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「飲むほどきれい！ニンシアレッド 4か月チャレンジ」開催

【スタート対象期間】2022年9月1日（木）～12月25日（日） 4か月間 

製品番号：489305
会員価格：20,385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)

対象製品②
バランスコンプリート 1箱 (50g/15袋)

7月に実施しましたニンシアレッドサマーギフトキャンペーンが大変ご好評につき､ニンシアレッドの定期購入を
応援する「飲むほどきれい！ニンシアレッド 4か月チャレンジ」を実施いたします。 

特典

※ YLおトク便ポイントは参加月から4か月目に付与させていただきます。付与時にYLおトク便を継続されている方が対象となります。
※ 1アカウント1回のみ特典を得られます。（同月に対象製品を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。）
※ 参加対象期間中､一度でもYLおトク便パック ニンシアレッド4をご購入されますと､自動的にキャンペーン参加となります。
※ 期間中の継続購入をストップした段階でキャンペーンは終了となり､その時点までのプレゼントを贈呈いたします。
（1度継続購入をストップされ､翌月再開された場合でも､期間中の累計でのプレゼント付与はありません）

※ YLおトク便パック ニンシアレッド4を期間中初回購入月にバランスコンプリートをご購入された方のみ､YLおトク便ポイントをプレゼントさせて
いただきます。

※ 毎月25日までにおトク便注文を完了された方のみキャンペーン対象となります。
※ 新規登録時にYLおトク便パックは購入不可のため､翌月からYLおトク便パック ニンシアレッド4を購入しキャンペーンにご参加ください。
※ YLおトク便ポイント特典も獲得されたい場合は､初月の YLおトク便パック ニンシアレッド4購入と同時にバランスコンプリートも購入いただく必要があり
ます。キャンペーン期間開始の途中月から追加でバランスコンプリートを購入された場合は､YLおトク便ポイント付与の対象にはなりません。

YLおトク便キャンペーン110PV
プレゼントを､もれなく全員へ♪ 

10月のYLおトク便キャンペーンは
P4をご確認ください。特典

YLおトク便パック ニンシア
レッド2（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：39052
会員価格：7,938円
PV：51.25

バランスコンプリート単品のみの
ご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

特典1

特典2

まだある期間中､YLおトク便にて対象製品①を２か月以上
連続で購入すると､継続した月(最長４か月)に
応じて｢ニンシアレッド｣をプレゼント

さらに対象製品②を一緒にご注文いただくと継続
した月に応じて｢YLおトク便ポイント｣をプレゼント 

QR

詳細はこちら
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※ 4か月目は対象製品①のみの購入でも
ニンシアレッド4本をプレゼントいたします。

https://www.youngliving.com/blog/japan/ningxiared-4month-challenge/
https://www.youngliving.com/blog/japan/ningxiared-4month-challenge/


体内時計を整えたい方はもちろん、毎日の生活に気軽にエッセンシャル
オイルを取り入れたい方、ご家族や大切な人へのギフト、そして毎日頑張って
いる自分へのご褒美としてもご利用ください。毎日継続的に朝・夜セットで
ご使用いただくことで、睡眠習慣を身につけることに役立ちます。

◆リン博士の経歴
台湾で育ち、1982年に渡米。アイオワ州立大学にて動物科学の学士号、コーネル大学で集団遺伝学の
修士号と免疫遺伝学の博士号を取得した後、ペンシルバニア大学医学部およびワシントン大学セント
ルイス校医学部で教官および研究助教授に任命。その後、オクラホマ大学健康科学センターで、テニュ
ア教授職を取得、2018年に同大学を退職するまでその任を維持しました。2007年、リン博士はゲリー
・ヤングと出会い、研究テーマをエッセンシャルオイルや天然物に広げ、乳香に関する科学論文を発表。
ゲリーとは公私共に親交が深く、ゲリーが組織した国際芳香科学教育研究会（AIRASE）の理事長、ヤ
ング・リビングの科学顧問を務めました。セイクレッドフランキンセンスの研究で広く知られ、また、ヤング
・リビングの研究開発チームに対する彼のビジョンは自然と人間の健康を結びつけるために、エッセンシ
ャルオイルと植物由来の天然製品に関するゲリーの情熱とビジョンを継続させることです。

ヤング・リビングのチーフサイエンティスト｢リン博士｣＆ APAC地域科学部門責任者｢ウ博士｣による
「エッセンシャルオイル入門セミナー｣と｢ドクターセミナー｣豪華 2本立ての3都市ツアー開催

東京、大阪、沖縄 3都市ツアー お得な前売りチケット発売中 9月 30日まで！
※各会場により製品番号が異なりますのでご注意ください。  ※前売りチケットが完売した場合､当日券の販売は行いません。

外出自粛や在宅勤務等で生活リズムに影響を受けたという人が多いのではないでしょうか？

製品番号：41802 会員価格：6,380円  希望小売価格：10,208円  PV：30.00

詳細はこちら

セミナーの詳細はこちら

bit.ly/yldr202210

詳細はこちら

朝シャキッと起きたいとき
生活にメリハリが欲しいとき
なかなか寝付けないとき
夜ふかししがちな生活

こ
ん
な
方
に

ディフューズやV6などの
キャリアオイルと一緒に
肌に塗布するのがおすすめ

【ブレンドエッセンシャルオイルAM (英語名：Essential Oil Blend Lift)】
＜朝用＞ブレンドエッセンシャルオイル。
ヤング・リビングで人気の７種（シナモンバーク、コリアンダー、シャンマオ、
ジンジャー、ジェイドレモン、ゼラニウム、カモミール）のオイルをブレンド。
シナモンがアクセントの１日の始まりにふさわしい、すがすがしくシャープ
な香り。爽やかで親しみやすさの中にも、華やかさを漂わせる香りで自然と
気分も上がります。

【ブレンドエッセンシャルオイルPM(英語名：Essential Oil Blend Rest)】
＜夜用＞ブレンドエッセンシャルオイル。
７種（ラベンダー、マジョラム、クラリセージ、タンジェリン、フランキンセンス、
シダーウッド、ベルガモット）のオイルをブレンド。
日中に覚醒された心身を、オフの状態に導いてくれるやさしい香り。甘く、温
かみのあるハーブ調の香りは幸福感を感じさせ、１日の緊張から解放され
自然な眠りに入る癒しのひとときに。

11：00～13：00（開場：10：30）
エッセンシャルオイル入門セミナー（無料）

14：00～16：00（開場：13：30）
ドクターセミナー

東京会場 2022年 10月 8日（土） 

●  前売り一般チケット（1枚）
製品番号：42980　料金：2,200 円

●  前売り団体割引チケット（5枚組）
製品番号：42969　料金：8,250 円

●  当日券 1枚　3,300 円

11：00～13：00（開場：10：30）
エッセンシャルオイル入門セミナー（無料）

14：00～16：00（開場：13：30）
ドクターセミナー

大阪会場 2022年 10月 9日（日） 

●  前売り一般チケット（1枚）
製品番号：42979　料金：2,200 円

●  前売り団体割引チケット（5枚組）
製品番号：42970　料金：8,250 円

●  当日券 1枚　3,300 円

沖縄会場2022年 10月 10日（月・祝） 
13：30～15：30（開場：13：00）
エッセンシャルオイル入門セミナー（無料）

16：30～18：30 （開場：16：00）
ドクターセミナー
●  前売り一般チケット（1枚）
製品番号：42978　料金：2,200 円

●  前売り団体割引チケット（5枚組）
製品番号：42968　料金：8,250 円

●  当日券 1枚　3,300 円

リン博士による処方
サイエンスから生まれた
機能性エッセンシャルオイル

不調の原因は体内時計の乱れに？
体内時計のオンとオフに着目した、エッセンシャルオイル

「ブレンドエッセンシャルオイル AM&PM(各5mL)」 (英語名：Lift&Rest)
2022年10月26(水)発売開始(なくなり次第終了)

https://www.youngliving.com/blog/japan/science-essential-oil/
https://www.youngliving.com/blog/japan/2210-doctor-seminar/
https://www.youngliving.com/blog/japan/2210-doctor-seminar/
https://www.youngliving.com/blog/japan/2210-doctor-seminar/
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2022年9月26日（月）～11月30日（水）までの期間＆数量限定販売！
秋の頭皮ケアにぴったりなシャンプー＆コンディショナーと、新しい目標に挑戦する気持ちを
後押ししてくれそうな「ヤングアウェイクン」をご用意しました。

ラベンダー、ブルーサイプレス、フランキンセンス、シダーウッド、パルマローザ、アイダホブルー
スプルース、イランイラン、ゼラニウム。8種のエッセンシャルオイルを贅沢に配合した、髪に
ボリューム感を与えるシャンプーとコンディショナーです。
夏の紫外線でダメージを受けた髪、乾燥が始まり乾き始めた頭皮、ボリューム感が欲しい…
そんな悩みに応えてくれる「ラベンダーボリューム」シリーズ。

日本には、3年ぶりの登場。世界中で愛される5種のブ
レンドオイルを組み合わせている「ヤング アウェイクン」。
5本分の贅沢なブレンド、繊細な香りのレイヤードは、
きっと2022年後半の3か月を応援してくれる1本に
なるはずです。

ブレンドエッセシャルオイル
ヤングアウェイクン 5mL
製品番号 : 3349
会員価格 : 3,630円 
PV : 18.00

ラベンダー ボリューム
シャンプー 236mL 
製品番号　29411 
会員価格　3,960円 
PV : 20.00

ラベンダー ボリューム
コンディショナー 236mL 
製品番号 : 29423 
会員価格 : 3,960円 
PV : 20.00

ラベンダー ボリューム
シャンプー&コンディショナー
一緒に使うのがおすすめ♪  

自分

に向
き合いたいときに

22%
OFF

一般注文 対象製品 一般注文 対象製品

今年の春「こどもの日」特集で取り上げた「フェザーアウルディ
フューザー」と「キッズセンツ ロールオンコレクション」の再販
が決定しました！特に「フェザーアウルディフューザー」は、前
回の発売日になんと3分で完売した大人気商品。今回もソー
ルドアウト必至なので、ご注文はお早めに！

＜セット内容＞
①エッセンシャルオイルレモン 5mL
子供たちに大人気の「レモン」。フレッシュな香りは、仕事や勉強へのや
る気を高めたいときにもおすすめ。「キッズセンツ」と一緒に使えて便利
なオイルです。
②フェザーアウルディフューザー
春の発売では、3分で完売してしまった「フェザーアウルディフューザー」。
見た目の可愛らしさだけでなく加湿器、アロマディフューザー、ナイト
ライト、ホワイトノイズマシンの4役をこなす実力派。秋の夜長を可愛い
フクロウと一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか？
③キッズセンツ ロールオンコレクション
シーンに合わせてお子様の気持ちをサポートし、デリケートな肌にも直
接塗れるブレンドエッセンシャルオイルのセット。
＜・キッズパワー（黄）・オウイー（オレンジ）・スニッフルイース（水色）
・タミーガイズ（緑）・ジーニアス（赤）・スリーピーアイズ（紫）6本セット＞

製品番号 : 42839 会員価格 : 30,690円 
希望小売価格  : 49,104円  PV : 150.00

一般注文 対象製品

※ 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。

※ YLおトク便は対象外です。  ※ 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。

①

② ③

詳細はこちら

詳細はこちら

2022年9月26日（月）～11月30日（水）までの期間＆数量限定販売！
即日完売した可愛い「フェザーアウルディフューザー」が再入荷
「キッズセンツ ロールオン」と人気のシングルオイルとのお得な3点セットが発売決定！

https://www.youngliving.com/blog/japan/flash-sale-202209/
https://www.youngliving.com/blog/japan/flash-sale-202209/
https://www.youngliving.com/blog/japan/flash-sale-202209/
https://www.youngliving.com/blog/japan/flash-sale-202209/
https://www.youngliving.com/blog/japan/october-limited-time-offer/�
https://www.youngliving.com/blog/japan/october-limited-time-offer/�
https://www.youngliving.com/blog/japan/october-limited-time-offer/
https://www.youngliving.com/blog/japan/october-limited-time-offer/
https://www.youngliving.com/blog/japan/october-limited-time-offer/
https://www.youngliving.com/blog/japan/october-limited-time-offer/
https://www.youngliving.com/blog/japan/october-limited-time-offer/


製品番号 : 36840   会員価格：25,740円    PV : 100PV 
プレミアム キット （デザートミスト ディフューザー） 

製品番号 : 35948   会員価格：25,740円    PV : 100PV 

プレミアム キット （YLラウンド ディフューザー） 

ナチュラルな成分のみで作られた乾燥肌の
ための美容液。バリア機能が衰えやすい乾
燥の季節には、たっぷりと美容成分を与え
てあげましょう。

香りや使い方はサンダルウッドに近く高貴な
香りと保湿力の高さが特徴です。とろみの
強いテクスチャーのため、ボディにV6マッ
サージオイルを塗布した後に重ねるのが◎

使い続けることでハリ感やツヤを実感する人
が増えています。慌てて対処するよりも、毎
日のケアで若々しさをキープできたら嬉し
いですよね。

エッセンシャル ビューティーセラム
ドライスキン 15mL

エッセンシャルオイル
ブルーサイプレス 5mL 

CBDビューティ ブースト 600MG 
30mL

暑さでダメージを受け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。
夏のダメージ肌をケアする、秋冬の乾燥に備える3製品です。

プレミアム キットの魅力がぎゅっと詰まった「はじめてのヤング・リビング」がリニューアル！

思わずお友達に勧めたくなる、素敵な「プレミアム キット」の2年目にご期待ください！

100

110~120

※ 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。
※ 10/26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､11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
10月1日(土)～10月25日(火)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進呈！
（プレゼントはYLおトク便に同梱してお届けします。） 

YLおトク便限定キャンペーン
bit.ly/yl-campaign10

詳細はこちら

110
PV

350
PV

200
PV

①エッセンシャルオイル用遮光瓶（5mL）
アロマグライド付x2
②エッセンシャルオイル用遮光瓶（2mL）×4
③ロートx1
④エッセンシャルオイル紹介カード

ACCESSORIES10種類のエッセンシャルオイル（各5mL) 
ラベンダー/レモン/ペパーミント/フランキンセンス/ピューリフィケー
ション/ディープリリーフ/ダイガイズ /ヤングシーブス/アールシー/ 
ヤングヴァラー

詳細はこちら

「まるで家庭の救急箱」と言われるほど便利なシングルオイル＆
ブレンドオイルは、初めての方でも使いやすいラインナップ。
家庭でのさまざまなシーンで役立つオイルセットです。新規の方
にもおすすめいただけるよう、使い方は改訂版『はじめてのヤン
グ・リビング』に追加掲載しております。ぜひご覧ください。

https://www.youngliving.com/blog/japan/premiumkit-anniversary-01/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202210-yl-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202210-yl-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202210-yl-campaign/


3箱セット 2箱セット 1箱セット
33%
OFF

20%
OFF

10%
OFF

#N2209

発行：ヤング・リビング・ジャパン・インク　〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-13-9 表参道LHビル https://www.youngliving.com/ja_ JP
TEL: 03-4334-2278 平日 9:30 - 17:00　EMAIL: younglivingjapan@youngliving.com　© Young Living 2022

製品情報 bit.ly/yl10discount

詳細はこちら
10% OFF2022年10月

9月30日(金) 9:30～10月16日(日)まで
食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋…秋を楽しむために、まずは健康なライフスタイルから
始めましょう。今回はなんと20％オフ、33％オフの特別価格もご用意、お見逃しなく！

「秋枯れ」に悩む毎日の美容ケアや、元気な毎日を過ごしたい方に！大好評の「コラーゲンコンプリート」を
10％オフのセールでお届け。しかも今回は、2箱セットで20％オフ、3箱で33％オフのまとめ買いのチャンスです！

※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 : 30701D
会員価格 : 5,697円
PV : 28.75

BLOOM by Young Living コラーゲンコンプリート

オリーブエッセンシャルズ  30カプセル

製品番号 : 20375D  会員価格 : 2,750円  PV : 13.00 製品番号 : 20442D  会員価格 : 2,640円  PV : 12.50

オリーブエッセンシャルズ  30カプセル
若々しさはこの一粒から！
めったにセールにならない稀少なサプリメント
「オリーブエッセンシャルズ」は、一粒に約1リットル分のオリーブオイル
エキスを凝縮。毎日の元気と若々しさをサポートします。

シードリングス ベビーオイル 75mL
小さなお子様の肌を健やかに保つマルチオイル

シードリングス ベビーローション 113g
サラサラミルクローションに赤ちゃんの
ファーストケアはお任せ肌荒れしやすいお子様や、オムツかぶれなどを起こしやすい赤ちゃん

のためのベビーオイル。穏やかな香りに包まれながらケアをしてあげ
れば、きっと安心感を覚えてくれるはず。

ベタつきがなくサラリとしたテクスチャーは、汗をかきやすい赤ちゃんの
肌にぴったり。出産祝いや、敏感肌の方へのギフトとしても喜ばれます。

ブレンドエッセンシャルオイル ダイガイズ 15mL
食欲の秋！食事を美味しく楽しみたい人のための
ブレンドオイル
「ダイガイズ」はヨーロッパのキッチンに並ぶハーブのような清涼感の
ある香り。食事も、おやつも、デザートも楽しみたい方にぴったりです。
製品番号 : 332405D  会員価格 :4,950円  PV : 30.25製品番号 : 27425D  会員価格 : 4,455円  PV : 28.75

製品番号 : 38983
会員価格 : 10,152円
PV : 51.25

製品番号 : 38984
会員価格 : 12,744円
PV : 64.00

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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