
live
自然の恵みを活かしたライフスタイル
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エッセンシャルオイルは「地球からの贈り物」。上手に活用すれば、
家族みんなの健やかで豊かな毎日を、ご自身でつくり出すことができます。

かけがえのない健康のために、新たな一歩を踏み出しましょう。

カラダに必要なものを摂ることは、健康の基本。
栄養バランスのとれた食生活を心がけましょう。

ドテラのサプリメントは、エッセンシャルオイルとともに
皆さまの健康をサポートします。

Welcome Start the day right

本ガイドでは…
・製品の使い方の一例をご提案します。
・ドテラ会員専用のお得なシステムをご紹介します。
・購入ボリュームの 30% にあたる製品を無料で手に
　入れる方法をご紹介します。

・90 日間のドテラ計画を立てることができます。

・製品の使い方の一例をご提案します。
・ドテラ会員専用のお得なシステムをご紹介します。

き
香るシリアル

いつものシリアルボウルに、
シナモンや、オンガードまた
は dōTERRAオレンジをプラス。
香り豊かな朝食で、朝から

元気になれます。 香る
グリーンスムージー

お好みの野菜
（小松菜、ニンジン、ホウレンソウなど）適量

お好みの果物
（リンゴ、バナナ、キウイなど）適量

水　少量
レモン または ライムオイル　1 ～ 2 滴

すべての材料をミキサーに入れ、
なめらかになるまでよく混ぜます。

一日をきちんとスタート

70種類以上の植物性ミネラルをおいしく摂れ
る濃縮ドリンク。プルーン果汁入りのCaFeと、
アントシアニンたっぷりのカシスの2種類
水またはお湯で10～ 20倍に薄めてお召し上がりく
ださい。

PHOSSIL ミネラル CaFe / カシス

外敵に負けない身体づくりに欠かせ
ないブレンドオイル
水やお好みの飲み物に垂らして飲んだり、
ディフューズします。

オンガードはつらつとした毎日を応援するDDRプライム、スタ
ミナをチャージするミト2マックス、負けない身体づ
くりを応援するアルファCRS+の 3品セットです。
朝晩各2粒を目安にお召し上がりください。

DDR プライムパック
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Morning routine
Exercise & weight support Exercise & weight support 

シェービングクリーム
　　　　　　　　シアバター *　2/3 カップ

　　　　　　　　　ココアバター *　2/3 カップ
　　　　　　　　　　ココナッツオイル　1/4 カップ

　　　　　　　　　   　サンダルウッド　５滴
　　　　　　　　　　　ペパーミント　５滴
　　　　　　　　　　　ティートリー　５滴
　　　　　　　　　　　　　 　* 化粧品材料用。なければ無香料のボディ
　　　　　　　　　　　　　　  クリームで代用可

シアバターとココアバターを湯煎にかけて溶かし、
ココナッツオイルとエッセンシャルオイルを加えて

よく混ぜます。冷めて固まったら、
ハンドミキサーで泡立てて

完成です。

健康的で美しいスタイルを維持するためには、
適度な運動と節度ある食習慣が大切。ドテラ製品が、

あなたのキレイを応援します。
お気に入りの香りに包まれて、

一日をさわやかに始めましょう。
ヘアケアにスキンケア、オーラルケアまで、

さまざまな製品が揃っています。

エクササイズ＆ダイエットサポート

毎日の身だしなみ

グレープ
フルーツティー

紅茶や
ハーブティーを淹れる際、

茶葉に 1 滴。
間食代わりに

ホットでどうぞ。

スマート＆サシーの
スペシャルドリンク

炭酸水または
ノンカロリーのスポーツドリンク　適量

スマート＆サシー　1 ～ 2 滴
お好みでダイエットシュガー　適量

市販のドリンクシェーカーなどに材料を
入れ、よく振り混ぜます。スポーツの

前後や休憩中に、少しずつ
飲んで水分補給を。

小腹タイムに香りで満足。つい食べすぎる人に
食べすぎや間食が心配なとき、柑橘の香りが満足感
を高めます。ついついお菓子に手が出る人は、常に
持ち歩いて香りを感じて。

スマート＆サシー
スマート＆サシー ソフトジェル

疲れた心と体を癒やす
香りの冷湿布
運動後はもちろん、運動前にも
塗布して軽やかに。ココナッツ
オイルと一緒にオイルを塗り、
その後ラブを重ねるとさらに
スッキリ。

ディープブルー
ディープブルーラブ

エッセンシャルオイルが配合された、ワンランク上の
ヘアケアシリーズです。
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、
ルート トゥ ティップ ヘアセラム

サロン エッセンシャルズ 
ヘアケアシリーズ

エッセンシャルオイルや植物エ
キスを贅沢に配合し、たっぷり
のうるおいで肌本来の美しさを
取り戻すお手伝いをします。
クレンザー、トナー、
ハイドレイテイング 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

運動で弾んだ心もスーッと落ち着く
1 ～ 2 滴を直接またはココナッツオイルで希釈し、
胸元に塗ります。室内ならディフューズしても。

イージーエア

気分を高め、満ち足りた気分に導く
幸福のオイル
運動前や食べすぎが心配なときに香りを
嗅いだり、飲み物に 1 滴加えて。

グレープフルーツ スタミナがほしいときの栄養ドリンク
代わりに
毎食時や元気をつけたいとき、1 粒を目安
に。カフェインレスだから、夜も安心です。

ミト２マックス

オンガード配合。お口の健康を守る
歯みがき剤です。

dōTERRAトゥースペイスト

心落ち着く安らぎのブレンド
ディフューズまたは足裏・背骨に
塗って、穏やかな目覚めと心地よ
い眠りをサポートします。

アースリズム

ドテラでヘルシー・ダイエット

毎日のスッキリのために、PHOSSIL ミネラルプレーン
15mL とレモン or ライムオイル 1 ～ 2 滴を、水また
は炭酸水に加えてお召し上がりください。

ミト 2 マックスとスマート＆サシー ソフトジェル
各 1 粒を忘れずに。

スプーン 1 杯のココナッツオイルにサイプレスとジュ
ニパーベリーを各 1 ～ 2 滴加え、おやすみ前に気に
なる部分をセルフマッサージ。溜めない身体づくり
の習慣に。
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毎日のちょっとした
ハプニングに備えて
ティートリー、ヘリクリサム、

ピューリファイはさまざまな場面で
活躍します。トラブル時にすぐ
対応できるよう、常備して

おきましょう。

Mood balance Focus &
 health support

心の状態とそのバランスは、健康を大きく左右する重要な要素です。
ドテラのムードマネジメント・シリーズから、今のあなたの感情や状況に応じたブレンドオイルを選んで、

楽しく気分をリセットしてみましょう。 毎日を心地よく過ごしたいのは、
子どもだって同じです。

丈夫な身体と学習環境づくりのために、
エッセンシャルオイルを
ご活用ください。

心のバランス

お子さまの健やかな成長のために

甘く優雅な安らぎのブレンド
甘く濃厚な香りが、贅沢な安らぎを与えてくれます。
入浴剤代わりや枕元の芳香に使って、優雅な眠りを。

ウェーブリズム

前向きになれるアクティブブレンド
太陽の恵みを受けた柑橘類をギュッと凝縮。
甘いバニラの香りと合わさって、
ブルーな気持ちを明るく元気づけてくれます。

サンリズム

幸福感を高めてテンションUP
華やかな香りがやる気のスイッチをON。
一日の始まりや、ここいちばん！の大事な場面に
ぴったりです。

ウィンドリズム

緊張を解いてほっとひと息
森や大地を思わせる温かな香りが、心を鎮め
安心感をもたらします。おやすみ前はもちろん、
起き抜けにも足裏に塗って、穏やかな目覚めを。

アースリズム

香りのボディガードを、
携帯に便利なソフトビーズに凝縮
毎日1粒の健康習慣。粒が小さいので
お子さまも安心です。味や香りが苦手な
方は、水などで飲み込んで。

オンガードビーズ

仕事や勉強がはかどる集中ブレンド
甘くエキゾチックな香りが、心を落ち着け
集中に導きます。足裏や手首に。

インチューン

誰からも愛されるみずみずしい香り
甘酸っぱくフレッシュな香りで、エネルギーを
チャージ。前向きで明るい気持ちに導きます。

dōTERRAオレンジ

あふれる清涼感でシャキッと爽快
ひんやり感じるのは主成分のメントールのおか
げ。眠気を吹き飛ばし、元気を取り戻します。

ペパーミント共通の使い方
お好みのオイルをディフューズ
したり、手のひらに垂らして大きく
吸い込み、身体全体に香りを

ゆきわたらせて。

疲れた心に活！
dōTERRAオレンジと

ペパーミントを手のひらに垂らし、
思いきり吸い込んで。

＊刺激が強いので、粘膜に触れないよう
ご注意ください。小さなお子さまには、
ディフューズでお使いいただくと

安全です。

6



毎日のちょっとした
ハプニングに備えて
ティートリー、ヘリクリサム、

ピューリファイはさまざまな場面で
活躍します。トラブル時にすぐ
対応できるよう、常備して

おきましょう。

Mood balance Focus &
 health support

心の状態とそのバランスは、健康を大きく左右する重要な要素です。
ドテラのムードマネジメント・シリーズから、今のあなたの感情や状況に応じたブレンドオイルを選んで、

楽しく気分をリセットしてみましょう。 毎日を心地よく過ごしたいのは、
子どもだって同じです。

丈夫な身体と学習環境づくりのために、
エッセンシャルオイルを
ご活用ください。

心のバランス

お子さまの健やかな成長のために

甘く優雅な安らぎのブレンド
甘く濃厚な香りが、贅沢な安らぎを与えてくれます。
入浴剤代わりや枕元の芳香に使って、優雅な眠りを。

ウェーブリズム

前向きになれるアクティブブレンド
太陽の恵みを受けた柑橘類をギュッと凝縮。
甘いバニラの香りと合わさって、
ブルーな気持ちを明るく元気づけてくれます。

サンリズム

幸福感を高めてテンションUP
華やかな香りがやる気のスイッチをON。
一日の始まりや、ここいちばん！の大事な場面に
ぴったりです。

ウィンドリズム

緊張を解いてほっとひと息
森や大地を思わせる温かな香りが、心を鎮め
安心感をもたらします。おやすみ前はもちろん、
起き抜けにも足裏に塗って、穏やかな目覚めを。

アースリズム

香りのボディガードを、
携帯に便利なソフトビーズに凝縮
毎日1粒の健康習慣。粒が小さいので
お子さまも安心です。味や香りが苦手な
方は、水などで飲み込んで。

オンガードビーズ

仕事や勉強がはかどる集中ブレンド
甘くエキゾチックな香りが、心を落ち着け
集中に導きます。足裏や手首に。

インチューン

誰からも愛されるみずみずしい香り
甘酸っぱくフレッシュな香りで、エネルギーを
チャージ。前向きで明るい気持ちに導きます。

dōTERRAオレンジ

あふれる清涼感でシャキッと爽快
ひんやり感じるのは主成分のメントールのおか
げ。眠気を吹き飛ばし、元気を取り戻します。

ペパーミント共通の使い方
お好みのオイルをディフューズ
したり、手のひらに垂らして大きく
吸い込み、身体全体に香りを

ゆきわたらせて。

疲れた心に活！
dōTERRAオレンジと

ペパーミントを手のひらに垂らし、
思いきり吸い込んで。

＊刺激が強いので、粘膜に触れないよう
ご注意ください。小さなお子さまには、
ディフューズでお使いいただくと

安全です。

7



Cleanse inside & outCleanse inside & out
自然界には、不要なものを排出して生まれ変わる

自然のサイクルがあります。
私たちも同じ自然の一部。健やかな毎日のため、

溜め込みがちな身体を内側からスッキリさせましょう。

私たちの周囲には、健康を脅かす危険がいっぱい。
エッセンシャルオイルがあれば、さわやかな香りのナチュラルな

クリーナーが誰でも簡単に作れます。
さまざまなお掃除にフル活用して、快適な環境を守りましょう。

身体もお部屋もクリーンに

柑橘系オイルを
水に垂らして飲めば、

ナチュラルなアプローチで
身体の中からキレイに

内側から
キレイになると…

・自然なめぐりで滞めないカラダに
・心もスッキリ穏やかに

・生活習慣に負けないスッキリボディに
・身体本来の感覚やバランスを取り戻す

・おいしく食べて食後も快適
・エネルギーに満ちた毎日に

しみ・汚れ落とし
スプレー

酢　1/2 カップ
レモン　20 滴

ガラスのスプレーボトルに
材料を入れてよく振り混ぜ、

汚れにスプレーして
拭き取ります。

薬草の香りで食後スッキリ
不快なときのお助けアイテムとして、水に
1 ～ 2 滴垂らして飲むか、ソフトジェル
1 粒をお召し上がりください。

ゼンジェスト
ゼンジェスト ソフトジェル

70 種類以上の植物ミネラルを 22,000mg も含有
水などで 10 ～ 20 倍に希釈してください。飲み物や料
理などに加えたり、食品カテゴリのオイルと組み合わせ
てもおいしく召し上がれます。

PHOSSIL ミネラルプレーン

すっきりさわやか、リフレッシュ
水やお好みの飲み物に数滴加え、
お召し上がりください。PHOSSIL
ミネラルシリーズとの相性も抜群です。

レモン

専用ボトルに詰め替えて使う泡の
ハンドソープ。刺激的な香りで、
毎日の手洗いを楽しく！

オンガード フォーミング 
ハンドウォッシュ

ヒノキチオールをたっぷり含む
木のオイル
少量のアルコール（なくても可）と
水で希釈してスプレーに。

アーボビテ 香り成分だけのナチュラルな
リフレッシュナー。
掃除機のフィルターに垂らしたり、
洗濯のすすぎ水に 1 ～ 2 滴加えて。

ピューリファイ

コップ 1 杯の水に、PHOSSIL ミネラルプレーンキャップ 1 杯
とレモンを 1 滴加え、毎日 3 ～ 5 回お召し上がりください。

スッキリウォーター

ゼンドクライン ソフトジェルを日に 2 ～ 3 度、
1 粒ずつを目安にお召し上がりください。

気になる生活習慣をリセット

アルファ CRS+ とミト 2 マックスを、朝晩
各 2 粒を目安にお召し上がりください。

年齢や環境に負けないバイタリティを

30日間チャレンジメニュー

* オイルがプラスチックを溶かす可能性があります。
　必ずガラス容器をお使いください。
* ニオイが気になる方は、酢の代わりにクエン酸小さじ 2 を
　水に溶いてお使いください。
* 素材によってはシミや色落ち、傷みの原因になることがあります。
　必ず事前に目立たない場所でお試しください。

スプレーボトルに
材料を入れてよく振り混ぜ、
窓などに吹きかけて新聞紙や
布などで拭き取ってください。
レモンのさわやかな香りで、
楽しいお掃除を ！

ガラスクリーナー

　　　酢　1/2 カップ
　　　水　1/2 カップ
　　　レモン　8 滴

8



Cleanse inside & out
自然界には、不要なものを排出して生まれ変わる

自然のサイクルがあります。
私たちも同じ自然の一部。健やかな毎日のため、

溜め込みがちな身体を内側からスッキリさせましょう。

私たちの周囲には、健康を脅かす危険がいっぱい。
エッセンシャルオイルがあれば、さわやかな香りのナチュラルな

クリーナーが誰でも簡単に作れます。
さまざまなお掃除にフル活用して、快適な環境を守りましょう。

身体もお部屋もクリーンに

柑橘系オイルを
水に垂らして飲めば、

ナチュラルなアプローチで
身体の中からキレイに

内側から
キレイになると…

・自然なめぐりで滞めないカラダに
・心もスッキリ穏やかに

・生活習慣に負けないスッキリボディに
・身体本来の感覚やバランスを取り戻す

・おいしく食べて食後も快適
・エネルギーに満ちた毎日に

しみ・汚れ落とし
スプレー

酢　1/2 カップ
レモン　20 滴

ガラスのスプレーボトルに
材料を入れてよく振り混ぜ、

汚れにスプレーして
拭き取ります。

薬草の香りで食後スッキリ
不快なときのお助けアイテムとして、水に
1 ～ 2 滴垂らして飲むか、ソフトジェル
1 粒をお召し上がりください。

ゼンジェスト
ゼンジェスト ソフトジェル

70 種類以上の植物ミネラルを 22,000mg も含有
水などで 10 ～ 20 倍に希釈してください。飲み物や料
理などに加えたり、食品カテゴリのオイルと組み合わせ
てもおいしく召し上がれます。

PHOSSIL ミネラルプレーン

すっきりさわやか、リフレッシュ
水やお好みの飲み物に数滴加え、
お召し上がりください。PHOSSIL
ミネラルシリーズとの相性も抜群です。

レモン

専用ボトルに詰め替えて使う泡の
ハンドソープ。刺激的な香りで、
毎日の手洗いを楽しく！

オンガード フォーミング 
ハンドウォッシュ

ヒノキチオールをたっぷり含む
木のオイル
少量のアルコール（なくても可）と
水で希釈してスプレーに。

アーボビテ 香り成分だけのナチュラルな
リフレッシュナー。
掃除機のフィルターに垂らしたり、
洗濯のすすぎ水に 1 ～ 2 滴加えて。

ピューリファイ

コップ 1 杯の水に、PHOSSIL ミネラルプレーンキャップ 1 杯
とレモンを 1 滴加え、毎日 3 ～ 5 回お召し上がりください。

スッキリウォーター

ゼンドクライン ソフトジェルを日に 2 ～ 3 度、
1 粒ずつを目安にお召し上がりください。

気になる生活習慣をリセット

アルファ CRS+ とミト 2 マックスを、朝晩
各 2 粒を目安にお召し上がりください。

年齢や環境に負けないバイタリティを

30日間チャレンジメニュー

* オイルがプラスチックを溶かす可能性があります。
　必ずガラス容器をお使いください。
* ニオイが気になる方は、酢の代わりにクエン酸小さじ 2 を
　水に溶いてお使いください。
* 素材によってはシミや色落ち、傷みの原因になることがあります。
　必ず事前に目立たない場所でお試しください。

スプレーボトルに
材料を入れてよく振り混ぜ、
窓などに吹きかけて新聞紙や
布などで拭き取ってください。
レモンのさわやかな香りで、
楽しいお掃除を ！

ガラスクリーナー

　　　酢　1/2 カップ
　　　水　1/2 カップ
　　　レモン　8 滴

9



Baby care & on-the-go Bedtime
お子様連れのときはもちろん、一人で出かけるときも、準備が万端なら安心ですね。

いざというときに備えて持ち歩きたいアイテムをご紹介します。

快眠は健康の基本です。
多くのエッセンシャルオイルには、

気分を落ち着かせて心地よい眠りに導くはたらきがあります。ベビーケアとお出かけに ベッドタイム

ハンド
クレンジングジェル

アロエベラジェル *　大さじ５
ビタミンEオイル *　小さじ1/4

水　大さじ４
オンガード　8~10滴

材料をボウルで混ぜ合わせ、
チューブ容器に入れます。お出かけに
携帯して、清潔な手をキープ。
*ネット通販や化粧品材料専門店で
手に入ります。ジェル状の
ハンドローションでも代用可。

ママバッグに
入れておきたいオイル

アースリズム
ウェーブリズム
ゼンジェスト

ローマンカモミール
アロマタッチ
テラアーマー

リラックスタイムの
入浴剤

エプソムソルトまたは粗塩
1カップ

アースリズム、ウェーブリズム、
ラベンダー　計10滴
よく混ぜ、お風呂に
入れてください。

おすすめオイル8種
ペパーミント
ラベンダー

グレープフルーツ
ティートリー
ゼンジェスト
オンガード
サンリズム
イージーエア

無香料でうるおいたっぷりのキャリア
オイル。エッセンシャルオイルといっ
しょにご使用ください。

dōTERRA
ココナッツオイル

甘く穏やかな癒やしの香り。やさし
いつけ心地で、多目的に活躍します。

ラベンダー

8 種のお気に入りオイルをコンパク
トに持ち歩ける携帯ケース。リング
でバッグなどにつけておけば、備え
は万全です。

dōTERRA
ミニボトルケース

お肌を落ち着かせ、心地よい眠り
へと導きます。

ローマンカモミール

甘くゴージャスな香りで、
安らかな眠りを演出します。

ウェーブリズム
心のバランスを整え、穏やかな
リラックス状態に導きます。

アースリズム
ニオイやヨゴレが気になるとき、
いつでもリフレッシュ。

ティートリー

ラベンダーまたはウェーブリズムを
枕に１～ 2滴落とします。

いい夢を見るために

dōTERRAオレンジとベチバーを
１～３滴ずつ、足裏や背骨に
塗布します。

即効リラックス

オンガードでうがいをして、
イージーエアをディフューズします。

心地よく深い寝息を

ラベンダー 3滴、ベチバー 2滴、
フランキンセンス1滴、イランイラ
ン1滴、dōTERRAオレンジ 1滴を
混ぜ、ディフューズするか、首や足
に塗ってマッサージします。

ぐっすり眠るために

安らぎの時間におすすめ

イージーエア
ココナッツオイルと
一緒に胸に塗ると、
スーッと穏やかな
眠りに。
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CONSULT

悩み・課題 使用中の製品（他社のものも含む） 必要なドテラ製品

1.

2.

3.

 

ヘルシーライフのためのおすすめ製品
アースリズム
DDRプライムパック
オンガード
レモン（またはその他柑橘系オイル）

ペパーミント
スマート＆サシー
インチューン

アースリズム
DDRプライムパック
ウェーブリズム
（またはその他のリラックス系オイル）

＝内服・食用／

1.

2.

3.

2.

M

M

M

M

M

M

＝塗布T

T

T

T T

T

4

3

Wellness

2

/           /           /           

I reach my wellness goals!

シングルオイル

PRODUCT GUIDEQuick

ドテラ ウェルネス・ピラミッド

お悩みや関心事に合わせて、製品を選びましょう
まずは解決したい悩みや課題を挙げ、右ページの製品一覧をご覧になって対応する製品をお選びください。

エッセンシャルオイルの解説書を手に入れたり、参考になる Web サイトを探しましょう
必要な情報を得るための資料として、書籍や Web サイトなどの情報源を揃えましょう。困ったときやもっと知りたいとき、すぐに調べられて安心です。

ウェルネス・プランを立て、表に書き出しましょう
下記の表を使って、①で選んだ製品をいつ、どうやって使用するか計画しましょう。

自然の恵みで毎日を健やかに
③で考えたウェルネス・プランをもとに、3 ヵ月間の LRP 注文を計画しましょう。注文日は、毎月 5 ～ 15 日の間に設定するのがおすすめです。

毎日のウェルネス・プラン

ウェルネス・コンサルト 製品一覧

ドテラ計画が完成！

参考となる書籍 参考となるWebサイト

朝

1 ヵ月目の LRP　　　注文日 2 ヵ月目の LRP　　　注文日

合計 PV合計 PV 合計 PV

3 ヵ月目の LRP　　　注文日

昼 夜

______                      アーボビテ O　環境や季節に負けない身体づくりの 
 強い味方。お掃除や防虫にも。
______                    イランイラン O　ヘアケアやお肌のケアに。気分を 
  高め、感情をほぐす甘く優美な香り。
______                    オレガノ O　外敵や年齢に負けない身体づくりや、 
  健康的な食生活を応援。空気の心配なときにも。
______                    dōTERRA オレンジ O　みずみずしい香りで活力を与 
  え、身体の中からクリーンに。お掃除にも活躍。
______                    カシア O　力強くスパイシーな香りが身体を温め、 
  自然な「めぐり」をサポート。
______           カルダモン O　スパイシーでクールな香りでクリア 
  な空気に。食後やドライブ時にも。
______           クラリセージ O　幸福感をもたらすあたたかな香り 
  が、女性のめぐりや安眠をサポート。
______           グレープフルーツ O　フレッシュな香りが気分を盛 
  り上げ、ダイエットやスポーツ時に最適。
______           クローブ O　年齢や季節に負けない身体づくりに。 
  お口の健康維持とブレスケアに。
______           コリアンダー O　食欲をそそり、リフレッシュでき 
  るハーバルな香り。健康的な食生活に。
______           サイプレス O　落ち込んだ気持ちを癒やす「香りの 
  森林浴」。お疲れモードには塗布で。
______           サンダルウッド O 緊張を和らげ精神を集中に導 
  く、深く甘い香り。スキンケアにも。
______           シダーウッドO　心と身体をリラックスに導く、爽 
  やかな木の香り。オイリー肌にも。
______        シナモンバーク O 刺激的な香りが身体を温め、元 
  気アップ。外敵に負けない身体づくりにも。
______        ジュニパーベリー O 　不要なものをため込みがちな 
  方や、お疲れモードのときに塗布。気になるお肌にも。
______        シラントロ O　エスニック料理でおなじみでのパク 
  チー。健康的な食生活と自然なめぐりをサポート。
______        ジンジャー O　おいしく食べて食後スッキリ。健康的 
  でバランスのとれた食生活を応援。
______        ゼラニウム O　甘く華やかな香りが心を落ち着け、優 
  雅な気分に。スキンケアや玄関等の虫よけにも。
______        ティートリー O　外敵に負けない身体づくりや、住ま 
  いのニオイ対策に。お肌も清浄に保ちます。
______        バジル O　クリアな思考に導くスッキリした香り。女 
  性の健やかなめぐりにも。
______        パチョリ O　心落ち着くエレガントな香り。エイジン 
  グサインの気になるお肌にも。
______    ブラックペッパー O　外敵に負けない身体づくりに。 
  刺激的な香りで、窮屈な気分もすっきり。
______        フランキンセンス O　滋味あふれる安らぎの香りが 
  活力を生み、穏やかな集中に導きます。
______        ベチバー O　大地のように力強く温かな香りが、心の 
  バランスを整え、健やかな身体づくりを助けます。
______        ペパーミント OB ひんやり感が緊張をほぐし、気 
  分をシャキッと。食生活のサポートやブレスケアにも。
______        ヘリクリサム O　心安らぐ干し草のような香り。健や 
  かなめぐりと若々しいお肌に。
______        ベルガモット O　ほろ苦くみずみずしい香りが、落ち 
  込んだ気持ちをほぐして前向きに。
______        ホワイトファー O 温かく爽やかな森の香りが 
  スーッと通り、疲れた心身を癒やして活力を。
______        マジョラム O　温かなハーブの香りが高ぶった気持ち 
  を鎮め、心地よい眠りに。丈夫な身体づくりにも。
______        ミルラ O　心に沁みる、スモーキーで甘苦い高貴な香 
  り。お肌も健やかに整えます。
______        ユーカリプタス O　爽快な森の香りが元気を与え、 
  心身ともにスッキリクリアに。
______        ライム O　フレッシュで力強い香りが気持ちをひきし 
  め、ポジティブに。内側からのキレイにも。
______        ラベンダー O　穏やかな癒やしの香りで、おやすみタ 
  イムに、気になるお肌のケアにと大活躍。
______        レモン O　前向きになれる爽やかな香り。料理や飲み 
  物に、またエアフレッシュナーやお掃除にも。
______        レモングラス O　シャープな香りで疲れた心身をリフ 
  レッシュ。防虫や生ゴミ対策、加齢臭にも。
______        ローズマリー O　ハーブの香りがスーッと通って快適 
  に。怠け心や雑念を払い、心を研ぎ澄まします。
______        ローマンカモミール O　怒りやモヤモヤを晴らす、や 
  さしく華やかな香り。穏やかなはたらきで美肌に。

ブレンドオイル スキンケア・スパ

リビング

サプリメント

______                      アースリズム O　環境や季節に負けない身体づくりの 
 強い味方。不安な心を鎮め、ゆったり落ち着けてく 
 れます。おやすみ前やお目覚め時に。
______                      アロマタッチ O 　スッキリ＆ゆったり、癒やしのブ 
 レンド。背中や手足に塗布して、おうちエステ気分。
______                      イージーエア O　人ごみや季節の変わり目には、清 
 涼感あふれる香りでスッキリ。安眠にも。
______                      インチューン R　深く甘いエキゾチックな香りが心を 
 鎮め、深い集中に導きます。仕事や勉強、瞑想などに。
______                      ウィスパー O　高貴なオイルを贅沢に配合。甘い香 
 りで女性の魅力を引き出し、ロマンチックなムード 
 を演出。
______                      ウィンドリズム O 華やかな香りで自信ややる気を 
 高め、幸福な気持ちに。お目覚め時や気合を入れた 
 いときに。
______                      ウェーブリズム O 甘く濃厚な香りが心を落ち着け、 
 安らかに。おやすみ前やリラックスタイムに最適。
______                      HD クリア R　皮脂バランスの気になる肌にスポット 
 で塗って、クリアに。フレッシュな香りも魅力。
______                      オンガード OBS　外敵や季節に負けない、身体本 
 来の力をサポート。お掃除やニオイ対策にも。
______                      クラリカーム R　女性の強い味方。穏やかな香りでイ 
 ライラを和らげ、デリケートなリズムをサポート。
______                      サルベル R　貴重なオイルを贅沢に配合した香りの美 
 容液。エイジングサインの集中ケアに。
______                      サンリズム O　たっぷりの柑橘とバニラの甘酸っぱ 
 い香りが、ブルーな気持ちを明るく前向きに。
______                      スマート＆サシー OS　柑橘の香りがダイエット時 
 の気分をアップ。空腹感を紛らせ、スパイスが身体 
 を温めます。
______                      ゼンジェスト OS ハーブとスパイスの香りが、食 
 後の気分をスッキリ整えます。お酒の席やドライブ 
 にも。
______                      ゼンドクライン S　生活習慣が気になる方も、身体の 
 中からスッキリ。軽やかな毎日をサポートします。
______                      テラアーマー O　虫が苦手な香りをブレンド。玄関 
 先や窓際のガードや、アウトドア活動のおともに。
______                      ディープブルー OR　クールな香りで疲れた心身を 
 癒やす「香りの冷湿布」。運動や立ち仕事の後に。
______                      トライイーズ S　マスクの季節の健康を守るブレン 
 ド。スッキリした香りで、不快な気分もスッキリ。
______                      パステンタス R　緊張やイライラを和らげ、穏やかな 
 気分に。ストレスの多い仕事のリフレッシュに。
______                      ピューリファイ O 汚れやニオイの気になる空気を、 
 クリーンにリフレッシュ。洗濯物の部屋干しにも。

______                      アルファ CRS+ 　ポリフェノールなどの健康成分が 
 ギッシリ。外敵や年齢に負けない身体づくりのおと 
 もに。
______             ミト 2 マックス　ノンカフェインで、身体にやさしく 
 スタミナをキープ。アクティブな毎日をサポートし
 ます。
______             DDR プライム OS いくつになっても元気でいたい方 
 のために、若々しく健やかな身体づくりをサポート。
______             PHOSSIL ミネラルプレーン　70 種類以上のミネラルが 
 バランスよくはたらき、毎日の健康を支援します。
______             PHOSSIL ミネラル CaFe　ミネラルプレーンにプルーン 
 果汁を配合して飲みやすく、毎日のめぐりもサポート。
______             PHOSSIL ミネラルカシス　アントシアニンたっぷりの 
 カシス果汁を配合。携帯やパソコン作業の多い方にも。
______             PHOSSIL ミネラルカプセル　ミネラルを粉末化してカ 
 プセルに。手軽に効率よくミネラルを補給できます。

______                      ベラージ（クレンザー、トナー、ハイドレイティング 
 セラム、モイスチャライザー） 
 ナチュラルなお手入れで、若々しく健やかな美肌を 
 取り戻すお手伝いをするスキンケアシリーズ。
______                      HD クリア フォーミングフェイスウォッシュ　皮脂バ 
 ランスが気になる肌に。余分な皮脂や汚れをやさし 
 く落としてクリアに整えます。
______                      エッセンシャルスキンケア（クレンザー、トナー、
 セラム、モイスチャライザー） 
 植物の力で、いきいきした健やかな素肌をキープ。
______                      ジェントルスクラブ　毛穴の汚れや古い角質をやさし 
 く取り除き、ツルツルに。
______                      ハイドレイティングクリーム　乾燥した肌にうるおい 
 を与えて閉じ込め、吸いつくようなしっとり肌に。
______                      サロン エッセンシャルズ（シャンプー、コンディショ 
 ナー、ヘアセラム） 
 うるおいを守り、コシのあるなめらかな美髪に仕上 
 げるヘアケアシリーズ。
______                      スパ バスバー　ブレンドオイルの香りが楽しめる浴用 
 石鹸。安らぎとうるおいのウェーブリズムと、スク 
 ラブ入りのサンリズムの 2 種。
______                      ハンド＆ボディローション　軽いつけ心地でやさしく 
 うるおう乳液タイプ。無香料だからオイルと一緒に 
 使って。
______                      dōTERRA ココナッツオイル　無色透明でさらっとなめ 
 らかなキャリアオイル。肌にすばやくなじんでオイ 
 ルを届けます。
______                      ローズハンドローション　ブルガリアンローズの高貴 
 な香り。売上金は全額ヒーリングハンズ基金に寄付 
 されます。

______            ディープブルーラブ　ディープブルーをたっぷり配合。 
 伸びのよいクリームタイプで使いやすい。
______            dōTERRA トゥースペイスト　オンガード配合の香り豊 
 かな歯みがき。口臭や汚れを除去し、お口の健康を 
 守ります。
______            オンガード フォーミングハンドウォッシュ　オンガー 
 ドの豊かな香りが家族の健康をガード。泡タイプだ 
 からお子さまも簡単。
______            ロータスディフューザー　熱を使わない超音波振動タ
 イプだから、オイルの成分を変化させずに散布でき 
 ます。

製品名は、主な使い方ごとに色分けされています

医療・専門ケア

正しい食生活

運動

休息とストレスケア

溜めない身体づくり

確かな知識に基づくセルフケア

ヘ
ル
ス
ケ
ア

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

エッセンシャルオイルのタイプ

Oオイル R ロールオン Bビーズ Sソフトジェル
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CONSULT

悩み・課題 使用中の製品（他社のものも含む） 必要なドテラ製品

1.

2.

3.

 

ヘルシーライフのためのおすすめ製品
アースリズム
DDRプライムパック
オンガード
レモン（またはその他柑橘系オイル）

ペパーミント
スマート＆サシー
インチューン

アースリズム
DDRプライムパック
ウェーブリズム
（またはその他のリラックス系オイル）

＝内服・食用／

1.

2.

3.

2.

M

M

M

M

M

M

＝塗布T

T

T

T T

T

4

3

Wellness

2

/           /           /           

I reach my wellness goals!

シングルオイル

PRODUCT GUIDEQuick

ドテラ ウェルネス・ピラミッド

お悩みや関心事に合わせて、製品を選びましょう
まずは解決したい悩みや課題を挙げ、右ページの製品一覧をご覧になって対応する製品をお選びください。

エッセンシャルオイルの解説書を手に入れたり、参考になる Web サイトを探しましょう
必要な情報を得るための資料として、書籍や Web サイトなどの情報源を揃えましょう。困ったときやもっと知りたいとき、すぐに調べられて安心です。

ウェルネス・プランを立て、表に書き出しましょう
下記の表を使って、①で選んだ製品をいつ、どうやって使用するか計画しましょう。

自然の恵みで毎日を健やかに
③で考えたウェルネス・プランをもとに、3 ヵ月間の LRP 注文を計画しましょう。注文日は、毎月 5 ～ 15 日の間に設定するのがおすすめです。

毎日のウェルネス・プラン

ウェルネス・コンサルト 製品一覧

ドテラ計画が完成！

参考となる書籍 参考となるWebサイト

朝

1 ヵ月目の LRP　　　注文日 2 ヵ月目の LRP　　　注文日

合計 PV合計 PV 合計 PV

3 ヵ月目の LRP　　　注文日

昼 夜

______                      アーボビテ O　環境や季節に負けない身体づくりの 
 強い味方。お掃除や防虫にも。
______                    イランイラン O　ヘアケアやお肌のケアに。気分を 
  高め、感情をほぐす甘く優美な香り。
______                    オレガノ O　外敵や年齢に負けない身体づくりや、 
  健康的な食生活を応援。空気の心配なときにも。
______                    dōTERRA オレンジ O　みずみずしい香りで活力を与 
  え、身体の中からクリーンに。お掃除にも活躍。
______                    カシア O　力強くスパイシーな香りが身体を温め、 
  自然な「めぐり」をサポート。
______           カルダモン O　スパイシーでクールな香りでクリア 
  な空気に。食後やドライブ時にも。
______           クラリセージ O　幸福感をもたらすあたたかな香り 
  が、女性のめぐりや安眠をサポート。
______           グレープフルーツ O　フレッシュな香りが気分を盛 
  り上げ、ダイエットやスポーツ時に最適。
______           クローブ O　年齢や季節に負けない身体づくりに。 
  お口の健康維持とブレスケアに。
______           コリアンダー O　食欲をそそり、リフレッシュでき 
  るハーバルな香り。健康的な食生活に。
______           サイプレス O　落ち込んだ気持ちを癒やす「香りの 
  森林浴」。お疲れモードには塗布で。
______           サンダルウッド O 緊張を和らげ精神を集中に導 
  く、深く甘い香り。スキンケアにも。
______           シダーウッドO　心と身体をリラックスに導く、爽 
  やかな木の香り。オイリー肌にも。
______        シナモンバーク O 刺激的な香りが身体を温め、元 
  気アップ。外敵に負けない身体づくりにも。
______        ジュニパーベリー O 　不要なものをため込みがちな 
  方や、お疲れモードのときに塗布。気になるお肌にも。
______        シラントロ O　エスニック料理でおなじみでのパク 
  チー。健康的な食生活と自然なめぐりをサポート。
______        ジンジャー O　おいしく食べて食後スッキリ。健康的 
  でバランスのとれた食生活を応援。
______        ゼラニウム O　甘く華やかな香りが心を落ち着け、優 
  雅な気分に。スキンケアや玄関等の虫よけにも。
______        ティートリー O　外敵に負けない身体づくりや、住ま 
  いのニオイ対策に。お肌も清浄に保ちます。
______        バジル O　クリアな思考に導くスッキリした香り。女 
  性の健やかなめぐりにも。
______        パチョリ O　心落ち着くエレガントな香り。エイジン 
  グサインの気になるお肌にも。
______    ブラックペッパー O　外敵に負けない身体づくりに。 
  刺激的な香りで、窮屈な気分もすっきり。
______        フランキンセンス O　滋味あふれる安らぎの香りが 
  活力を生み、穏やかな集中に導きます。
______        ベチバー O　大地のように力強く温かな香りが、心の 
  バランスを整え、健やかな身体づくりを助けます。
______        ペパーミント OB ひんやり感が緊張をほぐし、気 
  分をシャキッと。食生活のサポートやブレスケアにも。
______        ヘリクリサム O　心安らぐ干し草のような香り。健や 
  かなめぐりと若々しいお肌に。
______        ベルガモット O　ほろ苦くみずみずしい香りが、落ち 
  込んだ気持ちをほぐして前向きに。
______        ホワイトファー O 温かく爽やかな森の香りが 
  スーッと通り、疲れた心身を癒やして活力を。
______        マジョラム O　温かなハーブの香りが高ぶった気持ち 
  を鎮め、心地よい眠りに。丈夫な身体づくりにも。
______        ミルラ O　心に沁みる、スモーキーで甘苦い高貴な香 
  り。お肌も健やかに整えます。
______        ユーカリプタス O　爽快な森の香りが元気を与え、 
  心身ともにスッキリクリアに。
______        ライム O　フレッシュで力強い香りが気持ちをひきし 
  め、ポジティブに。内側からのキレイにも。
______        ラベンダー O　穏やかな癒やしの香りで、おやすみタ 
  イムに、気になるお肌のケアにと大活躍。
______        レモン O　前向きになれる爽やかな香り。料理や飲み 
  物に、またエアフレッシュナーやお掃除にも。
______        レモングラス O　シャープな香りで疲れた心身をリフ 
  レッシュ。防虫や生ゴミ対策、加齢臭にも。
______        ローズマリー O　ハーブの香りがスーッと通って快適 
  に。怠け心や雑念を払い、心を研ぎ澄まします。
______        ローマンカモミール O　怒りやモヤモヤを晴らす、や 
  さしく華やかな香り。穏やかなはたらきで美肌に。

ブレンドオイル スキンケア・スパ

リビング

サプリメント

______                      アースリズム O　環境や季節に負けない身体づくりの 
 強い味方。不安な心を鎮め、ゆったり落ち着けてく 
 れます。おやすみ前やお目覚め時に。
______                      アロマタッチ O 　スッキリ＆ゆったり、癒やしのブ 
 レンド。背中や手足に塗布して、おうちエステ気分。
______                      イージーエア O　人ごみや季節の変わり目には、清 
 涼感あふれる香りでスッキリ。安眠にも。
______                      インチューン R　深く甘いエキゾチックな香りが心を 
 鎮め、深い集中に導きます。仕事や勉強、瞑想などに。
______                      ウィスパー O　高貴なオイルを贅沢に配合。甘い香 
 りで女性の魅力を引き出し、ロマンチックなムード 
 を演出。
______                      ウィンドリズム O 華やかな香りで自信ややる気を 
 高め、幸福な気持ちに。お目覚め時や気合を入れた 
 いときに。
______                      ウェーブリズム O 甘く濃厚な香りが心を落ち着け、 
 安らかに。おやすみ前やリラックスタイムに最適。
______                      HD クリア R　皮脂バランスの気になる肌にスポット 
 で塗って、クリアに。フレッシュな香りも魅力。
______                      オンガード OBS　外敵や季節に負けない、身体本 
 来の力をサポート。お掃除やニオイ対策にも。
______                      クラリカーム R　女性の強い味方。穏やかな香りでイ 
 ライラを和らげ、デリケートなリズムをサポート。
______                      サルベル R　貴重なオイルを贅沢に配合した香りの美 
 容液。エイジングサインの集中ケアに。
______                      サンリズム O　たっぷりの柑橘とバニラの甘酸っぱ 
 い香りが、ブルーな気持ちを明るく前向きに。
______                      スマート＆サシー OS　柑橘の香りがダイエット時 
 の気分をアップ。空腹感を紛らせ、スパイスが身体 
 を温めます。
______                      ゼンジェスト OS ハーブとスパイスの香りが、食 
 後の気分をスッキリ整えます。お酒の席やドライブ 
 にも。
______                      ゼンドクライン S　生活習慣が気になる方も、身体の 
 中からスッキリ。軽やかな毎日をサポートします。
______                      テラアーマー O　虫が苦手な香りをブレンド。玄関 
 先や窓際のガードや、アウトドア活動のおともに。
______                      ディープブルー OR　クールな香りで疲れた心身を 
 癒やす「香りの冷湿布」。運動や立ち仕事の後に。
______                      トライイーズ S　マスクの季節の健康を守るブレン 
 ド。スッキリした香りで、不快な気分もスッキリ。
______                      パステンタス R　緊張やイライラを和らげ、穏やかな 
 気分に。ストレスの多い仕事のリフレッシュに。
______                      ピューリファイ O 汚れやニオイの気になる空気を、 
 クリーンにリフレッシュ。洗濯物の部屋干しにも。

______                      アルファ CRS+ 　ポリフェノールなどの健康成分が 
 ギッシリ。外敵や年齢に負けない身体づくりのおと 
 もに。
______             ミト 2 マックス　ノンカフェインで、身体にやさしく 
 スタミナをキープ。アクティブな毎日をサポートし
 ます。
______             DDR プライム OS いくつになっても元気でいたい方 
 のために、若々しく健やかな身体づくりをサポート。
______             PHOSSIL ミネラルプレーン　70 種類以上のミネラルが 
 バランスよくはたらき、毎日の健康を支援します。
______             PHOSSIL ミネラル CaFe　ミネラルプレーンにプルーン 
 果汁を配合して飲みやすく、毎日のめぐりもサポート。
______             PHOSSIL ミネラルカシス　アントシアニンたっぷりの 
 カシス果汁を配合。携帯やパソコン作業の多い方にも。
______             PHOSSIL ミネラルカプセル　ミネラルを粉末化してカ 
 プセルに。手軽に効率よくミネラルを補給できます。

______                      ベラージ（クレンザー、トナー、ハイドレイティング 
 セラム、モイスチャライザー） 
 ナチュラルなお手入れで、若々しく健やかな美肌を 
 取り戻すお手伝いをするスキンケアシリーズ。
______                      HD クリア フォーミングフェイスウォッシュ　皮脂バ 
 ランスが気になる肌に。余分な皮脂や汚れをやさし 
 く落としてクリアに整えます。
______                      エッセンシャルスキンケア（クレンザー、トナー、
 セラム、モイスチャライザー） 
 植物の力で、いきいきした健やかな素肌をキープ。
______                      ジェントルスクラブ　毛穴の汚れや古い角質をやさし 
 く取り除き、ツルツルに。
______                      ハイドレイティングクリーム　乾燥した肌にうるおい 
 を与えて閉じ込め、吸いつくようなしっとり肌に。
______                      サロン エッセンシャルズ（シャンプー、コンディショ 
 ナー、ヘアセラム） 
 うるおいを守り、コシのあるなめらかな美髪に仕上 
 げるヘアケアシリーズ。
______                      スパ バスバー　ブレンドオイルの香りが楽しめる浴用 
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エッセンシャルオイルのタイプ

Oオイル R ロールオン Bビーズ Sソフトジェル
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Tips

LRP注文について解説した動画があります。sharesuccess.com/rewards（英語サイト）でご覧ください。

IPC価格（参考小売価格の約33％引）での購入

最大30%のリワード・ポイントを還元 

POMのプレゼント（毎月1～15日・125PV以上）

送料無料（100PV以上）

ボーナスのお支払い資格（100PV以上）

特典 通常注文 LRP注文

Loyalty Rewards 

Enjoy!
10% 15% 20% 25% 30%

4ヵ月目～ 7ヵ月目～ 10ヵ月目～ 13ヵ月目～

free

IPC ならではのメリットを最大限に活かせるシステムが
「ロイヤルティー・リワード・プログラム（LRP）」。

毎日のドテラ生活を支える定期購入制度で、注文日と内容は自由に設定できます。
さらに、ポイント還元や製品プレゼントなどのうれしい特典もお楽しみいただけます。

還元率は、継続期間に応じてアップ

ロイヤルティー・リワード・プログラムのご案内 ご使用上の注意

毎月1～15日の間に125PV以上
購入されると、プロダクト・オブ・
ザ・マンス（POM）のプレゼント
が受け取れます。

さらに！最大30％のリワード・ポイントを獲得

健康ガードセット

インナービューティーセット

アクティブ＆リラックスセット

LRP だけのお得なセット *LRP のおすすめセット

よくあるご質問

リワード・ポイントの還元率を最大の 30％にするには、
どうすればいいですか？
・リワード・ポイントの還元率は、50PV 以上の LRP 注文を毎月継続すること 
 で上昇していきます。

・スタート時の還元率は 10％で、3ヵ月継続するごとに 5% ずつ、最大 30％ 
 まで上昇します。

・初回購入時に特定のキットを購入することで、高い還元率からスタートする 
 ことができます。その後は通常と同様、3 ヶ月ごとに 5％ずつ、最大 30％ 
 まで上昇します。

LRP 注文を作成・変更するには、どうすればいいですか？
・マイドテラオフィス（www.mydoterra.com）にログインし、新規作成時は 
 「新しい LRP 注文」ボタンをクリックします。変更の際は、「LRP 注文予定」 
 に表示された一覧から、変更したいテンプレートを選んでください。

リワード・ポイントを使うには、どうすればいいですか？
・リワード・ポイントは、購入の翌月 16 日ごろに付与され、お好きなときに
 製品と交換することができます。 

・マイドテラオフィスでご希望の製品をカートに入れ、カートの一覧で「ポイ 
 ント交換」欄のプルダウンから数量「1」を選びます。

LRP 注文を休止するには、どうすればいいですか？
・マイドテラオフィスでは、LRP テンプレートをなくすことができません。
   カスタマーサービスにご連絡ください。

・LRP 注文を休止すると継続月数はゼロに戻ってしまい、再開時には再び  
   10% からのスタートとなります。リワード・ポイントも失効しますので、
　ご注意ください。

LRP 注文を、月に複数回設定することはできますか？
・可能です。既存のテンプレートの内容と注文日を変更すれば、何度でも  
 再注文ができますし、新たな LRP テンプレートを作ることもできます。

・テンプレートを変更した場合は、出荷後に翌月必要な内容に戻しておけ  
 ば安心です。複数のテンプレートを作った場合は、翌月に必要なテン  
 プレート以外は削除するようにしましょう。

送料を無料にするには、どうすればいいですか？
・1 回の注文で 100PV 以上ご注文いただけば、送料は無料になります。 

LRP プログラムのメリットを最大限活用するには？
・毎月の POM を確実に受け取り、さまざまな特典を見逃さないために、  
 毎月 5日から 15日の注文日で、125PV 以上設定することをおすすめし  
 ます。

・毎月の POM と割引製品は、前月末に発表されます。この期間の注文で  
 あれば、情報を確認してから注文を再考する余裕があり安心です。

・時折実施されるお得なキャンペーンも、ほとんどが 1 日スタートです。  
 PV と価格の両方を熟慮し、お得に買い物しましょう（ほとんどのキャン  
 ペーンやボーナスは、PV に基づいて計算されます）。

安全のために
・目、鼻、耳に入らないようご注意ください。

・敏感肌の方や、刺激の強いオイルを塗布 
 する場合は、ココナッツオイルで希釈して 
 ご使用ください。

・オイルの力は、時に刺激となる場合があり 
 ます。必ずごく少量からお試しいただき、 
 増やす場合は、1 回の量よりも頻度を増や 
 すようにしてください。

・柑橘系オイルは、紫外線によってシミやか 
 ぶれ、アレルギー症状等を引き起こすこと 
 があります。肌についた後は石鹸等でよく 
 洗うか、少なくとも半日程度は直射日光を 
 避けてください。

　使用方法と保存について
・オイルの品質を長く保つため、直射日光や 
 高温を避けて保存してください。

・オイルには、プラスチック破損させるおそ 
 れがあります。オイルを使った化粧品や生 
 活用品、飲食物等の保存には、ガラス容 
 器を使用してください。

・ディフューザーは、寝室や人の出入りが多 
 い場所に置くのがおすすめです。

オイルの力を活かすために
・オイルの作用は、使う人によって差があり 
 ます。期待に沿わない場合は、別のオイ 
 ルや異なる使用法を試してみましょう。

・オイルの力をすばやく効率よく体内にとど 
 けるためには、蒸しタオルなどの温湿布や 
 マッサージをするとよいでしょう。

・オイルの力を全身で感じるためには、足裏 
 や背骨、へそ周りなどに塗布するのがおす 
 すめです。

獲得したリワード・ポイントの維持
購入PVに応じたリワード・ポイントの獲得
ボーナスの受け取り資格を獲得*
POMの獲得（毎月1～15日の注文に限る）

*ドテラビジネスの報酬を受け取るには、毎月100PV以上のLRP注文（ユニレベルのみ
  通常注文でも可）が必須条件です。

特典 1 50 100 125特典／必要なPV

サロン エッセンシャルズ 
シャンプー＆コンディショナー

　　　　　　　　　　3,850 円／ PV：26.00

エッセンシャル スキンケアキット

＊シャンプーおよびコンディショナーの各 2 本セットもあります。

※価格はすべて税込の IPC 価格です。

＊特別価格のため、PV は通常より低く設定されています。

+

program

合計 132 PV　17,800 円

合計 128 PV　14,650 円

14,200 円／ PV：110.00

合計 167 PV　18,000 円

通常注文より 1,550 円もお得！

通常注文と同価格でスクラブがついてくる！

15,000円以上

ユニレベルのみ
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Get Support

サポート担当者 サブ担当者

チームミーティングやカンファレンスコール／SNSグループ

TEL

メール

TEL

メール

  

セミナーやイベント   参加したいイベントがあれば書きましょう。

メンバーサービス

お役立ちサイト

ドテラ・インターナショナル ホームページ    www.doterra.com/jp
ドテラエブリデイ（イベントやニュース）    www.doterraeveryday.jp
Facebook（季節の活用法や豆知識）  www.facebook.com/doterrajp
ドテラツールズ（ダウンロードできるツール集）  www.doterratools.com/japan

WHAT’S NEXT?
もっと自由なドテラ生活を
続けるために
セミナーや面談を開いてドテラ仲
間を増やし、実質無料のドテラ生
活を目指しましょう*。

ドテラをお仕事に
してみませんか？
ご紹介者に相談し、多くの人々
を救うドテラのお仕事のことを
教えてもらいましょう。

＊一定の条件を満たしたIPCの方に、ご紹介活動の謝礼として報酬をお支払いしています。
　報酬額は活動の成果に応じて異なり、特定の収入を保証するものではありません。

メンバーID
よりよいドテラ生活のために

理解を深めるツール

※ログインパスワードは、ご自身の責任で厳重に管理してください。

LM-A4-20150601-v1

JAPAN リビングマガジン
SUMMER 2015

精油のチカラ

ドテラVoice

暮らしEssence

介護現場で精油を活用して
心と身体のストレスを癒やす
みもり ひろ子さん（日本介護アロマ協会 代表理事）

エッセンシャルオイルで世界を変える
コ・インパクトソーシング

スポーツ＆ボディメンテナンス

年齢を重ねても
若 し々く輝く肌のために

ワンランク上のスキンケアシリーズ誕生

選び抜かれたエッセンシャルオイルを贅沢に配合した「ベラージ」。
リッチな使用感でたっぷりのうるおいを与え、
年齢を感じさせない、明るくみずみずしい素肌へと導きます。
輝き続ける女性にこそふさわしい、スペシャルなスキンケアシリーズです。

ベラージ スキンケアコレクション
内容量：ベラージ クレンザー 60mL
 ベラージ トナー 50mL
 ベラージ ハイドレイティング セラム 15mL
 ベラージ モイスチャライザー 30mL　各１本

 ※詳細は別途発表します。

※肌に合わない場合は、ご使用を中止してください。

メールマガジン「Live the Wellness 
Lifestyle」を発行しています（英語のみ）。
sharesuccess.com/live からご登録ください。

エッセンシャルオイルのガイドブックや
Web サイトで、オイルの力や活用法に
ついて学びましょう。

会報誌「リビングマガジン」や、毎月
のご注文に同梱されるフライヤーに
は、季節ごとの活用アイデアが満載。
楽しみながらオイルに詳しくなれます。

・マイドテラオフィス :  www.mydoterra.com

・カスタマーサービス：0800-100-0789 / 03-4589-2610
  　　japan@doterra.com
  　　（月～金 9:00 ～ 19:00 ／祝日・年末年始を除く）

・プロダクトセンター：東京都港区北青山 3-11-7　
　　　　　　　　　　　AO ビル 13F
  　　（月～金 10:00 ～ 19:00、土 10:00 ～ 17:00
　　　　　　　　　　　祝日・年末年始を除く／ LO30 分前）

自然の恵みがもたらすチャンス
build
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