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10％OFF製品情報
bit.ly/yl10discount

※ 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。
※ 1/26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、2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。

2022年1月 10% OFF
2021年12月27日(月) 9:30～2022年1月16日(日) 

YLおトク便限定キャンペーン
bit.ly/yl-campaign

YLおトク便限定キャンペーン
2022年1月1日(祝)～1月25日(火)予定数がなくなり次第終了
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「ニンシアレッドキャンペーン」 2022 新春からスタート！毎朝の1杯で作るキレイ習慣♪ 

製品番号 : 329505Ｄ　会員価格 : 4,671円 　PV : 30.00

インナー D-フェンス (60カプセル）
寒さに負けないからだづくりの心強いお供に。大人気ヤングシー
ブスのブレンド成分である、クローブ、レモン、ユーカリラディアータ、
ローズマリー、シナモンバークにオレガノ、タイムとレモングラスの
エッセンシャルオイルを加えて、カプセルに封じ込めたサプリメント
です。寒さが一段と厳しくなり、コンディションが乱れがちな季節に
ぜひお試しください。 

新しい年の始まりに、健やかな心とからだを応援する人気の製品を特別価格でご用意しました。 
からだの内側から、理想の自分に近づくための第一歩を始めてみませんか。

350
PV BLOOM by Young Living

ブライトローション 50mL

ブレンドエッセンシャルオイル
グラウンディング 5mL

ヤングシーブス 
アロマブライト 113.4g

年末年始の営業日および営業時間のお知らせ 
弊社では、下記の通り休業とさせていただきます。休業期間中に伴い何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

発送日等の詳細は
こちらから

コールセンター
年末年始休業期間：2021年12月28日（火）～2022年1月4日（火） 
2022年1月5日（水）9：30から平常通り営業いたします。

エクスペリエンスセンター
年末年始休業期間：2021年12月26日（日）～2022年1月4日（火） 
2022年1月5日（水）11：00から平常通り営業いたします。 

【対象期間】2022年1月1日（祝）～3月25日（金） 3か月間 

製品番号：30908
会員価格：24,246円
PV：155.00

製品番号：489305
会員価格：20,196円
PV：130.75

対象製品①
YLおトク便パック ニンシアレッド4
(750ml x 4本)

各月
10
ポイント

各月
15
ポイント

対象製品②
YLおトク便パックニンシアレッドシングルパック（2箱）
(60ml x 30パック/1箱 x 2)

毎回お得な特典が盛りだくさんの､ニンシアレッドキャンペーンが､2022年は装いも新たに登場いたします！
まだまだ寒さが厳しい1月から3月までの3か月間、YLおトク便を活用して､“おトク”にキレイ習慣を続けてみませんか？

単品購入より
4,536円
お得♪

単品購入より
2,646円
お得♪

ポイントプレゼント♪ 
条件1  期間中､YLおトク便にて対象製品①または②を含む注文で各月ごとにポイントをプレゼント。
条件2  さらに3か月連続（1月・2月・3月）でご注文いただいた方にはダブルポイントをプレゼント。

特典1

※ ポイントは獲得月から最長3か月後に順次付与させていただきます。付与時にYLおトク便を継続されている方が対象となります。
※ 対象製品をそれぞれ購入した場合は、ポイントが高い方（15ポイント）が付与されます。
※ 同月に2セット以上購入した場合でもカウントは月1回とさせていただきます。 

月替わりでYL製品をもれなく全員プレゼント！♪ 
※YLおトク便限定キャンペーン(110PV)としてのプレゼントとなります。

特典2

YLおトク便パック ニンシア
レッド2（489705)を2つ
組み合わせての注文は本キャンペーンの
対象にはなりませんのでご注意ください。

注意
単品のニンシアレッド シングル
パック（352505）を2箱組み合
わせての注文は本キャンペーンの
対象にはなりませんのでご注意ください。

注意

エクスペリエンスセンターの営業に関する最新
情報はホームページにてご確認ください。 

1月 2月 3月 合計ダブルポイント

30
ポイント

45
ポイント

40
ポイント

15ポイント

60
ポイント

90
ポイント

80
ポイント

15ポイント 2月の110PV
プレゼント

15ポイント

10ポイント 10ポイント 3月の110PV
プレゼント

10ポイント 1月の110PV
プレゼント

1月の110PV
プレゼント

1月の110PV
プレゼント

3月の110PV
プレゼント

10ポイント 2月の110PV
プレゼント

2月の110PV
プレゼント

15ポイント 3月の110PV
プレゼント

15ポイント

ポイントシュミレーション

当月のYLおトク便で350PV分の製品をお買い上げの場合・・・110PV、200PV、350PVのプレゼント製品をすべてプレゼント！
（プレゼントはYLおトク便に同梱してお届けします。） 

各PV以上のお買い上げで、もれなく人気製品をプレゼント！ 

*110PV以上お買い上げの
皆さまへのプレゼント製品に
ついて、内容変更をさせて
いただきました。



製品番号：27054  会員価格：9,405円  PV：57.95
※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。 

2019年7月に限定販売され、大変ご好評いただいた25周年記念オイル
ブレンドエッセンシャルオイル「25 イヤーズ ヤング 5mL」を限定入手いたしました。 
ヤング・リビングが創設当初から製造しているエッセンシャルオイルと世界中で人気の高いエッセン
シャルオイル（セイクレッドサンダルウッド、ローズ、フランキンセンス、ミルラ、ヘリクリサム）をブレンド。
色とりどりの花のブーケが放つ甘い香りのハーモニーに、森林浴をイメージさせるフレッシュでほっと
させる木の香りが一体となった、すがすがしさを感じる香りです。 
貴重なオイルを手に入れる最後のチャンス。この機会をお見逃しなく！ 

H��ay 

C��og

ブレンドエッセンシャルオイル  クリスマススピリット 5mL 
欧米ではクリスマス定番の香りとして人気が高いブレンドオイル。冬のホリデー
シーズンをイメージさせる、温かく甘くスパイシーな香りが世代を超えて親しま
れています。香るたびに和やかなクリスマスの思い出を呼び覚まし、幸福感や喜
びの気持ちを引き出してくれます。 

【ブレンド内容】 オレンジ、シナモンバーク、ブラックスプルース 

製品番号：3356   会員価格：1,705 円  PV：10.50

製品番号：3118  会員価格：12,925円  PV：82.00 
エッセンシャルオイル 5mL ×3 本
クリスマススピリット､フランキンセンス､ミルラ 
レジン入りミニボトル × 2本
フランキンセンス レジン､ミルラ レジン 

エッセンス オブ ザ シーズン 
クリスマスに縁の深いエッセンシャルオイルとレジン（樹脂）のキット。華やかな季節の香りで
気分を盛り上げます。 
“砂漠の真珠” とも言われているレジンはその心癒す香りの特性から、数千年もの間、瞑想や
神聖な空間を作り出すために用いられてきました。 

【レジンの使い方】 
木の箱やお皿にのせて、またはお財布やポーチに入れて、
温もりあるやさしい香りをお楽しみください。 

YLおトク便対象

一般注文のみ対象

ホリデーカタログ
第一弾も好評発売中！ 

ヤングシーブスハンドクリアジェル
3本セット（1本29.56mL ）

YL
おトク便
対象

12/27まで
20％OFF

12/27まで
10％OFF

18%
OFF

18%
OFF

ひんやりとした感触が心地いいボディーバーム。
運動後やリフレッシュしたいときにおすすめ。 

CBDボディバームアクティブ
300ＭG (50g)
製品番号 : 31157D  
会員価格 : 9,900円
PV : 67.25

CBDオイル ロールオン
カーム300MG (10ｍL) 
製品番号 : 31158D
会員価格 : 7,920円 
PV : 51.25

ほっと一息つきたいとき、うなじや
こめかみ、手首などに付けてご利用ください。 

製品番号 : 39272 
会員価格 : 20,405円 
PV : 136.00

化粧品グレード
CBDオイル シトラス
500MG 30mL x 2本

15%
OFF

1瓶に500mgのCBDを配合。爽やかな
柑橘系の香りでリフレッシュしたいときに
おすすめ。 

1瓶に500mgのCBDを配合。スパイシーな
シナモンの香りでリラックスしたいときに
おすすめ。

15%
OFF

製品番号 : 39274
会員価格 : 20,405円 
PV : 136.00

化粧品グレード
CBDオイル シナモン
500MG 30mL x 2本

一旦販売を終了した「化粧品グレード」のCBDオイルをはじめ、CBD製品をお得に手に入れる最後のチャンス！

化粧品グレードCBD製品をキャンペーン価格で！ YLおトク便対象！
キャンペーン期間：2021年12月1日（水）9：30～12月27日（月）

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とペパーミントが
主成分のメントール配合。砂糖や合成の着色料、
香料、防腐剤を一切使用せず、天然由来の成分だ
けで作られたドロップ。スパイシーで深みのある味
わいです。

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 

 ※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。  

ブレンドエッセンシャルオイル「25 イヤーズ ヤング 5mL」限定販売
販売期間 2022年1月26日（水）9：30～なくなり次第終了 

好評につきセール期間延長！12月27日（月）まで！
ヤングシーブス ハンドクリアジェル 3本セット ＆ オメガジャイズスリー
寒さに負けず若 し々く健康的な毎日を応援するサプリメントや、手肌を軽やかにリフレッシュするアイテムを手に入れるなら今がチャンス！

製品番号 : 362205D 会員価格 : 1,815円  PV : 11.00
水を必要としない天然由来成分のハンドウォッシュ。ヤングシーブスエッセン
シャルオイル配合。手を清潔にし、フレッシュさを保ちます。手のひらに
すっぽり収まるくらいの大きさで、持ち運びに便利です。 

オメガジャイズスリー（120カプセル）YL
おトク便
対象

製品番号 : 309705D 会員価格 : 8,451円  PV : 54.25
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。 

ヤングシーブスを買うなら今がチャンス！日本発売の3製品
12月限定「YLおトク便対象」 販売中～なくなり次第終了

※エッセンス オブ ザ シーズンは、入荷数が僅かのため、一般注文のみを対象とさせていただきます（YLおトク便対象外）。
※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。  

※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。  

街中がイルミネーションに彩られてワクワク心が躍る、年に一度のクリスマスシーズン。
感謝の気持ちを込めて、自然と笑顔がこぼれるヤング・リビングの ”香りのギフト” はいかが
でしょうか。大切な方と幸せに満ちたひと時をお過ごしください。 

ホリデーカタログ第二弾 12月1日（水）～なくなり次第終了 
好評発売中の第一弾に続き「ホリデーカタログ 第二弾」 をご紹介


