
良質なマリンコラーゲンを1本に10,000㎎含んだヤング・リビングの「コラーゲンコンプリート」で、プルプル体験を始めてみませんか？
もうすでに始めた方から、続 と々嬉しいお声が届いています。さあ、次は、あなたが体験する番です。

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 美肌サポート成分を豊富に配合

3 エッセンシャルオイル配合で美味しく飲みやすい

古くから中国で様々な方法で人々の健康を支えてきたクコの実の果実エキスを配合して
います。中国ニンシア地方で採れる高品質なクコの実は栄養成分を豊富に含み、コラー
ゲンの吸収をサポートします。またビタミンやポリフェノールを多く含むジャスミン緑茶
エキス、健康美にかかせないビタミンB群やコエンザイムQ10も配合しています。

マリンコラーゲンを10,000mgも配合すると魚臭くて飲みづらい、と心配される方もいら
っしゃるかもしれませんが、コラーゲンコンプリートは大丈夫。高品質な3つのエッセンシ
ャルオイル（グレープフルーツ、レモン、ライム）を配合したことで、爽やかな香りをお楽し
みいただける上、身体をすっきりさせる作用が期待できます。

1st. Anniversary スペシャルキャンペーン！ 6月26日（土）～7月25日（日）終日

コラーゲンコンプリート喜びの声

M.I.さん
神奈川県
60代女性

「これまで鉄分やカルシウムは補
給してきたのですが、それだけだと
危険だということが分かり、主人と
一緒に飲み始めました。ジョギン
グやトレッキングも心配なく取り
組めるようになり、毎日がよりアク
ティブになりました。」

R.M.さん
宮城県
40代女性

「濃厚な味わいなのにさっぱりして、
とても飲みやすく美味しかったです。
マリンコラーゲンは魚臭いイメージ
があったので驚きでした。最初は
朝起きて飲んでいましたが、夜寝
る前に飲んだところ、朝起きたら
プルプルを感じました。」

M.Hさん
東京都
40代女性

「3か月飲んでいます。潤いやハリ
は早くから実感していました。最近
は、髪の毛がなめらかでうれしい
です。」
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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
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OFF
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OFF
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PV
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PV

10％OFF製品情報
bit.ly/yl10discount

YLおトク便限定キャンペーン
8月1日（日）～8月25日（水）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

※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。
※ 8/26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、9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。

輝く美しい肌の秘密は、
毎日の丁寧なクレンジングから 

ミラ ルミナス クレンジングオイル 118mL
製品番号：23713 D  PV33.00

￥5,280
￥6,985

シェアリング会員価格 ：
ショッピング会員価格 ：

2021年8月 10% OFF
7月30日(金) 9:30～8月15日(日)

ブレンドエッセンシャルオイル
「ヤングリヴィング セイクレッドマウンテン 5mL」

エッセンシャルオイル 
「ゼラニウム 15mL 」
新規登録特典が変更になります
2021年6月まで
▶ 新規登録時にYLおトク便でプレミアム キットを購入され
 た方には、「ニンシアレッド」を1本プレゼント
2021年7月から
▶ 新規登録時にYLおトク便で100PV以上を購入された方
 には、、「BLOOMコラーゲンコンプリート」を1箱
 プレゼント （50mlx10本入り）
※ さらにご注文PV合計が200を超えると、BLOOMコラーゲン
 コンプリートをもう1箱プレゼント（110PV、200PVプロモの
 特典も届きます）

サンダルウッド､ローズ､イランイラン､ゼラニウム､
ジャスミンなどのエッセンッシャルオイル､ホホバや
アルガンオイルなどの肌に優しい天然成分を
たっぷり配合

エッセンシャルオイル 「ゼラニウム 15mL」

下記①～③のエッセンシャルオイルのうち､いずれかを
プレゼント。どれが届くかはお楽しみに☆
（プレゼントの交換はできかねます。）  

② 「ペパーミント ヴァイタリティ 5mL」

③ 「レモンヴァイタリティ 5mL」

① 「ペパーミント 5mL」

話題沸騰！大好評のため、延長開催決定！プルプル体験を次はあなたの肌で！
累計販売数90,000本超！「コラーゲンコンプリート」最大33%オフキャンペーン



こんな方にお勧めです！
最近眠りが浅く、すっきりと目覚められない
元気がでない気がする
生活や身体のリズムが狂いがち
緊張やストレスを感じることが多い

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

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

「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：2021年7月15日(木) 9：30～8月25日(水）終日
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 2
7月もYLおトク便で150.00PV以上お
求めの方は、全員「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♪
(150PVプロモーションの特典）

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 1

「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「レモン ヴァイタリテ(5ml)」を
プレゼント♪

プレゼント 3

好評につき7月も延長開催決定！
「ニンシアレッド」×「YLおトク便」サマーギフトキャンペーン第2弾

いよいよ最終回！＜ライブ配信限定＞ドクターセミナー
世界が注目する 『CBDの未来と可能性』　
注目の天然成分CBD（カンナビジオール）について、5月より３回シリーズで開催してきたドクターセミナー。

回を重ねるごとに視聴者の皆さまの熱気が画面を通して
伝わり、CBDへの高まる期待を感じます。美容、健康、医療、
食品、スポーツなどさまざまな業界でも注目されている
CBD。最終回は、「CBDの可能性と未来」について、最前
線のドクターが語る貴重な内容です。

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 Hergenrath-
er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。

ライフバランスが整った健康的な毎日を過ごしていると、自然と生活の質もアップします。いつでも、そんな状態でいたいと願う
あなたには「毎日のCBD習慣」がおすすめ。新製品の登場により、更に充実したラインナップでお届けします。

「CBDの未来と可能性 2021」
7月24日 (土）
14:00-16:00

詳細やお申込方法は
こちらから

ネイチャーズウルトラCBDが更に充実のラインナップに！
食品グレード CBDオイル & 美容オイル CBDビューティブースト

化粧品グレードのCBDオイル３種は、７月27日（火）17:00を
もちまして販売終了いたします。それに伴い、これまでご愛用い
ただきました感謝を込めて、お好みのCBDオイル（化粧品）を
２本セットで15%OFFの特別価格でご提供することにな
りました。シトラスは、8月より、シナモンとクールミントは、９月
より、食品グレードに生まれ変わり、新価格でお届けいたします。

2021年7月1日(木)9:30 ～7月27日（火）17:00
「化粧品グレード CBDオイル 3種」  ラストチャンス15%OFFキャンペーン

CBDオイル
シトラス 30mL 2本  

リフレッシュ

製品番号 39272

CBDオイル
クールミント 30mL 2本 

フレッシュな爽快感

製品番号 39273

CBDオイル
シナモン 30mL 2本

リラックス

製品番号 39274

＊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。
＊YLおトク便、または一般注文でご注文いただけます。

シェアリング
会員通常価格
￥23,980 ￥20,405

15%OFF

ショッピング
会員通常価格

￥26,895￥31,570
15%OFF

PV159.90 PV136.00

新製品発売にあたり、既存製品を含めて価格改定をいたします。また、製品番号も新製品に
つきましては変更になっておりますので、ご注意ください。（*表示価格はすべて税込価格です。）

８月よりお届けするのは、CBDオイル シトラス 500MG（食品グレード）。
柑橘系の爽やかなエッセンシャルオイルを配合した人気の香味です。
今後はクールミント/シナモンフレーバーの販売を予定しております
（９月頃発売予定）。純度の高いCBDに高品質のエッセンシャルオイルを
組み合わせた、ヤング・リビング独自のこだわりのレシピです。ベースオイ
ルには、糖質フリーの食品として今話題の、MCTオイルを採用しています。

希少価値の高いタマヌオイル*¹をベースに、純粋なCBD*²600MGと
ロマンチックで幸福感のある女性らしい香りのローズエッセンシャルオイ
ル*³を贅沢にブレンドした美容オイルです。肌に素早くなじみ、潤いに満
ちたハリのあるツヤ肌へと導きます。朝晩、スキンケアの最後におすすめ。
*¹ ハリテボク種子油 : 皮脂コンディショニング成分
*² カンナビジオール : 皮脂コンディショニング成分
*³ ダマスクバラ花油 : 香料　

身体の内側と外側、ダブルのアプローチでライフバランスを
サポート！ CBDオイル500MG(30ml)食品グレード

CBDビューティブースト 600MG (30mL) <美容オイル>
高品質なローズエッセンシャルオイルを贅沢にブレンド

こんな方にお勧めです！
乾燥しがちで、潤いやハリがない
肌の調子が気になる
エイジングサインが気になる

製品番号36479  PV84.95
シェアリング会員価格　¥13,200
ショッピング会員価格　¥17,380

製品番号36517  PV79.95
シェアリング会員価格　¥12,949
ショッピング会員価格　¥17,064

ブレンドエッセンシャルオイル 
レディ スクラレオール 15mL

多くの方に愛される　レディ スクラレオールが限定発売！
女性の魅力が輝く、この上なく優美な香り。植物本来の力
があなたに寄り添いサポートしてくれるでしょう。あなたの
中に潜む魅力を引き出したいときにおすすめです。

フィンカ ボタニカ ファームコレクション

エクアドルの肥沃な大地と自然の恵み。ゲリー・ヤングが情熱を
ささげたフィンカボタニカ農場からお届けする特別な限定
コレクションです。

製品番号3376 / PV 56.25
シェアリング会員価格   ¥8,855
ショッピング会員価格 ¥11,660 

製品番号37613 / PV145.00
シェアリング会員価格 ¥22,770
ショッピング会員価格 ¥29,975 

＜セット内容＞
① パイコテア 5mL（本コレクション限定）
② インカ メリッサ 5mL（新製品・日本未発売）
③ エクアドル イランイラン 5mL（日本未発売）
④ パロ サント 5mL
　(ブックレット付き）

2021年7月1日（木）9:30～無くなり次第販売終了

2021年8月 待望の新発売

*一般注文のみを対象とさせていただきます。 *YLおトク便は対象外です。また、YLおトク便ポイント交換はできません。
*数量限定品につきましては在庫がなくなり次第終了となりますのでご了承ください。

① ② ③ ④

新製品
新製品
新製品
新製品

新製品

製品名

36517
36519
36508 
36479
31157
31158
39231

製品番号

CBDオイル シトラス 500MG (30ml) [食品グレード]
CBDオイル クールミント 500MG  (30ml) [食品グレード]
CBDオイル シナモン 500MG (30ml) [食品グレード]
CBDビューティブースト 600MG (30mL)
CBD ボディバーム アクティブ300MG (50g)
CBDオイル ロールオン カーム300MG (10mL)
プレミアム キット ネイチャーズウルトラCBDシリーズ

PV

79.95
79.95
79.95
84.95
74.95
56.95
100.00

シェアリング
会員価格
¥12,949
¥12,949
¥12,949
¥13,200
¥12,100
¥9,680
¥24,200

ショッピング
会員価格
¥17,064
¥17,064
¥17,064
¥17,380
¥15,950
¥12,760

価格改定および製品番号のご案内

ゼラニウム、ジャスミン、イランイラン、
オレンジ、クラリセージなど、優美で、女性
らしく、しあわせを感じる香りをブレンド
しました。

2021年7月26日（月）9:30～無くなり次第販売終了


