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CBD製品の中でも人気の高い「CBDオイルクールミント 500MG」が食品グレード
になりました。爽やかなペパーミントと甘いスペアミントの絶妙なハーモニーが
魅力の、おすすめの逸品です。発売記念に数量を確保しましたが、新ロットのため
入荷数が限られています！爽快な朝の目覚めを迎えるために！
次回入荷未定のためお早めにお買い求めください。 

ヤング・リビングでは、高品質の成熟した麻の茎からピュアなCBDを抽出し製造
しています。 それぞれのライフスタイルに合わせて使えるよう、保湿力の高い化粧
品やボディバーム製品などをお届けしてきました。 中でも食品グレードの「CBD
オイルクールミント」は、身体の内側からバランスを整えられるよう配慮して作ら
れています。CBDの持つ力を最大限に活かせる摂取方法を研究した結果、導き出
されたのが「食品グレード」です。 CBDを食品として、口から直接摂取することで、
身体内にしっかりと届けます。 

製品番号 : 36519 会員価格 : 15,525円 希望小売価格 : 24,840円  PV : 60.00

最近眠りが浅く､すっきりと目覚められない
元気がでない気がする
生活や身体のリズムが狂いがち
緊張やストレスを感じることが多い

こんな方にお勧めです！

ヤング・リビングのCBD製品について

※ 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。  ※ 次回入荷未定のため､お早めにお求めください。

製品番号 : 36517D 会員価格 : 10,368円  希望小売価格 : 16,578円  PV : 45.00

2023年1月30（月）まで20%OFF
CBDオイル シトラス 500MG（食品グレード）
ご愛顧いただいた「CBDオイルシトラス 500MG」は、2023年1月30日（月）をもって
販売終了とさせていただきます。最終セールとして、20%オフの特別価格でご提供
しています。 また、YLおトク便OKなので、まとめ買いがお得です！
バランスを崩しがちな季節は、健康に過ごすために、スッキリとした朝を心がけた
いもの。 食品グレードのCBDオイルなので、食品として口から直接摂取することで
CBDの可能性を体内からも十分に引き出しています。 
スッキリとした明日のために、夜寝る前にお召し上がりになるのもおすすめです。 

YLおトク便 対象製品

※ 20%OFF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。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。

1月30日
まで

CBDクールミント500MG (30ml) 食品グレード新発売 

1瓶に麻の成熟した茎由来のCBD（カンナビジオール）を500mg配合。また、ベースにエネルギーに変わりやすい、MCTオイルを採用し
ました。ブレンドするエッセンシャルオイルにもこだわり、フレーバーの異なるふたつのミントを使用。ペパーミントが爽快感をもたらし、
スペアミントが甘く穏やかな清涼感を与えてくれます。 

詳細はこちら

詳細はこちら

2023年1月26日（木）9:30より「CBDオイルクールミント 500MG」食品グレード新発売。
爽快な朝を迎えるために！睡眠前のルーティーンに加えてみませんか？

https://www.youngliving.com/blog/japan/10-discount-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/natures-ultra-cbd/#citrus
https://www.youngliving.com/blog/japan/natures-ultra-cbd/#sleep


紳士が持つ杖の形をした飴、キャンディーケーン
をイメージして作られたブレンドエッセンシャル
オイルは、陽気で華やかなパーティを彷彿させ
ます。 バニラの甘さの中に、スッとミントの香りが
漂い、にぎやかなシーンにぴったりのブレンド
です。 

スパで贅沢に過ごす1日をイメージした癒しの
香り。 オフシーンでディフューズするのにふさ
わしい1本です。 静けさを求めたい時に、落ち
着きのある空間を演出してくれます。 隠れ家ス
パでチルアウトする時のような、安心感とリラッ
クスをもたらすブレンドです。 

家族や仲間たちと祝杯をあげているシーンを
イメージした、明るくフルーティーな香り。 グラ
スが光を浴びてキラキラと輝き、スパークリン
グワインの泡が弾けるような華のあるブレンド
です。 自宅で気の置けない友人や家族たちと、
くつろぎ空間にディフューズしてください。 

Simplified By Jacob+Kait 
Winter Collection

シンプリファイド バイ ジェイコブ&ケイト
ウィンターコレクション (10mL x  3本セット）

2023年1月26日（木）～限定販売

ブレンドエッセンシャルオイル
「キャンディケーン 10mL 」

ブレンドエッセンシャルオイル
「ウィンタースパ 10mL 」

ブレンドエッセンシャルオイル
「ピンク シャンパーニュ 10mL」

製品番号 : 42254 会員価格 : 16,500円  希望小売価格 : 26,400円  PV : 100.00

ゲリー・ヤングの長男ジェイコブと、その妻ケイトリンがプロデュースした若さあふれる香りのキット。
北米コンベンションで発売されると同時に大人気になり、日本での発売が待ち望まれていた商品です。第3弾となるウィンター
コレクションは、2022年12月に発売されたばかり。貴重なキットが数量限定で入荷しました！スペシャルギフトとして、
バレンタインのチョコレートと一緒にいかがでしょうか？ 

ジェイコブと妻のケイトリンが、3本
の香りのキットをプロデュース。
ヤング・リビングの未来を担う若い
2人が、自分達と同じ世代も気軽に
香りを楽しめるようにセレクトした
内容です。 
ポップなデザインのパッケージや、
遮光瓶ではないクリアボトルにも
親しみやすさが感じられます。 
可愛い見た目はバレンタインのギフ
トとしておしゃれに決まりそうです。 

※ 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。

一般注文 対象製品

ブレンド内容
バニラ果実エキス、コパイバ、ペパーミント、
ウィンターグリーン  

ブレンド内容
ベルガモット、タンジェリン、ユーカリラディアータ、
ラベンダー、イランイラン

ブレンド内容
グレープフルーツ、クスノキ、ネロリ、ジャスミン、
イランイラン、ラブダナム

詳細はこちら

https://www.youngliving.com/blog/japan/202301-limited-time-offer/


 『コパイバ・バニラ モイスチャライジング シャンプー＆コンディショナー』 は10種類の
エッセンシャルオイルを配合した、特に乾燥しがちな髪質の方にお勧めのヴィーガン
対応ノンシリコンシャンプー＆コンディショナーです。乾燥やダメージを受けた髪に潤
いを与え、しっとりつややかな髪に仕上げます。ぜひセットでお使いください。 

「コパイバ・バニラ シャンプー＆コンディショナー」がバージョンアップ。 
乾燥が気になる季節から使い始めたい、髪にツヤと潤いを与える

シャンプー＆コンディショナーです。 

コパイバ、ブルーサイプレス、シダーウッド、イランイラン、サンダルウッド、アイダホグランド
ファー、セイクレッドフランキンセンス、カルダモン、アイダホブルースプルース、ベルガモット 

01
POINT

よりしっとりした使用感に

02
POINT

髪と頭皮にうるおいを

03
POINT

ヴィーガン対応
シャンプーには、オリーブ油由来洗浄成分を
新配合。皮脂に馴染みやすく、頭皮の毛穴汚
れも浮かせて落とします。 

コンディショナーにはマルーラオイルを新配合。
アフリカ南部に育ち、神の木とも言われる
マルーラの木の実から採れる希少な美容
オイル。髪と頭皮にうるおいを与えます。 

髪や頭皮に優しい、ナチュラルな処方です。

04
POINT

10種のエッセンシャルオイル配合
すこやかな頭皮、毛髪を保つために、ヤング・リビング
ならではの厳選された10種のエッセンシャルオイルを
配合（従来品は4種配合）。
癒しの香りがバスタイムを豊かに彩ります。 

髪にもエイジングケアを！ ボリューム感アップで若 し々さを叶える6つのケア
髪にうるおいとハリ・コシを与える「コパイバ バニラ モイスチャライジングシャンプー＆コンディショナー」を使用する際、

押さえておきたい基本的な6つのケアをご紹介します。 

1 2

シャンプー前のブラッシングは丁寧に 
ホコリや花粉などをシャンプー前に落としておきま
しょう。 頭皮からブラッシングすると、絡まった髪が
解かれシャンプーがなじみやすくなります。 

湯洗いをする
シャンプー前に髪と頭皮を湯洗いしてください。 
ホコリや頭皮の余分な油を洗い流すだけでも、シャン
プーの泡立ちが良くなります。 

3

手で泡立ててからシャンプーを
頭の上でシャンプーを泡立てていませんか？ 先に
手の平でシャンプーを泡立てておくと、洗浄力を最
大限に引き出せ、 洗い流しも素早くすみます。 

6

洗ったまま放置せず乾かす
シャンプー後の髪は、キューティクルが開いたデリ
ケートな状態です。 放置せず、タオルドライ後に早
めにドライヤーで乾かしましょう。 

コンディショナーは毛先を中心に
目の荒いクシを使うと全体に行き渡りやすくなりま
す。 集中ケアをしい時には、そのまま2～3分おいて
充分に洗い流してください。 

4

シャワーの適温は体温と同じくらいがベスト
洗い流しはしっかり行うのがコツ。熱すぎると必要
な油分まで洗い流してしまいます。生え際や首回り
は洗い残しが多いので、丁寧に。 

「コパイバ・バニラ モイスチャライジングシャンプー 236mL」 
製品番号：29026 / 会員価格: 3,960円 / 希望小売価格 : 6,336円 / PV 20.00 

「コパイバ・バニラ モイスチャライジングコンディショナー 236mL」
製品番号：29040 / 会員価格: 3,960円 / 希望小売価格 : 6,336円 / PV 20.00 

5

詳細はこちら

1月13日（金）9:30～発売開始

https://www.youngliving.com/blog/japan/copaiba-vanillammpoo-conditioner/
https://www.youngliving.com/blog/japan/copaiba-vanilla-renewal/
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製品情報 bit.ly/yl10discount

詳細はこちら
10% OFF2023年2月

2月1日(水) 9:30～2月15日(水)まで
真冬のピーク到来！寒さに負けない体づくりに！待望の製品がセールになります。
まとめ買いのチャンスを見逃さないで！

YLおトク便限定キャンペーン
2月1日(水)～2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-campaign2302

詳細はこちら

2月は春に向けて心と身体を支度する1か月。 
花を咲かせるために蕾が力を貯めるように、冬ごもりを応援する人気アイテムです。 

寒さに負けない強さとウッディで温かみ
のある優しさを兼ね備えた香り。 

よどんだ空気を一掃！空間と気持ちを
リフレッシュする清々しい1本 

「変化」を恐れず受け入れる、ゲリーと
同じようにポジティブ思考へ

シングルエッセンシャルオイル
シダーウッド (15mL)

ブレンドエッセンシャルオイル
ピューリフィケーション (15mL) 

※ 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。
※ 2/26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､3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。

※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。

ブレンドエッセンシャルオイル
ヤング トランス
フォーメーション (15mL) 

110
PV

350
PV

200
PV

ヤングシーブスをブレンドした真冬のベスト
セラー！寒さに負けないためのお守りサプリ。
今回はアメリカ版のインナーD-フェンスを
セール価格でお届けします。
1日1～3粒を目安にお召し上がりください。 
成分は日本版と同じです。
製品番号 : 3295D 会員価格 : 4,995円
希望小売価格 : 7,992円  PV : 30.00

インナー Ｄ-フェンス
（ソフトジェルカプセル）30粒

製品番号 : 33861D 会員価格 : 5,643円
希望小売価格 : 9,031円  PV : 35.75

セイクレッドフランキンセンス、ミルラのどこか
懐かしさを覚えるレイヤードに、レモングラスと
プチグレンの爽やかさをプラス。ディフューズ
すれば、新生活・新年度に思いをめぐらせる
余裕が生まれるはずです。 

ブレンドエッセンシャルオイル
ゲリーズライト 5mL

こちらの使用期限は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
ずご使用いただけますが、使用期限が迫った製品で
すので、割引価格でご提供いたします。

！

ルシャスレモン 
フォーミングハンドソープ 236mL
大人気の限定製品をお得にゲット！ 
お子様はもちろんジェンダーレスに使える軽や
かなレモンの香りのハンドソープです。
製品番号 : 30944D 会員価格 : 2,145円
希望小売価格 : 3,432円  PV : 11.50

https://www.youngliving.com/blog/japan/10-discount-campaign/
https://www.youngliving.com/blog/japan/202302-yl-campaign/
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