
32 33

製品一覧表

製品番号 製品名 特徴 容量 PV 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 6,776

309305
アイダホ 
ブルー
スプルース

爽やかで穏やかな森林浴を思わせるような香り。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ます。 5mL 29.50 4,675 7,480

356805 イランイラン
ヤング・リビ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 2,915 4,664

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。自分自身の軸を
持ちたいときにお勧めです。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 6,325 10,120

365805 ウィンター 
グリーン

ミントに似たクールな香り。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 3,080 4,928

354005 エレミ
ややスパイシーな柑橘系に近い香り。中東では数千年前から様々
な用途に重宝されてきました。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。

15mL 21.75 3,850 6,160

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。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 8,888

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 6,160 9,856

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 4,675 7,480

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 1,925 3,080

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ほんのり
とした甘さと大地を感じさせる香り。また、肌にハリを与えます。 5mL 22.25 3,905 6,248

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 3,135 5,016

356005 グレープ 
フルーツ

果皮を圧搾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 2,915 4,664

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 7,150 11,440

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、フレッシュでハーブ調の
青 し々いグリーンの香り。安心感や安定感が欲しいときにお勧めです。

15mL 19.75 3,300 5,280

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 1,980 3,168

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。香水や化
粧品によく使われ、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 3,575 5,720

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。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・リビング
のパーソナル製品にもよく使われ、肌をすこやかに保ちます。

5mL 78.75 12,595 20,152

308605 ジャーマン 
カモミール

緊張を和らげたいときにお勧めの穏やかな香り。小さな花を集めて水蒸
気蒸留で抽出されます。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。

5mL 37.50 6,160 9,856

製品番号 製品名 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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。和やかかつ、爽やか
でフレッシュな香りです。前向きな気持ちになりたいときやリフレッ
シュしたいときにお勧めです。

5mL 14.50 2,475 3,960

20712 セイクレッド 
サンダルウッド

インド原産のサンダルウッドを使用。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水蒸気抽出されています。明
るく暖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。
ポイント交換不可

5mL 74.75 15,730 25,168

355405 ゼラニウム ゼラニウムは女性に優しい香り。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 6,875 11,000

365005 タイム
古代から使われてきたハーブ。ヤング・リビ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 5,665 9,064

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使いいただけます。

15mL 26.75 4,400 7,040

308805 ネロリ オレンジの花から蒸留抽出した、柑橘系とフローラル系が見事に合
わさった高貴な香り。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 26,928

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 11,968

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 3,960

350005 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 4,180 6,688

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 5,665 9,064

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、南米に自生し
ています。古来より、宗教儀式などで使用され、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。運動後にもお勧めです。

5mL 35.50 5,830 9,328

474605 ハワイアン   
サンダルウッド

ハワイ島のパートナー農場で採れたサンダルウッド。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、気持ちを高め、自ら
と向き合いたいときにお勧めです。

5mL 97.50 15,510 24,816

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。古くから寺院などで、宗教
儀式や瞑想に使われてきました。心を落ち着けたいときにお勧めです。
また、肌をすこやかに保つため、スキンケア製品にも使われています。

15mL 75.50 12,045 19,272

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 4,895 7,832

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。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 15,070 24,112

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 3,520 5,632

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、ハーブの中で最も古くか
ら愛されている香りの1つ。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 3,630 5,808

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 13,970 22,352

359605 マートル
マートルはユーカリに似たクリア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 4,565 7,304

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。また、リラックスしたいときや、ゆっくりと落ち着きたいときに、
マジョラムの香りを試してみてください。また、運動後にもお勧めです。

15mL 35.75 5,830 9,328
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

359205 ミルラ
古来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 4,400 7,040

358905 メリッサ 

軽くフレッシュなレモンのような香り。“レモンバーム”として知られ
ています。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。
ポイント交換不可

5mL 81.00 25,575 40,920

355005
ヤングリビング  
 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る高品質なフ
ランキンセンス。オマーンにあるヤング・リビ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 7,040 11,264

355205
ヤングリビング  
 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る高品質なフ
ランキンセンス。オマーンにあるヤング・リビ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 14,740 23,584

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、ラディアータよりも
力強い香り。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、集中したいときや瞑想、運動のときもお勧めです。

15mL 14.75 2,365 3,784

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。ユーカリの中でも、清
涼感のある爽やかな香りの成分が高濃度で含まれてます。落ち着
きと明るさを兼ね備えた香りです。

5mL 15.50 2,475 3,960

353805 ユーカリ
ラディアータ

スーッと清潔感あふれる香り。多様性があり、スパやエステでも人
気で、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・リビ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 4,840

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 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 4,015 6,424

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 1,980 3,168

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 1,980 3,168

32716 レモンバーベナ 
太陽の光がまぶしいレモン畑のような香り。ほんのわずかしか蒸留
できない大変貴重なオイルで、ヤング・リビングでは、ピュアなレモン
バーベナのエッセンシャルオイルのみをお届けしています。その自然
の恵みに満ちた香りをお楽しみください。

5mL 42.75 6,765 10,824

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。
ポイント交換不可

5mL 93.75 30,250 48,400

362605 ローズマリー
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 2,695 4,312

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 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。ユーカリを中心とし
たブレンドで、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 1,870 2,992

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

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 6,710 10,736

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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

不快感を和らげるような爽やかな
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 9,064

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

疲れを感じたときや、心地よさが
欲しいときに、お試しください。運
動後や忙しい1日の終わりにお勧
めです。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 5,280 8,448

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 4,400 7,040

333805 エクソダス2
ミルラ、カッシア、シナモンバーク、
ショウブ、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

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 4,180 6,688

333205 エジプシャン 
ゴールド

フランキンセンス、アイダホグラン
ドファー、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、ベチバー、ローズ、シナモン
バーク

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 6,985 11,176

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、
ナツメグ

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 4,620 7,392

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、オーストラリアンエリシフォリ
ア、ユーカリラディアータ、ティー
トゥリー

虹”を意味する「クランニャ」は、
オーストラリアの美しいアウトバッ
クを連想させる植物から作られま
した。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。毎日の肌のケアをサポー
トしてくれるオイルです。

5mL 43.75 6,930 11,088

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 3,080 4,928

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 3,630 5,808

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 2,695 4,312

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

赤ちゃんのためにブレンドされた、
優しいフローラル調の香り。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 2,420 3,872

337405 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

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 4,785 7,656
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製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 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

目標や未来に向かって、前進した
いあなたを応援してくれるような香
り。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 8,470 13,552

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

キリスト誕生時に東方の三賢者
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 9,416

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 5,500 8,800

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
負った深い傷や感情を癒やし、ネ
ガティブな感情を解きほぐしたい、
と願う人のためににブレンドされ
た心温まる香りです。

5mL 50.50 8,140 13,024

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 8,085 12,936

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
の優しい穏やかな香り。特にヨガ
や瞑想のときにお勧めです。また、
肌をすこやかに保ちます。

5mL 34.75 5,665 9,064

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。肌に潤い
を与えます。

5mL 21.25 3,740 5,984

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、マートル、ラ
バンジン

リフレッシュしたいときに、清潔感を
もたらす香り。お部屋や乗り物、 
オフィスなど空気の汚れが気になる
場所やアウトドアを楽しみたいとき
にもお勧めです。

15mL 27.00 4,455 7,128

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

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 8,690 13,904

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

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。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 5,720 9,152

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

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。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 10,670 17,072

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

『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 22,440

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に
ぴったりな魅惑的な香りです。

5mL 36.50 5,995 9,592

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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 6,215 9,944

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

イランイランと相性の良い3種類の
オイル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 7,920 12,672

343005 ヤングヴァラー
ブラックスプルース、カンファー、ブ
ルータンジー、フランキンセンス、
ゼラニウム

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。
ポイント交換不可

5mL 39.75 6,435 10,296

334605 ヤング  
グラティテュード

アイダホグランドファー、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

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 4,510 7,216

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

リッチでスパイシーな香り。15世
紀頃のヨーロッパでのハーブの使
用法を元に、ヤング・リビングの
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。

15mL 34.75 5,665 9,064

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 5,610 8,976

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
グリビング 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 11,330 18,128

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 5,885 9,416

466105 ヤングビリーブ
アイダホグランドファー、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香りがあなた
の心にまっすぐ届きます。

15mL 38.50 6,325 10,120

334205 ヤングリビング 
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

モーゼが感情と精神を高めるため
に焚いていた樹木の奥深い香り
を再現したブレンドオイル。困難
に立ち向かい、より高いゴールを
目指すあなたを味方するような 
パワフルな香りです。

5mL 30.50 5,060 8,096

341605
ヤングリビング  
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、
アイダホグランドファー、シダーウッ
ド

登山時に感じる神聖な気持ちを
思い起こさせる香り。母なる自然
の雄大さに包まれたような力強さ
と、やすらぎを感じるようなブレン
ドです。

5mL 16.00 2,915 4,664

338105 ヤングリビング 
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

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 6,325 10,120
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製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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 5,335 8,536

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

清涼感あふれる香りが駆け抜け、
爽快感をもたらします。運動の前
後にもお勧めです。

15mL 35.75 5,885 9,416

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 10,560

341705 ワイエルサラ

イランイラン、ゼラニウム、ラベン
ダー、オレンジ、シダーウッド、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、ホワイト
ロータス

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優し
い香りです。

5mL 26.50 4,400 7,040

339505 YLジュバ
クレンズ

リーダム、ヘリクリサム、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 17,435 27,896

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

魅惑的でエキゾチックな花 の々爽
快な香り。ロマンスや喜びをイメー
ジさせる魅力的なブレンドで、香水
やコロンとしてもお勧めです。

15mL 43.00 6,930 11,088

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、甘い香りが優
しく包んでくれます。

5mL 30.50 5,060 8,096

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、ジュニパー、アニス、ゼ
ラニウム、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、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

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 11,880 19,008

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 11,495 18,392

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としたウッ
ディでフローラルな香りが気持ち
を高め、可能性を引き出したいあ
なたの味方です。

5mL 36.50 5,995 9,592

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

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
いときにお勧めです。

5mL 58.75 9,295 14,872

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

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、 
トリートメントを施す前にお使いく
ださい。

5mL 28.75 4,785 7,656

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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、心に元気をチャージしたいと
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 3,575 5,720

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

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 3,190 5,104

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 6,050 9,680

製品番号 製品名 特徴 容量 PV 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フレッシュな香り。リラックスしたいと
きや、元気になりたいときにもお勧めです。スィーツや爽やかなドレッ
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 1,215 1,944

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 1,485 2,376

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 2,295 3,672

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 2,430 3,888

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 1,755 2,808

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 1,080 1,728

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 2,160 3,456

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。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 1,215 1,944

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 1,944

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 6,480 10,368

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 2,700 4,320

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 3,915 6,264

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 2,295 3,672

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 1,890 3,024
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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 2,970 4,752

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 2,835 4,536

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 3,240 5,184

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 4,455 7,128

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 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 4,895 7,832

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

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 7,095 11,352

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

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。

10mL 26.50 4,400 7,040

353405 ロールオン  
ディープリリーフ

ペパーミント、レモン、アイダホグラ
ンドファー、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

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 4,510 7,216

352905 ロールオン   
ヤングヴァラー

ブラックスプルース、カンファー、
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ロールオン 
タイプのヤングヴァラーです。

10mL 49.75 8,030 12,848

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

リッチでスパイシーな香り。15世
紀頃のヨーロッパでのハーブの使
用法を元に、ヤング・リビングの
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。持ち運びに便利な
ロールオンタイプ。

10mL 29.75 4,950 7,920

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

気分が落ち込んだときやホッと 
一息入れたいときにお勧めの、や
すらぎの香り3種類をブレンドしま
した。心地良い香りを持ち運べる
ロールオンタイプです。

10mL 29.50 4,895 7,832

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（カンナビジオール）を配合
したロールオンタイプ。いつでも、
どこでも、ほっと一息つきたいと
きやおやすみ前に、深呼吸をして
リラックスしながらお楽しみくだ
さい。
ポイント交換不可

10mL 56.95 9,680 15,488

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） -

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（小）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 8,085 12,936

303105 V6マッサージオ
イル  （小） -

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 3,740 5,984

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

303305 オーソイーズ   
マッサージオイル

ウィンターグリーン、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

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
したいときのトリートメントにお勧
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 5,830 9,328

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

肌にハリを与えるトリートメントを
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 5,335 8,536

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

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 5,830 9,328

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

製品番号 製品名 内容 特徴 容量 PV 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（ ポイント交換不可）

313705
ヤングリビング   
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、
ペパーミント（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

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・リビン
グの創設者ゲリー・ヤングによっ
て開発された、アロマ・テクニック。
エッセンシャルオイルのしずくに、
健康や心の豊かさを込めて、世界
中の会員の方々にお届けして 
います。

5mL×9
236mL
×2

138.75 21,835 34,936

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、  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）

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。お料理の香り付けや
飲み物の風味付けに数滴加える
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 7,695 12,312

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）、

シングルオイルの中で人気ベスト
3製品、ラベンダー、ペパーミント、
レモンを5mLのミニサイズでお得
なキットにしました。便利で使い
勝手の良いキットです。エッセン
シャルオイルを初めて使う方や興
味があるけど使ったことのない方
へのご紹介にぜひご利用ください。

5mL×3 25.75 4,070 6,512

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）

ヤング・リビングの多彩なブレン
ドオイルの中でも特徴的なフィー
リングス系ブレンドオイルをキット
にしました。「感情開放の香り」と
よばれる4種のオイルは、心の奥
底に悩みを抱えているとき、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 26,752

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

4種類のシングルオイルとYLアロ
マペンダント316Lのセット。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滴をディフューズす
ると良いでしょう。

15mL×
4 56.50 13,530 21,648
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV 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 （ポイント交換不可）

21980 デザートミスト   
ディフューザー

一台でアロマディフューザーと加湿器の機能を併せ持つ製品です。
モロッコのスタイリッシュなデザインで、エキゾチックな雰囲気を添
えてくれます。毎秒170万回の振動で、微粒子に分解し、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、高出力モードで連
続5～6時間、低出力モードで連続8時間、断続モードで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 16,104

490805 YLラウンド   
ディフューザー

熱を使わずに、空気の振動でエッセンシャルオイルを微粒子状態に
する、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 15,224

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 4,224

23716 YL ランタン   
ディフューザー

一台でアロマディフューザーと加湿器の機能を併せ持つ製品です。エ
レガントでクラシックなデザインは、インテリアとしてもお楽しみいただ
ます。毎秒170万回の振動で、微粒子に分解し、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、高出力モードで連続5～6時
間、低出力モードで連続8時間、断続モードで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 21,384

ディフューザー&アクセサリー | アクセサリー （ポイント交換不可） 

7646 YLアロマ 
ペンダント316L

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。金属に弱い方でもアレルギーを起こしにくい材質です。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 8,184

3194 2mL遮光瓶 
（25個入り）

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。中栓が付いているので、1滴ずつオイルを出すことができます。

2mL×
25個 0.00 1,540 2,464

4578
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・リビングのエッ
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 2,552

3939
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・リビ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 0.00 440 704

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

Natures Ultra CBD | CBDシリーズ （ポイント交換不可）

31157
CBD  

ボディバーム  
アクティブ  
300MG

カンファー、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。純粋な
CBD（カンナビジオール）300mg、
シアバター（シア脂）、ホホバオイル
（ホホバ種子脂）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 12,100 19,360

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

純粋なCBD(カンナビジオール）を
300mgを配合した穏やかな香り
のロールオンタイプのオイル。いつ
でも、どこでも、ほっと一息つきた
いときや、お休み前にリラックスし
ながらお楽しみください。うなじ、こ
めかみ、肩筋や手首などのになじま
せるようににつけるのがお勧めです。

10mL 56.95 9,680 15,488

36479
CBDビューティ 
ブースト
600MG

ローズ

純粋なCBD(カンナビジオール）
600mgとダマスクローズの花びら
を水蒸気蒸留した高品質なロー
ズエッセンシャルオイルを贅沢にブ
レンドした美容オイルです。更に、
グレープシードオイルやタマヌオイ
ルを組み合わせ、なめらかな肌へ
と整えます。

30mL 84.95 13,200 21,120

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

36517
CBDオイル
シトラス 
500MG

グレープフルーツ、オレンジ

純粋なCBD(カンナビジオール）
500mgと高品質な柑橘系のエッ
センシャルオイルをブレンドしたオ
イル(食品 )で、毎日の健康維持
とライフバランスをサポートします。
爽やかな柑橘系のフレーバーです。

30ml 79.95 12,960 20,736

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
（洗顔料）

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、
ヤングリビング 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。汚れを落とすことによ
り、肌本来のクリアな明るさへと
導きます。

100mL 35.00  5,720 9,152

30314

BLOOM  
by Young Living  
ブライト
エッセンス
（化粧水）

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、
ヤングリビング 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、肌本来
の明るさとツヤを感じる肌へと導
きます。

140mL 48.00  7,755 12,408

30264

BLOOM  
by Young Living  
ブライト
ローション
（美容液）

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、
ヤングリビング 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。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。天然由来のエッセン
シャルオイル成分配合。

50mL 75.00  11,990 19,184

30701

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

（栄養補助食品）

1本50mlに消化・吸収に優れたマリンコラーゲンを10,000mg含有。
クコの実やコエンザイムQ10をはじめからだに良い成分を凝縮し、 
毎日の美容と健康を内側からサポートします。
ポイント交換不可

50ml×
10本 32.00 6,345 10,152

パーソナルケア | アート製品

5361
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。クリーミーな
きめ細かい泡でお肌に余計な刺
激を与えないよう配慮しています。

100mL 33.75 5,335 8,536

5360
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

潤ってフレッシュな素肌へ整える
収斂タイプの拭き取り化粧水。
毛穴や肌の黒ずみが気になる方
へ。エッセンシャルオイル配合。

118mL 24.75 3,905 6,248

5362
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

ナチュラルな保湿成分配合*で肌
の水分を保ち、ハリのある素肌へ
導きます。
※ オプンチアフィクスインジカ葉
細胞エキス

30mL 60.25 9,515 15,224

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 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、保護成分をベースに、
エッセンシャルオイルを配合した
美容オイルです。ラベンダーを基
調とするややスパイシーな香りで、
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 3,465 5,544

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

エッセンシャルオイルを贅沢に配
合し、ナチュラルな成分で優しく
唇を守ります。スペアミント成分
配合。すっきりとした使い心地の
リップバームです。

4.2g 4.25 715 1,144

520305 ラベンダー   
リップバーム ラベンダー

ナチュラルな保湿成分を贅沢に
含み、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。
優しいラベンダーの香り。

4.2g 4.00 660 1,056
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製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

23713
ミラ ルミナス   
クレンジング 
オイル

サンダルウッド、ローズマリー、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

肌に必要な保湿成分をキープし
て、メイクアップや余分な皮脂汚
れを落とします。

118mL 36.75 5,995 9,592

パーソナルケア | バス&ボディケア

20701 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

エッセンシャルオイルをブレンドし
たローションが、夏の外出時の刺
激から肌を優しく守ります。さらり
とした使用感。（ディートフリー）

177mL 38.75 6,105 9,768

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、ヤングリビング セイクレッ
ドフランキンセンス

植物由来成分とミネラルをブレン
ドし、紫外線UVA、UVBから肌負
担を減らし、守ります。ウォーター
プルーフタイプ（UV吸収剤、石油
化学由来成分不使用）

85g 29.75 4,730 7,568

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

世界中で古来より女性の美容に
用いられてきた植物由来成分ワイ
ルドヤムとチェストツリーをエッセ
ンシャルオイルとブレンドした女性
のための美容オイル。

15mL 38.50 6,325 10,120

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

シュートランは創設者ゲリー･ヤ
ングの著書に登場する主人公の
名にちなんだ製品。日々様々なこ
とにチャレンジする方を応援する
男性向けの香りです。

15mL 77.25 12,320 19,712

5202
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

ラベンダーの香り豊かなバスジェ
ル。優雅なバブルバスや、ボディ
ソープとしてお使いいただけます。

236mL 19.00 3,190 5,104

5201
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

ラベンダーの香り豊かなボディ用
乳液。しっとり柔らかな肌に整え
ます。乾燥が気になる部分にお使
いください。

226g 21.25 3,520 5,632

368005 ヤングヴァラー   
ソープ

ブラックスブルース、カンファー、
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 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、ロー
ズマリー

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 2,728

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 2,728

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 2,090 3,344

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 2,728

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

炭成分を配合し、ディープクレンジ
ングにも最適な石鹸。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。

85g 12.50 1,980 3,168

575905 クールアズール 
クリーム

ウインターグリーン、カファー、ペ
パーミント、セージ、コパイバ、オレ
ガノ、ニアウリ、ラベンダー、ブルー
サイプレス、エレミ、ベチバー、キャ
ラウェイ、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やペパーミントの
すっきりクールなエッセンシャルオイ
ルと植物由来の成分で作られた爽
快感のあるクリーム。肩や腰、運動
の前後などにご使用ください。

100g 44.00 6,930 11,088

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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。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 3,410 5,456

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、スペアミ
ント

どんな髪質の方にも合うご家族で
使えるデイリー用コンディショナー。
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 3,410 5,456

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。乾燥して傷ん
だ髪と頭皮に潤いを与え、その潤
いを逃がさないように洗い上げます。

295mL 23.25 3,905 6,248

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。乾燥して傷
んだ髪と頭皮に潤いを与え、しっと
りとつややかな髪に仕上げます。

295mL 23.25 3,905 6,248

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

イランイランとローズの心地よい香
り。保湿成分であるアルガンオイ
ル*1とカメリアオイル*2が髪を乾
燥から守り、すこやかでつやのある
状態へ導きます。
※1 アルガニアスピノサ核油
※2 コチャ種子油

53mL 26.75 4,400 7,040

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、スペアミント、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

ペパーミント、オコテア、シナモン
などをブレンドしたエッセンシャル
オイル配合。すっきり美しい息の
ために。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ます*。
植物由来自然成分配合/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 2,090 3,344

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 2,200 3,520

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、スペアミン
ト、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

毎日の歯磨きの仕上げにプラスし
て、すっきり爽やかな状態を目指し
たい方に。スペアミントブレンドの
マウスウォッシュ。

236mL 11.25 2,200 3,520

3282 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

喉を優しく潤し、乾燥などの刺激
から守るノンシュガーのど飴。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 3,375 5,400

製品番号 製品名 特徴 容量 PV 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
中国の名産地、寧夏（ニンシア）地方でオーガニック栽培された、クコ
の実、皮、種を丸ごとピューレにしたジュースです。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11種類のビタミン、ミネ
ラル、20種類のアミノ酸がバランス良く入っています。

750ml 40.00 6,615 10,584

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 13,635 21,816

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。
ポイント交換不可

- 0.00 990 1,584
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製品番号 製品名 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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
マリーゴールドの花から抽出した自然の恵み豊かなルテインやゼア
キサンチンを多く含み、ブルーライトの影響を緩和します。人工色素
不使用。ベジタリアン対応食品。1カプセルあたり、ルテイン23mg
配合。

30
カプセル 32.75 5,265 8,424

329505 インナー   
D-フェンス

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。外的および内的環境ストレスの影響で低下する免
疫をサポートします。

60
カプセル 33.50 5,535 8,856

309705 オメガジャイズ 
スリー

DHAの豊富な魚油由来成分オメガ3脂肪酸、ビタミンD-３と還元
型コエンザイムQ10に、高品質な3種のエッセンシャルオイルをブレ
ンド。若 し々く健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 9,585 15,336

27425 オリーブ 
エッセンシャルズ

ポリフェノールを多く含むオリーブエキスをエキストラバージンオリー
ブオイル換算で一粒あたり約1,000ml凝縮しました。若さや健康維
持のサポートに。1日に1カプセルを目安としてお召し上がりください。

30
カプセル 32.00 4,995 7,992

329305 ダイジェスト  
クレンズ

消化吸収をサポートするために、腸で最適化されるよう独自のカプ
セルにキャラウェイ、レモン、ジンジャー、フェンネルなどのエッセン
シャルオイルを封じ込めました。においが気になる方にもお飲みいた
だけます。

30
カプセル 30.50 4,860 7,776

39052 バランス
コンプリート

バランスコンプリートは、日本人の為に、日本で開発された「ビタミン・
ミネラル・大豆プロテイン」が、しっかり摂れる栄養機能食品です。健
康的な体づくりの為の「1食置き換え」としてお勧めします。
ポイント交換不可  

50g×
15袋 51.25 7,938 12,701

30532
マスター
フォーミュラ 
エッセンシャル

今すぐ高いパフォーマンスを発揮したい方へ。一日に必要なビタミン
B群を1本で素早く吸収できるとろみサプリ。個包装なので衛生的に
持ち運びも可能。1か月しっかり試せる30本入り。
ポイント交換不可  

13.3ml
×

30本
54.00 8,235 13,176

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たライフ9。特殊加工カ
プセルを採用しているので、170億個※の生きた乳酸菌が、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 4,725 7,560

ヘルシー＆フィットネス | スリーク

457205 スリークティー 

品質の高さで世界的に有名な台湾産の翠玉茶（烏龍茶）をベース
に、香り高いカカオ、シナモン、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。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。ホット/ア
イスで美味しくお召し上がりいただけます。

62g
（25包） 20.25 3,510 5,616

462905 ヤングスリーク 
エッセンス

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
を中心にブレンドし、植物由来甘味料のステビアを加えたナチュラル
フレーバーエッセンス。爽やかな香りと甘さが、空腹感をサポート。飲
み物と一緒にお召し上がりください。

15ml 26.75 4,455 7,128

24327
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の原料小麦は、グル
テン含有量が少なく、古代より人類が口にしてきた小麦の1種です。
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く、必須
脂肪酸、ビタミンB、リン、カリウム、β-カロテン、ルテインなど体に良
い成分が多いのでヘルシーな朝食に最適です。
ポイント交換不可

369ｇ 2.75 1,080 1,728

31061
ブラック 
クミンシード 
オイル

摘みたてのハーブやクミンを思わせる爽やかで、スパイシーな香り。
自然なフレーバーを生かす、コールドプレス製法。料理の仕上げに加
えるだけで、いつもと一味違うアクセントに。美容・健康感度の高い
人 の々間でも、話題性の高いフレーバーオイルです。

106ml 22.00 3,375 5,400

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 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

リッチでスパイシーな香り。15世
紀頃のヨーロッパでのハーブの使
用法を元に、ヤング・リビングの
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。

15mL 34.75 5,665 9,064

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

リッチでスパイシーな香り。15世
紀頃のヨーロッパでのハーブの使
用法を元に、ヤング・リビングの
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。持ち運びに便利な
ロールオンタイプ。

10mL 29.75 4,950 7,920

303905 ヤングシーブス 
アロマブライト

ペパーミント、スペアミント、 
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

ペパーミント、クローブ、シナモン
などをブレンドしたエッセンシャル
オイル配合。すっきり美しい息の
ために。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ます*。
植物由来自然成分配合 /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 2,090 3,344

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 2,200 3,520

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、スペアミン
ト、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

毎日の歯磨きの仕上げにプラスし
て、すっきり爽やかな状態を目指し
たい方に。スペアミントブレンドの
マウスウォッシュ。

236mL 11.25 2,200 3,520

3282 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

喉を優しく潤し、乾燥などの刺激
から守るノンシュガーのど飴。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 3,375 5,400

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。

236.5 
mL 13.25 2,475 3,960

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 2,090 3,344

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。汚れを取
り、手を清浄に保ちます。手のひ
らサイズで、持ち運びに便利です。
お子様もお使いいただけます。

29.56 
mL 5.00 825 1,320

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 ジェルのお得な3個
パック。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。手のひらサ
イズで、持ち運びに便利です。お
子様もお使いいただけます。

29.56mL
× 3 14.00 2,420 3,872
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製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

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スプ
レーです。ひと噴きで、いやな匂い
とバイ菌から守ってくれます。穀物
由来エタノール配合。

29.5mL 9.25 1,650 2,640

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

これ1本でご家庭のあらゆる用途
に使用できるマルチタイプの濃縮
型住居用洗剤です。目的に合わ
せて原液～100倍に薄めてご使
用ください。ヤングシーブスエッセ
ンシャルオイル配合。
合成着色料、合成香料、合成保
存料 不使用

426mL 22.50 3,795 6,072

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 2,640 4,224

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

環境負荷に配慮し、赤ちゃんの肌
にも衣類にも優しい仕上がりの植
物由来の洗濯用洗剤です。柑橘
系の香り。
石油由来成分、合成香料、着色
料、蛍光増白剤、水軟化剤不使
用　約47回分

946mL 29.50 4,895 7,832

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。ナチュラル由来の
成分のみを使用。潤いを与えなが
ら、優しくマイルドに洗い上げます。
ポイント交換不可

236mL 18.00 3,685 5,896

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。
ポイント交換不可

113g 14.00 2,915 4,664

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

ほんのり穏やかなラベンダーの香
りで、敏感な赤ちゃんの肌に潤い
を与えるベビーオイル。エッセン
シャルオイル、植物由来成分配合
ポイント交換不可

75mL 14.50 3,025 4,840

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

やわらかな厚手の大判シートで、赤
ちゃん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使えます。ラ
ベンダーを中心にブレンドしたエッ
センシャルオイルの穏やかな香り。
ポイント交換不可

72枚 7.00 1,375 2,200

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

赤ちゃんの授乳時やぐずったとき
などは、シードリングスリネンスプ
レーを軽くプッシュしたおくるみで
赤ちゃんを穏やかな気持ちにして
あげましょう。優しい香りが穏や
かなひと時をもたらします。
ポイント交換不可

80mL 10.00 1,980 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

赤ちゃんのためにブレンドされた、
優しいフローラル調の香り。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 2,420 3,872

製品番号 製品名 香り成分 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

家庭で使える製品 |ペットケア（ポイント交換不可）

5165 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、アイダホグランドファー、ミ
ルラ、ティートゥリー、ベルガモッ
ト、イランイラン

愛する家族の一員のためのペット
用クリームです。皮膚や肉球にダ
メージを受けてしまったとき、切り
傷、擦り傷が出来たときにも使え
る、厳選されたエッセンシャルオイ
ルをブレンドし配合した低刺激性
クリーム。
合成香料、化学由来物質不使用 
※動物用医療品ではありません。

180g 11.00 3,575 5,720

5167 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 4,136

製品番号 製品名 特徴 内容 PV 会員価格 希望小売
価格

プレミアム キット（ポイント交換不可）

35948
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･リビン
グならではの10種類のエッセンシャ
ルオイル（5mL）にYLラウンド ディ
フューザーが付いたプレミアム キット
は、ヤング・リビングがお勧めする 
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/レモン/ペパーミント/フ
ランキンセンス/ピューリフィケーショ
ン/ディープリリーフ/ダイガイズ /ヤン
グシーブス/アールシー/ ヤングヴァ
ラー（各5mLx各1個 )  /YLラウンド 
ディフューザーx1個/V6マッサージオ
イルx1個（58mL）/ 2mL エッセンシャ
ルオイル用遮光瓶×4個  /ロールオン
専用遮光瓶×2個 /エッセンシャル 
オイル カード x1部

100.00 25,740 41,184

36840
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･リビング
ならではの10種類のエッセンシャルオ
イル（5mL）にデザートミスト ディフュー
ザーが付いたプレミアム キットは、ヤ
ング・リビ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/レモン/ペパーミント/フ
ランキンセンス/ピューリフィケーショ
ン/ディープリリーフ/ダイガイズ /ヤン
グシーブス/アールシー/ ヤングヴァ
ラー（各5mLx各1個 )  /デザートミス
トディフューザーx1個/V6マッサージ
オイルx1個（58mL）/ 2mL エッセン
シャルオイル用遮光瓶×4個  /ロール
オン専用遮光瓶×2個/エッセンシャル
オイル カード x1部

100.00 25,740 41,184

39231
プレミアム キット  
（ネイチャーズ
ウルトラCBD
シリーズ）

ネイチャーズウルトラCBDシリーズ
は、ヤング・リビングの高品質なエッ
センシャルオイルと、純度の高いCBD
を組み合わせることで、CBDの可能
性を存分に引き出しています。からだ
の内外からCBDを体感いただけるよ
う、食品と化粧品をセットにした理想
的なキットです。

CBDボディバーム アクティブ300MG 
(50g)1個 /CBDオイル ロールオン
カーム 300MG (10mL) 1個 /CBD
オイル シトラス 500MG  (30ml) 1個

100.00 24,200 38,720

34813
プレミアム キット
（ビューティ
トリオ）

1本につき10,000㎎のコラーゲンを含
むコラーゲンコンプリートと、ファイト
ケミカルに富むニンシアレッド、そして
生きた乳酸菌を腸まで届けることに
着目した「ライフ９」をセットにしたパ
ワフルなキット。内側からの美しさを
サポートします。

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 34,849

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・吸収をサ
ポートする成分「マリンコラーゲン」が
10,000mg含まれています。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 38,545
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製品番号 製品名 特徴 内容 PV 会員価格 希望小売
価格

プレミアム キット（ポイント交換不可）

35331
プレミアム キット
（BLOOM 
スキンケア）

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。これまで様々なスキ
ンケアを試してこられた方にこそおす
すめしたいスキンケア＆コラーゲンの
スペシャルなセットをお試しください。

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）

100.00 24,090 38,544

34816 プレミアム キット 
（ニンシアレッド）

健康維持と美容が気になる方にお勧
めしたい、手軽さと美味しさを兼ね備
えた【ニンシアレッド】を続けるための
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 34,849

38051
プレミアム キット 

 (マスター  
フォーミュラ 
エッセンシャル) 

慢性的な元気不足にしっかり向き合
うエネルギー成分がたっぷり。エイジ
ングサインやインナーバランスが気に
なりだした方におすすめです。DHAが
豊富なオメガジャイズスリーと滋養強
壮でも知られるクコの実を凝縮した
ニンシアレッドをプラスしたプレミアム
なキット。

マスター フォーミュラ エッセンシャル 
1箱（13.3ml x 30本）/ニンシアレッド 
750ml × 2本/オメガジャイズスリー  
1個（120カプセル） 

100.00 21,465 34,344

37078
プレミアム キット  

(ニンシア４・ 
ヴァイタリティ)

食品グレードエッセンシャルオイルを
人気のニンシアレッドにお好みで添
え、より上質なアロマライフをお好き
なときにいつでもお楽しみいただける
キットです。

ニンシアレッド 750m l×4 本/レモン 
ヴァイタリティ5ml x 1本 / ペパーミント 
ヴァイタリティ5ml x 1本 / ライム ヴァ
イタリティ5ｍl x 1本 

100.00 21,465 34,344

40144
プレミアム キット  

(バランス
コンプリート)

健康的な身体作りのための1食置き
換えを後押しするキット。1日に必要
なビタミン・ミネラル・たんぱく質が
しっかり入ったバランスコンプリート
に、乳酸菌とエネルギー成分をプラ
ス。プログラムを成功へと導きます。

バランスコンプリート×2箱（50g x 15袋 
/1箱）/ライフ9×1個（30カプセル）/ 
マスター フォーミュラ エッセンシャル 
×1箱 (13.3ml x 30本）

100.00 23,760  38,016

YLおトク便専用パック（ポイント交換不可）

489305 YLおトク便パック 
ニンシアレッド 4

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。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、
様 な々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。

ニンシアレッド 750ml × 4本 130.75 20,385 -

489705 YLおトク便パック 
ニンシアレッド 2

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。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、
様 な々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。

ニンシアレッド 750ml × 2本 73.00 11,475 -

30908
YLおトク便パック 
ニンシアレッド 
シングルパック 
（2箱）

大人気のニンシアレッドを毎日の習慣
に取り入れやすいように シングルパック
（個包装）でご用意しました。 1箱30個
入りのニンシアレッド シングルパック
を2箱セットにしたYLおトク便限定の
セットです。 

ニンシアレッド 60ml×30（1箱）×2 155.00 24,165 -

369705
YLおトク便パック 
ヤングシーブス  
ファミリー 

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 -

製品番号 製品名 特徴 内容 PV 会員価格 希望小売
価格

YLおトク便専用パック（ポイント交換不可）

38050
YLおトク便パック 
マスター 
フォーミュラ 
エッセンシャル

底力を支えるトリプルエネルギー成分
と美容成分が「若 し々い毎日」を応援。
人生100年時代を目指す方にお勧め
です。

マスター フォーミュラ エッセンシャル 
1箱（13.3ml x 30本）/ニンシアレッド 
750ml × 2本

110.00 17,010 -

39422 YLおトク便パック
ビューティセット

CBDオイルとローズ エッセンシャルオ
イルを贅沢にブレンドしたCBDビュー
ティブーストで潤いに満ちたハリのあ
るツヤ肌へ。内側からの美しさは、マ
リンコラーゲンたっぷりのBLOOM 
コラーゲンコンプリートで。ヘルシー＆
ビューティをめざす方のためのキット
です。

CBDビューティブース600MG 
x 1本 (30mL) / BLOOMコラーゲン
コンプリートx 1箱

110.00 18,370 -

39423

YLおトク便パック
CBDオイル 

シトラスｘマスター
フォーミュラ 
エッセンシャル 
セット

CBDオイルでライフバランスを整え、
マスターフォーミュラエッセンシャル
で、元気をチャージ。バランスの整っ
た健康的な毎日をめざす方のための
キットです。

CBDオイル シトラス 500MG x 1本
(30ml) /マスター フォーミュラエッセン
シャル 1箱（13.3ml x 30本 )

120.00 19,170 -

41032
YLおトク便パック
バランス
コンプリート

健康的な身体作りのための一食置き
換えを後押しするキット。1日に必要
なビタミン・ミネラル・たんぱく質が
しっかりはいったバランスコンプリー
トに、乳酸菌をプラス。

バランスコンプリート×2箱（50g x 15袋 
/1箱）/ライフ9×1個（30カプセル） 110.00 18,360 -

製品番号 製品名 特徴 容量 PV 会員価格 希望小売
価格

Education | シェアリング&ビジネス（ポイント交換不可）

36270 はじめての 
ヤング・リビング

ヤング・リビ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・リビ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 -

39399 概要書面 ヤング・リビングでの販売活動の概要と新規ブランドパートナーの
ご登録時に必要な書類や便利な資料が添付されています。 1部 0 165 -

39440 概要書面 ヤング・リビングでの販売活動の概要と新規ブランドパートナーの
ご登録時に必要な書類や便利な資料が添付されています。 10部 0 1,430 -

384905 製品カタログ
ヤング・リビングの総合製品カタログ。ヤング・リビング製品の特
徴や使い方の他、ヤング・リビ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・リビングの総合製品カタログ。ヤング・リビング製品の特
徴や使い方の他、ヤング・リビ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・リビ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・リビ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 -

25178

ヤングリビング  
レインドロップ
テクニック  
ガイドブック  

8P

ヤングリビング 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 -

※製品の特徴は、プロダクトガイドも併せてご参照ください。
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