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10％OFF製品情報
bit.ly/yl10discount

2022年2月 10% OFF
2月1日(火) 9:30～2月15日(火)

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
2月1日(火)～2月25日(金) 予定数がなくなり次第終了

オメガジャイズスリー
120カプセル

シングルエッセンシャルオイル
クラリセージ 5mL

シングルエッセンシャルオイル
ジンジャー 5ml (食品グレード）
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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！ 

※ 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。
※ 2/26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、3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。

※ 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。

寒さが最も厳しくなる季節。からだの内側から、美と健康をささえるアイテムを特別価格で揃えました。 
イキイキとしたコンディションを保ちたい方におすすめです。 

インナー D-フェンス（60カプセル）
この季節におすすめの 「インナーD-フェンス」 を2月も引き続き
10%OFFでお届けします。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。
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。 

※ エッセンシャルライフ（2021年12月号）インナー D-フェンスの
 内容量の記載に誤りがありました。正しくは「60カプセル」とな
 ります。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

製品番号329505Ｄ / 会員価格4,671円  / PV30.00

エッセンシャルオイル パセリ ヴァイタリティ ５ml 
フレッシュで爽やかなハーブの香り。世界中で愛されてきた歴
史のあるこのハーブは、お料理にあと少しパンチを効かせたい
時に重宝することでしょう。 

製品番号26267Ｄ / 会員価格2,160円  / PV13.95

CBDビューティ ブースト 600MG (30mL) 
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。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。
純粋なCBD*¹600MG､ローズエッセンシャルオイル*²、希少
価値の高いタマヌオイル*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カンナビジオール : 皮膚コンディショニング成分
*²ダマスクバラ花油 : 香料
*³テリハボク種子油 : 皮膚コンディショニング成分 

製品番号36479D / 会員価格11,880円  / PV76.45

YLおトク便対象 YLおトク便対象

YLおトク便対象

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！

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

単品購入より
4,536円
お得♪

YLおトク便パック ニンシアレッド2
(製品番号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

製品番号：30908
会員価格：24,246円
PV：155.00

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)
各月
15
ポイント

単品購入より
2,646円
お得♪

単品のニンシアレッド シングルパック
(製品番号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

2022年1月1日（祝）～3月25日（金）までの3か月間、「ニンシアレッドキャンペーン」2022
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？

新しい年のスタートはカラダの内側からキレイになれる習慣を身につけましょう

条件1  期間中､YLおトク便にて対象製品①または対象製品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

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

ニンシアレッド
キャンペーンの詳細や
ポイントシュミレーションは
こちら

ポイントプレゼント♪

ニンシアレッドをおすすめする３つの理由
1 嬉しい成分がたっぷり

元気な毎日を応援！エネルギー成分がたっぷり
入っているので、健康維持と美容を気にかける方におす
すめです。

製品アンケートで味に関する評価は・・
「とても美味しい・美味しい」が合計98％以上。
エッセンシャルオイル「ヴァイタリティライン」(食品
グレード)を加えて味の変化を楽しめるのも特長です。

2 手軽にエネルギーチャージ

3 美味しいから毎日続けられる！

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。

中国全土で最も品質が高いと言われるニンシア（寧夏）
地方で育てられた無農薬のクコの実を皮や種子まで
丸ごとピューレにしています。



新規登録時にYLおトク便で100PV以上購入された方には「BLOOMコラーゲンコンプリート」を1箱（50mlx10本）プレゼント中♪
（プレミアムキットが含まれていなくても、特典の対象となります。）
さらに200PVを超えると、BLOOMコラーゲンプリートをもう1箱プレゼント（110PV、200PV以上をお買い上げいただいた方へのプロモー
ション特典もお届けします。）

おうち時間を快適に過ごすための限定2アイテムをあなたに・・
2022年2月25日（金）17:00より販売開始！

新規登録時
100PV以上購入すると

新規登録時
200PV以上購入すると

200PV
プロモーション

特典

110PV
プロモーション

特典

BLOOMコラーゲンコンプリート1箱 BLOOMコラーゲンコンプリート2箱

さらに
ご注文にプレミアムキットが含まれて
いなくても特典の対象となります｡

BLOOMコラーゲンコンプリートをもう1箱、合計2箱プレゼント♪
さらに110PV＆200PVプロモーション特典もGET！

食品グレードの「ヴァイタリティ エッセンシャルオイル」 で
いつものレシピがワンランクアップ 

2022
宝石の煌めきを感じながらリラックス。大人気アロマディフューザー「ダイヤモンドディフューザー」 

数量
限定

数量
限定

ブレンドエッセンシャルオイル  ヒューミリティー 5mL
コリアンダー、イランイラン、ベルガモット、ゼラニウム、フランキン
センスなどの香りが、折り重なるように漂い、はやる心を落ち着け
てくれます。周囲に気を配りながらも自分のペースを乱さず目標を
叶えるための、まさに新年の香り 「ヒューミリティー」。 

謙虚さを取り戻すことで、1年間の大きな指針を決めることができる
はず。新しい年の始まりに差をつけたい人におすすめです。 

製品番号3354  / 会員価格3,875円  / PV27.00

ダイヤモンドディフューザー
加湿器、アトマイザー、アロマディフューザーの3つの役目を果たす
高性能ディフューザー。リビング、書斎、寝室、どんな空間にもマッチ
する美しいフォルムが特長です。キャンドルのような光の揺らめきは
「1/fゆらぎ」※の効果で心を穏やかに。ライトはお好みの10色に
設定可能。ダイヤモンドの原石のようなデザインは、インテリアと
しても高級感が漂います。

この時期しか手に入らない限定ディフューザーで2022年を彩っ
てみませんか？ 
※ロウソクの炎の揺れや鼓動、波音など人が心地よく感じるリズムのこと 

製品番号34069 / 会員価格11,495円  / PV43.75

※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。  『ハーブ on ヴァイタリティ』おすすめレシピ①

ドライパセリに「パセリ ヴァイタリティ」を1滴プラス。フレッシュな
香りが蘇ります。 また、このハーブと塩を混ぜたハーブソルトは
絶品です。まずは、ゆで卵にトッピングしてみてください。ヴァイタ
リティラインのシラントロやローズマリーとの相性もGood！ 

完成したカレーのお鍋に食品グレードのシナモンバーク、クローブ、
ジンジャー、ブラックペッパーをそれぞれ爪楊枝ですくって
プラス。いつものカレーが本格的なシェフの味に！ヤングシーブス 
ヴァイタリティもおすすめです。 

『カレー on スパイスオイル』おすすめレシピ②

スーパーフルーツ 「クコの実」 のパワーを毎日の健康習慣に 

ニンシアレッドの主役である、「クコの実」 は東アジア原産のナス科の植物で、スーパーフード 
「ゴジベリー」 としても世界中で愛されています。 

中国やチベット医学では　「長寿と健康」　によい薬膳食材として古くから親しまれ、なかで
も中国・ニンシア（寧夏）地方は、オーガニックなクコの実が採れる優良な産地です。  

世界三大美女のひとり 「楊貴妃」 が美の秘訣として食していたことでも知られ、現代では国内
外のモデルやアスリートからも注目されている話題の食材です。 

クコの小さな赤い実の中には様々な成分がぎっしりと含まれています。ニンシアレッドはその
皮と実をそのままピューレにし、ボトル１本にたっぷりと詰め込んでいることから、毎日継続し
て飲んでいただいている方から高評価をいただいています。日々の健康習慣で軽やかな毎日を
お過ごしください。 

「クコの実」はこんな方におすすめです

スマホやパソコン作業で
目がお疲れの方 血の巡りが気になる方 日々のストレスに打ち勝ちたい方 体力や年齢が気になる方 

ミルクティーにシナモンバークを
爪楊枝ですくってプラス。シナモン
ティーのような風味になって冬のぽか
ぽかドリンクに最適！ヤングシーブス 
ヴァイタリティを加えると本格的な
チャイの風味に。 

『ミルクティー on スパイスオイル』 おすすめレシピ③

新規登録時特典のご案内

プロモーション製品
（YLおトク便キャンペーン）

詳細はこちらから 

何かと慌ただしい時期に、心に余裕をもたらしてくれる幸運アイテム 「ヒューミリティー」

なくなり次第
販売終了


