
ブレンドエッセンシャルオイル
「ブルーリリーフ 15mL」
６月１日 水 9:30~ 発売

首､ 肩､ 腰が・・・
そんなあなたのセルフトリートメントに
ブルーリリーフ」はヤング・リビングのチーフサイエンティストであるドクター・リンがAPAC
（アジア太平洋地域）のために処方しました。皆さまのQOL（生活の質）の向上を目指し、リフ
レッシュしたい時に寄り添う「ブルーリリーフ」が誕生。運動後、重い荷物の移動や、運搬作業
で負担がかかった肩や腰など、日々のダメージを受けたボディへまずは清涼感そして温感を与え､
クールダウンやリフレッシュする時間に最適です。
V6などのキャリアオイルを肌に塗布したあと、1～2滴を馴染ませてください。ひんやりクール
な爽快感の後に、しっとりとした温感が広がります。触覚､嗅覚､視覚の全方向から植物の力を
感じられるパワフルさが特徴。

製品番号：40551　会員価格：7,590円 　希望小売価格：12,144円　PV：48.00

コパイバ ベルガモット クローブ

ジャーマンカモミール ジンジャー

こんな方におすすめブレンド内容

ペパーミント シャンマオ

詳細はこちら
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※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。

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

「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想う気持ち」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。

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 

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

Happy
Father’s Day

父の日特集
2022年5月26日（木）9：30～
なくなり次第終了

詳細はこちら

詳細はこちら
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夏のエナジーチャージ！家族で楽しめるドリンク
「ニンシアジング」季節限定で登場！
2022年7月1日（金）9：30～なくなり次第終了

ニンシアジング（内容量 ： 245mlｘ12本）
製品番号 : 3071 
会員価格 : 5,724円  
希望小売価格 : 9,158円  
PV : 20.00

2019年に限定発売され大好評だったエナジードリンク「ニンシアジング」が再登場。
夏の水分補給に､朝の爽やかな目覚めに､もうひと頑張りしたい時の気分転換に､ホーム
パーティに…様々なシーンで活躍する､とっておきのドリンクを数量限定でお届けします！

YLおトク便対象

ニンシアジングの開発秘話
ニンシアジングは、創設者ゲリー・ヤングが農場での仕事を終え「冷たい飲み物が欲しい時
にいつでも気にせずに飲める飲料を作りたい」という願いから生まれました。
そのため、合成香料や合成着色料、防腐剤不使用、家族みんなで楽しめます。
また、そのまま飲むだけでなくアレンジレシピも。

ニンシアジングの特長とは？
ニンシアジングは、暑い時期にぴったりな軽さと爽やかな微炭酸が特徴のエナジードリンク。
ニンシアレッドと同じ、クコピューレとブラックベリー濃縮果汁のフルーティーな味わいです。
ライムとブラックペッパーのエッセンシャルオイルが、引き立て役となり華やかなノド越し。
1缶あたり36.5キロカロリーで、カロリーを気にせず手に取ることができます。

おすすめアレンジ
ニンシアジング に果物を入れてフルーツポンチ､
容器を移し替え凍らせればシャーベットにも。
お子様の夏休みのおやつとして活用できます。

※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。

詳細はこちら

YLおトク便限定キャンペーン
6月1日(水)～6月25日(土) 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！ 

110
PV

200
PV

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。
※ 6/26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､7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。

ペパーミント 
ヴァイタリティ ５ｍl

清涼感溢れる風味が、暑さを吹き飛ば
してくれます。ニンシアレッドや炭酸水と
相性抜群! バランスコンプリートと
合わせて夏バテ防止にも最適です。

エッセンシャルオイル
シトロネラ 15ｍL

虫が好む夏の季節はもうすぐ！エッセン
シャルオイルで対策してはいかがでしょ
うか？本格的なアウトドアやウォーキング、
夏の野外など、夏の過酷な環境から
お肌を自然由来の力でしっかりガード！

CBD オイル シトラス500MG
（30mL) 化粧品グレード

気圧の変化が激しい6月は、リフレッシュ
が必要な季節、お肌のバランスも崩しが
ちに…年々過酷になる暑さを乗り切る
「アミュレット（お守り）」として、

1本常備してみては？

YLおトク便限定キャンペーン
bit.ly/yl-campaign2

詳細はこちら

https://www.youngliving.com/blog/japan/ningxia-zyng/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202206-yl-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202206-yl-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202206-yl-campaign/
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※ 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。

製品番号 : 19804D  会員価格 : 7,645円   PV : 48.20

「ヤングリビングミスター」は､別名「紳士」の香り。落ち着いたハーバル系の
中にも爽やかさを感じます。梅雨の湿気でモヤモヤした空間にディフューズ
すれば清涼感もプラス。

男性のための香りを纏って湿気の多い時期こそ「紳士」の嗜みを

製品番号 : 338105D  会員価格 : 5,720円   PV : 34.85

父の日ギフトと､夏の肌や目に強い味方のアイテムをご用意しました！

BLOOM by Young Living ブライト クレンザー 100mL

ブレンドエッセンシャルオイル YL エキサイト 5mL

ブレンドエッセンシャルオイルヤングリビングミスター 15mL

イルミンアイズ （30カプセル）

「飲み続けたい」という熱い声にお応えして6月も継続で20％OFF！
パートナーや家族と一緒に､毎日の健康づくりをサポートするコラーゲンドリンクを取り入れて
ください。続けて飲んでいる愛用者から､たくさんの喜びの声が寄せられています。

いつまでも若々しくあるために､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を
配合した贅沢仕様の美容ドリンクです｡

10~20% OFF

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）

製品情報 bit.ly/yl10discount

詳細はこちら

YLおトク便に限り

※一般注文の場合は6月15日（水）までとなります。

2022年6月
6月1日(水) 9:30～6月20日(月)まで

10%
OFF

20%
OFF

製品番号 : 30287D  会員価格 : 5,170円   PV : 31.50

湿気の多い時期には肌を清潔に保つことが大切。マスク生活が長引く中､
毛穴のよごれが気になりませんか？小鼻の周りや､額､顎先などのザラつき
を優しくオフします。

夏の皮脂よごれを綺麗にオフ！肌本来のもつクリアな明るさへ

10%
OFF

パソコンやスマホなどの明るい画面を頻繁に見る方､アウトドアライフを
楽しまれる方に！クリーンでクリアな毎日の美容と健康維持をサポートし
ます。

10%
OFF

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
めるときにおすすめです。

10%
OFF

製品番号 : 27278D  会員価格 : 4,752円   PV : 29.25

日差しが強くなる季節、ルテインとゼアキサンチンで毎日の美容ケアに 活気ある充実した1日を過ごしたい方や、新しいチャレンジを始める方へ

https://www.youngliving.com/blog/japan/10-discount-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/10-discount-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/10-discount-campaign/
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