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YLおトク便限定キャンペーン
10月1日(金)～10月25日(月)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。
※ 10/26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、11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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2021年10月 10% OFF
10月1日(金) 9:30～10月15日(金)

200
PV

エッセンシャルオイル ブルーサイプレス 5mL

オレンジブロッサム チャコールソープ 85g

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 

メイクも汚れもすっきり洗い上げ、くすみのない明るいツヤ肌へ*

肌のバランスを整え、しっとりした明るい肌へ

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 ：

製品番号30287D　PV 31.50

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30314D PV 43.20

350
PV

110
PV

季節の変わり目のスキンケアと、スポーツの季節、運動後のボディケアにおすすめのアイテムを取り揃えました

製品番号 : 36840   税込価格：25,740円    PV : 100PV 

製品番号 : 35948   税込価格：25,740円    PV : 100PV 

プレミアム キット （デザートミスト ディフューザー） 

プレミアム キット （YLラウンド ディフューザー） 

※プレミアムキットに含まれるエッセンシャルオイルはすべて5mLです。 
※プレミアムキットに含まれるエッセンシャルオイルはすべて化粧品グレードです。バイタリティ（食品グレード）は含まれていません。

2021年10月 エッセンシャルオイルのプレミアムキットがリニューアル !
「健やかな家庭を全ての人にお届けする、エッセンシャルオイルの入門キット」

高品質なエッセンシャルオイルが、あなたの生活を豊かに彩ります。 心を落ち着かせたい、部屋の空気をリフレッシュ
したい、集中力を高めたい…生活のさまざまなシーンで、この10本のエッセンシャルオイルがあなたをサポートし、

家族の健やかな生活を実現してくれることでしょう。 このキットを入り口にして生活のバランスを整え、
ヤング・リビングが提供するナチュラルなライフスタイルをお楽しみください。 

ラベンダー 
レモン

ピューリフィケーション
ディープリリーフ
ダイガイズ

ヤングシーブス 
RC
ヤングヴァラー

ペパーミント
フランキンセンス

シングル　エッセンシャルオイル
V6マッサージオイル(58mL) x1 
エッセンシャルオイル用遮光瓶（5mL）
アロマグライド付x2 
エッセンシャルオイル用遮光瓶（2mL）×4 
ロートx1 
エッセンシャルオイル紹介カード 

マッサージオイル   その他の付属品

Premium Kit

プレミアム キットの内容

ブレンド エッセンシャルオイル

エッセンシャルオイル イランイラン 5mL

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、肌本来のクリアな
明るさへと導きます。*汚れや古い角質のとれた状態

とろりとしたジェルタイプの化粧水｡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。

6,270円
8,250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5759D PV 39.50

クールアズール クリーム100g 
スポーツの秋、運動後のほてりをクールダウン
ウィンターグリーンやペパーミントのすっきり
クールなエッセンシャルオイルと植物由来の
成分で作られた爽快感のあるクリーム。肩や
腰､運動の前後などにご使用ください。

※ 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､準備数が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。



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

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

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

Present

「CBDビューティブースト」で肌革命！
どんな肌もランクアップ

最近、「いつものスキンケアでは物足りない」
「色々なスキンケアを試しているけど、お気に入りが見つからない」ということはありませんか？
CBDビューティブースト 600MGは、そんなあなたにおすすめです。いつものスキンケアの最後にプラスするだけで、
健康的でなめらかなツヤ肌へと導いてくれる美容オイルです。
製品番号36479　PV84.95　シェアリング会員価格13,200円  ショッピング会員価格17,380円 

希少価値の高いタマヌオイル*
潤いキメ・スキントーンを整える

ローズエッセンシャルオイル*
贅沢なダマスクローズの香り

CBD*¹
高い保湿効果とエイジングケア*²1 2 3

天然成分の融合で、お肌のランクアップ

*ダマスクバラ花油 : 香料 *¹カンナビジオール : 皮脂コンディショニング成分
*²年齢に応じたケア

*テリハボク種子油 : 皮脂コンディショニング成分

YLおトク便パック  ビューティセット

内側と外側からダブルで美しさをめざすスペシャルキットをご用意しました

使用
方法

スキンケアの最後に、スポイト１-２滴を手のひらに取り、顔、首筋、デコルテなどに、たっぷりとお使いください。
乳液やクリームなどお手持ちのスキンケアと一緒にお使いいただくのもおすすめです。

人気のパウダーファンデーションに加え、日本初上陸のリキッドファンデー
ションやリキッドコンシーラー、カラーアイテムまで、秋冬のメイクアップに
欠かせないコレクションでお届けいたします。天然成分やエッセンシャル
オイルを配合した、ヤング・リビングならではのクリーンビューティを
実現するアイテムを揃えました。
詳細は、メルマガやブログなどでご案内していきます。どうぞ、お楽しみに！

サヴィ ミネラルズ 限定発売！！
Savvy Minerals

お肌にも環境にも優しい”クリーンビューティ“がコンセプトの
「サヴィ ミネラル シリーズ」が、この秋、限定発売!

ジャスミン、ゼラニウム、ダヴァナなどのフローラルな香りに、ロイヤルハ
ワイアン サンダルウッド、ベチバー､ヤングリヴィング セイクレッドフラン
キンセンスなど温かみのあるウッディーな香りをブレンドした贅沢で洗
練されたエッセンシャルオイルです。

ブレンドエッセンシャルオイル ブルーム 5mL

BLOOMスキンケアの心地良い香りをブレンドした
エッセンシャルオイル！

2021年9月27日（月）9:30～
無くなり次第販売終了

製品番号 35796  PV34.75
シェアリング会員価格　5,500円
ショッピング会員価格   7,260円

2021年9月27日（月）9:30～ 無くなり次第販売終了
「エッセンシャルオイル ゼラニウム ブルボン 5mL」 x 「ヘイブン セラミック ディフューザー」セット

オンライン ドクターセミナー公開中　(8月27日開催分)
「コラーゲンって肌にいいのは知っているけど、なぜこんなに注目されて
いるの？」と、思った方におすすめです。
最近よく耳にする「コラーゲン」。肌にいいのは知っているけれど、こんなに注目されている理由は？そ
んな疑問を持たれているあなたにおすすめのドクターセミナー。美容だけでなく、健康にもよいコラー
ゲンの魅力を分かりやすくご紹介。講師は多くのメディアにも出演している馬渕 知子先生。

閲覧はこちらから

・肌のうるおいも髪のボリュームも、見た目はコラーゲンが決める？
・健康な骨や関節を作るために、コラーゲンが必要？
・1日最低５g必要なコラーゲンを、多くの人が摂取できないのはなぜ？
・運動する人、あざができやすい人、にきびができやすい人にコラーゲン？
・化粧品、錠剤、ドリンクタイプ、どのコラーゲンが良いの？
・コラーゲンを効果的に体内に取り入れるにはどうすれば良いの？

セミナーの内容

講師：馬渕知子先生
専門は、内科・皮膚科学、アンチ
エイジング医療、分子整合栄養学 

多くのメディアにも出演
日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」
フジテレビ「めざましテレビ」など

1
2

華やかなローズとほのかなハーブの香りを合わせ持つゼラニウムブルボンと、どんな空間にもフィットするコンパクトでモダンなヘイブン
セラミックディフューザーをセットにした秋冬限定のスペシャルキットです。
製品番号39825　PV 38.00　シェアリング会員価格 9,999円  ショッピング会員価格13,200円 

ヘイブン セラミック ディフューザー
どんな空間にもフィットするモダンでシンプルなデザインとコンパクトなサイズ。
ヘイブン（安息の地）という名前の通り、香りと明かりで心地よい空間を演出します。

エッセンシャルオイル ゼラニウム ブルボン 5mL
華やかなローズを思わせる香りと、ほのかなハーブの香り
1880年マダカスカル沖にあるイル・ブルボン島（現在のレユニオン島）にもたらされ、育てられた
独自のゼラニウム品種です。カジュアルなローズと表現されるゼラニウムに比べ、ゼラニウム  ブルボンは、
ローズの香りがより際立つ、華やかな印象のため、特別感を演出してくれます。また、肌のコンディションを
整えるスキンケアや、香水としても使われています。リラックスしたい時や、心を落ち着けたい時にお
すすめ。 


