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製品一覧表

製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

エッセンシャルオイル | シングルエッセンシャルオイル

331405 アイダホグランドファー
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。大自然のマ
イナスイオンを感じさせるような香りとして知られています。温かみのある香り
は、穏やかな空間を演出してくれます。

5mL 26.75 4,235 5,610 6,732

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・リヴィングの自社農場セントマリーズ農場で蒸留されています。このオ
イルの特徴は、森林のような香りのα-ピネンとフレッシュなリモネンを高濃度
で含んでいることです。爽やかで穏やかな森林浴を思わせるような香りです。

5mL 29.50 4,675 6,160 7,392

356805 イランイラン
ヤング・リヴィングのイランイランはエクアドルとマダガスカルの農場で採取
されます。ロマンチックで甘く優しい花の香りは香水やスキンケア、ヘアケア
製品によく使用されています。

5mL 17.25 2,750 3,630 4,356

364805 ヴァレリアン

心地良く、落ち着きのあるアーシー（大地）な香りで、自分自身の軸を持ちた
いときにお勧めです。1日の終わりに、手のひらに2～3滴垂らして足裏マッ
サージをすれば、心やすらぐひとときに。お休み前にディフューズするのもお
勧めです。ヴァレリアンは、創設者ゲリー・ヤングがブレンドしたトラウマライ
フとルタヴァラに欠かせない希少なオイルです。

5mL 38.50 6,105 8,085 9,702

365805 ウィンターグリーン
ウィンターグリーンはミントに似たクールな香りです。常緑樹の葉から採れる
オイルでスーッとした爽やかでリフレッシュする香りです。運動後にもお勧め
です。

15mL 18.25 2,915 3,850 4,620

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、数千年前からさまざまな用途に重宝されてきた植物です。特性も同
じ樹脂系のフランキンセンスやミルラと共通性があるため、代用品として使
われることもあります。スキンケアクリームの原料にも使用されています。

15mL 21.75 3,465 4,565 5,478

352205 オーストラリアン  
エリシフォリア

「ラベンダー ティートゥリー」のニックネームで親しまれ、その名の通りティー
トゥリー、ラベンダーエッセンシャルオイルそれぞれの特性を併せ持つシング
ルオイルです。オーストラリアのタスマニアに生息するメラレウカエリシホリア
から水蒸気蒸留法で抽出され、ほのかな甘さがあるウッディーな香りの後、
爽やかな花の香りが残ります。

5mL 35.00 5,555 7,315 8,778

355605 オコテア
エクアドルに自生するシナモンの1種、オコテアの木の葉から蒸留されるオイ
ルです。オコテアオイルはエッセンシャルオイルの中でも高濃度のα-フムレ
ンを含むものとして知られています。

5mL 37.50 5,940 7,865 9,438

360505 オレガノ
温かみのあるハーバルな香りは、オイルなどと一緒に空間のリフレッシュにも
よく使用されます。マッサージに適していることから、レインドロップテクニッ
クに使用されているオイルの1つです。

15mL 28.50 4,510 5,940 7,128

360205 オレンジ 甘く優しい香りは、まるでオレンジの果樹園にいるようです。前向きでハツラ
ツとした1日をスタートしたい朝に、ディフューズするのがお勧めです。 15mL 11.00 1,760 2,365 2,838

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。また、肌にハリを与えます。 5mL 22.25 3,520 4,675 5,610

352005 クラリセージ
クラリセージは甘く、温かみのあるハーブ調の香りです。その香りから幸せをイ
メージする人も多いと言われています。また、緊張しているときや気持ちが動揺
しているときに、試していただきたい香りです。

5mL 18.75 2,970 3,960 4,752

356005 グレープフルーツ
果皮を圧縮して採れたフレッシュなシトラスの香りは、明るさと喜びに満ちて
います。スキンケアやDIYにも使いやすいエッセンシャルオイルです。朝にディ
フューズするのがお勧めです。

15mL 17.25 2,750 3,630 4,356

343105 コパイバ
ブラジル産のコパイバの樹脂から蒸留されます。ハーブやスパイスに含まれ
るセスキテルペンであるβ-カリオフィレンを高濃度に含み、温かみのあるウッ
ディーな香りです。

15mL 44.25 6,985 9,240 11,088

353005 サイプレス
イタリアイトスギとも呼ばれるサイプレスは、寒い冬や冷房の効いた部屋で
心地良く過ごしたいときに使いたい香りです。フレッシュでハーブ調の青 し々
いグリーンの香りは、安心感や安定感が欲しいときにお勧めです。

15mL 19.75 3,135 4,125 4,950

350905 シダーウッド
シダーウッドは温かみのあるバルサムのようなウッディーな香りです。落ち着
きや地に足を着けたような安定感のある香りとしても知られています。また化
粧品やヘアケア製品などによく使われています。

15mL 11.50 1,815 2,420 2,904

308505 シトロネラ

シトロネラの葉の部分から水蒸気蒸留したものです。レモングラスの近縁種
のため、柑橘系のフレッシュな心地良い香りです。シトロネラのエッセンシャ
ルオイルは香水や化粧品によく使われています。虫が嫌う香りとされており、
アウトドアの必需品としても多用されています。イネ科の植物のため、一般的
に光毒性懸念オイルには含まれません。

15mL 20.00 3,190 4,235 5,082

356905 ジャスミン
ジャスミンは温かみのあるエキゾチックでフローラルな香りです。リラックス
したい気分のときや、爽快さが欲しいときに、お勧めです。ヤング・リヴィング
のパーソナル製品にもよく使われています。また、肌をすこやかに保ちます。

5mL 78.75 12,430 16,390 19,668
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

308605 ジャーマンカモミール

小さな花を集めて水蒸気蒸留で抽出されます。このエッセンシャルオイルは、
古代エジプト、ギリシャ、ローマなど、何千年にもわたって、デリケートな女性
の肌をすこやかに保つサポートをしてきました。不調からくる緊張を和らげた
いときにお勧めの穏やかな香りです。ジャーマンカモミールの花言葉は「逆
境に負けない」。妥協しない美しさを求める女性を応援するエッセンシャル
オイルです。

5mL 37.50 5,940 7,865 9,438

357105 ジュニパー ジュニパーは安定感のあるウッディーな香りです。和やかかつ、爽やかでフ
レッシュな香りです。 5mL 14.50 2,310 3,080 3,696

20712 セイクレッドサンダル
ウッド

サンダルウッドにはさまざまな種類がありますが、インド原産のサンダルウッドを
使用しています。熱帯性気候のオーストラリア北部のアウトバックにあるパート
ナー農場で信頼性と純度にこだわり水蒸気抽出されています。明るく温かみが
あるウッディーで甘い良い香りがするだけではなく、肌の乾燥を防ぎます。

5mL 74.75 15,730 20,735 24,882

355405 ゼラニウム
ゼラニウムは女性に優しい香りです。エジプト人はこのオイルを肌を明るく見
せるために使用してきました。フローラルの甘く優しい香りは香水やスキンケ
ア製品によく使用されています。

15mL 42.50 6,710 8,855 10,626

365005 タイム
タイムは、古代から使われてきたハーブです。また、ヤング・リヴィングのオー
ソイーズマッサージオイルにも配合されている主要なオイルで、運動後に使
用するのがお勧めです。芳香すると、爽やかな明るい香りが広がります。

15mL 34.75 5,500 7,260 8,712

358705 ティートゥリー
ティートゥリーはエッセンシャルオイルの中でもハウスキーピングからスキン
ケアまで幅広い用途で使用されています。清潔感のある香りはペットや小さ
なお子さまのいるご家庭にもお勧めです。

15mL 26.75 4,235 5,610 6,732

308805 ネロリ オレンジの花から蒸留抽出した、柑橘系の香りとフローラルな香りです。気
分をリフレッシュしたいときにお勧めです。 5mL 106.75 16,830 22,165 26,598

534205 ノーザンライト 
ブラックスプルース

カナダ、ブリティッシュコロンビア州にあるノーザンライト農場で採れるオイル
です。スプルースの爽やかな森林の香りは、瞑想のときにディフューズするの
がお勧めです。雄大なカナダの農場を彷彿させる香りです。

15mL 47.50 7,480 9,845 11,814

361805 パイン パインはリフレッシュしたいときにお勧めの香りです。ディフューズすると、森
林のような爽やかな香りが、部屋いっぱいに広がります。 15mL 15.50 2,475 3,300 3,960

35005 バジル
料理用のハーブとして、よく知られています。リフレッシュしたいとき、気分を
すっきりしたいとき、ストレスを感じたときにお勧めです。温かくスパイシーな
香りが穏やかに広がります。

15mL 25.50 4,015 5,335 6,402

360805 パチュリー
パチュリーはエキゾチックでアーシー（大地）な香りです。香水やソープなど
に使われます。瞑想するときやリラックスしたいとき、開放感の欲しいときに、
お勧めの香りです。

15mL 34.75 5,500 7,260 8,712

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。パロ サントは古来より、宗教儀式など
で使用されたオイルとして知られています。ディフューズするとクリーンでフレッ
シュな空間にしてくれます。また、運動後にもお勧めです。

5mL 35.50 5,610 7,425 8,910

474605 ハワイアン   
サンダルウッド

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サンダルウッド
です。日本では“白檀”と呼ばれており、とても豊かで甘い温かみのあるウッ
ディーな香りです。古代から、宗教儀式や瞑想に使われてきました。気持ち
を高めたいとき、自らと向き合いたいときにお勧めです。

5mL 97.50 15,345 20,240 24,288

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瞑想にもお勧めの香りです。また肌
をすこやかに保ちます。 15mL 75.50 11,880 15,675 18,810

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。また、肌をすこやかに保ちます。

5mL 29.75 4,730 6,270 7,524

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す。黄色い小
さな花をつけ、濃厚な甘い花の香りをした深く美しい青い色調のオイルです。
スキンケア製品にもよく使われています。

5mL 94.75 14,905 19,635 23,562

365105 べチバー
根から抽出されているため、ウッディーで大地を思わせるエキゾチックな香り
です。今日では男性向けの香水やソープに使われています。ディフューズする
と、爽快な香りが広がります。

5mL 21.25 3,355 4,455 5,346

361405 ペパーミント
清潔感のあるフレッシュなミントの香りです。ハーブの中で最も古くから愛さ
れている香りの1つです。リフレッシュしたいときや、頭や気持ちをすっきりさ
せ、集中したいときにお勧めです。また、肌をすこやかに保ちます。

15mL 22.00 3,465 4,565 5,478

356305 ヘリクリサム
甘く大地を思わせる香り。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。仕事や
勉強をするときにディフューズすると良いでしょう。

5mL 87.50 13,805 18,205 21,846

359605 マートル
マートルは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。ユーカリの
ようにお使いいただける、優しく穏やかな香りです。夜にゆっくり休みたいとき
にもお勧めです。また、肌をすこやかに保ちます。

15mL 27.50 4,345 5,720 6,864

358405 マジョラム スパイシーで甘い香り。レインドロップテクニックでも重要なオイルです。運
動後にもお勧めです。 15mL 35.75 5,665 7,480 8,976

359205 ミルラ
古来から中東や地中海で人気のあったミルラは今日ではその価値が世界で
も広まってきました。甘く大地を思わせるバルサム系の香りです。深い瞑想
にもお勧めです。また、肌をすこやかに保ちます。

5mL 26.75 4,235 5,610 6,732
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

358905 メリッサ 

メリッサは軽くフレッシュなレモンのような香りです。ヤング・リヴィングの 
メリッサはセンマリーズ農場で採られたものです。“レモンバーム”として知ら
れています。メリッサは肌の保湿に良いとも言われ、多くのスキンケア製品に
使われています。

5mL 81.00 25,575 33,660 40,392

355005
ヤングリヴィング  

 セイクレッド 
フランキンセンス

ヤングリヴィング セイクレッドフランキンセンスはボスウェリアサックラという
種類の樹木から採取される高品質なフランキンセンスです。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ています。精神を高め、深い瞑想
をしたいときにお勧めです。

5mL 43.50 6,875 9,075 10,890

355205
ヤングリヴィング   
セイクレッド 

フランキンセンス

ヤングリヴィング セイクレッドフランキンセンスはボスウェリアサックラという
種類の樹木から採取される高品質なフランキンセンスです。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ています。精神を高め、深い瞑想
をしたいときにお勧めです。

15mL 92.50 14,575 19,195 23,034

353905 ユーカリグロビュラス
ユーカリグロビュラスはフレッシュでスーッとした清潔感あふれる香りで、ラディ
アータよりも力強い香りです。ユーカリプトールを高濃度で含みます。スキンケア
やスパなどでも人気です。集中したいとき、瞑想や運動のときもお勧めです。

15mL 14.75 2,365 3,135 3,762

359705 ユーカリ ブルー
ユーカリ ブルーはエクアドル農場で採取される独自のオイルです。ユーカリ
の仲間の中でも、清涼感のあるユーカリプトールや爽やかな香りのα-ピネ
ンやリモネンといった成分が高濃度で含まれているオイルです。落ち着きと
明るさを兼ね備えた香りです。

5mL 15.50 2,475 3,300 3,960

353805 ユーカリラディアータ
スーッと清潔感あふれる香りのユーカリラディアータは多様性があり、スパや
エステでも人気です。お部屋をクリーンな空間にしてくれます。気分をリフレッ
シュしたいときや、運動後にもお勧めです。ヤング・リヴィングの多くの人気
ブレンドオイルにも含まれています。

15mL 19.00 3,025 4,015 4,818

307405 ライム
やや苦みのある甘くて爽やかで柑橘系の中でも、多彩な特徴を持つ香りで
す。その夏らしいフレッシュな香りはディフューズすると明るく、爽やかな空間
を演出してくれます。

15mL 12.50 1,980 2,640 3,168

357505 ラベンダー
初心者にも使いやすくフレッシュでフローラルなハーブ調の穏やかな香りで
す。エッセンシャルオイルの中で最も幅広く使われており、肌をすこやかに保
ちます。

15mL 24.25 3,850 5,115 6,138

357805 レモン
フレッシュなシトラスの爽やかな香りです。すっきりしたい気分のときに、お勧
めのエッセンシャルオイルです。また、スキンケアやヘアケア製品としても人気
が高く、お掃除に使用するのもお勧めです。

15mL 11.50 1,815 2,420 2,904

358105 レモングラス
レモングラスは軽くてフレッシュなシトラス系の香りで、地に足が着いたよう
な大地を感じるオイルです。リラックスしながら、リフレッシュしたい気分のと
きにお試しいただきたい香りです。

15mL 11.50 1,815 2,420 2,904

362305 ローズ
バラの香りは、ロマンチックで幸福感のある女性らしい香りとして、世界中で
愛され続けています。5mLを作るために約10kgのバラの花を要するため、最
も高価なオイルの1つです。多くのスキンケア製品に使用されています。

5mL 93.75 30,085 39,600 47,520

362605 ローズマリー
ローズマリーは暖かい気候に育つ多年生の低木で、針状の葉から蒸留され
ます。紫や青い花をつけ控え目な美しさがあります。ハーブ調の馴染み深い
香りはパーソナルケア製品にもよく使用されています。

15mL 16.00 2,530 3,355 4,026

製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

エッセンシャルオイル | 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、ユーカリラディアータ、ユー
カリシトリオドラ、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

深呼吸を誘うようなすがすがしい森林
の香り。ユーカリが中心のブレンドのた
め、清涼感や爽快感あふれる香りが
スーッと駆け抜けます。

5mL 10.50 1,705 2,255 2,706

330305 アクセプタンス

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
［キャリアオイル：アーモンド油］

人は誰しも自分の心に壁を作ってしま
いがちです。アクセプタンスは自分自
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を持てるよ
うに願って、特別にブレンドされたオイ
ルです。

5mL 41.00 6,490 8,580 10,296

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

不快感を和らげる爽やかな香りのブレ
ンドオイルです。気分をリフレッシュし、
地に足を着けるような香り。自動車や
飛行機、船旅などでリフレッシュしたい
ときにもお勧めです。

5mL 35.75 5,665 7,480 8,976

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

アロマシーズは日頃の生活で疲れたと
感じたときや、心と体にリラクゼーショ
ンと癒やしが欲しいときに、お試しいた
だきたい香りです。運動の後や忙しい
1日の終わりにもお勧めのオイル。穏や
かなラベンダーの香りと、爽やかなペ
パーミントの香りのハーモニーをお楽
しみください。

15mL 32.50 5,115 6,765 8,118
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

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

すこ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。ネガティブな
気持ちをポジティブに変えて前向きに
進んでいきたいあなたの味方です。

5mL 26.25 4,180 5,500 6,600

333805 エクソダス２
ミルラ、カッシア、シナモンバーク、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
［キャリアオイル：オリーブ油］

聖書の出エジプト記で有名なモーゼ
が寺院で焚いていた香りを、現代によ
みがえらせました。自らを奮い立たせ
たいあなたの味方です。

5mL 24.00 3,795 5,005 6,006

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
※アイダホバルサムファーの名称は順次
アイダホグランドファーへ変更となります。

エジプシャンゴールドは聖書にでてくる
エッセシャルオイル、ローズ、シナモン
バーク、ラベンダーをブレンドしました。
この尊いブレンドオイルは献身的な心
をイメージしています。

5mL 43.25 6,820 9,020 10,824

333305 エンドフレックス
スペアミント、セージ、ゼラニウム、マー
トル、ジャーマンカモミール
［キャリアオイル：ゴマ油］

スペアミントとゼラニウムが香り立つ甘
く爽やかな香り。落ち着きと安定感の
ある穏やかな香りに包まれます。

15mL 28.25 4,455 5,885 7,062

25683 オーストラリアン  
クランニャ

レモンマートル、ブルーサイプレス、ク
ンゼア、サンダルウッド、フェンネル、
ユーカリラディアータ、ティートゥリー

「クランニャ」はオーストラリアのアボリ
ジニの言葉で“虹”を意味します。この
ブレンドはオーストラリアの美しいアウ
トバックを連想させる、レモンマートル、
クンゼア、ブルーサイプレス、サンダル
ウッド、ユーカリ、ティートゥリーなどの
植物から作られました。毎日の肌のケ
アをサポートしてくれるオイルです。オー
ストラリアのように新鮮な空気と爽快
な大地を彷彿させる香りです。

5mL 43.75 6,930 9,130 10,956

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

甘くうっとりするような心地良い香りで
す。ネガティブな気持ちになりそうなと
き、地に足を着けて、自分を見つめ直
したいときにお勧めの香りです。

5mL 18.25 2,915 3,850 4,620

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。妊娠中のブルーな気
持ちに寄り添うように、穏やかな香り
が優しく包んでくれます。ベイビーをあ
やすときにも役立つオイルです。

5mL 21.75 3,465 4,565 5,478

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、スペアミント

シトラスフレッシュは人気の高いブレン
ドオイルです。爽やかな柑橘系の香り
にミント系のクールさがほのかに加わ
り、生き生きとした明るい雰囲気のあ
る香りです。お部屋の空気のリフレッ
シュにもお勧めです。

15mL 15.75 2,530 3,355 4,026

26027 シードリングス  
ラベンダーカーム

ラベンダーコリアンダー、ベルガモット、
イランイラン、ゼラニウム
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル］

シードリングス ラベンダーカームを数
滴ディフューズしてみてください。お部
屋に広がる香りに夢心地。この優しい
香りを持つオイルは、赤ちゃんのため
にブレンドされました。優しいフローラ
ルノートのブレンドは、ご家族揃って、
くつろぎのひとときを過ごしたいときに
穏やかな香りで包んでくれます。 

5mL 12.75 2,035 2,695 3,234

3374 ジュバフレックス
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
［キャリアオイル：ゴマ油］

ジュバフレックスは、心を整えやすらぎ
たいときにお勧めの香りです。気持ち
を高めたいときにもお勧めです。また、
肌を柔らげてくれるオイルです。

5mL 28.75 4,565 6,050 7,260

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

スピリットウィングは目標に向かって第
1歩を踏み出そうとしている方にお勧め
の香りです。未来に向かって、前進し
たいあなたを応援してくれるような香り
です。想いを翼に乗せて羽ばたくこと
ができるように「スピリットウィング」と
名付けられました。

5mL 52.50 8,305 10,945 13,134

342705 スリーワイズメン
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
［キャリアオイル：アーモンド油］

キリスト誕生ときに東方の三賢者が持
参した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。
心穏やかにくつろぎたいときにお勧め
の香りです。

5mL 37.25 5,885 7,755 9,306

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。
清涼感のあるすっきりした香りが特徴
です。

15mL 33.75 5,335 7,040 8,448
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

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

トラウマライフは、過去の辛い出来事
が原因で心に負った深い傷や感情を
癒やしたいと願う人のためににブレン
ドされました。心の奥底に埋まってい
るネガティブな感情からなる心の鎖を
ひとつひとつ解きほぐしたい人を応援
してくれるような香りです。

5mL 50.50 7,975 10,505 12,606

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
ムに寄り添ってくれる香りです。月に1度
のブルーな心には、この穏やかな香りが
お勧めです。若い女性から年配の女性
まで幅広く使えます。

15mL 50.25 7,920 10,450 12,540

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

心の平穏と落ち着きをイメージしてブ
レンドされた、シトラスとお花の優しい
香りです。ディフューズすると、穏やか
な香りが広がります。特にヨガや瞑想
のときにお勧めの香りです。また肌をす
こやかに保ちます。

5mL 34.75 5,500 7,260 8,712

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、ジャー
マンカモミール、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替わりにお
使いいただけるように創設者ゲリー・
ヤングがブレンドした、穏やかで安心感
のある香りです。肌に潤いを与えます。

5mL 21.25 3,355 4,455 5,346

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。お部屋や乗り物、オフィス
など空気の汚れが気になる場所ではディ
フューズすると良いでしょう。アウトドアを
楽しみたいときにもお勧めです。

15mL 27.00 4,290 5,665 6,798

333905 フォーギブネス

メリッサ、ゼラニウム、フランキンセンス、
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
［キャリアオイル：ゴマ油］

感情的になり、いつまでも相手のこと
をゆるせない。そんなときには、優しく、
穏やかな「フォーギブネス」の香りで、
お部屋を満たしてみてください。

5mL 54.00 8,525 11,220 13,464

21834 フルフィル ユア  
デスティニー

タンジェリン、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

2017年のコンベンションで発表され
たブレンドオイルです。9種類のエッセ
ンシャルオイルのハーモニーは、爽快
で気持ちの良い香りです。なかなか集
中できないときや、ゴールを達成したい
と願うあなたを後押ししてくれるような
香りです。

5mL 34.75 5,500 7,260 8,712

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

セスキテルペンを多く含むフランキンセ
ンス、ブルーサイプレスといった樹木の
エッセンシャルオイルをブレンドし、気
分が落ち着いてすっきりするような香
りに仕上げました。頭の中の整理をし
たり、集中したいときに、お勧めです。

5mL 66.75 10,505 13,860 16,632

339605 プレゼントタイム
ネロリ、ブラックスプルース、イランイ
ラン
［キャリアオイル：アーモンド油］

『今』この瞬間を生きる人をイメージし
て創られた力強い香りです。今現在の
自分のあり方を意識することによって、
人は前向きに、先に進むことができる
ようになると言われています。

5mL 89.00 14,025 18,480 22,176

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、
パチュリー、ナツメグ、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

主導権をもって進んでいけるように創
造性を刺激し、目標、モチベーション、
集中を高めたいあなたの味方です。

5mL 36.50 5,775 7,645 9,174

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

オレンジやジンジャーといったヤングア
バンダンスのブレンドは、豊かさと喜び
を引き寄せると言われる古代の伝説を
インスピレーションに創られた香りです。

15mL 38.00 5,995 7,920 9,504

330605 ヤングアロマライフ
サイプレス、マジョラム、イランイラン、
ヘリクリサム
［キャリアオイル：ゴマ油］

ヤングアロマライフはイランイランと相
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。アロマラ
イフという名前のとおり、毎日の生活の
中にアロマをプラスするきっかけとして、
使っていただきたいブレンドオイルです。

15mL 49.25 7,755 10,230 12,276

343005 ヤングヴァラー
ブラックスプルース、クスノキ油、ブルー
タンジー、フランキンセンス、ゼラニウム
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル］

創設者ゲリー・ヤングが特にお勧めし
ていたブレンドです。ウッディーで大地
を思わせる安定感のあるユニークな香
りはセルフマッサージにもお勧めです。
足裏や手首、首などに付けるのがお勧
めです。

5mL 39.75 6,270 8,250 9,900
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
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ショッピング
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希望小売
価格

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
※アイダホバルサムファーの名称は順次
アイダホグランドファーへ変更となります。

感謝の気持ちを表現するために、9つ
の香りをブレンドしました。平穏な生
活を送れるよう願いを込めて誕生した
このオイルは、ディフューズすると心地
良い香りで満たされます。

5mL 27.00 4,290 5,665 6,798

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

ヤングシーブスは、15世紀頃のヨー
ロッパで用いられていたハーブの使用
法を元に、ヤング・リヴィングの創設
者ゲリー・ヤングが独自に研究を重ね
て作り上げた、クリーンでクリアな環境
のためのブレンドオイルです。クローブ
やレモン、シナモンバーク、ユーカリラ
ディアータ、ローズマリーを配合した
リッチでスパイシーな香りが、世界中
のご家庭にナチュラルな環境をお届け
します。

15mL 34.75 5,500 7,260 8,712

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

気分を高めたいときやリフレッシュした
いとき、元気になりたいときにお使いく
ださい。ロマンチックで情熱的な香り
のブレンドオイルなので、特別なひとと
きをラグジュアリーに過ごしたいときに
もお勧めです。

5mL 34.25 5,390 7,095 8,514

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、ヤングリヴィン
グ 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

アイダホブルースプルース、パロ サント、
オコテアの香りには力強さがあります。
ネガティブな気持ちをポジティブに変
えたいときや、前向きに進んでいきたい
あなたの味方です。

15mL 70.75 11,165 14,740 17,688

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

ご家庭に1つ常備しておきたい製品で
す。ウィンターグリーンが配合されて
おり、爽快感をもたらしてくれます。V6
などのキャリアオイルと合わせて運動
後や清涼感が必要な箇所にお使いく
ださい。首や背中に付けるのがお勧め
です。

5mL 36.25 5,720 7,535 9,042

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
※アイダホバルサムファーの名称は順次
アイダホグランドファーへ変更となります。

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

15mL 38.50 6,105 8,085 9,702

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
ンタルウッド、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、より高いゴールを
目指すあなたの味方です。モーゼは感
情と精神を崇高な目的に達するよう導
けるよう願い、サンダルウッドと共にガ
ルバヌムとフランキンセンスを一緒に
焚いていました。

5mL 30.50 4,840 6,380 7,656

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
※アイダホバルサムファーの名称は順次
アイダホグランドファーへ変更となります。

ブラックスプルース、シダーウッドをブ
レンドし、登山ときに感じる神聖な気
持ちを思い起こさせる香りです。母な
る自然の雄大さに包まれたような力強
さと、どこかやすらぎを感じるような香
りです。

5mL 16.00 2,530 3,355 4,026

338105 ヤングリヴィング 
ミスター

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
［キャリアオイル：ゴマ油］

男性のための香りです。ストレスで心
身のバランスが崩れたときにお勧めの
優しい香りです。ディフューズすると心
地良い香りが広がります。

15mL 38.75 6,105 8,085 9,702

341905 ルタ ヴァラ ラベンダー、ヴァレリアン、ルー
ルタ ヴァラはやすらぎを感じる香りで
す。ネガティブな気持ちのときや、ポジ
ティブな気持ちになりたいときにお勧
めの、安心感のある香りです。

5mL 32.50 5,115 6,765 8,118

340205 レイブン ラヴィンサラ、レモン、ウィンターグリー
ン、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。運動の前後
にもお勧めです。胸やのどの辺りに付け
るのがお勧めです。

15mL 35.75 5,665 7,480 8,976

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

ワイエルクラリティーはローズマリーの
爽やかな香りが、疲れや眠気を感じ頭
をすっきりとさせたいときや、ここ一番
集中したいときにお勧めです。

15mL 41.75 6,600 8,690 10,428
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341705 ワイエルサラ

ゼラニウム、ラベンダー、オレンジ、カフィ
アライム、ブルーサイプレス、ダヴァナ、
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
［キャリアオイル：アーモンド油］

ワイエルサラは怖かった体験や忘れた
くても時々心に蘇ってしまう悲しい出
来事から、心を開放したいときにお試
しいただきたい香りです。

5mL 26.50 4,180 5,500 6,600

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
東洋をインスピレーションに生まれた
ユニークなブレンドオイル。リフレッシュ
したいときや、気分を高めたいときにお
勧めの香りです。

15mL 109.75 17,270 22,770 27,324

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 の々爽快な香りです。ロマンスや喜
びをイメージさせる魅力的な香りなの
で、香水やコロンとしてもお勧めです。
ディフューズすると空気をリフレッシュし
てくれます。

15mL 43.00 6,765 8,910 10,692

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

子供の頃に受けた心の傷は、本来の
自分を閉じ込めてしまいます。その辛
い過去を乗り越え、前に進んでいきた
いときに、ワイエルチャイルドの甘い香
りが優しく包んでくれます。

5mL 30.50 4,840 6,380 7,656

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、ススペアミント、レモン、オコテア

夢を実現したいと願う人に届けたいとい
う想いを込めてYLドリームキャッチャー
と名付けられたエキゾチックなブレンド
です。思い描くビジョンを曇らせる否定
的な夢から解放されたいあなたの味方
です。

15mL 74.25 11,715 15,455 18,546

335105 ワイエル 
ハーモニー

サンダルウッド、ラベンダー、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。穏やかで、明
るい雰囲気を醸し出す香りです。 15mL 71.75 11,330 14,960 17,952

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

それぞれが持つ潜在能力を引き出せます
ようにと願いYLハイエスト ポテンシャル
と名付けられました。ブルーサイプレス
を中心に気持ちを高め、可能性を引き
出したいあなたの味方です。

5mL 36.50 5,775 7,645 9,174

335705 ワイエルホープ
メリッサ、ジュニパー、ミルラ、ブラック
スプルース
［キャリアオイル：アーモンド油］

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た
いあなたの味方です。前進し、喜びを
感じたいときにぴったりな香りです。

5mL 58.75 9,295 12,265 14,718

342805 YL ホワイト 
アンジェリカ

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
［キャリアオイル：アーモンド油］

まるで天使がベールで包んで守ってく
れるような「守護」をイメージしてブレ
ンドされました。マイナスのエネルギー
に負けそうなとき、マッサージを施す前
にお使いください。

5mL 28.75 4,565 6,050 7,260

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は、心
を癒やしたいときにお勧めです。またお
部屋を清潔に保つ香りです。

15mL 20.25 3,190 4,235 5,082

358805 ワイエルリリース

イランイラン、ラバンジン、ゼラニウム、
ハワイアンサンダルウッド、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
［キャリアオイル：オリーブ油］

解放感を感じさせる香りです。明るい
花の香りが広がると、穏やかで、温和
な雰囲気が漂います。

5mL 17.75 2,805 3,740 4,488

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

ストレス社会の現代で、永く美しく、永
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 5,830 7,700 9,240
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

エッセンシャルオイル | 食品添加物

562705 オレンジ 
ヴァイタリティ

フルーティーな親しみやすいい香りは、リラックスしたいときにも、元気になり
たいときにもお勧めです。d-リモネンを豊富に含み、フレッシュな香りが特徴
です。オレンジの風味のスィーツや、他のヴァイタリティと合わせて爽やかな
ドレッシング作りなど、アイデ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

フレッシュなシトラスの香り。疲れを感じたときや気持ちを切り替えたいとき、
リフレッシュしたいときにお勧めの香りです。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

26978 シラントロ  
ヴァイタリティ

シラントロの葉から採れるオイルで、ハーブは別名パクチーとも呼ばれていま
す。フレッシュでピリッとした中にほんのり甘みを感じる香りです。料理の風
味を引き立て、特に南米や東南アジアなどエスニック料理によく合います。

5ml 15.00 2,322 3,078 3,694

26267 パセリ ヴァイタリティ フレッシュで爽やかなハーブの香り。世界中で愛されてきた歴史のあるこのハー
ブは、お料理にあと少しパンチを効かせたいときに重宝することでしょう。 5ml 15.50 2,403 3,186 3,823

562805 ペパーミント 
ヴァイタリティ

ハーブの中でも最も古くから愛されている香りの1つ。頭や気持ちをすっきり
させたいときにお勧めです。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なども人気です。

5ml 10.25 1,593 2,106 2,527

559105 ライム 
ヴァイタリティ

やや苦みのある爽やかな香り。フレッシュシトラスが明るく、心地良い香りで
包んでくれます。肉や野菜炒め、オリーブオイルなど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

フレッシュでフローラルなハーブ調の香り。エッセンシャルオイルの中でも最
も幅広い用途に使用されており、やわらかで、やすらぎ感のある穏やかな香
りとして知られています。ハーブティーと合わせて就寝前の水分補給に。

5ml 12.00 1,863 2,457 2,948

562505 レモン 
ヴァイタリティ

何かに集中したいときにお勧めの香りです。d-リモネンを豊富に含みます。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

爽快でフレッシュなハーブの香り。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
ディップに加えると、レストランにも匹敵する味わいになることでしょう。

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

351205 カモミールローマン
温かみのあるハーブ調の香りは、安心感のあるくつろぎの空間を演出してく
れます。子供のようなピュアな気持ちを思い出させてくれる優しい香りで、温
かい飲み物に加えるのがお勧めです。

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

352405 クローブ 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
刺激的。煮込み料理やカレーに少し加えると良いでしょう。 15ml 15.75 2,457 3,240 3,888

351505 シナモンバーク
日本では「桂皮」または「ニッキ」と呼ばれています。温かみのあるスパイシー
な香りは古来さまざまな分野で重用されてきました。アップルパイや、ホット
ジュースのアクセントに。

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

355705 ジンジャー
ジンジャーは、「生姜（しょうが）」として馴染みのある香りです。温かみのある、ス
パイシーな香りで、寒い冬には、温かい飲み物に加えるのもお勧めです。また、お
料理のアクセントとして、日常使いできる香りです。

5ml 13.50 2,106 2,781 3,337

363805 スペアミント 爽やかな香り。ペパーミントよりも刺激が少なくマイルドです。夏には冷たい
水に加えて目覚めの一杯に。また、すっきりしたい気分のときにもお勧めです。 5ml 11.00 1,701 2,241 2,689

364405 タンジェリン みかんのような甘い香り。d-リモネンを高濃度で含んでいます。ニンシアレッド
に加えたりお菓子作りにも香料としてお勧めです。 15ml 16.50 2,565 3,375 4,050

354205 フェンネル 日本では「茴香（ウイキョウ）」と呼ばれています。フェンネルは甘く、アニスの
ような香りです。魚料理のアクセントとしてもご活用ください。 15ml 17.75 2,754 3,645 4,374

361105 ブラックペッパー 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。煮込み料理や肉料理のアクセントとしてもご活用ください。 5ml 19.25 2,997 3,969 4,763

350305 ベルガモット 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。
温かい飲み物に加えたりお菓子の香料としてもお勧めです。 15ml 27.75 4,293 5,670 6,804

製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

エッセンシャルオイル | ロールオン

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

ライムの爽やかな香りとバニラのほん
のりとした甘い香り。この優しい香り
は、辛いときや気分が落ち込んだとき
に、マストハブアイテムです。

10mL 29.50 4,675 6,160 7,392

26500
ロールオン   
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
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／カ
プリン酸）グリセリル、ローズヒップ油］

人気のブレンドオイル「ピースアンド
カーミング」のロールオンです。ホッと
落ち着きたいときに身に付けたい、シ
トラスとお花の優しさにあふれた香り
です。

10mL 43.75 6,930 9,130 10,956
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

352805 ロールオン   
ブリーズアゲイン

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、ペパーミント、
ユーカリラディアータ、コパイバ、ブルー
サイプレス、マートル
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／カプ
リン酸）グリセリル、ローズヒップ油］

気分をリフレッシュさせてくれるような
爽やかな香りは、早朝や長い1日の終
わりに、またハードな運動をされる方
にとってお勧めのブレンドです。ペパー
ミントやマートル、コパイバ、そしてユー
カリ系を配合することで爽快感を実現
しています。

10mL 26.50 4,180 5,500 6,600

353405 ロールオン  
ペパーミントブレンド

ペパーミント、レモン、アイダホバルサム
ファー※、クローブ、コパイバ、ウィンター
グリーン、ヘリクリサム、ベチバー
[キャリアオイル：トリ（カプリル酸／カ
プリン酸）グリセリル、ヤシ油］
※アイダホバルサムファーの名称は順次
アイダホグランドファーへ変更となります。

ウィンターグリーンの清涼感のある香り。
ジムや旅行にも手軽に携帯できます。運
動後や気分のリフレッシュにお勧めです。

10mL 27.50 4,345 5,720 6,864

352905 ロールオン   
ヤングヴァラー

ブラックスプルース、クスノキ油、ブルー
タンジー、フランキンセンス、ゼラニウム
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル］

気持ちを落ちつけたいときや勇気や自
信を取り戻したいときにいつでもどこ
でも使えるスティックタイプのヤング
ヴァラーです。

10mL 49.75 7,865 10,395 12,474

24356 ロールオン   
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
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル］

15世紀頃のヨーロッパで用いられて
いたハーブの使用法を元に、ヤング・
リヴィングの創設者ゲリー・ヤングが
独自に研究を重ねて作り上げた、ク
リーンでクリアな環境のためのブレンド
オイルです。クローブやレモン、シナモ
ンバーク、ユーカリラディアータ、ローズ
マリーを配合したリッチでスパイシー
な香りが、世界中のご家庭にナチュラ
ルな環境をお届けします。持ち運びに
便利なロールオンタイプです。

10mL 29.75 4,730 6,270 7,524

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、カモミール
ローマン
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル、ヤシ油］

ストレスを感じたときや癒やされたいと
きに、いつでもどこでも手軽に、そして
おしゃれにリラクゼーションできるス
ティックタイプのブレンドオイルです。
やすらぎの香り3種類のブレンドで、心
地良い印象に仕上げています。

10mL 29.50 4,675 6,160 7,392

31158

CBDオイル  
ロールオン 
カーム 

300MG

ラベンダー、ベチバー、ユーカリグロビュ
ラス、フランキンセンス、オレンジ、イラン
イラン

CBDを配合したロールオンタイプの
オイル。うなじ、こめかみ、肩筋や手首
などに付けてご利用ください。いつで
も、どこでも、ほっと一息つきたいとき
に、深呼吸をしてリラックスしながら
お楽しみください。お休み前にもお勧
めです。

10mL 56.95 8,800 11,605 13,926

エッセンシャルオイル | マッサージオイル

303005 V6マッサージオイル  
（リフィル）

トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリ
ル、ゴマ種子油、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

植物性オイルを配合した肌に優しい
マッサージオイルです。キャリアオイル
としてお勧めです。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 7,865 10,395 12,474

303105 V6マッサージオイル  
（小）

トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリ
ル、ゴマ種子油、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

植物性オイルを配合した肌に優しい
マッサージオイルです。キャリアオイル
としてお勧めです。

236mL 22.25 3,520 4,675 5,610

303305 オーソイーズ   
マッサージオイル

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
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／カプ
リン酸）グリセリル、ブドウ種子油、アー
モンド油、オリーブ油］

ウインターグリーンや、ユーカリの清涼
感のある香りはリフレッシュしたいとき
のマッサージにお勧めです。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 5,665 7,480 8,976

303505 C-Lマジック   
マッサージオイル

グレープフルーツ、サイプレス、シダー
ウッド、ジュニパー、クラリセージ
ブドウ種子油、コムギ杯芽油、アーモ
ンド油、オリーブ果実油
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／カ
プリン酸）グリセリル］

肌にハリを与えるマッサージを行うと
きに最適なボディ用マッサージオイル
です。5種類のエッセンシャルオイルが
ブレンドされており、なめらかな肌に整
えます。

236mL 32.75 5,170 6,820 8,184

303705 リラクゼーション 
マッサージオイル

タンジェリン、ラベンダー、スペアミント、
イランイラン、ペパーミント、コリアン
ダー、ベルガモット、ゼラニウム
ブドウ種子油、コムギ杯芽油、アーモ
ンド油、オリーブ果実油
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／カ
プリン酸）グリセリル］

リラックスしたいときや、体も心もリフ
レッシュしたいときにお試しいただきた
い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 5,665 7,480 8,976

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付替ポンプです。 - 0.00 330 330 330
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製品番号 製品名 内容 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

エッセンシャルオイル | コレクション

313705
ヤングリヴィング   
レインドロップ 
テクニック

オレガノ、タイム、バジル、サイプレス、
ウィンターグリーン、マジョラム、ヤング
ヴァラー、アロマシーズ（各5mL）、V6
マッサージオイル、オーソイーズマッ
サージオイル（各236mL）、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。大切
な人への想いをエッセンシャルオイル
のしずくに込めたアロマ・テクニックは、
健康や心の豊かさを求める世界中の
会員に愛用されています。

5mL×9
236mL×

2
138.75 21,835 28,765 34,518

25206 ヴァイタリティ   
キット

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、  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

食品添加物オイルの中でもキッチンに
常備しておきたい7本をキットにしまし
た。白色の清潔感あるボトルラベルが
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グレー
ドしてみましょう。

5mL×7 50.25 7,776 10,233 12,280

452005 YLベーシックキット   
シングル

ラベンダー、ペパーミント、レモン
（各5mL）、専用ガイドブック10P

ヤング・リヴィングのシングルオイルの
中で不動の人気ベスト3製品、ラベン
ダー、ペパーミント、レモンのエッセン
シャルオイルが5mLのミニサイズでお
得なキットになりました。とても便利で
誰もが納得する使い勝手の良いキット
です。ヤング・リヴィングは初めての方
や、エッセンシャルオイルに興味がある
けど使ったことのない方へのご紹介に
是非ご利用ください。お使いいただく
方に便利なガイドブック付き。

5mL×3 25.75 4,070 5,390 6,468

452105 YLベーシックキット   
ブレンド

ヤングヴァラー、ワイエルハーモニー、
ワイエルジョイ、YL ホワイトアンジェリ
カ（各5mL）、専用ガイドブック12P

ヤング・リヴィングの多彩なブレンドオ
イルの中でも特徴的なものが、フィーリ
ングス系ブレンドオイルです。＜感情
開放のオイル＞ともよばれるこのオイル
は、心の奥深くの悩みをそっと癒やし
たいとき、なりたい自分に近づきたいと
きにお試しいただきたい香りです。

5mL×4 106.00 16,720 22,000 26,400

7650 ブレインリフレッシュ   
セット

ラベンダー、ローズマリー、オレンジ、レ
モン（各15mL）、YLアロマペンダント
316L 1本

すっきりした香りのローズマリー、フレッ
シュで爽やかな香りのレモン、落ち着
いた香りのラベンダー、明るく優しい香
りのオレンジとYLアロマペンダント
316Lをセットにしました。お勧めの使
い方はローズマリー2滴レモン1滴をブ
レンドしてアロマペンダントに入れて香
りをかいでください。夜は寝る前にラ
ベンダー4滴、オレンジ2滴をディフュー
ザーに入れて噴霧すると良いでしょう。

15mL×4 56.50 13,530 17,820 21,384

製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

ディフューザー&アクセサリー | ディフューザー

23234 ジェントルミスト   
ディフューザー

ジェントルミスト ディフューザーは、顔周りの肌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。コードレスで、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 6,270 8,250 9,900

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で、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。また、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 10,065 13,255 15,906

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分間停止のインターバル作動を繰り返すので、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 9,515 12,540 15,048

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。 - 0.00 2,640 3,520 4,224
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

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。ご
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
トでクラシックな目を引くランタン型のディフューザーはさまざまなタイプのお部
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 13,365 17,600 21,120

27719 YL スウィートアロマ 
ディフューザー

場所を取らないコンパクトサイズ、モダンで斬新なデザイン、充実した機能を
搭載している超音波ディフューザーです。グレーブルーカラーに枝編み細工の
模様を施したディフューザーは、お部屋のインテリアのアクセントとなるよう丁
寧にデザインしました。お部屋やオフィスのどこに置いてもその場に馴染みま
す。2種類の動作モード設定と10種類のライト設定を使ってエッセンシャルオ
イルの香りを楽しめます。すでにお気に入りのディフューザーをお持ちの場合
でも、ちょっとしたスペースに置けるYL スウィートアロマ ディフューザーは、お
部屋やオフィス、バスルームなどで活躍することでしょう。

- 19.75 6,270 8,250 9,900

ディフューザー&アクセサリー | アクセサリー 

7646 YLアロマペンダント
316L

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
レス製のアロマ専用ネックレスです。いわゆるサージカルステンレスとも呼ばれ
ている外科手術に使われている医療用ステンレスのSUS316L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。お好みのエッセンシャルオ
イルを入れて、いつでもどこでも香りを楽しんでください。

- 0.00 5,115 6,765 8,118

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。中栓が付いていますので、1滴ずつオイルを出すことができます。オイルの
名前が書ける専用シール付き。

2mL×25 0.00 1,540 2,035 2,442

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。ボトル底面にSb
マークのついている５mL～15mLのすべてのヤング・リヴィングのエッセンシャ
ルオイルボトルに適応しています。

10個 0.00 1,595 2,145 2,574

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。日本未発売品を含
むほとんどのヤング・リヴィング取り扱いエッセンシャルオイルの英語名が印
刷されています。

1セット 0.00 440 605 726

製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

Natures Ultra CBD | CBDシリーズ

31157

CBD  
ボディバーム  
アクティブ  
300MG

ティートゥリー、ウィンターグリーン、
レモン、ペパーミント、クローブ、ヘリク
リサム

ひんやりとした感触が心地良い爽快感
のあるボディバーム。シアバターやホホ
バオイルをベースに、6種類のエッセン
シャルオイルを配合。首や肩まわり、運
動後やリフレッシュしたいときにご使用
ください。

50g 74.95 11,000 14,520 17,424

31158
CBDオイル 

 ロールオンカーム 
300MG

ラベンダー、ベチバー、ユーカリグロビュ
ラス、フランキンセンス、オレンジ、イラン
イラン

CBDを配合したロールオンタイプのオ
イル。うなじ、こめかみ、肩筋や手首な
どに付けてご利用ください。いつでも、
どこでも、ほっと一息つきたいときに、深
呼吸をしてリラックスしながらをお楽し
みください。お休み前にもお勧めです。

10mL 56.95 8,800 11,605 13,926

31156
CBDオイル 
クールミント 

500MG
ペパーミント、スペアミント

1瓶に500mgのCBD（カンナビジオー
ル）、有機ココナッツオイルをベースに
2種類のエッセンシャルオイルを配合。
爽やかなミントの香りですっきりリフ
レッシュしたいときにお勧めです。
使用方法 :首元や手首など、肌のお好
きな箇所に適量をなじませるようにご
使用ください。

30mL 79.95 11,990 15,785 18,942

31155 CBDオイル シトラス 
500MG グレープフルーツ、オレンジ

1瓶に500mgのCBD（カンナビジオー
ル）、有機ココナッツオイルをベースに
2種類のエッセンシャルオイルを配合。
爽やかな柑橘系の香りですっきりリフ
レッシュしたいときにお勧めです。
使用方法 :首元や手首など、肌のお好
きな箇所に適量をなじませるようにご
使用ください。

30mL 79.95 11,990 15,785 18,942

31160 CBDオイル シナモン  
500MG シナモンバーク

1瓶に500mgのCBD（カンナビジオー
ル）、有機ココナッツオイルをベースに
1種類のエッセンシャルオイルを配合。
スパイシーなシナモンの香りですっきり
リフレッシュしたいときにお勧めです。
使用方法 :首元や手首など、肌のお好
きな箇所に適量をなじませるようにご
使用ください。

30mL 79.95 11,990 15,785 18,942



13

製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

パーソナルケア | BLOOM by Young Living

30287
BLOOM  

by Young Living  
ブライトクレンザー

ベチバー、ブルーサイプレス、ダヴァナ、
ハワイアンサンダルウッド、クローブ、
ジャスミン、キャロットシード、スペアミ
ント、ゼラニウム、ヤングリヴィング セ
イクレッドフランキンセンス

なめらかな洗い心地のフェイスウォッ
シュ。メイクや汚れを優しく取り除き、
肌をすっきりクリアに洗い上げます。ま
た、自然の恵みで、肌本来のクリアな
明るさへと導きます。

100mL 35.00  5,555  7,315 8,778

30314
BLOOM  

by Young Living  
ブライトエッセンス

ベチバー、ブルーサイプレス、ダヴァナ、
ハワイアンサンダルウッド、クローブ、
ジャスミン、キャロットシード、スペアミ
ント、ゼラニウム、ヤングリヴィング セ
イクレッドフランキンセンス

とろりとしたジェルタイプの化粧水。
しっとりと肌になじみ、洗顔後の肌に
潤いを与えます。肌のバランスと質感
を整えながら、使い続けることで、肌本
来の明るさとツヤを感じる肌へ。

140mL 48.00  7,590  10,010 12,012

30264
BLOOM  

by Young Living  
ブライトローション

ベチバー、ブルーサイプレス、ダヴァナ、
ハワイアンサンダルウッド、クローブ、
ジャスミン、キャロットシード、スペアミ
ント、ゼラニウム、ヤングリヴィング セ
イクレッドフランキンセンス

軽い付け心地で、肌にしっかりと潤いを
与える美容液。天然由来エッセンシャ
ルオイル成分がら肌を守り、明るく色ム
ラのない、なめらかな肌へと導きます。

50mL 75.00  11,825  15,565 18,678

30701

BLOOM  
by Young Living  
コラーゲン 
コンプリート

-

コラーゲンコンプリートは､1本に消化・
吸収されやすいマリンコラーゲンが
10,000mg含有されています。クコの
実やコエンザイムＱ10､ジャスミン 
緑茶エキス､ビタミン､ミネラルと共に､
ヤング・リヴィングの高品質なエッセ
ンシャルオイル､グレープフルーツやレ
モン､ライムが入り毎日続けやすい爽
やかなおいしさが特徴です。美容と健
康を気遣うあなたを内側からサポート
します。

50ml×
10本 32.00 6,210 8,181 9,817

パーソナルケア | アート製品

536105
アート  
ジェントル 
クレンザー

フランキンセンス、ハワイアンサンダル
ウッド、レモン、ラベンダー、メリッサ

必要な潤いは残しつつ、なめらかに洗
いあげる洗顔料。フランキンセンスや
ハワイアンサンダルウッドのエッセン
シャルオイルが肌に潤いを与えます。ク
リーミーなきめ細かい泡で出てきて、お
肌に余分な刺激を与えません。

100mL 33.75 5,335 7,040 8,448

536005
アート  

リフレッシング 
トナー

ハワイアンサンダルウッド、ペパーミン
ト、フランキンセンス、ラベンダー、レモ
ン、メリッサ

アート リフレッシングトナーは肌をリフ
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。肌に潤いを与えなが
ら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 3,905 5,170 6,204

536205
アート  

ライトモイスチュア 
ライザー

ハワイアンサンダルウッド、フランキン
センス

アート ライトモイスチュアライザーは、
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1種）という成分が肌をスムーズに整
え、ハリを与えてくれます。

30mL 60.25 9,515 12,540 15,048

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。
アート製品をシリーズでお使いいただ
けるお得なパックです。

100mL×1
118mL×1
30mL×1

113.00 17,820 23,485 28,182

483305

アート   
シアルーメ   
ブライトニング 
クリーム

ベチバー、ブルーサイプレス、ダヴァナ、
ハワイアンサンダルウッド、クローブ、
キャロットシード、スペアミント、ゼラニ
ウム、フランキンセンス

高品質なエッセンシャルオイルと希少
な植物成分を配合したブライトニング
クリームです。透明感のある光り輝く
肌へ。

30mL 69.75 11,000 14,520 17,424

パーソナルケア | フェイシャルケア

25658
サテン ミント  
フェイシャル 
スクラブ

ペパーミント

週末のスペシャルケアで、いつものスキ
ンケアをさらに効果的に！アプリコット
シード パウダーが古い角質をナチュラ
ルに取り除き、お肌のキメを整えて明
るく見せてくれます。

57g 16.75 2,640 3,520 4,224

378205
エッセンシャル  

ビューティー セラム  
ドライ スキン

シダーウッド、ブルーサイプレス、ラベン
ダー、ミルラ、クローブ、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、エッセンシャルオイルを配合
した美容液です。ラベンダーをベース
にややスパイシーな落ち着く香りで、み
ずみずしい肌へと導きます。顔や首、そ
の他気になる箇所にお使いください。

15mL 20.75 3,300 4,345 5,214

515005 シナミント   
リップバーム

ペパーミント、オレンジ、スペアミント、
シナモンバーク

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、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 4.25 715 990 1,188
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

520305 ラベンダー   
リップバーム ラベンダー

ラベンダーの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。乾燥しがち
な唇をしっとりやわらかく整え、潤いを
保ちます。

4.2g 4.00 660 880 1,056

370905 ローズ 
オイントメント

パルマローザ、パチュリー、コリアンダー、
ミルラ、ベルガモット、ティートゥリー、
イランイラン、ゼラニウム、ローズ

ローズ オイントメントは、乾燥が気に
なる肌をやわらげ保護する特別な植
物に加え、ローズ、ティートゥリー、イラ
ンイランなどの高品質なエッセンシャ
ルオイルを配合しています。パラベン、
石油化学薬品、合成保存料、合成香
料、合成着色料不使用。ヴィーガンの
方もご使用いただけます。

24.5g 24.50 3,905 5,170 6,204

514805 サンダルウッド 
クリーム

コリアンダー、ハワイアンサンダルウッ
ド、ラベンダー、ベルガモット、ミルラ、
カモミールローマン、ローズマリー、イ
ランイラン、ゼラニウム

ハワイアンサンダルウッド、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。たっぷ
りサイズですので乾燥の気になるボ
ディにもお使いいただけます。衰えがち
な肌を優しくいたわりながら潤いのあ
る肌へと整えます。

113ｇ 61.25 9,680 12,760 15,312

23713 ミラ ルミナス   
クレンジングオイル

サンダルウッド、ベルガモット、イランイ
ラン、ゼラニウム、レモン、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

ミラ ルミナス クレンジングオイルはサ
ンダルウッド、ローズなどのエッセンッ
シャルオイルやホホバやアルガンオイル
を配合し、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 5,830 7,700 9,240

パーソナルケア | バス&ボディケア

23270 アウトドア 
ディフェンス

シトロネラ、レモングラス、ローズマ
リー、ゼラニウム、スペアミント、タイム、
クローブ

自然の中で快適さを守るために厳選し
た数種類のエッセンシャルオイルをブ
レンドしたローションで、夏の刺激から
大切な家族を守ります。使用感はべた
つかず、さらりとしています。

177mL 38.75 6,105 8,085 9,702

24758
ワイエル ミネラル 
サンスクリーン  

SPF50

ヘリクリサム、ラベンダー 、ミルラ、シス
タス、イランイラン、キャロットシード、
ヤングリヴィング セイクレッドフランキ
ンセンス

ウォータープルーフなので長時間の山
登りも、ビーチでのバケーションにもお
勧めです。植物由来成分とミネラル
（紫外線散乱剤）を含む、ワイエル ミネ
ラル サンスクリーンSPF50はUVAから
もUVBからもお肌を守ってくれます。
（UV吸収剤石油化学品不使用）

85g 29.75 4,730 6,270 7,524

458105 YL プロジェッセンス  
フィトプラス

コパイバ、フランキンセンス、シダー 
ウッド、ベルガモット、ペパーミント、
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。古くから女性のため
に使われてきた植物性美容成分のワ
イルドヤムとチェストツリー、またYLの
エッセンシャルオイルが、お肌を若 し々
く保つようサポートします。

15mL 38.50 6,105 8,085 9,702

483505 シュートラン
アイダホブルースプルース、イランイラ
ン、オコテア、ヒノキ、ダヴァナ、シダー
ウッド、ラベンダー、コリアンダー、レモ
ン、ブラックスプルース

男性向け香水です。シュートランとは
創設者ゲリー･ヤングが執筆したアド
ベンチャー小説「ザ・ワンギフト」に出
てくる主人公の名前。日 さ々まざまな
苦難に立ち向かう方にお勧めです。

15mL 77.25 12,155 16,005 19,206

520205
ラベンダー   
バスアンド 
シャワージェル

ラベンダー、レモン、ダヴァナ、ミルラ

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。バスタブの
蛇口の下に垂らして勢いよくお湯を流
してください。優雅なバブルバスをお楽
しみいただけます。また、濡らしたスポ
ンジにとってボディソープとしてもお使
いいただけます。

236mL 19.00 3,025 4,015 4,818

520105
ラベンダー   

ハンドアンドボディ 
ローション

ラベンダー、サンダルウッド、レモン、
ダヴァナ、ミルラ

ナチュラルな成分から作られたリッチ
な潤いのボディ用乳液です。入浴後
のボディや乾燥が気になる手足にお
使いください。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、しっとりやわらかな肌に
整えます。

226g 21.25 3,355 4,455 5,346

368005 ヤングヴァラー   
ソープ

ブラックスブルース、クスノキ油、ブ
ルータンジー、フランキンセンス、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。肌をなめらか
にするバーソープです。

100g 12.50 1,980 2,640 3,168

367705
ペパーミント 
シダーウッド   
ソープ

ペパーミント、シダーウッド
ペパーミントの爽やかな香りが肌と心
をすっきり包み込みます。夏の肌を涼
やかに保ちます。

100g 10.50 1,705 2,255 2,706
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

367505
レモン 

サンダルウッド   
ソープ

レモン、ハワイアンサンダルウッド
ハワイアンサンダルウッドの入った贅
沢なバーソープ。肌をしっとり清潔に
保ちます。レモンの香りが爽やか。

100g 10.50 1,705 2,255 2,706

367905 ヤングシーブス   
ソープ

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

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。外出から
帰ったらまずはヤングシーブスソープ
で手を洗いましょう。もちろん顔や体
も洗えます。

100g 10.50 1,705 2,255 2,706

490405
ラベンダーオート 
ミール モイスチャ 
ライジング ソープ

ラベンダー、コリアンダー、ベルガモッ
ト、イランイラン、ゼラニウム

穏やかなフローラルな香りとクリーミー
でリッチな泡立ちで、肌をやわらかくス
ムーズに、そしてさっぱりと洗い上げて
くれます。

100g 10.50 1,705 2,255 2,706

24673 オレンジブロッサム 
チャコールソープ

ラベンダー、パチュリー、ローズマリー、
レモン

活性炭を主成分としたチャコールソープ
です。オレンジブロッサムの香りが爽や
かな全身、フェイシャル用ソープです。活
性炭素を主成分としているため、汚れを
きれいに取り除いてくれます。

85g 12.50 1,980 2,640 3,168

5759 クールアズール 
クリーム

ウインターグリーン、ペパーミント、セー
ジ、コパイバ、ニアウリ、ラベンダー、ブ
ルーサイプレス、エレミ、ベチバー、ドラ
ドアズール、ジャーマンカモミール

ウィンターグリーンのすっきりクールな
エッセンシャルオイルを中心に、植物
由来の成分で作られたクリームです。
運動後など凝り固まりほてった箇所に、
ひんやり心地よい爽快感を残してくれ
ます。合成成分不使用。

100g 44.00 6,930 9,130 10,956

パーソナルケア | ヘアケア

5191121 ラベンダー・ミント  
シャンプー ペパーミント、ラベンダー、スペアミント

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。ナチュラ
ルな成分で、毛穴の中までさっぱりと
洗い上げ、ダメージを受けた髪をいた
わりながら洗います。

295mL 20.25 3,190 4,235 5,082

5192121 ラベンダー・ミント   
コンディショナー ペパーミント、ラベンダー

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。髪
に潤いを与え、髪をいたわり、素直な
まとまりやすい髪に整えます。

295mL 20.25 3,190 4,235 5,082

5194121 コパイバ・バニラ   
シャンプー

バニラ、コパイバ、ゼラニウム、ラベン
ダー、ライム

特に乾燥しがちな髪質の方にお勧め
のシャンプーです。髪にしっとりと潤い
を与えます。乾燥して傷んだ髪と頭皮
に潤いをたっぷり与え、その潤いを逃
がさないように洗い上げます。

295mL 23.25 3,685 4,895 5,874

5195121 コパイバ・バニラ 
コンディショナー

バニラ、コパイバ、ゼラニウム、ラベン
ダー、ライム

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。髪にしっとり
と潤いを与えます。乾燥して傷んだ髪
と頭皮に潤いをたっぷり与え、その潤
いを逃がさないようになめらかなベー
ルで包み込むので、しっとりとつややか
な髪に仕上げます。

295mL 23.25 3,685 4,895 5,874

23708 ミラ ラストラス  
ヘアオイル

ブラックスプルース、ゼラニウム、オレン
ジ、ラベンダー、セージ、イランイラン、
ローズ

ミラ ラストラス ヘアオイルはアルガンオ
イルやカメリアオイル配合で乾燥を防
ぎ、脂肪酸とビタミンEがすこやかでつ
やのある髪へと導きます。イランイラン
とローズの香りがふわっと香り、付け心
地も軽く浸透が早いため、手触りもサ
ラサラとした髪に仕上がります。

53mL 26.75 4,235 5,610 6,732

パーソナルケア | オーラルケア

303905 ヤングシーブス   
アロマブライト

ペパーミント、クローブ、オコテア、シナモ
ンバーク、レモン、ユーカリラディアータ、
ローズマリー

ヤングシーブス他、ペパーミントやク
ローブのエッセンシャルオイルが配合
され、自然由来の成分でできています。
歯の大切なエナメル質を傷つけること
なく歯垢を除去し※あなたの歯を白く※、
美しい歯へと導きます。お口の中が、甘
さの中にピリッとしたミントの味で包ま
れます。
植物由来の成分配合
フッ素、合成着色料、合成香料、合成
保存料 不使用
※ブラッシングすることによる

113.4g 10.50 1,705 2,255 2,706

27106 ヤングシーブス   
ホワイトプラス

オレンジ、スペアミント、クローブ、ペパー
ミント、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

歯の大切なエナメル質を傷つけること
なく歯垢を除去し※あなたの歯を白く※、
美しい歯へと導きます。
植物由来の成分配合
フッ素、合成着色料、合成香料、合成
保存料  不使用
※ブラッシングすることによる

113.4g 11.50 1,815 2,420 2,904
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

368305
ヤングシーブス   

フレッシュエッセンス 
プラス

ペパーミント、クローブ、レモン、シナモン
バーク、ベチバー、ユーカリラディアータ、
ローズマリー

毎日歯磨きをしていても、歯や歯茎に
磨き残しがあるものです。フレッシュ
エッセンスプラスでお口を濯げば、口内
全体を清潔に保つことができます。ス
パイシーさの中に甘味があるヤングシー
ブスに、スペアミントが加わり、お口の
中をクールで爽快に。

236mL 11.25 1,815 2,420 2,904

328205 ヤングシーブス 
ロージンズ

レモン、ペパーミント、クローブ、シナモ
ンバーク、ローズマリー、ユーカリラディ
アータ

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、エッセンシャルオイ
ルの成分を喉に長く留めます。レモン
のフレッシュな香りがお口を清潔に保
ち、爽やかな息が続きます。

30個 19.00 2,943 3,888 4,666

製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

ヘルシー＆フィットネス | ニンシアレッド

304005 ニンシアレッド

ニンシアレッドの主成分はクコの実です。中国の名産地、寧夏（ニンシア）地方で
採れたオーガニックのクコの実を皮や種丸ごとピューレにしました。さらにアント
シアニンやポリフェノールを多く含むザクロ、ブルーベリー、チェリー、アロニアの
果汁を加え、オレンジ、ユズ、レモン、タンジェリンのエッセンシャルオイルを配合し
ています。ニンシアレッドは11種類のビタミンに加えミネラルや20種類のアミノ酸
がバランス良く入った毎日の健康維持に欠かせないクコの実ジュースです。

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

352505 ニンシアレッド 
シングルパック

携帯に便利な２オンス（60ml）入りのパック。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。

60ml×30 87.00 13,446 17,712 21,254

27957 ニンシアレッド 
オープナー

握力がなくてもニンシアレッドのボトルをらくらく開けられる便利グッズ。ニン
シアレッドのボトルや市販のペットボトルなど、直径が15mm~38mmのスク
リューボトルのフタに対応。さらにプルトップ缶も簡単に開けられます。

- 0.00 990 1,320 1,584

ヘルシー＆フィットネス | スリーク

457205 スリークティー 

スリークティーは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。
ナチュラルな飲み物で空腹感を満たしたい方、身体の内側からきれいになり
たい方にお勧めです。

62g
（25包） 20.25 3,132 4,131 4,957

462905 ヤングスリーク 
エッセンス

ヤングスリークエッセンスは、おいしくてナチュラルなフレーバーエッセンスです。
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。爽やかな香りが空腹感を忘れさせて、小腹
がすいたときや、食事中、食事と食事の間などにお召し上がりください。

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

24341 アインコーンフレーク 
シリアル

Gary's True Grit アインコーンフレークシリアルは家族全員で楽しめるヘルシー
な朝食にぴったりです。アインコーンとオート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、ルテインな
どの成分が多く含まれています。アインコーンは聖書の中に記載されている古
代小麦の1種です。交配された現代の小麦が出現する前から、人体に受け入
れられていたとされています。現代の小麦が42本の染色体を持つのに対し、
アインコーンは14本の染色体（最低限必要な遺伝子）しか持たないため、グ
ルテンの含有量自体も少ないことが特長の1つと言われています。

369ｇ 2.75 864 1,161 1,393

ヘルシー＆フィットネス | ニュートリション

27278 イルミンアイズ

イルミンアイズには、パソコンなどから発せられるブルーライトのまぶしさを吸
収するルテインやゼアキサンチンが含まれています。主成分のルテインとゼア
キサンチンは自然の恵みであるマリーゴールドの花から抽出しています。ベジ
タリアンの方も摂取していただけるだけではなく、人工色素も一切使っていま
せん。1カプセルあたり、ルテイン23mg配合。

30
カプセル 32.75 5,076 6,696 8,035

329505 インナー   
D-フェンス

インナー D-フェンスは、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。私たちの免疫力は、加齢だけでなく、ストレスや公害、
化学物質といった悪環境の影響を受けると低下してしまいます。インナー Ｄ-フェ
ンスは、ストレスと闘うあなたのために、ナチュラルなエッセンシャルオイルの恵み
をダイレクトに届けます。

60
カプセル 33.50 5,184 6,831 8,197

309705 オメガジャイズ 
スリー

オメガジャイズスリーは、オメガ3脂肪酸、ビタミンD-３と還元型コエンザイム
Q10の入ったサプリメントです。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。若 し々くすこやかな
毎日を過ごすために、続けて召し上がることをお勧めします。

120
カプセル 60.50 9,369 12,339 14,807

27425 オリーブ 
エッセンシャルズ

オリーブエッセンシャルズ1粒には、エキストラバージンオリーブオイル1リット
ル分に相当するオリーブエキスがぎゅっと詰め込まれています。葉や実に含ま
れるオリーブエキスには体に良いポリフェノールが含まれています。その他健
康維持をサポートするローズマリー ヴァイタリティやパセリ ヴァイタリティが
配合されています。1カプセルあたり、オリーブ果実エキス  215.6mg、オリー
ブ葉エキス11mg配合。

30
カプセル 32.00 4,968 6,561 7,873
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
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329305 ダイジェスト  
クレンズ

ダイジェストクレンズは、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ように工夫されたサプリメントで
す。匂いを気にすることなくお飲みいただけます。

30
カプセル 30.50 4,725 6,237 7,484

27361 ライフ9

9種類の乳酸菌が独自のバランスで配合され、自然の消化機能を促進します。
170億個※の生きた乳酸菌が、腸内フローラにアプローチします。特殊加工カ
プセルを採用しているので、胃で溶けずにしっかり菌を腸まで届けます。
※製造時の数値

30
カプセル 29.50 4,563 6,021 7,225

30701

BLOOM  
by Young Living  
コラーゲン
コンプリート

コラーゲンコンプリートは､1本に消化・吸収されやすいマリンコラーゲンが
10,000mg含有されています。クコの実やコエンザイムＱ10､ジャスミン緑茶エ
キス､ビタミン､ミネラルと共に､ヤング・リヴィングの高品質なエッセンシャルオ
イル､グレープフルーツやレモン､ライムが入り毎日続けやすい爽やかなおいし
さが特徴です。美容と健康を気遣うあなたを内側からサポートします。

50ml×
10本 32.00 6,210 8,181 9,817

製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

家庭で使える製品 |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

ラベンダー、コリアンダー、ベルガモット、
イランイラン、ゼラニウム

赤ちゃんのデリケートな肌用に作られ
たベビーウォッシュ アンド シャンプー
です。髪と肌に潤いを与えながら、優
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良くほん
のり香ります。ナチュラル由来の成分
のみを使用し、泡切れも良く目を刺激
する成分は含まれていません。

236mL 18.00 3,520 4,675 5,610

20442 シードリングス 
ベビーローション

ラベンダー、コリアンダー、ベルガモット、
イランイラン、ゼラニウム

デリケートな肌にも優しいナチュラル
な成分で赤ちゃんの肌に潤いを与えま
す。肌になじみやすくのびの良いクリー
ムです。ほんのり香るエッセンシャルオ
イルが優しく肌を包み込みます。

113g 14.00 2,750 3,630 4,356

20375 シードリングス   
ベビーオイル

ラベンダー、コリアンダー、ベルガモット、
イランイラン、ゼラニウム

ほんのりやわらかで穏やかな香りの
シードリングス ベビーオイルは、赤ちゃ
んの肌をなめらかにし、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
たすこやかな肌にしあげます。

75mL 14.50 2,860 3,795 4,554

20435 シードリングス   
ベビーワイプ

ラベンダー、コリアンダー、ベルガモット、
イランイラン、ゼラニウム

植物由来の成分で赤ちゃんの肌に潤
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穏やか
な香りが漂います。やわらかな大判で
厚手のシートで汚れを優しくふき取る
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1
つでマルチに活躍します。

72枚 7.00 1,375 1,815 2,178

20402 シードリングス   
ダイパークリーム

ラベンダー、ブラックスプルース、ヘリ
クリサム

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
ときやムレが気になるときにお使いくだ
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
地良い香りです。

57g 16.75 3,300 4,345 5,214

20385 シードリングス   
リネンスプレー

ラベンダー、 コリアンダー、ベルガモット、
イランイラン、ゼラニウム

シードリングス 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など、やす
らぐような優しい香りに包まれママと赤
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 1,980 2,640 3,168

26027 シードリングス  
ラベンダーカーム

ラベンダーコリアンダー、ベルガモット、
イランイラン、ゼラニウム
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル］

シードリングス ラベンダーカームを数
滴ディフューズしてみてください。お部
屋に広がる香りに夢心地。この優しい
香りを持つオイルは、赤ちゃんのため
にブレンドされました。優しいフローラ
ルノートのブレンドは、ご家族揃って、
くつろぎのひとときを過ごしたいときに
穏やかな香りで包んでくれます。 

5mL 12.75 2,035 2,695 3,234
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

家庭で使える製品 | ヤングシーブス

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

ヤングシーブスは、15世紀頃のヨー
ロッパで用いられていたハーブの使用
法を元に、ヤング・リヴィングの創設
者ゲリー・ヤングが独自に研究を重ね
て作り上げた、クリーンでクリアな環境
のためのブレンドオイルです。クローブ
やレモン、シナモンバーク、ユーカリラ
ディアータ、ローズマリーを配合した
リッチでスパイシーな香りが、世界中
のご家庭にナチュラルな環境をお届け
します。

15mL 34.75 5,500 7,260 8,712

24356 ロールオン 
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
［キャリアオイル：トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル］

ヤングシーブスのロールオンタイプ。
15世紀頃のヨーロッパで用いられて
いたハーブの使用法を元に、ヤング・
リヴィングの創設者ゲリー・ヤングが
独自に研究を重ねて作り上げた、ク
リーンでクリアな環境のためのブレン
ドオイルです。クローブやレモン、シナ
モンバーク、ユーカリラディアータ、ロー
ズマリーを配合したリッチでスパイ
シーな香りが、世界中のご家庭にナ
チュラルな環境をお届けします。持ち
運びに便利なロールオンタイプです。

10mL 29.75 4,730 6,270 7,524

303905 ヤングシーブス 
アロマブライト

ペパーミント、クローブ、オコテア、シナモ
ンバーク、レモン、ユーカリラディアータ、
ローズマリー

ヤングシーブス他、ペパーミントやク
ローブのエッセンシャルオイルが配合
され、自然由来の成分でできています。
歯の大切なエナメル質を傷つけること
なく歯垢を除去し※あなたの歯を白く
※、美しい歯へと導きます。お口の中が、
甘さの中にピリッとしたミントの味で包
まれます。
植物由来の成分配合
フッ素、合成着色料、合成香料、合成
保存料  不使用
※ブラッシングすることによる

113.4g 10.50 1,705 2,255 2,706

27106 ヤングシーブス 
ホワイトプラス

オレンジ、スペアミント、クローブ、ペ
パーミント、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

歯の大切なエナメル質を傷つけること
なく歯垢を除去し※あなたの歯を白く※、
美しい歯へと導きます。
植物由来の成分配合
フッ素、合成着色料、合成香料、合成
保存料  不使用
※ブラッシングすることによる

113.4g 11.50 1,815 2,420 2,904

368305
ヤングシーブス 

フレッシュエッセンス 
プラス

ペパーミント、クローブ、レモン、シナモン
バーク、ベチバー、ユーカリラディアータ、
ローズマリー

毎日歯磨きをしていても、歯や歯茎に
磨き残しがあるものです。フレッシュ
エッセンスプラスでお口を濯げば、口内
全体を清潔に保つことができます。ス
パイシーさの中に甘味があるヤングシー
ブスに、スペアミントが加わり、お口の
中をクールで爽快に。

236mL 11.25 1,815 2,420 2,904

328205 ヤングシーブス 
ロージンズ

レモン、ペパーミント、クローブ、シナモ
ンバーク、ローズマリー、ユーカリラディ
アータ

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、エッセンシャルオイ
ルの成分を喉に長く留めます。レモン
のフレッシュな香りがお口を清潔に保
ち、爽やかな息が続きます。

30個 19.00 2,943 3,888 4,666

367405
ヤングシーブス 
フォーミング 
ハンドソープ

クローブ、オレンジ、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

ヤングシーブス、レモン、オレンジのエッ
センシャルオイルが配合されたハンド
ソープです。ふわっとした泡で出てくる
のでお子さまでも簡単に汚れを落とす
とができます。細かな泡が汚れの残り
やすい指の間まできれいに洗い上げま
す。アロエやイチョウ葉エキスが潤い
を保ちながらしっとりと洗い上げます。

236.5mL 13.25 2,090 2,750 3,300

367905 ヤングシーブス   
ソープ

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

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。外出から帰ったらまずは
ヤングシーブス ソープで手を洗いま
しょう。もちろん顔や体も洗えます。

100g 10.50 1,705 2,255 2,706

362105 ヤングシーブス  
ハンド クリア ジェル

ペパーミント､クローブ､レモン、ユーカ
リラディアータ、ローズマリー、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。汚れを取り、手
を清浄に保ちます。手のひらにすっぽ
り入るくらいの大きさで、持ち運びに便
利です。大人も子供も使用できます。

29.35g 5.00 825 1,100 1,320
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製品番号 製品名 成分 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

362205
ヤングシーブス  

ハンド クリア ジェル  
3個セット

ペパーミント､クローブ､レモン、ユーカ
リラディアータ、ローズマリー、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3個セットです。ヤング
シーブスエッセンシャルオイル配合。汚
れを取り、手を清浄に保ちます。手の
ひらにすっぽり入るくらいの大きさで、
持ち運びに便利です。大人も子供も
使用できます。

29.35g
×3 14.00 2,255 2,970 3,564

326505 ヤングシーブス  
スプレー

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

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
のスプレーです。お部屋などにシュッと
ひと噴きすることで、いやな匂いとバイ
菌から守ってくれます。穀物由来のエ
タノール配合。

29.5mL 9.25 1,485 1,980 2,376

374305
ヤングシーブス  
ハウスホールド 
クリーナー

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

ヤングシーブスエッセンシャルオイルを
配合した濃縮タイプの住居用洗剤で
す。これ1つで軽い汚れから落ちにくい
汚れや頑固な油汚れまで、ご家庭のあ
らゆる用途に使用できます。目的に合
わせて原液～100倍に薄めてご使用く
ださい。
合成着色料、合成香料、合成保存料 
不使用

426mL 22.50 3,575 4,730 5,676

535005 ヤングシーブス   
ディッシュソープ

レモン、ベルガモット、クローブ、シナモ
ンバーク、ユーカリラディアータ、ローズ
マリー

ヤングシーブス、レモンとベルガモット
のエッセンシャルオイル配合。植物由
来の洗浄成分で汚れをすっきり落とし
ます。ナチュラルで爽やかな香りがキッ
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。
陰イオン性界面活性剤、合成着色
料、ホルマリン、リン酸、合成香料、ア
ルコール 不使用

355mL 14.00 2,255 2,970 3,564

534905 ヤングシーブス   
ランドリーソープ

レモン、ベルガモット、クローブ、シナモン
バーク、ユーカリラディアータ、ローズマ
リー

ヤングシーブス、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
の香りが爽やかに香り、赤ちゃんの肌
にも優しい仕上がりの植物由来の洗
用洗剤です。これ1本で約47回分ご
使用いただけます。
イオン性界面活性剤、蛍光増白剤、
水軟化剤、合成香料、合成着色料 
不使用

946mL 29.50 4,675 6,160 7,392

家庭で使える製品 |ペットケア

516505 アニマルセンツ   
オイントメント

パルマローザ、キャロットシード、ゼラ
ニウム、パチュリー、コリアンダー、アイ
ダホバルサムファー※、ミルラ、ティー
トゥリー、ベルガモット、イランイラン 
※アイダホバルサムファーの名称は順次
アイダホグランドファーへ変更となります。

ペットケアに特に適した高品質なエッ
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とき
や、切り傷、擦り傷ができたときにも使
える、刺激の少ない優しい製品です。
合成香料や化学製品に敏感なペット
たちをナチュラルな製品でお手入れし
てください。

180g 11.00 3,575 4,730 5,676

516705 アニマルセンツ   
シャンプー

ラバンジン、レモン、ゼラニウム、シトロネ
ラ、シトロネラジャワ、ブラックスブルース、
ベチバー

ナチュラルな植物由来の成分との高
品質なエッセンシャルオイルでできた
ペット用シャンプーです。大切なペット
を優しくシャンプーし、艶やかな毛並み
を整えることができます。

236mL 8.00 2,585 3,410 4,092
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

Education | シェアリング&ビジネス

36270 はじめての 
ヤング・リヴィング

ヤング・リヴィングの会社紹介や製品作りにかけるこだわり、ユニークな製
品など、ヤング・リヴィングの特徴が分かりやすくまとまっているパンフレット
です。

10部 0 770 - -

36250 シェアリング会員用
ウェルカムパック

概要書面をはじめとした、新規シェアリング会員のご登録時に必要な書類
や便利な資料がすべて揃った便利なパックです。 1部 0 440 - -

36323 シェアリング会員用
ウェルカムパック

概要書面をはじめとした、新規シェアリング会員のご登録時に必要な書類
や便利な資料がすべて揃った便利なパックです。 10部 0 3,520 - -

733505 概要書面
ヤング・リヴィングでの販売活動の概要と会員登録方法に関するご案内が
記載されています。シェアリング会員としてビジネス活動に参加される方が
熟知しておくべき重要な事項です。登録時に会社に提出する「シェアリング
会員登録申請書及び同意書」を貼付しています。

1部 0 110 - -

36271 概要書面
ヤング・リヴィングでの販売活動の概要と会員登録方法に関するご案内が
記載されています。シェアリング会員としてビジネス活動に参加される方が
熟知しておくべき重要な事項です。登録時に会社に提出する「シェアリング
会員登録申請書及び同意書」を貼付しています。

10部 0 880 - -

384905 製品カタログ
ヤング・リヴィングの総合製品カタログ。ヤング・リヴィング製品の特徴や使
い方の他、ヤング・リヴィングの製品開発に関する考え方や自社農場の紹
介なども掲載されています。

1部 0 330 - -

385005 製品カタログ
ヤング・リヴィングの総合製品カタログ。ヤング・リヴィング製品の特徴や使
い方の他、ヤング・リヴィングの製品開発に関する考え方や自社農場の紹
介なども掲載されています。

10部 0 2,640 - -

35296 会員用名刺  
ラベンダー ヤング・リヴィングのメンバーとして活動する際、ご使用いただく名刺です。 100枚 0 2,350 - -

35297 会員用名刺  
リーフ ヤング・リヴィングのメンバーとして活動する際、ご使用いただく名刺です。 100枚 0 2,350 - -

21249 ブロッサム
8P

季節に合ったエッセンシャルオイルのDIYや、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 0 275 - -

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

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 0 440 - -

495205 ニンシアレッド
ガイドブック

ニンシアレッドの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
トです。ラインナップもすべて記載されています。 10部 0 440 - -

536405 アートガイドブック
12P

ナチュラルなスキンケア製品アートシリーズの特徴や、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の
特徴や使い方を、美しい写真と共に紹介しているガイドブックです。

5部 0 110 - -

301205
YL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、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 55 - -

301305
YL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、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 0 440 - -

490505
YL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、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 88 - -

490605
YL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、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 0 660 - -

35599 BLOOM 製品ガイド
セット

BLOOM製品についての詳しい情報や使い方が分かるBLOOM ガイドブッ
クと、BLOOM コラーゲンコンプリート フライヤーのセットです。 1部 0 55 - -
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製品番号 製品名 特徴 内容 PV シェアリング
会員価格

ショッピング
会員価格

希望小売
価格

プレミアム キット

32790
プレミアム キット 
（YLラウンド 
ディフューザー）

新規会員のご登録に最適なプレミアム 
キット（登録料込み）。ヤング･リヴィング
ならではの11種類のエッセンシャルオ
イル（5mL）にディフューザーが付いた
プレミアム キットは、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
想的なキットです。

ラベンダー/オレンジ ヴァイタリティ/ペパーミント 
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/ティートゥリー/ヤングリヴィング 
セイクレッドフランキンセンス/ピースアンド カーミ
ング II/ワイエルジョイ/ヤングヴァラー/ヤングシー
ブス  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 シングルパック 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

100.00 25,190 - 39,798

32792
プレミアム キット 
（デザートミスト   
ディフューザー）

新規会員のご登録に最適なプレミアム 
キット（登録料込み）。ヤング･リヴィング
ならではの11種類のエッセンシャルオ
イル（5mL）にディフューザーが付いた
プレミアム キットは、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
想的なキットです。

ラベンダー/オレンジ ヴァイタリティ/ペパーミント 
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/ティートゥリー/ヤングリヴィング 
セイクレッドフランキンセンス/ピースアンド カーミ
ング II/ワイエルジョイ/ヤングヴァラー/ヤングシー
ブス  各5mL×各1個/デザートミスト ディフュー
ザー 1個/ニンシアレッド シングルパック 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

100.00 25,190 - 39,798

33126
プレミアム キット  
ネイチャーズウルトラ

CBDシリーズ

新規会員のご登録に最適なプレミア
ム キット（登録料込み）。ネイチャーズ
ウルトラCBDシリーズの人気製品を
1つのキットにまとめました。ヤング・
リヴィングのエッセンシャルオイルを配
合した高品質なCBD製品で力強い
緑の息吹であなたらしさが一層アク
ティベートする感覚をご体感いただけ
る理想的なキットです。

CBDボディバーム アクティブ 300MG 1個/
CBDオイル ロールオンカーム 300MG 1個/
CBDオイル シトラス 500MG 1個

100.00 24,200 - 38,214

34816 プレミアム キット 
（ニンシアレッド）

大人気のベストセラー製品【ニンシア
レッド】が、新規会員のご登録に最適
なプレミアム キットに満を持して登場
しました。健康維持と美容を気に掛け
る会員さまが、よりお得に【ニンシア
レッド】をお楽しみいただける、プレミ
アムなキットです。ヴァイタリティ エッ
センシャルオイルをニンシアレッドに加
えて、ワンランク上のアロマライフをお
楽しみください。

ニンシアレッド 750ml×2本/ニンシアレッド シン
グルパック 1箱（60ml×30パック）/レモン ヴァイ
タリティ 5ml×1本 /ペパーミント ヴァイタリティ 
5ml×1本/ニンシアレッドオープナー 1個/ニンシ
アレッドガイドブック 1部

100.00 21,780 - 34,452

34813 プレミアム キット
（ビューティトリオ）

すこやかな美しさは、インナービュー
ティーから。BLOOM by Young Living 
コラーゲンコンプリート、ニンシアレッド、
ライフ９がセットになったビューティトリ
オがプレミアム キットになりました。 
豊富なコラーゲンを含むBLOOM by 
Young Living コラーゲンコンプリート、不
足しがちな栄養素を手軽にバランス良
く補給するニンシアレッド、170億個※

の生きた乳酸菌を腸まで届けるライフ９。
トリプル効果で内側から美しさをサ
ポートします。
※製造時の数値

ニンシアレッド 750ml×2本/BLOOM by Young 
Living コラーゲンコンプリート 2箱（50ml×10本
×２箱）/ライフ9 1個（30カプセル）/ニンシアレッド
ガイドブック 1部

100.00 21,780 - 34,452

34815

プレミアム キット
（BLOOM by  
Young Living  
コラーゲン 
コンプリート）

コラーゲンの恵みをたっぷりと詰めこ
んだBLOOM by Young Living コラー
ゲンコンプリート5箱がセットになった
キットです。1本に消化・吸収されやす
いマリンコラーゲンが10,000mg含ま
れたコラーゲンドリンクは、クコ果実エ
キスをはじめ、コエンザイムQ10、ジャ
スミン緑茶エキス、ビタミン、ミネラルと
共に、ヤング・リヴィングの高品質な
エッセンシャルオイル、グレープフルー
ツやレモンが配合されています。毎日
続けやすい爽やかなおいしさで、美容
と健康を気遣うあなたを内側からサ
ポートします。

BLOOM by Young Livingコラーゲンコンプリート 
5箱 （50ml×10本×5箱） 100.00 24,090 - 38,082
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35331 プレミアム キット
（BLOOMスキンケア）

BLOOM by Young Livingシリーズは、
アジア人女性が潜在的にかかえる肌
悩みにフォーカスし、自然の恵みをそ
のままに、からだの内側と外側から、あ
なたの本来の美しさに全方位でアプ
ローチしていくブライトケアシリーズで
す。使い続けることで、外的ダメージ※¹
を受けた肌に潤いを与え、肌本来が
持つ、キメの整った明るく輝きにあふれ
る素肌へと導きます。また、天然由来
エッセンシャルオイルや植物由来幹細
胞エキス※²も配合され、肌に理想的
な透明感※³やトーンをもたらします。こ
れまでさまざまなスキンケアを試してこ
られた方にこそお勧めしたいスペシャ
ルなセットを、ご自身のお肌で一足先
にご体感ください。
※1 紫外線など外的要因による乾燥
※2 マドンナリリー葉細胞エキス
※3 保湿効果によるキメの整った肌

BLOOM by Young Living ブライト クレンザー
（洗顔料）100mL×1本/BLOOM by Young Living 
ブライト エッセンス（化粧水）140mL×1本 /
BLOOM by Young Living ブライトローション（美容
液）50mL×1本/BLOOM by Young Living コラー
ゲン コンプリート（栄養補助食品） 1箱 （50ml×
10本）/BLOOM ガイドブック 1部/BLOOM コラー
ゲン コンプリート フライヤー 1部

100.00 24,090 - 38,082

YLおトク便専用パック

489305 ニンシアレッド   
ERパック 4

ニンシアレッドは、ニンシア地方の枸杞
（クコ）の実のピューレを中心に、グレー
プシードエキス、ブルーベリー、プラム、
アロニア、チェリー、ザクロといった天然
果汁をブレンドした、ドリンクタイプの
手軽な栄養補助食品です。大人気の
ニンシアレッドが4本セットになったYL
おトク便限定のお得なセットです。

ニンシアレッド 750ml×4本 130.75 20,196 - -

489705 ニンシアレッド 
ERパック 2

ニンシアレッドは、ニンシア地方の枸杞
（クコ）の実のピューレを中心に、グレー
プシードエキス、ブルーベリー、プラム、
アロニア、チェリー、ザクロといった天然
果汁をブレンドした、ドリンクタイプの
手軽な栄養補助食品です。大人気の
ニンシアレッドが2本セットになったYL
おトク便限定のお得なセットです。

ニンシアレッド 750ml×2本 73.00 11,286 - -

369705
ヤングシーブス  
ファミリー  
ERパック

人気の高いヤングシーブス製品がお得
なパックになりました。小さなお子さま
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。

ブレンドエッセンシャルオイル  ヤングシーブス 15ｍL
×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 ホワイトプラス 1本/ヤングシーブス フレッ
シュエッセンスプラス 1本

103.00 16,225 - -
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