
※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。

スタイリッシュなディフューザーと選りすぐりのオイルで幸運を招いて 
「ゲリーズライト5mL」「YLホワイトアンジェリカ5mL」の力強さと優し
さを感じる香りを無垢な「ヘイブンセラミックディフューザー」で漂わせ
る、そんな年始をおくれば、きっと運も開けるはず。

製品番号 : 43477  会員価格 : 14,652円
希望小売価格 : 23,441円  PV : 50.00

開運ディフューズセット
製品番号 : 36517D 会員価格 : 10,368円
希望小売価格 : 16,578円  PV : 45.00

CBDオイル シトラス 500MG（30ml）

感謝の気持ちを込めて終売セール！ 20% OFF！
バランスを崩しがちな季節を健康的に過ごすためには、朝スッキリ快適に
目覚めたいもの。清々しい明日を迎えるために、夜寝る前にお召し上が
りになるのもおすすめです。

製品番号 : 352405D  会員価格 : 2,430円
希望小売価格 : 3,888円  PV : 14.25

温かみを感じるスパイスで、
身も心もポカポカに
刺激的な中にも甘さを感じる独特の香りが特徴。
身も心も凍える時期に、体がポカポカと温まり自
然と笑顔になれるはず。
※2023年春頃、食品添加物より化粧品へ
カテゴリ変更予定。

シングルエッセンシャルオイル
クローブ※15ml

体の内側からサポートしてくれる「オリーブエッセ
ンシャルズ」。毎日続けられるサプリメントを味方
につけて、サビない体づくりに役立ててください。 

製品番号 : 27425D 会員価格 : 4,455円
希望小売価格 : 7,128円  PV : 28.75

生活習慣の見直しを始めませんか？
サビない身体づくりの第一歩 

オリーブエッセンシャルズ 
30粒

製品番号 : 30701D 会員価格 : 5,697円
希望小売価格 : 9,115円  PV : 28.75

賞味期限間近のため10%OFF
（賞味期限2023年3月末）

美肌だけでなく、体の土台作りにも大切な栄養素
のコーラーゲン。ビタミンやミネラルも一緒に補っ
て、年末年始の体力作りに役立ててください。

BLOOM by Young Living
コラーゲンコンプリート(50ml x 10本/1箱）
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YLおトク便対象、ニューイヤーセール開催！
1月は、寒さに負けない心と身体づくりに最適な製品をお届けします。 

2023年をピースフルでヘルシーに過ごすための必須アイテムを5つご用意しました！ 
2022年12月26（月）~ 2023年1月15日（日）

「CBDオイル シトラス 500MG」「BLOOM by Young Living コラーゲンコンプリート」は1月30日（月）まで 割引価格にて販売
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こちらの賞味期限は2023年3月末となります。
ヤング・リビングではSDGsの観点から、廃棄ロス減少の
取り組みをスタートいたします。品質は変わらず美味しく
召し上がっていただけますが、賞味期限まで2か月に迫った
製品ですので、割引価格でご提供いたします。

！
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1月30日
まで

20%OFF
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2022年12月26日（月）9：30～無くなり次第終了

日々のストレス、暴飲暴食など、我慢することが多い私たちの社会では、
どうしても感情を抑え込んでしまうことが多くなります。 
さらに年末年始は、会食も増え生活のリズムも乱れ「貯め込む」生活が続
きます。 そんな時にも「ジーエルエフ」が大活躍。 
就寝前に足の裏に塗布したり、お腹周りにV6オイルを塗り1～2滴垂らし
て深呼吸したり。 ミントの清涼感が、清 し々さをもたらします。 
希少なヘリクリサムを贅沢に使用した、日本未発売のエッセンシャルオイル。 

貯め込んだ想いや、食べ過ぎた体をきれいにしましょう！ 

製品番号：3340 会員価格: 19,800円 希望小売価格 : 31,680円  PV 110.00 

＜ブレンド内容＞ 
グレープフルーツ、 リーダム、ヘリクリサム、セロリシード、ヒソップ、スペアミント 

「ジーエルエフ」は、普段から貯め込みがちなあなたをサポートします。 

2023

FOR NEW YEAR日本初上陸
ブレンドエッセンシャルオイル「ジーエルエフ 15mL」！ 
1年間貯め込んだモヤモヤをスッキリさせる
爽やかな香りで、解き放ちましょう。 

※ 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。
※ 2023年1/26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､２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
1月1日(祝)～1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450PV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。） 

新年の始まりにふさわしい、多幸感をもたらすアイテムをご用意。 
希望に満ちて1年を始められる“原動力”にこだわった製品を集めました。

YLおトク便限定キャンペーン
bit.ly/-yl-campaign2301

詳細はこちら

1年の始まりに初日の出を見ながら
オレンジをディフューズ 

自分の立ち位置をしっかり
認識するためのオイル 

柑橘系の甘酸っぱい香りは気の流れをよく
してくれます。 2023年の初日の出を待ちな
がらディフューズすれば、新しい365日に前
向きな気持ちで挑めるはず。 
凛と冷えた空気の中に温かさをもたらす柑
橘系の香りで朝を迎えてみませんか？

自分をしっかり見つめ直したい時にぴった
りなブレンドオイル。甘美さの中にも、芯を
感じさせるしっかりとした香りが特徴。
 「地に足をつける」「大地に根付く」を意味す
るグラウンディングは、1年の計画を立てる
際に味方になってくれるオイルです。 

110
PV

350
PV

200
PV

シングルエッセンシャルオイル
オレンジ 15mL

ブレンドエッセンシャルオイル
グラウンディング 5mL

ブレンドエッセンシャルオイル
ワイエルホープ 5mL
新年への“希望”を詰め込んだ
オイルで始まりの月をポジティブに 
シャープでスッキリとした香りに包まれて、 
2023年の自分の夢や望みを書き出してみ
るのも良いでしょう。 
平和で安心できる1年を願って、ヤング・リ
ビングからのプレゼントが皆様の力添えに
なれば幸いです。 

一般注文 対象製品

詳細はこちら ※ 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。

https://www.youngliving.com/blog/japan/202212-limited-time-offer/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202301-yl-campaign/
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厳しい寒さと乾燥を乗り切るためにヤング・リビング製品がサポートします。 
今回は、身体のコンディションを整えるためのおすすめ製品と、その活用法をご紹介。 

完成したカレーに、クローブ※、ジンジャー、ブラックペッパー
ヴァイタリティを、それぞれ爪楊枝ですくってプラス。いつもの
カレーが、香り豊かな本格派に大変身。家族で、自分好みに味変
してもOKです！ 

ミルクティーやホットワインにクローブ※、ジンジャー、ブラックペ
ッパー ヴァイタリティを爪楊枝でプラス。 鼻先をくすぐるスパイ
スの香りが、冬のおうち時間を豊かに温めてくれます。夜の長い
時期の映画鑑賞や読書のお供に。 

おすすめレシピ 1　「スパイスカレー」 おすすめレシピ 2　「簡単ホットドリンク」

RECIPE
温まりたい時におすすめのヴァイタリティライン 

ヴァイタリティシリーズの中には、寒い季節にぴったりのスパイス系オイルがあります。 
体を温めながら本格的なシェフの味が楽しめる3本をご紹介します。 

冬に毎日摂りたいヤング・リビング製品 

「年末年始のゆるヘルスマネジメントに 」
年末年始はゆっくり時間を過ごしたいですね。 

でも毎日ダラダラ過ごすと、お腹周りのもたつきが気になってしまいます。 
そこでおすすめなのが「ゆるヘルスマネジメント」。 

きっちりダイエットではなく、必要な栄養素をチョイスして摂取する方法です。 
気をつけるのポイントは3つだけ。  

毎朝たっぷりの「ニンシアレッド」 で
元気をチャージ

1食置き換えの「バランスコンプリート」 
手軽に飲めてしっかり腹持ち

Point 1 Point 2
軽めの夕食+「ライフ9」

1食置き換え中は腸内環境も大切

Point 3

「クローブ」は、今月のセール対象品。 ぜひ、お得に手に入れてアレンジレシピを楽しんでください。 
※2023年春頃、食品添加物より化粧品へカテゴリ変更予定。 


