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第1章　会社の概要

ヤング・リヴィング・ジャパン・インク(日本支社)
開 業 ：
所 在 地 ：
電 話 番 号 ：
 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ：
代 表 者 名 ：
Ｕ Ｒ Ｌ ：

2005年3月
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル32階
03-5326 -5766
03-5326 -5767
黄木　悠
https: //www.youngl iv ing.com/ja_ JP

電 話 番 号 ：
 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ：

0570-056 -054
0570 -056 -055

お客様問い合わせ窓口

ヤング・リヴィング・エッセンシャル・オイルズ(本社)
開 業 ：
所 在 地 ：

電 話 番 号 ：
 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ：
共同創設者 兼 CEO：
Ｕ Ｒ Ｌ ：

1993年
Thanksgiv ing Point  Business Park 3125　
Executive Parkway,  Lehi ,  Utah 84043  USA
1（801） 418-8900
1（801） 418-8800
メアリー・ヤング
https: //www.youngl iv ing.com/en_US

ヤング・リヴィング・ジャパン・インクは、アメリカ合衆国ユタ州にある同名の米国法人の日本支社として設立。弊社は
高品質のエッセンシャルオイルや、その力に着目した化粧品、栄養補助食品、ハウスケア製品等を日本に紹介し、販売
することを目的とする会社です。

会社の概要

エッセンシャルオイルは、現代社会で生活する私たちにとって、なくてはならない植物界からの最高の贈り物です。
ヤング・リヴィングでは、こだわりをもった高品質のエッセンシャルオイルを種まきから栽培、蒸留、製造、販売まで一
貫して手がけ、たゆまぬ研究により、現代科学との融合を図っています。「種まきから製品まで」という独自のプロセス
で高品質エッセンシャルオイルを管理していることに加え、私たちは、植物の力に着目して心身の健康につながる、
バランスの取れた栄養補助食品、パーソナルケア製品を開発しています。

ヤング・リヴィング製品

概要書面（特定商取引に関する法律第37条１項に定められた交付書面）
ヤング・リヴィング・ホールセール会員として登録申請する前に本書面の内容をよく読んで十分に理解してくだ
さい。 製品愛用者会員（リテール会員）は「リテール会員登録申請書」の内容をよく理解して登録してください。
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第2章　製品について

製品発注方法

製品の種類・性能もしくは品質・製品名・価格は「製品一覧表」をご覧ください。

製品の種類・性能もしくは品質・製品名・価格

2 - 2

2 - 1

電 話注文

電話番号： 0120-160 -765（オペレーターが注文を承ります）
受付時間：　9：30～17:00（平日）

郵送/ FAX注文

弊社規定の製品注文書に必要事項を正確に記入し、FA Xもしくは郵送してください。
F A X 番 号 ：
送 付 先 住 所：

0570-056 -055
〒163-0232
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル32階

インターネット注文
パソコンまたはスマートフォン等からバーチャルオフィス（https://www.youngliving.com/vo/#/login）に
アクセスし、自身の会員番号、パスワードを利用してログインし、注文手続きを行ってください。

〒163-0232
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル32階

ショールーム注文
日本支社ショールームにて弊社規定のショールーム専用注文書に必要事項を正確に記入し提出して
ください。
ショールーム住所：

電 話 番 号 ：

注文種類

・一般注文
お好きなときに都度、注文をいただく注文方法です。

・エッセンシャル・リワード・YLおトク便
注文いただいた製品を毎月定期的にお届けする注文方法です。
電話、郵送、FAX、インターネット、ショールームより注文可能です。

営 業 時 間 ： 平日　月・水曜日　10：0 0～18：0 0
平日　木・金曜日　11：0 0～19：3 0
毎月第1、2土曜日　10：0 0～18：0 0
毎月第3、4日曜日　10：0 0～18：0 0
定 休 日：火 曜 日（ 平 日・祝 祭 日 ）
※土日の営業日以外の祝日は、弊社休業日となります。

※ショールーム営業時間に準ずる
03-5326 -5751
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注文の締め切り
当月扱いの注文の締め切りは注文方法と支払い方法により異なります。

※1　エッセンシャル・リワード・YLおトク便の注文締め切りはすべて設定エッセンシャル・リワード・デイに準ずる
 GW、お盆、年末年始の弊社の休業日は締め切り日が変わる場合があります。

エッセンシャル・リワード・YLおトク便

毎月 月末最終営業日の
1営業日前

毎月 月末最終営業日の
1営業日前

毎月 月末最終
営業日17：00 取り扱いなし

取り扱いなし

取り扱いなし

取り扱いなし

取り扱いなし

取り扱いなし

取り扱いなし

取り扱いなし

取り扱いなし

毎月25日 23:59

毎月25日 17：00

毎月25日必着

毎月25日 23:59毎月25日 23:59
※支払い決済完了分

毎月 月末最終営業日
※ショールーム営業時間に準ずる

毎月 月末最終営業日
※ショールーム営業時間に準ずる

※25日が祝祭日の場合
　前日営業日

毎月25日
※ショールーム営業時間に準ずる
※一般注文のみ

ERデイの1営業日前※1

ERデイの1営業日前※1

ERデイの1営業日前※1

ERデイの1営業日前※1

支払い方法2 - 3
・クレジットカードでの支払い
クレジットカードで製品代金を支払いいただく方法です。
Visaカード、Masterカード、JCBカードがご利用いただけます。

・代金引換払いでの支払い
製品お届け時にお荷物と引き換えに代金を支払う方法です。
1回の注文合計金額は300,000円以下に限ります。
代金引換払い手数料は受取人の負担となります。
※一部お取り扱いできない地域があります。

毎月25日※1
※ショールーム営業時間に準ずる

毎月25日※1
※ショールーム営業時間に準ずる

毎月25日 23:59※1 毎月25日 23:59※1

毎月25日 17:00※1 毎月25日 17:00※1

※25日が祝祭日の場合前日
　営業日

※25日が祝祭日の場合前日
　営業日
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2 - 4

・日本支社が販売する製品を本社あるいは他国から個人輸入することはできません。
・海外製品の注文・発送は日本支社では受け付けていませんので直接本社に発注願います。
・個人輸入は、あくまで自家使用が目的であり、再販したりサンプルとして配布することは禁止されています。
　また、個人使用目的を超す量の輸入をしてはなりません。

・会員が製品を顧客に再販する際の小売価格は自由に設定することができ、何ら制約は
　ありません。
・製品を小売り販売する際は、製品の説明、クーリングオフの説明をし、弊社指定の「小売り注文書兼
　納品書」及び領収書を必ず発行して自身はコピーを２年間保管してください。「小売り注文書兼納品書」
　には日付け、販売者の名前、住所、電話番号，販売者印、および購入者の名前、金額、明細を明記して
　ください。

1. 個人輸入（海外製品の注文）について

2. 小売り価格について

その他重要な事項2 - 5

製品引き渡し時期

※1：製品出荷時に在庫切れなどでお届けできない場合は後日お届けする場合もあります。この場合、製品代金は先に
　　支払いいただき製品を後日お届けします。
※2：航空搭載できない場合、または自然災害等の際はお届けが遅れる場合があります。
※3：私書箱への配達はできません。
※4：一部ご利用いただけない地域があります。
※5：沖縄、および離島などの一部地域への配送は「船便」となる場合があるため、発送からお届けまで2週間ほど
　　 かかる場合があります。
※6：GW、お盆、年末年始の発送は通常期間と異なります。また、配送時に起こる繁忙期の混雑、天災、システムトラブル、
　　その他予期せぬ事態などにより二次的に発生する事由による製品到着の遅延は一切の責任は負いかねますので
　　予めご了承ください。

・クレジットカードでの支払いの場合
クレジットカード決済確認後、3～5営業日で製品を宅配便（ヤマト運輸）でお届けいたします。

・代金引換払いでの支払いの場合
注文受理後、3～5営業日で製品を宅配便（ヤマト運輸）でお届けいたします。

・エッセンシャル・リワード・YLおトク便
各支払い方法に準じてエッセンシャル・リワード・デイの翌営業日に発送手続きを行い、3～5営業日
で製品を宅配便（ヤマト運輸）でお届けいたします。

・ショールームでの支払い
クレジットカード、現金がご利用いただけます。

・代金引換払い手数料について

・配送料について

（100PV未満）
（100PV以上200PV未満）
（200PV以上）

　 円
10,000～29,999円
30,000～ 99,999円
100,000～300,000円

まで：
まで：
まで：
まで：

9,999

一 般 注 文 ：
Y L お ト ク 便 注 文 ：
Y L お ト ク 便 注 文 ：
一般注文・YLおトク便注文：

324円
432円
648円
1,080円

750円
675円
375円
無 料

※1,2,3,5 ,6

※1,2,3,4 ,5 ,6

※1,2,3,4 ,5 ,6
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ヤング・リヴィングのボーナスプランは、あなたと周囲の人々の豊かなライフスタイルの実現を

お手伝いします。ライジングスターチームボーナスは、あなたを成功に導くための固い基盤とな

るボーナスです。

自分の基礎固めができたら、

ダウンラインが成功するためのサポートをしましょう。

その他関連ボーナス：リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナスなど。
各種ボーナスの説明をご覧ください。

その他関連ボーナス：リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナス
など。各種ボーナスの説明をご覧ください。

300 OGV
レッグ 1

100 PV

300 OGV
レッグ 2

100 PV

300 OGV
レッグ 3

100 PV

500 OGV
レッグ 4

100 PV

500 OGV
レッグ 5

1,000 OGV
レッグ 6

1,000 OGV
レッグ 7

１獲得シェア ２獲得シェア ３獲得シェア

100 PV
AS

あなた
100 PV

オートシップ
（ASと省略）

最大６シェアまで獲得可能

スター、シニアスター、エグゼクティブを対象としたボーナスで、ヤング・リヴィング
全体の1か月間の売り上げの1％が分け与えられます。個人の獲得シェア数とボー
ナス対象となるホールセール会員の数によって支払ボーナス額は変わります。

資格：
1. スター、シニアスター、エグゼクティブの各ランクをボーナス支払の該当月に達成

していること

用語集

PV（パーソナルボリューム）  

OGV（オーガニゼーショングループボリューム）  

PGV（パーソナルグループボリューム） 
    

ホールセール会員

2. 本人が100 PV以上のYLおトク便注文を行っていること

ヤング・リヴィングのボーナスプランは、あなたと周囲の人々の豊かなライフスタイルの実現を

お手伝いします。ライジングスターチームボーナスは、あなたを成功に導くための固い基盤とな

るボーナスです。

自分の基礎固めができたら、

ダウンラインが成功するためのサポートをしましょう。

その他関連ボーナス：リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナスなど。
各種ボーナスの説明をご覧ください。

その他関連ボーナス：リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナス
など。各種ボーナスの説明をご覧ください。

300 OGV
レッグ 1

300 OGV
レッグ 2

300 OGV
レッグ 3

500 OGV
レッグ 4

500 OGV
レッグ 5

1,000 OGV
レッグ 6

1,000 OGV
レッグ 7

１シェア獲得 ２シェア獲得 ３シェア獲得

あなた
100 PV
ER

最大６シェアまで獲得可能

スター、シニアスター、エグゼクティブを対象としたボーナスで、ヤング・リヴィング
全体の1か月間の売り上げの1％が分け与えられます。個人の獲得シェア数とボー
ナス対象となるホールセール会員の数によって支払ボーナス額は変わります。

資格：
1. 

3. 最大6シェアを獲得するためには下記の7レッグが必要になります。
300OGVのレッグを3本（1シェア獲得）、500OGVのレッグを2本（2シェア獲得）、
1,000 OGVのレッグを2本（3シェア獲得）。

用語集

PV（パーソナルボリューム）  

OGV（オーガニゼーショングループボリューム）  

    
レッグ   

PGV（パーソナルグループボリューム） 

ホールセール会員

第3章　ボーナスプラン（特定利益）について
ホールセール会員のタイトルと獲得できるボーナスのご紹介

ER ER ER ER ERER ER

※ここでERとは、「エッセンシャル・リワード・YLおトク便」を指します。
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世界中の家庭にヤング・リヴィング製品をお届けするというヤング・リヴィングのミッションを

シェアして、喜びと豊かさを分かち合いましょう。

リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナス その他関連ボーナス：リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナス
など。各種ボーナスの説明をご覧ください。

あなた（ホールセール会員）の毎月の自己購入PV

OGV（オーガニゼーショングループボリューム）  あなたとダウンラインの毎月の購入PVの合計。

あなたのOGVから全てのシルバー以上のボリューム及び

ランク達成基準となるレッグのOGVを差し引いた数字。

レッグの数とそれぞれのレッグが必要とされるOGVの合計。

世界中の家庭にヤング・リヴィング製品をお届けするというヤング・リヴィングのミッションを

シェアして、喜びと豊かさを分かち合いましょう。

リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナス その他関連ボーナス：リテールカスタマーアーニングズ、ファーストスタートボーナス、スタートリヴィングボーナス
など。各種ボーナスの説明をご覧ください。

あなた（ホールセール会員）の毎月の自己購入PV

OGV（オーガニゼーショングループボリューム）  あなたとダウンラインの毎月の購入PVの合計。

100PV以上購入した会員とそのグループ

あなたのOGVから全てのシルバー以上のボリューム及び
ランク達成基準となるレッグのOGVを差し引いた数字。

「シルバー以上の会員が自身のジェネレーションボーナス対象内に
いる、シルバー以上のランクを達成した会員のランクと人数によっ
て、自身のランクで獲得するシェア数を上限として、各シェア数を獲
得でき、獲得したシェア数に応じてヤング・リヴィング全体の1か月
間の売り上げの6.25％が分け与えられます。」
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各種ボーナスの説明
[新規ホールセール会員を紹介する時に得られるボーナス]

紹介した新規ホールセール会員の初回注文に「プレミアム・スターター・キット（登録料込み）」が含まれている場合、
25ドルが紹介者に支払われます。

スタートリヴィングボーナス

取得条件： 紹介者、50PV以上の購入

新規ホールセール会員の購入PVの25%を登録月を含め3か月間紹介者は得ることができ、更にその上の紹介者（紹介
者の紹介者）は同じく10%を3か月間得ることができます。ファーストスタートボーナスで得られる金額の上限は新規会
員1人に付き紹介者は1か月200ドルとなり、その上の紹介者は80ドルとなります。

ファーストスタートボーナス

取得条件： 紹介者及びその上の紹介者、50PV以上の購入

[ダウンラインの活動によって得られるボーナス]

ダウンラインのPVからランクに応じて最大第5レベルまで得られるボーナスです。第1レベルからは8%、第2レベルか
らは5%、第3レベル以降からは4%を得ることができます。

ユニレベル

取得条件： ホールセール会員（100PV）以上ランクに準ずる

シルバー以上を達成するとユニレベルとは別に、ランクにより最大第8ジェネレーションまで得られるボーナスです。
パーソナルジェネレーションからは2.5%、第2ジェネレーションから第7ジェネレーションは3%、第8ジェネレーション
からは1%を得ることができます。

ジェネレーション

取得条件： シルバー以上ランクに準ずる

取得条件：紹介者、50PV 以上の購入

エッセンシャル・リワード・ボーナス
新規会員登録の際、初回注文にてプレミアム・スターター・キットを含む100PV以上のYLおトク便にご登録いただいた
方をご紹介いただくと、ご紹介者にはスタート・リヴィング・ボーナス に加え$15のエッセンシャル・リワード・ボーナス
が支払われます。

このボーナスを獲得するためにご紹介者は以下条件を満たす必要があります。
その条件とは、初回注文にてプレミアム・スターター・キットを含む100PV以上のYLおトク便登録を完了した新規登録者
が、登録月の翌月YLおトク便注文の出荷日まで100PV以上を維持していただく必要があります。

※ 上記条件を満たす事が出来なかった場合、すでに紹介者に支払われたエッセンシャル・リワード・ボーナスは翌月
以降にヤング
・リヴィングによって調整されます。
※ エッセンシャル・リワード・ボーナスは退会後、2年以内の再登録の方は対象外となります。

シルバー以上の会員が自身のジェネレーションボーナス対象内にいる、シルバー以上のランクを達成した会員のラン
クと人数によって、自身のランクで獲得するシェア数を上限として、各シェア数を獲得でき、獲得したシェア数に応じて
ヤング・リヴィング全体の1か月間の売り上げの6.25％が分け与えられます。
・シルバーは1パーソナルシェアとシルバー以上1人に付きプラス１シェア（第3ジェネレーションまで）

リーダーシップボーナス
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[新規ホールセール会員を紹介する時に得られるボーナス]

ダイヤモンド以上の会員が受け取ることができるボーナスです。リーダーとして開催する国内外でのミーティング回数
やヤング・リヴィング主催イベントへの参加回数によってボーナスのシェアが決められ、ボーナス取得者が最終的に
決まった段階で配当の割合が確定します。詳細はヤング・リヴィングにご確認ください。

ダイヤモンドエクスプレスエリート

自らがスポンサーとなっているリテール会員がいる場合、リテール会員が購入したリテール価格とホールセール価格
の差額を得られるボーナス。

リテールカスタマーアーニングズ

取得条件： スポンサー、50PV以上

取得条件： 

注意事項

スター、シニアスター、エグゼクティブを対象に100PV以上のエッセンシャル・リワード・YLおトク便参加ホールセール
会員をスポンサーすることから始まるボーナスです。ヤング・リヴィング全体の1か月間の売り上げの1%が分け与えられ、
個人の獲得シェア数とボーナス対象となるホールセール会員の数によって支払ボーナス額は変わります。

ライジングスターチームボーナス

100PV以上のYLおトク便参加者で300OGV以上を持つ3名をスポンサー（第1レベル）

1シェア獲得

100PV以上のYLおトク便参加者で300OGV以上を持つ3名をスポンサー（第1レベル）
さらに100PV以上のYLおトク便参加者で500OGV以上を持つ2名をスポンサー（第1レベル）

2シェア獲得（計3シェア獲得）

100PV以上のYLおトク便参加者で300OGV以上を持つ3名をスポンサー（第1レベル）
且つ、100PV以上のYLおトク便参加者で500OGV以上を持つ2名をスポンサー（第1レベル）
さらに100PV以上のYLおトク便参加者で1,000OGV以上を持つ2名をスポンサー（第1レベル）

100PV以上のYLおトク便に参加しているスターは1シェアまで、シニアスターは3シェアまで、エグゼクティ
ブは6シェアまでを1か月の限度とし、それ以外のランクは対象外となります。最初に獲得した月から獲得
しない月も含めて24か月間がボーナス対象期間となります。

※スタートリヴィングボーナスとファーストスタートボーナス対象のPVは他のボーナス計算では30%のみが対象となります。
※スタートリヴィングボーナスとファーストスタートボーナスは退会されて２年以内の再登録の方は対象外です。

3シェア獲得（計6シェア獲得）

・ゴールドは2パーソナルシェアとゴールド以上1人に付きプラス2シェア、シルバー1人に付きプラス１シェア（第4ジェネ
　レーションまで）
・プラチナは3パーソナルシェアとプラチナ以上1人に付きプラス3シェア、ゴールド1人に付きプラス2シェア、シルバー
　1人に付きプラス１シェア（第5ジェネレーションまで）
・ダイヤモンドは4パーソナルシェアとダイヤモンド以上1人に付きプラス4シェア、プラチナ1人に付きプラス3シェア、
　ゴールド1人に付きプラス2シェア、シルバー1人に付きプラス１シェア（第6ジェネレーションまで）
・クラウンダイヤモンドは5パーソナルシェアとクラウンダイヤモンド以上1人に付きプラス5シェア、ダイヤモンド1人に
　付きプラス4シェア、プラチナ1人に付きプラス3シェア、ゴールド1人に付きプラス2シェア、シルバー1人に付きプラス
　１シェア（第7ジェネレーションまで）
・ロイヤルクラウンダイヤモンドは6パーソナルシェアとロイヤルクラウンダイヤモンド以上1人に付きプラス6シェア、
　クラウンダイヤモンド以上1人に付きプラス5シェア、ダイヤモンド1人に付きプラス4シェア、プラチナ1人に付きプラス
　3シェア、ゴールド1人に付きプラス2シェア、シルバー1人に付きプラス１シェア（第8ジェネレーションまで）
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ランクの認定

ボーナスの支払い時期・方法

※ 共同登録者名義の口座登録は受付できません。

※ 法人登録の場合は、法人名義での申請を行ってください。

ホールセール会員は会員登録時もしくは登録後、速やかにボーナス受取口座の登録をしなければなりません。
口座名義はご登録者と同一名義となります。会員登録申請書及び同意書でのボーナス（コミッション）受取口座申請は、
毎月月末までの受領分が翌月からの振込み対象となります。

口座登録申請

ボーナス振込み不能の場合で、会員都合（名義名不一致、口座情報の間違い等）により、ボーナスの振込み手続きが
取れなかった場合、再手続きの手数料として、1,500円を申し受けます。手数料は当月発生したコミッション金額より差
し引かれます。また振込み不能の場合の再振込みは、新しい口座情報が確認できた月のボーナスに加算され支払わ
れます。なお、ボーナス振込み不能が6か月続いた場合、振込み不能の解決の際に発生した手数料（事務手数料や消
費税等）がボーナス金額と相殺され、ボーナスの受け取りが無効となります。

ボーナス振込み不能手数料について

会員登録時に口座情報が未登録の場合、口座情報の登録確認が行われるまでボーナスの振込みを行えません。会員
登録後速やかに弊社指定の申請書にてお手続きください。登録口座内容に変更がある場合は、弊社指定の申請書に
てお手続きください。口座登録及び変更申請の取り扱いは、月末締めの翌月変更となります。登録によって事故や関
係諸法令上の問題などが生じた場合、弊社は一切責任を負いかねます。金融機関の合併、譲渡・店舗統廃合等による
変更の場合も「金融機関からのお知らせ」等を確認の上、ご自身で変更申請書を提出してください。

ボーナス（コミッション）受取口座登録及び変更申請

ボーナスは、毎月末で締め、ボーナス計算をした上、翌月末日（25日前後）までに、ご登録の金融機関にお振込みいた
します。ボーナスの金額が2,500円未満の場合は支払いが保留され、累計金額が2,500円を超えた月の翌月末日まで
に振り込まれます。

ヤング・リヴィング報酬プランは、ランクとプランに記載されたさまざまな条件に基づいて報酬を支払います。あなた
は毎月、資格を得たランクに従って支払いを受ける権利を得ます。会員はヤング・リヴィングによってさまざまな方法、
さまざまな時に認定され、一定のランクを獲得します。シルバーランク以上のランクを最初に認定されるには、そのラ
ンクの基準を3か月連続でクリアしなければなりません。すると4 か月目から新たな高いランクに認定されます。またあるラ
ンクの認定を受け続けるには、最初にランクを得た後、そのランクの基準をクリアした最後の月から6か月以内に再び
基準を１か月クリアしなければなりません。6か月間にランクの基準をクリアできなかった場合、7か月目には過去6か
月の実績に応じた最高ランクに認定され、元のランクに戻るにはまた3か月連続での基準クリアが必要になります。
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第4章　特定負担について
1. 登録費用
ホールセール会員（以下、会員）として登録するためには、ベーシック・スターター・キット（4,320円）もしくは
プレミアム・スターター・キット（24,732円）の購入が必要です。

2.  ボーナス取得条件
スタートリヴィング、ファーストスタートボーナスを取得するために個人として月間５０ＰＶ以上の製品を購入する必
要があります。
ユニレベル、ジェネレーション、リーダーシップ、ダイヤモンドエリート、ライジングスターチームボーナスを取得す
るために個人として月間１００PV以上の製品を購入する必要があります。
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第5章　会員登録について
登録方法　5 - 1

会員資格取得の条件5 - 2

法人会員は、会員登録申請書、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）と併せて必要書類により申請を行って
ください。弊社が認可した場合、弊社の法人会員としてビジネス活動することができます。但し経営者、ま
たは代表者（履歴事項全部証明書に名前のある人）が個人会員として二重に登録することはできません。
法人登録の場合以下の3点の書類が必要です。

個人会員は会員規定の条件に適合した場合、会員の登録形態の登録内容変更申請書及び必要書類を提出
することにより、個人会員から法人会員に、またその逆の登録形態の変更を申請することができます。
但し、弊社は法人会員の事業の名称、信託の形態についての登録内容の変更を認可または不認可するか
どうかの権利を有します。

法人登録について

・会員登録申請書及び同意書（申請者氏名に法人名・共同登録氏名に代表者氏名を記入）
・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）※発行から3か月以内のもの、コピー不可
・公的な身分証明書のコピー（会社及び役員全員の氏名、生年月日、住所が確認できるもの）

1. 20歳未満、学生でないこと。

2. 個人または夫婦であること。ただし、夫婦が別々に登録する場合は一方の配偶者は他方の配偶者 
 の1次もしくは2次ラインに登録することとする。

3. 共同登録は申請者と共同登録者の2名であること。共同登録申請者は申請者になることはできません。

4. 他人名義の登録でないこと（20歳未満、学生や他人名義登録が判明したときは即時解約されます）。

5. 外国人については外国人登録証明書を所持し、日本国内でビジネス活動ができる在留資格が
 あること。

6. 公務員法などの関連法令や就労規則を遵守して申請する者であること。

7. 再登録の条件に違反していないこと。

8. 会員の規約を理解し遵守する者であること。

9. 会社が適当でないと判断した登録でないこと。

1. 紹介者は概要書面の内容を十分に説明する必要があります。その際、登録に必要な費用はスター
 ター・キット購入代金のみであることを必ず説明してください。

2. 概要書面の内容を十分に理解してもらった上で「ホールセール会員登録申請書および同意書」に 
 必要事項を記入して申請してもらってください。

 郵送での会員登録
 必要事項を記入したホールセール会員登録申請書及び同意書（会社提出用）と注文書類（製品
 注文書もしくはエッセンシャル・リワード・YLおトク便申請書）をあわせて弊社まで郵送してください。
 送付先：〒163-0232　東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル32階

 オンラインでの登録
 概要書面番号が記載された概要書面をご用意の上、下記へアクセスし登録手続きにお進みください。
 ht tps: //www.youngl iv ing.com
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1年間に製品を50PV以上発注することによって資格は更新されますが、発注がない時には自動的に資格が
失効されます。失効後に再登録を希望するときは、いずれのスポンサーの下にいつでも登録することがで
きます。

資格の更新・失効5 - 4

会社は会員組織の安定性と努力を守るためにスポンサー変更は強く否定します。
然しながら、スポンサー変更を余儀なくさせられることがあります。そのため、次の状況についてのみ会社
は変更を検討します。

● 登録後カレンダーで30日以内であれば本人もしくは紹介者の承認があればスポンサーと紹介者を変更 
 できます。スポンサーと紹介者変更は登録後5日以内であれば電話で変更が可能です。5日を過ぎて  
 30日以内はメールで会社の定型フォーマットを使って申請することができます。
※ 年末年始や弊社のお休み等により、電話でのスポンサー/紹介者変更を受付出来ない場合があります。
 その際は5日を過ぎた場合の変更手続きを行ってください。

● 登録後30日を経過した場合、スポンサー変更のリクエストは「方針と手続き12.1」を参照ください。

スポンサーの変更（方針と手続き：12.1）5 - 5

会員が死亡したとき、精神的、身体的障害によってビジネス活動の継続が難しく成年後見制度の適用を受
けたときは、死亡診断書や医師の診断書提出によって法定相続人の一人に会員の資格、地位、権利、責任
を継承させることが出来ます。相続の場合、会員が死亡してから90日以内に法定相続人の合意書面を会社
に提出し会社の承認が必要です。90日以内に申請がない場合は会員資格は解約されます。

会員死亡及び成年後見人制度適用時の資格の取り扱い変更5 - 6

会員は資格を解約した後、6か月間の無活動期間を経過すると再登録できます。　
再登録の条件5 - 3
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契約書面を受け取った日か会員登録に伴い購入した製品を受け取った日のいずれか遅い
日から起算して20日を経過する日までの間は会員登録を解除することが出来ます。
その効力は書面を発信した日（消印有効）から生じます。製品代金がすでに支払われてい
る場合は、速やかにその代金の返金を受け取ることが出来ます。製品の引き渡しが
すでになされている場合、その製品の引き取りに要する費用を負担する必要がありません。
尚、契約解除によって損害賠償金や違約金を請求されることはありません。また、不実の
告知や威迫・困惑によってクーリングオフが妨げられた場合は、クーリングオフ期間を過ぎ
ていても会社あるいは紹介者からクーリングオフ妨害の解消書面を受け取った日から20日
を経過する日までの間は契約解除することが出来ます。
〒163-0232
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル32階
ヤング・リヴィング・ジャパン　クーリングオフ受付窓口宛

＜表面＞ ＜裏面＞
書面での通知を行うことでクーリングオフすることができます。

切手
貼付

東京都新宿区西新宿2-6-1 
新宿住友ビル32階
ヤング・リヴィング・ジャパン・インク行

・会員番号
・氏名
・電話番号
・申込日

日付
氏名

上記日付の申込みは撤回し
契約は解除します。

1 6 3 0 2 23

第6章　登録の解除について
新規に登録した会員は自分の意思によって自由に登録を解除することができます。

2. 中途解約
クーリングオフ期間を過ぎても登録後１年未満であれば希望すれば解約し、購入後90日以内の製品であれば返
品することができ、製品代金の10％の返品手数料、配送料、返金振込手数料が差し引かれた金額が返金されます。
ただし、解約申請日から30日以内に返品手続きをとる必要があります。

1.  クーリングオフ
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第7章　返品・交換の規定

会員の都合により製品を返品するときは、購入後30日以内の製品であれば使用・未使用に関わらず返品でき、製
品代金の10％の返品手数料、配送料、返金振込手数料を差し引いた金額が返金されます。会員から製品を購入
されたお客様は「小売り用注文書兼納品書」に記載された受領日から30日以内であれば返品できます。

2.

3. 販売促進物の返品
販売促進物は、フィールドの要望、各種法令の改定に合わせて、常に新しいものをお届けするよう努めています。
販売促進物の返品交換は、お受けできません。

製品をクレジット支払いで購入し、ヤング・リヴィングに対する「抗弁できる理由」がある場合には、クレジット会
社に対して支払い停止を求めることができます。

抗弁権の接続4. 

  製品に欠陥があったり、注文製品の誤送があったときは返品もしくは交換ができます。1.

・ 返品番号を発行いたします。弊社までご連絡ください。納品書・返品依頼書を同封し返品番号を併記の上、返品を 
 行ってください。
・ 返品番号の併記がない返品を不当とし受け付けない権利を有します。過度に返品が繰り返される場合は、返品に
 関する弊社の方針を悪用するものとみなし、次回の返品拒否及び、会員権の抹消につながります。
・ 弊社では弊社から製品を購入した会員からの返品を受け付けます。製品を返品されますと会員本人、
 またはボーナスを受け取る資格のあるアップライン会員の既に受取っているボーナスも含め、ボーナスランクが
 調整されます。
・ キット、セットなど複数の製品で一つの製品番号となっている製品は、単品での返品はできません。
・ プレゼント製品・キャンペーン製品は返金の対象となりません。
・ 受領日より30日を超えた返品はお受けできません。

 返品先
 〒210-0869　神奈川県川崎市川崎区東扇島14-3
 鈴与株式会社内　ヤング・リヴィング返品係
 TEL: 0570-056-054

返品について5. 
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第8章　勧誘活動に関する規約
会員の義務（して欲しいこと）

禁止行為（してはいけないこと）

8 - 1

8 - 2
1. 不実の告知

 登録時に紹介者の「不実の告知（事実でないことを告知）」が相手の登録意思に影響するもので
 あって本人が説明通りであると誤認して契約した場合は、特商法違反となります。

 例
 ・ 製品の品質・特徴・価格、収入、解約について事実でないことを伝えること
 ・ 科学的根拠のない製品の効能効果や体験談は不実告知のおそれがあります。
 ・ 「3か月で月収100万円」、「やれば誰でも収入が得られる」など収入の誇大表現は不実の告知 
  のおそれがあります。
 ・ 他の会員や他社製品を根拠なく誹謗中傷することは不実告知のおそれがあります。

2. 重要事項の不告知

 消費者が製品購入もしくは会員登録する際に不利益を被らないための重要な事項をわざと説明し 
 ないことは「重要事項の不告知」にあたり特商法違反になります。
 ・ クーリングオフ、中途解約、返品規定その他重要事項についてわざと説明しないこと

3. 威迫・困惑させる行為

4. 目的を告げずに公衆の出入りしない場所で勧誘すること

5. 一度断られた消費者にしつこく勧誘すること（再勧誘の禁止）

1. 勧誘する際は相手方に概要書面に記載されている以下の事項を正しく十分に説明しなくては 
 ならない。
 ・ 製品の種類、性能及び品質、販売価格、支払いの時期と方法に関する事項
 ・ 特定負担（資格登録料、製品の購入代金）に関する事項
 ・ 特定利益（ボーナスプラン）に関する事項
 ・ クーリングオフおよび中途解約の事項
 ・ 返品・交換の事項
 ・ ヤング・リヴィングの会社概要、会員の氏名・会員ID・電話・Eメールアドレス
 ・ 上記以外に登録（契約）に関する事項であって顧客または購入者の登録の判断に影響を及ぼ  
  すことになる重要な事項。

2. アポイントを取る際には「氏名などの明示義務」
 ・ ヤング・リヴィングのホールセール会員であること、ヤング・リヴィングの製品であること、特定負
  担を伴う取引の勧誘であることを明示すること

3. 契約の前には必ず概要書面を相手に交付すること

4. 解約請求には快く受け入れ、解約を妨げないこと

5. メールなどでビジネスを伝えるときは必ず相手の了解をとること（オプトイン規制）
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1. 不実の告知

 登録時に紹介者の「不実の告知（事実でないことを告知）」が相手の登録意思に影響するもので
 あって本人が説明通りであると誤認して契約した場合は、特商法違反となります。

 例
 ・ 製品の品質・特徴・価格、収入、解約について事実でないことを伝えること
 ・ 科学的根拠のない製品の効能効果や体験談は不実告知のおそれがあります。
 ・ 「3か月で月収100万円」、「やれば誰でも収入が得られる」など収入の誇大表現は不実の告知 
  のおそれがあります。
 ・ 他の会員や他社製品を根拠なく誹謗中傷することは不実告知のおそれがあります。

2. 重要事項の不告知

 消費者が製品購入もしくは会員登録する際に不利益を被らないための重要な事項をわざと説明し 
 ないことは「重要事項の不告知」にあたり特商法違反になります。
 ・ クーリングオフ、中途解約、返品規定その他重要事項についてわざと説明しないこと

3. 威迫・困惑させる行為

4. 目的を告げずに公衆の出入りしない場所で勧誘すること

5. 一度断られた消費者にしつこく勧誘すること（再勧誘の禁止）

6. 製品の効能効果、体験談、第三者の医学的な著書などを販売目的に利用する行為
 ・ 「精油マッサージで〇〇が治った、緩和した」「精油で免疫力がアップした」と説明して販売すると、精油が 
  医薬品と見なされ、「未承認医薬品の販売」として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
  に関する法律（以下、薬機法）違反のおそれがあります。
 ・ 治療効果の体験談は本人にとって事実であっても科学的な根拠がないため、ネット上や印刷物に
  記載された体験談を販売の目的に利用すると、製品が医薬品と見なされ薬機法違反となります。  
  また、科学的根拠を証明できない効能効果を謳うことは特商法「不実告知」や景品表示法「優良誤認」
  にあたるおそれがあります。
 ・ 精油に関する「医学的な治療効果」を説明する著書、論文、新聞記事、ＴＶ報道等を利用し精油の効能
  効果を標榜して販売すると精油が医薬品と見なされ薬機法違反になるおそれがあります。

7. 消費者が日常生活において通常必要とする分量を著しく超える製品を販売してはならない（過量販売の禁止）

1. 勧誘する際は相手方に概要書面に記載されている以下の事項を正しく十分に説明しなくては 
 ならない。
 ・ 製品の種類、性能及び品質、販売価格、支払いの時期と方法に関する事項
 ・ 特定負担（資格登録料、製品の購入代金）に関する事項
 ・ 特定利益（ボーナスプラン）に関する事項
 ・ クーリングオフおよび中途解約の事項
 ・ 返品・交換の事項
 ・ ヤング・リヴィングの会社概要、会員の氏名・会員ID・電話・Eメールアドレス
 ・ 上記以外に登録（契約）に関する事項であって顧客または購入者の登録の判断に影響を及ぼ  
  すことになる重要な事項。

2. アポイントを取る際には「氏名などの明示義務」
 ・ ヤング・リヴィングのホールセール会員であること、ヤング・リヴィングの製品であること、特定負
  担を伴う取引の勧誘であることを明示すること

3. 契約の前には必ず概要書面を相手に交付すること

4. 解約請求には快く受け入れ、解約を妨げないこと

5. メールなどでビジネスを伝えるときは必ず相手の了解をとること（オプトイン規制）
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第9章　その他の規約

1. 会員は製品やビジネスを紹介することを目的に不特定多数を対象に広告・宣伝してはならない

2. 会員は店頭、展示会、ちらし、インターネット・オークションで製品を販売することは禁止です。

3. 会員は製品の販売やビジネスの紹介を目的にホームページやSNSなどWEB上で公開してはなりませ
ん。（ガイドライン参照）ただし、MyYL.comまたはYLリンクの使用を会社が許可した場合に限り、
ホームページ上で製品を広告しリテール会員を勧誘することができます。MyYL.comまたはYLリンク
の使用が許可されても、ホールセール会員を勧誘すること、ネット上で小売りの再販をすることはでき
ません。

4. 会員は名刺を作るときは会社に申請する必要があります。会社から指定された名刺デザインを
使用し以下の事項を記載しなければなりません。

・「ヤング・リヴィング・ホールセール会員」と記載のこと
・ＩＤ番号
・名前、住所、電話番号、アドレス
・「ヤング・リヴィングと雇用関係のない独立事業主の会員です」と記載のこと

広告には一般消費者に製品やビジネスについて興味を起こさせる効果があり、これにより消費者が過大な
期待を抱いて契約を締結しないように広告を規制しています。製品やビジネス知識の質と量において会員
より弱い立場にある消費者によく説明して十分に理解してもらう義務があります。

広告・宣伝の規制

・会社の承認がなく無断で販売促進物を製作し販売してはならない。
・販売促進のための情報は会社が提供する資料範囲内のものとし、効能効果を標榜する製品説明や収入
　の誇大広告のような情報を掲載してはならない。
・知的財産権のある会社の資料を無断で転載して使用してはならない。会社の了解があるときは「会社の
　了解をとって転載」と但し書きが必要です。
・会社に無断でロゴ、商標や製品画像を掲載してはならない。
　（ここでいう販売促進物とはホームページ、ＳＮＳ，メール、ＣＤ／ＤＶＤ、ちらしや冊子などの印刷物のことです）

ヤング・リヴィング以外の製品やビジネスを組織の会員に紹介することは、他の会員の財産を脅かすだけ
でなくヤング・リヴィングのイメージを低下させることに繋がりますので禁止です。
なお、組織を利用して政治・宗教活動をすることも禁止です。

すでにヤング・リヴィングの会員資格を持つ個人または法人を問わず、別のスポンサー系列の会員にスポ
ンサー変更の方法を教えたり、自分の組織に編入を促進するために指導してはならない。

販売促進物の製作について

ヤング・リヴィング以外の製品やビジネスの紹介禁止（方針と手続き：3.12．1～3）

クロスライン・リクルートの禁止（方針と手続き：3．12.5）

ボーナスを不正に得ることを目的に相手の同意もなく登録させたり、代理で製品購入してはならない。ま
た、架空の個人または法人を利用して登録したり、代理で製品購入してはならない。報酬プランの報酬を
増やすためや、あなたの組織への支払いを増やすこを目的に登録申請書をその署名作成から第２営業日
以上にわたってヤング・リヴィングに送信することを止めてはならない。

ボーナス購入とスタッキングの禁止（方針と手続き：3．12.6）9 - 5

9 - 4

9 - 3

9 - 2

9 - 1
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1. 特商法、薬機法、景品表示法その他関連法に違反する行為、または犯罪など社会秩序に反した行
為をしたとき

2. ヤング・リヴィングの規約に違反した場合

3. ヤング・リヴィングのイメージを著しく損なった場合

4. 財産状態が著しく悪化した場合（破産申し立てなど）や、成年後見人制度の適用を受けるに至った場合

会員による法律違反やヤング・リヴィング規約違反の行為によって会社が被害を被ったときは、会社は当
該会員に損害賠償金を請求することができます。

損害賠償責任

会社は会員が以下のいずれかに該当すると判断したときは会員資格を解約することができます。なお、
会員は資格解約に対して異議を所有する場合は、書面でヤング・リヴィングに異議申し立てができます。

会社による資格の解約

1. 注意・警告

2. ボーナス支払いやインセンティブツアーなど特典の停止

3. ビジネス活動の停止

4. 会員資格の解約

会社による強制解約したことに対して不服があるときは、解約通知書を受領後２０日以内に書面にて不服
を申し立てることができます。20日を経過しても不服申し立てがない時は解約が受理されたものと判断し
解約します。

不服申し立て

会員が特商法、薬機法、景品表示法その他関連法令や会社規約に違反する行為をしたとき、会社は諸般
の事情を考慮した上で以下のいずれかもしくは複数の処分をします。

制裁措置

不 服 申し 立 て先：
紛争の管轄裁判所：

ヤング・リヴィング・ジャパン　不服申し立て窓口
米国ユタ州　州裁判所

会員は年間を通して会社から報酬が支払われた場合は税務申告をする義務があります。申告に際しては
マイナンバーを会社と税務署に届けるようにしてください。

税務申告義務9 -12

9 -11

9 -10

9 - 9

9 - 8

会員は会社に無断で商標やロゴを使用し、会社に著作権のある映像資料などを転載することは禁止です。

会社の商標・ロゴ・著作物の無断使用禁止9 - 7

・会員は会社を誹謗中傷してはならない
・会員は他の会員、他社の製品やビジネスを誹謗中傷してはならない

誹謗中傷の禁止9 - 6
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第10章　個人情報保護に関する規則

・印刷された個人情報はカギの閉まる場所に保管する。
・印刷された個人情報を廃棄するときはシュレッダーなどを使い情報が確認できない状態に
　して廃棄する
・個人情報を保存するノートパソコン、携帯電話、スマホ、ＵＳＢメモリーなどは外出先では
　手元から離れた場所に置かない。

遵守の義務10 -1

1. 勧誘活動や小売り活動において見込み客から個人情報を取得するときは、各資格申請書の「個人情報の
取り扱いについて」や「概要書面」に基づいて見込み客によく説明し同意を得る必要があります。

2. 勧誘活動や小売り活動で取得した見込み客やダウン会員の個人情報はヤング・リヴィングのビジネ
ス以外の目的に利用してはいけません。

個人情報の収集と利用10 -2

1. ダウン会員や他の会員の個人情報について変更があった場合には、会社に速やかにお伝えください。

2. 自ら取り扱う個人情報の漏えい、減失、毀損、不正なアクセスを防ぐために必要な措置をとる必要
があります。

個人情報の管理方法10 - 3

・グループ会員の個人情報を他の会員や第三者に教えてしまう
・ミーティングなどで撮影した参加者の映像を本人の同意なく第三者に開示してしまう

取得した個人情報を本人の同意なく、第三者に開示・提供したり、他の会員と共有してはなりません。

個人情報の第三者への開示・提供10 - 4

・個人情報の開示を求められた場合
・個人情報が事実でないという理由で訂正を求められた場合
・本人の個人情報が不当に扱われている、不当に取得されている、第三者に本人の同意なく提供されてい　
　るという理由で利用停止を求められた場合
・その他、個人情報の取り扱いについて苦情があった場合

会員の個人情報について本人から以下の申し出があった場合は、本人からヤング・リヴィングに直接連絡
するようお伝えください。

開示要求・苦情の対応　10 - 5

1. ヤング・リヴィングの個人情報に関する取り組みについては「プライバシーポリシー」を参照してくだ
さい。

2. 個人情報に関する取扱いについて本人から苦情があった場合は、ヤング・リヴィングは関係する
会員に対して聞き取り調査・確認を行うことがあります。

ヤング・リヴィングの管理運用10 - 6

ヤング・リヴィングのビジネスにおいて個人情報を取り扱う場合には「個人情報の保護に関する法律
 (以下、個人情報保護法）を遵守しなければなりません。ヤング・リヴィングのビジネスを通じて取得した
会員、見込み客、小売りのお客様の個人情報は本規則に適用されます。個人情報とは個人の氏名、生年月
日などから、ある特定の個人を識別できる情報のことを指します。
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3. 取り扱う個人情報の漏えい、減失などがあった場合は、直ちにヤング・リヴィングに報告しなければなりません。

4. 会員がこの規則に違反した場合は、諸般の事情を考慮した上で制裁措置をとることがあります。
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ホームページ・ブログ・ソーシャルメディアの利用ガイドライン
1. ガイドライン設定の主旨

現在はインターネット、ソーシャルメディアが日常生活のコミュニケーション手段として広く利用されるよう
になりました。これらのメディアの普及によって情報の発信や収集の方法あるいは契約締結の方法が多様
化したことに伴い、不特定多数の者に向けた広告を見て契約を締結に至ることが多くなっています。
ネット広告には一般消費者に製品やビジネスについて興味を起こさせる効果があり、これにより消費者に
過大な期待を抱かせて契約を締結しないように特定商取引法は広告を規制しています。ネット上で製品情
報、セミナーやイベントの情報を不特定多数を対象に掲載することは単なる情報の提供でなく、ビジネス
の勧誘および製品販売が目的の広告と見なされます。
ヤング・リヴィングのビジネスは特定商取引法で規制される連鎖販売取引が適用されますので、製品を
販売しビジネスを紹介するときは丁寧に十分な説明義務と概要書面を契約前に交付することが求められ
ます。
ヤング・リヴィングはネット上で製品を販売したりビジネスを紹介したときに、十分な説明がないままに消
費者が誤った理解をして契約するおそれがあることから、会員が不特定多数を対象にホームページ、ブロ
グやＳＮＳを公開した環境下で製品の販売やビジネスを紹介することを規則で禁止しています。ただし、
MyY L . c omまたはYLリンクの使用を会社が許可した場合に限り、ホームページ上で製品を広告
しリテール会員を勧誘することができます。MyYL.comまたはYLリンクの使用が許可されても、ホールセ
ール会員を勧誘すること、ネット上で小売りや再販をすることはできません。一方で、ホームページ、ブログ
やＳＮＳは今後益々会員が個人的もしくはビジネス運営のコミュニケーション手段として利用することが
予測されます。ヤング・リヴィングはホームページ、ブログやソーシャルメディアがプライバシー設定するこ
とが可能であり適切なユーザーのみに閲覧させる環境下であれば、ヤング・リヴィングのビジネス情報の
掲載を認めています。プライシ―設定をしないホームページ、ブログやソーシャルメディアはヤング・リヴィ
ングに関する情報と切り離した個人的な情報のみを掲載するようにしてください。

本ガイドラインはヤング・リヴィングの規約に一致するものでありガイドラインに違反すると処罰の
対象となります。

 製品名
 製品の種類
特定負担に関する事項
特定利益（ボーナスプラン）に関する事項
会社の名称、代表者名、住所、および電話番号
掲載責任者（会員）の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスの表示、ヤング・リヴィングの
ホールセール会員であること

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥

2. ホームページ・ブログ・ソーシャルメディア利用の基本方針

（2）

（1）

プライバシー設定されたホームページやブログ上には特定商取引法で義務づけられた内容を記載す
ることが必要です。

なお、ソーシャルメディアの代表的なサイトは以下の通りです。　
・SNSサイト（ Facebook 　Twitter　Instagram　 Line　ｍixi 等）
・動画サイト（YouTube 　Vimeo　Ustream 　ニコニコ動画 等）
・個人ブログ（アメーバブログ 等）
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ヤング・リヴィングが運営するメディアを除くホームページ、ブログやソーシャルメディアにおいて、会
員のメッセージはヤング・リヴィングの正式な発信や見解、回答ではありません。ホームページ、ブロ
グやソーシャルメディアの運営をしていなくてもヤング・リヴィングに関連するサイトに投稿する場合
はその投稿内容に会員は責任を持ち、運営または管理するサイトに表示される投稿にも責任を持た
なければなりません。

3 - 2

3. ホームページ・ブログ・ソーシャルメディア利用規約

3 - 1 利用はヤング・リヴィングに申請
会員がホームページ、ブログやソーシャルメディアを利用する場合はヤング・リヴィング・ジャパンのコンプ
ライアンス部門に申請し許可を受けなければなりません。許可を受けずに無断でＷＥＢ上に掲載した場
合は違反行為として処分の対象となります。

商標・ロゴの使用
イベントの案内やお店のちらし等に許可なく、ヤング・リヴィングのロゴ・商標及び製品画像を使用するこ
とは禁止されています。ただし、製品の販売やビジネスの勧誘が目的でない場合はこの限りでは
ありません。

3 - 5

3 - 4 不特定多数を対象に製品販売やビジネス勧誘情報の公開禁止
不特定多数の人が閲覧可能な環境下では勧誘に結び付く情報の掲載は禁止です。製品販売やビジネス
勧誘に結び付く情報を掲載するときはグループ会員、知人、家族などの閲覧者に限定してプライバシー
設定をする必要があります。

プライバシー設定
ホームページ、ブログや多くのソーシャルメディアは情報を閲覧できる人、フォローできる人をプライバシー
設定によってコントロールできます。プライバシー設定をししたサイトを運営するときはヤング・リヴィング
のビジネスの勧誘や製品の販売に結び付くような書き込みができます。閲覧者を会員、友人、家族に限定
して設定し、グループ内コミュニケーションツールとして活用することをお勧めします。プライバシー設定を
しないホームペ―ジ、ブログやソーシャルメディアではヤング・リヴィングに関連するもの以外の個人的な
情報のみを掲載するようにしてください。

使用可能な例
・手元に届いた製品の写真を撮影し「好きなオイルが届きました」とSNSに投稿
・新宿ショールームで撮影した会社のロゴや製品画像を「今、ショールームに来てます」とSNSに投稿

3 - 3 WEBページ上のネーミング
プロフィール、アカウント、ドメインネーム、ページタイトルにヤング・リヴィングの商標、商号、製品名とそ
れに類似した名前を使用することは禁止されています。
ブログやホームページ、ＳＮＳ（Facebookページ）自体のページタイトルに「ヤング・リヴィング」を使用す
ることはできません。ただし製品の販売やビジネス勧誘を目的としない場合は、ブログ記事等のタイトル
に使用することはその限りではありません。

使用可能な例

・手元に届いた製品について記事を書きタイトルを「ヤング・リヴィングのオイルが届きました」とする
・新宿ショールームへ行った日に書いたブログ記事のタイトルを「ヤング・リヴィングのショールーム」とする

投稿の責任（3）
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3 - 8

プライバシ―設定された情報と規約
プライバシー設定された環境下であっても掲載する情報はヤング・リヴィング規約を遵守したものでなけ
ればなりません。

ネガティブコメントへの対応

・製品の表現はヤング・リヴィングが提供する「製品ラベルや製品パッケージ」「販売促進物」「会社ホー
　ムページ・ブログ・SNS」「メルマガ」等に記載された内容に限ります。ただし、上記を無断でそのまま転
　載して使用することはできませんので、必ず会社の了解をとってください。
・製品の効能効果や体験談の表示は医薬品医療機器等法の「承認前の医薬品の販売禁止」に相当する
　　おそれがありますので掲載しないでください。

（１）製品の表現方法

プライバシー設定をしていればこのようなコメントを書き込まれる可能性は少ないですが、万一、その
ような書き込みがあった場合は速やかに削除し回答する必要はありません。ネガティブコメントがあっ
た場合は会社に報告してください。

ヤング・リヴィングに関するネガティブなコメントや誤った情報をサイト上で見つけても静観してくだ
さい。
興味本位でネガティブサイトにアクセスすることもお勧めできません。

（１）あなたが運営するサイトへのネガティブコメントの対応

（２）第三者が運営するサイト上のヤング・リヴィングに関するネガティブコメントの対応

（２）特定商取引法の誇大広告禁止、景品表示法

3 - 7

「ヤング・リヴィングは３か月で月収１００万円とれる」とか「月収７桁が夢でない」など、勧誘者から説明
された努力をしても「高額の収入」が得られる保証がないため誇大広告とみなされます。また、一部の
人が得た高額収入を強調することも統計的に客観性がないため誇大広告とみなされますので、これらの
ような表現は掲載しないでください。
・体験談の掲載について

・高額収入の説明

体験談は本人にとって事実であるものの、効能効果は科学的に根拠がない場合が多く「誇大広告」に
相当するおそれがあり、景品表示法の「優良誤認」にも相当することがありますので表示はしないで
ください。

3 - 6 プライバシー設定が必要な製品販売やビジネス勧誘を目的とする情報
誰でも閲覧できる環境ではビジネスの勧誘や製品販売に結びつくような下記の情報は掲載できませんの
でプライバシー設定が必要です

・製品やサービスに関する情報や映像（製品の使い方・特徴・品質・価格及び製品キャンペーンの説明など
・ボーナスプランに関する情報や映像（プランの計算方法や収入の説明など）
・勧誘活動に関する情報や映像及び資料（新規会員説明会や会社主催各種ミーティングの案内、製品購
　入方法及び会員登録方法の案内など）
・収入に関する情報や映像
・インセンティブトリップ、ミーティング、セミナーなどに関する情報や映像（会社インセンティブ・プログラムの
　説明、各種製品及びビジネス・ミーティングの案内、会員主催ビジネスイベントの案内など）
・その他の勧誘や製品販売を目的とした情報
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3 - 9

3 -10

3-11

個人情報の開示・提供

（１）ミーティングやセミナーなどで撮影した参加者の映像を本人の同意を得ずに、ソーシャルメディア上に
　　　開示してはなりません。

（２）すべての個人、会社または競合する製品もしくはサービスに関するゴシップを話題とし、もしくは
　　　それらに関する噂を助長してはなりません。

あなたが取得した会員や顧客の個人情報を本人の同意なくソーシャルメディア上に開示・提供してはなりま
せん。また、他会員と共有することも本人の同意がなければなりません。

第三者の著書や写真、テレビ番組で放映された内容を勝手にコピー、編集してビデオ、DVD、写真等を
製作して掲載したり、セミナーのBGMとして著名な歌手や曲を使用すると著作権及び肖像権の侵害になり
ます。その知的財産を使用するための適切な許可を受け、適正なライセンス使用料を支払う
責任があります。

著作権・肖像権に関する規制

その他の禁止事項
他社の製品やビジネスを誹謗中傷する内容の情報を掲載してはなりません。

4. M y Y L . c om及び Y Lリンクの使用について

4 - 1 使用許可申請と承認
MyYL .comのURL及びYLリンクを自身のホームページやブログに掲載する場合、使用許可申請書を
ヤング・リヴィング・ジャパンに提出し、承認が必要です。

4 - 2 広告の制限
広告は製品情報に限定されます。ホールセール会員を勧誘するためにビジネス情報を広告してはい
けません。製品について誇大広告や不実の告知にあたる内容を広告してはいけません。

4 - 3 リテール会員の勧誘方法
MyYL .comやYLリンクの掲載を許可されると公開環境下で製品を広告しリテール会員の勧誘をする
ことができます。 ネット上で製品を再販したり、アマゾンやYahoo ! Japanのショッピングやヤフー
オークションに出品することは禁止されています（概要書面規則9－1）。

4 - 4 MyYL.comの使用料金
MyYL.comを使用する場合、毎月＄10を支払います。

4 - 5 返品既定
MyYL .com及びYLリンクを利用して登録したリテール会員は初回購入の製品を受領後8日以内であ
れば理由の如何を問わず登録を解除して送料自己負担なしで返品することができ、製品代金は全額
が返金されます。登録後、継続して購入した製品は、製品受領後３０日以内であれば送料自己負担で
返品することができ、製品代金の10％の返品手数料と振込手数料を製品代金から差し引いた金額が
返金されます。
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リテール会員の規約

リテール会員は個人的な使用を目的としてヤング・リヴィングから製品を購入することができます。リテー
ル会員は製品を再販売することやビジネス活動をすることはできません。

リテール会員として登録するために以下の条件があります。

・20歳未満、学生でないこと
・個人または夫婦での申請であること
・他人名義の申請でないこと
・紹介者があること
・会社が不適当と認める申請でないこと

1. リテール会員とは

2. リテール会員の資格条件

リテール会員は製品価格表のうち、リテール会員価格で購入することができます。
3. 製品価格

初回注文は非PV製品のみを注文することはできません。
エッセンシャル・リワード・YLおトク便での注文はできません。

4. 製品注文方法

電話注文

電話番号： 0120-160 -765（オペレーターが注文を承ります）
受付時間　9：30～17:00（平日）

郵送/ FAX注文

弊社規定の製品注文書に必要事項を正確に記入し、FA Xもしくは郵送してください。
F A X 番 号 ：
送 付 先 住 所：

0570-056 -055
〒163-0232
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル32階

〒163-0232
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル32階

03-5326 -5751　

インターネット注文
パソコンからバーチャルオフィス（ht tps : //www.young l i v ing .com/vo/#/ log in）にアクセスし、
自身の会員ID、パスワードを利用してログインし、注文手続きを行ってください。

ショールーム注文
日本支社ショールームにて弊社規定のショールーム専用注文書に必要事項を正確に記入し提出して
ください。
ショールーム住所：

電 話 番 号 ：
※ショールーム営業時間に準ずる
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5. 製品注文方法

6. 製品お届け日

750円
無料

配送料について

営 業 時 間 ： 平日　月・水曜日　10：0 0～18：0 0
平日　木・金曜日　11：0 0～19：3 0
毎月第1、2土曜日　10：0 0～18：0 0
毎月第3、4日曜日　10：0 0～18：0 0
定 休 日：火 曜 日（ 平 日・祝 祭 日 ）
※土日の営業日以外の祝日は、弊社休業日となります。

一 般 注 文 ：
一般注文（200PV以上）：

・クレジットカードでの支払い
クレジットカードで製品代金を支払いいただく方法です。
Visaカード、Masterカード、JCBカードがご利用いただけます。

・代金引換払いでの支払い
製品お届け時にお荷物と引き換えに代金を支払う方法です。
1回の注文合計金額は300,000円以下に限ります。
代金引換払い手数料は受取人の負担となります。

7. 資格の有効期限
リテール会員は1年間に50PV以上の製品注文がない場合、会員資格は失効します。

※一部お取り扱いできない地域があります。

・代金引換払い手数料について

・ショールームでの支払い
クレジットカード、現金がご利用いただけます。

・クレジットカードでの支払いの場合
クレジットカード決済確認後、3～5営業日で製品を宅配便（ヤマト運輸）でお届けいたします。

・代金引換払いでの支払いの場合
注文受理後、3～5営業日で製品を宅配便（ヤマト運輸）でお届けいたします。

　 円
10,000～29,999円
30,000～ 99,999円
100,000～300,000円

まで：
まで：
まで：
まで：

9,999 324円
432円
648円
1,080円
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＜表面＞ ＜裏面＞
書面での通知を行うことでクーリングオフすることができます。

切手
貼付

東京都新宿区西新宿2-6-1 
新宿住友ビル32階
ヤング・リヴィング・ジャパン・インク行

・会員番号
・氏名
・電話番号
・申込日

日付
氏名

上記日付の申込みは撤回し
契約は解除します。

1 6 3 0 2 23

9. 会員資格の解約
リテール会員は自分の意思によっていつでも解約することが出来ます。

返品・交換

10. 返品・交換規定

・製品に欠陥があったり、注文製品の誤送があったときは返品もしくは交換ができます。
・会員の都合により製品を返品するときは、購入後30日以内の製品であれば使用・未使用に関わらず返品
　でき、製品代金の10％の返品手数料、配送料、返金振込手数料を差し引いた金額が返金されます。

返品先
〒210-0869　神奈川県川崎市川崎区東扇島14-3
鈴与株式会社内　ヤング・リヴィング返品係
TEL:0570-056-054

8. クーリングオフ

リテール会員は自分の意思により、契約書面を受け取った日または初回注文製品を受け取った日のいず
れか遅い日を起算日として８日以内であれば書面によって契約解除を申し出ることによって、製品を返品
し購入製品代金（製品代金＋配送料）全額の返金を受けることができます。この場合、いかなる損害賠償
金や違約金を請求されることはありません。

10 -2

10 -1

MyYL.com及びYLリンクを利用して登録したリテール会員の返品
MyYL.com及びYLリンクを通して登録したリテール会員は初回購入の製品を製品受領後８日以内であれ
ば理由の如何を問わず、登録を解除して送料自己負担なしで返品することができ、製品代金全額が返金
されます。登録後、継続して購入した製品は、製品受領後３０日以内であれば送料自己負担で返品するこ
とができ、製品代金の10％の返品手数料と振込手数料を製品代金から差し引いた金額が返金されます。
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ホールセール会員として登録申請し認可を受けた場合、弊社の規定に則り販売組織を築くことができます。
ホールセール会員として登録するには、ホールセール会員登録に関するご案内（概要書面）、会員登録申請に係わる同
意事項を熟読し、全てを理解してください。それらの記載内容に同意した上で、弊社発行のホールセール会員登録申
請書及び同意書での申請、及びベーシック・スターター・キット（登録料込み）もしくはプレミアム・スターター・キット
（登録料込み）を購入することで、登録申請ができます。申請書への記入は、申請者ご本人様による記入・署名が必要
です。ホールセール会員登録により、新規登録会員のスポンサーになることができます。ホールセール会員はホールセ
ール会員活動に関する規定を熟読、全て理解し、遵守することに同意する必要があります。
弊社は、ホールセール会員登録申請書及び同意書を受理し、審査の上、登録を認可または不認可とするかの権利を
有します。登録が認可された場合、弊社の会員番号の書面通知により初めて会員資格が得られます。また弊社の販売
形態は、特定商取引法における連鎖販売取引に該当し、ホールセール会員は独立事業主であり、弊社との雇用者/ 非雇
用者関係、弊社の社員、代理人、共同事業主関係は生じません。

用語集
ホールセール会員

リテール会員
ヤング・リヴィング製品の愛用者会員（知人・友人に紹介する権利はなく、自己使用のみのタイプ。）
リテール会員として登録申請し認可を受けた場合、自己消費による目的で製品を直接弊社より購入できる会員となり
ます。登録時に1PV以上の注文が必要。会員の活動形態の変更（リテール会員からホールセール会員）については、
会員規定の条件に適合し、弊社規約を理解した上で必要書類の提出、及び「ベーシック・スターター・キット（登録料
込み）」もしくは「プレミアム・スターター・キット」を購入してください。弊社が申請を受理し審査の上、登録を認可ま
たは不認可を決定致します。
リテール会員は、弊社のビジネス活動を行うことはできず、ボーナスプランによるボーナスは発生しません。また新規
登録会員のスポンサーにはなれません。リテール会員は、製品の説明、発注・返品、クーリングオフ、個人情報取り扱
いに関して規定等の説明をホールセール会員より受け、弊社の発行する会員登録申請書及び同意書により、リテール
会員としての申請をしていただきます。お電話にて登録、注文も承ります（その際はスポンサーの会員番号、氏名、電話
番号、住所が必要となります）。リテール会員のサポートは、スポンサーにあたるホールセール会員の責務となります。

スポンサー活動
スポンサー活動とは、新しい会員を紹介し自身の1つ下位の系列につけ、組織構築を行っていくことを指します。ダウ
ンライン会員のビジネス活動におけるあらゆるサポートを行い、弊社のボーナスプランで条件を満たすことにより、
ボーナスを受け取る権利を有します。
スポンサーは手紙、電話、電子メール、会議、勉強会などを通して、ダウンライン会員にトレーニングや教育を施し、
ダウンラインを掌握し、ダウンライン会員とのコミュニケーションを図る責任があります。これらの教育活動により、
組織の構築をはかり、会社からボーナスを受けます。特にボーナスプラン、ホールセール会員活動に関する規定につい
ては、適切なトレーニングを行ってください。
またダウンライン会員に弊社主催の説明会やセミナー、イベント、コンベンションなどに出席することを奨励し、共に
出席することが期待されています。さらにダウンラインのリテール会員を助け、製品の説明や注文などについてのサポ
ートをすることも期待されています。スポンサーがダウンライン会員に充分なトレーニングや教育することを怠った場
合には、それに関して書面による警告が送付されます。60 日以内に解決策が講じられない場合には、スポンサーとし
ての資格やボーナスを停止される場合があります。
当月分の注文として本人または、ダウンライン会員が希望するPV が確実に受理され、希望のランク、希望のポイントが
ボーナスとして反映されているか否かをバーチャルオフィスまたは、弊社までお電話にて確認作業を行ってください。
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ベーシック・スターター・キットは、あなたがすぐにヤング・リヴィング・ライフを始めるためにまず使っていただきたい
製品とシェアリングしていただきたい製品、そしてご案内のパンフレットが入っています。ナチュラルな香りに包まれ
た健やかな生活を一人でも多くの方と分かち合ってください。

● ベーシック・スターター・キット

新規会員のご登録に最適なプレミアム・スターター・キットは、ヤング・リヴィングらしい魅力あふれるキットです。かわ
いいアロマルーティンボックスとアロマルーティンシートがついて、ご家庭の様々なシーンでお使いいただける大人気
エッセンシャルオイルを、ご自身のライフスタイルに合わせてカスタマイズできます。2種類のディフューザーからお選
びいただけます。

● プレミアム・スターター・キット

状況によってはご希望のエッセンシャル・リワード・デイを選択できない場合もございます。

ヤング・リヴィングファンのための便利でお得なプログラムです。お好きなヤング・リヴィング製品を毎月自動的に全国
どこでもお得な配送料でお届けします。貯まったポイントによりお好きな製品と交換することができるなど、数多くの
特典をご用意しております。
エッセンシャル・リワード・YLおトク便の注文は毎月50PVから参加が可能です。毎月1日から25日の間でエッセンシャル
・リワード・デイを選択します。各支払い方法に準じてエッセンシャル・リワード・デイの翌営業日に発送手続きを行い、3～5
営業日で製品を宅配便（ヤマト運輸）でお届けします。ご新規の方は、2回目のYLおトク便注文受け取り後にポイント
がお使い頂けます。＊注文製品は国内製品に限ります。

ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは人と人とのつながりを促進・サポートする「コミュニティ型の会員制の
サービス」と定義される。ホームページをはじめとする従来のインターネットコンテンツと異なり、双方での対話が
可能です。
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの主目的は、個人間のコミュニケーションにあり、利用者はサービスに会員登
録をすることで利用できるが、密接な人の繋がりを重視して、既存の参加者から招待がないと参加できないシステムに
なっているものも存在します。

エッセンシャル・リワード・YLおトク便

毎月1日から25日でご希望のエッセンシャル・リワード・デイを選択。

エッセンシャル・リワード・デイ（ERデイ）

クレジットカードで製品を購入した後に、製品に欠陥があった、カタログと明らかに異なる、欠品が発生して手元に
届かないなど会社に対して抗弁できる事由があるときは、信販会社にも抗弁してクレジットの支払い請求を拒否でき
る権利のこと。

抗弁権の接続

配送料とはヤング・リヴィング製品を配送する際に必要となる費用のことです。配送する際に必要となる費用とは箱や
緩衝材などの梱包資材、梱包、発送、配送に関わる事務手数料を総称します。

配送料

SNS（ソーシャルネットワークサービス）

ヤング・リヴィングのメンバーとしてご登録され、24%割引のホールセール価格で製品をご購入するためには、このスター
ター・キットを一緒にお買い求めください。

スターター・キット

3 2



会員の皆さまのパーソナルウェブサイト作成ツールです。どなたでも簡単に公式に認められたパーソナルウェブサイト
を公開することができるようになります。（有料）

MyY L . c om

会員の皆さまの会員IDに紐づいたサイトURLを作るサービスです。
リンク作成はバーチャルオフィスより行うことができます。

Y Lリンク

3 3
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製品一覧表
製品
番号 製品名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

シングルエッセンシャルオイル

331405 アイダホバルサムファー ロッキー山脈の恩恵を受けたもみの木のエッセンシャルオイル。森林浴・マイナ
スイオンによる癒しの香りとして知られています。 5ml 26.75 4,158 5,481 6,577 

309305 アイダホブルースプルース 甘みを感じる森林の香り。アイダホブルースプルースはアイダホ州にあるヤン
グ・リヴィング自社農場セントマリーズ農場で蒸留されています。 5ml 29.50 4,563 6,021 7,225 

356805 イランイラン ロマンチックで甘くやさしい花の香り。インドネシアでは花びらを新婚のベッ
ドに散らす風習があります。 5ml 17.25 2,673 3,537 4,244 

365805 ウィンターグリーン 常緑樹の葉から採れるオイルで、クールなミントに似た爽やかな香りです。 15ml 18.25 2,835 3,753 4,504 

354005 エレミ ややスパイシーな柑橘系に近い香り。中東ではフランキンセンスやミルラと同
様に、数千年前から様々な用途に重宝されてきた植物です。 15ml 21.75 3,375 4,455 5,346 

355605 オコテア エクアドルに自生するシナモンの一種、オコテアの木の葉から蒸留されるオイ
ルです。 5ml 37.50 5,805 7,641 9,169 

360505 オレガノ（食品添加物） 安心感を与え、心を癒す香りです。 15ml 28.50 4,428 5,832 6,998 

360205 オレンジ d －リモネンを豊富に含み、落ち着きを与え、気持ちを元気にし、幸福感をも
たらします。 15ml 11.00 1,701 2,241 2,689 

351205 カモミールローマン（食品添加物） 温かみのあるハーブ調の香りが心と体にリラクセーションをもたらし、安心感
を与えます。 5ml 41.00 6,345 8,370 10,044 

308105 キャロットシード ワイルドキャロットの種から採れるエッセンシャルオイルは甘くも大地を感じ
させる香り。ストレスや疲労感を感じる時にリフレッシュさせてくれます。 5ml 22.25 3,456 4,563 5,476 

352005 クラリセージ 温かみのあるハーブ調の香りが気分を高め、幸せな気持ちへと導きます。 5ml 18.75 2,916 3,861 4,633 

356005 グレープフルーツ（食品添加物） フレッシュなシトラスの香りが元気を与え、気持ちを明るくしてくれます。 15ml 17.25 2,673 3,537 4,244 

352405 クローブ（食品添加物） 香辛料としておなじみの「丁子（ちょうじ）」のこと。甘く、スパイシーな香
りで刺激を与え、ふさぎこんだ気持ちを開放し、勇気を与えます。 15ml 15.75 2,457 3,240 3,888 

23615 クンゼア 清涼感のあるスパイシーな森の香り。気分を爽快にして心を落ち着けます。空
間をリフレッシュしたい時や運動後にもお勧めです。 5ml 39.75 6,156 8,100 9,720 

343105 コパイバ エクアドル農場で採れるエッセンシャルオイルで、他のどのオイルよりもセス
キテルペンであるβカリオフィレンを高濃度に含んでいます。 15ml 44.25 6,858 9,045 10,854 

353005 サイプレス イタリアイトスギとも呼ばれ、フレッシュでハーブ調の青々しいグリーンの香
りです。 15ml 19.75 3,051 4,023 4,828 

350905 シダーウッド 温かみのあるバルサムのようなウッディーな香りで、心に落ち着きや地に足を
つけたような安定感を感じさせます。 15ml 11.50 1,782 2,349 2,819 

351505 シナモンバーク（食品添加物） 日本では「桂皮」または「ニッキ」と呼ばれ、温かみのあるスパイシーな香りです。 5ml 24.75 3,834 5,049 6,059 

356905 ジャスミン 温かみのある、エキゾチックでフローラルな香りで、リラクセーションを与え、
気持ちを高め、自信をもたせてくれます。 5ml 78.75 12,177 16,038 19,246 

357105 ジュニパー 安定感のあるウッディーな香りです。心を和ませ、気持ちを爽やかにリフレッ
シュしてくれます。 5ml 14.50 2,241 2,970 3,564 

355705 ジンジャー（食品添加物） 「生姜（しょうが）」のオイル。温かみのある、スパイシーな香りで元気を与え
てくれます。 5ml 13.50 2,106 2,781 3,337 

363805 スペアミント（食品添加物） ペパーミントよりも刺激が少なくマイルドでフルーティーな香りです。閉ざさ
れた心を開放してくれます。 5ml 11.00 1,701 2,241 2,689 

20712 セイクレッドサンダルウッド 温かみのあるウッディな香りは気持ちを落ち着けるサポートをします。瞑想時
やスキンケアにもお勧めです。 5ml 74.75 15,417 20,304 24,365 

355405 ゼラニウム 花の香りが心を穏やかにし、ネガティブな感情から開放して元気を与えてくれ
る女性にやさしい香りです。 15ml 42.50 6,588 8,694 10,433 

365005 タイム（食品添加物） スパイシーで温かみのある香りで、沈んだ気持ちを明るく前向きにしてくれま
す。 15ml 34.75 5,373 7,074 8,489 

364405 タンジェリン（食品添加物） d- リモネンを多く含むみかんのような甘い香りです。一時的な精神の高ぶりを
抑えて、気持ちを明るくし、安心感をもたらします。 15ml 16.50 2,565 3,375 4,050 

335205 ツガ 針葉樹の葉と枝から蒸留されるフレッシュでクリーンな香りです。気持ちをリ
フレッシュさせ、明日への活力を与えてくれるます。 5ml 24.75 3,834 5,049 6,059 

358705 ティートゥリー 冬や春先、季節の変わり目に人気の高いオイルで、清潔感のある香りです。ペッ
トや小さなお子様のいるご家庭にもお勧めです。 15ml 26.75 4,158 5,481 6,577 

mson
下線

mson
下線
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製品
番号 製品名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

534205 ノーザンライトブラックス
プルース

ノーザンライト農場で取れるスプルースの爽やかな森林の香り。瞑想のときに
ディフューズするのもお勧めです。 15ml 47.50 7,344 9,666 11,599 

361805 パイン ユーカリグロビュラスと同じような成分の特徴を持ち、心をリフレッシュさせ、
元気を与えてくれる香りです。 15ml 15.50 2,403 3,186 3,823 

350005 バジル（食品添加物） 温かくスパイシーな香りが心を癒し、リフレッシュさせ、気持ちを立て直して
くれます。 15ml 25.50 3,942 5,211 6,253 

360805 パチュリー ムスクのエキゾチックな香りです。 15ml 34.75 5,373 7,074 8,489 

360705 パロ サント パロ　サントはスペイン語で「聖なる木」という意味です。フランキンセンス
と同じ仲間で、南米に自生しています。 5ml 35.50 5,508 7,263 8,716 

474605 ハワイアン　サンダルウッド 日本では「白檀」と呼ばれており、ハワイ島にあるヤング ･ リヴィングのパー
トナー農場で採れたとても豊かで甘い温かみのあるウッディーな香りです。 5ml 97.50 15,066 19,845 23,814 

354205 フェンネル（食品添加物） 日本では「茴香（ウイキョウ）」と呼ばれおり、甘く、アニスのような香りです。 15ml 17.75 2,754 3,645 4,374 

361105 ブラックペッパー（食品添加物） 鋭いスパイシーな香り。その刺激的な香りは、心に優しい温かみを感じさせて
くれます。 5ml 19.25 2,997 3,969 4,763 

354805 フランキンセンス 甘く、温かみのあるバルサム系の香りです。お肌にも良いと言われています。 15ml 75.50 11,664 15,363 18,436 

308305 ブルーサイプレス
キレイな青色が特徴的。甘みを感じる奥深い香りでオーストラリア・ヒノキと
も呼ばれています。構成が複雑で完成度が高い香りはそのまま香水としても重
宝します。

5ml 29.75 4,617 6,075 7,290 

308405 ブルータンジー 地中海に面したモロッコ原産のとても希少なキク科の植物で、濃厚な甘い花の
香りです。深く美しい青い色調のオイルです。 5ml 94.75 14,634 19,278 23,134 

365105 べチバー 熱帯地域に育成するイネ科の草で、スモーキーで重厚な香り。 5ml 21.25 3,294 4,347 5,216 

361405 ペパーミント（食品添加物） ハーブのなかで最も古くから愛されている香りの１つで、清潔感のあるフレッ
シュなミントの香りです。 15ml 22.00 3,402 4,482 5,378 

356305 ヘリクリサム
花の色がいつまでも衰えないことからエバーラスティング（永遠）、イモーテ
ル（永久花）という名で親しまれています。不安な気持ちを和らげ、リフレッ
シュさせてくれる香りです。

5ml 87.50 13,527 17,820 21,384 

350305 ベルガモット（食品添加物） フレッシュなシトラス系の香りはアールグレイティーの香りとして有名です。
気分を高めリラクセーションをもたらします。 15ml 27.75 4,293 5,670 6,804 

359605 マートル ユーカリに似たクリアーでフレッシュなハーブ調の香りです。 15ml 27.50 4,266 5,616 6,739 

358405 マジョラム（食品添加物） ウッディーでスパイシーな香りです。心と体に穏やかな落ち着きを与え、リラッ
クス感をもたらします。 15ml 35.75 5,535 7,290 8,748 

359205 ミルラ 濃厚でスモーキーなバルサム系の香り。瞑想時やスキンケアにも役立ちます。 5ml 26.75 4,158 5,481 6,577 

358905 メリッサ 軽くフレッシュなレモンのような香りで、心を穏やかにしてくれます。肌の保
湿に良いとも言われています。 5ml 81.00 25,083 33,021 39,625 

355005 ヤングリヴィング　セイクレッド
フランキンセンス

ボスウェリアサックラという種類の樹木から採取され、オマーンにあるヤング・
リヴィングの蒸留施設で蒸留されたオイルです。深い瞑想にお勧め。 5ml 43.50 6,723 8,856 10,627 

355205 ヤングリヴィング　セイクレッド
フランキンセンス

ボスウェリアサックラという種類の樹木から採取され、オマーンにあるヤング・
リヴィングの蒸留施設で蒸留されたオイルです。深い瞑想にお勧め。 15ml 92.50 14,310 18,846 22,615 

353905 ユーカリグロビュラス フレッシュでスーッとした清潔感あふれる香りで、ユーカリプトールを多く含
み、ラディアータよりも力強い香りです。 15ml 14.75 2,295 3,024 3,629 

359705 ユーカリ　ブルー エクアドル農場で採取される独自のオイルで、ユーカリの仲間の中でも、ユー
カリプトールやαピネン、リモネンといった成分が豊富に含まれています。 5ml 15.50 2,403 3,186 3,823 

353805 ユーカリラディアータ スーッと清潔感あふれる香りが元気をあたえてくれます。ユーカリグロビュラ
スよりも軽い香りです。 15ml 19.00 2,943 3,888 4,666 

307405 ライム（食品添加物） やや苦味のある甘くて爽やかな香り。フレッシュシトラスの香りはディフュー
ズするだけでぱっと気分を明るくし、リフレッシュしてくれます。 15ml 12.50 1,944 2,565 3,078 

357505 ラベンダー フレッシュでフローラルなハーブ調の香りで気持ちを穏やかにしてくれます。 15ml 24.25 3,753 4,941 5,929 

357805 レモン
何かに集中したい時にお勧めのエッセンシャルオイルです。スッキリとしたシ
トラス系の香りで気持ちを高め、元気を与えてくれます。d- リモネンを豊富に
含みます。

15ml 11.50 1,782 2,349 2,819 

358105 レモングラス 軽くてフレッシュなシトラス系の香りで、地に足がついたような大地を感じる
オイルです。 15ml 11.50 1,782 2,349 2,819 

362305 ローズ バラの香りは女性に自信と幸福感を与えるとてもロマンチックな香りです。調
和とバランスを整え、気持ちを明るく前向きにさせてくれます。 5ml 93.75 29,511 38,853 46,624 

362605 ローズマリー（食品添加物） フレッシュでハーブ調の香りです。精神的に疲れを感じた時に気持ちを切り替
えてくれます。 15ml 16.00 2,484 3,294 3,953
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製品
番号 製品名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

シングルエッセンシャルオイル ＜ ヴァイタリティ（食品添加物）＞

562705 オレンジ　ヴァイタリティ オレンジ風味のスイーツや、他のヴァイタリティと合わせて爽やかなドレッシング
作り等、アイディア次第で用途の幅が広がります。 5ml 6.00 945 1,269 1,523 

562405 グレープフルーツ　ヴァイタリティ お子さまから大人まで幅広い人気があり、マリネソースやジュレ、またニンシアレッ
ドに加えても美味しくいただけます。 5ml 7.75 1,215 1,620 1,944 

562805 ペパーミント　ヴァイタリティ 運動前後の飲み物に加えたり、相性の良いチョコレートと合わせたベイクドケー
キ等に。すっきり爽やかな風味がプラスされます。 5ml 10.25 1,593 2,106 2,527 

559105 ライム　ヴァイタリティ 肉や野菜炒め、オリーブオイル等に加えて奥深い風味を加える他、ベリー系と合
わせることで一層甘さを引き立ててくれます。 5ml 5.75 891 1,188 1,426 

559005 ラベンダー　ヴァイタリティ ハーブティーと合わせて就寝前の水分補給に、また他のヴァイタリティと合わせて
スイーツ作りにも大活躍します。 5ml 12.00 1,863 2,457 2,948 

562505 レモン　ヴァイタリティ 朝の爽やかな目覚めの一杯に加えたり、パンケーキミックスの風味付けにぴった
りです。グリルした肉料理に合わせるソース作りにもご活用ください。 5ml 6.25 972 1,296 1,555 

562905 ローズマリー　ヴァイタリティ
パンやパスタ料理に欠かせない香りがこの 1 滴に集約されています。バルサミコ
酢と合わせたドレッシングやパンのディップはレストランにも匹敵することでしょ
う。

5ml 7.75 1,215 1,620 1,944 

製品
番号 製品名 成分 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

ブレンドエッセンシャルオイル

340905 アールシー　　

ユーカリグロビュラス、マートル、パイン、
マジョラム、ユーカリシトリオドラ、ユー
カリラディアータ、ラベンダー、サイプレ
ス、ブラックスプルース、ペパーミント

ユーカリが中心のブレンドオイルで、
深呼吸を誘うすがすがしい森林の香
りです。

5ml 10.50 1,647 2,187 2,624 

330305 アクセプタンス

アーモンド油、コリアンダー、ゼラニウ
ム、ベルガモット、フランキンセンス、
ハワイアンサンダルウッド、ネロリ、イ
ランイラン、ブルーサイプレス、ダヴァ
ナ、カフィアライム、ジャスミン、ジャー
マンカモミール、ブルータンジー、ローズ、
グレープフルーツ、タンジェリン、スペ
アミント、レモン、オコテア

自分自身の心の壁、他人の心の壁を
越えてその存在を受け入れる心持ち
を促す、という目的で特別にブレンド
されたオイルです。

5ml 41.00 6,345 8,370 10,044 

474905 アロマイーズ　 ペ パーミント、スペアミント、ジン
ジャー、カルダモン、フェンネル

不快感を忘れさせる爽やかな香りのブ
レンドオイルです。 5ml 35.75 5,535 7,290 8,748 

330905 アロマシーズ バジル、マジョラム、ラベンダー、ペ
パーミント、サイプレス

心と体にリラクゼーションをもたらす
香り。ラベンダーが気持ちを穏やかに
し、ペパーミントの香りがリフレッシュ
させます。

15ml 32.50 5,022 6,615 7,938 

336405 イミュウェル

ヒソップ、マウンテンセイボリー、シ
スタス、ラヴィンサラ、フランキンセ
ンス、オレガノ、クローブ、クミン、ド
ラドアズール

健やかなライフスタイルをサポートす
る納得のブレンドオイル。 5ml 26.25 4,077 5,373 6,448 

333805 エクソダス２

オリーブ油、ミルラ、カッシア、シナ
モンバーク、カラムス、ブラックスプ
ルース、ヒソップ、ベチバー、フラン
キンセンス

自らを奮い立たせ、外界の悪いもの
から守ってくれる香りです。 5ml 24.00 3,726 4,914 5,897 

333205 エジプシャンゴールド

フランキンセンス、アイダホバルサム
ファー、ラベンダー、ミルラ、ヒソッ
プ、ブラックスプルース、シダーウッド、
ローズ、シナモンバーク

聖書にでてくる、ローズ、シナモン、
バルサムファー、ラベンダーをブレン
ドしました。深い瞑想の中で安息間
をもたらします。

5ml 43.25 6,696 8,829 10,595 

333305 エンドフレックス
スペアミント、ゴマ油、セージ、ゼラニ
ウム、マートル、ジャーマンカモミール、
ナツメグ

スペアミントが香りたつ甘くさわやか
な香りです。 15ml 28.25 4,374 5,778 6,934 

334805 グラウンディング
ホワイトファー、ブラックスプルース、
イランイラン、パイン、シダーウッド、
アンゼリカ、ジュニパー

リラクゼーションもたらす香りで、地
に足をしっかりつけた状態へ導くのを
助けます。

5ml 18.25 2,835 3,753 4,504 

336205 ジェントルベイビー

コリアンダー、ゼラニウム、パルマロー
ザ、ラベンダー、イランイラン、カモミー
ルローマン、ベルガモット、レモン、ジャ
スミン、ローズ

ママとベイビーのためにブレンドされ
たやすらぎの香り。 5ml 21.75 3,375 4,455 5,346 

331805 シトラスフレッシュ
オレンジ、タンジェリン、グレープフ
ルーツ、レモン、マンダリン、スペア
ミント

d －リモネンが豊富に含まれ、柑橘系
の香りでリラクゼーションと落ち着き
を与え、気持ちを元気にしてくれます。

15ml 15.75 2,457 3,240 3,888 

3374 ジュバフレックス
ゴマ油、フェンネル、ゼラニウム、ロー
ズマリー、カモミールローマン、ブルー
タンジー、ヘリクリサム

気の乱れから起こる怒りや憎しみを
抑えてくれます。ダイガイズとの併用
もお勧めです。

5ml 28.75 4,455 5,886 7,063 
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製品
番号 製品名 成分 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

338405 スピリットウィング カモミールローマン、ブラックスプルー
ス、イランイラン、ラベンダー

目標に向かって第一歩を踏み出そうと
している方に、前進するための後押し
をしてくれる香りです。

5ml 52.50 8,127 10,719 12,863 

342705 スリーワイズメン
アーモンド油、ハワイアンサンダルウッ
ド、ジュニパー、フランキンセンス、
ブラックスプルース、ミルラ

フランキンセンスとミルラを始め、古
来、宗教的儀式や瞑想に用いられて
きたオイルをブレンドしました。

5ml 37.25 5,778 7,614 9,137 

332405 ダイガイズ
タラゴン、ジンジャー、ペパーミント、
ジュニパー、フェンネル、レモングラ
ス、アニス、パチュリー

ヨーロッパのキッチンに並ぶハーブのラ
インナップのようなブレンドオイル。 15ml 33.75 5,238 6,912 8,294 

635005 トラウマライフ

ハワイアンサンダルウッド、フランキ
ンセンス、ヴァレリアン、ブラックス
プルース、ダヴァナ、ラベンダー、ゼ
ラニウム、ヘリクリサム、カフィアライ
ム、ローズ

過去の辛い出来事が原因で心に深い
傷を負った人の感情を癒すためにブレ
ンドされました。

5ml 50.50 7,803 10,287 12,344 

332705 ドラゴンタイム
フェンネル、クラリセージ、マジョラム、
ラベンダー、ブルーヤロウ、ジャスミ
ン

月の満ち欠けのようにゆれる女性のリ
ズムをサポートします。月に一度のブ
ルーな心を癒し、安らぎへと導きます。

15ml 50.25 7,776 10,233 12,280 

339805 ピースアンドカーミング　　 タンジェリン、オレンジ、イランイラン、
パチュリー、ブルータンジー

シトラスと花のやさしい香りです。ディ
フューズすることで落ち着きを与え、
リラクゼーションと深い幸福感をもた
らします。

5ml 34.75 5,373 7,074 8,489 

532705 ピースアンドカーミング　II

タンジェリン、オレンジ、イランイラン、
パチュリー、ブラックスプルース、カ
モミールローマン、ベチバー、シスタス、
ベルガモット、カッシア、ダヴァナ

ピースアンドカーミングの代わりにお
使いいただけるようにゲリー ･ ヤング
がブレンドした穏やかで、より緻密さ
を増したやさしい香りです。

5ml 21.25 3,294 4,347 5,216 

339905 ピューリフィケーション
シトロネラ、ローズマリー、レモング
ラス、ティートゥリー、ラバンジン、マー
トル

リフレッシュしたいときに。清潔感をも
たらす香りです。 15ml 27.00 4,185 5,508 6,610 

333905 フォーギブネス

ゴマ油、メリッサ、ゼラニウム、フラ
ンキンセンス、ハワイアンサンダルウッ
ド、コリアンダー、アンゼリカ、ラベ
ンダー、ベルガモット、レモン、イラ
ンイラン、ジャスミン、ヘリクリサム、
カモミールローマン、パルマローザ、
ローズ

感情的になり、いつまでも相手のこと
をゆるせない時に、感情の障壁を溶
かし、やさしい気持ちをもたらします。

5ml 54.00 8,343 10,989 13,187 

21834 フルフィル　ユア　デスティニー

マンダリン、フランキンセンス、ナツ
メグ、カッシア、カルダモン、クラリセー
ジ、ブラックペッパー、ブルースプルー
ス、ネロリ

「運命を果たす」という名の通り、強
い決意を感じさせ、あなたの壮大な
旅を力強く支えてくれます。大胆さと
力強さ、さらには甘さを含んだ香りが
爽快な気分をもたらしてくれます。

5ml 34.75 5,373 7,074 8,489 

331305 ブレインパワー
サンダルウッド、シダーウッド、フラ
ンキンセンス、メリッサ、ブルーサイ
プレス、ラベンダー、ヘリクリサム

樹木の落ち着いた香りで頭をすっきり
とさせてくれます。 5ml 66.75 10,314 13,581 16,297 

339605 プレゼントタイム アーモンド油、ネロリ、ブラックスプ
ルース、イランイラン

『今』この瞬間に生きている事を意識
させてくれる力強い香りです。 5ml 89.00 13,770 18,144 21,773 

337705 マグニファイ　ユア　パーパス

サンダルウッド、セージ、コリアンダー、
ナツメグ、パチュリー、ベルガモット、
シナモンバーク、ジンジャー、イラン
イラン、ゼラニウム

人生の目標を遂行して偉大な結果を
得られるよう勇気付けてくれる香り。 5ml 36.50 5,643 7,425 8,910 

330005 ヤングアバンダンス
オレンジ、フランキンセンス、パチュ
リー、クローブ、ジンジャー、ミルラ、
シナモンバーク、ブラックスプルース

喜びと幸せを引き寄せる香りとしてあ
なたの持つ引力を作り出します。 15ml 38.00 5,886 7,749 9,299 

330605 ヤングアロマライフ ゴマ油、サイプレス、マジョラム、イ
ランイラン、ヘリクリサム

イランイランと相性の良いサイプレス、
ヘリクリサムとマジョラムをブレンドし
ました。毎日の生活にハリを与え、や
る気を巡らせます。

15ml 49.25 7,614 10,044 12,053 

343005 ヤングヴァラー
ヤシ油、ブラックスプルース、ラヴィ
ンサラ、ブルータンジー、フランキン
センス、ゼラニウム

困難に立ち向かう勇気と自信、自尊
心を養ってくれるオイルです。 5ml 39.75 6,156 8,100 9,720 

334605 ヤング　グラティテュード

アイダホバルサムファー、フランキン
センス、コリアンダー、ミルラ、イラ
ンイラン、ベルガモット、ブラックス
プルース、ベチバー、ゼラニウム

人に対する感謝の気持ちを促しつつ、
感情には落ち着きを与えることを目的
にブレンドされたオイルです。

5ml 27.00 4,185 5,508 6,610 

342305 ヤングシーブス 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

伝説を元に作られたクリーン＆クリア
なブレンドオイル。15 世紀フランスで
疫病が流行った中、クローブやローズ
マリー等のハーブを体に塗ることで元
気に盗みを働いていた 4 人の泥棒の
記録から再現されています。

15ml 34.75 5,373 7,074 8,489 

342005 ヤング　センセーション コリアンダー、イランイラン、ベルガ
モット、ジャスミン、ゼラニウム

気分を高揚させてくれる香り。ロマン
チックで情熱的なブレンドオイルです。 5ml 34.25 5,292 6,966 8,359 
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306005 ヤング　トランスフォーメーション

レモン、ペパーミント、ハワイアンサ
ンダルウッド、クラリセージ、セイクレッ
ドフランキンセンス、ブルースプルー
ス、カルダモン、オコテア、パロサン
ト

否定的な固 定観 念を前向きな活 気
ある思考パターンと入れ替えることに
よって、人は、態度や感情、行動に
変革を与える力を得ます。あなたの人
生で望まれる変革力を与え、それをサ
ポートする香りです。

15ml 70.75 10,935 14,391 17,269 

339105 ヤングパナウェイ ウィンターグリーン、ヘリクリサム、ク
ローブ、ペパーミント

ウィンターグリーンを含む爽快な香り。
ゲリー・ヤング自身の体験に基づいて
ブレンドされたオイルです。

5ml 36.25 5,616 7,398 8,878 

466105 ヤングビリーブ

アイダホバルサムファー、コリアン
ダー、ベルガモット、フランキンセン
ス、ブルースプルース、イランイラン、
ゼラニウム

「信じる」という言葉にふさわしい、
透き通った芯のある清々しい香りがあ
なたの心にまっすぐ届きます。

15ml 38.50 5,967 7,857 9,428 

334205 ヤングリヴィングギャザリング

ラベンダー、ブラックスプルース、ゼ
ラニウム、フランキンセンス、ハワイ
アンサンダルウッド、イランイラン、
ベチバー、シナモンバーク、ローズ

進むべき道を惑わせる混沌としたもの
に立ち向かい、退け、より高いゴール
に達するように導いてくれる香りです。

5ml 30.50 4,725 6,237 7,484 

341605 ヤングリヴィング 
セイクレッドマウンテン

ブラックスプルース、イランイラン、
アイダホバルサムファー、シダーウッ
ド

スプルース、アイダホバルサムファー、
シダーウッドをブレンドし、登山時に
感じる神聖な気持ちを思い起こさせる
香りです。

5ml 16.00 2,484 3,294 3,953 

338105 ヤングリヴィングミスター
ゴマ油、セージ、フェンネル、ラベン
ダー、マートル、ブルーヤロウ、ペパー
ミント

男性のためにブレンドされた香りで
す。ストレスで心身のバランスが崩れ
た時にやさしくなぐさめ、鎮静してく
れる香りです。

15ml 38.75 5,994 7,911 9,493 

341905 ルタ　ヴァラ ラベンダー、ヴァレリアン、ルー

リラクゼーションをもたらす香り。ネ
ガティブな気持ちを抑え、ポジティブ
な気持ちにして、安心感を与えてくれ
ます。

5ml 32.50 5,022 6,615 7,938 

340205 レイブン
ラヴィンサラ、レモン、ウィンターグ
リーン、ペパーミント、ユーカリラディ
アータ

ペパーミント、ウィンターグリーン、ユー
カリといった清涼感あふれる香りが、
スーッと駆け抜け、爽快感をもたらし
ます。

15ml 35.75 5,535 7,290 8,748 

332105 ワイエルクラリティー

バジル、カルダモン、ローズマリー、
ペパーミント、コリアンダー、ゼラニ
ウム、ベルガモット、レモン、イラン
イラン、ジャスミン、カモミールロー
マン、パルマローザ

ペパーミントとローズマリーの爽やか
な香りがすっきりとさせてくれます。
ここ一番集中したい時にどうぞ。

15ml 41.75 6,453 8,505 10,206 

341705 ワイエルサラ

アーモンド油、ゼラニウム、ラベンダー、
オレンジ、ブルーサイプレス、ダヴァ
ナ、カフィアライム、ジャスミン、ジャー
マンカモミール、イランイラン、ブルー
タンジー、ローズ、グレープフルーツ、
タンジェリン、スペアミント、レモン、
オコテア、シダーウッド、ホワイトロー
タス

怖かった体験や時々心に蘇ってしま
う悲しい出来事から心の開放を促し、
悲しみを癒してくれます。

5ml 26.50 4,104 5,400 6,480 

339505 YL ジュバクレンズ ヘリクリサム、リーダム、セロリシー
ド

東 洋 医学 的な発 想 から生まれたユ
ニークなブレンドオイル。リフレッシュ
させ、元気を与える香りです。

15ml 109.75 16,956 22,329 26,795 

337205 ワイエルジョイ

ベルガモット、イランイラン、ゼラニ
ウム、レモン、コリアンダー、タンジェ
リン、ジャスミン、カモミールローマン、
パルマローザ、ローズ

イランイラン、ベルガモット、タンジェ
リン、ローズなどの魅惑的でエキゾチッ
クな花々の香りで、元気を与えてくれ
ます。

15ml 43.00 6,642 8,748 10,498 

336005 ワイエルチャイルド

オレンジ、タンジェリン、イランイラン、
ハワイアンサンダルウッド、ジャスミ
ン、レモングラス、ブラックスプルース、
ネロリ

辛い過去を乗り越え、前に進みたい
時等、ワイエルチャイルドの甘い香り
が混沌とした暗い心を慰め、本来の
自分自身を取り戻すのを助け、元気を
与えてくれます。

5ml 30.50 4,725 6,237 7,484 

333005 YL ドリームキャッチャー

サンダルウッド、タンジェリン、イラン
イラン、ブラックペッパー、ベルガモッ
ト、アニス、ジュニパー、ゼラニウム、
ブルーサイプレス、ダヴァナ、カフィ
アライム、ジャスミン、ジャーマンカ
モミール、ブルータンジー、ローズ、
グレープフルーツ、スペアミント、レ
モン、オコテア

あなたの思い描くビジョンを曇らせる
否定的な夢からあなたを守ってくれる
香りです。

15ml 74.25 11,475 15,120 18,144 

335105 ワイエルハーモニー

ラベンダー、サンダルウッド、イラン
イラン、フランキンセンス、オレンジ、
アンゼリカ、ゼラニウム、ヒソップ、
スパニッシュセージ、ブラックスプルー
ス、コリアンダー、ベルガモット、レ
モン、ジャスミン、カモミールローマン、
パルマローザ、ローズ

調和をイメージした香り。心のバラン
スを取り戻し、幸せな気持ちに導きま
す。

15ml 71.75 11,097 14,607 17,528 
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337305 YL ハイエスト　ポテンシャル

ブルーサイプレス、イランイラン、ジャ
スミン、シダーウッド、ゼラニウム、
ラベンダー、ブラックスプルース、フ
ランキンセンス、ハワイアンサンダル
ウッド、ホワイトファー、ベチバー、
シナモンバーク、タヴァナ、ローズ、
ジャーマンカモミール、ブルータン
ジー、グレープフルーツ、タンジェリン、
スペアミント、レモン、オコテア

「潜在能力を最大限まで高める」と
いう意味の名前です。気持ちを高め、
可能性をひきだす目的でブレンドされ
ました。

5ml 36.50 5,643 7,425 8,910 

335705 ワイエルホープ アーモンド油、メリッサ、ジュニパー、
ミルラ、ブラックスプルース

ワイエルホープは明日への希望に向
かって力強く進む気持ちを呼び戻して
くれる香りです。

5ml 58.75 9,099 11,988 14,386 

342805 YL ホワイトアンジェリカ

アーモンド油、ベルガモット、ミルラ、
ゼラニウム、サンダルウッド、イラン
イラン、コリアンダー、ブラックスプ
ルース、メリッサ、ヒソップ、ローズ

まるで天使がベールで包んでくれるよ
うな香り。「守護」をイメージしてブレ
ンドされました。

5ml 28.75 4,455 5,886 7,063 

337805 ワイエルメルローズ ローズマリー、ティートゥリー、クロー
ブ、ニアウリ

清潔感あふれるシャープな香りです。
癒しの香りが傷ついたあなたを守りま
す。

15ml 20.25 3,132 4,131 4,957 

358805 ワイエルリリース

イランイラン、オリーブ油、ラバンジン、
ゼラニウム、ハワイアンサンダルウッ
ド、グレープフルーツ、タンジェリン、
スペアミント、レモン、ブルーサイプ
レス、ダヴァナ、カフィアライム、オ
コテア、ジャスミン、ジャーマンカモミー
ル、ブルータンジー、ローズ

心、体、自分の中に溜め込んだもの
を解放するのを助ける香りです。 5ml 17.75 2,754 3,645 4,374 

338805 ワイエルロンジビティー タイム、オレンジ、クローブ、フラン
キンセンス

ストレスを受けると体内で生じる「活
性酸素」が老化の原因といわれてお
り、ストレス社会の現代で、永く美し
く健康に過ごせますように。そんな願
いを込めてブレンドされた香りです。

15ml 36.75 5,697 7,506 9,007 

製品
番号 製品名 成分 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

ロールオン　エッセンシャルオイル

447205 ロールオン　
バニラ・ライムブレンド

コパイバ、ライム、シダーウッド、バ
ニラ、オコテア、ラベンダー、エタノー
ル

爽やかなライムとバニラのエッセン
シャルオイルのほんのりあまい香り
が、ストレスで疲れた心や緊張感を
やさしく癒してくれるブレンドオイルで
す。

10ml 29.50 4,563 6,021 7,225 

352805 ロールオン　ブリーズアゲイン

ヤシ油、ユーカリシュタイゲリアナ、
ユーカリグロビュラス、ローレル、ロー
ズヒップ、ペパーミント、ユーカリラ
ディアータ、コパイバ、ユーカリブルー、
ブルーサイプレス、マートル

ユーカリシュタイゲリアナ、ユーカリグ
ロビュラス、ユーカリラディアータ、そ
してエクアドル産の独自のオイル・ユー
カリブルーといった 4 種類のユーカリ
が配合されている、清涼感あふれる
ブレンドオイルです。

10ml 26.50 4,104 5,400 6,480 

353405 ロールオン　ペパーミントブレンド

ペパーミント、ヤシ油、レモン、アイ
ダホバルサムファー、コパイバ、クロー
ブ、ウィンターグリーン、ヘリクリサム、
ベチバー、ドラドアズール

ペパーミントやウィンターグリーンの
清涼感のある香りがリフレッシュさせ
てくれます。

10ml 27.50 4,266 5,616 6,739 

352905 ロールオン　ヤングヴァラー
ヤシ油、ブラックスプルース、ラヴィ
ンサラ、ブルータンジー、フランキン
センス、ゼラニウム

気持ちを落ち着けたい時や勇気や自
信を取り戻したい時に、いつでもどこ
でも手軽に使えるスティックタイプの
ヤングヴァラーです。

10ml 44.50 6,885 9,072 10,886 

353305 ロールオン　ラベンダーブレンド ラベンダー、シダーウッド、ヤシ油、
カモミールローマン

ストレスを感じた時や癒されたい時
に、いつでもどこでも手軽に、そして
おしゃれにリラクセーションできるス
ティックタイプのブレンドオイルです。

10ml 29.50 4,563 6,021 7,225 

製品
番号 製品名 成分 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

マッサージオイル

303005 V6 マッサージオイル 　（リフィル）
ヤシ油、ゴマ油、ブドウ種子油、アー
モンド油、コムギ胚芽油、ヒマワリ種
子油、オリーブ果実油

V6 マッサージオイルが４本分入ってい
るお得な詰め替え用ボトルです。 944ml 50.00 7,722 10,179 12,215 

303105 V6 マッサージオイル　（小）
ヤシ油、ゴマ油、ブドウ種子油、アー
モンド油、コムギ胚芽油、ヒマワリ種
子油、オリーブ果実油

エッセンシャルオイルを含まない６種
類の植物性オイル。お肌にやさしく、
さらっとして無臭なのでキャリアオイ
ルとしても最適です。

236ml 22.25 3,456 4,563 5,476 

303305 オーソイーズ　マッサージオイル

ヤシ油、ウィンターグリーン、ブドウ
種子油、ペパーミント、ジュニパー、
ユーカリグロビュラス、レモングラス、
マジョラム、タイム、ユーカリラディアー
タ、ベチバー、コムギ胚芽油、アーモ
ンド油、オリーブ果実油

ウィンターグリーンや ペ パーミント、
ユーカリの清 涼 感 のある香りでリフ
レッシュ。これ 1 本で足、腰、肩など
全身にお使いいただけます。

236ml 35.75 5,535 7,290 8,748 
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製品
番号 製品名 成分 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

303505 C-L マジック　マッサージオイル

ヤシ油、ブドウ種子油、グレープフルー
ツ、サイプレス、シダーウッド、ジュ
ニパー、コムギ胚芽油、クラリセージ、
アーモンド油、オリーブ果実油

５種類のエッセンシャルオイルがブレ
ンドされており、肌にハリを与えるマッ
サージを行う時に最適なボディ用マッ
サージオイルです。

236ml 32.75 5,076 6,696 8,035 

303705 リラクゼーション　
マッサージオイル

ヤシ油、ブドウ種子油、タンジェリン、
ラベンダー、スペアミント、イランイ
ラン、パパーミント、コリアンダー、
ベルガモット、コムギ胚芽油、アーモ
ンド油、オリーブ果実油、ゼラニウム

リラクセーションを促し、身も心も
リフレッシュするような８種類のエッ
センシャルオイルをブレンドしたマッ
サージオイルです。

236ml 35.75 5,535 7,290 8,748 

220173 マッサージオイル用付替ポンプ マッサージオイル用のポンプです。 － 0 324 324 324 

製品
番号 製品名 内容 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

エッセンシャルオイル・コレクション

502305
ヤングリヴィング　レインドロップ
テクニック

オレガノ 5ml、 タイム 5ml、 バジル
5ml、サイプレス 5ml、ウィンターグリー
ン 5ml、マジョラム 5ml、ペパーミン
ト 5ml、ヤングヴァラー 5ml、アロマ
シーズ 5ml、V6 マッサージオイル、オー
ソイーズマッサージオイル、ガイドブッ
ク 1 部

レインドロップテクニックは、何世紀
にもわたりネイティブアメリカンに伝
承されてきたユニークなメソッドに基
づき、ヤング・リヴィングの創設者 ゲ
リー・ヤングによって開発されました。
心と体にリフレッシュをもたらす贅沢
な空間をお楽しみください。

5ml
× 9

236ml
× 24

138.75 21,438 28,215 33,858 

452005 YL ベーシックキット　シングル
ラベンダー 5ml、ペパーミント 5ml、
レモン 5ml、専用ガイドブック 10P

ヤング・リヴィングで人気ベスト３の
シングルオイルと、初めてお使いいた
だく方にも便利なガイドブックが付い
たプレゼントにも最適なキットです。

5ml
× 3

25.75 3,996 5,265 6,318 

452105 YL ベーシックキット　ブレンド

ヤングヴァラー 5ml、ワイエルハーモ
ニー 5ml、ワイエル ジョイ 5ml、YL 
ホワイトアンジェリカ 5ml、専用ガイ
ドブック 12P

ヤング・リヴィングの代表的なブレン
ドオイルが４本と、初めてお使いいた
だく方にも便利なガイドブックが付い
たとても贅沢なキットです。

5ml
× 4

106.00 16,389 21,573 25,888 

25206
ヴァイタリティ　キット

（食品添加物）

オレンジ　ヴァイタリティ、グレープフ
ルーツ　ヴァイタリティ、ペパーミン
ト ヴァイタリティ、ライム　ヴァイタ
リティ、ラベンダー　ヴァイタリティ、
レモン　ヴァイタリティ、ローズマリー
ヴァイタリティ（各 5ml）、ガイドブッ
ク 1 部

フレッシュなまま使い切りやすい 5ml
サイズの食品添加物オイル「ヴァイタ
リティ」7 種類がキットになりました。
白色 の 清 潔 感あるボトルラベ ル が
キッチンを可愛く彩ります。お料理の
香り付けや飲み物の風味付けにエッ
センシャルオイルを数滴加えることで
普段とは普段とは一味も二味も違っ
た仕上がりに。上手に取り入れていつ
ものお食事をアップブレードしてみま
しょう。

5ml
× 7

50.25 7,776 10,233 12,280 

7650 ブレインリフレッシュ　セット　　
ラベンダー 15ml、ローズマリー 15ml、
オレンジ 15ml、レモン 15ml、YL ア
ロマペンダント 316L 1 本

頭がスッキリする香りのローズマリー、
気分を高めてくれるレモン、眠りを誘
う香りのラベンダー、リラクゼーショ
ンをもたらすオレンジの４本と、YL ア
ロマペンダント 316L をセットにしまし
た。

15ml
× 4

56.50 13,257 17,469 20,963 

製品
番号 製品名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

ディフューザー＆アクセサリー

21980 デザートミスト　ディフューザー

アロマディフューザーと加湿器の機能を一体化したとても便利な製品です。モロッ
コのトレリス柄をあしらったスタイリッシュなデザインが、お部屋にエキゾチック
でモダンな雰囲気を添えてくれます。
毎秒 170 万回の振動で、エッセンシャルオイルと水分を数百万の微粒子に分解し
て空気中に拡散させ、ナチュラルな香りを思う存分に楽しむことができます。
高出力モードでは連続 5 ～ 6 時間、低出力モードでは連続 8 時間、断続モード
では 10 時間の動作が可能となる独自設計。さらに、キャンドル風のゆらぎモー
ドを含め、11 種類のライト設定が可能です。

－ 38.25 9,855 12,987 15,584 

23716 YL ランタン　ディフューザー

アロマディフューザーと加湿器の機能を一体化したとても便利な製品です。自宅
をヤング・リヴィングのエッセンシャルオイルの香りで満たします。エレガントで
クラッシックな目を引くランタン型のディフューザーは様々なタイプのお部屋やオ
フィスのインテリアの一部としてもお楽しみいただけます。複数のライティング設
定と長時間の作動設計のため、ナイトスタンドに置いて一晩中ステキな香りを楽
しむこともできます。
高出力モードでは連続 5 ～ 6 時間、低出力モードでは連続 8 時間、断続モード
では 10 時間の動作が可能となる独自設計。さらに、キャンドル風のゆらぎモー
ドを含め、11 種類のライト設定が可能です。

－ 50.75 13,095 17,253 20,704 

490805 YL ラウンド　ディフューザー

熱をいっさい使わず、空気の振動によってエッセンシャルオイルを微粒子状態にし
て拡散させる、拡散力の強いディフューザーです。スイッチを入れると、２分間稼
働と１分間停止繰り返すので、エッセンシャルオイルを効率的にディフューズする
ことができます。ほのかに灯る７色の LED ランプがやすらぎを感じさせます。
30 分、60 分、90 分、120 分の４段階で自動的に切れるタイマー付き。

－ 24.00 9,342 12,312 14,774 

387005 ラウンドグラス・ネブライザー YL ラウンドディフューザーのグラス部分。グラストップ付き。 － 0 2,592 3,429 4,115 
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製品
番号 製品名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

23234 ジェントルミスト　ディフューザー

お肌やまわりの空間を新鮮で爽快に保つお手伝いをします。持ちやすい形で、手
のひらに収まる小さなサイズです。コードレスなので、ご自宅やジムで、または旅
行中でも楽しめます。ボタンを押すだけでエッセンシャルオイルを含んだミストを
30 秒間拡散します。

－ 20.00 6,156 8,100 9,720 

21769 脳波スキャナーヘッドセット 脳波測定ができるヘッドセット。アップルストアより「アロマルーティン」アプリを
インストールして一緒にお使いください。NeuroSky 社製 0 12,960 17,064 20,477 

21864 アロマポーチ M（黒）
15ml や 5ml のオイル、リップバーム等にも対応した万能ポーチ。ポーチ内部は綿
100％の柔らか素材で伸縮自在。汚れても気軽に丸洗いできる便利な収納製品で
す。

0 1,944 2,565 3,078 

7646 YL アロマペンダント 316L　
どんなエッセンシャルオイルを使用しても腐食したり錆つく心配がない、高級ステ
ンレス（SUS 316L）製のアロマ専用ネックレスです。医療用ステンレスのを使用。
金属に弱い方でもアレルギーを起こしにくい製品です。

0 5,022 6,615 7,938 

481305 オイル木箱　12 本用 ヤング・リヴィングのエッセンシャルオイルなら５ml から 15ml ボトルまで 12 本分
きれいに収納できる木製のエッセンシャルオイル専用ボックスです。 0 5,535 7,290 8,748 

319405 2ml 遮光瓶（25 個入り）
専用シール付 エッセンシャルオイルを小分けするのに便利な空の２ml 遮光瓶です。 25 個入り。 2ml

× 25 0 1,512 1,998 2,398 

457805
アロマグライド

（ロールオン・アタッチメント10 個
入り）

お好みのヤング・リヴィングのエッセンシャルオイルをロールオンに変えられるア
タッチメントと専用キャップが 10 個ずつ入ったパックです。 10 個 0 1,566 2,079 2,495 

393905 オイル　ボトル　ラベル　
（キャップ用シール） エッセンシャルオイル・ボトルのキャップ用ラベルシール。 1 セット 0 432 594 713 

製品
番号 製品名 成分および原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

シーブス

303905 ヤングシーブス　アロマブライト

水 [ 基剤 ]、炭酸 Ca[ 研磨剤 ]、ヤシ
油 [ 湿潤剤 ]、炭酸水素 Na[ 研磨剤 ]、
グリセリン [ 湿潤剤 ]、キシリトール
[ 甘味料 ]、キサンタンガム [ 粘結剤 ]、
セイヨウハッカ油（ペパーミント）・ミ
ドリハッカ葉エキス [ 清涼剤 ]、ステ
ビア茎エキス [ 甘味料 ]、レシチン [ 分
散剤 ]、チョウジつぼみ油（クローブ）・
オコテアキキソス葉油（オコテア）・セ
イロンニッケイ樹皮油（シナモンバー
ク）・レモン果皮油・ユーカリプツス
ラジアタ葉油（ユーカリラディアータ）・
ローズマリー葉油 [ 香味剤 ]

ヤングシーブス、ペパーミント、スペ
アミント、オコテアのエッセンシャル
オイルを配合したナチュラルな高級ハ
ミガキです。

113.4g 10.50 1,647 2,187 2,624 

373805 ヤングシーブス　
デンタロームプラス

水 [ 基剤 ]、炭酸水素Ｎａ [ 清掃剤 ]、
グリセリン [ 湿潤剤 ]、キサンタンガ
ム [ 粘結剤 ]、セイヨウハッカ油（ペパー
ミント）[ 清涼剤 ]、ソイルミネラルズ
[ 清掃剤 ]、ステビオシド・オイゲノール・
ヒメコウジ葉油（ウィンターグリーン）・
チョウジつぼみ油（クローブ）・レモン
果皮油・セイロンニッケイ樹皮油（シ
ナモンバーク）・ユーカリプツスラジア
タ葉油（ユーカリラディアータ）・ロー
ズマリー油・チモール [ 香味剤 ]

ヤングシーブス、ウィンターグリーン、
ペパーミントのエッセンシャルオイル
を配合したナチュラルな高級ハミガキ
です。

113.4g 6.75 1,053 1,404 1,685 

368305 ヤングシーブス　
フレッシュエッセンスプラス

水 [ 基剤 ]、コロイド性銀 [ 口中浄化
剤 ]、チョウジつぼみ油（クローブ）・
レモン果皮油・セイロンニッケイ樹皮
油（シナモンバーク）・ユーカリプツス
ラジアタ葉油（ユーカリラディアータ）・
ローズマリー葉油・ベチベル根油（ベ
チバー）[ 着香剤 ]、セイヨウハッカ油（ペ
パーミント）・ミドリハッカ葉エキス [ 清
涼剤 ]、レシチン・キラヤ木エキス [ 乳
化剤 ]、ステビア葉エキス [ 甘味剤 ]、
トコフェロール [ 酸化防止剤 ]、クエ
ン酸 [pH 調整剤 ]、ソルビン酸Ｋ [ 保
存剤 ]

ヤングシーブスエッセンシャルオイル
を配合したマウスウォッシュです。 236ml 11.25 1,755 2,322 2,786 

367405 ヤングシーブス　
フォーミングハンドソープ

水、デシルグルコシド、コカミドプロ
ピルヒドロキシスルタイン、変性アル
コール（シナモン含有量）、チョウジ
つぼみ油（クローブ）、セチルヒドロキ
シエチルセルロース、オレンジ果皮油、
レモン果皮油、セイロンニッケイ樹皮
油（シナモンバーク）、ユーカリプツス
ラジアタ葉油（ユーカリラディアータ）、
ローズマリー葉油、イチョウ葉エキス、
チャ葉エキス、水酸化Ｎａ、酢酸トコ
フェロール（ビタミン E）、パルミチン
酸レチノール（ビタミンＡ）、アロエベ
ラ液汁、[+/-] クエン酸

ふわっとした泡で出てくるヤングシー
ブス入りのハンドソープ。アロエやイ
チョウ葉エキスがしっとりと潤いを与
えます。

236.5ml 13.25 2,052 2,700 3,240 
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製品
番号 製品名 成分および原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

367905 ヤングシーブス　ソープ

パーム 脂肪酸 Na、ヤシ脂肪酸 Na、
水、グリセリン、オリーブ果実油、チョ
ウジつぼみ油（クローブ）、クエン酸
Na、レモン果皮油、セイロンニッケイ
樹皮油（シナモンバーク）、ユーカリプ
ツスラジアタ葉油（ユーカリラディアー
タ）、ローズマリー葉油、ホホバ種子油、
クコ種子油、カラスムギフスマ、アロ
エベラ葉エキス、ローズマリー葉エキ
ス

ヤングシーブスエッセンシャルオイル
を配合したクリーンで清潔感あふれる
ソープです。

100g 10.50 1,647 2,187 2,624 

362105 ヤングシーブス 
ハンドクリア ジェル

変性アルコール、水、アロエベラ葉、
グリセリン、ヒドロキシプロピルセル
ロース、セイヨウハッカ油（ペパーミ
ント）、チョウジつぼみ油（クローブ）、
レモン果皮油、ユーカリプツスラジア
タ葉油、ローズマリー葉油、 セイロン
ニッケイ樹皮油（シナモンバーク）

水を必要としないナチュラルなハン
ド クリア ジェルです。ヤングシーブス
エッセンシャルオイル配合。

29.35g 5.00 783 1,053 1,264 

362205 ヤングシーブス 
ハンドクリア ジェル 3 個セット

変性アルコール、水、アロエベラ葉、
グリセリン、ヒドロキシプロピルセル
ロース、セイヨウハッカ油（ペパーミ
ント）、チョウジつぼみ油（クローブ）、
レモン果皮油、ユーカリプツスラジア
タ葉油、ローズマリー葉油、 セイロン
ニッケイ樹皮油（シナモンバーク）

水を必要としないナチュラルなハン
ド クリア ジェルです。ヤングシーブス
エッセンシャルオイル配合。

29.35g
× 3 14.00 2,187 2,889 3,467 

326505 ヤングシーブス スプレー

変性エタノール（穀物由来・シナモン
油含有）、水、 トリ（カプリル酸／カプ
リン酸）グリセリル（ヤシ油由来）、チョ
ウジつぼみ油（クローブ）、レモン果
皮油、セイロンニッケイ樹皮油（シナ
モンバーク）、ユーカリプツスラジアタ
葉油（ユーカリラディアータ）、ローズ
マリー葉油、レシチン、キラヤ樹皮エ
キス

ヤングシーブスエッセンシャルオイル
を配合した携帯に便利なハンディタイ
プの除菌スプレーです。

29.5ml 9.25 1,431 1,890 2,268 

374305 ヤングシーブス 
ハウスホールドクリーナ

非イオン系界面活性剤（6％、アルキ
ルポリグルコシド）、洗浄剤、香料（ヤ
ングシーブス＊、レモンエッセンシャ
ルオイル）、キレート剤
 ＊ヤングシーブスはクローブ、レモン、
シナモンバーク、ユーカリラディアー
タ、ローズマリーをブレンドしたエッ
センシャルオイルです。

ヤングシーブスエッセンシャルオイル
を配合した住居用洗剤。目的に合わ
せて原液～ 100 倍に薄めてご使用く
ださい。

426ml 22.50 3,483 4,590 5,508 

535005 ヤングシーブス　ディッシュソープ
界面活性剤（21.9％、アルキルグルコ
シド、長 鎖 脂肪酸 塩）、pH 調整 剤、
香料

ヤングシーブス、ジェイドレモンとベ
ルガモットのエッセンシャルオイル配
合。ナチュラルで爽やかな柑橘系の香
りがキッチンにあふれ、洗い物が楽し
くなるディッシュソープです。

355ml 14.00 2,187 2,889 3,467 

534905 ヤングシーブス　ランドリーソープ
界面活性剤（29.0％、アルキルグルコ
シド、長鎖脂肪酸塩）、酵素、pH 調
整剤、香料

ヤングシーブス、ジェイドレモン、ベ
ルガモットのエッセンシャルオイル配
合。柑橘系の香りがほのかに香るや
さしい洗いあがりの植物由来の洗浄
成分を使用したナチュラルな洗濯用洗
剤です。

946ml 29.50 4,563 6,021 7,225 

328205 ヤングシーブス　ロージンズ 甘味料（イソマルト、ステビア）、香料、
増粘剤（ペクチン）

ヤングシーブスエッセンシャルオイル
を配合したノンシュガーののど飴で
す。喉を乾燥から守り、レモンのエッ
センシャルオイルが気分をリフレッ
シュさせ、息をさわやかに保ちます。
高温多湿な場所を避けて保存してくだ
さい。

30 個 19.00 2,943 3,888 4,666 
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製品
番号 製品名 成分及び原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

シードリングス

20407 シードリングス　ベビーウォッシュ 
アンド シャンプー

水 , ヒドロキシプロピルスルホン酸ラ
ウリルグルコシドＮａ , グリセリン, デ
シルグルコシド , カプリル酸グリセリ
ル , キサンタンガム , 塩化 Na, レブリ
ン酸 Na, ウンデシレン酸グリセリル , 
ラベンダー油 , トウキンセンカ花エキ
ス , トリ（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリル , コリアンダー種子油 , アイ
ブライトエキス , ベルガモット果皮油 , 
クエン酸 , イランイラン花油 , ニオイテ
ンジクアオイ花油（ゼラニウム油）

赤ちゃんのデリケートなお肌用に作
られたシャンプーです。シードリング
ス ベビーウォッシュ　アンド　シャ
ンプーは、髪とお肌に潤いを与えなが
ら、やさしくマイルドに洗い上げます。
ピュアなエッセンシャルオイルが心地
よくほんのり香ります。ナチュラルな
成分のみを使用し、目を刺激する成
分は含まれていません。泡切れも良く、
ママにとっても使いやすいクレンザー
です。

236ml 18.00 3,456 4,563 5,476 

20442 シードリングス　ベビーローション

水 , トリ（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリル , グリセリン, ステアリン酸
グリセリル , カプリル酸ヤシ油アルキ
ル , セテアリルアルコール , ステアロイ
ルグルタミン酸 Na , カプリル酸グリセ
リル , キサンタンガム , セルロースガ
ム , リンゴエキス , レブリン酸 Na , ラ
ベンダー油 , ウンデシレン酸グリセリ
ル , アニス酸 Na, アストロカリウムム
ルムル種子脂 , マンゴー種子脂 , カカ
オ脂 , サフラワー油 , コリアンダー種
子油 , 塩化 Na, ベルガモット果皮油 , 
トウセンカ花エキス , クエン酸 , ベニ
ノキ種子エキス , イランイラン花油 , ニ
オイテンジクアオイ花油（ゼラニウム）, 
酢酸トコフェロール

デリケートなお肌にもやさしいナチュ
ラルな成分で赤ちゃんのお肌に潤いを
与えます。肌になじみやすく使い心地
も滑らかで、ほんのり香るエッセンシャ
ルオイルがやさしくお肌を包み込みま
す。

113g 14.00 2,727 3,591 4,309 

20375 シードリングス　ベビーオイル

トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリ
セリル , アンズ核油 , サフラワー油 , オ
プンチアフィクスインジカ種子油 , ト
コフェロール , ラベンダー油 , コリアン
ダー種子油 , ベルガモット果皮油 , イ
ランイラン花油 , ニオイテンジクアオ
イ花油（ゼラニウム）

シードリングス　ベビーオイルは赤
ちゃんのお肌を滑らかにし、潤いを与
えます。植物由来の成分だけでできて
おり、エッセンシャルオイルがしっとり
とした健やかなお肌にしあげます。ほ
んのり柔らかな香りが安らぎを与え、
リラックスをもたらします。

75ml 14.50 2,781 3,672 4,406 

20435 シードリングス　ベビーワイプ

水 , アロエベラ葉液汁 , ムクロジ果実
エキス , グリセリン, フェネチルアル
コール , リンゴエキス , トウキンセンカ
花エキス , カプリル酸グリセリル , ラベ
ンダー油 , ハマメリス葉エキス , トリ（カ
プリル酸／カプリン酸）グリセリル , 
コリアンダー種子油 , ベルガモット果
皮油 , イランイラン花油 , ニオイテンジ
クアオイ花油（ゼラニウム）

植物由来の成分で赤ちゃんのお肌に
潤いを与え、清潔に保ちます。オムツ
交換の間もエッセンシャルオイルの香
りが穏やかな気分にさせてくれます。
柔らかな厚手のシートで汚れをやさし
くふき取るママの味方です。外出先で
の口元や手、汗をかいた首もとや背
中にもこれひとつでマルチに活躍しま
す。

72 枚 7.00 1,377 1,836 2,203 

20402 シードリングス　ダイパークリーム

ヤシ油 , 酸化亜鉛 , ミツロウ , ヒマシ
油 , マンゴー種子脂 , ヒマワリ種子油 , 
サフラワー油 , カカオ脂 , クズウコン
根 , アボカド油 , アストロカリウムツク
マ種子脂 , ロジン酸グリセリル , カオ
リン, ラベンダー油 , トコフェロール , 
テリハボク種子油 , ブドウ種子エキス , 
ヒポファエラムノイデス油 , オレイン
酸グリセリル , オリーブ油不けん化物 , 
クロトウヒ葉油 , ヘリクリスムイタリク
ム花油 , トウキンセンカ花エキス , カ
ミツレ花エキス , ラベンダー花エキス , 
セイヨウオオバコ葉エキス , コハコベ
エキス

赤ちゃんのデリケートなおしりまわり
のケアにお使いいただける、植物由
来のナチュラルなクリームです。特に、
就寝時やムレが気になる時にお使いく
ださい。塗った後は自然乾燥させ、清
潔を保ってあげましょう。ラベンダー
の心地よい香りです。

57g 16.75 3,213 4,239 5,087 

20385 シードリングス　リネンスプレー 

水 , カプリル酸グリセリル , （グリセリ
ン, カプリリル／カプリル）グルコシド, 
レブリン酸 Na, ウンデシレン酸グリセ
リル , アニス酸 Na, ラベンダー油 , コ
コイルグルタミン酸 Na, オレイン酸ポ
リグリセリル－５, トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル , コリアンダー
種子油 , クエン酸 , ベルガモット果皮
油 , イランイラン花油 , ニオイテンジク
アオイ花油（ゼラニウム）

リネンスプレーを吹きかけた布で赤
ちゃんを包み込んでください。授乳時
やぐずったとき等、安らぐ香りによっ
てママと赤ちゃんの大切な時間を心
穏やかに過ごせることでしょう。

80ml 10.00 1,944 2,565 3,078 
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製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

アニマルセンツ

516505 アニマルセンツ　オイントメント

ミンク油、レシチン、ミツロウ、ラノ
リン、ゴマ油、パルマローザ油、コム
ギ胚芽油、ニンジン種子油、ゼラニウ
ム油、パチョリ油、コリアンダー油、
バルサムファー油、ミルラ油、ティー
トゥリー油、ベルガモット油、ローズ
ヒップ種子油、イランイラン油

ペットケアに特に適した 10 種類の高
品質なエッセンシャルオイルがブレン
ドされているペット用クリームです。
ペットが皮膚や肉球にダメージを受け
てしまった時や、切り傷、擦り傷が出
来た時にも使える、刺激の少ないや
さしい製品です。

180g 11.00 3,483 4,590 5,508 

516705 アニマルセンツ　シャンプー

水、デシルグルコシド、ココベタイン、
ラウリルグルコシド、ヤシ油アルキル
グルコシド、オレイン酸グリセリル、
クエン酸、グリセリン、レブリン酸、
p-アニス酸、キサンタンガム、イヌリン、
フィチン酸 Na、コウスイガヤ油（シト
ロネラ）、ラバンデュラハイブリダ油（ラ
バンジン）、レモン果皮油、ニオイテ
ンジクアオイ花油（ゼラニウム）、クロ
トウヒ葉油（ブラックスプルース）ベ
チベル根油（ベチバー）

ナチュラルな植物由来の成分と６種類
の高品質なエッセンシャルオイルで出
来たペット用シャンプーです。

236ml 8.00 2,511 3,321 3,985 

製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

ヘルシー＆フィットネス製品

304005 ニンシアレッド

クコピューレ、ミックス濃縮果汁（ブ
ルーベリー濃縮果汁・プラム濃縮果汁・
チェリー濃縮果汁・アロニア濃縮果汁・
ざくろ濃縮果汁）、グレープシードエキ
ス、香料、酒石酸、リンゴ酸、保存
料 （安息香酸 Na）、増粘剤（ペクチン）、 
甘味料（ステ ビア）

クコの実を丸ごと使ったピューレと
エッセンシャルオイルが配合された
ジュース、ニンシアレッドを、密封性
が高くて光を拡散させるフロストガラ
ス製ボトルに詰めました。冷蔵庫で
保存しやすく、持ちやすいスリムなボ
トル入りのニンシアレッドです。

750ml 40.00 6,183 8,154 9,785 

352505 ニンシアレッドサンプルパック

クコピューレ、ミックス濃縮果汁（ブ
ルーベリー濃縮果汁・プラム濃縮果汁・
チェリー濃縮果汁・アロニア濃縮果汁・
ざくろ濃縮果汁）、グレープシードエキ
ス、香料、酒石酸、リンゴ酸、保存
料 （安息香酸 Na）、増粘剤（ペクチン）、 
甘味料（ステ ビア）

携帯に便 利な２オンス（60ml）入り
パック。いつでもどこでもおいしくて
健康に良いエッセンシャルオイル入り
のジュース、ニンシアレッドを召し上
がることができます。お友達へのご紹
介にもお使いください。

60mlx30 87.00 13,446 17,712 21,254 

457205 スリークティー 

ウーロン茶（台湾）、イヌリン、シナモ
ン、カカオパウダー、ボスウェリアセ
ラータエキス、ナツメグパウダー、香
料、甘味料（ステビア）

体重管理プログラムをサポートする、
ホットでもアイスでもおいしいティー
バッグ入りブレンドティーです。品質の
高さで世界的に有名な台湾の高山で
手摘みされている翠玉茶（烏龍茶）を
ベースに、風味の良いカカオとシナモ
ン、深いコクを与えるナツメグとフラ
ンキンセンス、ピュアなバニラエッセ
ンシャルオイルをブレンドしました。

62g
（25 包） 20.25 3,132 4,131 4,957 

462905 ヤングスリークエッセンス

グレープフルーツ精油、タンジェリン
精油、スペアミント精油、レモン精油、
シナモンバーク精油、甘味料（ステビ
ア）

体重管理プログラムをサポートするお
いしくてナチュラルなブレンドエッセン
シャルオイルです。グレープフルーツ、
タンジェリン、レモン、スペアミント、
シナモンバークに植物由来甘味料の
ステビアを加えました。

15ml 26.75 4,158 5,481 6,577 

502405 スリークバー

アーモンド、ハチミツ、チコリ根繊維、
ナツメヤシ、ココナッツ、ピスタチオ、
カカオニブ、ゴールデンベリー、アメ
リカンチェリー、クコ、キヌア、フラッ
クスシード、海塩、香料

ビタミンやミネラル、繊維質が豊富な
ナッツやドライフルーツが入った美味
しくてヘルシーなスナックバーです。（１
本あたり145 キロカロリー）クコやゴー
ルデンベリー、キヌア、フラックスシー
ド、カカオニブなどのナチュラルで健
康に良い成分とバニラ、オレンジ、シ
ナモンバークのエッセンシャルオイル
を配合

35g ×
6 本 9.25 2,835 3,753 4,504 

24341 アインコーン　フレークシリアル
アインコーン全粒粉、ココナッツシュ
ガー、からす麦ふすま、食塩、トコフェ
ロール

家族全員で楽しめるヘルシーな朝食
にぴったりのシリアルです。アインコー
ン（ヒトツブコムギ）とオート麦（から
す麦）は通常の小麦よりもたんぱく質
が多い上、必須脂肪酸、ビタミン B、
リン、カリウム、βカロテン、ルテイ
ン等の 成分が多く含まれています。ベ
リー等の新鮮な果物を加えて自分好
みのアレンジをぜひお楽しみください

369 ｇ 2.75 864 1,161 1,393 

329505 インナー　D-フェン

ココナッツ油、ゼラチン、香料、ミツ
ロウ、レシチン（大豆由来）
◆香料として、クローブ、オレガノ、
タイム、レモングラス、レモン、ユー
カリラディアータ、ローズマリー、シ
ナモンの精油を使用しています。

大人気のヤングシーブスのブレンド成
分に、オレガノ、タイムとレモングラ
スのエッセンシャルオイルを加えてカ
プセルに封じ込め、飲みやすくしたサ
プリメントです。

60
カプセル 33.50 5,184 6,831 8,197 
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製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

309705 オメガジャイズスリ

魚油、クローブ油、トコトリエノール、
還元型コエンザイム Q10、ジャーマン
カモミール油、スペアミント油、ビタ
ミン D（コレカルシフェロール）、パー
ム油カロテン、ゼラチン、微粒二酸化
ケイ素

総合的な健康をサポートすると言われ
ているオメガ 3 脂肪酸、ビタミン D-
３とコエンザイム Q10（ユビキノン）
の入った知力・気力をサポートするサ
プリメントです。DHA の豊富な魚油由
来成分であるオメガ３と、ヤング・リ
ヴィング独自の高品質なブレンドエッ
センシャルオイル（クローブ、ジャーマ
ンカモミール、スペアミント）を組合
せました。

120
カプセル 60.50 9,369 12,339 14,807 

329305 ダイジェスト クレンズ

香料（ペパーミント精油、キャラウェ
イ精油、レモン精油、ショウガ精油、
フェンネル精油、アニス精油）、グリ
セリン脂肪酸エステル、グリセリン、
セラック、ゼイン、ゼラチン、ココナッ
ツ油

ペパーミント、キャラウェイ、レモン、
ジンジャー、フェンネルのエッセンシャ
ルオイルを、特殊なカプセルに封じ込
めて胃液で溶けにくくし、腸まで運び、
腸の中でエッセンシャルオイルを解き
放つ様に工夫されたサプリメントで
す。

30
カプセル 30.50 4,725 6,237 7,484 

322105 ブルーアガーベ アガーべ

龍舌蘭の一種で生命と豊富の木とし
て西洋南部で何百年も前から愛用さ
れているナチュラルな甘味料のアガー
ベは、様々なレシピや毎日の食生活
に砂糖の代用としてご使用いただけ
ます。アガーベは砂糖に増して甘い甘
味料ですが、グリセミック指数（GI 値）
は約 25 と砂 糖の 68 ～ 85 に比べて
はるかに低いため、安心して甘みをお
楽しみいただけます。

220ml 12.00 1,863 2,457 2,948 

製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

パーソナルケア製品

536105 アート ジェントルクレンザー

水、ココイルグルタミン酸２Ｎａ、ヤ
シ油アルキルグルコシド、デシルグル
コシド、グリセリン、カプリン酸ポリ
グリセリル－４、ココイルトレオニン
Ｎａ、ココイルグルタミン酸Ｎａ、オ
レイン酸グリセリル、ハニーサックル
花エキス、スイカズラ花エキス、ニュ
ウコウジュ油（フランキンセンス）、サ
ンタルムパニクラツム木油（ハワイア
ンサンダルウッド）、フィチン酸Ｎａ、
オーキスマスクラ花エキス、メリッサ
葉油、レモン果皮油、ラベンダー油

お肌に優しいエッセンシャルオイル配
合の洗顔料で、やさしく汚れを取り除
きながら潤いを与えます。

100ml 33.75 5,238 6,912 8,294 

536005 アート リフレッシングトナー

水、エタノール、ヘプチルグルコシド、
ハマメリス水、グリセリン、ベタイン、
アロエベラ葉汁、セイヨウハッカ油（ペ
パーミント）、サンタルムパニクラツム
木油（ハワイアンサンダルウッド）、ニュ
ウコウジュ油（フランキンセンス）、コ
チョウラン花エキス、、ラベンダー油、
レモン果皮油、メリッサ葉油、チャ葉
エキス

お肌をリフレッシュさせるエッセン
シャルオイル配合の化粧水です。お肌
に潤いを与えながらお肌に残った汚れ
を落とし、毛穴を引き締め、清潔に
保ちます。

118ml 24.75 3,834 5,049 6,059 

536205 アート ライトモイスチュアライザー

水、グリセリン、カプリル酸ヤシ油ア
ルキル、ヤシアルカン、ジステアリン
酸ポリグリセリル－６、セテアリルア
ルコール、結晶セルロース、オリーブ
果実不けん化物、テオブロマグランジ
フロルム種子脂、ベンジルアルコール

（ナチュラル）、ホホバエステル、スク
ワラン、レブリン酸Ｎａ、（カプリル酸
／カプリン酸）ヤシアルキル、セルロー
スガム、セタノール、ポリグリセリル
－３ミツロウ、サンタルムパニクツム
木油（ハワイアンサンダルウッド）、キ
サンタンガム、アニス酸Ｎａ、ホソバ
センナ種子多糖体、グリチルリチン酸
２Ｋ、オプンチアフィクスインジカ葉
細胞エキス、ニュウコウジュ油（フラ
ンキンセンス）、オオマツユキソウ球
根エキス、フィチン酸Ｎａ、アステリ
スクスグラベオレンス花／果実／葉／
茎エキス、オーキスマスクラ花エキス、
アロエベラ液汁、トコフェロール、ヒ
マワリ種子油

お肌の水分を保ち、ハリを与えるナ
チュラルな成分が含まれています。オ
プンティア・フィカス・インディカ（サ
ボテンの一種）という成分がお肌をス
ムーズに整え、ハリを与えてくれます。

30ml 60.25 9,315 12,258 14,710 

536305 アートスキンケアシステム

アート ジェントルクレンザー、アー
ト リフレッシングトナー、アート ライ
トモイスチュアライザー各１本ずつの
セット。

100ml
× 1

118ml
× 1

30ml
× 1

113.00 17,469 23,004 27,605 
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製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

516805 アート　ビューティーマスク

水、アロエベラエキス、乳酸桿菌発酵
エキス、ヒアルロン酸、タイツリオウ
ギ根エキス、キサンタンガム、クワ葉
エキス、トレニア全草エキス、コチョ
ウランエキス、ニュウコウジュ樹脂エ
キス、ベニバナ花エキス、カラトウキ
根エキス、スフィンゴ糖脂質、バニラ
果実油、コパイフェラオフィシナリス
樹脂（コパイバ）、ライム果皮油、ア
トラスシーダー樹皮油（シダーウッド）、
オコテアキキソス葉油（オコテア）、ラ
ベンダー油

エキゾチックなオーキッドエキスと
ピュアなエッセンシャルオイル配合の
ビューティーマスクです。

8 枚 89.75 13,878 18,279 21,935 

483305 アート　シアルーメ　
ブライトニングクリーム

水、グリセリン、ヤシアルカン、トリ（カ
プリル / カプリン酸）グリセリル、ス
テアリン酸グリセリル（SE）、セテアリ
ルアルコール、カンゾウ根エキス、オ
オバナカカオノキ種子、ステアロイル
乳酸 Na、ツボクサエキス、センナリ
ホオズキエキス、バチルアルコール、
変性アルコール、（カプリル／カプリン
酸）ヤシアルキル、インドソケイ花エ
キス、PCA - Na、メドウフォーム油、
テルミナリアフェルジナンジアナ果実
エキス、マドンナリリー葉細胞エキス、
クエン酸 Na、ハニーサックル花エキ
ス、クエン酸、ゼニアオイエキス、セ
イヨウハッカエキス、セイヨウサクラ
ソウエキス、ハゴロモグサエキス、ベ
ロニカオフィシナリスエキス、メリッ
サエキス、スイカズラ葉エキス、フィ
チン酸 Na、トコフェロール、ベチベ
ル根油（ベチバー）、カリトリスイント
ロピカ木油（ブルーサイプレス）、アル
テミシアパレンス花油 ( ダヴァナ )、サ
ンタルムパニクラツム木油（ハワイア
ンサンダルウッド）、チョウジつぼみ油

（クローブ）、ソケイ花エキス、ニンジ
ン種子油、ミドリハッカ花 / 葉 / 茎エ
キス、ゼラニウム油、ニュウコウジュ
油 ( フランキンセンス )、メリッサ葉エ
キス、ヨモギギクエキス

高品質なエッセンシャルオイルをヤン
グ・リヴィング独自に配合したブライ
トニングクリームです。

30ml 69.75 10,773 14,175 17,010 

23713 ミラ　ルミナス　
クレンジングオイル

ヒマワリ種子油、ブドウ種子油、トリ
（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル、

ホホバ種子油、ラウリン酸イソアミル、
メドウフォーム油、セスキオレイン酸
ポリグリセリル－２、ククイナッツ油、
ババス核油、カプリン酸ポリグリセリ
ル－２、アルガニアスピノサ核油、コ
メヌカエキス、スイカ種子油、スクレ
ロカリアビレア種子油（マルラ）、ビャ
クダン油（サンダルウッド）、ローズマ
リー葉油、ベルガモット果皮油、イラ
ンイラン花油、ニオイテンジクアオイ
花油（ゼラニウム）、レモン果皮油、ト
コフェロール、コリアンダー種子油、
マンダリンオレンジ果皮油、ジャスミ
ン油、ローマカミツレ花油 ( カモミー
ルローマン )、パルマローザ油、ダマ
スクバラ花油（ローズ）

サンダルウッド、ローズなどのエッセ
ンシャルオイルやホホバやアルガンオ
イルを配合し、お肌に必要な油分を
取り除くことなく、メイクアップや汚
れを取り除きます。

118ml 36.75 5,697 7,506 9,007 

378205 エッセンシャル ビューティー セラム  
ドライ スキン

アトラスシーダー樹皮油（シダーウッ
ド）、トリ（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリル（ヤシ油由来）、アボカド油、
カリトリスイントロピカ木油（ブルーサ
イプレス）、ヤニナバラ種子エキス（ロー
ズヒップ）、ホホバ種子油、ラベンダー
油、モツヤクジュ油（ミルラ）、チョウ
ジつぼみ油（クローブ）、レシチン、ク
コ種子油、トコフェロール（ビタミン
Ｅ）、サンタルムパニクラツム木油（ハ
ワイアンサンダルウッド）

潤い、保湿、保護する成分を含むベー
スに加え、ドライスキンの方にお勧め
のエッセンシャルオイルを配合した美
容液です。

15ml 20.75 3,213 4,239 5,087 

515005 シナミント　リップバーム

ヤシ油、ミツロウ、アーモンド油、ホ
ホバ種子油、クコ種子油、ローズヒッ
プ油、セイヨウハッカ油（ペパーミン
ト）、オレンジ油、スペアミント油、セ
イロンニッケイ樹皮油（シナモンバー
ク）、トコフェロール（ビタミンＥ）

ラベンダー エッセンシャルオイルの他
に、保湿成分としてホホバ油やクコ
種子油、ローズヒップ油を配合したナ
チュラルなリップクリームです。

4.2g 4.25 675 891 1,069 

520305 ラベンダー　リップバーム

ヤシ油、ミツロウ、ホホバ種子油、アー
モンド油、クコ種子油、ノサルビギノ
サ種子油（ローズヒップ）、トコフェロー
ル（ビタミンＥ）、ラベンダー油

ナチュラルな成分の蜜蝋、スイートアー
モンド油やシナモン、ペパーミント、
スペアミントなどのエッセンシャルオイ
ルが配合された、すっきりとした使い
心地のリップクリームです。

4.2g 4.00 621 837 1,004 
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製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

季節限定販売品

370905 ローズオイントメント

ヒマワリ種子ロウ、アストロカリウム
ムルムル種子脂、トリ（カプリル／カ
プリン酸）グリセリル、ヒマワリ種子
油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ヒマ
シ油、ホホバ種子油、スクレロカリア
ビレア種子油、アボカド油、アルガニ
アスピノサ核油、ウルシ果皮ロウ、ク
ダモノトケイソウ種子油、トコフェロー
ル、カニナバラ種子エキス、ザクロ種
子油、グリセリン、ヒポファエラムノ
イデス果実油、パルマローザ油、パチョ
リ油（パチュリー）、コリアンダー種子
油、モツヤクジュ油（ミルラ）、ブドウ
種子エキス、ベルガモット果皮油、ニ
ンジン種子油、ティーツリー葉油、パ
ルミチン酸アスコルビル、イランイラ
ン花油、ニオイテンジクアオイ花油（ゼ
ラニウム）、ダマスクバラ花油（ローズ）

ローズやティートゥリーなどのエッセン
シャルオイルが入った乾燥肌用のフェ
イシャルオイントメントです。

28g 22.50 3,483 4,590 5,508 

514805 サンダルウッドクリーム

水、グリセリン、セテアリルアルコー
ル、ステアリン酸グリセリル、トリ ( カ
プリル酸 / カプリン酸 ) グリセリル、
オリーブ油、ステアリン酸、オオムギ
エキス、ステアロイル乳酸 Na、シア
脂、ビャクダンエキス、キハダ樹皮エ
キス、レブリン酸、ソルビン酸、コリ
アンダー種子油、サンタルムパニクラ
ツム木油（ハワイアンサンダルウッド）、
加水分解コムギタンパク、加水分解コ
ムギデンプン、ラベンダー油、p- アニ
ス酸、アラントイン、キサンタンガム、
アスコルビン酸、PCA-Na、ベルガモッ
ト果実油、モツヤクジュ油（ミルラ）、
酵母エキス、カニナバラ果実油 （ロー
ズヒップ）、クコ種子油、イチョウ葉
エキス、ブドウ種子油、ローズマリー
油、フィチン酸 Na、酢酸トコフェロー
ル、パルミチン酸レチノール、イラン
イラン花油、アロエベラ液汁、ゼラニ
ウム油、トウキンセンカ花エキス、ロー
マカミツレ花エキス、オオウキモエキ
ス、オレンジ花エキス、カニナバラ花
エキス、セイヨウオトギリソウ花エキ
ス 、ヒアルロン酸Ｎ a、[+/-] 水酸化
Na、クエン酸

サンダルウッド、ミルラなどのエッセ
ンシャルオイルとシアバターなどの植
物成分配合のオールスキンタイプの
フェイシャルクリームです。

113g 61.25 9,477 12,474 14,969 

製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

サヴィー　ミネラルズ

22537 サヴィー ミネラルズ　
ファンデーション　クール No.1

マイカ、窒化ホウ素、ラウロイルリシン、
アメリカヤマナラシ樹皮エキス、カオ
リン、シリカ、酸化チタン、マンガン
バイオレット、酸化鉄

サヴィー ミネラルズ ファンデーション
で完璧なお肌を手に入れましょう。一
日中つけていられるほどの軽いつけ
心地のテクスチャーで、肌にのせて十
分になじませることで、肌に溶け込む
ような自然な輝きのある仕上がりに。
肌色に合わせて自分好みの色をブレン
ドすることもできます。

5g 44.00 6,804 8,964 10,757 

22538 サヴィー ミネラルズ　
ファンデーション　クール No.2

マイカ、窒化ホウ素、ラウロイルリシン、
アメリカヤマナラシ樹皮エキス、カオ
リン、シリカ、酸化チタン、マンガン
バイオレット、酸化鉄

サヴィー ミネラルズ ファンデーション
で完璧なお肌を手に入れましょう。一
日中つけていられるほどの軽いつけ
心地のテクスチャーで、肌にのせて十
分になじませることで、肌に溶け込む
ような自然な輝きのある仕上がりに。
肌色に合わせて自分好みの色をブレン
ドすることもできます。

5g 44.00 6,804 8,964 10,757 

22539 サヴィー ミネラルズ　
ファンデーション　クール No.3

マイカ、窒化ホウ素、ラウロイルリシン、
アメリカヤマナラシ樹皮エキス、カオ
リン、シリカ、酸化チタン、マンガン
バイオレット、酸化鉄

サヴィー ミネラルズ ファンデーション
で完璧なお肌を手に入れましょう。一
日中つけていられるほどの軽いつけ
心地のテクスチャーで、肌にのせて十
分になじませることで、肌に溶け込む
ような自然な輝きのある仕上がりに。
肌色に合わせて自分好みの色をブレン
ドすることもできます。

5g 44.00 6,804 8,964 10,757 

22540 サヴィー ミネラルズ　
ファンデーション　ワーム No.1

マイカ、窒化ホウ素、ラウロイルリシン、
アメリカヤマナラシ樹皮エキス、カオ
リン、シリカ、酸化チタン、マンガン
バイオレット、酸化鉄

サヴィー ミネラルズ ファンデーション
で完璧なお肌を手に入れましょう。一
日中つけていられるほどの軽いつけ
心地のテクスチャーで、肌にのせて十
分になじませることで、肌に溶け込む
ような自然な輝きのある仕上がりに。
肌色に合わせて自分好みの色をブレン
ドすることもできます。

5g 44.00 6,804 8,964 10,757 
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製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

22541 サヴィー ミネラルズ　
ファンデーション　ワーム No.2

マイカ、窒化ホウ素、ラウロイルリシン、
アメリカヤマナラシ樹皮エキス、カオ
リン、シリカ、酸化チタン、マンガン
バイオレット、酸化鉄

サヴィー ミネラルズ ファンデーション
で完璧なお肌を手に入れましょう。一
日中つけていられるほどの軽いつけ
心地のテクスチャーで、肌にのせて十
分になじませることで、肌に溶け込む
ような自然な輝きのある仕上がりに。
肌色に合わせて自分好みの色をブレン
ドすることもできます。

5g 44.00 6,804 8,964 10,757 

22542 サヴィー ミネラルズ　
ファンデーション　ワーム No.3

マイカ、窒化ホウ素、ラウロイルリシン、
アメリカヤマナラシ樹皮エキス、カオ
リン、シリカ、酸化チタン、マンガン
バイオレット、酸化鉄

サヴィー ミネラルズ ファンデーション
で完璧なお肌を手に入れましょう。一
日中つけていられるほどの軽いつけ
心地のテクスチャーで、肌にのせて十
分になじませることで、肌に溶け込む
ような自然な輝きのある仕上がりに。
肌色に合わせて自分好みの色をブレン
ドすることもできます。

5g 44.00 6,804 8,964 10,757 

22525 サヴィー ミネラルズ　
ブラッシュ　スマッシング

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、カオリン、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ、マンガンバイオレット

あなたの頬に自然な輝きをプラス。ナ
チュラルメイクからドラマティックメイ
クまでマルチに演出してくれます。頬
からこめかみになじませることで、顔
全体を明るい印象へと導きます。

1.8g 27.75 4,293 5,670 6,804 

22526
サヴィー ミネラルズ　
ブラッシュ　アイ ドゥ ビリーブ 
ユア ブラッシン

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、カオリン、酸化、チタン、酸化鉄、
グンジョウ、マンガンバイオレット

あなたの頬に自然な輝きをプラス。ナ
チュラルメイクからドラマティックメイ
クまでマルチに演出してくれます。頬
からこめかみになじませることで、顔
全体を明るい印象へと導きます。

1.8g 27.75 4,293 5,670 6,804 

22528 サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　ディフューズド

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22529 サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　デターミンド

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22530 サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　クラッシン　

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22531
サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　ベスト ケプト シーク
レット

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22532 サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　ワンダーラスト

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22534 サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　アンスクリプテッド

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22535 サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　スポイルド

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22536 サヴィー ミネラルズ　
アイシャドウ　レシデュアル

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化スズ、酸化チタン、酸化鉄、
グンジョウ

選ぶのが楽しくなるバラエティーに富
んだ色味と、リッチで鮮やかな発色。
思い通りのアイメイクが簡単につくれ
ます。まぶたにのせるこで、潤いのあ
る鮮やかな目元が一日中続きます。

0.8g 15.25 2,376 3,132 3,758 

22527 サヴィー ミネラルズ　
アイライナー　ジェット セッター 

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、カオリン、酸化鉄、酸化チタン

他のアイカラーにもなじみやすいパウ
ダーで、スモーキーで絶妙なグラデー
ションの目元も、くっきりインパクト
のある目元も演出してくれます。鮮や
かな発色をお楽しみください。

1g 15.75 2,457 3,240 3,888 

22554 サヴィー ミネラルズ　マルチタス
カー　ダーク

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、酸化鉄、酸化チタン

これ一つでアイシャドウ、アイブロー、
アイライナーとして輝く目元の演出に
大活躍します。

1.5g 20.75 3,213 4,239 5,087 

22545 サヴィー ミネラルズ　
リップスティック　オン ア ウィム

ヒマシ油、アーモンド油、キャンデリ
ラロウ、ミツロウ、トコフェロール、
酸化チタン、酸化鉄、マンガンバイオ
レット、マイカ、酸化スズ

合成着色料不使用。つけ心地も軽く、
重ねづけしやすいポップな色調で毎日
快適にお使いいただけます。艶やか
な発色を楽しむと同時に唇に潤いを
あたえます。

4.8g 22.75 3,537 4,671 5,605 
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22546 サヴィー ミネラルズ　
リップスティック　デイドリーム

ヒマシ油、アーモンド油、キャンデリ
ラロウ、ミツロウ、トコフェロール、
酸化チタン、酸化鉄、マンガンバイオ
レット、マイカ、酸化スズ

合成着色料不使用。つけ心地も軽く、
重ねづけしやすいポップな色調で毎日
快適にお使いいただけます。艶やか
な発色を楽しむと同時に唇に潤いを
あたえます。

4.8g 22.75 3,537 4,671 5,605 

22548 サヴィー ミネラルズ　
リップスティック　ウィッシュ

ヒマシ油、アーモンド油、キャンデリ
ラロウ、ミツロウ、トコフェロール、
酸化チタン、酸化鉄、マンガンバイオ
レット、マイカ、酸化スズ

合成着色料不使用。つけ心地も軽く、
重ねづけしやすいポップな色調で毎日
快適にお使いいただけます。艶やか
な発色を楽しむと同時に唇に潤いを
あたえます。

4.8g 22.75 3,537 4,671 5,605 

22549
サヴィー ミネラルズ　
リップスティック　アップタウン 
ガール

ヒマシ油、アーモンド油、キャンデリ
ラロウ、ミツロウ、トコフェロール、
酸化チタン、酸化鉄、マンガンバイオ
レット、マイカ、酸化スズ

合成着色料不使用。つけ心地も軽く、
重ねづけしやすいポップな色調で毎日
快適にお使いいただけます。艶やか
な発色を楽しむと同時に唇に潤いを
あたえます。

4.8g 22.75 3,537 4,671 5,605 

22543 サヴィー ミネラルズ　
リップグロス　エンブレイス

ヒマシ油、（オレイン酸／リノール酸／
リノレン酸）ポリグリセリズ、ミツロ
ウ、ポリヒドロキシステアリン酸、オ
リーブ果実油、シリカ、ヒマワリ種子
油、セイヨウハッカ油（ペパーミント）、
ホホバエステル、 酢酸トコフェロール、
トコフェロール、マイカ、酸化チタン、
酸化鉄、マンガンバイオレット

合成着色料不使用。適量を唇全体に
ぬることにより、潤んだ艶と弾むよう
な輝きをあたえます。自然由来の重ね
づけしやすい色合いで、シアー感のあ
るうすづきの仕上がりからミディアム
カバーまで、お好みの色味を調整で
きます。

6g 27.50 4,266 5,616 6,739 

22544 サヴィー ミネラルズ　
リップグロス　アバンダント　

ヒマシ油、（オレイン酸／リノール酸／
リノレン酸）ポリグリセリズ、ミツロ
ウ、ポリヒドロキシステアリン酸、オ
リーブ果実油、シリカ、ヒマワリ種子
油、セイヨウハッカ油（ペパーミント）、
ホホバエステル、 酢酸トコフェロール、
トコフェロール、マイカ、酸化チタン、
酸化鉄、マンガンバイオレット

合成着色料不使用。適量を唇全体に
ぬることにより、潤んだ艶と弾むよう
な輝きをあたえます。自然由来の重ね
づけしやすい色合いで、シアー感のあ
るうすづきの仕上がりからミディアム
カバーまで、お好みの色味を調整で
きます。

6g 27.50 4,266 5,616 6,739 

22555 サヴィー ミネラルズ　
ヴェール 　ダイヤモンド ダスト

マイカ、アメリカヤマナラシ樹皮エキ
ス、カオリン、酸化チタン、酸化鉄

顔全体のトーンを整えて長時間自然な
仕上がりをお楽しみいただけます。肌
をなめらかに整えてくれるルーセント
パウダーでナチュラルメイクとして単体
でもお使いいただけ、さらに、ファン
デーション後に重ねづけすることでよ
り輝くような透明感のある美しい肌を
キープしてくれる強い味方です。

5g 45.00 6,966 9,180 11,016 

21257 サヴィー ミネラルズ　ブラシセット

サヴィー ミネラルズ製品（ヴェール、
ファンデーション、ブラッシュ、アイシャ
ドウ、ブレンディング）専用ブラシ 5 本、
ポーチ

サヴィー シリーズ（ヴェール、ファン
デーション、ブラッシュ、アイシャド
ウ製品）をお使いいただくのに最適
な 5 本の高品質ブラシセット。さらに、
スタイリッシュで持ち運びにも便利な
ポーチ付き。

1 セット 85.00 13,149 17,307 20,768 

製品
番号 製品名 原材料名 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

パーソナルケア製品（続き）

458105 YL プロジェッセンス　フィトプラス

コパイフェラレチクラータ油（コパイ
バ）、ニュウコウジュ油（セイクレッド
フランキンセンス）、アトラスシダー樹
皮油（シダーウッド）、トリ（カプリル
酸 / カプリン酸）グリセリル（ヤシ油
由来）、ベルガモット果皮油 [ フロク
マリンフリー ]、セイヨウハッカ油（ペ
パーミント）、トコフェロール（ビタミ
ンＥ）、セイヨウニンジンボク葉 / 果
実油、ディオスコレアビロサ根エキス

（ワイルドヤム）、チョウジつぼみ油（ク
ローブ）

植物の恩恵で女性をサポートする女性
向け美容液です。 15ml 38.50 5,967 7,857 9,428 

483505 シュートラン

ブルースプルース油、イランイラン花
油、オコテアキキソス葉油（オコテア）、
ヒノキ油、アルテミシアパレンス花油

（ダヴァナ）、アトラスシーダー樹皮油
（シダーウッド）、ラベンダー油、コリ

アンダー種子油、レモン果皮油、クロ
トウヒ葉油（ブラックスプルース）

ゲリー・ヤングとドクター・パーサー
が男らしさを追求して共同開発した男
性向け香水です。

15ml 77.25 11,934 15,714 18,857 

520205 ラベンダー　
バスアンドシャワージェル

水、塩化Ｎａ、ココイルメチルタウリ
ンＮａ、ラウロアンホ酢酸Ｎａ、ラウ
ラミドプロピルベタイン、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロース、ラベン
ダー油、グリセリン、レブリン酸Ｎａ、
ミリスタミドプロピルベタイン、クエ
ン酸、ソルビン酸 K、アストロカリウ
ムムルムル脂脂肪酸Ｎａ、アニス酸Ｎ
ａ、レモン果皮油、フィチン酸 Na、ロー
ズマリー葉エキス、アルテミシアパレ
ンス花油、モツヤクジュ油（ミルラ）、
レウコノストック／ダイコン根発酵液、
ＥＤＴＡ－２Ｎａ、エタノール、炭酸Ｍ
ｇ

ナチュラルな成分から作られた豊かな
泡立ちのバスジェルです。 236ml 19.00 2,943 3,888 4,666 
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520105 ラベンダー　ハンドアンドボディ
ローション

水、セテアリルアルコール、グリセリン、
オオムギエキス、ステアリン酸グリセ
リル、ラベンダー油、ビャクダンエキス、
キハダ樹皮エキス、ミツロウ、ステア
ロイルラクチレート Na、レブリン酸、
キサンタンガム、ｐ－アニス酸、ソル
ビン酸、加水分解シルク、アストロカ
リウムムルムル脂、クコ種子油、オリー
ブ油不けん化物、トコフェロール（ビ
タミンＥ）、フィチン酸Ｎａ、レモン果
皮油、ラミナリアディギタータエキス、
モツヤクジュ油（ミルラ）、アルテミシ
アパレンス油（ダヴァナ）、海水、クコ
果実エキス 、クロレラエキス、ローズ
マリーエキス、アロエベラ葉エキス

ナチュラルな成分から作られたリッチ
なうるおいのボディ用乳液です。ラベ
ンダー、レモン、ミルラ、ダヴァナの
エッセンシャルオイルの他に、保湿成
分としてクコ種子油などを配合し、しっ
とり柔らかなお肌に整えます。

226g 21.25 3,294 4,347 5,216 

367705 ペパーミントシダーウッド　ソープ

パーム脂肪酸 Na、パーム核 脂肪酸
Na、水、グリセリン、セイヨウハッカ
油（ペパーミント）、オリーブ果実油、
グルコン酸 Na、アトラスシーダー樹
皮油（シダーウッド）、ホホバ種子油、
クコ種子油、カラスムギフスマ、アロ
エベラ葉エキス、ローズマリー葉エキ
ス

ペパーミントの爽やかな香りがお肌と
心をすっきり包み込みます。 100g 10.50 1,647 2,187 2,624 

368005 ヤングヴァラー　ソープ

パーム脂肪酸Ｎａ、パーム核脂肪酸Ｎ
ａ、水、グリセリン、オリーブ果実油、
トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリ
セリル、グルコン酸 Na、イランイラ
ン花油、コリアンダー種子油、ホホ
バ種子油、クコ種子油、ベルガモッ
ト果皮油、クロトウヒ葉油（ブラック
スプルース）、カミツレ花油（ジャーマ
ンカモミール）、カラスムギフスマ、ア
メリカハリモミ枝 / 葉 / 木油（アイダ
ホブルースプルース）、ニュウコウジュ
油（フランキンセンス）、ベチベル根油

（ベチバー）、ラブダナム油（シスタス）、
カシア葉油（カッシア）、アルテミシア
パレンス花油（ダヴァナ）、アロエベラ
葉エキス、ローズマリー葉油、ニオイ
テンジクアオイ花油（ゼラニウム）

ヤングヴァラーブレンドの気品のある
香りが優しく広がります。お肌を滑ら
かにし心身のバランスを整えるバー
ソープ。

100g 12.50 1,944 2,565 3,078 

367905 ヤングシーブス　ソープ

パーム脂肪酸 Na、パーム核 脂肪酸
Na、水、グリセリン、オリーブ果実油、
チョウジつぼみ油（クローブ）、グルコ
ン酸 Na、レモン果皮油、セイロンニッ
ケイ樹皮油（シナモンバーク）、ユーカ
リプツスラジアタ葉油（ユーカリラディ
アータ）、ローズマリー葉油、ホホバ
種子油、クコ種子油、カラスムギフス
マ、アロエベラ葉エキス、ローズマリー
葉エキス

ヤングシーブスが入ったクリーンで清
潔感あふれるソープです。 100g 10.50 1,647 2,187 2,624 

367505 レモンサンダルウッド　ソープ

パーム脂肪酸 Na、パーム核 脂肪酸
Na、水、グリセリン、レモン果皮油、
オリーブ果実油、グルコン酸 Na、サ
ンタルムパニクラツム木油（ハワイア
ンサンダルウッド）、ホホバ種子油、
クコ種子油、カラスムギフスマ、アロ
エベラ葉エキス、ローズマリー葉エキ
ス

サンダルウッドの入った贅沢なバー
ソープです。 100g 10.50 1,647 2,187 2,624 

5191121 ラベンダー・ミント　シャンプー　　

水、デシルグルコシド、ココベタイン、
ラウリルグルコシド、セスキカプリル
酸ソルビタン、ベヘナミドプロピルジ
メチルアミン、乳酸、グリセリン、イ
ヌリン、ヤシ油アルキルグルコシド、
オレイン酸グリセリル、セイヨウハッ
カ油（ペパーミント )、キサンタンガム、
ラベンダー油、レブリン酸 Na、アニ
ス酸 Na、ミドリハッカ油（スペアミン
ト）、フィチン酸 Na、パンテノール、
加水分解シルク、ローズマリー葉エキ
ス、スギナエキス、ユッカシジゲラエ
キス、ワカメエキス、クコ果実エキス、
ダイズ種子エキス、アブラヤシ果実エ
キス、コメエキス、ソルビン酸 K、加
水分解アルギン、クロレラエキス

どんな髪質の方にも合うご家族で使
えるデイリー用シャンプーです。 295ml 20.25 3,132 4,131 4,957 

5192121 ラベンダー・ミント　
コンディショナー

水、デシルグルコシド、ココベタイン、
ラウリルグルコシド、ヤシ油アルキル
グルコシド、オレイン酸グリセリル、
クエン酸、セスキカプリル酸ソルビタ
ン、グリセリン、レブリン酸、p- アニ
ス酸、ベヘナミドプロピルジメチルア
ミン、乳酸、イヌリン、セイヨウハッ
カ油（ペパーミント）、キサンタンガム、
ラベンダー油、ミドリハッカ葉エキス、
フィチン酸Ｎａ、クコ果実エキス、ソ
ルビン酸Ｋ、パンテノール、加水分解
シルク、ローズマリーエキス、スギナ
エキス、ユッカシジゲラエキス、加水
分解アルギニン、クロレラエキス、ダ
イズ種子エキス、アブラヤシ果実エキ
ス、コメエキス、ワカメエキス

どんな髪質の方にも合うご家族で使
えるデイリー用コンディショナーです。 295ml 20.25 3,132 4,131 4,957 
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5194121 コパイバ・バニラ　
シャンプー

水、セテアリルアルコール、グリセリ
ン、ベヘナミドプロピルジメチルアミ
ン、ステアリン酸グリセリル、乳酸、
イヌリン、セイヨウハッカ油（ペパーミ
ント）、レブリン酸Ｎａ、オルビニアス
ペシオサ核油、アストロカリウムムル
ムル脂、ラベンダー油、ソルビン酸Ｋ、
加水分解シルク、アニス酸Ｎａ、パン
テノール、ミドリハッカ葉エキス、ワ
カメエキス、フィチン酸、ダイズ種子
エキス、加水分解アルギン、アブラヤ
シ果実エキス、コメエキス、クコ果実
エキス、ローズマリーエキス、スギナ
エキス、ユッカシジゲラ根エキス、ク
ロレラエキス、フェノキシエタノール

特に乾燥しがちな髪質の方にお勧め
のシャンプーです。 295ml 23.25 3,591 4,725 5,670 

5195121 コパイバ・バニラ　
コンディショナー

水、デシルグルコシド、ココベタイン、
ラウリルグルコシド、ヤシ油アルキル
グルコシド、オレイン酸グリセリル、
セスキカプリン酸ソルビタン、グリセ
リン、レブリン酸、ｐ - アニス酸、ベ
ヘナミドプロピルジメチルアミン、乳
酸、イヌリン、キサンタンガム、フィ
チン酸 Na、クコ果実エキス、ソルビ
ン酸 K、パンテノール、加水分解シルク、
ローズマリー葉エキス、スギナエキス、
ユッカシジゲラ根エキス、加水分解ア
ルギン、クロレラエキス、ダイズ種子
エキス、アブラヤシ果実エキス、コメ
エキス、ワカメエキス、バニラ果実エ
キス、コパイフェラオフィシナリス樹
脂、ニオイテンジクアオイ花油（ゼラ
ニウム）、ラベンダー油、ライム油

特に乾燥しがちな髪質の方にお勧め
のコンディショナーです。 295ml 23.25 3,591 4,725 5,670 

23708 ミラ　ラストラス　ヘアオイル

トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリ
セリル、ブドウ種子油、ラウリン酸イ
ソアミル、クランベアビシニカ種子油
フィトステロールエステルズ、ユチャ
種子油（カメリア）、アルガニアスピノ
サ核油（アルガン）、クダモノトケイソ
ウ種子油（パッションフルーツ）、スク
レロカリアビレア種子油（マルラ）、イ
ンドソケイ花エキス、クロトウヒ葉油

（ブラックスプルース）、ニオイテンジ
クアオイ花油（ゼラニウム）、トコフェ
ロール、オレンジ果皮油、ラベンダー
油、セージ油、イランイラン花油、ダ
マスクバラ花油（ローズ）

アルガンオイルやカメリアオイルが配
合されたヘアオイルです。乾燥を防ぎ、
脂肪酸とビタミン E が健やかでツヤの
ある髪に。イランイランとローズがふ
わっと香ります。つけ心地も軽く浸透
が早いので、サラサラとした手触りの
髪に仕上がります。

53ml 26.75 4,131 5,454 6,545 

303905 ヤングシーブス　アロマブライト

水 [ 基剤 ]、炭酸 Ca[ 研磨剤 ]、ヤシ
油 [ 湿潤剤 ]、炭酸水素 Na[ 研磨剤 ]、
グリセリン [ 湿潤剤 ]、キシリトール
[ 甘味料 ]、キサンタンガム [ 粘結剤 ]、
セイヨウハッカ油（ペパーミント）・ミ
ドリハッカ葉エキス [ 清涼剤 ]、ステ
ビア茎エキス [ 甘味料 ]、レシチン [ 分
散剤 ]、チョウジつぼみ油（クローブ）・
オコテアキキソス葉油（オコテア）・セ
イロンニッケイ樹皮油（シナモンバー
ク）・レモン果皮油・ユーカリプツス
ラジアタ葉油（ユーカリラディアータ）・
ローズマリー葉油 [ 香味剤 ]

ヤングシーブス、ペパーミント、スペ
アミント、オコテアのエッセンシャル
オイルを配合したナチュラルな高級ハ
ミガキです。

113.4g 10.50 1,647 2,187 2,624 

373805 ヤングシーブス　
デンタロームプラス

水 [ 基剤 ]、炭酸水素Ｎａ [ 清掃剤 ]、
グリセリン [ 湿潤剤 ]、キサンタンガ
ム [ 粘結剤 ]、セイヨウハッカ油（ペパー
ミント）[ 清涼剤 ]、ソイルミネラルズ
[ 清掃剤 ]、ステビオシド・オイゲノール・
ヒメコウジ葉油（ウィンターグリーン）・
チョウジつぼみ油（クローブ）・レモン
果皮油・セイロンニッケイ樹皮油（シ
ナモンバーク）・ユーカリプツスラジア
タ葉油（ユーカリラディアータ）・ロー
ズマリー油・チモール [ 香味剤 ]

ヤングシーブス、ウィンターグリーン、
ペパーミントのエッセンシャルオイル
を配合したナチュラルな高級ハミガキ
です。

113.4g 6.75 1,053 1,404 1,685 

368305 ヤングシーブス　
フレッシュエッセンスプラス

水 [ 基剤 ]、コロイド性銀 [ 口中浄化
剤 ]、チョウジつぼみ油（クローブ）・
レモン果皮油・セイロンニッケイ樹皮
油（シナモンバーク）・ユーカリプツス
ラジアタ葉油（ユーカリラディアータ）・
ローズマリー葉油・ベチベル根油（ベ
チバー）[ 着香剤 ]、セイヨウハッカ油（ペ
パーミント）・ミドリハッカ葉エキス [ 清
涼剤 ]、レシチン・キラヤ木エキス [ 乳
化剤 ]、ステビア葉エキス [ 甘味剤 ]、
トコフェロール [ 酸化防止剤 ]、クエ
ン酸 [pH 調整剤 ]、ソルビン酸Ｋ [ 保
存剤 ]

ヤング シーブ スを 配 合したマ ウス
ウォッシュです。 236ml 11.25 1,755 2,322 2,786 

328205 ヤングシーブス　ロージンズ 甘味料（イソマルト、ステビア）、香料、
増粘剤（ペクチン）

ヤングシーブスを配合したノンシュ
ガーののど飴です。 30 個 19.00 2,943 3,888 4,666 
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製品
番号 製品名 内容および特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

シェアリング＆ビジネス

957105 登録パック 新規ホールセール会員のご登録時に必要な概要書面やカタログなど各種ご案内
書類のセット。 1 部 0 432 － －

957205 登録パック 10 部セット 新規ホールセール会員のご登録時に必要な概要書面やカタログなど各種ご案内
書類のセット× 10 部。 10 部 0 3,456 － －

384905 製品カタログ ヤング ･ リヴィングの製品がわかりやすく掲載されています。 1 部 0 324 324 324 

385005 製品カタログ　10 部セット ヤング ･ リヴィングの製品がわかりやすく掲載されているカタログの 10 部セット。 10 部 0 2,592 2,592 2,592 

780005 契約書面 ヤング･リヴィングのホールセール会員としての活動に関する規定。契約書面です。 1 部 0 324 － －

782005 契約書面　10 部セット ヤング ･ リヴィングのホールセール会員としての活動に関する規定。契約書面の
10 部セット。 10 部 0 2,592 － －

733505 概要書面 ヤング ･ リヴィングに会員登録する際に必要なご案内。概要書面です。 1 部 0 108 － －

733705 概要書面　10 部セット ヤング ･ リヴィングに会員登録する際に必要なご案内。概要書面の 10 部セット。 10 部 0 864 － －

442005 会社案内　4P　10 部セット ヤング ･ リヴィングの会社紹介の 10 部セット。 10 部 0 216 － －

492205 オートシップ・プログラムのご案内 
（※改訂予定） エッセンシャル・リワード・YL おトク便をわかりやすく紹介するパンフレット。 1 部 0 54 － －

750205 会員用名刺
※単品での発送になります

ヤング ･ リヴィングのホールセール会員として活動する際にご使用いただける名刺
です。※単品での発送になります。 100 枚 0 3,240 － －

21249 ブロッサム　8P　10 部セット 季節に合ったエッセンシャルオイルの DIY やキャンペーンなど、日々の生活にちょっ
としたスパイスとなるような情報を厳選してお届けしています。10 部セット。 10 部 0 270 270 270 

7644 フォーイヤーキャリア　
ヤング ･ リヴィング版（英語本）

The Four Year Career Young Living Edition
ヤング ･ リヴィングのリーダー達がどのようにビジネスを成功させたかについて書
かれた 1 冊です。

91
ページ 0 432 － －

495205
シェアリングツール /
新ニンシアレッドガイドブック　
10 部セット

ニンシアレッド魅力と特長についてわかりやすくご紹介しているパンフレット10
部セット。 10 部 0 108 － －

536405
アートガイドブック

（アートスキンケアシステムの 3 製
品紹介）　12P　（5 部）

アートスキンケアシステム製品の特徴や使い方について紹介しているパンフレット
5 部セット。 5 部 0 108 － －

25178
ヤングリヴィング レインドロップ
テクニック ガイドブック 
8P　10 部セット

ヤングリヴィング レインドロップテクニックについてご紹介しているパンフレット
です。キット内容やレインドロップテクニックについて詳しく記載されています。
10 部セット。

10 部 0 432 432 432 

25179 サヴィー ミネラルズ　
ガイドブック 12P　 10 部セット

サヴィー ミネラルズの魅力と特長について分かりやすくご紹介しているパンフレッ
トです。現在お取り扱いのあるラインナップ（2018/9/1 時点）も全て記載されて
います。10 部セット。

10 部 0 432 432 432 

301205 ベーシックキット シングル 
ガイドブック 10P　（1 部）

ヤング ･ リヴィングの会社紹介とエッセンシャルオイルの使い方、さらに YL ベー
シックキット シングルに含まれるオイル 3 品の紹介が書かれた初心者向けガイド
ブック。

1 部 0 54 － －

301305 ベーシックキット シングル 
ガイドブック 10P　（10 部）

ヤング ･ リヴィングの会社紹介とエッセンシャルオイルの使い方、さらに YL ベー
シックキット シングルに含まれるオイル 3 品の紹介が書かれた初心者向けガイド
ブック 10 部セット。

10 部 0 432 － －

490505 ベーシックキット ブレンド 
ガイドブック 12P　（1 部）

ヤング ･ リヴィングの会社紹介とエッセンシャルオイルの使い方、さらに YL ベー
シックキット ブレンドに含まれるオイル 4 品の紹介が書かれた初心者向けガイド
ブック。

1 部 0 81 － －

490605 ベーシックキット ブレンド 
ガイドブック 12P　（10 部）

ヤング ･ リヴィングの会社紹介とエッセンシャルオイルの使い方、さらに YL ベー
シックキット ブレンドに含まれるオイル 4 品の紹介が書かれた初心者向けガイド
ブック 10 部セット。

10 部 0 648 － －

21681 アロマルーティンボックス
様々なシーンに合わせたエッセンシャルオイルの使い方を提案する便利なツール。
ご自身のライフスタイルに合わせてカスタマイズできるボックスです。5ml サイズ
のオイルがそれぞれ 3 個ずつ、合計 18 個セットできます。

1 箱 0 864 1,161 1,393 

751305 製品価格表 ヤング ･ リヴィング製品の製品番号、会員価格、PV 等が記載されています。 1 部 0 0 0 －
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製品
番号 製品名 内容 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

スターター・キット

546205 プレミアム・スターター・キット
（YL ラウンド ディフューザー）

ラベンダー / レモン / ペパーミント / 
オレンジ / ローズマリー / ティートゥ
リー / ワイエルジョイ / ヤングシーブ
ス / ピューリフィケーション / ピースア
ンドカーミング II / アールシー / ヤン
グリヴィング セイクレッドフランキン
センス　各 5ml ×各 1 個 / YL ラウン
ドディフューザー 1 個 / ニンシアレッ
ド サンプルパック 2 個 / アロマグライ
ド（ロールオン・アタッチメント）1 個 
/ 1ml エッセンシャルオイル用遮光瓶 
10 個 / アロマルーティンボックス 1 個 
/ ラベンダーカード / パンフレット類 /
契約書面 1 部

登録料込みの新規会員のご登録に最
適なプレミアム・スターター・キット
です。ヤング ･ リヴィングならではの
12 種類のエッセンシャルオイルに YL
ラウンド ディフューザーやアロマルー
ティンボックス、アロマルーティンシー
ト付き。ヤング ･ リヴィングがお勧め
するナチュラルなライフスタイルを心
ゆくまでお楽しみいただける理想的な
スターター・キットです。

左記 
参照 100.00 24,732 32,562 －

23681 プレミアム・スターター・キット
（デザートミスト　ディフューザー）

ラベンダー / レモン / ペパーミント / 
オレンジ / ローズマリー / ティートゥ
リー / ワイエルジョイ / ヤングシーブ
ス / ピューリフィケーション / ピースア
ンドカーミング II / アールシー / ヤン
グリヴィング セイクレッドフランキン
センス　各 5ml ×各 1 個 / YL ラウン
ドディフューザー 1 個 /  ニンシアレッ
ド サンプルパック 2 個 / アロマグライ
ド（ロールオン・アタッチメント）1 個 
/ 1ml エッセンシャルオイル用遮光瓶 
10 個 / アロマルーティンボックス 1 個 
/ ラベンダーカード / パンフレット類 /
契約書面 1 部

登録料込みの新規会員のご登録に最
適なプレミアム・スターター・キット
です。ヤング ･ リヴィングならではの
12 種類のエッセンシャルオイルにデ
ザートミスト　ディフューザーやアロ
マルーティンボックス、アロマルーティ
ンシート付き。ヤング ･ リヴィングが
お勧めするナチュラルなライフスタイ
ルを心ゆくまでお楽しみいただける理
想的なスターター・キットです。

左記 
参照 100.00 24,732 32,562 －

546005 ベーシック・スターター・キット

ラベンダー 5ml 1 個 / ニンシアレッド 
サンプルパック 2 個 / アロマグライド 

（ロールオン・アタッチメント）1 個 / 
1ml エッセンシャルオイル用遮光瓶 10
個 / ラベンダーカード / パンフレット
類 / 契約書面 1 部

 登録料込みのキット。ヤング ･ リヴィ
ングのホールセール会員として新規登
録し、エッセンシャルオイルを自由に
選びたい方にお勧めです。

左記 
参照 0 4,320 5,697 －

製品
番号 製品名 内容 特徴 容量 PV ホールセール

価格
リテール

価格
希望小売

価格

エッセンシャル・リワード・YL おトク便専用パック

489705 ニンシアレッド　ER パック　2 ニンシアレッド 750ml × 2 本 大人気のニンシアレッドが２本セット
になった YL おトク便専用パックです。

750ml
× 2 73.00 11,286 － －

489305 ニンシアレッド　ER パック　4 ニンシアレッド 750ml × 4 本
大人気のニンシアレッドが４本セッ
トになった YL おトク便専用パック
です。

750ml
× 4 130.75 20,196 － －

19846 エブリデイ　ER パック

ニンシアレッド 750ml × 2 本 / ラベン
ダー・ミント シャンプー× 1 本 / ラベ
ンダー・ミント コンディショナー× 1
本 / ヤングシーブス アロマブライト×
1 本

「家族が毎日使うものはナチュラル
な製品にこだわりたい」という方に
ぴったりの、健やかなライフスタイ
ルをサポートする YL おトク便専用
のパックです。

左記
参照 118.00 18,225 － －

369705 ヤングシーブス ファミリー　
ER パック

ブレンドエッセンシャルオイル　ヤン
グシーブス（15 ｍｌ）× 1 本 / ヤング
シーブス　ハウスホールドクリーナー
× 1 本 / ヤングシーブス　スプレー×
1 本 / ヤングシーブス　フォーミング
ハンドソープ× 1 本 / ヤングシーブス
ソープ× 1 個 / ヤングシーブス　ハン
ドクリアジェル× 1 個 / ヤングシーブ
ス デンタロームプラス× 1 本 / ヤン
グシーブス　フレッシュエッセンスプ
ラス× 1 本

人気の高いヤングシーブス製品が YL
おトク便専用のパックになりまし
た。小さなお子様やペットのいるご
家庭など、ナチュラルな製品で清潔
なライフスタイルを送りたい方にお
勧めです。

左記
参照 103.00 15,930 － －

316205 スキンケア  ER パック　

アート ジェントルクレンザー× 1 本 /
アート　リフレッシングトナー× 1 本 /
エッセンシャル ビューティーセラム ド
ライスキン× 1 本 / コパイバ・バニラ 
シャンプー× 1 本 / コパイバ・バニラ 
コンディショナー× 1 本

「大切なお肌に毎日使うものだから、
化粧品やシャンプーはナチュラルな
製品にこだわりた、でも潤いに妥協
したくない」という方にお勧め。YL
おトク便専用のスキンケアパックで
す。

左記
参照 113.50 17,550 － －
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