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10％OFF製品情報
bit.ly/yl10discount

2022年3月 10% OFF
3月1日(火) 9:30～3月15日(火)

新生活や出会いの春。新しいことへの期待感でワクワクすると同時に、環境の変化に不安を感じる時季でもあります。
そんな時、心を落ち着けてくれるアイテムや、新たな一歩を踏み出す後押しをしてくれるようなおすすめ製品をご紹介します。 

※ 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。

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
3月1日(火)～3月25日(金) 予定数がなくなり次第終了

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！ 

インナー D-フェンス
60カプセル

ヤングシーブス ハウスホールドクリーナー
426mL

110
PV

200
PV

CBD 
ビューティ ブースト 600MG 30mL

350
PV

※ 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。
※ 3/26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、4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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エッセンシャルオイル
ヴァレリアン 5mL

CBDオイル シトラス500MG
30ml（食品グレード）

古代ギリシャの時代から、お休み前
の心地よいひと時に用いられてきた
ヴァレリアン。リラックスできるアー
シーな香りで、一日の終わりや睡眠
時の頼もしいパートナーとなること
でしょう。 

製品番号 : 364805D
会員価格 : 5,500円 
PV : 34.50

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。から
だの内側からライフバランスを整え
ましょう。 

製品番号 : 36517D
会員価格 : 11,653円 
PV : 71.95

クールアズール クリーム
100g

スリークティー 
62g（25包）

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
オイルを中心に、植物由来の成分で
作られたクリーム。運動後など、凝り
固まり、ほてった箇所にひんやり心
地よい爽快感を残してくれます。  

空腹感をコントロールしたい方、身
体の内側からきれいになりたい方に
おすすめのブレンドティー。翠玉茶
(烏龍茶)をベースに、風味の良いカ
カオやシナモン、ナツメグとフランキ
ンセンス、ピュアなバニラエッセン
シャルオイルをブレンドしました。 
製品番号 : 457205D
会員価格 : 2,835円 
PV : 18.00

製品番号 : 575905D
会員価格 : 6,237円 
PV : 39.60

2022年3月1日（火）9：30～ バランス栄養食「バランスコンプリート」新発売！！
バランスコンプリートは、日本人の為に、日本で開発された

「ビタミン・ミネラル・大豆プロテイン」が、しっかり摂れるバランス栄養食です。

健康的な体づくりの為の「1食置き換え」としてお勧めします！
1日１食をバランスコンプリートに置き換えることで、１日の糖質量が大幅に減り、ビタミン、ミネラル、タンパク質が効率的に
摂取できます。一般的に、大豆プロテインはだまになりやすく、溶けにくいと言われていますが、バランスコンプリートは、水や
豆乳、牛乳にさっと溶けて腹持ちがよい上、とてもおいしいと評判です。ダイエット中はもちろん、食べ過ぎた翌日、忙しくて

食事の時間がないとき、不規則な生活で食生活がみだれているとき、食欲がないとき、肌荒れを感じるときなど、
さまざまなシーンにおすすめの完全バランス栄養食です。

栄養機能食品 グルテンフリー 遺伝子組み換えなし

ヴィーガン認定取得

植物由来 合成甘味料、砂糖、合成香料、防腐剤不使用

プレミアム キット バランスコンプリート

[ 製品番号 : 40144  会員価格：23,760円   PV : 100PV ] 

「ヘルスマネジメントプログラム※」中のエネルギーチャージと、みだれがちな毎日の身体のリズムに着目。
バランスコンプリート x ２箱（50gx15袋/1箱）、ライフ９ x 1個(30カプセル）、

マスター フォーミュラ エッセンシャル x 1箱（13.3mlx30本）のお得なプレミアム キットです。

３か月限定！！
シェイカーつき

バランスコンプリート（50g x 15袋入り / 1箱） 
製品番号： 39052  会員価格： 7,938円  PV： 51.25

製品を
単品購入するより
約5,000円
お得！

※「ヘルスマネジメントプログラム」＝「食事×運動×一食置き換え」のプログラム

バランスコンプリート
公式Webページは
こちら

YLおトク便パック バランスコンプリート発売予定！
「ヘルスマネジメントプログラム※」中の毎日の身体のリズムを整えるサポートキット

セット内容
・バランスコンプリート x ２箱
　（50gx15袋/1箱）
・ライフ９ x 1個(30カプセル）

製品番号や会員価格などの詳細は
決まり次第、ホームページやブログ、
メルマガなどでお知らせいたします。

200PV以上お買い上げの皆さまへのプレゼント製品について､一部でご案内していた内容から変更をさせていただきました（2月10日付）



春の訪れに、気分が明るくなるアイテムをプラス！
キャンペーン期間 2022年3月25日（金）17:00~なくなり次第終了 限定販売！

体験者の声 ～ 一足先にヘルスマネジメントに挑戦した体験者の声 ～

今回体験させてもらって、続けたいと思いまし
た。昼ごはんを作る手間やお弁当を作る手間
が省けるし昼食後の仕事の効率もアップしま
した。

栄養素が足りてるので空腹もあまり感じず、
最高でした。ありがとうございます。

忙しくても さっ!と作れるバランスコンプリート

Step1 Step2 Step3

Ba
lan
ce

Co
mp
let
e

こんな時に

作り方

ニンシアレッドやヴァイタリティエッセンシャルオイルとの相性◎
組み合わせをアレンジして、オリジナルの味を楽しんでください♪

おすすめアレンジ

毎日飲める飽きのこない美味しさ

1日に必要なビタミン、ミネラルの半分が摂れる ヴィーガンの方にもおすすめの安心な植物由来の製品

1袋50g、腹持ちが良いので続けられる

さっと溶けてダマにならない

糖質が少ない

1日の半分の食物繊維が摂れる

タンパク質が20gが1袋で摂れる

栄養価が高い玄米パウダー入り

市販のソイプロテインと比べてみてくださいヤング・リビングの「バランスコンプリート」は何がすごい？

クコの実入り

Step1
300mlの水や牛乳、豆乳、アーモンドミルクなどをグラスやシェイカーに入れます。
Step2
バランスコンプリート1袋を入れます。
Step3
かき混ぜる、または振って混ぜたら完成！

運動後に ダイエットに 忙しい朝に

大豆が苦手な私でも飲めました。
喉に引っかかることもなく、水で簡単に溶けて
くれたので大豆苦手な人でも続けられると思
います。
ニンシアやアロマを入れて気分や風味を変え
ることができるのも魅力で良かったです。

30代・女性
28日間プログラム

（1食置き換えヘルスマネジメント）

20代・女性
28日間プログラム

（1食置き換えヘルスマネジメント）

身体が軽く、何かをしたいという気持ちが溢
れて活動的になりました。
また、お腹が空きにくくなりました。

心穏やかで優しさがまし、感謝の気持ちが高
まると同時に、応援されてると感じます。

50代・女性
14日間プログラム

（1食置き換えヘルスマネジメント）

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

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♪

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。

サヴィー ミネラルズ リップグロス
3種 (各6g) 

アート リニューアル セラム
20mL

ブレンドエッセンシャルオイル
YL エキサイト 5mL

モチベーションを保ち、活気ある充実した1日を
過ごしたい方におすすめのスパイシーで力強い香り。
エネルギッシュに活動したいときや新しいチャレンジ
を始めるときに。
＜香り成分＞ 
スペアミント、ナツメグ、カッシア、タンジェリン、マス
トランテ、オコテア、ヒメムカシヨモギ、レモン、ブラッ
クペッパー、ノーザンライトブラックスプルース 

輝きのある若 し々い肌へ。
蘭のエキス（コチョウラン花エキ
ス）配合で、お肌に潤いをたっぷ
り与え、さらに潤いを逃さない肌
に整えます。 

唇を魅力的に彩るリップグロス。潤んだ艶と弾む
ような輝きを与えます。（合成着色料不使用） 
人気の3色を限定販売！

①エンブレイス 製品番号 20832
②メイヴン 製品番号 21688
③アバンダント 製品番号 20825

製品番号 19804
会員価格 8,470円
PV 53.50

製品番号 5175
会員価格 12,100円
PV 77.00

製品番号（下記参照）
会員価格 4,345円
PV 27.50

①エンブレイス

②メイヴン

③アバンダント

※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。  

好評開催中！「ニンシアレッドキャンペーン」 2022年3月25日（金）まで
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？
ニンシアレッドは5年以上のご愛飲者も多い、ヤング・リビングおすすめNo.1製品です！

まだ間に合います！


