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2022年5月 20% OFF
4月28日(木) 9:30～5月15日(日)

※ 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
5月1日(日)～5月25日(水) 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
イランイラン 5mL

エッセンシャルオイル
ユーカリブルー5mL

110
PV

200
PV

CBDオイル シナモン 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。
※ 5/26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、6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5月 10% OFF
4月28日(木) 9:30～5月15日(日)

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）

好評につき
5月も継続

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

ペパーミントシダーウッド ソープ
（100g）
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。 

アインコーン フレークシリアル 
糖質を気にしている方におすすめ！
自然な味わいのシリアルは健康的な朝
食やおやつにぴったり。ニンシアレッド
やフルーツを加えた
アレンジもお楽しみ
ください。 
製品番号 : 24327D
会員価格 : 972円 
PV : 2.45

毎日のヘルシーライフを応援するアイテムを特別価格で 

好評につき5月も継続

環境の変化や時代のニーズに合わせ、皆様により便利に、より手軽に楽しんで
いただけるよう『エッセンシャルライフ電子版』として毎月中旬に配信させて
いただきます。引き続き魅力あふれる誌面作りに努めてまいりますので、今後とも
末永くご愛読いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

現代人の元気回復とろみサプリ
「マスター フォーミュラ エッセンシャル」 が
発売1周年を迎えます

累計30万袋販売！

「マスター フォーミュラ エッセンシャル」は、良質なビタミンB群を1日に必要な
量、いつでもどこでも手軽にチャージできる新感覚サプリメントです。 
毎日頑張っている人ほど体内で不足しがちな 「ビタミンB群」をサプリで賢く補
う習慣をつけましょう。マスター フォーミュラ エッセンシャルは、個包装タイプ、
水なしで飲めるため、どなたでも気軽にお使いいただける栄養機能食品です。

毎日のモーニングルーティンに
外出前に
朝から一日をパワフルに過ごしたい時
大事な仕事を控えている時
眠気に負けそうな時
しゃきっとしたい時

毎日頑張り過ぎている方
あともうひと踏ん張りが必要な方
元気をチャージしたい方
ダイエット中の方
スポーツをする方

低糖質ダイエット中は代謝が滞りがち。ビタミン・ミネラルがしっかり摂れる大豆プロテインのバランス栄養食 「バランスコンプリート」 に
加えて、元気アップサプリ 「マスター フォーミュラ エッセンシャル」で1食置き換え中のエネルギー不足をサポート。特に 「マスター フォー
ミュラ エッセンシャル」に含まれるビタミンB1やB6はエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助けるため、ヘルスマネジメント中は
欠かせない成分です。 

10秒チャージでエネルギッシュな自分になれると大人気！ 

こんな方にお勧めです

2022年5月より『エッセンシャルライフ』の発行形態を紙媒体から
「電子媒体」へと移行させていただくことになりました。 

今なら3か月
チャレンジで

プレゼントをGET！
（続きは次頁） 

すでにモニターの方々から1食置き換え中の強い味方と好評価！ 

バランスコンプリートを使ったヘルスマネジメントプログラム*は健康的に痩せる、また体力のない人
にも安心安全な食品なのでおすすめできるなと思いました。 ダイエット目的でなくても日頃の栄養を
補ったり、ニンシアやマスター フォーミュラ エッセンシャルと一緒に飲んで習慣化したりことでヘルス
マネジメントを後押ししてくれます。 （N.K.さん 50代 女性） 

いつ飲むの？

新製品 「バランスコンプリート」 の1食置き換えでヘルスマネジメント※中の方にもおすすめです 

※食事×運動×バランスコンプリートの1食置き換えプログラム

栄養機能食品

[ 製品番号 : 30532  会員価格：8,235円   PV : 54.00　容量：13.3ml×30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 : 100.00 ]



まだ間に合います！

※食事×運動×バランスコンプリートの1食置き換えプログラム

「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 !
スタート対象期間：2022年3月1日（火）～4月30日（土）まで　 詳細はこちら

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

東京医科大学医学部医学科卒業後、
同医科大学病院皮膚科学講座に所属
しながら同病院に勤務。
その後、マブチメディカルクリニックを
開設、現在に至る(院長)。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。

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」など多くの
メディアにも出演。

馬渕 知子 先生

｢食べてキレイに痩せる 
栄養のONとOFF」
閲覧はこちらから

「タンパク質の重要性」
閲覧はこちらから閲覧はこちらから 閲覧はこちらから

「あなたの見た目は
コラーゲンが決める」

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。

シュートラン バーソープ (170g)
肌質を選ばず使える「シュートラン バーソープ」 
クリーミーな泡が汚れをオフし、潤いを残す香り豊かな
固形石鹸（ビーガン対応）
製品番号 : 5711 会員価格 : 3,190円  PV : 20.25
シュートラン アフターシェーブ ローション (50g) 
髭剃り後の肌を健やかに保つアフターシェーブローション。 
シュートランの香りをまとい1日のスイッチを入れて 
製品番号 : 5710 会員価格 : 4,235円  PV : 26.75

SAVVY MINERALS メイクアップキャンペーン開催中！33％
OFF

「シュートラン」とは元々、創設者ゲリー･ヤングが執筆したアドベンチャー小説「ザ・ワンギフト」に出てくる主人公の名前。日々さまざまなチャレンジに
挑む方におすすめの香りです。アイダホブルースプルース、オコテア、ヒノキ、イランイラン、などがブレンドされ、勇気、自信と大きな愛を与えてくれます 

「大切なパートナーを思う気持ち」を形にしたシュートラン3アイテムを限定販売。
お世話になった方へのプレゼントや「父の日ギフト」にぴったりです。

人気のリキッドファンデーションやブラシセットが、33%オフ！
（※一部製品対象外）天然成分やエッセンシャルオイルを配合
し、ヤング・リビングならではのナチュラルな美しさを実現します。
年内の生産は終了し、数に限りがございますので、この機会に
ぜひお買い求めください。 

1

2
なめらかなテクスチャーが最大の特長。 
シェーバーの刃がピタリと密着し、スムーズに髭剃りができる
肌に優しいクリームです。 
製品番号 : 25558 会員価格 : 3,025円  PV : 19.00

シュートラン シェーブクリーム (100mL)3

5月12日は創業者ゲリー・ヤングの命日
ゲリーのスピリットを再現した香りで、大切な人へ思いを馳せて 
2022年5月26日（木）9：30～なくなり次第終了

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」。 

※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。

ブレンドエッセンシャルオイル ゲリーズライト 5mL 
セイクレッドフランキンセンスやシスタス、ミルラなど、古来珍重
されてきたエッセンシャルオイルで思い出を遡り、レモングラスや
プチグレインの新しい香りで現在を見つめ直す…。
そんな時間にぜひ使って欲しいオイルです。 

製品番号 : 33861 会員価格 : 6,270円  PV : 39.75

※セット販売ではありません。※木箱やカミソリなどの小物は付属していません。

① ② ③

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

新
規
会
員
の
方

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

既
存
会
員
の
方

6月末まで
シェイカー
付き！

[ 製品番号 : 40144  会員価格：23,760円   PV : 100.00 ] 

対象製品①
プレミアム キット バランスコンプリート

｢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。

[ 製品番号 : 41032  会員価格：18,360円   PV : 110.00 ] 

対象製品②
YLおトク便パック バランスコンプリート

「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セット ※ 詳細はヤング・リビングのブログや

 ホームページをご覧ください。 


