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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。
※ 11/26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、12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、返品交換いたしかねます。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11月 10% OFF
11月1日(月) 9:30～11月15日(月)

YLおトク便限定キャンペーン
11月1日(月)～11月25日(木) 予定数がなくなり次第終了

ロールオン ピースアンドカーミング10mL 
寒い季節に、ほっと一息できる香りをお届け 
人気のブレンドオイル 「ピースアンドカーミング」のロールオン
タイプです。シトラスとフローラルの優しさに溢れた香りで、
リラックスしたいときや落ち着きたいときにおすすめです。 

オメガジャイズスリー（120カプセル） 
寒さに負けず、若々しく健やかな毎日を過ごしたい方に 
DHAの豊富な魚油由来成分オメガ3脂肪酸、ビタミンD-３とコエ
ンザイムQ10に、高品質な3種のエッセンシャルオイルをブレン
ドし、総合的に健康をサポート。健やかな毎日のために、続けて
召し上がることをおすすめします。 

製品番号309705D
PV 54.25

会員価格 ：8,451円

製品番号26500D
PV 39.25
会員価格 ：6,270円

製品番号 : 35948   会員価格：25,740円    PV : 100PV 

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」

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 
アールシー
ヤングヴァラー

ペパーミント
フランキンセンス

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 

プレミアム キットの内容

リニューアル
RENEWAL

リニューアル前

製品番号 : 36840   会員価格：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

シ ングル エッセンシャルオイル ブ レンド エッセンシャルオイル マ ッサージオイル/その他付属品

110
PV

エッセンシャルオイル
レモン ヴァイタリティ 5ml

リニューアル
RENEWAL

200
PV

350
PV

10~12月のYLおトク便限定キャンペーンでは、150PV以上
お求めいただいた方に、コラーゲンコンプリート1箱
（50ml×10本 6,120円）をプレゼント!

コラーゲンコンプリートをお得に試してみたい！という方は、
10~12月、各月のYLおトク便150PV以上で最大3回、
コラーゲンコンプリートをプレゼントでゲットしましょう！ 

150
PV 3ヶ月限定！耳寄り情報 

ミラ ラストラス
ヘアオイル 53mL

ブレンドエッセンシャルオイル
ワイエルジョイ 15mL

あなたの心にうれしいプレミアムキットから、家族の健康にうれしいプレミアムキットに



植物由来の優しい成分を配合した、柔らかくて丈
夫なワイプです。食卓、キッチンなど色々なシーン
で大活躍！誰もが好きになる甘くてスパイシーな
香りです

季節の変わり目もあなたの健康をサポート。
ニンシアレッドやいつものお茶に加えて、カラダが
喜ぶ新習慣に。シリアルに加えるのもおすすめです。
いつもと一味違う風味をお楽しみください。

ヤングシーブス エッセンシャルオイルを配合し、
天然由来の成分だけ作られたドロップ。砂糖や
合成の着色料、香料、防腐剤を一切使用していま
せん。スパイシーで深みのある味わいです。

クローブやレモン、シナモンバーク、ユーカリラディアータ、ローズマリーを配合したヤングシーブスは、クリーンでクリアな環境のために作り上げた、ヤング・リ
ビングを代表する製品シリーズです。リッチでスパイシーな香りが、世界中のご家庭により自然な環境をお届けします。 

サヴィ ミネラルズ リキッド
ファンデーション（4色展開） 
若々しく輝くような肌と、美しい仕上がり
を実感。なめらかに伸びて、肌に負担を
かけません。セイクレッドサンダルウッドや
アボカドオイルを配合し、お肌のうるおい
を保ちます。 

サヴィ ミネラルズ
ファンデーション（パウダータイプ 2色展開） 
ミネラルをベースにしたクリーンな処方で、
肌になじみやすく、軽いつけ心地が一日
中持続します。気になるくすみやシミ、毛
穴を自然にカバーして、ワントーン明るい
肌へ。 

サヴィ ミネラルズ
ヴェール ダイヤモンド ダスト 
肌を明るくし、余分な皮脂を吸収して、化
粧持ちを良くします。100％ミネラルベー
スの成分で、すべての肌タイプにお使いい
ただけます。 

サヴィ ミネラルズ
リキッド コンシーラ―（3色展開） 
潤いを与えながら、気になる目の下のクマ
やくすみを自然にカバー。伸びが良く、ヨレ
ないためメイクが長持ちします。マヌカ
（日本未発売）とティートゥリーのエッセン
シャルオイル配合で、お肌を明るくキープ
します。

クリーンな美しさの新基準。サヴィ ミネラルズ 限定発売！！
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！ 
販売予定製品の一部をご紹介。

ヤングシーブス ワイプ（30枚入り）

 

エッセンシャルオイル
ヤングシーブス ヴァイタリティ 5ml ヤングシーブス メントール ドロップ(30個）

製品番号 : 5760
会員価格 : 3,186円 
PV : 20.50

製品番号 : 3756
会員価格 : 2,145円 
PV : 13.50

製品番号 : 5631
会員価格 : 2,322円 
PV : 14.75 

【2021年11月1日（月）より】日本未発売のヤングシーブスシリーズ3製品を限定発売！
ナチュラルなライフスタイルに欠かせないヤングシーブス製品を、寒い季節もあなたのお手元に。 

ヤングシーブス ヴァイタリティおすすめレシピ

紅茶やコーヒーに 1 シリアルやグラノーラに 1 ニンシアレッドに 1

※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。
※限定販売のため、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。 

おすすめ
1

おすすめ
2

おすすめ
3

発売日や価格等、詳細は追ってウェブサイト等でお知らせします。お楽しみに！ 

ヤングヴァラーやシダーウッド、フランキンセンスが
ブレンドされた、インスピレーションを感じる香り。
ポジティブで、やる気に満ちた気分になりたいと
きにおすすめのプレミアムな
オイルです。

ブレンドエッセンシャルオイル
ライズ アバブ 5mL

製品番号 : 38311
会員価格 : 7,865円 
PV : 49.75 

ベルギーやフランス原産のアンジェリカは、優し
い気分になりたいとき、普段の自分にもどりたい
ときにおすすめです。ヨガや瞑想のときなど、
リッチでアーシーな香りを
お楽しみください。

シングルエッセンシャルオイル
アンジェリカ 5mL 

製品番号 : 3078 
会員価格 : 7,095円 
PV : 45.00

YLハイエスト ポテンシャルやワイエルクラリティーが
ブレンドされた、自信や勇気にみちあふれた温か
みのある刺激的のある香り｡この香りが何層にも
重なって広がる様子を感じながら、
自分自身の成長の旅を振り
返ってみましょう。 

ブレンドエッセンシャルオイル
ワン ボイス 5mL 

製品番号 : 37859
会員価格 : 7,865円 
PV : 24.75

※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。
※限定販売のため、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。 

※ワン ボイス購入額の35%はヤング・リビング基金に寄付されます。 

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

・・・視聴者の感想は・・・

多くの声にお応えして、ドクターセミナー見逃し配信中！(8月配信分）
内科・皮膚科学の専門医、馬渕 知子医師をお迎えし、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しています。

好評配信中

閲覧は
こちらから

ジョギングやハイキングが趣味で
す。健康な骨や関節のためにもコ
ラーゲンがよいと聞いたので、今
後もコラーゲン習慣を続けたいで
す。

M.Tさん 福岡県
60代男性 

コラーゲンを積極的に摂ると、
身体の調子がよくなることがよ
くわかりました。内側からきれ
いになるということですので、
これからは積極的に摂っていき
たいです。

F.Hさん 東京都
30代女性

健康維持の観点からも「コラー
ゲンを毎日摂取することが大切」
という説明が分かりやすく腑に
落ちました。先生おすすめの
コエンザイムQ10との組合せも
いい感じです。

Y.S さん 千葉県
50代女性 

Savvy Minerals

2021年11月1日（月）9：30～限定販売 
ホリデーカタログ 2021
大切な方へのギフトとして、またご家族でお使いいただけるホームギフトとして・・
日本未発売製品をご提供いたします。


