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2022年4月 20% OFF
4月1日(金) 9:30～4月15日(金)

※ 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。 
※ キャンペーン価格でのご提供は､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
4月1日(金)～4月25日(月) 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！ 

エッセンシャルオイル
タンジェリン 15ml

エッセンシャルオイル
キャロットシード 5mL

110
PV

200
PV

CBD オイル シトラス500MG
（30mL) 化粧品グレード

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。
※ 4/26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、5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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いつまでも若 し々くあるために、1本に消化・吸収されやすい
マリンコラーゲンを10,000mg配合。コラーゲンの吸収を
助ける、ビタミンやミネラル、必須アミノ酸も入った贅沢
仕様の美容ドリンクです。  

2022年4月 10% OFF
4月1日(金) 9:30～4月15日(金)

製品番号 : 30701D / 会員価格 : 5,076円  / PV : 25.60

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

20%
OFF

ヤング・リビングは、2022年4月1日（金）より、一部製品の価格改定をさせていただきます。 
弊社では、昨今の原材料費および輸送コストの高騰が製品原価上昇の要因になり、現状の価格維持は企業として非常に困難になって
参りました。そのため、誠に心苦しいところではありますが、販売価格の改定をさせていただくことと致しました。今後もお客様にご満足
いただける製品の提供に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 価格改定の

詳細はこちら

ワイエル ミネラル サンスクリーン SPF50 85g
紫外線の量がピークを迎える5～7月。
ワイエル ミネラル サンスクリーンは軽
いつけ心地で白浮きすることなく、紫外
線からお肌を守ります。
製品番号 : 24758D
会員価格 : 4,290円 
PV : 26.75

ペパーミントシダーウッド ソープ 100g

製品番号 : 367705D
会員価格 : 1,535円 
PV : 9.45

1日の終わりのバスタイムに。ペパー
ミントの爽やかな香りと豊かな泡立ち
がお肌と心を包み込みます。すべての
肌タイプにおすすめです。 

エッセンシャルオイル ヴァレリアン 5mL
就寝前の心地よいひと時に用いられて
きた、リラックスできるアーシーな香り。
睡眠時の頼もしいパートナーとなるこ
とでしょう。好評につき4月も継続！ 
製品番号 : 364805D
会員価格 : 5,720円 
PV : 34.50

価格改訂のお知らせ

「とにかく美味しい」「1杯で満足感たっぷり」「ダマにならずサッと溶ける」 
日本人の為に開発された、完全バランス栄養食 「バランスコンプリート」が新発売。

 無理なく手軽に「1食置き換え」が楽しめます。

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

バランスコンプリートのキャンペーン詳細は中面へ

対象製品（①または②）を3か月間継続購入すると
ニンシアレッド（2本プレゼント）

3か月チャレンジ！
 「バランスコンプリート」発売記念キャンペーン！

対象製品① 対象製品②

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）

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）
●マスター フォーミュラ エッセンシャル x 1箱（13.3mlx30本）

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 ] 

YLおトク便パック バランスコンプリート
[ 製品番号 : 41032  会員価格：18,360円   PV : 110PV ] 

または

今年こそ！と
思っている方は
今が始めどき！

6月末まで
シェイカー
付き！



製品番号 : 26955 / 会員価格 : 7,865円 / PV : 24.75

思わず抱きしめたくなるキュートなフォルムのフクロウ型ディフューザー。
見た目の可愛らしさだけでない1台3役の実力派。

フェザーアウル ディフューザー

※ エッセンシャルオイルは付属していません。

すこやかな成長を願う
「こどもの日」特集
キャンペーン期間
2022年４月26日（火）9：30～
なくなり次第終了 
こどもの日のプレゼントとして・・
キッズセンツ 6種のロールオンコレクションとフクロウ
型のフェザー アウル ディフューザーはいかがでしょ
うか？ 

※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。  

製品番号 : 3077 / 会員価格 : 3,190円  / PV : 20.55

昨年の限定販売では完売した、春を呼ぶ香り。 柔らかな日差しのような、
心地よいパルマローザで優美さを感じて。 

エッセンシャルオイル パルマローザ 15mL

エッセンシャルオイル バニラ 5mL

製品番号 : 32741 / 会員価格 : 5,060円 / PV : 32.00

甘みと深みのバランスの中に落ち着きを感じる、どこか懐かしい香り。 
希少性が高いバニラの香りを日常のエッセンスにして。 

バランスコンプリートのヘルスマネジメントプログラムを実施する方必見！
「タンパク質の重要性」や、「1食置き換え中のお食事について」それぞれの専門家の先生にお話しを伺いました。

子供用の「キッズセンツ ロールオンコレクション」 環境や季節の変化に
影響を受けやすいキッズのデイリーケアアイテムとして常備を。

ロールオン キッズセンツ コレクション

製品番号 : 32807 / 会員価格 : 30,690円  / PV : 195.00

操作のしやすいタッチセンサー
式のオン・オフ機能、ライトの切
替、お子様が安心して過ごせるサ
ウンドスピーカーを内蔵。  

昨年完売したパルマローザ。
今年も数量限定でのお届け！！
パルマローザファンの方はお早めに
お求めください。 

本物の香りを・・ぜひご自身で。
本物だからこそ味わえる芳醇でコクの
ある甘さです。

禹 済泰（ウ ゼテ）博士
中部大学大学院・応用生物学研究科
教授
＜専門分野＞
天然物化学/生理活性細胞科学
代謝性疾患（骨粗鬆症、歯周病、肥満・
糖尿病）の予防及び改善する天然由来
化合物の探索とその作用機構の解析
＜主な研究経歴・実績＞
20件以上の特許取得に貢献100以
上の原著論文を発表

メディアでも活躍する管理栄養士、
日本抗加齢医学会認定指導士。
10代からダイエットとリバウンド、摂食
障害も経験。
25㎏のダイエットとニキビ肌改善の
体験から、制限せずに食べて改善する
「プラス栄養メソッド」を提唱し、食事
カウンセリング実績は延べ7,000人
以上。ダイエット・美容の著書は60冊
以上。

伊達 友美 先生

閲覧はこちらから閲覧はこちらから 閲覧はこちらから

「タンパク質の重要性」 「食べてキレイに痩せる 栄養のONとOFF」

1食置き換え中のエネルギーチャージにはニンシアレッドが                     です！
~1食置き換え中のバランスコンプリートの摂り方~

各10mL（6本入り）
ジーニアス、キッズパワー、オウイー、スリーピーアイズ、スニッフルイース、タミーガイズ

「バランスコンプリート」発売記念キャンペーン！開催！
ニンシアレッド2本プレゼント。買うなら「今」がチャンスです !

●既存会員の方

詳細はこちら
①プレミアム キット バランスコンプリート 
②YLおトク便パック バランスコンプリート

対象製品
スタート対象期間：2022年3月1日（火）～4月30日（土）まで　

●新規会員の方

新規登録時
YLおトク便で【①】を購入

3月（または4月）

YLおトク便で
【①】または【②】を購入

4月（または5月）

YLおトク便で
【①】または【②】を購入

5月（または6月）

YLおトク便と一緒に
プレゼントお届け

6月（または7月）

継続 継続 継続

3月（または4月） 4月（または5月） 5月（または6月） 6月（または7月）
YLおトク便で

【①】または【②】を購入
YLおトク便で

【①】または【②】を購入
YLおトク便で

【①】または【②】を購入
YLおトク便と一緒に
プレゼントお届け継続 継続 継続

おすすめ

朝
ごはん

昼
ごはん

晩
ごはん

ニンシアレッド＋マスター フォーミュラ
エッセンシャルでエネルギーチャージ

サラダもしっかり食べてバランス良く バランスコンプリートと
ライフ9で1食置き換え

感謝の気持ちを伝える
「母の日」特集
キャンペーン期間
2022年４月26日（火）9：30～
なくなり次第終了 
春を告げる時期・・
温かさと爽やかさがマリアージュした香りの
パロマローザ。芳醇でコクのある甘い香りの
バニラをぜひこの機会に。


