
「オレンジローズヒップ ブラックティー15袋入り」

エッセンシャルオイル 「クミン ヴァイタリティ 5ml」

ヨーロッパではソーセージやミートローフなどの香りづけ、エスニックの鶏肉
料理などにも多用されています。守備範囲が広く、デザートやバニラアイスに
垂らしても、大人の上品な味わいを演出してくれる万能スパイス。使い方は
あなた次第で、様々なレシピに活用できます。
食欲がない時でも「クミン ヴァイタリティ」の
香りを、ほんの少しプラスするだけで食卓に
笑顔が広がります。

クミンと言えば、カレーのイメージですが、スパイスの
クミンは、カレーだけでなく肉料理との相性も抜群です!

エキゾチックなアッサム茶とプーアル茶を中心に、甘草、ローズヒップなどを
絶妙にブレンドした味わい深いお茶に仕上がりました。ほのかに香るオレンジと
ハチミツの程よい甘さが、午後のティータイムを優雅な時間に変えてくれます。
暑い日には、氷を浮かべてアイスティーとしても◎お手持ちの「レモン ヴァイタ
リティ」を1滴落とすと、さらに爽やかさが増します。
市販の甘い飲料を飲むよりも
少しでも健康に気を使いたい方、
ヘルスマネジメントプログラム※中の
水分補給にも最適です。
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美食の秋を迎えるための「スパイス系オイル」と、ゆったりと自分の時間を楽しむ「お茶」を
ご用意しました。残暑が厳しい9月は食欲が落ちがちな季節です。料理や休憩タイムに上手に取り入れ
て、ご自分だけでなく家族や友人へも心遣いを。2製品とも日本では初めてのオファー、さらに数量限定
でお届けしますのでご注文はお早めに。

8月26日（金） 9:30~10月31日（月） 数量限定 なくなり次第終了
残暑にぴったり! ひと味違う味わいで、至福の時を過ごしてみませんか？

秋のアフタヌーンティーに、いかがでしょうか？
ヤング・リビングだけのオリジナルブレンド茶。

製品番号 : 30021
会員価格 : 4,725円
希望小売価格 : 7,560円
PV : 24.00
内容量：45g（3gx15袋）

製品番号 : 27399
会員価格 : 2,025円
希望小売価格 : 3,240円
PV : 10.50

※ 一般注文のみを対象とさせていただきます。※YLおトク便は対象外です。また、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。 

※「ヘルスマネジメントプログラム」＝「食事× 運動×1食置き換え」のプログラム詳細はこちら

詳細はこちら

https://www.youngliving.com/blog/japan/september-limited-time-offer/
https://www.youngliving.com/blog/japan/september-limited-time-offer/


8月26日（金）~9月30日（金）までの期間＆数量限定でフラッシュセール開催！
「こんなセットがあったらいいな」というご希望に応えたアイテムを特別価格でご用意。

限定品ですのでご注文はお早めに！

夏の肌疲れをケアするスキンケアセット。エッセンシャルオイルの王様
「フランキンセンス」と「アート インテンシブ モイスチュアライザー」
の特別すぎるセットです。
砂漠の過酷な乾燥と強烈な紫外線から身を守るすべを持つフラン
キンセンス。スキンケアにも広く応用され、コスメにも成分が配合され
ています。「アート インテンシブ モイスチュアライザー」は保湿効果に
優れ、希少な胡蝶蘭エキスが、肌のハリや弾力不足にアプローチ。
こっくりとしたテクスチャーなのに肌にすっと馴染みベタつかないの
は、ヤング・リビング独自処方。

リュクススキンケアセット （2点セット）

セット内容
アート インテンシブ モイスチュアライザー(50g)
フランキンセンス(５ｍL)
製品番号 : 42614
会員価格 : 12,320円
希望小売価格 : 19,712円
PV : 78.00

｢ヤングシーブスインフューズドワイプ」は、使いやすいケース入り。
ヤングシーブスオイルがたっぷりと含まれたワイプは、サッと一拭きで
クリーンを保ち、爽やかな香りが漂います。まだまだ気の抜けない、
清潔習慣を外出先にも携帯できます。オフィスの電話やPC、ドアノブ
など公衆エリアでも活躍すること間違いなし。お子様の触る遊具も
サッと一拭きで安心。ナチュラル成分で汚れをオフして、香りも楽し
める便利なアイテムが2個セットになりました。30％オフの特別価格
でお届けします。お安くなるこの機会に防災キットに組み込んだり、
お友達とシェアするのもいいですね！

ヤングシーブスインフューズドワイプ 2個セット

セット内容
ヤングシーブス  ワイプ 30枚入り x 2個
製品番号 : 42615
会員価格 : 3,025円
希望小売価格 : 4,840円
PV : 18.00

9月1日は防災の日。普段から有事に備えておくことは大切です。
ヤング・リビングが提唱するのは、プラスアルファの備え。日常生活に
必要な物資は備蓄してあっても、非常時には心や体のケアまで気持
ちがまわらないもの。そこで、心のゆとりに繋がる日常使いのエッセン
シャルオイル3本と栄養補給の「ニンシアレッド」、クリーンを保つ
「ヤングシーブススプレー」をキットにしました。

防災キット 2022 （6点セット）

セット内容
①ペパーミント (5mL) 
②ラベンダー (5mL) 
③ティートゥリー (5mL) 
④ニンシアレッド シングルパック (60ml x 30個) 
⑤ヤングシーブス スプレー (29.5mL) 
⑥オイル木箱(12本用)

2個セット

30%
OFF

20%
OFF

YLおトク便 ＆ 一般注文 対象製品

一般注文 対象製品

一般注文 対象製品

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら
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製品番号 : 42438
会員価格 : 21,340円
希望小売価格 : 34,144円
PV : 100.00

20%
OFF

1 32

4 65

※ 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。 

https://www.youngliving.com/blog/japan/flash-sale-202208/
https://www.youngliving.com/blog/japan/flash-sale-202208/
https://www.youngliving.com/blog/japan/flash-sale-202208/


ルミナスカラーが美しい！植物幹
細胞由来の美容成分配合化粧水。
夏のダメージを受けた肌に、たっぷりと
配合された保湿成分が内側からふっく
らとした感触の肌へアプローチ！

製品番号 : 30314D
会員価格 : 6,985円
PV : 43.20
内容量 : 140mL

乾燥対策、保湿に大活躍する
クリームタイプの美容液。
こっくりとしているのにベタつかないので
スキンケアの後にすぐにメイク可能。忙しい
朝も時短ケアできるのが嬉しいですね。

製品番号 : 30264D
会員価格 : 10,780円
PV : 67.50
内容量 : 50mL

人気ブレンドオイルのロールオン
タイプ！いつでもどこでも一緒に。
ポーチインして外出先でも首すじや
手首、デコルテなどに塗布すれば自分
だけの特別な香りをまとえます。

製品番号 : 26500D
会員価格 : 6,380円
PV : 39.25
内容量 : 10mL

製品番号 : 31061D
会員価格 : 2,970円
PV : 19.25
内容量 : 106ml

ポリフェノールやビタミンEが豊富
美容と健康意識の高い方におすすめ
少しだけほろ苦さを感じる風味が特徴。
熱に弱いため、加熱するよりも料理の
仕上げや、ドレッシング、マリネなどに◎
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※ 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。
※ 9/26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､10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。

YLおトク便限定キャンペーン
9月1日(木)～9月25日(日) 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､150PV、200PV､350PVのプレゼント製品をすべて進呈！
（プレゼントはYLおトク便に同梱してお届けします。） 

暑さで疲れた肌を優しくいたわるビューティーアイテムを取り揃えました。

YLおトク便限定キャンペーン
bit.ly/yl-campaign9

詳細はこちら

製品情報 bit.ly/yl10discount

詳細はこちら
10% OFF2022年9月

9月1日(木) 9:30～9月15日(木)まで
夏の暑さが和らぎ、秋の空気を感じる9月。しかし、想像以上に肌は紫外線やエアコンで乾燥し、汗や湿気で
ダメージを受けています。 その影響がだんだんと肌に現れてくるのがこの時期です。これからさらに乾燥する
冬にむけて、食事とスキンケアで体の内側、外側からのアプローチで美肌を目指しましょう！ 

毎日の手洗い習慣を少しでも楽し
く心地よく。

※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。

110
PV

200
PV

350
PV

150
PV

2周年アニバーサリー第3弾！
季節の変わり目の健康習慣に。

1日の終わりに首すじやデコルテ
までケア、秋枯れしない肌作りを。

ツヤ肌づくりはこの時期から！ダマ
スクローズに包まれてスキンケア。

ヤングシーブス フォーミング
ハンドソープ  (236.5mL)

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

CBDオイル シトラス 500MG
(30mL) 化粧品グレード

CBDビューティブースト
600MG (30mL) 

BLOOM by Young Living
ブライトエッセンス（化粧水）

BLOOM by Young Living
ブライトローション（美容液）

ロールオン
ピースアンドカーミング

ブラック クミン
シードオイル

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/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202209-yl-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202209-yl-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202209-yl-campaign/
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