
大切な人と、“心ひとつ”に過ごせますように」と
の願いが込められたブレンドオイル。
購入額の35%は、世界中の困窮した人々を支
援する「ヤング・リビング基金」に寄付されます。

力強い香りのヴァラー、瞑想におすすめのノー
ザンライトブラックスプルース、甘く高揚感のある
香りのイランイランとオコテア、そして柑橘系の
爽やかなレモンとライムが織りなすハーモニー
は、まさに”ワンハート” 。

ヤング・リビング基金の使命､それは子供たちが
自身の可能性を信じ､夢や希望を持って羽ばた
くための力を与えることです｡その使命を胸に､
世界中で行政による支援が行き届かない地域
に対し､人々が健康と教育を得られる機会を提
供しています。
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製品番号 : 36508 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！

温かさを感じるシナモンフレーバーのCBDオイル。 スパイシーな中に、ほんのりと
甘さを感じるシナモンバークを配合。寒さや、乾燥で眠りが浅くなるこの時期に、
ほっと一息つけるような香りに仕立てました。年度末の忙しさで、緊張しがちな毎日。
十分な睡眠で、身体を回復させたいですよね。ヤング・リビングの「CBDオイル 
シナモン 500MG」の温かい香りが、心地よい夢の中へ誘うでしょう。 

CBDシナモン500MG (30ml) 食品グレード

2月の期間限定販売は「CBDの限定フレーバー」や「シーブス限定品」など、寒さの厳しい時期に
うれしいアイテムを揃えました! 2月24日（金）17:00より販売！

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。

ブレンドエッセンシャルオイル
ワンハート 5mL

製品番号 : 31088 会員価格 : 7,095円 
希望小売価格 : 9,350円  PV : 22.50

詳細はこちら

※ 2023年3月30日までYLおトク便対象。　※YLおトク便ポイント交換はできません。

YL
おトク便
対象製品

クローブ、レモン、シナモンバーク、ユーカリラディアータ、ローズマリーの
絶妙なバランスを味わえる1本です。紅茶、フルーツジュース、ニンシアレ
ッドに混ぜるのもおすすめ。揺らぎやすい季節はシーブス製品を味方に、
健康習慣を身につけてください。

エッセンシャルオイル ヤングシーブス ヴァイタリティ 5ml
製品番号 : 5631 会員価格 : 2,295円  希望小売価格 : 3,672円  PV : 14.75 

詳細はこちら

ホコリ・花粉・PM2.5…外的ストレスが増える3月には「ヤングシーブス
メントール ドロップ」の携帯をお勧めします。ナチュラルな甘さとメントール
の爽やかさで喉、鼻づまりなどの不快感を緩和します。砂糖、合成着色料、
人工香料、防腐剤は無添加。 

ヤングシーブス メントール ドロップ(30個）
製品番号 : 5760 会員価格 : 3,510円  希望小売価格 : 5,616円  PV : 20.00

一般注文
対 象 製 品

ヤング・リビング基金の詳細はこちら

一般注文
対 象 製 品

詳細はこちら
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製品情報 bit.ly/yl10discount

詳細はこちら
10% OFF2023年3月

3月1日(水) 9:30～3月15日(水)まで
春を待ちきれない3月。新生活に期待を込めて､体と心を整えるアイテムをセールでご用意しました｡ 

※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。

バランスを崩しがちな女性の周期に寄り添うブレンドオイル。感情の起伏の
調整が効かない、急な食欲を抑えられない、一時的なことだとわかっていて
もコントロールが難しい…。感情の高まりや落ち込みなど、波が起こりやす
い時期を「ドラゴンタイム」と表しました。甘くスパイシーなフェンネルがポ
イントです。「ドラゴンタイム」をディフューズ、または腹部や腰に塗布して
穏やかな数日を過ごしてください。 

ブレンドエッセンシャルオイル  ドラゴンタイム (15mL)　

製品番号 : 332705D 会員価格 : 7,315円
希望小売価格 : 11,704円  PV : 45.00

17種のオイルのレイヤードが楽しめる「YLドリームキャッチャー」。 
柑橘系とウッド系のオイルに、フローラルな香りがアクセントとして調和し
ています。その中のひとつの香りが何かを始めるキッカケにしたい！ネガテ
ィブな気持ちを払拭したい！と考えている時に・・・おすすめです。ゲリーが
デザインするブレンドには、前向きに新しい生活に向かう優しさと力強さが
込められています。卒業、入学、新社会人へのギフトとしても最適です。 

ブレンドエッセンシャルオイル YLドリームキャッチャー(15mL)

製品番号 : 333005D 会員価格 : 10,670円
希望小売価格 : 17,072円  PV : 66.75

朝のスッキリした目覚め、花粉のムズムズ、午後の
リフレッシュなど快適な時間をサポートしてくれる
アイテムです。気がついた時に、サッと取り出して使
えるロールオンタイプ。首すじや手首、こめかみなど
に直接塗布してください。また、トレーニング後のセ
ルフトリートメントにもおすすめです。ひんやりとし
た使い心地で、リフレッシュ感を堪能できます。 

3月18日は「世界睡眠デー」。ヤング・リビングがお勧め
するお休み前のアイテムのひとつ「ヴァレリアン」。
ジャコウに似た香りは、ベッドタイムを落ち着いた
環境に変えてくれます。ディフューズにはヴァレリアン
1滴、パイン3滴、オレンジ3滴のブレンドがお勧め。
また、柑橘系やフローラル系のオイルとも相性抜群
です。ヴァレリアンは独特の香りを持つオイルなので、
最初は1滴から使い、様子を見てご使用ください。 

製品番号 : 364805D 会員価格 : 5,720円
希望小売価格 : 9,152円  PV : 34.50

製品番号 : 352805D 会員価格 : 3,960円
希望小売価格 : 6,336円  PV : 23.75

3月は引き続き 「インナーD-フェンス」が登場！ 「ヴァレリアン」 「ロールオン ブリーズアゲイン」 「ドラゴンタイム」 「YLドリーム
キャッチャー」の合計5つをセール価格でお届けします。 明るい春を待ちわびる気持ちに寄り添う、選りすぐりの製品ばかり。 
出会いと別れの時期、自分にあったアイテムがきっと見つかるはず。 

三寒四温の季節の変わり目には万全な準備が必
要です。2月から始めて「これはいい！」と実感された
方は、ぜひ継続してください。アクティブに動き出す
春に備えて、揺らぎやすい体調を内側からサポート
します。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

寒暖差の激しい3月を
乗り切るためのパートナー 

ロールオン ブリーズアゲイン 
(10mL) 

インナー Ｄ-フェンス
（ソフトジェルカプセル）30粒

エッセンシャルオイル
ヴァレリアン (5mL) 
すっきりとした朝を迎えていますか？
おやすみ前のディフューズに 

リフレッシュタイムにピッタリな
ロールオンタイプ 

女性特有の波を穏やかに過ごすことを
イメージしたブレンドオイル 

想像力とアイデア…
夢を形にするための環境づくりに 

YLおトク便対象

https://bit.ly/yl10discount


YLおトク便限定キャンペーン
3月1日(水)～3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-campaign2303

詳細はこちら

春の到来でざわめく気持ちに寄り添う3本のオイルをご用意。寒暖差が激しい3月、体調だけで
なく気持ちの不調を感じた時に、助けになってくれるオイルです。 

春の訪れが待ち遠しい3月。 同時に揺らぎを感じやすい時期でもあります。 
ヤング・リビング製品をフル活用して、自分だけの爽快グッズを作ってみませんか？ 

季節の変わり目には、ヤング・リビング製品でアイデアアロマライフを 

気忙しさを感じる年度末に、自分自身を
取り戻したい時におすすめの香り

本国アメリカで人気のフィーリングス®
コレクションの中の1本 

古代より癒しに使われてきた
ハーブの香り 

ブレンドエッセンシャルオイル
ヤングリビング セイクレッドマウンテン (5mL) 

ブレンドエッセンシャルオイル
ワイエルリリース (5mL) 

エッセンシャルオイル
ジャーマンカモミール (5mL)

※ 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。
※ 3/26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､4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。

110
PV

350
PV

200
PV

ふんわり良い香りの
シューパック 

心地よい眠りに誘う
お手軽リネンスプレー 

【材料・用意するもの】
精製水：60mL
エタノール：30mL
お好きなエッセンシャルオイル20滴前後
スプレーボトル（100 mL用）
スプレーボトルにエタノールを入れてオイルを加え
た後、精製水を加えよく混ぜます。 
枕、シーツにスプレーすれば気持ちの良い入眠に。 
＊使う前はよく振ってから使用してください。

【材料・用意するもの】
重曹：30ｇ
エッセンシャルオイル
タイム+サイプレス 各10滴（お好みで調整）
お茶パック
ガラス容器、スプーン（混ぜる時）
【作り方】
全て材料を混ぜ合わせて、
お茶パックに入れます。
1足に1つ入れます。

春のムズムズ対策！ 
アロママスク

マスクの内側に貼るタイプのシールが市販されて
います。 マスクに直接オイルをつけるより、香りが
長持ちして快適。午前と午後で
シールを貼り変えれば、気分転換
にもピッタリ。
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【材料・用意するもの】
市販のマスク
市販のマスクシール
お好みのエッセンシャルオイル1滴

16種類ものオイルを贅沢にブレンド。複雑さの中
にも芯を感じる調和の取れた香りです。心のモヤ
モヤを断捨離する時のディフューズにもぴったり。

柔らかな土のような安らぎの香りが、リラックス
した癒しの空間演出してくれます。忙しく自分を
見失いそうになった時におすすめの香りです。 

樹木系の清々しさの中にイランイランの甘さが
ほんのり漂います。アウトドア体験豊富なゲリー
自らが調香した、落ち着きをもたらす香り。

アールシーやユーカリなど
スッキリ系の香りを
垂らして爽やかに。 

1日中履いた靴やブーツの
中に入れておくと、一晩で
ニオイや湿気が気になら
なくなります。 

香りに深みを与える
ヴァレリアンを1～２滴
加えるのもお勧めです。 おすす

め！
おすす

め！

ディフューズに
ぴったり

https://bit.ly/yl-campaign2303



