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2 エッセンシャル　ウェルネス

2008年春、エッセンシャルオイルを通して人生がより豊かになった経
験を持つ医療とビジネスの専門家グループが、セラピー等級のエッセ
ンシャルオイルの新しい品質基準を世界に確立するという共通のビジ
ョンを掲げ集まりました。エッセンシャルオイルを全く知らない人から
エッセンシャルオイルの専門家まで、全ての人々に愛される今までと
は異なったオイルを作りたかったのです。  

そこで彼らは、 「もし私たちが健康になるための新しくて強力な方法を世界に提供できた

ら？」「もし私たちがエッセンシャルオイルにより幅広く取り組むことにより、人々の健康をよ

り高めることができたら？」「もし私たちが原料調達や品質テストに自ら取り組み、今日の市

場に出回っているどのエッセンシャルオイルよりも純度が高く強力な、品質の高いオイル

を作ることができたら？」「もし私たちが主要な病院や医者、科学者、見識者と今までにない

ようなプロフェッショナルな方法で手を結び、エッセンシャルオイルに関して地球上で最も

強力な認証を与えることができたら？」 と問いかけました。 

そして、同じような情熱やビジョンを持つ人々の努力と熱意があれば、健康の新しい概念

を作り出すことが可能であるという考えに至りました。その信念のもと、ラテン語で“地球か

らの贈り物”という意味のdōTERRAを社名とし、2008年4月25日に25種類のシングルオイ

ルと10種類のブレンドオイルを世の中に送り出しました。dōTERRAのエッセンシャルオイ

ルは、それを使い始めてすぐに優れたセラピー等級を体感したエッセンシャルオイルの

専門家や愛用者から多くの賞賛をいただきました。 

dōTERRAの使命
私たちdōTERRAは以下の事を通して、人生をより豊かにするセラピー等級のエッセ
ンシャルオイルを世界に提供することを確約いたします。

•  高い学歴と豊かな経験を持つ植物学者、化学者、健康科学者、医療専門家のネットワークを活用
し、世界で最も優れたセラピー等級のエッセンシャルオイル製品を発見、開発する。 
•  エッセンシャルオイル業界で用いられている最高の品質、純度、安全性の基準である、CPTG 認定
純粋セラピー等級®を満たしたエッセンシャルオイルを生産する。 
•  自宅にいながら地域の人々に直接dōTERRA製品の紹介、教育、販売を行ったり、個人ウェブサイトを
通してグローバルにビジネスを行う、独立製品コンサルタントによりdōTERRA製品を流通させる。 
•  自らの健康管理の手段としてセラピー等級のエッセンシャルオイルの使い方を学びたい全ての人
々に教育の機会を提供する。 
•  伝統医療と代替医療の専門家チームを編成し、現代医療におけるセラピー等級のエッセンシャル
オイルの研究および応用を促進する。

d—oTERRA® ストーリー

認定純粋セラピー等級®

NEW
ダイジェストゼン®製品は
30ページ目をご覧ください
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dōTERRA 独自のブランドのエッセンシャルウェルネス製品は、個人プロダク
トコンサルタントによってのみ、対人販売や個人ウェブサイトを通して、ある
いはアメリカ国内の高級ウェルネスセンターやエステサロンにて販売されて
います。注文をご希望の方は、本プロダクトガイドの入手先であるプロダクト
コンサルタントにお聞きいただくか、050-5532-8258までお電話いただくと
地域のプロダクトコンサルタントをご紹介させていただきます。また、個人プ
ロダクトコンサルタントとして登録していただくこともできます。

ご注文方法： インターネット：www.doterra.com

目次
4 エッセンシャルオイルとは？

5 CPTG®

6 エッセンシャルオイルの使い方

7 初めての方に

エッセンシャルオイルとは？
8 バジル ・ シナモン

9 シングルオイル早見表

10 クラリセージ ・ サイプレス

11 ユーカリプタス ・ ジンジャー

12 グレープフルーツ ・ レモン

13 レモングラス・メリッサ

14 ミルラ・ベチバー

15 ホワイトファー ・ イランイラン

ディフューザー
15 ロータス  ディフューザー

ブレンド
16 アロマタッチ™ ・ シトラスブリス™

17 ブレンドオイル早見表

18 ディープブルー®・ピューリファイ

19 セレニティ・ウィスパー™

オンガード ® 製品
20 オンガード保護のど飴 ・ オンガード  オイル

エッセンシャルオイルキット
21 ホームドクター™ キット

22 アロマタッチ テクニック™ キット

スキンケア
24 エッセンシャル  スキンケア

サノベラヘアケア
27 プロテクティングシャンプー・スムージングコンディショナー

ウェルネス
28 アルファ CRS® ・ マイクロプレックスVM™

30 ダイジェストゼン®製品
31 ウェルネス ライフスタイル

SanoBella
PROTECTING  
shampoo
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conditioner

LAVENDER & PEPPERMINTORANGE & LIME
WITH ESSENTIAL OILS OF WITH ESSENTIAL OILS OF

protects color 
treated hair 
against UV  
oxidation  

COLOR SAFE
8 fl oz (236 ml)

 

seals against 
water damage  
for stronger, 
shinier hair 

COLOR SAFE
8 fl oz (236 ml)

 

NEW
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NEW
サノベラヘアケアは
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抽出方法
セラピー等級のエッセンシャルオイルのほとんどは、圧力を
かけられた蒸気が植物原料を通り抜ける際にエッセンシャ
ルオイルを蒸気の中に遊離する、低温の水蒸気蒸留法によ
り抽出されます。蒸気が冷めて水とオイルが分離することに
より、純粋なオイルを取り出すことができます。正しい化学組
成の等級の高いオイルを確実に抽出するために、温度と圧
力を厳密にモニターしなければなりません。温度や圧力が
低すぎると有効なオイルを抽出できず、温度や圧力が高すぎ
ると抽出されたデリケートな化学組成が壊れ、その有効性が
変化してしまうからです。 

また、細心の管理に基づく抽出過程と同じくらい重要なのが、
原料です。植物の正しい種類や部分を注意深く選択し、エッセ
ンシャルオイルが最も濃縮している時期に合わせてタイミン
グよく収穫することが、セラピー等級のエッセンシャルオイル
の抽出には欠かせない条件です。この複雑な過程は科学で
あると同時に芸術であり、経験豊かな生産者と蒸留者がとも
に働くことにより、最高品質の製品を確実に生み出すことが
できるのです。 

エッセンシャルオイルとは植物の種、樹皮、茎、根、花、そしてその他の部分にある天然の芳香
族化合物です。それは美しい香りにも、力強い香りにもなり得ます。プレゼントでもらったバラ
の香り、ラベンダー畑を通りすがったときの香り、採れたてのミントの香りを楽しんだことがあ
る方は、エッセンシャルオイルの香りのクオリティーをすでに体験されています。エッセンシャ
ルオイルは気分を高めたり、神経を落ち着けたり、強い感情を生じさせることもあります。しか
し、エッセンシャルオイルには魅力的な香りを楽しむ以上の使い方があるのです。

健康促進や癒しの力を持つエッセンシャルオイルは、長い間多くの文化で使われてきました。ホリスティックな手法
を使った自己管理の広がりと、代替治療に対する科学的な裏づけの増大により、エッセンシャルオイルの健康に与え
る恩恵が再確認されてきています。オイルの多くは強力な洗浄作用を持ち、天然の抗菌剤です。その独特の化学構造
により、肌に塗布するとすぐに浸透し、素早く全身に行きわたります。中には、体に活力を与えたり健康を促進するよ
うな健康補助食品としてお使いいただけるものもあります。 

エッセンシャルオイルとは？
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CPTG　認定純粋セラピー等級®
dōTERRAの認定純粋セラピー等級®エッセンシャルオイルは、植物から細
心の注意を払い抽出した100％純粋な天然芳香族化合物です。その有効
性を弱める増量剤や人工原材料を一切使用しておらず、農薬やその他の
化学残留物などの汚染物質も一切含まれておりません。純度においては
AFNORやISOの基準をはるかに超えたオイルです。

安全性や品質を約束する上で、汚染物質の混入を防ぐのと同じくらい重
要なのが、オイル中にふさわしいレベルの有効成分が含まれていること
を確実にすることです。市場に出回っているオイルの多くはセラピー等
級とうたわれおり、その中には純粋なものもあるかもしれません。しか
し、化学組成の厳格な基準で試験されたものはほとんどありませ
ん。dōTERRAのCPTG 認定純粋セラピー等級®のエッセンシャルオイル
は、抽出物の純度と成分を保証するために、生産されたロットごとに質
量分析とガスクロマトグラフィーのクロス試験が行われています。

dōTERRAは理想的な環境で育ち、正しい時期に慎重に収穫された正し
い種類の植物を選ぶために、一流のエッセンシャルオイル化学者と生産
者の世界的ネットワークと緊密な関係を保っています。植物の芳香族化
合物は経験豊かな蒸留者により抽出され、化学分析によりその純度と成
分が保証されています。dōTERRAのCPTG®エッセンシャルオイルは現在
出回っているどのエッセンシャルオイルよりも安全で有益なオイルを代
表するものです。

安全性と品質の厳しい基準は全てのdōTERRAのエッセンシャルウェルネ
ス製品にも共通しています。科学諮問委員会の指導のもと、dōTERRA は
GMP（品質管理基準）認証を維持している一流の開発および製造パート
ナーを使い、その優れた技術革新と品質で業界の高い評価を得ていま
す。全てのdōTERRA製品は顧客満足度および性能において、期待をはる
かに超えるものであると確信しています。 

C
PTG

®

認定純粋セラピー等級®
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dōTERRAの植物生産者および蒸留者のネ
ットワークは、オマーンからコスタリカ、ス
リランカからフランスと世界に及びます。
最も純粋で最も等級の高いエッセンシャ
ルオイルのみがdōTERRAの厳しいCPTG® 
認定純粋セラピー等級 基準を満たしま
す。皆さまのご家族のために基準を満た
した製品のみをお選びください。

使い方
エッセンシャルオイルは心の健康から体の健康まで幅広く
お使いいただけます。ご利用になる方の経験を通して、また
は目的により、シングルオイルあるいはブレンドオイルをお
選びいただけます。エッセンシャルオイルを使うには、香り
をディフューズ（拡散）させる、肌に塗布する、サプリメントと
して摂取する、という3つの方法があります。エッセンシャル
オイルを使うことはとてもシンプルですが、同時に人生を変
えるような経験にもなり得ます。初心者の方はエッセンシャ
ルオイルの経験者とお使いいただくことにより、より楽しく、
実りある経験となることでしょう。

エッセンシャルオイルはもともと安全であり、指示通りにお使
いいただくと副作用が起こることはほとんどありません。しか
し、強力に濃縮されたオイルですので指示に従ってお使いい
ただくことをお勧めします。必ず100％純粋なセラピー等級の
エッセンシャルオイルのみを使い、ラベルにある全ての注意
事項や使用方法に従って下さい。エッセンシャルオイルを絶
対に目や耳の中に使用しないでください。肌に赤みやかぶれ
が発生した場合は、フラクショネイテッドココナッツオイル
（15ページ）などの植物油を塗って下さい。水はエッセンシャ
ルオイルを希釈しませんのでご注意下さい。妊娠中の方や病
気治療中の方はお使いいただく前に必ず医師にご相談下さ
い。

本プロダクトガイドでオイルをお探しの際は、下記の
オイル製品の解説記号を参考にして下さい。（エッセ
ンシャルオイルのラベルにある使用方法や注意事項
もお読み下さい。）

肌への刺激

N  薄めずに肌に塗ることができます（ストレート）

S  お子様や敏感肌の方は薄めてお使い下さい（敏感）

D  薄めてから肌に塗ってください（希釈）

ご使用方法

A  香りを楽しめます 

T  肌に塗ることができます

I  摂取できます

フラクショネイテッドココナッ
ツオイル
dōTERRAのフラクショネイテッド（
分別蒸留）ココナッツオイル
は、100%天然のキャリアオイルで、
皮膚への吸収が速いため、肌に塗る
オイルとして理想的です。乾燥肌や
荒れた肌に最適で、毛穴をふさがず
に肌を優しく包んで癒す、羽のよう
に軽やかなエモリエント効果（皮膚
軟化作用）があります。他の植物性
キャリアオイルのようなベタベタ感
を肌に与えず、シルクのように滑ら
かな感触を残します。すべてのエッ
センシャルオイルと完全に溶解する
無色透明なココナッツオイルは、シ
ミや不快な匂いを残しません。 

T N

3026 小売価格   $23.00 (115ml)
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エッセンシャルオイルの使用は非常に簡単ですが、大きな
満足感を与えてくれます。しかしながら、エッセンシャルオイ
ルの数の多さと無数の組み合わせや活用法に、初心者の方
は圧倒されることでしょう。エッセンシャルオイルの旅への
簡単な第一歩として、ラベンダー、レモン、ペパーミントがセ
ットになったビギナーズトリオをお勧めします。人生をより
豊かにするセラピー等級のエッセンシャルオイルの中でも
人気の高い3つのオイルが、皆さまとご家族に感動的な経験
を与えてくれることでしょう。

レモン Citrus limon

• ボトル入りの水やコップ一杯の水に一滴
• ディフューズしたり肌に塗って気持ちを高める
• 少量の蜂蜜に混ぜて咳やのどの痛みを和らげる
• ココナッツオイルで薄めて健康な爪のマッサージに
• 熱の花（口唇ヘルペス）に直接塗り症状を和らげる
• 使用後の歯ブラシにレモンとペパーミントを１滴ずつ落とす
• 部屋にディフューズして不快な臭いを中和する
•  布についたガム、ラベルの接着剤、油性物質を取り除く
• 台所のカウンターやステンレス製品の清掃に
• オリーブオイルに混ぜて無毒な家具用艶出し剤に

ペパーミント Mentha piperita 

•  お腹や足の裏に塗る、あるいは一滴飲んで、消化不良やむかつきを
緩和する
• 水にレモンオイルと混ぜて口をすすぎリフレッシュ 
•  ディフューズするか肌に塗り、鼻や気管の通りを良くする
• 筋肉や関節の疲れや痛みにラベンダーと混ぜて塗る
• 食事中に香りを吸い込み満腹感を得る
•  水シップやフットバスに混ぜて体のほてりを冷ます
• 香りを吸い込んで、長距離運転の眠気覚ましや疲労回復に
• シャンプーやリンスに混ぜてマッサージし、髪や頭皮を刺激する
• 花粉症の季節にラベンダー、レモンと混ぜて
• お子様の勉強前に服につけて集中力を高める

ラベンダー Lavandula angustifolia 

• 就寝前に足の裏や枕につける
• 蜂刺されや虫刺されの症状を和らげる
• 入浴時にバスソルトと一緒に使ってリラックススパ体験
• 手首に塗ったり、香りを吸い込んで旅行中の乗り物酔いを緩和する
• 軽く塗って、日焼けや火傷した肌の症状を鎮める
• 興奮している子供の背中、手、または足に塗る
• オムツかぶれの症状を和らげる
• 脱毛後の敏感な肌や毛穴を落ち着ける
• リップクリームをつける前の乾燥してひび割れた唇に塗る
• ペパーミントと混ぜて健康な頭皮のマッサージに
• ハンドクリームと混ぜて手のリラックスマッサージに

初めに

B
EG

IN
 H

ER
E

050-5532-8258
認定純粋セラピー等級®

イントロ  キット 人気製品
初めての方にお勧めの「エッセン
シャルオイル スターターキット」に
は、紹介オーディオCD、エッセンシ
ャルオイルの使い方を説明したパ
ンフレット、そしてdōTERRAの
CPTG®エッセンシャルオイル（ラ
ベンダー、レモン、ペパーミント各
５ｍｌ）がセットで含まれていま
す。この３本のエッセンシャルオイ
ルの上手な活用法も学べるキット
内容ですので、生活をより豊かにす
るエッセンシャルオイルのパワー
をすぐに実感することができます。

3218 小売価格 $39.50
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dōTERRAのシングルエッセンシャルオイルのコレクションは、今日の世界中のエッセンシャルオイル
の中で最も良質のアロマエッセンスです。すべてのオイルは植物由来のフレッシュなエッセンスで、
世界中のさまざまな場所で栄養たっぷりに育ち、細心の注意を払って収穫された植物から優しく蒸
留されました。純度や品質の厳しい基準をクリアした、100％天然のオイルです。多彩な特徴を持つ
植物エネルギーを単品でまたは好みに合わせてブレンドして、オーダーメイドのエッセンシャルオイ
ルセラピーをお楽しみください。

* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"

エッセンシャルオイル 

シングルオイル

バジル 
エッセンシャルオイル
学名： Ocimum basilicum

活力や落ち着きを与えるバジル
は、筋肉痛や関節痛を和らげ、スム
ーズに呼吸ができるよう助けます。
また、肌を冷ます働きもあります。*

A T I N

3001 小売価格 $38.00 (15 ml)

ベルガモット 
エッセンシャルオイル
学名： Citrus bergamia  

その心地よい香りが人気の高い
ベルガモットは、シトラス系オイ
ルの中でも心を穏やかにする効
果を持つことで知られていま
す。CPTG®（認定純粋セラピー等
級）基準を設定している
doTERRAでは、ベルガモットの
果皮から得られるオイルを低温
圧搾法により抽出しています。*

A T I S

3079 小売価格 $52.50 (15 ml)

カシア 
エッセンシャルオイル
学名： Cinnamomum cassia

シナモンにとても近い種類のカシ
アは、そのすばらしい香りでよく知
られています。旧約聖書にはカシア
の香りと精神を落ち着ける性質が
何千年もの間使われていたと記さ
れています。 

A T I D

3002 小売価格 $37.50 (15 ml) 

シナモン 
エッセンシャルオイル
学名： Cinnamomum zeylanicum

シナモンは食物に香りを与えるス
パイスとして幅広く使われている
ことでよく知られています。しかし、
シナモンは洗浄作用や痛みを和
らげる特性を持つエッセンシャル
オイルとしても良く知られていま
す。* 

A T I D

3003 小売価格 $43.00 (5 ml) 

バジル ・ シナモン
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認定純粋セラピー等級®

シングルエッセンシャルオイル 
オイル早見表

使 用方法 肌への刺激

香
る

塗
る

食
べ
る

ス
ト
レ
ー
ト

敏
感

希
釈

製品番号 小売価格 ページ

バジル Ocimum basilicum A T I N 3001 $38.00 8

ベルガモット Citrus bergamia A T I S 3079 $52.50 8

カシア Cinnamomum cassia A T I D 3002 $37.50 8

シナモン Cinnamomum zeylanicum A T I D 3003 $43.00 8

クラリセージ Salvia Sclarea A T I N 3042 $79.50 10

クローブ Eugenia caryophyllata A T I D 3004 $25.50 10

コリアンダー  Coriandrum sativum A T I N 3078 $49.50 10

サイプレス Cupressus sempervirens A T N 3005 $31.00 10

ユーカリプタス Eucalyptus radiata A T S 3006 $26.00 11

フランキンセンス Boswellia frereana 人気製品 A T I N 3007 $126.00 11

ゼラニウム Pelargonium graveolens A T  N 3009 $55.50 11

ジンジャー Zingiber offi cinale A T I S 3008 $54.00 11

グレープフルーツ Citrus X paradisi A T I N 3010 $32.50 12

ヘリクリサム Helichrysum italicum A T N 3041 $158.00 12

ラベンダー Lavandula angustifolia 人気製品 A T I N 3011 $44.50 12

レモン Citrus limon 人気製品 A T I N 3012 $20.50 12

レモングラス Cymbopogan fl exuosus A T I S 3013 $21.50 13

NEW ライム Citrus Aurantifolia  NEW! A T I S 3087 $26.50  13

マジョラム Origanum majorana A T I N 3014 $39.50 13

メラルーカ Melaleuca alternifolia 人気製品 A T I N 3015 $38.00 13

NEW メリッサ Melissa offi cinalis  NEW! A T I N 3085 $234.00 13

ミルラ Commiphora myrrha A T  N 3016 $99.00 14

オレガノ Origanum vulgare  人気製品 A T I D 3018 $41.00 14

NEW パチョリ Pogostemon cablin  NEW! A T I N 3089 $60.00 14

ペパーミント Mentha piperita  人気製品 A T I S 3019 $36.50 14

ローマンカモミール Anthemis nobilis A T N 3080 $63.00 14

ローズマリー Rosmarinus offi cinalis A T I N 3020 $26.00 14

サンダルウッド Santalum album A T I N 3021 $127.00 14

タイム Thymus vulgaris A T I D 3022 $58.00 14

ベチバー Vetiveria Zizanoides A T I N 3043 $68.50 14

ホワイトファー Abies alba A T  N 3025 $39.50 15

ワイルドオレンジ Citrus sinensis  人気製品 A T I N 3017 $20.50 15

ウィンターグリーン Gaultheria procumbens A T S 3023 $32.00 15

イランイラン Cananga odorata A T I N 3024 $69.00 15

ご使用方法  A  香りを楽しめます  T  肌に塗ることができます  I  摂取できます
肌への刺激  N  薄めずに肌に塗ることができます（ストレート）  S  お子様や敏感肌の方は薄めてお使い下さい（敏感）  D  薄めてから肌に塗ってください（希釈）

EO
 シ
ン
グ
ル
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クラリセージ
エッセンシャルオイル
学名： Salvia sclarea

気持ちを高め、心を軽くする働きで
よく知られているクラリセージは、
毎月起こる女性特有の不快な症状
を和らげるためにも広く使われて
います。*　またエッセンシャルオ
イルの専門家として有名なロバー
ト・ティスランド氏の研究によると、
マッサージに使うと気分を高める
特質があることが記されています。

A T I N

3042 小売価格 $79.50 (15 ml)

クローブバッド
エッセンシャルオイル
学名： Eugenia caryophyllata

クローブには料理用スパイス以上
の働きがあります。その様々な用
途や癒しの特質がヘルスケアの専
門家や健康に関心のある人々の間
で大変人気です。また、クローブに
は強力な抗酸化作用もあります。

A T I D

3004 小売価格 $25.50 (15 ml)

コリアンダー
エッセンシャルオイル    
学名： Coriandrum sativum 

コリアンダーの種子から抽出した
コリアンダーエッセンシャルオイ
ルは、多くの国でさまざまな用途
に使用されてきました。リナロール
含有量が非常に高いコリアンダー
には、消化器官や正常なインスリ
ン反応をサポートするといった健
康上のメリットがあります。

A T I N

3078 小売価格 $49.50 (15 ml) 

サイプレス 
エッセンシャルオイル
学名： Cupressus sempervirens

サイプレスの木（和名：イトスギ）の
小枝や葉から蒸留したサイプレス
エッセンシャルオイルは、呼吸を和
らげ、喉の調子を整えるためによく
使われます。また、肌に塗ることに
より筋肉のこりをほぐしたり、部分
的に血流を良くするために使うこ
とができます。*スパセラピーでは、
サイプレスとグレープフルーツを
ブレンドして美しい足やヒップのマ
ッサージに使います。

A T N

3005 小売価格 $31.00 (15 ml) 

クラリセージ ・ ジンジャー　 

 製品ハイライト

フランキンセンス
  dōTERRAのフランキンセンスエッセンシャルオイルは、自然が育
んだオマーンに生息するボスウェリア・フレレアーナの樹脂を水
蒸気蒸留したものです。フランキンセンスはその香りと治癒的な
特質から、古代では珍重されていました。現代ではヘルスケアの
専門家が精神的または肉体的な健康のために様々な方法で使用
しています。

* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"

「dōTERRAのフランキンセンスを使い始めてから、以前使ってい
たフランキンセンスとの違いに驚くばかりです。dōTERRAのオイ
ルは、私が使ってきた中で一番質の高いオイルだと言えます。」
ジャスティン・H（ユタ州メイプルトン在住）
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ご使用方法  A  香りを楽しめます  T  肌に塗ることができます  I  摂取できます
肌への刺激  N  薄めずに肌に塗ることができます（ストレート）  S  お子様や敏感肌の方は薄めてお使い下さい（敏感）  D  薄めてから肌に塗ってください（希釈）

ジンジャー 
エッセンシャルオイル
学名： Zingiber offi cinale

世界中で欠かせない食材のジンジ
ャーは、消化を促進する働きでよく
知られています。甘くてシトラスに
似た香りのジンジャーは、その他様
々な形で健康に働きかけます。

A T I S

3008 小売価格 $54.00 (15 ml)

ゼラニウム 
エッセンシャルオイル
学名： Pelargonium graveolens

荒れた肌を整えることに秀でている
ゼラニウムは、多くのスキンケア製
品の成分としてよく使用されていま
す。また、関節をサポートし、軽い痛
みを緩和します。ゼラニウムの鎮静
効果が多くのエッセンシャルオイル
ユーザーの間で人気です。* 

A T I N

3009 小売価格 $55.50 (15 ml)

ユーカリ  ラディアタ 
エッセンシャルオイル
学名： Eucalyptus radiata

たくさんの有力な化合物が含まれ
ていることにより、ユーカリは咳や
喉の薬および胸の軟膏の主成分と
して使われます。また、沈静、清浄、
あるいは呼吸を和らげるために幅
広く使われています。*

A T S

3006 小売価格 $26.00 (15 ml)

フランキンセンス 
エッセンシャルオイル 人気製品
学名： Boswellia frereana

最も貴重な古代のオイルであるフ
ランキンセンスはリラックスさせ、
免疫サポートを行い、気分を高め
るなどの目的で、現代の人々にも
幅広く使用されています。*

A T I N

3007 小売価格 $126.00 (15 ml)

EO
 シ
ン
グ
ル
 

050-5532-8258
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グレープフルーツ・メリッサ

グレープフルーツ
エッセンシャルオイル
学名： Citrus X paradisi

グレープフルーツのフレッシュで活
力のある香りは気分を高め、心を満
たします。外皮から搾り出されたグレ
ープフルーツオイルは新鮮な香りだ
けではなく、その浄化および活性作
用がエッセンシャルオイルファンの
間での人気の秘密です。 

A T I N

3010 小売価格 $32.50 (15 ml)

ヘリクリサム 
エッセンシャルオイル
学名： Helichrysum italicum

最も人気のエッセンシャルオイルの
一つであるヘリクリサムは、昔からそ
の癒しと再生効果のために使用され
てきました。ヘリクリサムの珍しいエ
ッセンシャルオイルは常緑草の花
の房から蒸留したもので、エッセン
シャルオイルファンから高い評価を
得ています。 

A T N

3041 小売価格 $158.00 (5 ml)

ラベンダー
エッセンシャルオイル  人気製品
学名： Lavandula angustifolia

最も人気の高いオイルのラベンダ
ーは、誰からも愛される香りとセラ
ピー効果のために何千年もの間大
切にされてきました。気分を落ち着
け、リラックスさせる特徴を持つラ
ベンダーは様々な用途に使われ、
愛されてきました。 

A T I N

3011 小売価格 $44.50 (15 ml)

レモン 
エッセンシャルオイル  人気製品
学名： Citrus limon

もう一つの人気のオイル、レモン
はレモンの外皮をコールドプレス
（低温圧搾）し、デリケートな天然
の性質や有効成分をそのまま保存
しています。レモンは強力な洗浄
効果で知られており、ディフューズ
したり、肌につけたり、飲んだりで
きます。また、その他の様々なオイ
ルと併せてお使いいただけます。
レモンをディフーズすることにより
空気を清浄し、気分を高めます。無
害な洗浄剤として家の中の清掃に
もお使いいただけます。

A T I N

3012 小売価格 $20.50 (15 ml)

ご使用方法
A  香りを楽しめます

T  肌に塗ることができます

I  摂取できます

肌への刺激
N  薄めずに肌に塗ることができます（ストレート）

S  お子様や敏感肌の方は薄めてお使い下さい（敏感

D  薄めてから肌に塗ってください（希釈）

 製品ハイライト

ラベンダー
  気分を落ち着かせる効果があると世
界的に良く知られているのはラベン
ダーです。16オンスのセラピー効果
のあるエッセンシャルオイルを作る
のに60パウンド以上ものラベンダー
の花を使います。

* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"



認定純粋セラピー等級®
www.doterra.com 13

レモングラス 
エッセンシャルオイル
学名： Cymbopogan fl exuosus

レモンに似た香りのレモングラス
はアジアやカリブで食材として長
い間使われていました。レモングラ
スは正常な消化をサポートし、筋
肉の痛みを和らげることで知られ
ています。

A T I S

3013 小売価格 $21.50 (15 ml)

ライム 
NEWエッセンシャルオイル！
学名：Citrus Aurantifolia

さわやかなシトラス系の香りを持
つライムは、お気に入りのオイルコ
レクションに絶対追加したい１本
です！ライムは、気分をリフレッシュ
させるだけでなく、アロマでの使用
や、局所的にあるいは体内に直接
取り入れて使用すると、クレンジン
グ作用をもたらします。ライムは、関
節のケアや虫よけ対策などにも役
立ちます。

A T I S

3087 小売価格 $26.50 (15 ml)

マジョラム 
エッセンシャルオイル
学名： Origanum majorana

“ウィンタースウィート”や“ジョイオ
ブザマウンテン”とも呼ばれるマジ
ョラムは、世界中のキッチンで最も
よく見受けられるハーブの一つで
す。心を落ち着ける特性で知られて
いるマジョラムは、肌につけて疲れ
た筋肉を癒したり、呼吸器系や神
経系をサポートします。* 

A T I N

3014 小売価格 $39.50 (15 ml)

メラルーカ 
エッセンシャルオイル  人気製品
学名： Melaleuca alternifolia

“ティーツリー”の名でよく知られて
いるメラルーカは、特に肌を浄化し
再生する特性を持つことから人々
から絶大な人気を浴びていま
す。*90以上の化合物から成るメラ
ルーカは、様々なセラピー効果が
期待できます。

A T I N

3015 小売価格 $38.00 (15 ml)

メリッサ 
NEWエッセンシャルオイル！
学名：Melissa offi cinalis

最も高価で希少価値の高いメリッ
サエッセンシャルオイルは、シトラ
ス系の、甘くフレッシュな香りを漂
わせます。レモンバームの新鮮な花
や葉、また茎から水蒸気蒸留で抽
出されるこのメリッサオイルのセラ
ピー効果は幅広く、神経を落ち着け
たり、胃の不快感を和らげるだけで
なく、気分の向上や虫よけ対策にも
効果があります。レモンバームから
抽出されるオイルは１％の１０分
の１にも満たないため、一般的にメ
リッサオイルはブレンドされている
ものがほとんどです。

A T I N

3085 小売価格 $234.00 (15 ml)

EO
 SIN

G
LES
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ミルラ 
エッセンシャルオイル
学名： Commiphora myrrha

歴史的にミルラは古代エジプトに
おいて瞑想から遺体の防腐処理ま
で様々な用途に使用されていまし
た。現代の植物学者はよくミルラの
洗浄効果を推奨し、特に口や喉の
洗浄に使うよう勧めています。また、
ミルラは肌を落ち着かせる働きに
も優れています。 

A T I N

3016 小売価格 $99.00 (15 ml)

オレガノ 
エッセンシャルオイル  人気製品
学名： Origanum vulgare

医学の父と呼ばれるヒポクラテスは
オレガノを洗浄剤あるいは消化や
呼吸器のサポートとして利用してい
ました。抗酸化活性が高いオレガノ
にはフェノール酸やフラボノイドが
含まれています。 

A T I D

3018 小売価格 $41.00 (15 ml)

パチョリ 
NEWエッセンシャルオイル！
学名：Pogostemon cablin

パチョリオイルは、豊かな甘さを含
む、特有の香りを放ちます。感情の
バランスを整えたり、気分を高める
効果があります。またパチョリは、傷
や組織の修復、そしてスキンケアな
どにも幅広く利用されています。

A T I N

3089 小売価格 $60.00 (15 ml)

ペパーミント 
エッセンシャルオイル  人気製品
学名： Mentha piperita

人気のあるペパーミントは歯磨き
粉からガムまで色々な製品に使わ
れています。エッセンシャルオイル
としては、呼吸を和らげ消化を助け
る働きをします。*

A T I S

3019 小売価格 $36.50 (15 ml)

ローマンカモミール 
エッセンシャルオイル   
学名： Anthemis nobilis  

カモミールの中でも最も万能なロー
マンカモミールは、ローマンカモミ
ール特有の小さな白い花から抽出
されます。リラックス効果を与えるこ
とでよく知られるローマンカモミー
ルは、特にからだの機能全般を落ち
着かせ、また正常な炎症反応をサポ
ートします。* 

A T N

3080 小売価格 $63.00 (5 ml)

ローズマリー 
エッセンシャルオイル
学名： Rosmarinus offi cinalis

古代ギリシャ人、ローマ人、エジプト
人、ヘブライ人により神聖なものとし
て考えられていたローズマリーは、そ
の消化器系への働きや筋肉の痛み
への作用から長きに渡り医者により
大切に扱われてきました。*

A T I N

3020 小売価格 $26.00 (15 ml)

サンダルウッド 
エッセンシャルオイル
学名： Santalum album

何千年にも渡り様々な使われ方が書
き記されているサンダルウッドは、肌
を滑らかにし気分を高める特質で最
もよく知られています。* 

A T I N

3021 小売価格 $127.00 (5 ml)

タイム 
エッセンシャルオイル
学名： Thymus vulgaris

タイムは料理に使われるスパイスで
よく知られていますが、このエッセン
シャルオイルには素晴らしい洗浄作
用や浄化作用があります。また、冬の
季節の健康維持に幅広く活躍するこ
とでも知られています。 

A T I D

3022 小売価格 $58.00 (15 ml)

ベチバー
エッセンシャルオイル
学名： Vetiveria zizanoides

ベチバーはそのリッチでエキゾチッ
クで複雑な香りにより人々に愛され
ており、香水のベースノートや固定剤
として幅広く使われています。また、
木や土に似た香りは他のエッセンシ
ャルオイルと良い相性を示します。ベ
チバーはセラピーにもよく使用され、
抗酸化作用やリラックス効果があり
ます。

A T I N

3043 小売価格 $68.50 (15 ml)

ミルラ・イランイラン

ご使用方法
 A  香りを楽しめます

 T  肌に塗ることができます

 I  摂取できます

肌への刺激
 N  薄めずに肌に塗ることができます（ストレート）

 S  お子様や敏感肌の方は薄めてお使い下さい（敏感）

 D  薄めてから肌に塗ってください（希釈）
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製品ハイライト

ワイルドオレンジ
  dōTERRAのワイルドオレンジエッセンシャル
オイルはドミニカ共和国の柑橘農園で育った
オレンジの分厚い外皮から取れたオイルで
す。この100％天然のオイルには保存料や農
薬は一切含まれておらず、よく使われている
品質の低いシトラスオイルなどの増量剤も一
切使用していません。

ロータスディフューザーはエッセンシャルオイルを空
気中に効果的にディフューズ（拡散）させるために高性
能のリアルタイム・アトマイゼイション（即時噴霧化）技
術を採用しています。ロータスディフューザーでディフ
ューズされたオイルは、従来のディフューザーでディフ
ューズされたオイルに比べて、微小なイオン粒子と活
発な酸素アニオンに霧化されることにより人体により
簡単に吸収されます。dōTERRAは皆さまや皆さまのご
家族にこのロータスディフューザーをご提供できる唯
一の企業であることをうれしく思っております。
3301 小売価格 $178.00 ロータスディフューザー

ロータス 
ディフューザー

ホワイトファー 
エッセンシャルオイル
学名： Abies alba

木の柔らかい針状葉から採れたホワイトフ
ァーは、肌に塗ることにより筋肉の痛みを和
らげ、筋肉を落ち着かせることからエッセン
シャルオイルファンの間で人気です。 

A T N

3025 小売価格 $39.50 (15 ml)

ワイルドオレンジ 
エッセンシャルオイル 人気製品
学名： Citrus sinensis

オレンジの外皮をコールドプレス（低温圧
搾）して抽出されたワイルドオレンジは、エ
ネルギーや活力を与えるのに最適のオイ
ルです。また、気分を高めたいときや、その
素晴らしいシトラスのアロマを楽しみたい
ときにもよく使われます。 

A T I N

3017 小売価格 $20.50 (15 ml)

ウィンターグリーン 
エッセンシャルオイル
学名： Gaultheria procumbens

ウィンターグリーンの香りは、今日では飴や
ガムによく使われていることから知られて
います。しかし、ウィンターグリーンエッセン
シャルオイルには痛みを和らげるなど香り
を楽しむ以上に、健康に対する働きがあり
ます。* 

A T S

3023 小売価格 $32.00 (15 ml)

イランイラン 
エッセンシャルオイル
学名： Cananga odorata

イランイランは、その非常に優美な香りや
香水の成分として昔から使われているこ
とでよく知られています。その他にも多く
の働きがあり、気分を高めたり精神を落ち
着かせる作用があります。  

A T I N

3024 小売価格 $69.00 (15 ml)

D
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アロマタッチ ™  
マッサージブレンド
dōTERRA独自のマッサージブレンドは筋肉
をリラックスさせ、緊張をほぐし、組織の炎症
を和らげ、血液の流れを促進し、手足を滑ら
かにすることでよく知られているオイルを組
み合わせました。アロマタッチ™はCPTG®エ
ッセンシャルオイルのバジル、グレープフル
ーツ、サイプレス、マジョラム、ペパーミント、
ラベンダー、ベチバーを組み合わせたマッサ
ージに最適のブレンドで、様々なマッサージ
手法の効果を向上させてくれます。

T N

3120 小売価格 $49.00 (15 ml)

バランス 
落ち着きのブレンド
誰もが孤独感や不安を感じることがありま
す。dōTERRAの落ち着きのブレンド－バラ
ンスの暖かく、ウッディーなアロマは心を落
ち着け、精神のバランスを整えます。スプル
ース、ローズウッド、フランキンセンス、ブル
ータンジーを完全なバランスでブレンド
し、心の平安と精神のバランスを高める魅
力的な香りを実現しました。  

A T N

3101 小売価格 $36.50 (15 ml)

ブリース 
呼吸器ブレンド
現代社会では多くの人が呼吸器の問題に悩
まされています。 dōTERRAのエッセンシャ
ルオイルは確実に、しかも持続して呼吸を
和らげます。ブリースはCPTG®エッセンシャ
ルオイルの優れたブレンドで、呼吸を楽に
するという目的で作られたものです。ローレ
ルリーフ（月桂樹の葉）、ペパーミント、ユー
カリプタス、ティーツリー、レモン、ラベンサ
ラの独占処方ブレンドが、気道を洗浄して
和らげます。また、胸や背中、足の裏に直接
簡単に塗ることができます。その心地よい香
りが神経を落ち着けることから、就寝時にデ
ィフューズすることによりぐっすりとお休み
いただけます。* 

A T S

3107 小売価格 $35.50 (15 ml)

クリアスキン 
NEWトピカル ブレンド！
dōTERRAクリアスキン トピカル ブレンド
は、抗菌作用を持つことが臨床的に証明さ
れ、そのため長年利用されてきたエッセン
シャルオイルのエキスが配合されたスキン
ケア製品です。その原産地は、アフリカ、北ア
メリカ、オーストラリアなど世界中に及びま
す。局所的に使用できるタイプで、ブレンド
されている１７種類のオイルが相乗的に作
用し、お肌のトラブルの原因となる細菌に働
きかけます。家族みんなでお使いいただけ
るdōTERRAクリアスキンは、お顔の傷あと
や頭皮のかゆみ、爪床や足の気になる部分
など、あらゆるお肌のトラブルに対応します。
（健康的なお肌のサポートにメラレウカを
使われたことのある方は、この新ブレンドを
きっと気に入っていただけることでしょう！）

A T S

3142  小売価格 $39.33 (10 ml)

シトラスブリス 
アクティブブレンド
かんきつ類のエッセンシャルオイルの恩
恵を混ぜ合わせたdōTERRAのシトラス
ブリスは、爽やかな香りのブレンドです。
ワイルドオレンジ、レモン、グレープフル
ーツ、マンダリン、ベルガモット、タンジェ
リン、クレメンタイン、それに少量のバニ
ラのパワフルなエッセンスを組み合わせ
た、ユニークで調和の取れたオイルです。
シトラスブリスは気分を高めストレスを
和らげるだけでなく、強力な洗浄効果を
持つ天然化合物が含まれています。水と
混ぜてキッチン周りやテーブルなどの消
毒や消臭にもお使いいただけます。 

A T N

3102 小売価格 $29.50 (15 ml)

アロマタッチ™ ・ シトラスブリス

dōTERRAのエッセンシャルオイルブレンドは皆さまの健康の助けとなるよう独自の処方でブレン
ドされています。長年に渡るエッセンシャルオイルセラピーの経験に基づく知恵と、多くの科学的
研究で立証された結果をこのオイルに集約しました。一つ一つの処方には植物の持つ生命力が
利用されており、製品の働きを十二分に発揮できるよう相乗的なバランスがとられています。また、
エッセンシャルオイルブレンドには認定純粋セラピー等級®のオイルのみが使用されています。

独自の 
エッセンシャルオイルブレンド

* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"
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エッセンシャルオイルブレンド 
オイル早見表

使 用方法 肌への刺激

香
る

塗
る

食
べ
る

ス
ト
レ
ー
ト

敏
感

希
釈

製品番号 小売価格 ページ

アロマタッチ™   マッサージブレンド T N 3120 $49.00 16

(バジル、グレープフルーツ、サイプレス、マジョラム、ペパーミント、ラベンダー)

バランス  落ち着きのブレンド A T N 3101 $36.50 16

(スプルース、ローズウッド、フランキンセンス、ブルータンジー)

ブリース  呼吸器ブレンド A T S 3107 $35.50 16

( ローレルリーフ、ペパーミント、ユーカリ、メラルーカ、レモン、ラベンサラ)

シトラスブリス アクティブブレンド  A T N 3102 $29.50 16

( ワイルドオレンジ、レモン、グレープフルーツ、マンダリン、ベルガモット、タンジェリン、 クレメンタイン、バニラ)

NEWクリアスキン  トピカルブレンド！ A T N 3142 $60.00 16

（パルマローザ、レレシュワ、ニアウリ、ティーツリー、レモングラス、クローブ・バッド、シトロネラ、ユーカリ、タイム、バジル、ハナハッカ、レモンユーカリ、キンマ葉、
コウジュ、フレームブレビレア、ウーリーバット、ヤグルマハッカ、レモングラス）

ディープブルー®   鎮痛ブレンド 人気製品 T S 3105 $62.50 18

( ウィンターグリーン、カンファー、ペパーミント、ブルータンジー、ブルーカモミール、ヘリクリサム、オスマンタス)

ダイジェストゼン®
 消化器ブレンド A T I N 3103 $62.50 18

( ジンジャー、ペパーミント、タラゴン、フェンネル、キャラウェイ、コリアンダー、アニス)

エレベーション™  ハッピーブレンド A T N 3104 $65.00 18

(ラベンダー、タンジェリン、エレミ、レモンマートル、メリッサ、イランイラン、オスマンタス、サンダルウッド)

オンガード™プロテクティブブレンド  A T I S 3110 $57.00 18

(ワイルドオレンジ、クローブ、シナモン、ユカリプタス、ローズマリー)

パストテンス™ ストレス解消ブレンド A T N 3135 $35.00 18

(ウィンターグリーン、ラベンダー、ペパーミント、フランキンセンス、シラントロ、マジョラム、ローマンカモミール、バジル、ローズマリー)

ピューリファイ   清浄ブレンド A T N 3106 $37.50 18

(レモン、ライム、パイン、シトロネラ、メラルーカ、シラントロ)

セレニティー 安らぎのブレンド A T N 3109 $56.50 19

( ラベンダー、スイートマジョラム、ローマンカモミール、イランイラン、サンダルウッド、バニラビーン)

スリム＆サシー™　代謝ブレンド  人気製品 A T I S 3137 $48.50 19

（グレープフルーツ、レモン、ペパーミント、ジンジャー、シナモン）

テラシールド® 虫除けブレンド 人気製品 A T N 3119 $19.00 19

(特別ブレンド)

ウィスパー™ 女性のためのブレンド A T N 3108 $47.50 19

(ローズ、ジャスミン、ベルガモット、シナモン、シスタス、ベチバー、イランイラン、ココア、バニラ、サンダルウッド、パチョリ)

ご使用方法

A  香りを楽しめます 

T  肌に塗ることができます

I  摂取できます

肌への刺激

N  薄めずに肌に塗ることができます（ストレート）

S  お子様や敏感肌の方は薄めてお使い下さい（敏感）

D  薄めてから肌に塗ってください（希釈）

EO
 ブ
レ
ン
ド
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ご使用方法  A  香りを楽しめます  T  肌に塗ることができます  I  摂取できます
肌への刺激  N  薄めずに肌に塗ることができます（ストレート）  S  お子様や敏感肌の方は薄めてお使い下さい（敏感）  D  薄めてから肌に塗ってください（希釈）

ディープブルー®• ウィスパー™

ディープブルー® 
 鎮痛ブレンド
最近の研究によると、私たちの半数以上
が日々の不快感に悩まされていると報告
されています。dōTERRAはディープブル
ー®の鎮痛作用でこの問題を解決します。
ウィンターグリーン、カンファー（ショウノ
ウ）、ペパーミント、ブルータンジー、ブル
ーカモミール、ヘリクリサム、オスマンタス
（キンモクセイ）が共に働き、関節や筋
肉の痛みを和らげます。体の奥まで浸透
し、その働きを持続します。ディープブル
ー®を不快感のある場所に優しくすり込
むとすぐに、ひんやりと心地よい癒しを感
じるでしょう。*

ST

3105 小売価格 $62.50 (5 ml)

ディープブルー®　ロールオン
3838 小売価格 $125.00 (10 ml)

  ダイジェストゼン  ® 
消化器ブレンド
研究により、多くのエッセンシャルオイ
ルが消化器系の正常なバランスの回
復を助ける強力な作用因子であること
が知られています。純粋なエッセンシ
ャルオイルを独自の方法でブレンドし
たダイジェストゼンは、それに含まれ
ているセラピーレベルの化合物の作
用因子としての働きをうまく利用して
います。ジンジャー、ペパーミント、タラ
ゴン、フェンネル、キャラウェイ、コリア
ンダー、アニスのそれぞれの持つ特性
がこのブレンドに総合的な働きをもた
らしています。dōTERRAのダイジェス
トゼンを摂取することにより、消化器
系を心地よく癒します。*

A T I N

3103 小売価格 $62.50 (15 ml)

エレベーション™ 
ハッピーブレンド
エレベーション は新たな活力が必要な
ときに最も適したブレンドです。この刺
激的なブレンドは活力を与えるCPTG®
エッセンシャルオイルを混ぜ合わせた
もので、気分やエネルギーを高めます。
ラベンダー、タンジェリン、エレミ、レモ
ンマートル、メリッサ、イランイラン、オス
マンタス、サンダルウッドを完璧にブレ
ンドしたエレベーションは、素早くドラマ
ッチックに気分を変えてくれることでし
ょう。 

A T N

3104 小売価格 $65.00 (15 ml)

オンガード ™ 
プロテクティブブレンド
オンガードはdōTERRAのユニークな
独占ブレンド処方により、健全な免疫
機能をサポートします。ワイルドオレン
ジにクローブ、シナモン、ユーカリプタ
ス、ローズマリーを組み合わせ、化学
合成されたものに代わる、香りのよい
天然の免疫サポートとしてお使いいた
だけます。独特の香りを持つオンガー
ド は最も用途の広いブレンドの一つ
です。有害物質を含まない洗浄剤とし
てテーブルの表面などを拭いたり、デ
ィフューズして空気を清潔にします。オ
ンガードはその素晴らしい成分によ
り、病原菌の抑制、除去にとても優れ
ています。* 

A T I S

3110 小売価格 $57.00 (15 ml)

パストテンス™  
ストレス解消ブレンド    
dōTERRAのパストテンスは、バラエテ
ィー豊かなCPTG®エッセンシャルオイル
（ウィンターグリーン、ラベンダー、ペパ
ーミント、フランキンセンス、シラント
ロ、マジョラム、ローマンカモミール、バ
ジル、ローズマリー）の独自ブレンドで、
頭痛に伴う不快感を和らげ落ち着きを
取り戻します。手軽に使えるロールオン
タイプ。

T N

3135 小売価格 $35.00 (10 ml)

ピューリファイ
清浄ブレンド
虫刺されからくしゃみに至るまで、有害
な物から自分の体を守ることは以前にも
増して大切です。ピューリティはCPTG®エ
ッセンシャルオイルを使ったdōTERRA
の素晴らしいブレンドで、不快な臭いや
その他の汚染物質を有害物質を使わず
に優しく取り除くよう作られています。レ
モン、ライム、パイン、シトロネラ、メラル
ーカ、シラントロのエッセンシャルオイル
のさわやかな香りは、不快な臭いを素早
く消し、空気を清浄します。 

A T N

3106 小売価格 $37.50 (15 ml)
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セレニティー  
安らぎのブレンド
セレニティーは、気分を落ち着かせる特徴を持つ
ことで知られるエッセンシャルオイルが贅沢にブ
レンドされた１本です。ラベンダー、スイートマジョ
ラム、ローマンカモミール、イランイラン、サンダル
ウッド、そしてバニラビーンのブレンドで、アロマの
方法でお楽しみいただいても、またお肌に局所的
に使用しても、理想のアロマ効果を得ることができ
ます。快適な睡眠をお望みの場合は、夜寝る前に
セレニティーを足の裏になじませてください。ま
た、温かいお風呂に数的垂らせば、セレニティーの
穏やかな香りに包まれた贅沢なバスタイムを演出
することができます。

 A T N

3109 小売価格 $56.50 (15 ml)

スリム＆サシー™
代謝ブレンド  人気製品
スリム＆サシーはグレープフルーツ、レモン、ペパ
ーミント、ジンジャー、シナモンがブレンドされ
て、dōTERRAの独自の処方です。空腹感を制御し、
お腹を静め、気分を高めるためには、健康に良い
食事の食間に480mlの水に8滴のスリム＆サシー
を入れて飲んでみてください。スリム＆サシーはゼ
ロカロリーで利尿薬や覚醒剤が入っていない100
％純粋エッセンシャルオイルです。 

A T I S

3137 小売価格 $48.50 (15 ml)

テラシールド  ® 
虫除けブレンド
テラシールド®はdōTERRA独自のブレンドで100%天
然の超濃縮虫除け剤です。化学合成された虫除け剤
と比べ、より高い効果が科学的に確認されている15
種類ものCPTG 認定純粋セラピー等級®のエッセンシ
ャルオイルがブレンドされています。テラシールド®は
超濃縮タイプですので、ほんの少量使うだけで最長6
時間持続します。香りもよく、ご家族全員が安全にお
使いいただける虫除けブレンドです。 

A T N

3119 小売価格 $19.00 (15 ml)

ウィスパー™ 
女性のためのブレンド
CPTG®エッセンシャルオイルが多彩に組み合わされ
たウィスパーは、利用する方との相性に応じて魅力
あふれるユニークな香りを生み出します。ローズ、ジ
ャズミン、ベルガモット、シナモン、シトラス、ベチバ
ー、イランイラン、ココア、バニラ、サンダルウッド、パ
チョリを配合。

A T N

3108 小売価格 $47.50 (5 ml)

19www.doterra.com050-5532-8258
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「子供が咳きをしている時は、夜寝る前に足
の裏にブリーズブレンドをぬってあげると、一
晩中ぐっすり寝てくれます。お薬をあげるため
に子供を夜中起こす必要もないんです。自然
の方法で家族をケアできるので、本当に感謝
しています。」
アンジェラ・M（モンタナ州ハーブル在住）
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オンガードのどあめ   
風邪を引きやすい季節はしっかりガードを固めましょ
う！dōTERRAのオンガードのどあめで、オンガード特有
の免疫系サポート作用を手軽に取り入れることができ
ます。オーガニックのサトウキビジュースと玄米シロッ
プからつくられたのどあめが、お口やのど*に入り込む
病原菌に対抗する力と免疫機能のサポート*を提供
し、のどの乾燥やかゆみを抑えます。 

3405 小売価格 $37.00 30粒入

オンガード フォーミング ハンドウォッシュ   
手を洗うことは、健康を保つ大切な要素の１つです。オ
ンガード フォーミング ディスペンサーをご家庭や職場
に置いて、オンガードの保護作用を家族や仕事仲間な
ど身近な方 と々もシェアしましょう。オンガード フォーミ
ング ハンドウォッシュは、環境的にも経済的にもやさし
い便利なリフィル用容器（470 ml）に入っています。 

オンガード フォーミング ハンドウォッシュ (470ml)
フォーミング ディスペンサー２本付 
3807 小売価格 $39.00

単品
3801 小売価格 $34.00

ツインパック      (470 ml x 2)

3802 小売価格 $61.00

オンガード   ハンドワイプス   
オンガード ワイプスは、dōTERRAが独自にブレンドし
たCPTG®エッセンシャルオイル、「オンガード」による
保護作用を備えた携帯用ハンドワイプです。生分解可
能なこのワイプスには、病気の原因となる菌に対して
99.99% の殺菌効果があります。ワイルドオレンジ、ク
ローブ、シナモン、ユーカリプタス、そしてローズマリー
のブレンドを配合したオンガードが、インフルエンザや
風邪、またその他の感染症を予防するアイテムとして
皆様のお役に立ちます。

3809 小売価格 $22.00 （40枚ｘ2箱）

オンガード　プロテクティブブレンド
オンガード はdōTERRAのユニークな独占ブレンド
処方により、健全な免疫機能をサポートします。ワイ
ルドオレンジにクローブ、シナモン、ユーカリプタス、
ローズマリーを組み合わせ、化学合成されたものに
代わる、香りのよい天然の免疫サポートとしてお使
いいただけます。独特の香りを持つオンガード™ は
最も用途の広いブレンドの一つです。有害物質を含
まない洗浄剤としてテーブルの表面などを拭いた
り、ディフューズして空気を清潔にします。オンガード
™ はその素晴らしい成分により、病原菌の抑制、除
去にとても優れています。* 

A T I S

3110 小売価格 $57.00 (15 ml)

オンガードは、免疫機能のサポートを目的に開発された
dōTERRA®独自のブレンドです。*ワイルドオレンジにクロ
ーブ、シナモン、ユーカリ、そしてローズマリーを組み合わ
せることにより、自然の方法で効果的に免疫系をサポー
トする製品が完成しました。オンガード特有のアロマは、
最も広い用途を備えたオイルブレンドの１つで、カウン
タートップのお掃除や、ディフューズによる雰囲気作りな
どにもご利用できます。またオンガードに含まれる成分
が、病気の原因となる菌を取り除くよう助けます。* 

  

オンガード®製品の紹介

* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"
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エッセンシャル ホームコレクション：ラベンダー、レモン、ペパーミント、メラルーカ、オレガノ、ディープブルー®、
ブリース、ダイジェストゼン®、オンガード™、dōTERRAのオマーン産フランキンセンス

自然のパワーで健康管理－dōTERRAのホームドク
ター キットは、エッセンシャルオイルとオイルブレ
ンドが１０本セットになった、毎日の健康管理に
欠かせないベーシックアイテムです。dōTERRAの
CPTG（認定純粋セラピー等級）エッセンシャルオイ
ルが提供する自然のパワーが、あなたとあなたの
家族の健康を支えます。

ホームドクター キット 人気製品
dōTERRAの最新アイテム、ホームド
クター キットは、６本のエッセンシ
ャルオイルと４本のオイルブレンド
のセットです。キットにはオイルを
効果的に使用する秘訣
や、dōTERRAのチーフ メディカル
オフィサーであるデービッド・ヒル
博士によるオーディオCDも含まれ
ています。このオーディオCDの中で
ヒル博士は、キット内容を活用して
家族の健康をサポートする手軽で
安全な方法を紹介しています。ラベ
ンダー、レモン、ペパーミント、メラ
ルーカ、オレガノ、フランキンセン
ス、ディープブルー、ブリース、ダイ
ジェストゼン、オンガード（各５ml）
の10本セットが家族の健康をさま
ざまな角度から応援します。

3279 小売価格 $238.00

CP
TG

 CERTIFIED PURE

TH
ERAPEUTIC GRAD

E
®

with dōTERRA 
FRANKINCENSE

from OMAN

®
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 1  
ストレス管理をサポート

2  
免疫系をサポート

3  
正常な炎症反応をサポート 

4  
恒常性をサポート

®
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AROMATOUCH® 
アロマタッチ™ テクニック キット     
CPTG®エッセンシャルオイルをさらに
エンジョイするために、アロマタッチ™ 
テクニックを活用しましょう。このキット
には、アロマタッチ™ テクニックで使用
される８種類のCPTG®オイル（各５ｍ
ｌ）に加え、アロマタッチ概要パンフレ
ットとプレゼンテーションボックスも付
いてきます。さらに、このキットをお買い
求めの方に期間限定でdōTERRAのコ
コナッツオイル（115 ml）を差し上げ
ています。

3257 小売価格 $198.50

dōTERRAのアロマタッチ テクニックは、CPTG®エッセ
ンシャルオイルを体に直接使用して健康状態の維持・
向上を目指す、ステップ・バイ・ステップのテクニックで
す。アロマタッチ テクニックによるメリットには、ストレ
ス管理や、免疫系および自律神経系のサポートが含ま
れます。 

アロマタッチ テクニック キットにはdōTERRAのバランス グラウン
ディング ブレンド、ラベンダー、メラルーカ、オンガード™ プロテク
ティブ ブレンド、アロマタッチ™ マッサージ ブレンド、ディープブ
ルー® スージング ブレンド、ワイルドオレンジ、そしてペパーミント
（各５ml）に加え、ココナッツオイル（120 ml）が含まれています。
また、トレーニングDVDと概要パンフレットも付いてきます。オイ
ル初心者の方にもプロの方にもお勧めのアロマタッチ テクニック
は、新たなエッセンシャルオイルの可能性と健康上のメリットをも
たらすことでしょう。*

EO
キ
ッ
ト

050-5532-8258

* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"
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dōTERRAエッセンシャル　スキンケアは、若々しくすこやかなお肌をサポートするため
に、エッセンシャルオイルに含まれる自然の恵みを最大限に生かしたスキンケアライン
です。選りすぐりのCPTG 認定純粋セラピー等級®エッセンシャルオイルをたっぷり含ん
だエッセンシャル スキンケアの製品一つひとつには、年齢を重ねたお肌に働きかける
エッセンシャルオイルの効果を引き出す、最先端のテクノロジーが採用されています。

dōTERRA®

エッセンシャル スキンケア新発売

エッセンシャル アンチエイジング コレクション
エッセンシャル アンチエイジング コレクションの朝・夜スキンケア
ステップは、フェイシャル クレンザー、ポア リデューシング トナー、
タイトニング セラム、そしてアンチエイジング モイスチャライザー
で構成されています。ワンステップ上のスキンケアを目指したい
方は、朝のスキンケアとして週に数回インビゴレイティング スクラ
ブ（別売）もご利用ください。

d-oTERRA エッセンシャル 
スキンケア キット   
dōTERRAエッセンシャル スキンケアのフェイシ
ャル クレンザー、ポア リデューシング トナー、タイ
トニング セラム、アンチエイジング モイスチャラ
イザーが１本ずつ含まれています。 

3707 小売価格  $218.50
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「私はひどい敏感肌なので、スキンケア製品もか
なり選ぶ必要があるんですが、dōTERRAの製品は
全く問題ありませんでした。使い始めてから肌がよ
り明るくなめらかになりました。１０年前から使い
始めてたらどんなに良かっただろうと思います。
ターナ・L (コロラド州コロラドスプリング在住)

エッセンシャル スキンケア成分のメリット
（臨床的評価に基づく）

• コラーゲンの生成を促進
• お肌のキメをなめらかにする
• シワを和らげる
• 表情ジワを和らげる
• 毛穴を目立たなくする
• お肌の色合いを均一にする
• お肌のバリア機能を高める
• お肌の水分バランスと栄養バランスを整える

dōTERRAの 「成分に関するお約束」

エッセンシャル スキンケア製品には以
下の成分を一切含まないことを
dōTERRAから皆様にお約束いたします：
人口色素
ジエタノールアミン（DEA）
ホルムアルデヒド
パラベン
フタル酸類
プロピレン・グリコール
ラウレス硫酸ナトリウム（SLES）
ラウリル硫酸ナトリウム（SLS）
トルエン
トリエタノールアミン（TEA）
動物実験

フェイシャル クレンザー     
CPTG®エッセンシャルオイルのメラル
ーカとペパーミントが配合されたフェイ
シャル クレンザーで、お肌の汚れをや
さしく取り除きながらさっぱり透明感の
あるお肌に導きます。またアブラナ科野
菜エキスが、お肌のかゆみや肌細胞へ
の酸化ストレスを抑えるよう助けます。 

3701 小売価格 $32.50 (120 ml)

ポア リデューシング トナー   
CPTGエッセンシャルオイルのラベンダ
ー、イランイラン、そしてジャーマンカモ
ミールが配合されたポア リデューシン
グ トナーは、毛穴の広がりをしっかりケ
アします。３種類のオイルがその他の有
効成分と一緒になって、お肌のトラブル
を落ち着かせ、肌細胞への酸化ストレ
スを抑えるよう助けます。

3702 小売価格 $34.50 (120 ml)

アンチエイジング 
モイスチャライザー   
CPTGエッセンシャルオイルのフランキ
ンセンス、サンダルウッド、ミルラをたっ
ぷり配合したタイトニング セラムは、シ
ワや小じわを和らげ、お肌の保湿力を高
めるよう科学的に処方設計されていま
す。お肌を引き締めなめらかにするセラ
ムの効果は使い始めてすぐに、そして使
う間ずっと実感していただけます。また
お肌の透明感をぐっとアップさせ、ハリ
のある若々しい印象のお肌に導きます。

3703 小売価格 $68.50 (50 ml)

タイトニング セラム   
CPTGエッセンシャルオイルのフラン
キンセンス、サンダルウッド、ミルラを
たっぷり配合したタイトニング セラム
は、シワや小じわを和らげ、お肌の保
湿力を高めるよう科学的に処方設計さ
れています。お肌を引き締めなめらか
にするセラムの効果は使い始めてすぐ
に、そして使う間ずっと実感していただ
けます。またお肌の透明感をぐっとアッ
プさせ、ハリのある若々しい印象のお
肌に導きます。

3704 小売価格 $98.50 (30 ml) 

インビゴレイティング スクラブ   
インビゴレイティング スクラブは、お肌
の汚れや角質を取り除き、生まれ変わ
ったようなお肌を感じさせるアロマ系の
スクラブです。CPTGエッセンシャルオイ
ルのグレープフルーツとペパーミントが
放つさわやかなアロマの香りが気分を
高めてくれます。また、お肌をなめらか
に保つホホバエキスとアブラナ科野菜
エキスに加え、お肌の炎症や変色を防
ぐ有効成分が配合されています。

3705 小売価格 $35.50 (75 ml)
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洗顔 水分補給 集中ケア 保湿ケア スクラブ/なめらかさ

フェイシャル
クレンザー

ポア リデューシング 
トナー タイトニング セラム アンチエイジング 

モイスチャライザー
インビゴレイティング 
スクラブ

お肌の汚れをやさしく取
り除いてさっぱり仕上げ
るクレンザー

毛穴を目立たなくしなが
らお肌のｐHバランスを
整えるトナー

お肌に引き締め効果と
輝きを与えるセラム.

シワを和らげ、コラーゲ
ン生成や肌再生を促す
など、肌年齢の進行を遅
らせながらお肌の印象
を向上させるモイスチャ
ライザー.

お肌をツルツルなめらかに
仕上げるスクラブ.

使用方法
手のひらにクレンザーを
適量取ります。乾いた状
態のお顔と首すじに円
を描くようになじませま
す。その後ぬるま湯で洗
い流してください。  

使用方法
クレンザーのあと、トナ
ーをコットンに取りお顔
になじませます。  

使用方法
お顔と首すじに中心か
ら上方向・外方向に向か
ってなじませます。 

使用方法
お顔と首すじを軽く叩く
ようになじませます。

使用方法
少量を取り、濡れた状態の
お顔に１分間マッサージす
るようになじませます。その
後ぬるま湯で洗い流してく
ださい。 

エッセンシャル オイル
メラルーカ
ペパーミント

エッセンシャル オイル
ラベンダー
イランイラン
ジャーマンカモミール

エッセンシャル オイル
フランキンセンス
サンダルウッド
ミラル

エッセンシャル オイル
ラベンダー
ジャズミン
ゼラニウム
フランキンセンス

エッセンシャル オイル
グレープフルーツ
ペパーミント 

   
 

dōTERRAエッセンシャル スキンケアラ
インには、最も安全かつ効果の高いエッ
センシャルオイルが配合されています。
人口的な成分を含まない１００％ピュ
アなdōTERRAのエッセンシャルオイル
は、純度と品質の高さが試験において
確認済みです。

ハリ/シワ ハリ/シワ ハリ/シワ

大豆エキス リゾビアンガム・アカシア
ガム抽出物
カラスムギ穀粒エキス

マトリキン作用
特許取得のヒアルロン酸
スフェルライト
独自のオクタペプチド

均一な肌トーン/透明感 均一な肌トーン/透明感 均一な肌トーン/透明感 均一な肌トーン/透明感 均一な肌トーン/透明感

アブラナ科野菜エキス カボチャ種子エキス
アブラナ科野菜エキス

褐藻エキス
バイオミメティック ペプチド

サマー スノーフレーク球
根エキス
アブラナ科野菜エキス

アブラナ科野菜エキス
褐藻エキス
紅藻エキス

輝き/保湿 輝き/保湿 輝き/保湿 輝き/保湿 輝き/保湿

ビタミンブレンド 大豆エキス
ビタミンブレンド

ビタミンブレンド
独自のパーフルオロカ
ーボン

ビタミンブレンド
特許取得のヒアルロン酸
スフェルライト
ブドウ種子エキス

ホホバビーズ
ビタミンブレンド 

朝・夜スキンケア ステップ 週２～３回
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dōTERRA®ヘアケアが誕生 
ヘアケア

サノベラ™ 
NEWプロテクティング シャンプー！
dōTERRAサノベラ プロテクティング シャンプー
は、マイルドな洗浄成分とエッセンシャルオイ
ル、そしてその他の植物エキスを組み合わせて
誕生したサロンクオリティーのシャンプーです。
紫外線のダメージから髪を保護する抗酸化作用
を提供するため、カラーリングした髪の色落ちな
どを押さえます。 

3604 小売価格  $43.00  8 oz ボトル

サノベラ™ 
NEWスムージンング コンディショナー！
dōTERRAサノベラ スムージング コンディシ
ョナーは、エモリエント成分、エッセンシャル
オイル、そして植物エキスに加え、毛幹に水
が浸透して起こるダメージからキューティク
ルを守る天然プロテインを組み合わせた、サ
ロンクオリティーのコンディショナーです。ブラ
ッシングやドライヤーに手間のかからない髪
質に導き、髪のつやと輝きをアップさせます。
製品に使用されているナノテクノロジーは、髪
をスムーズに保ち、静電気防止効果を提供す
るため、スタイリングの際も簡単にまとまる髪
を実現します。

3606 小売価格  $47.00  8 oz ボトル

NEWサノベラ™ プロテクティング シャン
プー＆スムージング コンディショナー！
オートシップ内容
プロテクティング シャンプー×１＆スムージン
グ コンディショナー×１ 
（オートシップ限定販売） 

3608 小売価格  $??.??  ８ozボトル×２

SanoBella
PROTECTING  
shampoo

SanoBella
SMOOTHING  

conditioner

LAVENDER & PEPPERMINTORANGE & LIME
WITH ESSENTIAL OILS OF WITH ESSENTIAL OILS OF

protects color 
treated hair 
against UV  
oxidation  

COLOR SAFE
8 fl oz (236 ml)

 

seals against 
water damage  
for stronger, 
shinier hair 

COLOR SAFE
8 fl oz (236 ml)

 

™ ™

ラテン語で「健康的な美」を意味
するdōTERRAサノベラ ヘアケア
製品は、極めて純粋な植物エキス
を最新のヘアケア成分と組み合わ
せるというアイディアを基に開発
されました。サノベラは、今までに
ないようなヘアケア効果を引き出
します。 
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新処方のアルファCRS＋®！
細胞に活力を与える
dōTERRAアルファCRS＋は、細胞の寿命とエネ
ルギーを向上させる成分を独自に組み合わせて
誕生した製品です。その処方には、ケルセチン、
コエンザイムQ10、アルファリポ酸、アセチ
ル-L-カルニチン、バコパエキスに、ボスウェル
酸、シリマリン、クルクミン、ブロメライン酵素、カ
ロテノイドを含む植物エキスと、強力なポリフェ
ノールを構成するレスベラトロル、エラグ酸、バ
イカリン、ブドウ種子から抽出されたプロアント
シアニジンがブレンドされています。これらの成
分は、細胞の増殖と寿命、ミトコンドリアのエネル
ギー産生、そして細胞レベルの健康的な炎症反
応をサポートすることがわかっています。*バイタ
リティーとウェルネスを支える栄養プログラムと
して、アルファCRS＋は、xEOメガおよびマイクロ
プレックスVMzと併せて毎日お使いください。

3418 小売価格 $141.61 ベジタブルカプセル

新処方のxEOメガ！
エッセンシャルオイル・オメガコンプレックス
dōTERRAのxEOメガは、亜麻、ボリジ、クランベリ
ー、ザクロ種子油、そして海産資質から得られる
植物由来の必須脂肪酸に、クローブ、フランキン
センス、タイム、クミン、オレンジ、ペパーミント、
ジンジャー、キャラウェイ、ジャーマンカモミール
のCPTG（認定純粋セラピー等級®）エッセンシャ
ルオイルをブレンドするという、革新的処方を取
り入れた製品です。1日分の摂取量で340mgの
EPAと240mgのDHAを供給します。必須脂肪酸
は特に、心臓血管や免疫系、また関節や脳の健
康をサポートします。また、xEOメガには純粋な水
と日光を使って微細藻類で栽培されたカロテノイ
ドアスタキサンチン、抗酸化保護作用のある天然
ビタミンE、そして天然ビタミンDが配合されてい
ます。xEOメガの脂質とエッセンシャルオイルに
取り入れられているNanosomal Lipid 
Assimilation System™(ナノソーマル脂質運搬
システム)は、腸管での優れた栄養吸収をサポー
トします。xEOメガは、100%ベジタブル由来のカ
プセルに包まれいます。

3419 小売価格 $80.48 液状ベジタブルカプセル120粒

新処方のマイクロプレックスVMz™！
フード ニュートリエント コンプレックス
dōTERRAマイクロプレックスVMzは、現代の食生
活に不足しがちなビタミンとミネラルを全て天然の
自然食品で供給する製品です。その処方には、抗酸
化作用をもたらすビタミンA、C、Eに加え、エネルギ
ー産生を助けるビタミンB郡が、特許権を有する糖
タンパク質マトリックスとしてバランス良くブレンド
されています。また、食物から得たミネラル、カルシ
ウム、マグネシウム、亜鉛、そしてオーガニックの微
量ミネラルが７２種類含まれ、健康的な骨と代謝
機能をサポートします。さらに、粉末唐辛子、昆布、
スギナ粉も配合されたマイクロプレックスVMzに
は、独自のEnzyme Assimilation System™（酵素
運搬システム）が採用され、栄養素の吸収を助けま
す。胃を落着かせるよう助けるペパーミント、ジンジ
ャー、キャラウェイ種子で構成されるdōTERRAのタ
ミーテイマーブレンドは、他のビタミン剤やミネラ
ル製品を利用して胃の不調を経験されたことのあ
る方にお勧めです。マイクロプレックスVMzは、ベジ
タブルカプセルに包まれています。小麦や乳製品、
また動物性食品や合成成分は含まれていません。

3420 小売価格 $70.29 ベジタブルカプセル120粒

アルファCRS＋、xEOメガ、マイクロプレックスVMz

dōTERRA®ライフロング バイタリティー 

サプリメント
dōTERRAライフロング バイタリティー サプリメントには、エネルギーに満ちあふれ、長く健
康的に生きるための必須栄養素とパワフルな代謝因子がたっぷり配合されています。健康
的なライフスタイルを応援するdōTERRAの真剣な取り組みを反映したこのサプリメントに
は、dōTERRA のCPTG(認定純粋セラピー等級®)エッセンシャルオイルも含まれ、若々しい気
持ちと体をいつまでも保つためのサポートを与えます。

Alpha 

SLSフリーのベジタ
ブルカプセル使用
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ライフロング バイタリティー パック成分に注目 ライフロング バイタリティーのメリッ

ト•   ボスウェル酸、バイカリン、シリマリン、レスベラトロル、クルクミン、エラグ酸、ブドウ種子から
抽出されたプロアントシアニジンで構成される細胞の健康を保つパワフルな成分ブレンド

•   バコパエキス、アセチル-L-カルニチン、アルファリポ酸、コエンザイムQ10、ケルセチンで構
成される細胞のエネルギーと機能をサポートする代謝因子

•   クローブ、フランキンセンス、タイム、クミン、オレンジ、ペパーミント、ジンジャー、キャラウェ
イ、ジャーマンカモミールで構成される認定純粋セラピー等級エッセンシャルオイルブレンド

• 海産資質（より多くのEPA＆DHA）、亜麻種子、ボリジ種子、クランベリー種子、ザクロ 
 種子油からなる独自のオメガ脂肪酸ブレンドを液状ベジタブルカプセルに包  
 み、Nanosomal Lipid Assimilation System（ナノソーマル脂質運搬システム）™で提供

•   自然食由来のビタミンブレンドを独自の糖タンパク質マトリックで提供、また酵母菌として
の自然食由来のミネラルブレンドを独自のEnzyme  Assimilation System™（酵素運搬シス
テム）で提供（各ライフロング バイタリティー パックにより多くのビタミンD配合）

•   ルテイン、リコピン、天然のアルファカロテンとベータカロテン、そして新に加わったアスタキ
サンチンによるカロテノイド抗酸化保護

• dōTERRAの消化のためのハーブと消化酵素のブレンド、タミーテイミング™ enzymes

• 細胞の寿命を延ばす*

• 細胞の炎症反応*

• 強力にDNAを保護する*

•  抗酸化物質のネットワークにより体
を保護する*

• 免疫システムをサポートする*

• ストレスを管理する*

• 心臓血管系を健康にする*

• 骨と関節を健康にする*

• 脳を健康にし、認知能力を助ける*

• 消化器系を健康にする*

xEOには認定純粋セラピー等級エッセンシャルオイルが含まれています

「私は以前、最高の中の最高といわれていたサプリメントに200ドル以上費やし
ていました。しかし、dōTERRAのライフロングウェルネスパックを使い出してから、
これまでにないようなエネルギー、集中力、体力、持続力がつきました。」
フィリップ・B (カリフォルニア州サンディエゴ市) 

CRS+
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* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"

ライフロング バイタリティーとウェルネスを応援する、
３つの新しい栄養補助食品からなる革新的プログラム
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ダイジェストゼン®・ヘルスアシスト™

ダイジェストゼン®

消化系の健康

ダイジェストゼン®
ダイジェスティブ ブレンド 人気製品
dōTERRAで最も人気のあるオイルブレンドの１つで
ある、ジンジャー、ペパーミント、タラゴン、フェンネル、
キャラウェイ、コリアンダー、アニスを配合したダイジェ
ストゼンは、ご家庭の救急箱や旅のお供に欠かせな
いアイテムです。配合されているオイルはそれぞれ、胃
と胃腸管を落着かせ、状態を整える作用を備えていま
す。胃の不快感と消化不良にすぐに効果のあるダイジ
ェストゼンは、アロマや局所的な使用方法でも、体内
に直接取り入れる方法でもご利用いただけます。

3103 小売価格 $62.50 15 ml ボトル 

テラザイム™ 
NEW消化酵素コンプレックス！
dōTERRAテラザイム™消化酵素コンプレックスに
は、調理加工食品や保存料を多く含む食品に不足
しがちなミネラルの補助因子と自然食由来の酵素
が独自にブレンドされています。テラザイムに配合
されている強力な消化酵素は、栄養素の消化や、
栄養素がエネルギーに変わる細胞の代謝といった
生化学的機能に必要とされる、体の酵素生成メカ
ニズムをサポートします。また、さまざまな自然食
由来の酵素が含まれ、タンパク質、脂質、複合糖
質、糖分、そして繊維の消化を助けます。* 

3511 小売価格 $76.41 ベジタブルカプセル 

ゼンドクリン™
NEWデトックス コンプレックス！
老廃物を排出する体の機能は、体に害のある要素を
ある程度まで処理できる能力を備えています。しかし、
環境汚染や有害な成分に満ちあふれた現代において
は、その機能も危険にさらされています。自然食由来
のエキスを１４種類独自にブレンドしたdōTERRAの
ゼンドクリン デトックス コンプレックスには、肝臓、腎
臓、大腸、肺、そしてお肌の洗浄作用とデトックス作用
をサポートする特許取得のEnzyme  Assimilation 
System™（酵素運搬システム）が採用されています。 

3512 小売価格 $49.92 ベジタブルカプセル 

長期的な健康には、消化系の健康が深く影響します。健康的な消化機能は、食物か
らの栄養素を吸収するために必要なだけでなく、体の免疫作用および解毒作用に
おいても大切な役割を果たします。消化機能に問題があると、慢性的なエネルギー
不足、免疫力の低下、アレルギー反応、体重の増加、胃腸の不快感などにつながりま
す。消化系の健康をサポートするダイジェストゼン製品は、理想的な消化系の機能
と状態を保つための解決策を提供します。

* これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたもので
はありません。また、この製品は病気の診断、治療、あるいは
予防のために作られたものではありません。"

SLSフリーのベジタ
ブルカプセル使用
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GX アシスト™ 
クレンジング フォーミュラ    
GXアシストは、オレガノ、メラレウカ、レモン、レモ
ングラス、ペパーミント、タイムの認定純粋セラピ
ー等級エッセンシャルオイルとカプリル酸のブレ
ンドです。消化系の免疫力を弱め、消化不良を引
き起こす有害な病原菌に対抗して、健康的な消
化管をサポートします。消化機能を整えるクレン
ジングステップとして、PBアシスト プロバイオテ
ィック ディフェンスをお使いいただく前にGXアシ
ストを１０日間お使いください。

3504 小売価格 $47.00 30ソフトジェル 

PB アシスト® 
クレンジング フォーミュラ  人気製品
dōTERRAのPBアシストは、プロバイオティクスの
独自ブレンドで、１回あたり最低１０億CFU（コロ
ニー形成ユニット）の生きた細菌を提供する製品
です。その特長は、ミクロフローラを胃酸から守り
腸まできちんと届けることが臨床試験において確
認済みのテクノロジーを採用している点と、消化
系の機能と免疫力をサポートする５種類のプロ
バイオティクスを配合している点です。PBアシス
トは、家族全員で安心してお使いいただけます。

3503 小売価格 $40.00 15粒入 

FM アシスト® 
女性のための毎月のフォーミュラ
下腹部の痛み、お腹の張り、吐き気、頭痛などの月経前
症候群の不快な症状に、多くの女性が毎月悩まされて
います。このような不快な症状はいつ起こるかわから
ず、女性の計画や週末の楽しい時間を台無しにしてし
まいます。このような時、いつも通りに元気に過ごすに
は助けが必要です。既存の製品は頭痛や下腹部の痛
みなど、特定の症状を緩和するだけのもので、好ましく
ない副作用が伴います。FM アシストは、困難な症状を
一時的にすばやく緩和するために、セラピー等級のエ
ッセンシャルオイルを特別にブレンドした、100%天然
の栄養補助食品です。*

3501 小売価格 $48.50 15ソフトジェル 

MJ アシスト® 
筋肉や関節 フォーミュラ
長時間の庭仕事、マラソンに向けたトレーニング、ある
いは週末に十代の子供たちのペースでハイキングに
行ったなど理由は何であれ、私達は現代の忙しいライ
フスタイルの中で時々筋肉や関節の不快感を感じる
事があります。年を重ねると、体は若いときと同じよう
には反応しません。もっと頻繁に筋肉や関節の痛みを
経験することでしょう。筋肉や関節の不快感を和らげ
る市販薬や処方薬の多くは、胃の内膜を保護する
COX-1酵素が阻害されることによる胃の不快感などの
副作用を伴います。MJアシスト™は、筋肉や関節の不
快感を一時的に緩和する100％天然の製品です。安
全で優しいセラピー等級のエッセンシャルオイルを使
ったMJ アシストは、有害な副作用なしに運動後の体
を素早くサポートします。*

3502 小売価格 $58.00 20ソフトジェル
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「私は、これまで８年間消化系の問題に悩まされてきま
した。dōTERRAのテラザイム消化酵素コンプレックスを
使い始めてからは、以前のようにお腹のふくれや胃の痛
みを心配することなく好きな物を食べれるようになりま
した。消化の調子が良くなってからは、食べる量も減っ
たので、減量を目指す私にはとても嬉しい製品です。」
クリスタル・M（ユタ州デルタ在住）
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dōTERRA®

オートシップ リワード プログラム

生活に欠かせないお気に入りのdōTERRAエッセンシ
ャルオイルがありますか？ 

毎月自動的にdōTERRAウェルネスサプリメントが送られてく
ると便利だと思いませんか？また、発注する度にポイントをた
めて無料で製品をもらえるとしたらどうでしょうか？dōTERRA
のオートシップリワード（ASR）プログラムはお気に入りの製
品を毎月皆さまのお宅に届けるとても便利な方法です。毎月
オートシップリワードプログラムに参加いただくとASRポイン
トが加算され、貯まったポイントで製品を購入することができ
ます。条件を満たしたASR注文の最高30%までポイントを獲
得できます。最低注文金額は設定されておりません。毎月の
注文を変更することも可能です。さらに、いつでもASRをキャ
ンセルできます。詳しい情報は、本プロダクトガイドを渡され
た製品コンサルタントにお聞きいただくか、050-5532-8258
までお電話ください。

認定純粋セラピー等級®


