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10%
OFF

※ 10%OFF キャンペーン価格を適用するには､必ず「製品番号の後ろに“D”」の付いた番号を選択､ご使用ください。
※ 10%オフ価格でのご提供は､準備数なくなり次第終了となりますので､YLおトク便でお求めの際はお早めに。

美しい髪は頭皮の皮脂コントロールが
カギ。毎日の頭皮ケアで輝く美しさを
手に入れて。
ラベンダー・ミント シャンプー 295mL 
製品番号：5191121D  PV:18.00

2,915円
3,850円

シェアリング会員価格 ：
ショッピング会員価格 ：

2,915円
3,850円

シェアリング会員価格 ：
ショッピング会員価格 ：

ラベンダー・ミント コンディショナー 295mL 
製品番号：5192121D  PV:18.00

2021年6月 10% OFF
6月1日(火) 9:30～6月15日(火)

世界が注目する、麻に含まれる天然成分CBD（カンナビジオール）の
 「バランスと安定」を保つ機能への関与。 人の身体は、常に様々な調整
を行うことでバランスと安定を保っています。 
言い換えれば「常に」調整することで、私たちはバランスのとれた 、
健康的な生活と、安定的なパフォーマンスを保つことができるのです。
 ヤング・リビングが「毎日のCBD習慣」をおすすめする理由が、ここに
あります。 
純粋なCBDとエッセンシャルオイルを合わせることで得られる効果を、
 存分に実感していただくために、CBDを日々のライフスタイルに 取り
入れてみませんか。 
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ブレンドエッセンシャルオイル 
「ヤング アロマライフ 15mL」
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マッサージオイル 236mL 110

PV
ヤングシーブス
フレッシュエッセンスプラス 236mL 

毎日のCBD習慣 ‒ CBDライフ- 

ネイチャーズウルトラCBD発売1周年記念 
CBDライフ キャンペーン～CBD習慣 始めてみませんか～

 それが、「CBDライフ キャンペーン」です。 
2021年5月1日～5月31日＜数量限定でご用意＞ 

CBDオイルを2本セットでご購入すると、日本未発売の貴重な製品を
プレゼント！！  数量限定なのでお早めに！！

シェアリング会員価格 23,980円 / ショッピング会員価格 31,570円 / PV159.90  
＊セットによって、製品番号が異なりますのでご注意ください。

1ハワイアンサンダルウッド ウォーター 109mL 

選べるプレゼント①

2ブレンドエッセシャルオイルヤングアウェイクン 5mL

選べるプレゼント②

大変貴重な 「ハワイアン サンダルウッド」の 
植物蒸留水から作られた 

ハワイアンサンダルウッドウォーター 

ワイエルジョイ 、ワイエルプレゼントタイム 、
ワイエルハーモニー 、フォーギブネス 、YL
ドリームキャッチャー を組み合わせた夢の

ブレンドオイル！ 

CBDオイル シナモン 2本
＋

プレゼント①
製品番号 38436 

CBDオイル クールミント 2本
＋

プレゼント①
製品番号 38435 

CBDオイル シトラス 2本
＋

プレゼント①
製品番号 38434  

CBDオイル シトラス 2本
＋

プレゼント②
製品番号 38431

CBDオイル クールミント 2本
＋

プレゼント②
製品番号 38432

CBDオイル シナモン 2本
＋

プレゼント②
製品番号 38433

リフレッシュ クール リラックス

リフレッシュ クール リラックス

BLOOM by Young Living 
コラーゲンコンプリート 　1箱
（50ml x 10本 ）

ネイチャーズウルトラCBDの発売から1年。 多くの皆様に愛される
ブランドに成長しています。 発売1周年を記念して、CBDを毎日の習慣に
 取り入れていただくための特別なキャンペーンをご用意いたしました。

10％OFF製品情報
bit.ly/yl10discount

YLおトク便限定キャンペーン
6月1日（火）～6月25日（金）予定数がなくなり次第終了

YLおトク便限定キャンペーン
bit.ly/yl-campaign



2021年5月よりヤングシーブス フォーミングハンドソープ（製品番号367405）とヤングシーブ ススプレー（製品番号：326505）の容器が変わります。

母の日の花束代わりに、 100％ピュアな自然の恵みあふれる香りを届けませんか

キャンペーン期間：５月26日（水）9：30～６月30日（水）
（いずれも数量限定、なくなり次第終了）

5月9日（日）は、母の日。 プレゼントは、もうお決まりですか？ 
エッセンシャルオイル
レモンバーベナ 5mL

リゾート気分でバスタイム♪
DIY Diffuser

Blend

はちみつ 大さじ1杯
レモンバーベナ 3滴
イランイラン 3滴

まるでスパのような雰囲気に。
お互いなかなか会うことができ
なくても、同じ香りに包まれた
バスタイムを過ごすことで、
一緒にリゾート気分を味わって
みるのはいかがでしょうか。

レモンバーベナ 2滴
レモングラス 2滴
レモン 1滴

レモン系のフレッシュな香りを
重ね合わせれば、レモンシャー
ベットのよう。
みずみずしく爽やかな雰囲気
をお楽しみいただけるでしょう。

お出かけしたり、会うことが難しい状態が続いています。 こんな時だから、香りで
感謝の気持ちを伝えてみませんか？ 100%ピュアなレモンバーベナのエッセンシャル
オイルは、自然の恵みでいっぱい。 それは、まるで太陽の光がまぶしいレモン畑の
ような香り。 お家にいながらも、爽やかで明るいひとときを演出してくれるでしょう。 

製品番号： 32716
PV： 42.75
シェアリング会員価格：6,765円
ショッピング会員価格：8,910円

父の日
ギフトセレクション

2021年の父の日は1度きりだから。365日分の感謝を贈ろう。

シュートラン 3 in 1
メンズウォッシュ 236mL
製品番号： 28806
PV： 32.00
シェアリング会員価格：5,060円
ショッピング会員価格：6,710円

デオスティック シトラス 42.5g
製品番号： 27817
PV：  9.00 
シェアリング会員価格：1,980円
ショッピング会員価格：2,460円

デオスティック ヴァラー 42.5g
製品番号： 27845
PV：  9.00 
シェアリング会員価格：1,980円
ショッピング会員価格：2,460円

Happy
Father’s 
Day

もしかして、連休明けの隠れ疲労？！ 
話題のサプリ「マスター フォーミュラ エッセンシャル」は、もうお試しになりましたか？ 
この時期特有の“春だる*¹”に。ビタミンBにフォーカスし、あなたの隠れ疲労を
サポートする「マスター フォーミュラ エッセンシャル」。風薫る5月は大型連休
があり、いつもと違う生活リズムの変化に、老若男女問わず多くの人が精神
的にも、肉体的にも疲労を強く感じやすくなる季節です。 「何となく不調を感
じる」そんな瞬間に。 あなたの頑張りをひと押ししてくれる心強い味方の「マ
スター フォーミュラ エッセンシャル」を試してみましょう。 

世界中でも、特に高品質で名高い中国、寧夏(ニンシア)産の希少なスーパー
フード「枸杞の実」をふんだんに使った濃厚でフルーティな美味しさの
「ニンシアレッド」。一度飲むと、老若男女 幅広い層に支持されるのも納得の
ジューシーな健康ドリンクです。もし、まだお試しでなければ、今がスタート
する絶好のチャンス。お得な定期購入「YLおトク便」で対象製品をお求め
いただくと、いまだけ限定のプレゼントが届きます。この機会に、「ニンシア
レッド」で健康チャレンジを始めましょう。
詳細は、メルマガやブログでご案内します。お見逃しなく！

6月20日（日）は父の日。父の日は、日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを届ける、良い機会です。
日本では1950年代頃より始まった父の日が、お祝いとして定着するようになったのは1980年代になってから。世界的に見ても「父の日」は
「母の日」と比べて歴史が浅く、控えめなのかもしれません。だからこそ、今年の父の日には、日頃伝えきれない感謝の気持ちをギフトという
形にして贈ってみるのはいかがでしょう？6月は気温も湿度も上がり、汗ばむ季節。そこで、今年の父の日は、使用感や香り、使い勝手に
こだわったアイテムを厳選しました。1年に一度の機会だから、いつもより少し上質で良いものを贈ってみませんか。

マスターフォーミュラエッセンシャルの
製品詳細はこちらから

対象製品①
YLおトク便パック　ニンシアレッド２
製品番号： 489705
PV： 73.00
シェアリング会員価格：11,286円

対象製品②
YLおトク便パック　ニンシアレッド4
製品番号： 489305
PV： 130.75
シェアリング会員価格：20,196円

対象期間：6月15日（火）~7月14日（水）までのYLおトク便注文
（対象製品①または②の製品注文がプレゼント対象となります）

YLおトク便で150PV以上をお買
い求めの方全員に、大人気「コラー
ゲンコンプリート」（￥6,210相当）
を1箱プレゼント（おトク便と同月
にお届けします）

ご贈答シーンに最適な「ニンシア
レッド」を気軽に贈れるオリジナル
ペーパーバッグをセットにしてボ
トル本数と同等数お届けします。
（①は2セット、②は4セット同梱）
期間限定、数量限定でのご提供と
なります。

*¹春の季節の変わり目に感じる季節性の倦怠感（だるさ）や不調のこと。

プレゼント1 プレゼント 2

「ニンシアレッド」 × ”YLおトク便” でサマーギフトを贈ろう
ヤング・リビングのベストセラー「ニンシアレッド」はもうお試しですか？

「マスターフォーミュラ エッセンシャル」の体験談を
お寄せください。 締切は5月30日(日)まで。

ご応募いただいた方の中から抽選で
100名様に「コラーゲンコンプリート」
1箱（現品）をプレゼント*²

*²プレゼントは所定のアンケートにご回答いただいてから、
後日発送をもって当選と代えさせていただきます。個別の
ご質問にはお答えできかねます事をご了承ください。

＜お詫びと訂正＞
5月にお届けしたエッセンシャルライフの対象期間に誤りがありました。
ご迷惑おかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
＜誤＞対象期間：６月１日（火）～６月25日（金）
＜正＞対象期間：６月１５日（火）9:30 ～７月１４日（水）


