ヤング・リヴィングのメリットを 100% 満喫できる

お得な登録方法
このキットでの登録が１番お得！ あれこれ悩む必要はありません
プレミアム・スターター ･ キットをオートシップ・プログラムでご注文ください！
何よりお得に自然の恩恵に包まれたヤング ･ リヴィング ･ ライフを満喫できます！
ヤング ･ リヴィングならではの食品にもお使いいただける 10 種類のシングルエッセンシャルオイルに YL ラウンドディフューザーと
ヤングリヴィング セイクレッドフランキンセンス 15ml 、ラベンダー ５ml などがついたプレミアム・スターター ･ 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スターター・キットです。

プレミアム・スターター ･ キット

（登録料込）

● 製品番号：546205

● ホールセール価格：24,732 円

● PV：100.00

● 内容：プレミアム・エッセンシャルオイルコレクション（各５
ml × 10 個：オレガノ 、オレンジ、グレープフルーツ、シナ
モンバーク、ジンジャー、スペアミント、バジル、ベルガモット、
レモン、ローズマリー）／ YL ラウンドディフューザー １個
／ ヤングリヴィング セイクレッドフランキンセンス 15ml １
個 ／ ラベンダー エッセンシャルオイル ５ml １個 ／ ニンシ
アレッド サンプルパック ２個 ／ アロマグライド（ ロールオ
ンアタッチメント）１個 ／ １ml エッセンシャルオイル用遮光
瓶 10 個 ／ ラベンダー エッセンシャルオイル サンプル 10 枚
／ ビジネスカード（ラベンダー）10 枚 ／ パンフレット ４種

43,000 円相当の製品が 24,732 円でご購入いただけ、入門篇のシングルエッセンシャルオイル

18,000 円以上

がほぼ揃います。２か月目からはお好みのブレンドエッセンシャルオイルを追加してください。

お得！
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10PV！

200PV 以上の
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20PV以上！

オートシップでプレミアム・スターター ･ キットを買って新規登録された方には

200PV 以上のオートシップでプレミアム・スターター ･ キットを買って新規登録

ニンシアレッド１本（6,048 円）もプレゼント！

された方にはニンシアレッド２本（12,096 円）もプレゼント！

もちろん従来の特典はそのままです！

ヤング ･ リヴィングのオートシップ・プログラムならこんなにお得です！
高品質なナチュラル製品を末長くお使いいただくために、ヤング・リヴィングでは便利でお得なオートシップ・プログラムでのご登録をお勧めしています。
オートシップ・プログラムは毎月１回 50PV 以上の製品をお求めいただくことで様々な特典を受けることができるお得なシステムです。ご注文製品は毎月
ご変更可能ですので、豊かな香りに包まれたヤング・リヴィング・ライフを 100% 満喫していただく事ができます。

特典１

ポイント交換

最大 20％のポイント還元。たまったポイントはお好きなヤング・リヴィング製品と交換できます。ポイント還元率は当初は 10% ですが、
７か月目以降は 15%、13 か月目以降は 20% となります。

特典２

送料割引

100PV 以上のオートシップでは送料が半額になり、200PV 以上では送料無料でさらにお得です。

特典３

オートシップ限定キャンペーン

オートシップ・プログラム参加者のみを対象としてお得なキャンペーンや、オートシップポイント交換のみでしか手に入らない特別製品
もあります。キャンペーンは毎月変わりますのでホームページなどでお確かめください。

100PV 以上のオートシップを継続するとさらにこんな特典も！
新規登録時より 100PV 以上のオートシップを継続するとさらにお得なプレゼントがもらえます！３か月継続でラベンダーとレモン
各 15ml を１本ずつ、６か月継続でオートシップポイント 85PV、12 か月継続でオートシップポイント205PV がもらえます。
【ご注意】
※ プレゼント製品をお受取りの為には申請書の提出が必要です。対象継続月数（3 か月・6 か月・12 か月）のオートシップ・デイから２週間以内
に申請書を提出してください。（受付方法：ファックス、郵送、電話、ショールーム）
※ プレゼント製品及びオートシップポイントは収穫などの状況や価格改定により変更になる場合がございますのでご了承ください。

新規会員限定のさらにお得なキャンペーン！

100PV 以上のオートシップなら下記の製品を特別価格でご注文いただけます
40%
OFF

20%
OFF

20%
OFF

10%
OFF

YL ラウンド ディフューザー

ニンシアレッド 750ml

ニンシアレッド サンプルパック 30 個入り

新・家庭のオイルセット

● 製品番号：490805
● PV：14.50
● ホールセール価格：5,589 円
（通常価格 9,342 円）

● 製品番号：304005
● PV：31.25
● ホールセール価格：4,833 円
（通常価格 6,048 円）

● 製品番号：352505
● PV：67.75
● ホールセール価格：10,449 円
（通常価格 13,068 円）

● 製品番号：555105
● PV：210.75
● ホールセール価格：32,616 円
（通常価格 36,261 円）

※ 上記製品の他に 85.50PV 以上のご注文が必要です。

※ 上記製品の他に 68.75PV 以上のご注文が必要です。

※ 上記製品の他に 32.25PV 以上のご注文が必要です。

※レインドロップキットの 10%OFF キャンペーンは終了しました。

エッセンシャルオイルを自由に選びたい方は

ベーシック・スターター・キットでもご登録いただけます！
ベーシック・スターター・キット

（登録料込）

● 製品番号：546005

● PV：0.00

● ホールセール価格：4,320 円
● 内容：ラベンダー エッセンシャルオイル ５ml １個、ニンシ
アレッド サンプルパック ２個、アロマグライド（ロールオン
アタッチメント）１個、1ml エッセンシャルオイル用遮光瓶
10 個、ラベンダー エッセンシャルオイル サンプル 10 枚、
ビジネスカード（ラベンダー）10 枚、パンフレット ４ 種

100PV 以上の
オートシップ注文で
登録すると

4,320 円が
無料！
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