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OUR MISSION
ドテラの目指す理想とその使命

「ひとしずく」のオイルの力で「ひとり」の人から	
「ひとつ」の地域から世界を変えていく

ドテラは、品質の高いエッセンシャルオイルを世界中に届けることで、人々の生

活をより健康に、より豊かにすることに全力で取り組んでいます。ドテラのミッショ

ンステートメントは次のとおりです。

1.	�学識や経験豊かな植物学者、化学者、健康分野の科学者、ヘルスケア専門家
のネットワークを活用した高品質なエッセンシャルオイル製品の発掘と開発

2.	�業界基準を上回る高度な検査基準－CPTG－による品質、純度、安全性を備
えたエッセンシャルオイル、またそれに関連する製品の生産

3.	�ウェルネス・アドボケイト（WA）による在宅中心の活動を通じ、ドテラ製品の
紹介、教育、販売を各地域社会で人から人へ、それぞれの専用サイトを通じ
て全世界へと展開�

4.	�セルフケアに関心のある人へ健康管理の代替法として、CPTG品質のエッセ
ンシャルオイルを用いた学びの機会を提供

5.	�CPTG品質のエッセンシャルオイルをさらに研究し、現代のヘルスケア（保健
医療）で活用していくために、伝統および代替医療専門家の協働を推進

2008年春、米国ユタ州。医療従事者やビジネスのエキスパートたちが集まり、

「エッセンシャルオイルの常識を変える」というビジョンを掲げて立ち上がりま

した。

　「�初めてエッセンシャルオイルを使う人からアロマテラピストなどのプロフェッ

ショナルまで、あらゆる人々に愛される製品を提供したい」

　「健康的な生活のための新習慣として、世界に提案していこう」

　「原材料や品質検査にも徹底的にこだわりたい」

　「高い品質を証明するために、医師や科学者たちとも連携しなければ」

そんな議論の末、彼らは「純粋で高品質なエッセンシャルオイルと、そのパワー

がもたらす健康的な生活スタイルを、全力で広めていく」ことを決意しました。

そしてその年の4月25日、「dōTERRA（ドテラ）」を社名とする企業を設立し、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に送り出したのです。

ドテラの製品はエッセンシャルオイルの専門家を含む多くの人々に歓迎され、

わずか数年で世界規模の企業に成長しました。間もなくその製品は日本にも

伝わり、2011年には日本支社の設立を目指す準備オフィスが開設。翌12年に

「doTERRA�CPTG�Essential�Oils�Japan（ドテラ・ジャパン）」が誕生しました。

ドテラは、「純粋な天然のエッセンシャルオイルを通して、世界中の人々の健康に貢献した

い」という願いのもと、米国で設立された会社です。ラテン語をもとにした社名「dōTERRA」

には、「地球（TERRA）からの贈り物」という意味が込められています。

大地の恵みであるエッセンシャルオイルは、古くから食事や美容、健康など、さまざまな�

場面で用いられてきました。人々の生活を豊かに彩り、心身ともに健やかでうるおいに�

満ちたものにしてくれる�── そんなエッセンシャルオイルの魅力は、科学が発展した�
現代でも色あせることはありません。

ドテラのエッセンシャルオイルはすべて、原材料と産地にこだわり、厳しい検査の数々を�

くぐり抜けた高品質な製品です。ドテラ製品を通して、皆さまが健康で豊かな毎日を

過ごせること。そして、その喜びを周りの方々と分かちあってくださること。それが私たち

の願いです。

ようこそドテラへ

—Changing the world
One drop, one person,  
one community at a time

WELCOME to dōTERRA®!
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ドテラでは、すべての製品にCPTGという独自の品質基準を設けることで、

安定して高品質な製品をお届けしています。

CPTG基準をクリアするには、まず原材料の質が非常に重要です。同じ品種

でも、産地や収穫年などの違いによって成分が大きく変わってしまうことが

あるのです。産地や品種、部位を選び抜き、最適なタイミングで収穫するこ

とで、有用性の高い成分をより高い濃度で抽出できます。そのため、ドテラ

の技術者は研究を重ね、世界各地の生産者と協力しあって原材料調達の

ネットワークを張り巡らせています。

原材料と同じく大切なのが、品質管理です。ドテラではCPTG基準に基づい

た検査を、すべての製品で生産ロットごとに実施しています。増量剤などの

添加物や農薬などの残留物、不純物が含まれていないか、適切な量の有

用成分が含まれているかどうかなどを厳しくチェックし、高品質の製品を安

定して生産できるよう努めているのです。

ドテラのエッセンシャルオイルの多くは、「低温水蒸気蒸留法」で抽出され

ます。減圧下では液体の沸点が下がることを利用し、できるだけ低い温度

で蒸留する方法です。原材料を入れた蒸留釡に水蒸気を通して成分を溶

かし出し、その後蒸気を冷まして水と油（エッセンシャルオイル）に分離さ

せます。

わずかな熱にも弱い柑橘系オイルは、温度管理に気を配った「低温圧搾法

（コールドプレス）」で、果皮から成分を搾り出します。ごく一部のオイルを

除き、アルコールなどの溶剤は使いません。

抽出の際に重要なのは、温度と圧力、時間を厳密に管理することです。エッ

センシャルオイルの香りや成分はとてもデリケー

トで、ほんの少しの違いでも変化してしまうもの

なのです。ドテラでは、それぞれの植物にもっと

も適した状態で成分を抽出することで、魅力的

な香りや成分の有用性を損なわずに、上質な

エッセンシャルオイルを生み出しています。 Deep Blue
Products
36	 ディープブルー製品

Easy Air Products
Other Products

Salon
Essentials

37	 イージーエア製品		その他製品

45	 サロン		エッセンシャルズ

dōTERRA Spa  
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※�本誌のイメージ写真には一部米国製品が含まれていますが、
ご注文いただけるのは各製品の説明に掲載の日本製品です。

 エッセンシャルオイルの原料調達地域

�  貧困対策を実施

�  環境責務を実行

コ・インパクトソーシングの取り組み

On Guard
Products
34	 オンガード製品

Skin Care
Products
38	 スキンケア製品

コ・インパクトソーシング	

ドテラの	
グローバルボタニカルネットワーク

エッセンシャルオイルの原材料の生産地には、貧困に苦しむ地域が少なくありません。そのような地域をより積極的に

支援するため、創業当時から掲げて実施しているドテラの事業方針です。現地の生産性を引き上げるために資金提供

や技術指導などを行い、より良い原材料の安定

的な確保と、農家や労働者の生活水準向上とを

同時に目指します。現在、ネパールやブルガリ

ア、ソマリア、マダガスカル、ハイチ、パラグアイ

などさまざまな国で、施設建設や人材育成、イ

ンフラ整備などに取り組んでいます。

エッセンシャルオイルとは、植物に含まれる天然の香り成分を濃縮したものです。花、葉、茎、種、根、樹皮、樹脂などか

ら抽出され、美しく力強い香りを放ちます。

エッセンシャルオイルは、古来さまざまな文化の中で用いられてきました。その魅力的な香りには、気分を明るくしたり

落ち着かせたりといった作用があり、さらに、香りだけにとどまらないさまざまな有用性があることもわかってきていま

す。セルフケアへの関心が高まり、伝統的な健康法が見直される時流もあって、エッセンシャルオイルのはたらきは再

評価されつつあるのです。

現在、ドテラで調達しているエッセンシャルオイルは130種類以上。そのために私たちは、世界中の熟練の生産農家や

蒸留者たちと提携してネットワークを広げ、生産、蒸留、流通に最適なサプライチェーンを構築しています。常に良質な

植物の産地を探し求め、また生産者の方 と々良好な関係を築き、彼らが正当な利益を長期的に得ることができるよう、原

材料供給（ソーシング）のガイドラインに沿ってさまざまな取り組みをおこなっています。

What are 
ESSENTIAL OILS?
エッセンシャルオイルの力

Extraction Methods
植物の力を引き出す抽出技術

Quality Management
CPTG基準による厳格な品質管理



Essential Oil KITS
エッセンシャルオイルキット
毎日の暮らしの中で役立つ人気のオイルを組み合わせた、	
お得なセットです。初めての方や贈り物にもぴったり。ぜひご活用ください。

Enjoy Essential Oils
エッセンシャルオイルのある暮らし
ドテラのエッセンシャルオイルは、植物のもつパワーをギュッと凝縮したもの。
芳香を楽しむのはもちろん、製品カテゴリによって肌につけたり、食事や飲み物に加えたりして
ご使用いただけます。ぜひ、香りに秘められた自然の力をライフスタイルに取り入れ、
ご家族みんなの豊かで充実した、健康的な毎日を手に入れてください。

※使い方は、あくまでも一例です。製品ごとの使用方法をご確認のうえ、正しくお使いください。

直接、またはココナッツオイルな
どと一緒に肌や髪に塗布して、毎
日のお手入れに。

水やお湯、お好みの飲み物に加
えて飲んだり、料理やお菓子の香
りづけに。

ボトルから直接、またはハンカチ等
に垂らして香りを楽しんだり、ディ
フューザーで部屋に散布したり。

レモン
学名：Citrus limon
明るくクリアにリフレッシュ
澄んだ香りが心を刺激し、冷静で前向きな気
分に導きます。気分転換や集中したいときに。

塗 �スキンケアにプラスして清潔でクリアな肌へ
香 �油汚れやシール跡のお掃除に

ラベンダー
学名：Lavandula angustifolia
心地よい香りで、リラックスタイム
甘く穏やかな癒やしの香りとやさしいつけ心
地が魅力。幅広い世代で多目的に活躍します。

塗 �スキンケアに加えてうるおいアップ
香 �コットンに数滴垂らして枕元に

ペパーミント
学名：Mentha piperita
清涼感あふれる香りで、気分爽快
冷感成分メントールの香りが、眠気を覚まし
て意識をはっきりさせるお手伝いをします。

塗 �首筋や肩などにつけて、クールダウン
香
�
ティッシュに数滴、車中の気分転換に

Uses 使い方
エッセンシャルオイルには、大きく分けて3つの使い方があります。
各製品のカテゴリに合わせてご使用ください。

ハンド＆ボディローション
（ボディミルク） 

オイルと組み合わせて自分流スキンケア
植物由来成分の力で肌をうるおし、オイルを
肌にとどめる無香料の乳液状ローションです。

使用方法 �エッセンシャルオイルをスキンケア
に取り入れたいとき、一緒にお使いください。

内容量 ：200mL P��V ：15.00
製品番号：60201213 WA�/�WC価格：2,000円
カテゴリ ：C 参考小売価格：3,000円

MUST MUSTドテラ  ココナッツオイル 
（化粧用油）

刺激を抑え、オイルの力をすばやく届ける
天然のココナッツオイルから精製された、無
色透明のサラッとしたキャリアオイル。

使用方法 �エッセンシャルオイルを塗布する際、
キャリアオイルとして一緒にお使いください。

内容量 ：115mL P��V ：15.00
製品番号：31640103 WA�/�WC価格：1,800円
カテゴリ ：C 参考小売価格：2,700円
※食用ではありません

初めての方に最適！	基本の3本セット

イントロキット
ドテラで屈指の人気を誇る3種のオイルのミニボトルを、コ
ンパクトなボックスにセット。ポピュラーな香りだからこそ、
ドテラと初めて出会う方にも違いを実感していただけます。
贈り物にも最適です。

イントロキット 

内容量 ：5mL×3本 P��V ：18.00
製品番号：32180103 WA�/�WC価格：2,900円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,400円

イントロキット （6箱セット）

内容量 ：5mL×3本×6箱 P��V ：120.00
製品番号：32190103 WA�/�WC価格：16,100円
カテゴリ：C 参考小売価格：24,200円

ベジタブルカプセル
自分に必要なオイルを手軽に摂取
風味や刺激を気にせずスマートにオイル
を摂取でき、お腹の中で溶ける空カプセル
です。

使用方法 �カプセルを開いてオイルなどを詰
め、飲み物と一緒にお召し上がりください。

内容量 ：160個 WA�/�WC価格：600円
製品番号：60209293 参考小売価格：900円
カテゴリ ：F

ドテラ ルモ ディフューザー
天然木を使ったコンパクトなディフューザー
メープル材を使ったやさしく安定感のあるデ
ザイン。長時間運転で広範囲に香りが広がり
ます。

使用方法 �水を入れてからお好みのオイルを垂
らし、お部屋に香らせてください。

製品番号：60208424 WA�/�WC価格：10,300円
P��V ：49.00 参考小売価格：15,500円

一緒に使いたい必須アイテム

製品カテゴリ

F	 食品・食品添加物＊
��
食
�
香

香りをお楽しみいただくほかに、経口摂取す
ることができます。
＊�経口摂取できるエッセンシャルオイルは、法律上「食
品添加物」の扱いとなります。

C	 化粧品		塗	香
香りをお楽しみいただくほかに、肌に塗布し
てご使用いただけます。

G	 雑貨		香
香りをお楽しみいただけます。

※�本誌に掲載の価格はすべて消費税（食品8％、食品
以外10%）込です。キットについても、内容製品の種
類に応じて8％または10%の税が含まれます。

※製品の仕様・価格・PV等は変更になることがあります。 ＊レモンは現在食品添加物ですが、近日中に化粧品に切り替わる予定です。ラベンダー、ペパーミントは、引き続き化粧品となります。

6 7※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。

キ
ッ
ト

香塗食



フランキンセンス＊

学名：Boswellia carterii, sacra, papyrifera, frereana
神秘的な香りで、いつも心に平穏を
キリスト誕生の際に贈られた神聖な香り、「乳
香」。心の奥深くに染みいります。

塗 �乳液に加えて、美しく年齢を重ねる肌へ
香 �奥深い香りで感情のバランスを整えて

レモン＊

学名：Citrus limon
明るくクリアにリフレッシュ
澄んだ香りが心を刺激し、冷静で前向きな気分に
導きます。気分転換や集中したいときに。

塗 �スキンケアにプラスして清潔でクリアな肌へ
香 �油汚れやシール跡のお掃除に

ラベンダー 
学名：Lavandula angustifolia
心地よい香りで、リラックスタイム
甘く穏やかな癒やしの香りとやさしいつけ心地
が魅力。幅広い世代で多目的に活躍します。

塗 �スキンケアに加えてうるおいアップ
香 �コットンに数滴垂らして枕元に

ペパーミント
学名：Mentha piperita
清涼感あふれる香りで、気分爽快
冷感成分メントールの香りが、眠気を覚まして意
識をはっきりさせるお手伝いをします。

塗 �首筋や肩などにつけて、クールダウン
香
�
ティッシュに数滴、車中の気分転換に

ティーツリー 
学名：Melaleuca alternifolia
突き抜けるシャープな香りで清潔キープ
オーストラリア先住民伝統の植物。健康維持や清
潔な環境づくりなど、多目的に活躍します。

塗 �足裏のニオイケアに、少量すり込んで
香 �掃除や洗濯のすすぎ水に加えて

オレガノ＊

学名：Origanum vulgare
ワイルドなハーブの香りで心身に活力を
さまざまな外敵と闘うチカラをサポートします。医
学の父、ヒポクラテスも用いたとか。

塗 �希釈して気になる肌のポイントや爪のケアに
香
�
ディフューズして気持ちシャッキリ

イージーエア
クリアな清涼感、スーッと通るブレンド
空気中の雑菌やホコリなどが気になるときは、
スッキリした香りがおすすめ。お休み前にも。

塗 �寝つけない夜、キャリアオイルと一緒に�胸元に
香 �季節の変わり目にマスクなどに1滴垂らして

ゼンジェスト＊

薬草の香りで気分スッキリブレンド
ハーブ＆スパイス系のオイルが食後の気分をスッ
キリさせて、快適な状態に。

塗 �希釈してお腹に塗り、食後の気分スッキリ
香 �長距離の移動の気分転換に

オンガード＊

香りのボディガード、まもりのブレンド
甘酸っぱくスパイシーな香りで、身体が本来もっ
ているはたらきを力強くサポートします。

塗 �希釈して手や指先の清潔キープに
香 �乾燥の季節の健康対策としてディフューズ

ディープブルー
湿布の香りのスポーツブレンド

クールな鋭い香り。スポーツや立ち仕事の後、やさ
しくすり込むと、爽快感が広がります。

塗 �肩や腰、手足など、気になる部分に
塗 �運動後のマッサージオイルに加えて

ドテラを代表する10種がそろうお手頃キット

ファミリー エッセンシャルズキット
ドテラを始めるならぜひともそろえていただきたい
自慢の10製品がお試しできる、大人気のセット。
ご家族みんなのアクティブで健康的なライフスタイルのために
生活のさまざまなシーンでお役立てください。

内容量 ：5mL×10本 P��V ：140.00
製品番号：60205975 WA�/�WC価格：18,400円
カテゴリ ：C 参考小売価格：27,600円

＊�カテゴリー変更製品

◦�必ずオイル1滴に対して10滴以上のキャリアオイルで希釈してご使用ください。

フランキンセンス

＊�このキットに含まれる製品は、近日中にすべて化粧品に切
り替わる予定です。ご使用の際は、ラベルの記載に沿って
お使いください。

8 9※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。
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STEP 1

STEP 5

STEP 2

STEP 6

STEP 3 STEP 4

ドテラバランス （旧名：アースリズム）

初めにドテラバランスで心を穏やか

に癒やし、満ち足りた気持ちへ導い

て施術者とのつながりを深めます。

ティーツリー
肌の清潔を守るティーツリーが、健

やかさをサポートします。

アロマタッチ
アロマタッチの心落ち着く癒やしの

香りでリラックスに導きます。

オレンジ ＆ ペパーミント
みずみずしいオレンジと清涼感あ

ふれるペパーミントの香りが心に元

気と活力を与えます。

ラベンダー
やさしい甘さのラベンダーが緊張

をほぐし、心と身体を落ち着けてリ

ラックスに導きます。

オンガード
外敵と戦うオンガードが負けない

身体づくりを後押しします。

ディープブルー
クールで爽快な香りのディープブ

ルーが、頑張っている心身をやさし

く包んで癒やしてくれます。

STEP 7

STEP 8

家族や親戚にアロマタッチをしてあげるのが大好き！��彼らもやり方を知って身近な人に施術できるようになるから、一石二鳥ですね。　

ペギー・S（米国／ユタ州）

大切な人の心と身体を癒やす珠玉のテクニック

アロマタッチキット
アロマタッチ�テクニックは、エッセンシャルオイルの力で身近な方を
ケアするために生まれた、ドテラ独自のトリートメント技法です。
すぐに身につけられ、自らの手で、ご家族や大切な人に
やすらぎと癒やしの時間を贈ることができます。

内容量 ：5mL×8本、ドテラ�ココナッツオイル115mL
製品番号：60205663 P��V ：122.00
カテゴリ ：C WA�/�WC価格 ：16,200円

参考小売価格 ：24,300円

＊近日製品名変更

10 11※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。
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ー
ジ

アーボビテ G 香 ●● ●● ●● 14
イランイラン C 塗 	香 ●● ●● ●● 14
ウィンターグリーン C 塗 	香 S ●● ●● ●● 14
オレガノ★ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 14
オレンジ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 15
カシア★ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 15
カルダモン F 食 	香 ●● ●● ●● 15
クラリセージ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 15
グリーンマンダリン F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 15
グレープフルーツ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 15
クローブ★ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 15
コパイバ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● 15
コパイバ	ソフトジェル F 食 ●● ●● ●● ●● 33
コリアンダー F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 16
サイプレス C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 16
サンダルウッド C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 16
シダーウッド C 塗 	香 S ●● ●● ●● ●● 17
シナモンバーク★ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● 17
シベリアンファー G 香 ●● ●● ●● 17
ジュニパーベリー C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 17
シラントロ F 食 	香 ●● ●● ●● 17
ジンジャー F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 17
スパイクナード G 香 ●● ●● ●● 18
スペアミント F 食 	香 ●● ●● ●● 18
ゼラニウム C 塗 	香 D ●● ●● ●● ●● ●● 18
セロリシード F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 18
ターメリック F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● 18
タイム★ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 19
ダグラスファー C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 19
タンジェリン F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 19
ティーツリー C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 19
バジル F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 19
パチョリ C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 19
ヒノキ C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 19
ピンクペッパー F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 20
フェンネル F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 20
プチグレン G 香 ●● ●● ●● ●● 20
ブラックスプルース C 塗 	香 S ●● ●● ●● 20
ブラックペッパー F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● 20
フランキンセンス G 香 ●● ●● ●● ●● 21
ブルータンジー C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 21
ベチバー C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● ●● 21
ペパーミント F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 21
ペパーミントビーズ F 食 ●● ●● ●● ●● 21
ヘリクリサム C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 22
ベルガモット F 食 	香 ●● ●● ●● ●● 22
マジョラム F 食 	香 ●● ●● ●● 22
ミルラ C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● 22
メリッサ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 22
ユーカリプタス C 塗 	香 S ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 22
ライム F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 22
ラベンダー C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 23
レモン F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 23
レモングラス★ F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 23
レモンユーカリ	 C 塗 	香 S ●● ●● ●● 23
ローズマリー F 食 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● 23
ローマンカモミール C 塗 	香 ●● ●● ●● ●● ●● ●● 23

★�のオイルの原液が肌についた場合は、キャリアオイル等を塗布して拭き取ってください。異常がみられる場合は、皮膚科専門医にご相談ください。
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アダプティブ	/	ドテラ	アダプティブタッチ C 塗 	香 G 15 R ●● ●● ●● 28
アロマタッチ C 塗 C 15 ●● ●● ●● ●● 30
イージーエア C 塗 	香 S C 15 ●● ●● ●● 30/37
インチューン C 塗 	香 U R ●● ●● ●● 29
ウィスパー G 香 U 5 ●● ●● ●● 29
ウィンドリズム G 香 U 15 ●● ●● 29
HDクリア	トピカルブレンド C 塗 B R ●● 32/44
オンガード F 食 	香 I 15 B S ●● ●● ●● ●● 30/33/34
クラリカーム C 塗 	香 C R ●● ●● 31
サルベル C 塗 B R ●● 32/40
サンリズム G 香 U 15 ●● ●● ●● 29
スマート＆サシー F 食 	香 I 15 S ●● ●● ●● 31/33
セレニティー	 C 塗 	香 G 15 ●● ●● ●● ●● 29
ゼンジェスト F 食 	香 I 15 S ●● ●● 30/33
ゼンドクライン	 F 食 	香 I 15 S ●● ●● 30/33
DDRプライム F 食 I 15 S ●● ●● ●● 31/33/51
ディープブルー C 塗 S L 5 R ●● 31/36
テラアーマー C 塗 	香 L 15 ●● 30
ドテラアライズ C 塗 	香 5 ●● ●● 26
ドテラアライン C 塗 	香 5 ●● ●● ●● 26
ドテラアンカー C 塗 	香 5 ●● ●● ●● ●● 26
ドテラコンソール® G 香 G 5 ●● ●● ●● 27
ドテラコンフォーター C 塗 R ●● ●● 25
ドテラシンカー C 塗 R ●● 25
ドテラステディ C 塗 R ●● 25
ドテラストロンガー C 塗 R ●● ●● 25
ドテラチアー® G 香 G 5 ●● ●● ●● 27
ドテラテイマー C 塗 R ●● 25
ドテラパッション® G 香 U 5 ●● ●● ●● ●● 27
ドテラバランス C 塗 	香 G 15 ●● ●● ●● ●● ●● 29
ドテラピース® G 香 G 5 ●● ●● ●● 27
ドテラフォーギブ®	 G 香 G 5 ●● ●● ●● 27
ドテラブレイブ C 塗 R ●● 25
ドテラ	マグノリアタッチ C 塗 	香 B R ●● ●● 32
ドテラモチベート® G 香 U 5 ●● ●● ●● 27
ドテラレストフル C 塗 R ●● 25
ドテラ	ローズタッチ C 塗 	香 B R ●● ●● ●● 32
トライイーズ	 F 食 S ●● 33
パステンタス C 塗 	香 C R ●● ●● ●● 31
ピューリファイ G 香 L 15 ●● ●● 30
ヤローポム F 食 	香 B 30 ●● ●● ●● 32

単品販売しているオイルと、ヨガコ
レクション、キッズコレクションに含
まれるオイルを掲載しています。

単品販売しているオイルのみを掲
載しています。

※ドテラのエッセンシャルオイル製品は、症状の改善を目的としたものではありません。�※ドテラのエッセンシャルオイル製品は、食品添
加物・化粧品・雑貨の3つのカテゴリに分かれています。各製品のカテゴリに応じた目的以外でのご使用はお避けください。�※お子さまや

妊娠中、授乳中、治療中や体調に問題のある方は、ご使用前に医師にご相談ください。�※目や耳、鼻に入らないよう、また過剰摂取や過剰塗布にご注意ください。�※エッセンシャ
ルオイルに過敏に反応する体質の方もおられます。必ずごく少量からお試しいただき、異常があらわれたときはただちにご使用をおやめください。塗布される場合は事前に必ずパッ
チテストを行ってください。�※敏感肌など刺激を感じやすい方は、「ドテラ�ココナッツオイル」や「ハンド＆ボディローション」などと一緒にお使いいただくと、よりソフトなつけ心
地となります。塗布後に肌に異常があらわれた場合は、ただちに「ドテラ�ココナッツオイル」などのキャリアオイルを塗布し、やわらかい布などで拭きとってください。皮膚科専門
医へのご相談をおすすめします。�※柑橘系のエッセンシャルオイルは、肌についた状態で紫外線に当たるとシミやかぶれ、アレルギー症状等を引き起こす場合がありますのでご
注意ください。�※使用後はしっかりとフタを閉め、直射日光や高温多湿、火気を避けて、お子さまの手の届かない冷暗所に保管してください。�

エッセンシャルオイルご使用上の注意

表示の見方

U  Uplifting （アップリフティング）

G  Grounding （グラウンディング）

B  Beauty	Care （ビューティーケア）

L  Lifestyle （ライフスタイル）

I  Inner	Care （インナーケア）

C  Comfort （コンフォート）
S  Softgels （ソフトジェルシリーズ）

主な用途

食

香
塗

使用方法

※�製品ごとに書かれている使い方
は、あくまでも一例です。

飲み物や料理に加えて

芳香、ディフューズ

肌に塗布

S 	=	Sensitive（希釈推奨）
◦敏感肌の方、刺激を感じる方はキャリアオイルで
希釈してください。�◦はじめてお使いになる際は、
パッチテスト等でお試しください。
D 	=	Dilute（必ず希釈）
◦必ずオイル1滴に対し10滴以上のキャリアオイル
で希釈してご使用ください。◦はじめてお使いにな
る際は、パッチテスト等でお試しください。

塗布する際のご注意
F��食品・食品添加物＊

C��化粧品

G��雑貨

製品カテゴリ

＊�経口摂取できるエッセンシャル
オイルは、法律上「食品添加物」
の扱いとなります。

30 ��30mLボトル
15 ��15mLボトル
5 ��5mLボトル
R ��ロールオン
B ��ビーズ
S ��ソフトジェル

製品タイプ

エッセンシャルオイル			早見表

12 13※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。



イランイラン
学名：Cananga odorata
エキゾチックな香りで甘いひとときを
気分を高め、感情をほぐす香り。ジャスミンに
似た優美な香りは香水の原料としても有名。

塗 �シャンプーに混ぜてヘッドマッサージ
香
�
寝室のルームフレグランスとして

内容量 ：15mL P��V ：45.00
製品番号：30240103 WA�/�WC価格：5,500円
カテゴリ ：C 参考小売価格：8,300円

アーボビテ
学名：Thuja plicata
北米の先住民に愛されてきた「命の木」
衣類の防虫や清潔を守ると注目のヒノキチ
オールが主成分。心ほぐれる深い木の香りです。

香
�
サシェ（香り袋）に垂らしてタンスに

香
�
床の仕上げ磨きに使って新築気分

内容量 ：5mL P��V ：26.00
製品番号：49360103 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：G 参考小売価格：4,800円

世界中から選び抜かれた産地・生産者のもとでたくましく育った植物を原材料に、
その力を最大限に引き出すよう注意深く抽出された、高品質なエッセンシャルオイルです。
植物のやさしく力強い香りと秘められたパワーを、毎日の暮らしに取り入れてお楽しみください。

ウィンターグリーン
学名：Gaultheria fragrantissima
清涼感あふれる香りで心身を包み込む
湿布のような香りとほのあたたかいつけ心
地で、気になる部分がスーッと楽に。

塗 �運動や力仕事の後、セルフマッサージ
香
�
忙しいとき、深く吸い込んでリフレッシュ

内容量 ：15mL P��V ：26.00
製品番号：60200351 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,800円

オレガノ
学名：Origanum vulgare
ワイルドなハーブの香りで心身に活力を
さまざまな外敵と闘うチカラをサポートしま
す。医学の父、ヒポクラテスも用いたとか。

食
�
トマト料理に少量（爪楊枝の先がぬれる程度）

香
�
ディフューズして気持ちシャッキリ

※刺激が強いので、ごく少量をお使いください。

内容量 ：15mL P��V ：27.00
製品番号：30180103 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：4,800円

カシア
学名：Cinnamomum cassia
なじみ深い、あたたかく芳しい香り
和名はニッキ。力強くスパイシーな芳香が
スムーズで自然なめぐりを応援します。

食
�
パンやデザートに加えて大人の味わい

香
�
マスクの季節の健康管理にディフューズ

内容量 ：15mL P��V ：24.00
製品番号：30020203 WA�/�WC価格：2,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：4,200円

オレンジ
学名：Citrus sinensis
誰からも愛される元気アップの香り
甘酸っぱくみずみずしい香りで満ちています。
活力やエネルギーをチャージしたいときに。

食
�
飲み物やお菓子の香りづけに1〜2滴

香
�
お部屋にディフューズして気分を高めて

内容量 ：15mL P��V ：12.00
製品番号：30170103 WA�/�WC価格：1,400円
カテゴリ ：F 参考小売価格：2,100円

クローブ
学名：Eugenia caryophyllata
ピリリと芳しい香りで口内を健康に
元気をチャージする、スパイシーで芳しい香
り。肉料理などに、またお口の健康維持にも。

食
�
肉の下味に少量加えて臭み消しに

香
�
季節の変わり目の健康管理に

内容量 ：15mL P��V ：19.00
製品番号：30040203 WA�/�WC価格：2,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,500円

クラリセージ
学名：Salvia sclarea
草原のような香りで身も心も軽やかに
あたたかな香りは、幸福感をもたらす手助け
をします。女性の味方となるオイルのひとつ。

食
�
飲み物に数滴垂らしてリラックスタイム

香
�
ブルーな気分の日、バスルームに香らせて

内容量 ：15mL P��V ：45.00
製品番号：30420203 WA�/�WC価格：5,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：8,000円

グレープフルーツ 
学名：Citrus X paradisi
エクササイズのお供に！	心を満たす香り
ジューシーな香りは気分を高め、満ち足りた感
覚に。スポーツの前に嗅ぐとやる気がアップ。

食 �水に1滴垂らしてリフレッシュ
香
�
食事前にディフューズして香りを満喫

内容量 ：15mL P��V ：22.00
製品番号：30100103 WA�/�WC価格：2,600円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,900円

カルダモン
学名：Elettaria cardamomum
クールで高貴な「スパイスの女王」
スパイシーでクールな香りは息づかいをクリアに
整え、前向きな気分に。食後やドライブ時にも。

食
�
パンや肉料理にエキゾチックな香りをプラス

香
�
ドライブ時の気分転換に瓶から直接

内容量 ：5mL P��V ：32.00
製品番号：49350203 WA�/�WC価格：3,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,700円

コパイバ
学名：Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, langsdorffii
パワーを秘めたスモーキーな香り
熱帯雨林で育つ高木。心のバランスを力強く
サポートし、緊張感を落ち着かせます。

食
�
毎日の健康習慣としてカプセルで摂取

香
�
緊張をほぐしたいときのお守り代わりに

内容量 ：15mL P��V ：43.00
製品番号：60203829 WA�/�WC価格：5,100円
カテゴリ ：F 参考小売価格：7,700円

グリーンマンダリン
学名：Citrus nobilis
青 と々香る柑橘のみずみずしさ
華やかでみずみずしい香りでリフレッシュ。
食事はもちろん、オーラルケアや掃除にも。

食
�
飲み物や料理にフレッシュな香りの彩りを

香
�
ディフューズで気分を高めながらやすらぎを

内容量 ：15mL P��V ：35.00
製品番号：60208313 WA�/�WC価格：4,100円
カテゴリ ：F 参考小売価格：6,200円

コパイバ

14 15※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。
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サイプレス
学名：Cupressus sempervirens
森林浴のようなすがすがしさ
イトスギの葉からとれるほろ苦く澄んだ香り
で、ほっとひと息。森林浴気分が味わえます。

塗 �イガイガするときや重たく感じる部分に塗布
香
�
アロマバスでゆったりリラックス

内容量 ：15mL P��V ：19.00
製品番号：30050103 WA�/�WC価格：2,300円
カテゴリ ：C 参考小売価格：3,500円

コリアンダー
学名：Coriandrum sativum 
甘くハーバルな香りでイライラ解消
古来食欲をそそる香りとして知られるスパ
イス。心落ち着きリフレッシュできる香りです。

食
�
カレーや煮込み料理を香り高く

香
�
食事中や食後にディフューズして

内容量 ：15mL P��V ：30.00
製品番号：30780203 WA�/�WC価格：3,600円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,400円

サンダルウッド
学名：Santalum album
オリエンタルなやすらぎの香り
古くより珍重されてきた「白檀」の深く甘い香
りは、精神を集中に導き、ヨガなどに最適。

塗 �フェイシャルスチームで肌しっとり
香
�
緊張を和らげたいとき、手に取って

内容量 ：5mL P��V ：73.00
製品番号：30210103 WA�/�WC価格：10,300円
カテゴリ ：C 参考小売価格：15,500円

ジンジャー
学名：Zingiber officinale 
辛みのある芳しい香りでポカポカに
日本の食卓に欠かせない生姜。キリリと芳しい
香りが自然なめぐりを整え、サポートします。

食
�
おろし生姜のかわりとして、薬味や下味に�

香
�
香りを吸い込んで食後をさわやかに

内容量 ：15mL P��V ：50.00
製品番号：31630203 WA�/�WC価格：5,900円
カテゴリ ：F 参考小売価格：8,900円

ジュニパーベリー
学名：Juniperus communis
深い森の香りで身も心もクリアに
渋く深い森の香りが不安や迷いを払い、すっ
きりリフレッシュ。肌もつるんと整えます。

塗 �皮脂バランスが気になるときに1滴
香 �ディフューズして空気をリフレッシュ

内容量 ：5mL P��V ：23.00
製品番号：49290103 WA�/�WC価格：2,800円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,200円

シベリアンファー
学名：Abies sibirica 
不安を払う澄みきった針葉樹の香り
さわやかな樹木の香りが、不安な感情のバラ
ンスを整え、リラックスに導きます。

香
�
ディフューズしてやすらぎのひとときを

香 �モヤモヤ気分をすっきりクリアに

内容量 ：15mL P��V ：25.00
製品番号：60203559 WA�/�WC価格：3,000円
カテゴリ ：G 参考小売価格：4,500円

シナモンバーク
学名：Cinnamomum zeylanicum
ピリリと香ばしい「スパイスの王様」
香辛料としておなじみのシナモンは、刺激的
で元気づけられる香りが魅力です。

食
�
ミルクティーに少量垂らして風味アップ

香
�
元気がほしいときなどにディフューズして

内容量 ：5mL P��V ：29.00
製品番号：30030203 WA�/�WC価格：3,500円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,300円

シラントロ 
学名：Coriandrum sativum
エスニック料理でおなじみの香り
コリアンダー（パクチー）の葉のフレッシュで
さわやかな香りが、料理のアクセントに。

食
�
料理のつけだれやドレッシングに混ぜて　

香
�
柑橘系のオイルと一緒にディフューズ

内容量 ：15mL P��V ：32.00
製品番号：41850203 WA�/�WC価格：3,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,700円

シダーウッド
学名：Juniperus virginiana
懐かしい木のぬくもりで気分スッキリ
芳しい木材の香りが、心をほぐしてやる気を
呼び起こします。健やかな肌づくりにも。

塗 �皮脂が気になるときのスキンケアに
香
�
イライラした日のリラックスタイムに

内容量 ：15mL P��V ：16.00
製品番号：49300103 WA�/�WC価格：1,900円
カテゴリ ：C 参考小売価格：2,900円

16 17※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。
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ゼラニウム
学名：Pelargonium graveolens
揺れ動く女性の心身を整える優雅な香り
ローズに似た甘く華やかな香りが、女性特有
のゆらぎを整えます。スキンケアにも活躍。

塗 �肌バランスが乱れがちなとき、化粧水にプラス
香 �香水のように少量を身にまとって

内容量 ：15mL P��V ：38.00
製品番号：30090103 WA�/�WC価格：4,600円
カテゴリ ：C 参考小売価格：6,900円

スペアミント
学名：Mentha spicata
穏やかな清涼感で気分も息もリフレッシュ
気分をクリアにする甘く華やかな香りとマイ
ルドな清涼感で、お口と心の健康に貢献。

食
�
水に1滴垂らして歯みがきやうがいに

香
�
朝や頑張った日の夜、香りとともに深呼吸

内容量 ：15mL P��V ：35.00
製品番号：31610203 WA�/�WC価格：4,100円
カテゴリ ：F 参考小売価格：6,200円

スパイクナード
学名：Nardostachys jatamansi
静かな高揚にいざなう大地の力
ヒマラヤの厳しい自然を生き抜く力が詰まっ
た、力強くスモーキーな存在感ある香りです。

香
�
セルフケアや瞑想のお供に、香りのBGMとして

香
�
さまざまなブレンドオイルのベースノートに

内容量 ：5mL P��V ：60.00
製品番号：60201614 WA�/�WC価格：7,300円
カテゴリ ：G 参考小売価格：11,000円

タイム
学名：Thymus vulgaris
パワフル＆クリーンな香りで元気を応援
食欲をそそるあたたかなハーブの香り。丈夫
な身体と清潔な住まいづくりに貢献します。

食
�
乾燥の季節の健康習慣に、カプセルで飲用

香 �ディフューズでこもった空気をクリーンに

内容量 ：15mL P��V ：36.00
製品番号：30220203 WA�/�WC価格：4,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：6,500円

ティーツリー
学名：Melaleuca alternifolia
突き抜けるシャープな香りで清潔キープ
オーストラリア先住民伝統の植物。健康的で
清潔な環境づくりなど、多目的に活躍。

塗 �足裏のニオイケアに、少量すり込んで
香 �掃除や洗濯のすすぎ水に加えて

内容量 ：15mL P��V ：26.00
製品番号：30150103 WA�/�WC価格：3,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,700円

ダグラスファー
学名：Pseudotsuga menziesii
フレッシュな森の空気でポジティブに
木漏れ日のような甘酸っぱくみずみずしい香
りがいきいきと気分を盛り上げ、清潔キープ。

塗 �汗ばむ季節、ボディソープなどに加えて
香 �手に垂らして吸い込み、クリアな息づかい

内容量 ：5mL P��V ：24.00
製品番号：31590103 WA�/�WC価格：2,900円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,400円

バジル
学名：Ocimum basilicum
キリッとさわやかな刺激で気分スッキリ
イタリア料理に欠かせないハーブ。あたたかく
スッキリした香りが、クリアな思考に導きます。

食 �パスタやトマト料理に少量加えて
香 �勉強や読書の際、机の脇に置いて

内容量 ：15mL P��V ：29.00
製品番号：30010203 WA�/�WC価格：3,500円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,300円

ターメリック
学名：Curcuma longa
力強くスパイシーな香りで毎日いきいき
ウコンの温かくスパイシーな大地の力が、いき
いきと輝く健康的な毎日を内側から支えます。

食
�
毎日摂取して健康的なめぐりを

香
�
ティッシュに1〜2滴垂らして元気ハツラツ

内容量 ：15mL P��V ：35.00
製品番号：60207737 WA�/�WC価格：4,100円
カテゴリ ：F 参考小売価格：6,200円

ヒノキ
学名：Chamaecyparis obtusa
日本古来の伝統を受け継ぐ「和の香り」
和室にもよくなじむ上品で澄みきった香りが、
やすらぎの空間を演出します。日本限定発売。

塗
�
スキンケアに加えてお肌を清潔に

香
�
浴槽に数滴加えてヒノキ風呂に

内容量 ：5mL P��V ：31.00
製品番号：49500103 WA�/�WC価格：3,700円
カテゴリ ：C 参考小売価格：5,600円

パチョリ
学名：Pogostemon cablin
エレガント気分でなめらか素肌に
心落ち着く上品な香りです。エイジングサイ
ンや“跡”が気になるときのスキンケアにも。

塗 �スキンケアにプラスしてなめらか素肌に
香 �おやすみ前の入浴時にアロマバスを

内容量 ：15mL P��V ：34.00
製品番号：30890103 WA�/�WC価格：4,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：6,200円

セロリシード
学名：Apium graveolens
心いきいき、味わい広がるスパイシーな香り
力強くスパイシーな香りがすっきり快適な食
生活とめぐりのよい身体づくりを応援します。

食
�
朝のスムージーや野菜ジュースに加えて元気よく

香
�
ボトルから香りを吸い込んで気分転換に

内容量 ：15mL P��V ：44.00
製品番号：60210151 WA�/�WC価格：5,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：7,800円

限定
販売NEW! タンジェリン

学名：Citrus reticulata
甘くすがすがしい柑橘の力強い香り
みかんに近い小ぶりの柑橘。甘くキリッとし
た存在感あふれる香りは、加熱調理にも◎。

食
�
炭酸水に加えてヘルシーにリフレッシュ

香
�
不安を感じるときディフューズして

内容量 ：15mL P��V ：18.00
製品番号：60213868 WA�/�WC価格：2,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,300円

ピンクペッパー

COMING 
SOON

18 19※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。

シ
ン
グ
ル
オ
イ
ル



フェンネル
学名：Foeniculum vulgare
イライラをなだめ、心身を整える甘い香り
心落ち着く甘くハーバルな香りで、魚料理やピ
クルスなどに愛用されてきた健康食材です。

食
�
サラダや肉・魚の下味に加えてさわやかに

香
�
イライラ、ムカムカに、香りを吸い込んで

内容量 ：15mL P��V ：19.00
製品番号：41290203 WA�/�WC価格：2,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,300円

ブラックスプルース
学名：Picea mariana
深い森のエネルギーがもたらす癒やし
ネイティブアメリカンに愛されてきた針葉樹。深
みのある濃密な香りがやすらぎをもたらします。

塗 �マッサージオイルに加えて運動後のケアに
香 �クリアな息づかいのためにディフューズ

内容量 ：5mL P��V ：22.00
製品番号：60209872 WA�/�WC価格：2,600円
カテゴリ ：C 参考小売価格：3,900円

ブラックペッパー
学名：Piper nigrum
刺激的な香りで、身体の芯から元気に
パンチの効いたスパイシーな香りは、気力アッ
プにおすすめ。胡椒の辛味が苦手な方にも。

食 �料理の仕上げに少量。食後もスッキリ
香 �ティッシュに垂らして、香りでリフレッシュ

内容量 ：5mL P��V ：27.00
製品番号：41040203 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：4,800円

ブルータンジー
学名：Tanacetum annuum 
フルーティであたたかい香りで前向きに
甘く芳醇な香りで気分アップ。気になる部分に
塗布すれば、なめらかな素肌に整えます。*

塗 �肌荒れしがちな時季のお手入れに
香 �ディフューズして気分を盛り上げて
＊肌や衣服などに色が残りやすいのでご注意ください。

内容量 ：5mL P��V ：97.00
製品番号：60203825 WA�/�WC価格：12,500円
カテゴリ ：C 参考小売価格：18,800円

フランキンセンス
学名：Boswellia carterii, sacra, papyrifera, frereana
神秘的な香りで、いつも心に平穏を
キリスト誕生の際に贈られた神聖な香り、
「乳香」。心の奥深くに染みいります。

香 �ディフューズして、やすらぎの空間を演出
香 �奥深い香りで感情のバランスを整えて

内容量 ：15mL P��V ：77.00
製品番号：30070103 WA�/�WC価格：10,000円
カテゴリ ：G 参考小売価格：15,000円

プチグレン
学名：Citrus aurantium amara
心の霧を払う、ほろ苦く奥深い香り
樹木系と柑橘系の特長を併せもつ、さわやか
でありながら奥深く華やぎのある香りです。

香
�
おやすみ前に枕元で香らせて

香
�
拭き掃除の際、バケツの水に垂らして

内容量 ：15mL P��V ：31.00
製品番号：60201607 WA�/�WC価格：3,700円
カテゴリ ：G 参考小売価格：5,600円

ペパーミントビーズ

携帯に便利なソフトビーズタイプ
オイルを小さなビーズの中に凝縮。噛むと
ミントが弾けて、爽快な香りが広がります。

食
�
眠気覚ましとして車に常備

食
�
デートや商談の前のブレスケアに

内容量 ：125粒 P��V ：15.00
製品番号：31570203 WA�/�WC価格：1,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：2,700円

ベチバー
学名：Vetiveria zizanioides
大地の力を感じる重厚な香り
力強くあたたかな香りが気持ちを落ち着け、
自然なめぐりをサポートします。

塗 �オイルトリートメントで心身のバランスを調整
香
�
おやすみ前や、集中したいときに

内容量 ：15mL P��V ：50.00
製品番号：30430103 WA�/�WC価格：6,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：9,200円

ペパーミント
学名：Mentha piperita
清涼感あふれる香りで、気分爽快
冷感成分メントールの香りが、眠気を覚まし
て意識をはっきりさせるお手伝いをします。

食
�
食後に摂取して香りで息や思考をスッキリ

香
�
勉強やドライブの際の気分転換に

内容量 ：15mL P��V ：26.00
製品番号：60211411 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：4,800円

PRODUCT HIGHLIGHT

フランキンセンス
古代より、その香りとはたらきが珍重されてきたフランキンセン

ス。その名は真の（frank）香り（incense）という意味をもち、心

やすらぐ高貴な香りは、現代においても愛され続けています。多

くの専門家が活用し、ヨガや瞑想にも用いられる香りは、人々

の健やかな毎日に貢献しています。

ピンクペッパー
学名：Schinus molle
心華やぐ甘い刺激でカラダ目覚める
スパイスなのにほんのりフルーティー。やすら
ぎをもたらしつつ、意識をクリアに導きます。

食 �水や炭酸水に加えて朝のスッキリ習慣に
香 �心乱れて落ち着かないとき、深く吸い込んで

内容量 ：5mL P��V ：27.00
製品番号：60208394 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：4,800円

＊�近日カテゴリー
変更予定

＊�近日カテゴリー
変更予定

ブルータンジー

ブラックスプルース

20 21※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。
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ライム
学名：Citrus aurantifolia
パンチのある香りで、活力アップ
フレッシュで持続性のある力強い香りは、�
気持ちをシャキッと引き締めてくれます。

食 �料理や飲み物のアクセントに
香 �お部屋にディフューズして気分転換

内容量 ：15mL P��V ：16.00
製品番号：30870103 WA�/�WC価格：1,900円
カテゴリ ：F 参考小売価格：2,900円

ラベンダー
学名：Lavandula angustifolia
心地よい香りで、リラックスタイム
甘く穏やかな癒やしの香りとやさしいつけ心
地が魅力。幅広い世代で多目的に活躍します。

塗 �スキンケアに加えてうるおいアップ
香 �コットンに数滴垂らして枕元に

内容量 ：15mL P��V ：28.00
製品番号：30110103 WA�/�WC価格：3,400円
カテゴリ ：C 参考小売価格：5,100円

レモン
学名：Citrus limon
明るくクリアにリフレッシュ
澄んだ香りが心を刺激し、冷静で前向きな気
分に導きます。気分転換や集中したいときに。

食 �飲み物や料理にフレッシュな香りをプラス
香 �油汚れやシール跡のお掃除に

内容量 ：15mL P��V ：13.00
製品番号：30120103 WA�/�WC価格：1,600円
カテゴリ ：F 参考小売価格：2,400円

メリッサ
学名：Melissa officinalis
揺れ動く心身に力を与える貴重なしずく
別名レモンバーム。甘くレモンに似た濃厚な
香りが心身のバランスを整え、立ち直る力に。

食
�
健康づくりのため、水に1〜2滴垂らして

香
�
悲しみや苦しみに負けそうなとき、深く吸入

内容量 ：5mL P��V ：122.00
製品番号：30850203 WA�/�WC価格：16,700円
カテゴリ ：F 参考小売価格：25,100円

ミルラ
学名：Commiphora myrrha
スモーキーで甘苦い高貴な香り
キリスト誕生の際に贈られた「没薬」は、古代
エジプト人も愛用。心をやすらかに。

塗 �ローションと一緒に肌になじませて健やかに
香 �ディフューズして瞑想タイムの薫香に

内容量 ：15mL P��V ：61.00
製品番号：30160103 WA�/�WC価格：8,700円
カテゴリ ：C 参考小売価格：13,100円
※固まりやすいので、開封後はなるべく早めにお使いください。

ユーカリプタス
学名：Eucalyptus radiata
精神をクリアにする甘く力強い香り
スーッとする爽快感が特長。季節の変わり目や
乾燥しがちな時季を快適にしてくれます。

塗 �ココナッツオイルと一緒に胸元に塗布
香 �ディフューズしてお部屋の空気をクリーンに

内容量 ：15mL P��V ：21.00
製品番号：30060103 WA�/�WC価格：2,500円
カテゴリ ：C 参考小売価格：3,800円

レモングラス
学名：Cymbopogon flexuosus
シャープな香りで心地よい刺激
ほのかに甘くレモンよりも鮮烈な香りは、精
神を高揚させたいときにおすすめです。

食 �ハーブティーやエスニック料理の香りづけに
香 �ディフューズしてお部屋のニオイ消しに

内容量 ：15mL P��V ：12.00
製品番号：30130203 WA�/�WC価格：1,400円
カテゴリ ：F 参考小売価格：2,100円

ローマンカモミール
学名：Anthemis nobilis
フルーティーな香りで気持ち晴れやか
りんごを思わせるやさしい香りは、心のモヤ
モヤを晴らし、明るい気分にしてくれます。

塗 �毎日のスキンケアに1滴プラス
香 �緊張で眠れない夜、足裏や枕元に1滴

内容量 ：5mL P��V ：55.00
製品番号：30800103 WA�/�WC価格：6,600円
カテゴリ ：C 参考小売価格：9,900円

ローズマリー
学名：Rosmarinus officinalis
クール＆刺激的な香りで集中力アップ
地中海料理に欠かせないハーブとして有名。
心が研ぎ澄まされるクールな香りです。

食 �肉・魚料理の香りづけや、臭み消しに
香
�
ディフューズして息づかいをサポート

内容量 ：15mL P��V ：19.00
製品番号：30200203 WA�/�WC価格：2,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,500円

マジョラム
学名：Origanum majorana
食欲をそそる、あたたかなハーブの香り
“幸せの象徴”ともいわれ、食欲をそそるやや
スパイシーな香りが幸福な気分に導きます。

食
�
シチューなどの煮込み料理や肉料理に

香
�
寝室にディフューズして心地よい眠りに

内容量 ：15mL P��V ：24.00
製品番号：30140203 WA�/�WC価格：2,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：4,200円

ベルガモット
学名：Citrus bergamia
ほろ苦い大人の柑橘フレーバー
わずかな苦みを含んだ甘くみずみずしい�
香りが、気持ちをほぐして前向きな気分に。

食 �紅茶に垂らしてアールグレイ風に
香 �落ち込んだときにディフューズして

内容量 ：15mL P��V ：36.00
製品番号：30790203 WA�/�WC価格：4,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：6,500円

PRODUCT HIGHLIGHT

ラベンダー
心身を落ち着けるはたらきで知られ

るラベンダーは、世界中でもっとも広

く用いられているエッセンシャルオイ

ルのひとつです。15mLボトル1本分の

CPTG品質オイルには、14kgものラベ

ンダーの花の力が凝縮されています。

シ
ン
グ
ル
オ
イ
ル

レモンユーカリ
学名：Eucalyptus citriodora
フレッシュな刺激でアクティブな毎日に
さわやかでスモーキーな香りがクリーンな空
間といきいきしたムードづくりに役立ちます。

塗 �ボディスプレーに加えて、外出時にひと吹き
香 �朝ディフューズして、明るく前向きなスタートを

内容量 ：15mL P��V ：15.00
製品番号：60210202 WA�/�WC価格：1,800円
カテゴリ ：C 参考小売価格：2,700円

ヘリクリサム
学名：Helichrysum italicum
甘い干し草のような心やすらぐ香り
貴重な精油のひとつで、サシェ（香り袋）や美
容液などに使用される、人気の香りです。

塗 �エイジングサインの気になる肌になじませて
香
�
気持ちが沈んだときにディフューズ

内容量 ：5mL P��V ：73.00
製品番号：30410103 WA�/�WC価格：10,300円
カテゴリ ：C 参考小売価格：15,500円

限定
販売NEW!

レモンユーカリ

22 23※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。



dōTERRA Thinker  
ドテラシンカー™
スッキリさわやかな香りが	
考える力をサポート
塗ってみましょう

首の後ろに

勉強
ブレンド

［成分］	ココナッツオイル�/�ベチバー�/�ペパーミント�/�ク
レメンタイン�/�ローズマリー

dōTERRA Restful  
ドテラレストフル™
甘くやさしい香りに包まれて	
心地よい眠りを
塗ってみましょう

足の裏や手首に

おやすみ
ブレンド

［成分］	ココナッツオイル�/�ラベンダー�/�カナンガ�/�ブッ
ダウッド�/�ローマンカモミール

よく考え、しっかり休もう

dōTERRA Brave  
ドテラブレイブ™
明るく華やかな柑橘の香りで	
立ち向かう心を
塗ってみましょう

お腹や足の裏に

［成分］	ココナッツオイル�/�オレンジ�/�アミリス�/�オスマン
タスエキス�/�シナモンバーク

ヒーロー
ブレンド

dōTERRA Steady  
ドテラステディ™
やさしい森の香りで	
不安を前向きに
塗ってみましょう

首や手首に

ゆったり
ブレンド

［成分］	ココナッツオイル�/�アミリス�/�バルサムファー�/�コ
リアンダー�/�マグノリア

くじけない強い心をはぐくもう

いつでもベストな自分でいよう

dōTERRA Stronger  
ドテラストロンガー™
甘酸っぱい香りのパワーで	
健やかで強い子に
塗ってみましょう

首の後ろや足の裏に

元気
ブレンド

［成分］	ココナッツオイル�/�シダーウッド�/�アオモジ�/�フラン
キンセンス�/�ローズエキス

dōTERRA Tamer  
ドテラテイマー™
すがすがしいミントの香りで	
食後の気分を快適に
塗ってみましょう

お腹や足裏、手首に

すっきり
ブレンド

［成分］	ココナッツオイル�/�スペアミント�/�和ハッカ�/�ジン
ジャー�/�ブラックペッパー�/�パセリシード

dōTERRA Comforter  
ドテラコンフォーター™
軽やかで涼しい香りで	
運動後の休息を
塗ってみましょう

足全体や背中に

運動
ブレンド

［成分］	ココナッツオイル�/�コパイバ�/�ラベンダー�/�スペ
アミント�/�フユザンショウ

子どもたちの健やかな成長に寄り添う強い味方

キッズコレクション
日々成長する子どもたちをあたたかく見守り続けていきたい・・・
そんなパパやママの夢を形にしたブレンドオイルコレクションが、�
新製品「ドテラテイマー」を加えてリニューアルしました。
使いやすいロールオンタイプで、キッズのデリケートな肌にやさしくタッチ。
バランスよく配合された7つの心地よい香りがなりたい気分にスイッチする力を与え、
子どもたち自身でつくり出す健やかな毎日を力強くサポートします。

内容量 ：10mL×7本 P��V ：106.00
製品番号：60213620 WA�/�WC価格：15,000円
カテゴリ ：C 参考小売価格：22,500円

コレクション内容

ブレンドオイル（10mL×７本）
カラビナ付きシリコンキャップ7個
フラッシュカード
メタル製カラビナ付きキャリーケース

Renew!

限定
販売NEW!

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。 2524

香りの作用
目的に合わせて�
使ってみよう！

キ
ッ
ト



dōTERRA Forgive
ドテラフォーギブ®

dōTERRA Cheer
ドテラチアー®

dōTERRA Motivate
ドテラモチベート®

dōTERRA Console
ドテラコンソール®

dōTERRA Peace
ドテラピース®

dōTERRA Passion
ドテラパッション®

希望

慰め

調和

やすらぎ

リラックス

安
心

落ち
着き

バラ
ンス

解
放

ときめ
き

元気

高
揚活
力

魅力

熱意
いたわり平

穏満
足

柑橘系
ミン
ト系

フ
ロ
ー
ラ
ル
系 ス

パ
イ
ス
系

ハー
ブ系

樹木系

ス
パ
イ
ス
系

なりたい気持ちで選ぶ、感情コントロールブレンド
dōTERRA  エッセンシャル アロマティクス®

使用方法 ��

香 �ディフューザーで香りを楽しんで
香 �ボトルから直接香りを吸い込んで深呼吸
香 ���ハンカチやティッシュに垂らして、お守りがわ
りに身につけて

内容量 ：5mL×6本 P��V ：183.00
製品番号：21140103 WA�/�WC価格：23,500円
カテゴリ ：G 参考小売価格：35,300円

心の奥底にはたらきかける香りの力を�
活かして、毎日を心健やかに過ごす�
ためのシリーズ。なりたい気分で香り
を選べば、深く繊細な香りがネガティ
ブな感情を手放す助けになり、前向
きに導いてくれます。

心身のバランスを取って、健やかで前向きな生き方を後押し
ヨガコレクション
自分を見つめたいとき、集中したいとき、自信がほしいとき、�
力を与えてくれる3種のブレンドオイルコレクション。�
身体の健康管理に適したヨガと組み合わせることで、心身の両面から健康をサポート。�
普段の生活の質も高めて、毎日をいきいきと輝かせてくれます。

内容量 ：5mL×3本 P��V ：61.00
製品番号：60207257 WA�/�WC価格：7,700円
カテゴリ ：C 参考小売価格：11,600円

内容量 ：5mL P��V ：28.00
製品番号：31740103 WA�/�WC価格：3,400円
カテゴリ ：G 参考小売価格：5,100円

dōTERRA Anchor  
ドテラアンカー®
心を安定させ、揺るぎない自信を
深く落ち着いたエキゾチックな香り。ヨガの
前後の瞑想タイムや、日々心をやすらかに保
ちたいときに。

塗 �足首、背骨、足裏に塗布して穏やかに
香 �自信のないときにディフューズ
おすすめのポーズ �
瞑想・座禅、座位ねじり、ブームドラ

［成分］	ココナッツオイル�/�ラベンダー�/�シダーウッド�/�
フランキンセンス�/�シナモンバーク�/�サンダルウッド�/
ブラックペッパー�/�パチョリ

dōTERRA Arise  
ドテラアライズ®
勇気を与え、心の目覚めをサポート
甘くフルーティーで華やかな香り。心と身体
を解き放って前進を促し、気力にあふれたよ
りよい自分へと導きます。

塗 �こめかみ、手首、首に塗布して、心に幸福感を
香 �楽しい気分でいたいときにディフューズ
おすすめのポーズ �直立、体側伸ばし、半月

［成分］ココナッツオイル�/�レモン�/�グレープフルーツ�/�
シベリアンファー�/�オスマンタスエキス�/�メリッサ

dōTERRA Align  
ドテラアライン®
明晰さを呼び覚まし、前向きに
青葉を感じさせるシャープでさわやかな香
り。モヤモヤをリセットして自分に必要なこと
を思い出し、前を向けるよう後押しします。

塗 �胸、手首、首の後ろに塗布して自己を受容して
香 �集中したいときにディフューズ
おすすめのポーズ �英雄Ⅱ、三角、門

［成分］ココナッツオイル�/�ベルガモット�/�コリアン
ダー�/�マジョラム�/�ペパーミント�/�ゼラニウム�/�バジ
ル�/�ローズ�/�ジャスミンエキス

26 27※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。

内容量 ：5mL P��V ：25.00
製品番号：31750103 WA�/�WC価格：3,000円
カテゴリ ：G 参考小売価格：4,500円

ドテラフォーギブ® 
怒りにとらわれた心を救う、赦

ゆる

しのブレンド
樹木とハーブの深く澄みきった香りが、怒り
や罪悪感をなだめて満ち足りた大きな心へ
と導き、前を向く力を与えてくれます。

［成分］	ブラックスプルース�/�ベルガモット�/�ジュニ
パーベリー�/�レモン�/�ミルラ�/�アーボビテ�/�ヌートカ
（ベイヒバ）�/�タイム�/�シトロネラ

内容量 ：5mL P��V ：45.00
製品番号：31730103 WA�/�WC価格：5,500円
カテゴリ ：G 参考小売価格：8,300円

ドテラコンソール® 
傷ついた心を癒やす、なぐさめブレンド
樹木・樹脂系とフローラルを合わせたエキゾ
チックな香りが、悲しみにふさぐ心を癒やし、
やすらぎと希望を見出す助けとなります。

［成分］	フランキンセンス�/�パチョリ�/�イランイラン�/�
シスタス�/�アミリス�/�サンダルウッド�/�ローズ�/�オス
マンタスエキス

内容量 ：5mL P��V ：36.00
製品番号：31710103 WA�/�WC価格：4,400円
カテゴリ ：G 参考小売価格：6,600円

ドテラピース®
くよくよせず前向きに、やすらぎブレンド
華やかな花々とミントの香りが、心配やおそ
れを打ち消して穏やかなやすらぎに。ゆっく
りと深呼吸し、本来の自分を取り戻して。

［成分］	ベチバー�/�ラベンダー�/�イランイラン�/�フラ
ンキンセンス�/�クラリセージ�/�マジョラム�/�シスタス
エキス�/�スペアミント

キ
ッ
ト

ドテラモチベート® 
自信をよみがえらせる、励ましブレンド
ミントと柑橘の甘くスッキリした香りが、イラ
イラをなだめて悲観的な心を励まし、やる気
と自信を引き出して再スタートを応援します。

［成分］	ペパーミント�/�クレメンタイン�/�コリアン
ダー�/�バジル�/�ユズ�/�メリッサ�/�ローズマリー�/�バニ
ラビーンズエキス

内容量 ：5mL P��V ：31.00
製品番号：31720103 WA�/�WC価格：3,700円
カテゴリ ：G 参考小売価格：5,600円

ドテラチアー® 
前向き&ハッピー！	気分アップブレンド
柑橘とスパイスを合わせたフレッシュで刺激
的な香りが、ブルーな気分を払って明るく元
気になれるようサポートします。

［成分］�オレンジ�/�クローブ�/�スターアニス�/�レモンマート
ル�/�ナツメグ�/�バニラビーンズエキス�/�ジンジャー�/�シナ
モンバーク�/�ズドラベッツ（ブルガリアンゼラニウム）

内容量 ：5mL P��V ：51.00
製品番号：31760103 WA�/�WC価格：6,200円
カテゴリ ：G 参考小売価格：9,300円

ドテラパッション® 
情熱を呼び覚ますインスパイヤーブレンド
さまざまなスパイスと、甘く官能的な香りの
ハーブを配合。濃厚でスパイシーな香りが情
熱をよみがえらせ、やる気に火をつけます。

［成分］�ココナッツオイル�/�カルダモン�/�シナモン
バーク�/�ジンジャー�/�クローブ�/�サンダルウッド�/�
ジャスミン�/�バニラビーンズエキス�/�ダミアナエキス



サンリズム 
元気の出る香り、アクティブブレンド
太陽の恵みを受けた柑橘類と甘いバニラの
香りで、ブルーな気持ちを明るく。

香 �お目覚めタイムにディフューズして前向きに
香 �イライラするとき、香りを吸い込んで深呼吸

内容量 ：15mL P��V ：22.00
製品番号：31020103 WA�/�WC価格：2,700円
カテゴリ ：G 参考小売価格：4,100円

［成分］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�/�バニラビーンズエキス

インチューン（ロールオン）
仕事や勉強がはかどる集中ブレンド
気持ちを落ち着かせるような、深く甘いエキ
ゾチックな香りが特長。瞑想タイムにも。

塗 �手首や首の後ろに塗って集中力アップ
香 �シックな香りの香水がわりとして

内容量 ：10mL P��V ：42.00
製品番号：60205386 WA�/�WC価格：5,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：7,700円

［成分］アミリス�/�パチョリ�/�フランキンセンス�/�ライ
ム�/�イランイラン�/�サンダルウッド�/�ローマンカモ
ミール

CPTG基準による厳しい検査をクリアしたエッセンシャルオイルを用いた、
ドテラオリジナル製品です。絶妙なバランスで配合された独自のレシピは、
植物の秘められた力を効率よく最大限に引き出せるよう、考え抜かれています。

U plifting アップリフティング 気持ちをぐっと前向きに、モチベーションを上げたいときにおすすめです。

ウィンドリズム
華やかな香り、幸福感のブレンド
朝のお目覚めにぴったり。気分を盛り上げ、
やる気のスイッチを押してくれます。

香 �ディフューズしてポジティブな気分に��������
香 �ポケットチーフに垂らして身につけて

内容量 ：15mL P��V ：52.00
製品番号：31040103 WA�/�WC価格：6,300円
カテゴリ ：G 参考小売価格：9,500円

［成分］�ラバンジン�/�タンジェリン�/�ラベンダー�/�アミ
リス�/�クラリセージ�/�サンダルウッド�/�イランイラン�/�
カンファーリーフ�/�オスマンタスエキス�/�レモンマー
トル�/�メリッサ

ウィスパー 
ロマンチックなムードに誘うブレンド
優美で希少な香りを贅沢に配合。甘く華やかで
うっとりするような、魅惑の空間を演出します。

香 �ディフューズして全身に香りをまとって
香 �便箋の縁に少量つけて文香に

内容量 ：5mL P��V ：29.00
製品番号：31080103 WA�/�WC価格：3,500円
カテゴリ ：G 参考小売価格：5,300円

［成分］	ココナッツオイル�/�ベルガモット�/�サンダル
ウッド�/�ジャスミンエキス�/�バニラビーンズエキス�/�
イランイラン�/�パチョリ�/�シナモンバーク�/�シスタス
樹脂�/�ベチバー�/�ココアエキス�/�ローズ

ドテラバランス
（旧名：	アースリズム）

ほっとひと息、落ち着きのブレンド
のんびりしたいときにおすすめ。心を鎮めて
バランスを整え、安心感をもたらしてくれます。

塗 �就寝前の足裏に1滴、心地よい眠りへ
香 �やすらぎたいとき、お部屋にディフューズ

内容量 ：15mL P��V ：26.00
製品番号：31010103 WA�/�WC価格：3,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,700円

［成分］	ココナッツオイル�/�ブラックスプルース�/�カン
ファーリーフ�/�フランキンセンス�/�ブルータンジー�/�
ジャーマンカモミール�/�オスマンタスエキス

セレニティー
（旧名：	ウェーブリズム）

甘く濃厚な香り、やすらぎのブレンド
トゲトゲした心を落ち着かせ、平安な気分を
もたらします。おやすみ前にもおすすめです。

塗 �就寝前の足裏に数滴、心地よい眠りへ
香 �バスルームにディフューズしてリラックス

内容量 ：15mL P��V ：39.00
製品番号：60212432 WA�/�WC価格：4,700円
カテゴリ ：C 参考小売価格：7,100円

［成分］	ラベンダー�/�シダーウッド�/�カンファーリーフ�/�
イランイラン�/�マジョラム�/�ローマンカモミール�/�ベ
チバー�/�バニラビーンズエキス�/�サンダルウッド

G rounding グラウンディング 感情に寄り添い、心身のバランスを整えて落ち着けてくれます。
COMING 

SOON
COMING 

SOON

［成分］	オレンジ�/�ラベンダー�/�コパイバ�/�スペアミ
ント�/�マグノリア�/�ローズマリー�/�ネロリ�/�スイート
ガム

アダプティブ
折れない心をつくる平穏ブレンド
すっきりした、どなたにも愛される香り。心の
奥に働きかけてバランスを整えます。

香 �寝室やリビングでリネンにスプレー
塗
�
バスオイルに加えてリラックスした時間を

内容量 ：15mL P��V ：45.00
製品番号：60210259 WA�/�WC価格：5,500円
カテゴリ ：C 参考小売価格：8,250円

［成分］	ココナッツオイル�/�オレンジ�/�ラベンダー�/�
コパイバ�/�スペアミント�/�マグノリア�/�ローズマリー�
/�ネロリ�/�スイートガム

ドテラ  
アダプティブタッチ（ロールオン）
持ち歩いて気持ちのスイッチを入れ替え
気軽に塗布できる希釈ずみタイプ。いつも身
につけておだやかな心をキープして。

塗 �パルスポイント＊に塗って心の動揺を静めて
塗
�
ハードな日の夜、寝る前にマッサージ

＊�手首、のど、耳の後ろ、ひじの内側など、脈が感じられる
ところ

内容量 ：10mL P��V ：25.00
製品番号：60210263 WA�/�WC価格：3,000円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,500円

［主な原材料］		アヒフラワー種子オイル�/�GABA�/�ゼ
ンブリン
［エッセンシャルオイル］	ラベンダー�/�コリアンダー�/�オ
レンジ�/�フェンネル

アダプティブ カプセル
予期せぬ出来事にも適応できる力を
様々なトラブルに対応する力を与え、リラック
スを促しておだやかな気持ちをサポート。

食 �心のバランスを整えたいとき、水などで摂取

内容量 ：30粒 P��V ：37.00
＊1日の目安量：1粒 WA�/�WC価格：5,800円
製品番号：60210262 参考小売価格：8,700円

どんな状況にも適
アダプト

応できる	
現代人必携の3製品

アダプティブ システム
アダプティブ
ドテラ アダプティブタッチ
アダプティブ カプセル
3タイプの製品が揃うお得なセット。場面に応じ
て使い分けて、現代社会を生き抜いて。

製品番号 60215292 WA�/�WC価格：12,100円
P��V ：85.00 参考小売価格：18,150円

COMING 
SOON

COMING 
SOON

＊近日製品名変更 ＊近日製品名変更

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。 2928

ESSENTIAL OIL BLENDS
ブレンドオイル

ADAPTIV™ PRODUCTS
アダプティブ製品

新しい環境や困難な状況から来る緊張感をやさしく解きほぐしてくれる「アダプティブ」。
現代人が目の当たりにするさまざまな過酷な場面にも、しなやかに適応（アダプト）できる	
落ち着きと自信のある、バランスの取れた心の状態に整えます。
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内容量 ：15mL　 P��V ：25.00
製品番号：31060103 WA�/�WC価格：3,000円
カテゴリ ：G 参考小売価格：4,500円

ピューリファイ 
空気をクリーンにリフレッシュ
ナチュラルな香り成分でお部屋の空気の不快
感をさわやかにします。

香 �掃除機のフィルターにつけて排気臭をスッキリ
香 �部屋干しの洗濯物にスプレー

［成分］	レモン�/�ライム�/�シベリアンファー�/�ホワイト
ファー�/�パイン�/�シトロネラ�/�ティートリー�/�シラントロ

テラアーマー
香り長もち、アウトドアブレンド
甘く心地よい香りが長く続き、守りのベール
に。鬱陶しい季節でも快適に過ごせます。

塗
�
野外レジャーの前に肌や洋服につけて

香 �玄関先のガードにディフューズして

内容量 ：15mL　 P��V ：13.00
製品番号：60200035 WA�/�WC価格：1,600円
カテゴリ ：C 参考小売価格：2,400円

［成分］	ココナッツオイル�/�イランイラン�/�タマヌオ
イル�/�ヌートカ（ベイヒバ）�/�シダーウッド�/�イヌハッ
カ�/�レモンユーカリ�/�アオモジ�/�バニラビーンズエ
キス�/�アーボビテ

L ifestyle ライフスタイル

C omfort コンフォート

毎日の暮らしを快適にするための必需品です。

ディープブルー
湿布の香りのスポーツブレンド
クールな鋭い香り。スポーツや立ち仕事の後、
やさしくすり込むと、爽快感が広がります。

塗 �肩や腰、手足など、気になる部分に
塗 �運動後のマッサージオイルに加えて

内容量 ：5mL　 P��V ：40.00
製品番号：31050103 WA�/�WC価格：4,900円
カテゴリ ：C 参考小売価格：7,400円

［成分］	ウィンターグリーン�/�カンファー�/�ペパーミン
ト�/�イランイラン�/�ヘリクリサム�/�ブルータンジー�/�
ジャーマンカモミール�/�オスマンタスエキス

 I nner Care インナーケア 摂取して体の内側から健やかさをサポートします。

塗布して心地よい癒やしと落ち着きを得られます。

ゼンジェスト
薬草の香りで気分スッキリブレンド
ハーブ＆スパイス系のオイルが食後の気分
をスッキリさせて、快適な状態に。

食 �食後のお口直しに、水に垂らして飲用
香 �長時間の移動の気分転換に

内容量 ：15mL　 P��V ：40.00
製品番号：31030103 WA�/�WC価格：4,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：7,200円

［成分］	スターアニス�/�ペパーミント�/�ジンジャー�/�
キャラウェイ�/�コリアンダー�/�タラゴン�/�フェンネル

オンガード 
香りのボディガード、まもりのブレンド
甘酸っぱくスパイシーな香りで、身体が本来
もっているはたらきを力強くサポートします。

食 �蜂蜜や飲み物に混ぜて、健やかな毎日を
香 �乾燥の季節の健康対策としてディフューズ

内容量 ：15mL P��V ：41.00
製品番号：31100103 WA�/�WC価格：4,900円
カテゴリ ：F 参考小売価格：7,400円

［成分］	オレンジ�/�クローブ�/�シナモンリーフ�/�シナ
モンバーク�/�ユーカリプタス�/�ローズマリー

内容量 ：125粒 P��V ：19.00
製品番号：31580203 WA�/�WC価格：2,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,500円

オンガードビーズ
携帯に便利なソフトビーズタイプ
「オンガード」を小さなビーズの中に凝縮。
プチッと噛めば豊かな香りが広がります。

食 �手軽に摂取して、身体の中からしっかりガード
食 �季節の変わり目にこまめに摂取

［エッセンシャルオイル］
	オレンジ�/�クローブ�/�シナモンリーフ�/�シナモンバー
ク�/�ユーカリプタス�/�ローズマリー

ゼンドクライン
心軽やか、インナービューティーブレンド
生活習慣や食生活の乱れが気になる現代人
のため、クリーンな身体づくりをお手伝い。

食
�
フルーツジュースにハーブの香りをプラス

香 �溜め込みがちな毎日のお供に、香りを携帯

内容量 ：15mL　 P��V ：29.00
製品番号：31460203 WA�/�WC価格：3,500円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,300円

［成分］	タンジェリン�/�ローズマリー�/�ゼラニウム�/�
ジュニパーベリー�/�シラントロ

アロマタッチ
スッキリ＆ゆったり、癒やしのブレンド
セルフマッサージにぴったりの、スッキリさわ
やかで心癒やされる香り。おうちエステに。

塗 �ココナッツオイルに垂らして肌にすべらせて
塗 �スッキリしたい日のアロマバスに

内容量 ：15mL P��V ：34.00
製品番号：31200103 WA�/�WC価格：4,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：6,200円

［成分］	サイプレス�/�マジョラム�/�ペパーミント�/�バ
ジル�/�グレープフルーツ�/�ラベンダー

イージーエア
クリアな清涼感、スーッと通るブレンド
空気中の雑菌やホコリなどが気になるとき
は、スッキリした香りがおすすめ。安眠にも。

塗 �寝つけない夜、キャリアオイルと一緒に胸元に
香 �季節の変わり目にマスクなどに1滴垂らして

内容量 ：15mL　 P��V ：26.00
製品番号：60200216 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,800円

［成分］	ローレルリーフ�/�ユーカリプタス�/�ペパーミ
ント�/�ティートリー�/�レモン�/�カルダモン�/�カンファー
リーフ�/�ラベンサラ

DDR プライム
植物の力でパワフルに健康を応援
いつまでも元気でいたい人を応援するブレ
ンドオイル。量を調整できるので便利です。

食 �毎日の健康習慣としてカプセルで摂取

内容量 ：15mL P��V ：35.00
製品番号：60208261 WA�/�WC価格：4,100円
カテゴリ ：F 参考小売価格：6,200円

［成分］	フランキンセンス�/�オレンジ�/�レモングラス�/�
タイム�/�クローブ�/�セイボリー�/�ニアウリ

スマート＆サシー
香りで満足、ボディバランスブレンド
柑橘類をはじめとするさわやかな香りが空
腹感をまぎらせてくれます。

食
�
小腹が空いたとき、水に数滴入れて飲用

香 �ディフューズしてダイエット時の気分をアップ

内容量 ：15mL　 P��V ：32.00
製品番号：31370103 WA�/�WC価格：3,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,700円

［成分］	グレープフルーツ�/�レモン�/�ペパーミント�/�
ジンジャー�/�シナモンバーク

パステンタス（ロールオン）
穏やかな気分、心ほぐすブレンド
緊張したりイライラしたりしているときに塗
ると、気分スッキリ。携帯にも便利。

塗 �首筋やこめかみに塗布してリフレッシュ
香 �緊張をほぐしたいとき、香りを吸い込んで

内容量 ：10mL P��V ：24.00
製品番号：60202031 WA�/�WC価格：2,900円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,400円

［成分］	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�/�コリアンダーエキス�/�マジョラ
ム�/�ローマンカモミール�/�バジル�/�ローズマリー

［成分］	クラリセージ�/�ラベンダー�/�ベルガモット�/�
ローマンカモミール�/�イランイラン�/�シダーウッド�/�
ゼラニウム�/�フェンネル�/�キャロットシード�/�パルマ
ローザ�/�バイテックス

クラリカーム（ロールオン）
心地よい香り、女性にうれしいブレンド
デリケートな身体のリズムを取り戻したいと
きに役立つ、心強いオイルです。携帯にも。

塗 �女性特有のイライラに、お腹や首筋に塗布
香 �高ぶった気分を鎮めるためのアロマとして

内容量 ：10mL　 P��V ：30.00
製品番号：60201368 WA�/�WC価格：3,600円
カテゴリ ：C 参考小売価格：5,400円

ディープブルー（ロールオン） 
手に匂いが残らないロールオンタイプ
外出先でも手軽に、気になる部分にひと塗り。
レジャーの際に1本あると安心です。

塗 �仕事でがんばった後、肩にロールオン

内容量 ：10mL　 P��V ：67.00
製品番号：60201399 WA�/�WC価格：8,700円
カテゴリ ：C 参考小売価格：13,100円

［成分］	ウィンターグリーン�/�カンファー�/�ペパーミン
ト�/�イランイラン�/�ヘリクリサム�/�ブルータンジー�/�
ジャーマンカモミール�/�オスマンタスエキス

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。30 31
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スマート＆サシー  ソフトジェル
ついつい食べすぎてしまう人に
お腹の中から広がる香りが空腹時の気分を
落ち着け、あたたかに保ちます。

食
�
間食したいとき、水などで摂取

内容量 ：90粒　 P��V ：38.00
製品番号：34270203 WA�/�WC価格：5,200円
カテゴリ ：F 参考小売価格：7,800円

［エッセンシャルオイル］	グレープフルーツ�/�レモン�/�
ペパーミント�/�ジンジャー�/�シナモンバーク

ゼンジェスト ソフトジェル
いつでも手軽にスッキリ快適
携帯しやすく、独特の風味が苦手な人も気軽
に摂れるので、外食やドライブ時におすすめ。

食
�
外出中の気分転換に、水などで摂取

内容量 ：60粒　 P��V ：18.00
製品番号：35430203 WA�/�WC価格：2,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：4,200円

［エッセンシャルオイル］	
ジンジャー�/�ペパーミント�/�キャラウェイ�/�コリアン
ダー�/�スターアニス��/�タラゴン�/�フェンネル

ゼンドクライン ソフトジェル
不要なものを溜め込みがちな人に
植物の力で、身体の中からスッキリきれい
に。軽やかな毎日をサポートします。

食 �重苦しい気分のとき、水などで摂取

内容量 ：60粒 P��V ：26.00
製品番号：34280203 WA�/�WC価格：3,500円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,300円

［エッセンシャルオイル］	タンジェリン� /�ローズマ
リー�/�ゼラニウム�/�ジュニパーベリー�/�シラントロ

トライイーズ ソフトジェル
季節や環境の変化から健康をサポート
いつでもどこでも手軽に摂れて、春先や季節の
変わり目の不快な気分もスッキリ。

食 �ムズムズが気になるとき、水などで摂取

内容量 ：60粒 P��V ：24.00
製品番号：49310203 WA�/�WC価格：3,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,000円

［エッセンシャルオイル］
ラベンダー�/�レモン�/�ペパーミント

オンガード＋ ソフトジェル
人気のブレンドがさらに強力に
「オンガード」にブラックペッパーなどが入って
パワーアップ。独特の刺激も気になりません。

食 �水などで摂取して「負けない」身体づくり

内容量 ：60粒 P��V ：28.00
製品番号：35420203 WA�/�WC価格：3,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,700円

［エッセンシャルオイル］	オレンジ�/�クローブ�/�ブ
ラックペッパー��/�シナモンリーフ�/�シナモンバーク�/�
ユーカリプタス�/�オレガノ�/��ローズマリー�/�メリッサ

S oftgels　ソフトジェルシリーズB eauty Care ビューティーケア

コパイバ ソフトジェル
神秘のパワーで内側から健康の土台づくり
アマゾンの神秘の力を秘めたコパイバオイ
ルを手軽に摂取。緊張したときにも。

食 �毎日の健康習慣に、LLVパックと併せて摂取

内容量 ：60粒 P��V ：36.00
製品番号：60207738 WA�/�WC価格：4,600円
カテゴリ ：F 参考小売価格：6,900円

［エッセンシャルオイル］	コパイバ

DDR プライム ソフトジェル
外出時も欠かさずセルフケア
いつまでも元気でいたい人を応援するブレ
ンドオイルを、手軽に摂取できます。

食 �毎日の健康習慣として水などで摂取

［エッセンシャルオイル］	
フランキンセンス�/�オレンジ�/レモングラス�/�タイム�/�
クローブ�/�セイボリー�/�ニアウリ

内容量 ：120粒 P��V ：67.00
製品番号：60203986 WA�/�WC価格：8,000円
カテゴリ ：F 参考小売価格：12,000円

ドテラ ローズタッチ
（ロールオン）  
貴重なローズをいつもそばに
甘く優雅な香りが、気持ちを優しく前向きに。
健やかでうるおいに満ちた素肌へと導きます。

塗 �乾燥が気になる部分をこまめにお手入れ
香 �女性を魅了する甘い香りで幸福感を

内容量 ：10mL P��V ：79.00
製品番号：60203828 WA�/�WC価格：10,300円
カテゴリ ：C 参考小売価格：15,500円

［成分］	ココナッツオイル�/�ローズ

ドテラ マグノリアタッチ
（ロールオン）  
リゾート気分の甘いやすらぎ
甘くフルーティーな花の香りが、不安をなだ
めます。リラックスタイムのスキンケアに。

塗 ��こまめなケアで、しっとりみずみずしい肌に
香 �豊潤な香りに包まれながら幸福感に満たされて

内容量 ：10mL P��V ：34.00
製品番号：60207664 WA�/�WC価格：4,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：6,200円

［成分］	ココナッツオイル�/�マグノリア

サルベル （ロールオン） 
香りの美容液、ビューティーブレンド
貴重なエッセンシャルオイルを贅沢に配合。
エイジングサインを小まめにお手入れ。

塗 �化粧水、美容液等で肌を整えてから、気にな
る部分にピンポイントでロールオン

内容量 ：10mL P��V ：79.00
製品番号：60205289 WA�/�WC価格：10,200円
カテゴリ ：C 参考小売価格：15,300円

［成分］	フランキンセンス�/�サンダルウッド�/�ラベン
ダー�/�ミルラ�/�ヘリクリサム�/�ローズ

ヤローポム 
輝く未来のために、内側から美を磨く
輝き続けたい方のために、美と健康のハーブ・
ヤローとザクロ種子油が出会いました。

食 �美への投資として、カプセルで毎日摂取
香 �落ち込んだ気分のとき、吸い込んで活力を

内容量 ：30mL P��V ：116.00
製品番号：60207986 WA�/�WC価格：13,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：20,700円

［成分］	ザクロ種子油�/�ヤロー

HDクリア トピカルブレンド
（ロールオン）  
皮脂バランスでお悩みのときに
甘酸っぱくフレッシュな香り。気になる部分に
スポットで塗って、クリアな美しい肌へ。

塗 �洗顔後、化粧水で整えたあと、顔や首筋の気
になる部分に軽くなじませます

内容量 ：10mL P��V ：26.00
製品番号：60204769 WA�/�WC価格：3,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,700円

［成分］	ブラッククミン�/�カンファーリーフ�/�ティート
リー�/�アオモジ�/�ユーカリプタス�/�ゼラニウム

いきいきとした健やかな美しさをサポートします。 オイルの力が健やかな毎日をお手伝い

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。32 33
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季節や環境の変化・外敵から家族を守る「オンガード」。そのパワーは食品としてだけでなく、
トイレタリーからハウスキーピングに至るまで、生活のさまざまなシーンでご活用いただけます。
「オンガード」の力強いサポートで、健やかな毎日をお過ごしください。

オンガード  
クリーナー コンセントレート
（住居用洗剤）

家中の汚れがこれ1本でスッキリ！
天然由来の洗浄成分で、家中の汚れをスッキ
リ落とす多目的クリーナーです。

［エッセンシャルオイル］オンガードブレンド
［その他成分］トウモロコシ・ココナッツ由来洗浄成分

内容量 ：355mL P��V ：12.00
製品番号：38140103 WA�/�WC価格：2,000円
カテゴリ ：G 参考小売価格：3,000円

オンガード 
香りのボディガード、まもりのブレンド
甘酸っぱくスパイシーな香りで、身体が本来
もっているはたらきを力強くサポートします。

食 �蜂蜜や飲み物に混ぜて、健やかな毎日を
香 �乾燥の季節の健康対策としてディフューズ

内容量 ：15mL P��V ：41.00
製品番号：31100103 WA�/�WC価格：4,900円
カテゴリ ：F 参考小売価格：7,400円

［成分］	オレンジ�/�クローブ�/�シナモンリーフ�/�シナ
モンバーク�/�ユーカリプタス�/�ローズマリー

内容量 ：125粒 P��V ：19.00
製品番号：31580203 WA�/�WC価格：2,300円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,500円

オンガードビーズ
携帯に便利なソフトビーズタイプ
「オンガード」を小さなビーズの中に凝縮。
プチッと噛めば豊かな香りが広がります。

食 �手軽に摂取して、身体の中からしっかりガード
食 �季節の変わり目にこまめに摂取

［エッセンシャルオイル］	オレンジ�/�クローブ�/�シナモ
ンリーフ�/�シナモンバーク�/�ユーカリプタス�/�ローズ
マリー

ドテラ  トゥースペイスト
（歯みがき剤）

天然由来成分でお口の健康をサポート
オンガードの豊かな香りが楽しめる歯みが
き剤。植物の力で口内を清潔に保ちます。

内容量 ：125g P��V ：5.00
製品番号：38910103 WA�/�WC価格：1,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：1,700円

［エッセンシャルオイル］	オンガードブレンド�/�ペパー
ミント�/�ウィンターグリーン�/�ミルラ
［その他成分］	
ヒドロキシアパタイト�/�キシリトール�/含水シリカ

オンガード＋ ソフトジェル
人気のブレンドがさらに強力に
「オンガード」にブラックペッパーなどが入って
パワーアップ。独特の刺激も気になりません。

食 �水などで摂取して「負けない」身体づくり

内容量 ：60粒 P��V ：28.00
製品番号：35420203 WA�/�WC価格：3,800円
カテゴリ ：F 参考小売価格：5,700円

［エッセンシャルオイル］	オレンジ�/�クローブ�/�ブラッ
クペッパー� � /�シナモンリーフ�/�シナモンバーク�/�
ユーカリプタス�/�オレガノ�/��ローズマリー�/�メリッサ

［エッセンシャルオイル］オンガードブレンド
［その他成分］トウモロコシ・ココナッツオイル由来洗浄
成分� /�天然由来酵素（プロテアーゼ�/�アミラーゼ�/�セル
ラーゼ�/�マンナナーゼ�/�リパーゼ�/�ペクチン酸リアーゼ）

内容量 ：946mL P��V ：23.00
製品番号：39020103 WA�/�WC価格：3,800円
カテゴリ ：G 参考小売価格：5,700円

オンガード  
ランドリーデタージェント
（洗濯用洗剤）

パワフルな自然の力で衣類を清潔に
天然由来の洗浄成分とバイオ酵素が衣類の
汚れを強力に分解。オンガードでクリーンに
保ちます。

オ
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内容量 ：473mL P��V ：12.00
製品番号：60208037 WA�/�WC価格：2,100円
カテゴリ ：C 参考小売価格：3,200円

オンガード マウスウォッシュ
（洗口液）

オンガードのベールでお口のキレイをキープ
歯磨きだけでは取りきれない見えない汚れを
洗い流し、お口の健康をサポートします。

［エッセンシャルオイル］	オンガードブレンド�/�ウィン
ターグリーン�/�ペパーミント�/�ミルラ
［その他成分］	キシリトール�/�環状オリゴ糖（吸着剤）�
/�ミスワク（歯ブラシの木）エキス�/�羅漢果エキス

内容量 4g×30粒 P��V ：17.00
製品番号：60203696 WA�/�WC価格：2,000円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,000円

オンガード スロートドロップ
〈季節限定製品〉

季節の健康をまもる小さなボディガード
オンガードを配合したのど飴で、気になるイガ
イガを穏やかに落ち着けます。

［エッセンシャルオイル］	オレンジ、クローブ、シナモン
リーフ、シナモンバーク、カシア、ユーカリプタス、ロー
ズマリー、ミルラ
［その他成分］	砂糖、玄米シロップ内容量 ：27mL P��V ：6.00

製品番号：60205892 WA�/�WC価格：1,000円
カテゴリ ：G 参考小売価格：1,500円

ドテラ オンガード ミスト
（除菌スプレー）

いつでも手軽に身の回りの外敵からガード
家の中でも外出先でも、気になるところに
シュッと吹きかけ、手軽に除菌・清潔キープ。

［エッセンシャルオイル］	オンガードブレンド
［その他成分］	エタノール�/�リンゴ果実エキス

オンガード フォーミング
ハンドウォッシュ
（ハンドソープ）

毎日の手洗いで外敵からガード
オンガードが配合された泡タイプのハンド
ソープで、お子さまも楽しく手洗い。

［エッセンシャルオイル］	オンガードブレンド
［その他成分］	ココナッツ由来洗浄成分

内容量 ：473mL P��V ：22.00
製品番号：38010103 WA�/�WC価格：2,700円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,100円

オンガード フォーミングハンドウォッシュ  
&ディスペンサー2本

内容量 ：473mL P��V ：19.00
製品番号：38070103 WA�/�WC価格：2,800円

参考小売価格：4,200円

オンガード フォーミング 
ハンドウォッシュ （2本セット）

内容量 ：473mL×2本 P��V ：40.00
製品番号：38020103 WA�/�WC価格：4,900円

参考小売価格：7,400円

オンガード フォーミングディスペンサー

容量 ：237mL WA�/�WC価格：300円
製品番号：38030000 参考小売価格：500円

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。 3534
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アクティブに暮らしたい方には欠かせない「ディープブルー」。
爽快感あふれる使い心地で快適な状態をキープし、用途に合わせてさまざまなシーンでお使いいただけます。

OTHER PRODUCTS
その他製品

ご家族のケアは、できるだけ自然な方法で行いたいもの。エッセンシャルオイルの力を活かして	
デリケートなお肌を守る、ドテラならではのケアアイテムをぜひお試しください。

ディープブルー
湿布の香りのスポーツブレンド
クールな鋭い香り。スポーツや立ち仕事の後、
やさしくすり込むと、爽快感が広がります。

塗 �肩や腰、手足など、気になる部分に
塗 �運動後のマッサージオイルに加えて

内容量 ：5mL　 P��V ：40.00
製品番号：31050103 WA�/�WC価格：4,900円
カテゴリ ：C 参考小売価格：7,400円

［成分］	ウィンターグリーン�/�カンファー�/�ペパーミン
ト�/�イランイラン�/�ヘリクリサム�/�ブルータンジー�/�
ジャーマンカモミール�/�オスマンタスエキス

コルレックス
（ジェル状クリーム）

自然の力でピンポイントケア
自然由来成分が肌の不快感を落ち着け、
うるおいを与えながらやさしく保護します。

使用方法 �少量を指先に取り、気になる部分に
なじませます。

内容量 ：15mL P��V ：12.00
製品番号：60110103 WA�/�WC価格：1,800円
カテゴリ ：C 参考小売価格：2,700円

［エッセンシャルオイル］	シダーウッド�/�ラベンダー�/�
ティートリー�/�フランキンセンス�/�ヘリクリサム
［その他成分］		大麦エキス�/�サンダルウッドエキス�/�
キハダエキス�/�天然ワックス（ミモザ・ホホバ・ヒマワリ
由来）�/�ホオズキエキス�/�インカインチオイル�/�コット
ンシードオイル�/�ローズヒップオイル�/�センダン草エ
キス�/�ビサボロール�/�亜麻仁油�/�ジンジャーエキス

ディープブルーラブ
（クリーム）

翌朝実感！	運動前後のボディケアに
爽快感あふれるディープブルーをたっぷり
配合した、のびのよいクリームです。

使用方法 �スポーツや立ち仕事の後、肩や足
腰など気になる箇所に塗り広げます。

［エッセンシャルオイル］ウィンターグリーン�/�カン
ファー�/�ペパーミント�/�ユーカリプタス�/�ヘリクリサ
ム�/�ジャーマンカモミール
［その他成分］メントール�/�アーモンドオイル��/�スク
ワラン�/�唐辛子エキス�/�クチナシエキス�/�オスマンタ
スエキス�/�アロエベラ液汁�/�クロレラエキス

内容量 ：120mL P��V ：31.00
製品番号：38900103 WA�/�WC価格：3,900円
カテゴリ ：C 参考小売価格：5,900円

ディープブルー（ロールオン） 
手に匂いが残らないロールオンタイプ
外出先でも手軽に、気になる部分にひと塗り。
レジャーの際に1本あると安心です。

塗 �仕事でがんばった後、肩にロールオン

内容量 ：10mL　 P��V ：67.00
製品番号：60201399 WA�/�WC価格：8,700円
カテゴリ ：C 参考小売価格：13,100円

［成分］	ウィンターグリーン�/�カンファー�/�ペパーミン
ト�/�イランイラン�/�ヘリクリサム�/�ブルータンジー�/�
ジャーマンカモミール�/�オスマンタスエキス

※涼しい場所に保管してください。

清涼感あふれる「イージーエア」は、季節の変わり目の必需品。
イガイガしたときのこまめなケアで、いつもさわやかな息づかいを叶えます。

イージーエア
クリアな清涼感、スーッと通るブレンド
空気中の雑菌やホコリなどが気になるとき
は、スッキリした香りがおすすめ。安眠にも。

塗 �寝つけない夜、キャリアオイルと一緒に胸元に
香 �季節の変わり目にマスクなどに1滴垂らして

内容量 ：15mL　 P��V ：26.00
製品番号：60200216 WA�/�WC価格：3,200円
カテゴリ ：C 参考小売価格：4,800円

［成分］	ローレルリーフ�/�ユーカリプタス�/�ペパーミ
ント�/�ティートリー�/�レモン�/�カルダモン�/�カンファー
リーフ�/�ラベンサラ 内容量 4g×30粒 P��V ：17.00

製品番号：60203697 WA�/�WC価格：2,000円
カテゴリ ：F 参考小売価格：3,000円

イージーエア ドロップ
〈季節限定製品〉

クリアな清涼感で息づかいスッキリ
手軽に口に運べさわやかな息づかいをサ
ポートする、気分転換にぴったりののど飴。

［エッセンシャルオイル］	レモン、ペパーミント、カルダ
モン、ユーカリプタス、タイム、メリッサ
［その他成分］	砂糖、玄米シロップ

ウィンターグリーン

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。36 37

DEEP BLUE® PRODUCTS EASY AIR PRODUCTS
ディープブルー製品 イージーエア製品
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化粧品ご使用上の注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※�化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、
皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
　・�使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合
　・使用したお肌に、直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※シャンプーや化粧水等が目に入ったときは、ただちに洗い流してください。
※�体質によりエッセンシャルオイルに過敏に反応される方もいらっしゃいます。塗布する際はご使用前に必ずパッチテストを行ってください。
※�柑橘系のエッセンシャルオイルは、直射日光や紫外線に当たるとシミやかぶれ、アレルギー等を引き起こす場合がありますので、肌に塗布した後�12 時間程度は、　
直射日光に当たらないようご注意ください。

自然の恵みと科学の力で弾むような美肌を

Essential Skin Care  エッセンシャル スキンケア
毎日のお手入れからスペシャルケアまで幅広いラインナップで、いきいきと弾む肌をはぐくむスキンケアシリーズ。
植物の力と先端科学との融合により、デリケートな肌にもやさしくはたらきかけ、うるおいあふれる美肌へと導きます。

毎日のお手入れに欠かせない
ベーシックアイテム
エッセンシャル スキンケアキット
フェイシャルクレンザー
フェイシャル トナー
エッセンシャル セラム 
エッセンシャル モイスチャライザー
スキンケアの定番製品がひと通りそろう、��������������
お得なセットです。

内容量 ：4種各1本 P��V ：120.00
（容量は各製品の説明に記載） WA�/�WC価格：14,200円
製品番号：37070103 参考小売価格：21,300円

スクラブがついた	
LRPだけのお得なキット
エッセンシャル スキンケアキット

（LRP）
フェイシャルクレンザー
フェイシャル トナー
エッセンシャル セラム 
エッセンシャル モイスチャライザー
ジェントル スクラブ

内容量 ：5種各1本 P��V ：104.00
（容量は各製品の説明に記載） WA�/�WC価格：13,300円
製品番号：37060103

ジェントル スクラブ
（スクラブ洗顔料）

うるおいを保ちながら、角質スッキリ
ホホバオイル由来ビーズが角質をやさしく
落とし、透明感のあるなめらかな素肌へ。

使用方法 �洗顔後、ぬれた肌に円を描くように
15〜30秒程度なじませ、ぬるま湯で洗い流します。

［エッセンシャルオイル］
グレープフルーツ�/�ペパーミント
［その他成分］	ホホバオイル由来ビーズ�/�ゴボウエキ
ス�/�ジャスミンエキス�/�マンダリンエキス

内容量 ：70g P��V ：22.00
製品番号：60203143 WA�/�WC価格：2,700円

参考小売価格：4,100円

洗う スペシャルケアフェイシャルクレンザー
（洗顔料）

シンプルな成分ですっきり汚れ落とし
オイルを活かした自然でパワフルな処方で、清
潔感にあふれたしっとりとした洗い上がりに。

使用方法 �肌になじませ、ぬるま湯で洗い流
します。洗顔後は化粧水や乳液でお手入れを。

内容量 ：110g P��V ：20.00
製品番号：60203105 WA�/�WC価格：2,400円

参考小売価格：3,600円

［エッセンシャルオイル］ティートリー�/�ペパーミント
［その他成分］	マカデミアナッツオイル�/�キラヤ（シャ
ボン玉の木）エキス�/�イトラン根エキス

フェイシャル トナー 
（化粧水）

肌を保湿してみずみずしくキメを整える
植物エキスがうるおいを与え、肌トーンとバ
ランスの整った引き締まった肌へ。

使用方法 �洗顔後、コットンまたは手のひらに
取り、顔や首になじませます。

内容量 ：118mL P��V ：20.00
製品番号：60203140 WA�/�WC価格：2,400円

参考小売価格：3,600円

［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
［その他成分］アロエベラ液汁�/�ハマメリス水�/�スイ
カエキス�/�ヒラマメエキス�/�リンゴエキス

エッセンシャル セラム
（美容液）

エイジングサインを集中ケア
ハリ・ツヤを与えて肌リズムを健やかに。
ライン使いで内側からの輝きを支えます。

使用方法 �顔や首の下から上に、中心から
外に向かってなじませます。

内容量 ：30g P��V ：60.00
製品番号：60203149 WA�/�WC価格：7,300円

参考小売価格：11,000円

［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�/�ミルラ
［その他成分］	
ベタイン�/��ヨーロッパブナ芽エキス�/�アラントイン�/�
PCA-Na

補う

うるおす

エッセンシャルオイルの自然の力が最大限に発揮されるよう、
専門家の知識と先端のテクノロジーを結集し、肌にうれしい成分を惜しみなく配合。
こまめなお手入れで肌本来の美しさを保ち、自信のもてる素肌を手に入れましょう。

SKIN CARE PRODUCTS
スキンケア製品

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。 3938
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エッセンシャル 
モイスチャライザー
（保湿クリーム）

ふっくらしたハリを与える仕上げケア
ペプチドが肌にハリを与え、若々しい印象
へ。うるおいをとどめてクリアに導きます。

使用方法 �お手入れの仕上げに、顔全体や首
にやさしくなじませます。

内容量 ：48g P��V ：42.00
製品番号：60204023 WA�/�WC価格：5,100円

参考小売価格：7,700円

［エッセンシャルオイル］	
ラベンダー�/�ゼラニウム�/�フランキンセンス
［その他成分］	
グレープシードオイル�/�ジャスミンエキス�/�ペプチド
化合物�/�スノーフレーク球根エキス�/�イトラン根エキ
ス�/�油溶性ビタミンC�/�セラミド

内容量 ：48g P��V ：44.00
製品番号：60203146 WA�/�WC価格：5,300円

参考小売価格：8,000円

ハイドレイティングクリーム
（保湿クリーム）

肌を守るチカラがさらにパワーアップ
肌の健やかさを保つと注目されるプロバイ
オティクスを配合。しっとりうるおう肌へ。

使用方法 �お手入れの仕上げに、顔全体や首
にやさしくなじませます。

［エッセンシャルオイル］	
ラベンダー�/�ゼラニウム�/�フランキンセンス
［その他成分］	
プロバイオティクス�/�ベタイン�/�カカオバター�/�海藻
エキス�/�ヨモギエキス�/�ジャスミンエキス

保つ

保つ

サルベル（ロールオン） 
（化粧用油）

香りの美容液、ビューティーブレンド
貴重なエッセンシャルオイルを贅沢に配合。
エイジングサインを小まめにお手入れ。

使用方法 �化粧水や美容液などで整えてか
ら、顔や首筋の気になる部分になじませます。

内容量 ：10mL P��V ：79.00
製品番号：60205289 WA�/�WC価格：10,200円

参考小売価格：15,300円

［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�/�ラベンダー�/�ミ
ルラ�/�ヘリクリサム�/�ローズ

スペシャルケア

毎日のお手入れで内側から輝く素肌に

ベラージ スキンケアコレクション
クレンザー  /  トナー  
サルベル ハイドレイティング セラム  
モイスチャライザー
「ベラージ」スキンケアシリーズがすべてそろった
お得なセットです。

内容量 ：4種�各1本 P��V ：100.00
（各製品の容量は各項参照） WA�/�WC価格：15,000円
製品番号：42690103 参考小売価格：22,500円

植物の力を味方につける贅沢ケア

Veráge®  ベラージ

厳しい自然を生き抜く植物の力を活かし、�
肌本来の美しさを引き出すため、
選び抜かれたエッセンシャルオイルや�
植物エキスを贅沢に配合。
輝くような健やかな素肌へと導くスキンケアシリーズです。

べラージ  クレンザー 
（洗顔料）

乾燥肌にもやさしいうるおい洗顔
軽いタッチのゲルがやさしく汚れになじみ、�
うるおいを守りながらさっぱり洗い上げます。

使用方法 �軽く泡立ててぬれた肌にのばし、
汚れとなじませてぬるま湯で洗い流します。

［エッセンシャルオイル］	
オレンジ�/�ティートリー�/�バジル
［その他成分］	
ココナッツオイル由来洗浄成分�/�柑橘類エキス�/�ビ
タミンC�/�乳酸�/�ビタミンE

内容量 ：60mL P��V ：31.00
製品番号：37380103 WA�/�WC価格：3,700円

参考小売価格：5,600円

ベラージ トナー
（化粧水）

きめ細かなミストで水分チャージ
キメが乱れた肌に水分を補給してキュッと引
き締め、しっとりすべすべに整えます。

使用方法 �洗顔後、コットンや手に取るか、
直接顔や首に吹きかけ、やさしくなじませます。

［エッセンシャルオイル］	コリアンダー�/�サイプレス�/�
パルマローザ�/�イランイラン
［その他成分］	アロエベラ液汁� /�ハマメリス水�/�
PCA銅�/�孔雀石エキス

内容量 ：50mL P��V ：26.00
製品番号：37390103 WA�/�WC価格：3,200円

参考小売価格：4,800円

ベラージ 
モイスチャライザー
（乳液）

軽いタッチでたっぷりうるおう
シアバターのリッチなうるおいがすばやくな
じみ、ふっくらハリのある肌に仕上げます。

使用方法 �化粧水や美容液でのお手入れ後の
仕上げに、顔全体や首にやさしくなじませます。

［エッセンシャルオイル］
ジュニパーベリー /ジャスミン /ゼラニウム
［その他成分］
アロエベラ液汁�/�タピオカでんぷん�/�大麦エキス�/�
米ぬかオイル /�シアバター /�ココナッツオイル�/�キハ
ダエキス /�サンダルウッドエキス /�ベタイン�/�サジー
オイル�/�白キクラゲエキス

内容量 ：30mL P��V ：34.00
製品番号：37410103 WA�/�WC価格：4,100円

参考小売価格：6,200円

ベラージ サルベル 
ハイドレイティングセラム
（美容液）

贅沢成分がエイジングサインを狙い撃ち
美肌ブレンド「サルベル」を贅沢に配合し、�
肌本来のバリア機能を守っていきいき肌に。

使用方法 �化粧水で整えた後、顔や首筋の気
になる部分に軽くなじませます。

［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 /ラベンダー /ミ
ルラ/ヘリクリサム /ローズ
［その他成分］
ホホバオイル /�マカデミアナッツオイル /�スクワレン

内容量 ：15mL P��V ：79.00
製品番号：37400103 WA�/�WC価格：9,600円

参考小売価格：14,400円

洗う うるおす

補う 保つ

エッセンシャル アイクリーム 
（目元用クリーム）

年齢の出やすい目元の集中ケア
デリケートで乾きやすい目元にうるおいを届
けます。力のあるまなざしへ。

使用方法 �化粧水などで整えた後、ローラー
ボールに適量を出して、なじませるように塗ります。

内容量 ：14g P��V ：55.00
製品番号：60203147 WA�/�WC価格：6,600円

参考小売価格：9,900円

［エッセンシャルオイル］	
フランキンセンス�/�イランイラン�/�ブルータンジー
［その他成分］	
メドウフォームオイル�/�シアバター�/�アロエベラエキ
ス�/�バクチオール（ビタミンA誘導体）�/�ミツロウ�/�プ
ルラン（水あめ由来ポリマー）�/�海藻エキス

補う
エッセンシャル	アイクリームの使用方法

目頭から目尻
に向かって指
でマッサージ
するようになじ
ませます。

3

ノック部を押し
て、ローラー
の周りにクリー
ムを少量出し
ます。

1 そのまま目元
に直接塗布し、
ローラーを動
かして目の下
に塗り広げま
す。

2

ローラーに残っ
たクリームを拭
き取り、キャッ
プをしっかり閉
めてください。

4

ティーツリー

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。40 41
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フェイシャルクレンザー

エッセンシャル	スキンケア

繊細なお肌を守って
いきいきと弾む美しさを

▶38〜40ページ

フェイシャル	トナー エッセンシャル	
セラム

エッセンシャル	
アイクリーム

エッセンシャル	
モイスチャライザー

ハイドレイティング
クリーム

ベラージ	クレンザー

贅沢ケアで、輝くような
ナチュラルビューティーに

ベラージ	トナー ベラージ	サルベル
ハイドレイティングセラム

ベラージ	
モイスチャライザー

洗う

※肌の状態に合わせて、使用アイテムと使用量などを調節してください。肌に合わない場合は、使用を中止してください。

HDクリア	フォーミング	
フェイスウォッシュ

自然の恵みを活かして、本来の美しい素肌へ

How to Use Skin Care Products  

HDクリア

皮脂バランスが
気になるすべての方に

▶44ページ

お手入れの
ステップ

スキンケア製品の使用方法

STEP
1 肌にのばして汚れとなじませ、

ぬるま湯で洗い流します。

洗顔料

うるおす

コットンもしくは手に取り、
顔や首にやさしくなじませます。

化粧水

補う

顔や首の中心から外に、
下から上に向かってなじませます。

美容液

保つ

お手入れの仕上げに、
顔全体や首にやさしくなじませます。

乳液・クリームSTEP
2

STEP
3

STEP
4

スペシャルケア

週
に
1
度
は
肌
の
大
掃
除

スクラブ洗顔料
洗顔後の肌にやさしく
なじませ、洗い流します。
週1〜2回の使用が目安。

ジェントル	スクラブ

スペシャルケア

エ
イ
ジ
ン
グ
サ
イ
ン
が

気
に
な
っ
た
ら

皮
脂
バ
ラ
ン
ス
で

お
悩
み
の
と
き
に

HDクリア		
トピカルブレンド
（ロールオン）

ブレンドオイル
化粧水や美容液などで肌を
整えた後、気になる部分に
軽くなじませます。

サルベル
（ロールオン）

ベラージ

▶41ページ

Veráge®

HDclear®

Essential 
Skin Care

42 43※製品の仕様・価格・PV等は変更になることがあります。
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HDクリア トピカルブレンド
（ロールオン） 
（化粧用油）

皮脂バランスでお悩みのときに
甘酸っぱくフレッシュな香り。気になる部分に
スポットで塗って、クリアな美しい肌へ。

使用方法 �洗顔後、化粧水で整えた肌に。�
顔や首筋の気になる部分に軽くなじませます。

内容量 ：10mL P��V ：26.00
製品番号：60204769 WA�/�WC価格：3,100円

参考小売価格：4,700円

［エッセンシャルオイル］	
ブラッククミン�/�カンファーリーフ�/�ティートリー�/�アオ
モジ�/�ユーカリプタス�/�ゼラニウム

HDクリア フォーミング
フェイスウォッシュ
（洗顔料）

やさしく洗って皮脂さっぱり
軽い泡でラクラク洗顔。やさしく汚れを落と
し、清潔で美しくクリアな肌へ。

使用方法 �ぬれた肌にのばして汚れとなじま
せ、ぬるま湯で洗い流します。

内容量 ：50mL P��V ：26.00
製品番号：49420103 WA�/�WC価格：3,200円

参考小売価格：4,800円

［エッセンシャルオイル］	
ブラッククミン�/カンファーリーフ�/�ティートリー�/�
ユーカリプタス�/�アオモジ�/�ゼラニウム�/�マヌカ
［その他成分］	
ココナッツオイル�/�ナタネ油�/�ホワイトウィロー（西
洋シロヤナギ）エキス�/�柑橘類エキス�/�甘草エキス�/�
海藻エキス�/�マグワート（欧州ヨモギ）エキス�/�カウ
ルムグラ（大風子）オイル�/�マグノリアエキス

HDクリアセット
フォーミングフェイスウォッシュ
トピカルブレンド（ロールオン）

皮脂バランスでお悩みのすべての方に
思春期の方も大人のゆらぎ肌も、悩み知ら
ずのつるつる素肌を目指すお得なセット。

内容量 ：2種�各1本 P��V ：30.00
製品番号：21260103 WA�/�WC価格：4,500円

参考小売価格：6,800円

クリアでなめらかな肌のために

HDclear®  HDクリア
皮脂バランスでお悩みのすべての年代の方のために、
ナチュラルなアプローチでクリアな素肌を目指すシリーズです。
うるおいを守りながら肌を清浄に保ち、�
健康的な印象を与えるつるんとしたなめらか素肌に導きます。

洗う スペシャルケア

サロン エッセンシャルズ 
スムージング コンディショナー
（ヘアコンディショナー）

植物エキスとオイルでなめらかな髪に
ハーブ系の心落ち着く香り。髪と地肌にうる
おいを与え、キューティクルを守ります。

使用方法 �洗髪後の髪全体にゆきわたらせ、
数分おいてよく洗い流します。

内容量 ：253.58g P��V ：26.00
製品番号：36230103 WA�/�WC価格：3,100円

参考小売価格：4,700円

［エッセンシャルオイル］	ペパーミント�/�ラベンダー�/�
シダーウッド�/�マジョラム�/�ニアウリ�/�ローズマリー�/�
ラバンジン�/�ユーカリプタス�/�イランイラン�/�ライム�
/�レモン
［その他成分］	ベタイン�/�大麦エキス�/�キハダエキス�
/�サンダルウッドエキス�/�パンテノール（プロビタミ
ンB5）�/�ヤローエキス�/�フキタンポポエキス�/�キナエ
キス�/�アボカドオイル�/�パラカシオイル

サロン エッセンシャルズ 
プロテクティング シャンプー
（シャンプー）

柑橘系の香り、シルクのような髪に
サロングレードの高品質なシャンプー。ダ
メージに負けない健やかなサラサラ髪に。

使用方法 �少量のシャンプーを泡立てて髪と
頭皮を洗った後、よくすすぎます。

内容量 ：250mL P��V ：22.00
製品番号：36220103 WA�/�WC価格：2,600円

参考小売価格：3,900円

［エッセンシャルオイル］	オレンジ�/�ライム
［その他成分］	カラス麦ペプチド

サロン エッセンシャルズ
ルート トゥ ティップ ヘアセラム
（ヘアトリートメント）

頭皮も毛先もケアできる髪の美容液
オイルなのにライトなつけ心地。たっぷりの
保湿成分でサロン仕上げのようなツヤ髪に。

使用方法 �洗髪・タオルドライ後、頭皮に少量も
み込み、毛先にはよくのばしてなじませます。

内容量 ：30mL P��V ：43.00
製品番号：60200378 WA�/�WC価格：5,200円

参考小売価格：7,800円

［エッセンシャルオイル］	ラベンダー�/�ペパーミント�/
シダーウッド�/�ラバンジン�/�マジョラム�/�ローズマ
リー�/�ニアウリ�/�ユーカリプタス
［その他成分］	アルガンオイル�/�メドウフォームオイ
ル�/�インカインチオイル�/�ヒマワリオイル�/�ローズマ
リーエキス

シャンプー＆コンディショナーセット（LRP）

内容量 ：250mL×1本 P��V ：28.00
253.58g×1本 WA�/�WC価格：4,100円

製品番号：36260103

プロテクティング シャンプー（2本セット）（LRP）

内容量 ：250mL×2本 P��V ：24.00
製品番号：36240103 WA�/�WC価格：3,550円

スムージング コンディショナー（2本セット）（LRP）

内容量 ：253.58g×2本 P��V ：28.00
製品番号：36250103 WA�/�WC価格：4,100円

LRP注文限定のお得なセット

厳選されたエッセンシャルオイルと植物エキスが、髪本来の美しくなる力を引き出すヘアケアシリーズ。
しなやかでいきいきと弾む美しい髪と、清潔で丈夫な地肌を守ります。

SALON ESSENTIALS®

サロン	エッセンシャルズ

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。44 45
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ドテラスパ　
リプレニッシング ボディバター
（ボディクリーム）

リッチな癒やしで身も心もしっとりうるおう
フレッシュな香りとリッチなテクスチャーで全
身をしっとり整え、乾燥から守ります。

使用方法 �適量を手に取り、全身によくなじま
せます。乾燥しやすい部分は特にていねいに。

内容量 ：198g P��V ：18.00
製品番号：60200319 WA�/�WC価格：2,600円

参考小売価格：3,900円

［エッセンシャルオイル］	
オレンジ�/�ダグラスファー�/�フランキンセンス
［その他成分］	シアバター�/�アボカドオイル�/�カカオ
バター�/�ミツロウ�/�オリーブオイル�/�アーモンドオイ
ル�/�ホホバオイル

ドテラスパ　
エクスフォリエイティング 
ボディスクラブ
（洗浄料）

みずみずしい香りでなめらかな美肌に
天然由来のシュガースクラブがうるおいを守っ
てやさしく磨き上げる、贅沢なボディスクラブ。

使用方法 �洗浄後の気になる部分に、適量を
なじませてマッサージ。その後よくすすぎます。

内容量 ：226g P��V ：18.00
製品番号：60200321 WA�/�WC価格：2,800円

参考小売価格：4,200円

［エッセンシャルオイル］	
オレンジ�/�グレープフルーツ�/�ジンジャー
［その他成分］	シュガースクラブ�/�アーモンドオイル�/�
ヒマワリオイル�/�ココナッツオイル�/�マカデミアナッ
ツオイル�/�ククイナッツオイル

ドテラスパ　
クラリファイング マッドマスク
（フェイシャルパック）

植物＆鉱物の力で、透明感あふれる肌に
うるおいを守りながら、毛穴の奥の汚れを取
り除いて明るくクリアな素肌に導く泥パック。

使用方法 �洗顔後、目や口のまわりを避けて顔
や首などにのばし、3〜5分おいて洗い流します。

内容量 ：113.4g P��V ：14.00
製品番号：60200318 WA�/�WC価格：2,100円

参考小売価格：3,200円

［エッセンシャルオイル］	
ジュニパーベリー�/�グレープフルーツ�/�ミルラ
［その他成分］	天然クレイ�/�シアバター�/�PCA銅�/�マ
イカ（雲母）�/�チコリー根エキス�/�ヒラマメエキス�/�
緑茶エキス�/�孔雀石エキス

ドテラスパ 
リフレッシング ボディウォッシュ
（ボディシャンプー）

一日の始まりにぴったりの心弾む香り
豊かな香りとともにさっぱり洗い上げ、みず
みずしい香りで前向きな気分に。

使用方法 �ぬらした手のひらかボディスポンジ
などに取って全身を洗い、よくすすぎます。

内容量 ：250mL P��V ：12.00
製品番号：60201882 WA�/�WC価格：1,900円

参考小売価格：2,900円

［エッセンシャルオイル］	
グレープフルーツ�/�ベルガモット�/�シダーウッド
［その他成分］	
ココナッツ由来洗浄成分（硫酸塩フリー）

ドテラスパ　
モイスチャライジング バスバー
（化粧石けん）

ハッピーな柑橘の香りでやさしく洗浄
きめ細かな泡立ちとフレッシュな香りが楽し
めて、洗い上がりはしっとりすべすべ。

使用方法 �水またはお湯でよく泡立てて全身を
やさしく洗い、すすぎます。

内容量 ：113g P��V ：6.00
製品番号：60210055 WA�/�WC価格：900円

参考小売価格：1,400円

［エッセンシャルオイル］	
ベルガモット�/�グレープフルーツ
［その他成分］	純石鹸分（パームおよびココナッツ由
来）�/�ホホバオイル�/�アロエベラ葉汁�/�ヒマワリオイ
ル�/�クエン酸

バスバー（3個セット）

内容量 ：113g×3個 P��V ：12.00
製品番号：60203024 WA�/�WC価格：2,100円

参考小売価格：3,200円

お家にいながら、満ち足りた気分にいざなう贅沢なアロマスパ体験ができるシリーズ。
エッセンシャルオイルと天然由来成分を配合し、健康的で輝くような素肌をはぐくみます。

dōTERRA SPA
ドテラスパ

ドテラ 
セレニティー バスバー
（化粧石けん）

甘い香りに包まれる至福のバスタイム
やすらぎブレンド�セレニティーの甘い香り
と、天然クレイのすっきりした洗い上がりを。

使用方法 �水またはお湯でよく泡立てて全身を
やさしく洗い、すすぎます。

［エッセンシャルオイル］	
ラベンダー�/�シダーウッド�/�カンファーリーフ�/�イラ
ンイラン�/�マジョラム�/�ローマンカモミール�/�ベチ
バー�/�ハワイアンサンダルウッド
［その他成分］	バニラビーンズエキス�/�ホホバオイル�
/�アロエベラ葉汁�/�カオリン�/�ヒマワリオイル�/�ガラ
クトアラビナン

内容量 ：113g P��V ：6.00
製品番号：60208356 WA�/�WC価格：1,000円

参考小売価格：1,500円

限定
販売NEW!

47※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。46
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［エッセンシャルオイル］	ローズ
［その他成分］	ヒマワリオイル�/�ココナッツオイル�/�
マカデミアナッツオイル�/�オリーブオイル�/�ムルム
ルバター�/�クプアスバター�/�ククイナッツオイル�/�イ
ンカインチオイル�/�ヒナギクエキス�/�ホホバオイル�/�
スクワラン�/�スクワレン�/�トマトエキス�/�アルガン葉
エキス�/�ホホバ葉エキス�/�ヒアルロン酸

ローズハンドローション
（ハンドクリーム）

ブルガリアンローズの魅惑的な香り
さらっとしたつけ心地。バラの香りでくつろぎ
ながら、手をダメージから保護します。

使用方法 �適量を手に薄くのばしてください。

内容量 ：100mL WA�/�WC価格：2,000円
製品番号：60200622 参考小売価格：2,000円

ローズハンドローションの売上金は、全額ドテラ・
ヒーリングハンズプロジェクトに寄付され、援助を
必要としている人々のために役立てられます。

ドテラ  ココナッツオイル 
（化粧用油）

刺激を抑え、オイルの力をすばやく届ける
天然のココナッツオイルから精製された、無
色透明のサラッとしたキャリアオイル。

使用方法 �エッセンシャルオイルを塗布する際、
キャリアオイルとして一緒にお使いください。

※食用ではありません

内容量 ：115mL P��V ：15.00
製品番号：31640103 WA�/�WC価格：1,800円

参考小売価格：2,700円

MUST

MUSTハンド＆ボディローション
（ボディミルク）

オイルと組み合わせて自分流スキンケア
植物由来成分の力で肌をうるおし、オイルを
肌にとどめる無香料の乳液状ローションです。

使用方法 �エッセンシャルオイルをスキンケア
に取り入れたいとき、一緒にお使いください。

ドテラスパ  
ハイドレイティング ボディミスト
（ボディ用化粧油）

全身に魅惑の香りとたっぷりのうるおいを
ブレンドオイル「ビューティフル」の華やかな
香りとうるおい成分が、輝く美肌に導きます。

使用方法 �お風呂上がりや乾燥が気になると
き、全身にスプレーしてお肌にうるおいを。

内容量 ：200mL P��V ：15.00
製品番号：60201213 WA�/�WC価格：2,000円

参考小売価格：3,000円

内容量 ：125mL P��V ：26.00
製品番号：60208655 WA�/�WC価格：3,600円

参考小売価格：5,400円

［主な成分］	ヒマワリオイル�/�ココナッツオイル�/�マ
カデミアナッツオイル�/�オリーブオイル�/�ムルムルバ
ター�/�クプアスバター�/�ククイナッツオイル�/�インカ
インチオイル�/�ヒナギクエキス�/�ホホバオイル�/�スク
ワラン�/�スクワレン�/�トマトエキス�/�アルガン葉エキ
ス�/�ホホバ葉エキス�/�ヒアルロン酸

	[エッセンシャルオイル]�ライム�/�ベルガモット�/�フラ
ンキンセンス
[その他成分]	ココナッツオイル�/�ヒマワリオイル�/�
パッションフルーツオイル�/�オスマンタスエキス�/�ア
ボカドオイル

ハンド＆ボディローション （3本セット）

内容量 ：200mL×3本 P��V ：37.00
製品番号：60202695 WA�/�WC価格：5,600円

参考小売価格：8,400円

ドテラスパ
サンリズム ハンドローション
（ハンドクリーム）

柑橘の香りあふれる優雅なハンドケア
べたつかず、すばやくなじむハンドローション。
甘くフレッシュな香りが気持ちを盛り上げます。

使用方法 �適量を手に取り、手肌や乾燥が気
になる部分になじませます。

内容量 ：75mL P��V ：6.00
製品番号：60201881 WA�/�WC価格：1,000円

参考小売価格：1,500円

［エッセンシャルオイル］	
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�/�クレメンタイン
［その他成分］	
ヒマワリオイル�/�ココナッツオイル�/�マカデミアナッ
ツオイル�/�オリーブオイル�/�ムルムルバター�/�クプ
アスバター�/�ククイナッツオイル�/�インカインチオイ
ル�/�バニラビーンズエキス�/�ヒナギクエキス�/�ホホ
バオイル�/�スクワラン�/�スクワレン�/�トマトエキス�/�
アルガン葉エキス�/�ホホバ葉エキス�/�ヒアルロン酸

［エッセンシャルオイル］	オレンジ�/�ペパーミント

オリジナル　幅広く愛される、甘くさわやかな清涼感

製品番号：37530103

［エッセンシャルオイル］	ライム�/�クレメンタイン�/�イランイラン

トロピカル　エキゾチックな香りでリゾート気分

製品番号：60202501

［エッセンシャルオイル］	スペアミント�/�マジョラム�/�レモンバーベナ

ハーバル　五感が目覚める、澄みきった香り

製品番号：60202499

ドテラスパ  リップバーム
（リップクリーム）

気分に合わせて使い分けられる3つのフレーバー
豊かな香りを楽しみながら、天然の保湿成分が乾燥を防
いで魅力的な唇を守ります。

使用方法 �乾燥が気になるときや口紅をつける前に、数mm
くり出して唇に塗ります。

内容量 ：4.5g WA�/�WC価格：800円
P��V ：5.00 参考小売価格：1,200円

［主な成分］	ココナッツオイル�/�ミツロウ�/�モリンガオイル�/�ククイ
ナッツオイル�/�アボカドオイル�/�ステビアエキス

リップバーム（3種セット）

内容量 ：4.5g×3本 P��V ：11.00
製品番号：60203025 WA�/�WC価格：2,040円

参考小売価格：3,100円

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。48 49
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ドテラ ライフロング
バイタリティーパック（LLVパック）
アルファCRS+ / xEO メガ / 
マイクロプレックス VMz
健康維持に欠かせないベースサプリメント
日々の食生活で不足しがちな栄養素や健康
成分を配合した栄養バランスを補う基本の3本
セット。毎日続けて、健やかな身体づくりを。

内容量 ：120粒×3本 P��V ：73.00
製品番号：60206499 WA�/�WC価格：11,500円

参考小売価格：17,300円

DDR プライムパック
アルファCRS＋  /  ミト２マックス  /
DDR プライム ソフトジェル
いきいき輝く毎日をパワフルにサポート
内側からの若 し々さとスタミナをサポートする
成分が詰まった3本セット。いつまでもアクティブ
でいたい方の必需品です。

内容量 ：120粒×3本 P��V ：110.00
製品番号：35450203 WA�/�WC価格：16,500円

参考小売価格：24,800円

xEO メガ
DHA&EPAでクリアな思考と健康な毎日
オメガ3およびオメガ6脂肪酸を配合。エッセ
ンシャルオイルがそのパワーを支えます。
� DHA�300mg�/�EPA�300mg配合（1日4粒あたり）

内容量 ：120粒 P��V ：61.00
＊1日の目安量：4粒 WA�/�WC価格：7,200円
製品番号：60203987 参考小売価格：10,800円

［主な原材料］		魚油�/�藻類オイル�/�パンプキンシー
ドオイル�/�クランベリーオイル�/�ザクロオイル�/�カレ
ンデュラオイル�/�トマトエキス
［エッセンシャルオイル］	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�/�藻類色素（アス
タキサンチン）

DDR プライム ソフトジェル
外出時も欠かさずセルフケア
いつまでも元気でいたい人を応援するブレ
ンドオイルを手軽に摂取。

内容量 ：120粒 P��V ：67.00
＊1日の目安量：4粒 WA�/�WC価格：8,000円
製品番号：60203986 参考小売価格：12,000円

［エッセンシャルオイル］	
フランキンセンス�/�オレンジ�/レモングラス�/�タイム�/�
クローブ�/�セイボリー�/�ニアウリ

アルファ CRS＋
外敵や年齢に負けない身体づくりに
ポリフェノールなどの健康サポート成分を
ギュッと凝縮。季節の体調管理のお供にも。

内容量 ：120粒 P��V ：85.00
＊1日の目安量：4粒 WA�/�WC価格：10,100円
製品番号：34180203 参考小売価格：15,200円

［主な原材料］	フランキンセンスエキス�/�緑茶エキス�/�
マリアアザミエキス�/�ブドウ種子エキス（プロアントシ
アニジン）�/�松樹皮エキス（フラボノイド）�/�ザクロエキ
ス�/�パイナップルエキス（ペプチド）�/�ウコンエキス�/�ブ
ドウ果皮エキス（レスベラトロール）�/�ゴマエキス（セサ
ミン）�/�ショウガ�/�ペパーミント葉�/�キャラウェイ種子

マイクロプレックス VMz
＜栄養機能食品（銅）＊＞

健康の基本はビタミン+ミネラルから！
22種類のビタミンとミネラル、酵素や植物エ
キスなどが健やかな食生活を応援します。
� 銅0.5mg配合（1日4粒あたり）

内容量 ：120粒 P��V ：48.00
＊1日の目安量：4粒 WA�/�WC価格：5,700円
製品番号：60204736 参考小売価格：8,600円

［主な原材料］	パン酵母�/�ほうれん草�/�ケール�/�タ
ンポポ葉�/�パセリ�/�キャラウェイエキス�/�レモンエ
キス�/�ペパーミントエキス�/�ケルプ�/�ジンジャーエ
キス�/�キャベツエキス�/�ニンジン�/�ブロッコリー�/�カ
リフラワー�/�コラードグリーン�/�サンゴ等由来カル
シウム�/�炭酸マグネシウム�/�グルコン酸亜鉛�/�酵素�
/�ナイアシンアミド�/�硫酸鉄�/�β-カロテン�/�チアミン
硝6酸塩�/�グルコン酸銅�/�ビオチン�/�ビタミンA・C・
E・B2・B6・B12・D3

ミト２マックス
ノンカフェインでスタミナサポート
元気の源として知られる植物成分の力で、
アクティブな毎日を力強くサポート。

内容量 ：120粒 P��V ：48.00
＊1日の目安量：4粒 WA�/�WC価格：5,700円
製品番号：60210753 参考小売価格：8,600円

［主な原材料］	L-�カルニチン�/�α-リポ酸、コエンザイ
ムQ10(発酵型)�/�ライチ果実エキス�/�アメリカニンジ
ンエキス�/�冬虫夏草エキス�/�霊芝�/�イチョウ葉エキ
ス�/�緑茶エキス

dōTERRA Lifelong Vitality Pack®
いつまでも若 し々く健康で、いきいきとした毎日を願うすべての方へ

DDR Prime® Pack
スムーズなサイクルを整えて、チカラに満ちあふれた生活を応援

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

サプリメント製品ご使用上の注意
※�直射日光や高温多湿の場所を避け、冷暗所に保管してください。
※�お子さま、妊娠中、授乳中、治療中や体調に問題のある方は、ご使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
※体に合わない場合は、ご使用をおやめください。

生物は日々、少しずつ生まれ変わりながら正常な機能を保っていますが、栄養の偏りや	
ストレスなどがあると、そのサイクルが妨げられてしまいます。ドテラのサプリメントは、	
エッセンシャルオイルや植物エキスの力で若さと健康を内側からサポートします。

SUPPLEMENTS
サプリメント

割引 割引割引割引

基本

基本

LRP限定	
お得な同時購入割引制度

基本の4種の製品いずれかと同時に
購入することで、割引対象製品が一
律3,500円でお求めいただける、た
いへんお得な制度です。

詳細はこちら▶

基本 基本の製品（セット）

割引 割引対象製品

＊銅は、赤血球の形成を助けるとともに、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小
児は本品の摂取を避けてください。一日当たりの摂取目安量の栄養素等表示基準値2015（18歳以上、基準熱量2,200kcal）に占める割合：銅55％　本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

50 51※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。
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PHOSSIL ミネラル オリジナル
多種類の植物ミネラルを含有
ヒューミックシェールのミネラル分を凝縮。飲み物
や料理に、またお好みのオイルと組み合わせて*、
幅広くお楽しみいただけます。
＊カテゴリが「F（食品添加物）」の製品をご使用ください。

お召し上がり方 �大さじ1〜2杯（15〜30ml）を水などで
10倍程度に薄めて、1日2〜3回を目安にお召し上がりく
ださい。料理などにも。

内容量 ：550ml P��V ：40.00
製品番号：11221 WA�/�WC価格：5,450円

参考小売価格：8,300円ソフトジェルシリーズ
オイルの力が健やかな毎日をお手伝い
適量のブレンドオイルをソフトカプセルに
詰め込んだ、口にしやすく携帯にも便利なシ
リーズです。健康管理のため、目的に合わせ
てお召し上がりください。
P.33で詳しくご紹介しています。

悠久の眠りから目覚めた	
植物由来のミネラル

ミネラルは「なくてはならない」栄養素
五大栄養素のひとつ、ミネラルは体内で合成すること
ができないため、毎日の食事から摂取することが欠か
せません。しかし現代では、食文化や環境の変化など
から、十分に摂ることが難しくなってきています。

ミネラルを適切に摂取
ミネラルには実に多くの種類がありますが、人が健
康を保つうえでとても重要な役割を担っており、バラ
ンスよく摂取することが大切です。PHOSSHIL�ミネラル
には多種類のミネラルが含まれ、若 し々さや美しさを保
ち、健康的な毎日を送るためのサポートをします。

植物由来だから効率的
原材料のミネラルは、約1億年前の栄養豊富な土壌か
ら古代植物が栄養を吸収し、イオン化したものです。植
物由来なので、身体にやさしく効率的に補給できます。

安全・安心のナチュラルな製法
植物の力が詰まった安全で高品質なミネラルを、でき
るだけ自然のままに製品化するため、余計なものは加
えずにシンプルでナチュラルな製法を守っています。

タンパク質

ビタミン

炭水化物

脂   質

ミ ネ ラ ル

五  大
栄  養  素

 

手軽にミネラルを摂取して、健やかな毎日を

PHOSSIL Minerals  PHOSSIL ミネラル
米国ユタ州エメリー郡の大地には、約1億年前の古代植物が埋もれてできたミネラル豊富な地層、
ヒューミックシェール（腐植泥板岩）が広がっています。PHOSSIL�ミネラルは、そこから独自の方法で
成分を抽出。日々の食生活で不足しがちな栄養分を補い、健康的な身体づくりをサポートします。

内容量 ：30粒 P��V ：36.00
＊1日の目安量：1粒 WA�/�WC価格：4,600円
製品番号：60213152 参考小売価格：6,900円

［主な原材料］	プロバイオティクス（ラクトバチルス�ア
シドフィルス�/�ビフィドバクテリウム�ラクチス�/�ビフィ
ドバクテリウム�ビフィダム�/�ラクトバチルス�サリバリ
ウス�/�ラクトバチルス�カゼイ�/�ビフィドバクテリウム�
ロンガム）�/�プレバイオティクス（フラクトオリゴ糖）

＊�生菌の製品のため品質特性上、月々ご利用になる分をお買
い求めいただくことをおすすめします。

＊�価格・PVは未定

内容量：2g×30本

［主な原材料］	プロバイオティクス（ラクトバチルス�ラ
ムノサス�/�ラクトバチルス�サリバリウス�/�ラクトバチ
ルス�プランタルム�LP01�/�ラクトバチルス�プランタル
ム�LP02�/�ビフィドバクテリウム�ブレーベ�/�ビフィドバ
クテリウム�ラクチス）�/�プレバイオティクス（イヌリン）

PBアシスト＋
「菌活」でまもり	
戦うチカラをサポート
6種類のプロバイオティクス*1を1粒に60億
個 *2配合。二重カプセル構造で生きたまま
腸に届けます。
＊1�健康によい影響を与える生きた微生物のこと
＊2�製造時

限定
販売NEW! PBアシスト スティック

プロバイオティクスを手軽に美味しく
ピーチ味のパウダーで家族みんなの日々の
健康をおいしく内側からサポート。

COMING 
SOON

PHOSSIL ミネラル  
オリジナル（2本セット）

内容量 ：550ml×2本 P��V ：80.00
製品番号：11 WA�/�WC価格：10,900円

参考小売価格：16,400円

基本

COMING 
SOON

［主な原材料］		アヒフラワー種子オイル�/�GABA�/�ゼ
ンブリンなど
［エッセンシャルオイル］	ラベンダー�/�コリアンダー�/�オ
レンジ�/�フェンネル

アダプティブ カプセル
予期せぬ出来事にも適応できる力を
様々なトラブルに対応する力を与え、リラック
スを促して穏やかな気持ちをサポート。

内容量 ：30粒 P��V ：37.00
＊1日の目安量：1粒 WA�/�WC価格：5,800円
製品番号：60210262 参考小売価格：8,700円

ベジタブルカプセル
自分に必要なオイルを手軽に摂取
風味や刺激を気にせずスマートにオイル
を摂取でき、お腹の中で溶ける空カプセル。

使用方法 �カプセルを開いてオイルなどを詰
め、飲み物と一緒にお召し上がりください。

内容量 ：160個 WA�/�WC価格：600円
製品番号：60209293 参考小売価格：900円

53※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。52
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PHOSSIL ミネラル カプセル
外出先でも簡単ミネラル補給
粉末化したミネラルをカプセルに詰め込み、ミネラ
ル�オリジナル大さじ1杯分がわずか2粒で摂取でき
ます。外出時の携帯にも便利。

お召し上がり方 �1日に4〜6粒程度を目安にお召し上が
りください。

内容量 ：120粒 P��V ：80.00
製品番号：11181 WA�/�WC価格：11,400円

参考小売価格：17,100円

PHOSSIL ミネラル カシス
アントシアニンで若 し々さとくっきりを
アントシアニンなどのポリフェノールを含むカシス
果汁を配合。パソコンやスマホ中心の現代生活を
サポートします。

お召し上がり方 �大さじ１〜２杯（15〜30ml）を水で10
倍程度に薄めて、1日2〜3回を目安にお召し上がりくだ
さい。料理やお菓子づくりにも。

内容量 ：550ml P��V ：40.00
製品番号：34430203 WA�/�WC価格：5,900円

参考小売価格：8,900円

PHOSSIL ミネラル
ハニージンジャー オイルプラス
先端技術が生んだオイルとのハーモニー
蜂蜜と梅酢のさわやかな味わいに、3種のオイル（レ
モン、ジンジャー、クローブ）をプラス。高麗人参など
の植物エキスも元気を応援。

お召し上がり方 �大さじ1〜2杯（15〜30ml）を水で10倍
程度に薄めて、1日2〜3回を目安にお召し上がりくださ
い。料理やお菓子づくりにも。

内容量 ：550ml P��V ：40.00
製品番号：60202642 WA�/�WC価格：5,900円

参考小売価格：8,900円

PHOSSIL ミネラル カシス＋オイル  
125LRPセット 
PHOSSILミネラル�カシス（2本）、オレンジ、グ
レープフルーツ、ペパーミント

内容量 ：550ml×2本＋15mL×3本
製品番号 ：60210783
WA�/�WC価格：17,000円

PHOSSIL ミネラル プルーン＋オイル 
125LRPセット 
PHOSSILミネラル�プルーン（2本）、オレンジ、
レモン、スマート＆サシー

内容量 ：550ml×2本＋15mL×3本
製品番号 ：60210750
WA�/�WC価格：17,000円

PHOSSIL ミネラル オリジナル＆カシス 
＋オイル 125LRPセット
PHOSSILミネラル�オリジナル＆カシス、オレ
ンジ、グリーンマンダリン、グレープフルーツ

内容量 ：550ml×2本＋15mL×3本
製品番号 ：60210785
WA�/�WC価格：17,000円

PHOSSIL ミネラル オリジナル＆プルーン 
＋オイル 125LRPセット 
PHOSSILミネラル�オリジナル＆プルーン、グリー
ンマンダリン、スマート＆サシー

内容量 ：550ml×2本＋15mL×2本
製品番号 ：60210751
WA�/�WC価格：17,000円

PHOSSIL ミネラル ハニージンジャー 
＋オイル 125LRPセット
PHOSSILミネラル�ハニージンジャー�オイルプ
ラス（2本）、グレープフルーツ、ペパーミント、
レモングラス

内容量 ：550ml×2本＋15mL×3本
製品番号 ：60210752
WA�/�WC価格：17,000円

PHOSSIL ミネラル プルーン
毎日のスッキリにプルーンの力をプラス
ミネラル�オリジナルにプルーンエキスを配合し、甘
酸っぱく飲みやすいドリンクに。毎日スッキリしたい
方にもおすすめです。

お召し上がり方 �大さじ1〜2杯（15〜30ml）を水で10倍
程度に薄めて、1日2〜3回を目安にお召し上がりくださ
い。料理やお菓子づくりにも。

内容量 ：550ml P��V ：40.00
製品番号：113701 WA�/�WC価格：5,900円

参考小売価格：8,900円

PHOSSIL ミネラル  
プルーン（2本セット） 

内容量 ：550ml×2本 P��V ：80.00
製品番号：113801 WA�/�WC価格：11,800円

参考小売価格：17,700円

PHOSSIL ミネラル  
ハニージンジャー  オイルプラス（2本セット） 

内容量 ：550ml×2本 P��V ：80.00
製品番号：60203027 WA�/�WC価格：11,800円

参考小売価格：17,700円

LLVパック＋PHOSSIL ミネラル  
125LRPセット
PHOSSILミネラル�オリジナル＆カシス、アル
ファCRS+、xEOメガ、マイクロプレックスVMz

内容量 ：550ml×2本＋120粒×3本
製品番号 ：60211309
WA�/�WC価格：20,000円

PHOSSIL ミネラル オリジナル 
＋オイル 125LRPセット
PHOSSILミネラル�オリジナル（2本）、オレンジ、グ
レープフルーツ、ライム、レモン

内容量 ：550ml×2本＋15mL×4本
製品番号 ：60210749
WA�/�WC価格：17,000円

LRP注文限定のお得なセット 各125.00PV

PHOSSIL ミネラル オリジナル＆カシス 

内容量 ：550ml×2本 P��V ：80.00
製品番号：34450203 WA�/�WC価格：11,350円

参考小売価格：17,000円

PHOSSIL ミネラル コンビセット 
（オリジナル&プルーン） 

内容量 ：550ml×2本 P��V ：80.00
製品番号：114401 WA�/�WC価格：11,350円

参考小売価格：17,000円

割引

割引

割引

基本の4種の製品いずれかと同時に購入す
ることで、割引対象製品が一律3,500円でお
求めいただける、たいへんお得な制度です。

LRP限定	お得な同時購入割引制度

詳細はこちら▶

基本 基本の製品（セット）

割引 割引対象製品

PHOSSIL ミネラル  
カシス（2本セット） 

内容量 ：550ml×2本 P��V ：80.00
製品番号：34440203 WA�/�WC価格：11,800円

参考小売価格：17,700円

基本

※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。54 55
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エッセンシャルオイルとサプリメントのある暮らしをより快適に、より充実したものにしてくれる雑貨や関連製品。	
ドテラ製品のためにカスタマイズされたオリジナル品なので、使いやすくたいへん便利です。	
掲載のほかにも、バラエティ豊かなラインナップを随時提供しています。

ACCESSORIES
アクセサリー

ロータスディフューザー
エッセンシャルオイルで芳香浴
熱を使わずに超音波振動で噴霧。エッセン
シャルオイルの成分を変化させません。

製品番号：33160103 WA�/�WC価格：13,300円
P��V ：49.00 参考小売価格：20,000円

ウッドボックス50 
スタイリッシュなボディにスッキリ収納
中身が見えて便利なロゴ入り窓付ボックスに
50本収納の大容量版。ロールオンにも対応。

製品番号：50820103　 WA�/�WC価格：5,400円
参考小売価格：8,100円

ウッドボックス88 
自分だけのオイルコレクションをまとめて収納
上、横、前のどこからでもドテラロゴが見えて見
映えるボックス。たっぷり88本のオイルを収納。

製品番号：60213762　 WA�/�WC価格：9,920円
参考小売価格：14,880円

ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
5mL・15mLのボトルを25本収納可
中身が確認できる便利でおしゃれな収納
ボックス。インテリアにも最適です。

製品番号：42660103　 WA�/�WC価格：2,500円
参考小売価格：3,800円

ミネラル用スプレーボトル
外出先でも料理にシュッとひと吹き
PHOSSIL�ミネラル専用の詰め替え用携帯
ボトル。手軽な栄養補給に便利です。

容量 ：30ml WA�/�WC価格：300円
製品番号：35320103 参考小売価格：500円

※�プラスチック製なので、エッセンシャルオイルは入れないでください。

dōTERRA ロゴ入り手提げ袋
気軽なプレゼントや持ち運びに便利
マチつきの白色ポリエチレン製バッグです。
160mm×250mmサイズ。

内容量 ：10枚 WA�/�WC価格：200円
製品番号：45430103 参考小売価格：300円

57

ドテラ ルモ ディフューザー
天然木を使ったコンパクトなディフューザー
メープル材を使ったやさしく安定感のあるデザ
イン。長時間運転で広範囲に香りが広がります。

製品番号：60208424 WA�/�WC価格：10,300円
P��V ：49.00 参考小売価格：15,500円

EOリチュアルキット
摂取するオイルを自在にブレンド
ブレンド用ボトルとベジタブルカプセルのセッ
トで、自分だけの摂取用オイルを作れます。

内容：160カプセル＋ボトル×2本
製品番号：60211138　 WA�/�WC価格：2,500円

参考小売価格：3,750円

ブレンディングキット（ツール＆ブック）
オイルの魅力を引き出すブレンド法
目的や好みに応じた最適なブレンド法を学び、
自分だけの香りをカスタマイズしませんか。

製品番号：60209437 WA�/�WC価格：4,000円
参考小売価格：6,000円

ブレンドの科学と技術 ─ブレンドブック─

製品番号：60209423 WA�/�WC価格：800円
参考小売価格：1,200円

ミニボトル 2mL（24本入）

内容量 ：24本 WA�/�WC価格：800円
製品番号：33000103 参考小売価格：1,200円

dōTERRA ミニボトルケース
キーチェーンつきの小分けケース
ガラスの空ミニボトル（2mL×8本）がつい
た、携帯に便利なボトルケースです。

WA�/�WC価格：1,000円 参考小売価格：1,500円

パープル
製品番号：50750000　

ブラック
製品番号：50760000　

キャップステッカー 
ボトルのフタに貼って一目瞭然
オイルの名前がステッカーに。上から見ても
一目でわかって、ボトル整理に便利です。

内容量 ：2枚（1組） WA�/�WC価格：100円
製品番号：43090103 参考小売価格：200円

キャップステッカー （3組セット）

内容量 ：2枚×3組 WA�/�WC価格：120円
製品番号：43100103 参考小売価格：200円

MUST

アロマランプ ディフューザー
暖色系のやさしい光で長時間稼働
最大8時間（間欠運転）の稼働で、おやすみ中
もほのかな灯りのなか心地よい香りが続き
ます。

製品番号：60209027　 WA�/�WC価格：12,000円
参考小売価格：18,000円

アロマタッチ ハンドテクニック 
オイルボード
自分専用ブレンドが楽しく作れるツール
ハンドテクニックに使えるオイルが目的別に分
類された、クラス開催時に役立つミニボード。

内容量 ：8枚 WA�/�WC価格：500円
製品番号：60211523 参考小売価格：800円

アロマタッチ ハンドテクニック
の手引き
ハンドテクニックに欠かせないツール
施術方法や使用オイルを網羅して解説した、
クラス開催時に必携のリーフレット。

内容量 ：5部（1組） WA�/�WC価格：300円
製品番号：60211524 参考小売価格：500円

Renew! 限定
販売NEW!

56 57※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。
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エッセンシャルオイルで世界を変える

エッセンシャルオイルの原材料の生産地には、貧困に苦しむ地域が少なくありません。そのような地域をより積極的に支援するため、
創業当時から掲げて実施しているドテラの事業方針です。現地の生産性を引き上げるために資金提供や技術指導などを行い、より良
い原材料の安定的な確保と、農家や労働者の生活水準向上とを同時に目指します。現在、ネパールやブルガリア、ソマリア、マダガス
カル、ハイチ、パラグアイなどさまざまな国で、施設建設や人材育成、インフラ整備などに取り組んでいます。

コ・インパクトソーシング	

植物やオイルの品質の
バラツキ。

市場価格が不安定。

コンスタントに品質の高い
オイルが生産可能に。

ドテラによる長期取引で、
正当かつ安定した収入を。

before after

・生産者組合がなく、わずかな情報しか入手できない。
・数多くの仲介業者が間に入り、生産者に正当な利益がわたらない。

・協同組合を組織し、教育や訓練の機会を提供。
・深い絆と発言力を有した強い組織をはぐくみ、共同事業にも取り組む。

・乏しい生産力に加え、未成熟な状態での収穫が横行。
・品質向上に伴う報酬が得られず、モチベーション低下。

・生産力や収穫力向上のための訓練が高品質なオイルの生産につながり、
 持続可能な事業に。

P.21

フランキンセンス
（ソマリア他）

P.14

ウィンターグリーン
（ネパール）

P.14

イランイラン
（マダガスカル）

購入で貢献
製品の購入で、	

原料調達地域の雇用創出と	
生活向上に貢献します。

※製品は一例です。

P.21

ベチバー
（ハイチ）

※国名は、各製品の原材料の生産地の一部をご紹介しています。

P.20

プチグレン
（パラグアイ）

P.18

ターメリック
（インド・ネパール）

ジャパン ヒーリングハンズ Tシャツ
製品番号：サイズS �60210062 WA�/�WC価格：1,500円

：サイズM �60210063 参考小売価格：1,500円
：サイズL �60210064
：サイズXL�60210065

P.20

ピンクペッパー
（ケニア・ペルー�）

58 59※価格はすべて税込です。 ※製品の仕様・価格・PV 等は変更になることがあります。

ドテラ・ヒーリングハンズプロジェクト

あなたの「癒やしの手」をお待ちしています！
ドテラ・ヒーリングハンズプロジェクトでは、以下の方法でご寄付を承っています。

エッセンシャルオイルの力で世界を癒やし、ともに明るい未来の礎を築いていきませんか。
ドテラのビジョンに共感してくださる、皆さまのご支援をお待ちしています。

良質なエッセンシャルオイルの生産を通して、世界の人々が幸せに暮らせる世の中をつくりたい。
それが、創業時から変わらないドテラの願いです。そのために、「ドテラ・ヒーリングハンズプロジェクト」、
そして「コ・インパクトソーシング」という2つの柱を軸に、積極的な支援活動に取り組んでいます。

世界中の人々に健康的な暮らしと繁栄を――。そんなビジョンを掲げて2010年に設立された「ドテラ・ヒーリングハンズ
基金（HHF）」は、このたび10周年を迎えました。2012年には米国で正式なNPO法人の認可を受け、多くのドテラユーザー
や社会貢献団体と連携して、世界各地でさまざまな人道支援活動を展開しています。日本では、ドテラ・ジャパンの運営に
より独自のプロジェクトを実施しています。

ローズハンドローション
内容量� ：100mL
製品番号�：60200622
WA�/�WC価格：2,000円
参考小売価格：2,000円

ブルガリアンローズから抽出したローズ
エッセンシャルオイル（非売品）を贅沢に
配合。甘く優雅な香りでゴージャスな気
分になれます。ギフトにもぴったり。

綿100%で着心地のいいヒーリングハン
ズTシャツ。売上金は、全額ドテラ・ヒーリ
ングハンズ基金に寄付されます。

ご購入金額が全額寄付に

10年間で総額3,000万ドルを支援
世界各地における多様な活動
基金では広く皆様から寄付を募り、�
世界各地の困窮する地域に資金・�
製品提供や多様な支援活動を実施。
運営費はドテラが負担し、全額が�
支援のために使われています。

女性の尊厳を守るための衛生教育
デイズ・フォー・ガールズ
HHFが提携する慈善団体のひとつ。
女性の地位が低く、危険にさらされが
ちな発展途上国で、彼女たちの健康と
尊厳を高める教育を実施し、愛らしく
使いやすい生理用品を届けています。

頻発する自然災害に迅速に対応
令和2年7月豪雨	緊急支援
災害発生時には、必要とされる支援を
迅速に届けられるよう、柔軟に活動し
ています。2020年は、九州の豪雨災
害に際し、不足していた古タオルや軍
手、バスバー（石けん）等を送りました。

障がいをもつ子にも輝く舞台を	
スペシャル・ビューティー・ジャパン
知的障がいの子どもや若者たちによ
る、日本で唯一のビューティーコンテス
ト。2019年より、公式スポンサーとして�
全面的に支援しています。2020年�
大会は延期となり、秋に開催予定です。

世界

日本

世界

日本
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このプロダクトガイドをお渡ししたWA

製品の購入をご希望の方は、上記WAまでご連絡ください。

製品の
注文方法

ドテラの製品は、会員であるウェルネス・アドボケイト（WA）が紹介販売活動を�

行っています。また、ご自身がWAまたはホールセール・カスタマー（WC）として�

登録すれば、お得な価格で購入が可能です。製品の購入をご希望の方は、�

このプロダクトガイドをお渡ししたWA、または下記の�

ドテラ・ジャパン�メンバーサービスまでお問い合わせください。

ロイヤルティー・リワード・プログラム（LRP）注文

毎月定期的に製品を購入される会員の方に向けた、お得なプログラムです。ご注文内容は毎月変更・休止する

ことができます。詳しくは、WAまたは下記のドテラ・ジャパン�メンバーサービスまでお問い合わせください。

●	50PV以上のご購入でリワード・ポイントがつき、貯まったら、	製品と交換することができます。

●	ポイント還元率は10％から始まり、3ヵ月ごとにアップ！		継続月数に応じて、最高30％まで上がります。

●	LRP注文日を毎月1〜15日の間に設定し、125PV以上購入されると、プロダクト・オブ・ザ・マンス

（POM）として人気製品をプレゼントします。

●	LRP限定同時購入	割引制度にて、対象製品をお得にご購入いただくことができます。	

（P51、P55で詳しくご紹介しています）

お客様相談室
TEL：0120-59-7272�（通話料無料）
FAX：03-4589-2602
月〜金�10：00〜12：00�/�13：00〜16：00�（祝日・年末年始を除く）

メンバーサービス　
TEL：0800-100-0789�（通話料無料）／03-4589-2610　
FAX：03-4589-2601　e-mail：japan@doterra.com
月〜金��9：00〜17：30�（祝日・年末年始を除く） PG-20200901-v1

60215652


