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YLおトク便限定キャンペーン
9月1日（水）～9月25日（土）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。
※ 9/26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、10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 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。

2021年9月 10% OFF
9月1日(水) 9:30～9月15日(水)

200
PV

エッセンシャルオイル
「キャロットシード 5mL」

①「サテン ミント
フェイシャルスクラブ 57g」

②「スリークティー 62g (25包）」

BLOOM by Young Living
ブライトクレンザー 100mL

BLOOM by Young Living
ブライトエッセンス 140mL 

なめらかな洗い心地の
フェイスウォッシュ。
メイクや汚れを優しく取り除き､肌を
すっきりクリアに洗い上げます｡ 汚れを
落とすことにより､肌本来のクリアな
明るさへと導きます。

しっとりと肌になじみ､洗顔後の肌に
潤いを与えます｡ 肌のバランスと質感を
整えながら､肌本来の明るさとツヤを
感じる肌へと導きます。

とろりとしたジェルタイプの
化粧水。

5,005円
6,600円

シェアリング会員価格 ：
ショッピング会員価格 ：

6,820円
9,020円

シェアリング会員価格 ：
ショッピング会員価格 ：

製品番号30287D　PV 31.50 製品番号30314D PV 43.20

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 」

350
PV

110
PV

下記①②の製品のうち、いずれかをプレゼント。
どちらが届くかはお楽しみに♪

BLOOM by Young Livingスキンケアシリーズ 発売１周年を記念して、10%OFFに登場です。
キメの整った明るく輝きのある素肌へ導くブライトケアシリーズをこの機会にお試しください。

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。

食品グレードのCBDオイル シトラス＆CBDビューティブースト、魅力的なYLおトク便キット
2021年７月29日（木） 9:30より発売開始しました！

天然植物由来のオイルの潤いを、肌にたっぷり与えることでハリとツヤのある肌へと導く美容
オイルです。希少価値の高いタマヌオイル*¹をベースに、純粋なCBD*² 600MG､ローズエッセン
シャルオイル*³を配合したリッチな質感です。毎日のスキンケアの最後にプラスするだけで、なめ
らかな肌へと整えます。
*¹ テリハボク種子油 : 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　

CBDビューティブースト 600MG (30mL)

製品番号 39422  PV 110.00  シェアリング会員価格 ￥18,370 

CBDオイルとローズ エッセンシャルオイルを贅沢にブレンドしたCBDビュー
ティブーストで潤いに満ちたハリのあるツヤ肌へ。
内側からの美しさは、マリンコラーゲンたっぷりのBLOOMコラーゲンコン
プリートで。ヘルシー＆ビューティをめざす方のためのキットです。

＜セット内容＞
CBDビューティブースト 600MGx1本(30mL)
BLOOMコラーゲンコンプリート×1箱(50ml×10本)

どんなお肌もワンランクアップ。
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。

肌の調子が気になる いつものスキンケアでは物足りない 乾燥しがちで潤いやハリがない エイジングサインが気になる

YLおトク便パック  ビューティセット

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

▶朝晩のキレイ習慣に
▶毎日のスキンケアに手軽にプラス
▶贅沢なローズの香りで自分へのご褒美に
▶デコルテやボディにも

こんなシーンにおすすめ

価格改訂後のCBDシリーズ全製品の価格表はこちらから
CBDシリーズ価格改定および製品番号のご案内



チャコールマスク (71g)

ナチュラルなディープクレンジングマスク
2021年8月26日（木）9:30～無くなり次第販売終了

CHARCOAL MASK

製品番号 35061     PV：39.75
シェアリング会員価格 ：￥6,270
ショッピング会員価格 ：￥8,250

ナチュラルな成分で古くなった角質を落とし、お肌を柔らかく整えるディープクレンジング
マスク限定発売。タヒチのブラックボルケニックサンドと活性炭、2種類のクレイが毛穴の
中の汚れに吸着し、きれいさっぱりクレンジングします。
ラベンダー、ペパーミント、パチュリー、ローズマリー、レモンのエッセンシャルオイル配合。

エクスペリエンスセンターアプリのご案内
ヤング・リビング、エクスペリエンスセンター専用のアプリが誕生しました！

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）

「アプリポイント」が貯まる 毎日チェックすると？

2アプリと連動した”エクスペリエンスセンター来店ポイント”
を導入！雨の日来店ポイントや
イベント参加ポイントなど、各
種ポイントを予定しておりま
すのでお楽しみに！
※アプリポイントはエクスペリ
エンスセンターのみで使用で
きるポイントです。

3参加すれば必ずポイントがもらえる「スクラッチ」が毎月不
定期で出現！1等、2等が当た
れば一気にポイントが獲得で
きるチャンス？！
ご来店が出来ない方も、「いつ
か」エクスペリエンスセンター
に行けるその日の為に、毎日
アプリをチェックしてくださいね。

会議室の予約

1会議室の予約はアプリのみで受付けます。予約状況の確認、
キャンセル（7日前まで）もアプ
リで行えます。
（アプリにて会議室利用規約
を必ずご確認のうえ、シェアリ
ング活動の場としてご活用く
ださい。）

ECアプリで
何が出来るの？

会議室予約や、ノベルティや
製品と交換できる「ポイント」
の獲得、エクスペリエンス
センターの最新情報を発信
するアプリです。
ぜひご活用ください。 

＜アプリ ダウンロード方法＞
「YLJ」「エクスペリエンスセンター」で検索。

iphone対応 Android対応

<ご案内> 
▪ダウンロードには“アプリ会員登録”が必須となります（無料） 
▪会議室はシェアリング会員のみご予約可能です。予約時には
会員番号入力が必須です。利用についてはアプリの利用規約を
ご確認ください。

緑色のアイコンが
目印です。

 QRコード

9月より販売を予定しておりました、CBDオイル クールミント/シナモンは、世界的なCBDのニーズの高まりと共に、ヤング・リビングの「Seed to 
Seal」の基準に沿った原料の調達に時間を要しているため、当面の間、販売を見合わせることとなりました。楽しみにされていた皆さまに、ご迷惑を
お掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

CBDオイル クールミント、シナモンの販売について

製品番号39231　PV100.00
シェアリング会員価格24,200円　

プレミアム キット 
ネイチャーズウルトラCBDシリーズ
体の内外からCBDを体感いただけるよう
食品と化粧品をセットにした理想的なキット。

あの「ヤングヴァラー」がついてくるスペシャルキャンペーン 
キャンペーン期間 8月1日（日）～9月30日（木）

＜セット内容＞
CBDボディバームアクティブ 300MG (50g)  x 1 個
CBDオイル ロールオンカーム300MG (10mL)  x 1 個
CBDオイル シトラス 500MG (30ml)  x 1 個

新規会員登録

YLおトク便を継続
＆＆

一度使ったら手放せないと、多
くの方々にご愛用いただいている
「ヤングヴァラー」。心を落ち着
け、整えたいときにおすすめのヤ
ング・リビング
独自のブレンド
エッセンシャル
オイルを、今だけ
プレゼント！

今だけ！プレゼント

登録月の翌月もYLおトク便を
継続された方

キャンペーン期間中、プレミアム 
キット ネイチャーズウルトラCBD
シリーズで新規会員登録を

された方

製品番号 39423  PV：120.00  シェアリング会員価格：￥19,170

CBDオイルでライフバランスを整え、マスターフォーミュラエッセンシャルで、元気をチャージ。
バランスの整った健康的な毎日をめざす方のためのキットです。

＜セット内容＞
CBDオイル シトラス 500MGx１本(30ml)
マスター フォーミュラ エッセンシャル 1箱（13.3mlx 30本)

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

CBDを食品として､口から直接摂取することで､体内にしっかりと届けます。化学汚染のない
完全無農薬の土壌で栽培した麻からのみ抽出した純度の高いCBDにオレンジやグレープフ
ルーツのエッセンシャルオイルを組み合わせることで、CBDの可能性を十分に引き出していま
す。ベースオイルには素早い吸収と糖質フリーの
食品として話題のMCTオイルを採用しています。

CBDオイル シトラス 500MG（30ml）
からだの内側からライフバランスを整える

YLおトク便パック CBDオイル シトラスｘマスターフォーミュラエッセンシャル セット

最近眠りが浅く目覚めがすっきりしない元気が出ない気がする 生活や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

人の身体は､「常に」調整することで､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。 

遂に､食品グレードのCBDをお届けできる日がやってきました!
2021年７月29日（木） 9:30より発売開始

▶ゆっくり眠りたいときに
▶リラックスしたいときに
▶ヨガや禅などの瞑想の前に
▶バランスの整った毎日のために

こんなシーンにおすすめ

Present


