
ブレンドエッセンシャルオイル 
「YL ハイエスト ポテンシャル 5mL 」
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「ペパーミントシダーウッドソープ 100g」

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

10％OFF製品情報
bit.ly/yl10discount

YLおトク便限定キャンペーン
7月1日（木）～7月25日（日）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
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※プロモーション対象製品は、天候、生育状況等諸条件により高品質な素材が確保できなかった場合、予告なく日程変更・欠品になる場合がございます。
※ 6/26以降に新規登録された方でYLおトク便のプレゼント対象の場合は、7月のプレゼントがお手元に届きます。
※ プレゼントは不良品を除き、返品交換いたかねます。何卒ご了承ください。
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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。

お気に入りの衣類にも、
肌にも優しい洗剤を選ぼう

ヤングシーブス  ランドリーソープ 946mL 
製品番号：534905D  PV26.50

4,235円
5,610円

シェアリング会員価格 ：
ショッピング会員価格 ：

2021年7月 10% OFF
7月1日(木) 9:30～7月15日(木)

LINE公式アカウントはじめました
この度、LINEの公式アカウントを開設しました！製品やキャンペーンなどの最新情報を
お届けします。スマートフォンで、右記のQRコードより友だち登録をお願いします。

製品やキャンペーンなどの最新情報をお届けします ※ 会員IDをご用意ください。
※ 対象機器はスマートフォンのみです。

累計販売数90,000本！コラーゲンコンプリートが発売1周年を迎えます。 
ヤング・リビングのコラーゲンコンプリートは、10,000mgのマリンコラーゲンを美味しく摂取できる、ハリのあるアクティブな毎日を
過ごしたい方にお勧めのコラーゲンドリンクです。

天然由来成分を使ったナチュラルな洗濯洗剤。
衣服をやさしくきれいに洗いあげ、爽やかな
柑橘系の香りを残します。

ブレンドエッセンシャルオイル
「シトラスフレッシュ 15mL」

コラーゲンコンプリートはここがすごい！
1 身体に吸収されやすいマリンコラーゲン10,000mg配合

2 クコの実など美肌成分を豊富に配合
3 エッセンシャルオイル配合で美味しく飲みやすい

こんな方にお勧めです！
しわやたるみが気になり始めた
肌のツヤ・透明感が気になる
鏡を見ると、弾力（ハリ）の変化を感じる
スポーツなどで紫外線を浴びる機会が多い
骨密度について意識するようになってきた
最近、体の節々が気になる

発売1周年を記念して、大変お得なスペシャルキャンペーンを行います！この機会を逃さず、まずは３０日毎日継続してみましょう。 
「コラーゲンコンプリート」の違いを体験できます。

＊詳細はホームページやブログをご確認ください。

33%
OFF

3箱 セット

シェアリング
会員価格 ￥12,420

￥16,362

￥18,630

ショッピング
会員価格
￥24,570

製品番号：38984  PV64.00

1本あたり
¥414

2箱 セット

シェアリング
会員価格 ￥9,936￥12,420

ショッピング
会員価格 ￥13,095￥16,380

製品番号：38983  PV51.25

1本あたり
約¥496

1箱 セット

シェアリング
会員価格 ￥5,589￥6,210

ショッピング
会員価格 ￥7,371¥8,190

製品番号：30701D  PV28.75

1本あたり
約¥558

20%
OFF

10%
OFF

1st. Anniversary スペシャルキャンペーン！　6月1日（火）9：30～6月25日（金）



今、美容や健康業界でも大注目の麻に含まれる天然成分CBD。
その「バランスと安定」を保つ機能への関与に熱い視線が寄せられています。

CBD習慣を始めるなら、おすすめは、スポイト１回分(1.0mL)を朝晩のルーティーンに取り入れる
こと。オイル２本で１カ月分です。毎日のCBD習慣が、ボディもお肌も、そして心も満たしてくれるで
しょう。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。

カレーやパンにフレーバーとしてを加えたり、いつものレシ
ピのアクセントや風味付けとして、お楽しみいただけます。 
熱に弱いため、加熱するよりも、料理の仕上げや、ドレッシ
ング、マリネなどにお勧めです。 
お召し上がり方： 
小さじ一杯 (約5ml) を1日、1～2回を目安に 
お料理などと一緒にお召しあがりください。 

摘みたてのハーブやクミンを思わせる爽やかで、スパイシーな香り。 
自然なフレーバーを生かす、コールドプレス製法。 料理の仕上げに
加えるだけで、いつもと一味違うアクセントに。 美容や健康への感
度の高い人々の間で、話題性の高いオイルのひとつです。 
製品番号31061 / PV 22.00
シェアリング会員価格 3,402円  / ショッピング会員価格 4,482円 

7月1日（木）新発売 ブラック クミンシード オイル 106ml

キャンペーン期間：５月26日（水）9：30～６月30日（水）＊数量限定、なくなり次第販売終了
6月20日（日）は父の日です。今年の父の日は、想いをギフトに託して贈ってみるのはいかがでしょう？気温も湿度も上がり、汗やにおいが
気になる季節を快適に乗り切るマストハブなアイテムをご用意いたしました。大切な人に、素敵な香りとともに届けて。気分もモチベー
ションも前向きに過ごしましょう。

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

シュートラン Shutran 
3 in 1メンズウォッシュ 236mL

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

デオスティック ヴァラー 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 シトラス 42.5g

今年の父の日のプレゼントはヤング・リビングの限定アイテムで決まり！

世界が注目するCBDを徹底解剖！【ライブ配信限定】ドクターセミナー 
世界が注目するCBD（カンナビジオール）について、美容・健康・医療・食品業界やスポーツ選手の間でも、期待が高まっています。
そのCBDについて、最前線の医師が語る貴重な3回シリーズのドクターセミナー。５月29日に開催した第１回「世界が注目するCBD
について、CBDとエッセンシャルオイル」は大好評の内に終了いたしました。

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」
好評につき期間延長
2021年6月1日(火)～30日（水）＜数量限定＞
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CBDオイルを2本セットで購入すると、日本未発売の貴重な製品をプレゼント

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 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 

ブレンドエッセシャルオイル
ヤングアウェイクン 5mL
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！ 

お勧めの使い方
• 夜のスキンケアに。
 デコルテやボディにも 
 たっぷりと。
• ヘッドマッサージや
 ヘアケアにも、お勧め。

• 朝のスキンケアは、
 クールミントですっきり
• 1日の終わりには、むく
 みの気になる部分を、
 マッサージ。

お勧めの使い方
クールミント

• 冷えが気になるときは 
 温かみのあるシナモン
 の香りがお勧め
• 瞑想やリラックスしたい
 ときに、手のひらになじ
 ませながら、深呼吸。
 

お勧めの使い方
シナモンシトラス

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

「ニンシアレッド」 × ”YLおトク便” でサマーギフトを贈ろう
「ニンシアレッド」対象製品ご購入で、いろいろなプレゼントをもらえるおトクなチャンス！
対象期間：6月15日(火) 9：30～7月14日(水）
期間中、おトク便にて対象製品①または②の製品をお求めの方にプレゼント。

プレゼント 1
150PV以上のYLおトク便で、人気の
「コラーゲンコンプリート」（￥6,210相
当）を1箱（50ml x 10本）プレゼント♪

もれなくオリジナルショッパーと、
メッセージカードをボトル本数分
プレゼント♪

プレゼント 2
「YLおトク便パック ニンシアレッド４」を
お買い求めの方には、先着で1000名
様に「ライム ヴァイタリティ(5ml)」を
プレゼント♪

プレゼント 3

「CBDの未来と可能性 2021」
 (全3回シリーズ)
第2回
6月26日 (土）
19:00-21:00 
「CBDを食品として内側から摂る重要性」

第3回
7月24日 (土）
14:00-16:00 
「CBDの可能性と未来」

第2回以降も最新トレンド、エッセンシャルオイルとCBDの相
互作用、CBDの活用方法や活用事例などをご紹介する、必見
のオンラインセミナーです。
講師は、CBDの第一人者、正高 佑志先生。ライブ配信限定で
お届けいたしますので、この機会をお見逃しなく。

正高 佑志 講師プロフィール
1985年京都府生まれ。医師。熊本大学医学部医学
科卒。在学中よりアジア諸国を中心に周遊し公衆衛
生、伝統医療への見聞を深める。
2016年カリフォルニア州にてカンナビノイド専門医、
Jeffrey Hergenrather氏と出会い、カンナビノイド
医療を専門とする事を決意。現在、熊本大学神経
内科学教室所属。

詳細や
お申込方法は
こちらから

製品番号 38436 製品番号 38433 製品番号 38432

製品番号 38434  製品番号 38435

CBDオイル 
シトラス30mL 2本

x
ハワイアン
サンダルウッド
ウォーター

CBDオイルクール
ミント30mL 2本

x
ハワイアン
サンダルウッド
ウォーター

製品番号 38431

CBDオイル
シトラス30mL 2本

x
ヤング

アウェイクン

CBDオイル
シナモン30mL 2本

x
ハワイアン
サンダルウッド
ウォーター

CBDオイルクール
ミント30mL 2本

x
ヤング

アウェイクン

CBDオイル
シナモン30mL 2本

x
ヤング

アウェイクン

キャンペーン
ページはこちら

ブラック クミンシード オイルの楽しみ方 

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。


