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ご購入の手引き 

Youngevity Hemp FX  

 

メンバー用資料 



 

  

高濃縮カンナビジオール(CBD) 

30ml中 1,000mgの CBDを配合。 CBDの生成は特許申請

中の製法を用いて不純物を徹底的に排除。 キャリアオイルに

は中鎖脂肪酸が豊富で純度の高い インドネシア産ココナッツ

由来の MCTオイルを配合。 

そのままでもお召し上がり いただけますが、あらゆる料理や 

飲み物に加えても味が変わらない 大変使いやすい製品です。 

一般販売価格:    14,000円(税込)  

プライム会員価格:  9,800円(税込) 45BV 90QV 

HempFX  Tincture 
ティンクチュア 

TM 

1スポイト分（CBD約 33ｍｇ）を舌下に 1分置いてください。 

反応には個人差があるので、まずは少量から試して 

ベストな量とタイミングを見つけていく感じになります。 

あくまで目安ですが、 

1日に３スポイト（100mg）程度を上限にしてください。 

食品であり天然成分でありますが、精油と同じで、大変 

純度が高く濃厚です。摂り過ぎにはご注意ください。 

ご使用上の注意 

１回量目安 



 

・飲む 直接摂取 

舌下から瞬時に体内へ！ 

毎日レセプターのスイッチ ON！ 

 

・塗る 気になる場所へ 

お手持ちの化粧水やクリームに混ぜても OK 

全身の気になるお肌へ 

ツルプルのお肌に！ 

疲れ知らずの足腰に！ 

首の後ろは重点的に！ 

 

  Youngevity 

ティンクチュアの魅力 

・無味無臭 無色透明（二酸化炭素抽出） 

・ナノ CBDなので抜群の浸透力(特許) 

・高品質 高濃度 

・安心の国内製造           etc… 
 

～～使い方色々～～ 



 

 

  HempFX Soothe  
スーズ 

HempFX Soothe 

優しい香り 全身に使える CBD クリーム 

50ml 中に CBD120mg を配合。 さらに、オリーブ、 

アロエベラ、 レモングラス、ラベンダー、 

ヨーロッパシラカバ、セイヨウハッカ、ボタン、 

アルテア、フユポタイジュ、アルニカなどの天然成分

を豊富に含み、全身に使用することができるクリーム

です。お顏にもＯＫ。  

乾燥した場所や気になる部位に、いつでもどこでも  

普段使うクリームの代わりにお使いいただけます。 

 

一般販売価格:   14,000 円(税込)  

プライム会員価格:  9,800 円(税込) 45BV 90QV 

 

TM 

全身に使える CBD クリーム 



  

HempFX ＣＡＰＳＵＬＥＳ 

携帯にも便利なカプセルタイプ 

特許申請中の抽出技術で精製した カンナビジオール

(CBD)を 1 本で 750ml、1 粒に 25ml 配合 

(1 本あたり 30 粒)。  

1 日 1 粒が目安のため、飲み 忘れを確認できます。

外出先に携帯 できるため、忙しくしている方にも  

カンナビジオール(CBD)を継続して 摂取していただ

けます。 

 

一般販売価格:   14,000 円(税込)  

プライム会員価格:  9,800 円(税込) 45BV 90QV 

 

HempFX CAPSULES 
 カ プ セ ル 

一日 1 粒！ 

TM 



 

                     価格表     (税込・別途送料） 

 

   

HempFX™ 

ベーシックパック-ティンクチュア CBD オイル 

SKU: JPH 10030 

 

一般価格：     40,000 円(税込) / 380.95 ドル 

プライム会員価格: 28,500 円(税込) / 271.43 ドル  

 

ポイント: 135.00BV / 270.00QV 

  

HempFX™ 

ビジネスビルダーパック- ティンクチュア CBD オイル 

SKU: JPH 4020 

初回登録用：    65,625 円(税込) / 625.00 ドル 

 

ポイント: 50BV / 600QV FSB ７０ 

 

（購入によりプライム会員となります） 

HempFX™ 

ティンクチュア CBD オイル 

SKU: JPH 100100 

 

一般価格：     14,000 円(税込) / 133.33 ドル 

プライム会員価格:  9,800 円(税込) /  93.33 ドル  

 

ポイント: 45.00BV / 90.00QV 

 



 

  

HempFX™ 

ベーシックパック   スーズ＆ティンクチュア  

SKU: JPH 30010 

 

一般価格：     40,000 円(税込) / 380.95 ドル 

プライム会員価格: 28,500 円(税込) / 271.43 ドル  

 

ポイント: 135.00BV / 270.00QV 

 

HempFX™ 

ビジネスビルダーパック  スーズ＆ティンクチュア 

SKU: JPH 3007 

初回登録用：   65,625 円(税込) / 625.00 ドル 

 

ポイント: 50BV / 600QV FSB ７０ 

 

 

HempFX™ 

Soothe (スーズ) CBD クリーム 

SKU: JPH 300100 

 

一般価格：     14,000 円(税込) / 133.33 ドル 

プライム会員価格:  9,800 円(税込) /  93.33 ドル  

 

ポイント: 45.00BV / 90.00QV 

 

プライム会員になる為には、ＣＥＯパックのご購入または別途２５ドル(2625円)の登録料が必要となります。 

プライム会員は再販が可能です。 



  

HEMP FX お申込はこちら 

https://youngevity.co.jp/online/cp3SelectItem.php?CAT=CBD 

メンバー登録用 

メンバー購入用 

一般価格 

https://youngevity.co.jp/online/cp3SelectItem.php?CAT=CBDREG 

HEMP FXビジネスビルダーパックでご紹介の場合 

600QV 50BV 70FSB 

 

～～ エンローラーの初回コミッションは３つ ～～ 

1. ファストスタートボーナス 

FSB   70×105 

 

2. クイックスタートボーナス (30日以内) 

          50BV×30%×105 

 

3. コーティングボーナス 

                                                                    (CEO資格のあるセールスタイトル以上の方のみ) 

ヤンジェヴィティのビジネスプランは沢山あります。

コミッションプラン参照 



 

Youngevity 製品購入はこちら 

https://youngevity.co.jp/online/cp3SelectItem.php 



 

 

 

 

  

etc… 
過食 

★エイジングケア 

☆メンタルケア  

★スキンケア  

☆ボディケア 

★スリープケア 

世界が注目！ＣＢＤオイルの魅力 

ヘンプ由来のカンナビノイドオイルの健康効果は？ 

健康的な免疫反応を強化し、患部のフリーラジカルストレスを軽

減することで、筋肉や関節の緩和をサポートします。ヘンプ由来

のカンナビノイドオイルは心と身体の緊張を緩和し、安眠を促し

ます。また、自然の力で認知能力を高め、頭をすっきりさせるこ

とで明るい気持ちをサポートします。（アメリカ HP より） 

CBD がもたらす健康の利点 

ホームページ 

https://www.youngevity.co.jp/hempfx/home.html 

不眠 

イライラ 

頭痛 

ＰＭＳ 

緊張緩和 
肩こり 

筋肉痛 

熟睡 

リラックス 

未病 

ネイルケア 

頭皮ケア 

保湿 

悩み解決 

美肌 

痛み 

痒み 

脳の働き 

ESC活性化 





 

 

 

  


