A２Z
チュアブルタイプ

サプリメント（イチゴ味）

製品について
カプセルを飲めないお子様のために嚙むサプリメントを開発しました。ビタミン B, A, C, E と植物エキ
スを豊富に含み、細胞を健康的に発達させる助けをします。免疫強化と抗酸化作用のある IQ メガオメガ
－3（フィッシュオイル）と一緒に摂取されることをお勧めいたします。
コンセプト
A２Z は、抗酸化作用により、ストレスによるダメージから細胞を守ります。また、体内で作られる抗酸化
物質の生産と再利用をサポートします。これにより、健康的な細胞の育成と発達を助けます。さらに、現
代の偏りがちな食生活では、たくさんの量を食べても、一日に必要とされる栄養素を十分に摂取すること
は困難になっています。A２Z 栄養サプリメントは、細胞を活発化させるビタミン B をはじめ、子供の成長
に必要不可欠な栄養素を含んでいます。
主な効果
 ４歳以上のお子様から成人の方までご利用いただけます。
 噛み心地がよく、おいしいイチゴ味をお楽しみください。
 人工的な甘味料・着色料は一切使用しておりません。
 一日に必要な栄養素を摂取でき、健康的な細胞の育成を助けます。
使用法
4 歳以上であること。食事と一緒に、一日二錠摂取してください。
注意
6 歳以下のお子様が大量に鉄を含んだ製品を摂取すると、致命的な中毒を引き起こす可能性があります。
よって、お子様の手に届かない所に保管してください。万が一お子様が大量に摂取してしまった場合は、
すぐに病院で指示と処置を受けてください。
成分
炭水化物（糖）
、ビタミン A（アルファおよびベータカロチン）
、ビタミン C（アセロラチェリー果実エキ
ス）
、ビタミン D2（エルゴカルシフェロール）、ビタミン E（d-アルファ酢酸トコフェロールと混合トコフ
ェロール）
、チアミン（チアミン HCI として）、リボフラビン、ナイアシン（ナイアシンアミドとして）
、
ビタミン B6（ピリドキシン HCl として）
、葉酸、ビタミン B12（シアノコバラミン）、ビオチン、パントテ
ン酸（D-パントテン酸カルシウム）
、カルシウム（カルシウムアミノ酸キレート）、アイアン（鉄アミノ酸
キレートとして）、ヨウ素（ヨウ化カリウム）
、マグネシウム（マグネシウムアミノ酸キレート）亜鉛（酸
化亜鉛）
、銅（銅グリシン）
、マンガン（マンガンアミノ酸キレート）
、カリウム（カリウムグリシン）
製品コード: 35330001
IPC 価格: $24.50 (15 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $26.14
小売価格: $38.89
ポイント交換：19.50
©2012 dōTERRA Intl, LLC

dōTERRA Black Pepper PIP 07.27.12

DDR プライム
細胞コンプレックス

製品について
DDR プライムは、健康的な細胞の再生と機能向上を助けます。この製品には、フランキンセンス、ワイル
ドオレンジ、レモングラス、タイム、セイボリー、クローブ、メラルーカがブレンドされています。
コンセプト
地上にいる生物の細胞は、基本的に以下の重要な機能を果たしています。第一に、細胞は複製し、その数
を増やします。また、それぞれの細胞は独自の役割を持っており、その機能を失うと自然消滅（細胞死）
をするようにプログラムがされています。これらの機能が正常に働くことは、健康を維持するうえで必要
不可欠です。しかし、年齢を重ねる毎に、細胞は栄養不足、肥満、ストレス、有害な環境、有害化学物質
などにより、その機能を低下させてしまいます。さらに、DNA や他の体内器官の機能が損なわれた時、細
胞は重要な機能を失い、正常な活動ができなくなります。細胞の重要な機能の一つは、前述した通り、個
体をより良い状態に保つために、古くなり機能しなくなった細胞を除去するシステムです。そのシステム
を、アポトーシスといいます。研究結果によると、アポトーシスにより、一年間に新しく作られる細胞は、
その固体の体重とほぼ同じだと言われています。DDR プライムは、アポトーシスの働きを助け、健康な細
胞が発達できるようにします。また、古い細胞を積極的に体内から取り除くことにより、若々しく健康を
保つことができます。
主な効果
• アポトーシスの働きを助け、健康的な細胞の発達と、古い細胞の除去を促します。
• DNA や他の細胞に与える酸化ストレスを軽減させることによって、健康的な細胞増殖をサポートします。
使用法
オイル：5～8 滴を 1 日 2 回、お食事と一緒に摂取してください。
カプセル：2 錠を 1 日 2 回、お食事と一緒に摂取してください。
DDR プライム 30 ml
製品コード: 41510001
IPC 価格: $75.00 (55 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $80.00
小売価格: $119.10
ポイント交換：55.00
DDR プライム 120 カプセル
製品コード: 41740001
IPC 価格: $68.50 (55 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $73.09
小売価格: $108.73
ポイント交換：55.00
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インチューン
集中力調和ブレンド

製品について
ドテラの集中力調和ブレンドは、集中力を高める効果があります。日々の生活の中で、集中力を維持する
のが困難な方にお勧めです。
コンセプト
集中力は、仕事や学業などにおいて、業務を効果的にこなすために必要不可欠なものです。また、生活習
慣を身につけ、学習能力が格段に伸びる幼少期に、集中力は非常に重要であると言われています。集中力
には、食事、睡眠、環境、人間関係、訓練などの影響が大きいと言われていますが、ドテラのエッセンシ
ャルオイルは自然な方法で集中力を高めることができます。
ドテラの科学者達により、注意深く厳選されたブレンドオイルは、感情を落ち着かせ、集中力を維持する
サポートをします。サンダルウッド、フランキンセンス、ライムは思考を明確にし、集中力を高めます。
また、アミリス、パチョリ、イランイラン、ローマンカモミールは、気持ちを落ち着かせる働きがありま
す。是非、フォーカスブレンドの香りもお楽しみ下さい。
主な効果
 集中力を高めます。
 思考回路を明確にします。
 気持ちを落ち着かせます。
使用法
足の裏、又は、首の後ろに直接塗布頂けます。
成分
アミリスバルサミフェラ（西インドサンダルウッド）、樹皮オイル、ポゴステモン·キャブリン葉オイル（パ
チョリ）
、ボスウェリアフレレアナオイル（フランキンセンス）、シトラスオウラティフォニア（ライム）
、
イランイランノキ花オイル（イランイラン）、ビャクダンパ二クラタムウッドオイル（サンダルウッド）、
アンセミスノビリス花オイル（ローマンカモミール）
製品コード: 41840001
IPC 価格: $43.00 (34.50 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $45.88
小売価格: $68.25
ポイント交換：34.50

©2012 dōTERRA Intl, LLC

dōTERRA Black Pepper PIP 07.27.12

IQ メガ
フィッシュオイルにワイルドオレンジ配合

製品について
IQ メガは、ワイルドオレンジオイル配合で、魚臭みのない飲みやすいサプリメントです。小さじ１杯で、
1000mg の OMEGA3 脂肪酸が含まれています。また、IQ メガには、EPA（エイコサペンタエン酸）と DHA（ド
コサヘキサエン酸）などの脳に良い働きをする不飽和脂肪酸を豊富に含み、心臓、免疫系、間接等の機能
をサポートします。A2Z サプリメントと一緒に摂取するとより効果的です。お子様からお年寄りまで幅広
くご使用いただけます。
コンセプト
脂肪酸（EFAs）は人体が正常に機能するために必要不可欠な栄養素であり、細胞、脳、筋肉、免疫機能、
関節、心臓などの機能をサポートします。一部の脂肪酸は体内で作り出すことができますが、多くは体内
で作り出すことは出来ない為、毎日の食事から摂取しています。OMEGA6 と OMEGA3 は必要不可欠な脂肪酸
であり、健康的な体を保つには、OMEGA6 と OMEGA3 を 1 対 1 の割合で日々摂取する必要があります。しか
し、現代の食事では、油脂を使った食品が増え、OMEGA6 と OMEGA3 の割合は平均で 15 対 1 となっています。
極端な割合で OMEGA6 と OMEGA3 を摂取すると、心臓欠陥や癌など様々な病気の原因となります。OMEGA3
を摂取が不足すると、うつや精神病を引き起こす確率も高くなりと言う研究結果も出ています。さらに、
OMEGA3 は魚に多く含まれていますが、環境汚染により、有害物質を含む魚が増える事で、積極的な消費が
難しいのが現実です。しかし、ドテラの IQ メガにより、一日に必要な EPA600mg と DHAOMEGA3400mg の脂
肪酸を摂取することができます。
主な効果
 体内の酸化ストレスを減らし、細胞を強め、健康的な心臓・関節・免疫機能をサポートをします。
 健康的な脳機能をサポートする為に必要な栄養を補います。
 健康的な肌をサポートします。
使用法
毎日小さじ一杯分を摂取してください。直射日光や熱からは避けて保管して下さい。開封後は、蓋をしっ
かり閉め冷蔵庫に保管し、お早めにご利用下さい。保管中に、色が変化することがありますか、品質には
問題ございません。蓋の封印部分が破損していたり、ついていない場合は、製品の使用をお避けください。
成分
アンチョビ、イワシ、サビから取れた分子蒸留オイル。ひまわりのオイル、ワイルドオレンジオイル、ロ
ーズマリーエキス、アスコルビンパルミテート、トコフェロール、自然風味料
製品コード: 35320001
IPC 価格: $43.00 (30 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $45.88
小売価格: $68.25
ポイント交換：34.50
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ミト２マックス
エネルギー＆スタミナコンプレックス

製品について
ドテラのミト２マックスは、細胞のエネルギーを活性化させ、スタミナを長時間保つサポートをします。
また、ミトコンドリアと好気性菌の活動を活性化させ、一日に必要なエネルギーを得ることができます。
カフェインが入ったエネルギードリンクの代わりにぜひご利用ください。
コンセプト
体は、何丁という細胞から作られており、一つ一つの細胞がエネルギーを作り出しています。しかし、歳
と重ねる毎に、細胞の活動レベルが下がり、エネルギーの生産効率も下がってしまいます。結果、若い時
には長時間楽しめた運動も、短時間で疲れを感じてしまうことがあります。多くの方は、エネルギードリ
ンクなどにより、体のスタミナを得ようとしますが、これは一時的な効果しかもたらしません。しかし、
ミト２マックスは、細胞レベルから働きかけ、身体のエネルギーレベルを高めます。
主な効果
 細胞中ののミトコンドリアがアデノシン三リン酸を効果的につくりだします。
 スタミナを高め、細胞への酸素供給をサポートします。
 代謝を高め、映画鑑賞からマラソンまで様々な環境に体を調和させます。
 神経細胞のエネルギーを高めます。
使用法
朝と夜に、食事と一緒に二粒ずつ摂取してください。
（一日４粒まで）
注意
お子様の手が届かない所に保管して下さい。妊娠中または授乳中の方は、ご利用前にかかりつけのお医者
様にご相談ください。蓋の封印部分がついていなかったり、破損していた場合は、使用しないでください。
この製品には牛乳や小麦などのアレルギー源物質は含まれておりません。涼しく乾燥した所に保管してく
ださい。
内容量
120 カプセル、30 日分（1 日 4 粒）
成分
アセチル-L-カルニチン HCI、冬虫夏草属、アメリカ人参の根エキス、銀杏（イチョウ）葉のエキス、アシ
ュワガンダ根エキス、α-リポ酸、コエンザイム Q10、ケルセチン二水和物
製品コード: 35310001
IPC 価格: $55.00 (45 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $58.70
小売価格: $87.30
ポイント交換：45.00
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ブラックペッパー（黒コショウ）

製品について
植物の果実が完熟する前の赤い実から抽出された dōTERRA の黒コショウ エッセンシャルオイルは、肌に
塗ったり、お料理に使用したりと、様々な用途でその効果を発揮します。抗酸化作用があるこのオイルは、
体の循環を整え、消化器系の働きを助けます。

製品コード: 41040001
IPC 価格: $28.00 (22PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $29.88
小売価格: $44.44
ポイント交換：22.00

***************************************************************************************************

シラントロ

製品について
dōTERRA のシラントロオイルは、コリアンダーの葉から抽出され、とても爽やかな香りなので、お料理に
もよく使用されています。こちらは、抗酸化作用と消化器系をサポートする作用があります。

製品コード: 41850001
IPC 価格: $32.50 (26PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $34.68
小売価格: $51.59
ポイント交換：26.00
©2012 dōTERRA Intl, LLC

dōTERRA Black Pepper PIP 07.27.12

エッセンシャルサロン ヘルシー ホールド グレンズ
タンジェリンオイルで髪と頭皮を健康にするブレンド

製品について
doTERRA サロン エッセンシャルオイル ヘルシー ホールド グレンズ は髪を守り、栄養を与え、しな
やかで美しい髪に仕上げます。また、髪を熱から守るだけではなく、タンパク質が豊富なナノ粒子により、
さらにみずみずしく柔らかい髪へと導きます。美しいスタイリングを完璧に作り上げ、優しく髪をまとめ
るスタイリングジェルです。
コンセプト
髪の強さは、遺伝によって異なりますが、それは容易に環境や他の生理的なストレスによって損傷します。
痛んだ髪に、さらに強い化学物質が含まれた製品を使うことにより、髪の毛の水分が失われ、枝毛の増加
や髪がもろくなったりします。特に多くの製品は、強い保湿剤を使用しており、その結果、さらに髪にダ
メージを与えてしまうこともあるようです。このヘルシー ホールド グレンズ に含まれているタンパ
ク質が髪の毛を強化することにより、紫外線や、熱のダメージから髪を守ります。
主な効果
• 髪に輝きと滑らかさを与えます。
• タンパク質が髪を強化します。
• 紫外線や熱から髪を守ります。
使用法
少量を手に取り、痛んだ髪全体になじませてください。また、コテやアイロンを髪に当てる前に、髪につ
けていただくと乾燥から髪を守ります。
成分
水、Trimethylsiloxyamodimethicone、シリコーンクオタニウム-3、ベタイン、PEG-8 ジメチコン、マルト
デキストリン/ VP コポリマー、ヒドロキシプロピルビス Hydroxyethyldimonium 塩化物、PEG-12 ジメチコ
ン、ラベンダーエッセンシャルオイル、セイヨウハッカ（ペパーミント）精油、ヒマラヤアトランティカ
（シーダーウッド）エッセンシャルオイル、ラベンダーペチュニア（ラバンジン）エッセンシャルオイル、
マジョラム（マージョラム）エッセンシャルオイル、メラルーカ（メラレウカ）エッセンシャルオイル、
ローズマリー（ローズマリー）の精油、ユーカリ（ユーカリ）エッセンシャルオイル、シトラス（タンジ
ェリン）エッセンシャルオイル、セリシン、パンテノール、加水分解コムギタンパク PG-プロピルシラン
トリオール、トリデセス-12、ベヘントリモニウムクロリド、ヒドロキシプロピルグアー、ポリクオタニ
ウム-7、グアーヒドロキシプロピル塩化物、フィタントリオール、Cetrimonium 塩化物、乳酸、テトラグ
ルタミン酸二酢酸、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、天然香料、ヘキシレングリコー
ル、フェノキシエタノール
製品コード: 36270001
IPC 価格: $22.50 (15 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $24.01
小売価格: $35.71
ポイント交換：18.00
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エッセンシャルサロン

ヘア セラム（根元から毛先へのセラム）

健康的な髪と頭皮の為のブレンド

製品について
doTERRA サロンの根元から毛先へのセラムは、エッセンシャルオイルによって頭皮の皮脂を守り、髪を健
康な状態へと導きます。厳選された CPTG エッセンシャルオイルのラベンダー、ペパーミント、マジョラ
ム、シダーウッド、ラバンジン、ローズマリー、ニアオイリ、ユーカリが配合されており、髪を滑らかに
美しくします。
コンセプト
頭皮や髪は、多くの場合ドライヤーやコテなどの熱や髪を染めたりする化学物質などによって様々なスト
レスやダメージを受けています。美しく、強い髪を育てるためには、頭皮のケアがとても重要とされてい
ます。また、睡眠不足や、偏った食事も体に害を及ぼし、健康的な髪を作ることが出来なくなる原因の一
つです。doTERRA の根元から毛先へのセラムは、頭皮の健康を考え、エッセンシャルオイルの力で頭皮と
髪に潤いを与えます。
主な効果
• 分子レベルで即時に栄養を与え、それにより、よりスムーズに、そして輝きを与えます。
• 有害な紫外線から頭皮と髪を守ります。
• 髪の表面をしっかりとコーティングし、枝毛のない美しい髪へと導きます。
使用法
髪を洗いタオルで軽く乾かした後、頭皮に数滴たらし、指先で優しくマッサージしてください。また、枝
毛や髪の痛んだ部分にも軽く塗ってください。
成分
水、ステアリルアルコール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、セチルアルコール、ベタイン、シク
ロペンタシロキサン、ステア塩化物、ジメチコン、ラベンダーアングスティフォリア（ラベンダー）エッ
センシャルオイル、セイヨウハッカ（ペパーミント）精油、ヒマラヤアトランウッドエッセンシャルオイ
ル、マジョラムの葉の精油、メラルーカ quinquenervia 葉精油、ローズマリーofficinalus（ローズマリ
ー）の葉の精油、ラベンダーペチュニアエッセンシャルオイル、ユーカリ（ユーカリ）の葉の精油、イラ
ンイランノキフラワーオイル、キナノキ樹皮エキス、ライム（ライム）エッセンシャルオイル、シトラス
リモン（レモン）エッセンシャルオイルピール、セイヨウノコギリソウエキス、Tussilago farfara（コ
ルツフット）花エキス、オオムギ distichon（大麦）エキス、キハダ樹皮エキス、ビャクダン属アルバム
（サンダルウッド）のエキス、パンテノール、パーシアグラティッシマ（アボカド）油、コムギオオムギ
（小麦）粉脂質、グアーヒドロキシプロピル塩化物、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸は、大
豆油、ブチレングリコール、セテアリルアルコール、ヒドロキシプロピルグアー、シリコーンクオタニウ
ム-3、クオタニウム-91、Cetrimonium メトサルフェート、ポリグリセリル-3 ジステアリン酸、ポリソル
ベート 60、水添トリデセス-12、テトラグルタミン酸ジアセテート、ヘキシレングリコール、エチルヘキ
シルグリセリン、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール
製品コード: 36210001
IPC 価格: $44.00 (35 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $46.95
小売価格: $69.84
ポイント交換：35.00
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エッセンシャルサロン プロテクティング シャンプー
ワイルドオレンジとライム

製品について
ドテラエッセンシャルサロン・プロテクティングシャンプーはドテラの CPTG エッセンシャルオイルを豊
富に含み、髪の毛を優しく洗い上げます。また、天然の植物エキスが紫外線からのダメージを防ぎ、酸化
を防止します。更に、ワイルドオレンジとライムのオイルは、髪の毛や頭皮の汚れを取り除きます。ご使
用後には髪の潤いと柔らかさを実感して頂けます。
コンセプト
化学物質の入ったシャンプーの使用や、髪染め、パーマ、スタイリング、紫外線を通して、私達の髪や表
皮は常にダメージを受けています。キューティクルの悪化・劣化に伴い、乾燥し、まとまりのない髪にな
ってしまいます。
主な効果
• 酸化を防止し、髪の毛を紫外線から守ります。
• 髪染め後のカラーを長持ちさせます。
• 保湿感を与え、髪の毛を柔らかくシルクの様に仕上げます。
• 枝毛を補修します。
• スタイリング等によって痛んだ髪を修復します。
• 髪・頭皮の汚れや化学成分を除去します。
使用法
濡れた髪と地肌を少量のシャンプーでマッサージしながら洗います。シャンプー後、よく洗い流し、ドテ
ラサロンエッセンシャル・スムージングコンディショナーを使用します。目に入らないようにお気をつけ
下さい。
成分
水、ナトリウムラウロイルメチルセチオン酸ナトリウムは、C14-16 オレフィンスルホン酸塩、コカミドプ
ロピルベタイン、ナトリウムメチルオレオイルタウリン、ナトリウムココイルイセチオン酸、ベタインは、
コポリマー、エンバク（燕麦）ペプチド、シトラス·シネンシスを（ワイルドオレンジ）エッセンシャル
オイル、ライム（アクリレートライム）精油、シリコーンクオタニウム 3、グリセリン、三ナトリウムエ
チレンジアミンジスクシネート、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ラウリルラクチル乳
酸、PEG-150 ペンタエリスリチルテトラステアレート、トリデセス-12、PEG-6 カプリル酸/カプリン酸グ
リセリド、テトラナトリウムグルタミン酸ジアセテート、ヘキシレングリコール、カプリリルグリコール、
フェノキシエタノール、天然香料、マイカ、二酸化チタン、酸化鉄
製品コード: 36220001
IPC 価格: $24.50 (19.5 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $26.14
小売価格: $38.89
ポイント交換：19.50
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エッセンシャルサロン プロテクティング コンディショナー
健康的な髪と頭皮のためのブレンド

製品について
ドテラエッセンシャルサロン・プロテクティングコンディショナーは、皮膚を輝かせ健康にする為に必要
不可欠なオイルがブレンドされています。また、天然成分が髪の表面をダメージから守り、髪を強化しま
す。さらに、ナノテクノロジーが髪を滑らかに触り心地よく仕上げます。
コンセプト
化学物質の入ったシャンプーの使用や、髪染め、パーマ、スタイリング、紫外線を通して、私達の髪や表
皮は常にダメージを受けています。キューティクルの悪化・劣化に伴い、乾燥し、まとまりのない髪にな
ってしまいます。
主な効果
• 瞬時に髪を保湿し、細胞レベルからサポートします。
• 化学物質やトリートメントによって痛んだ髪を修復し、整えます。
• 酸化を防止し、紫外線から髪を守ります。
• ヘアカラーで染めた髪色を長持ちさせます。
• 枝毛を補修し、髪の表面だけでなく髪全体を強化します。
使用法
ドテラエッセンシャルサロン・プロテクティングシャンプー使用後、コンディショナーを髪の毛全体にい
きわたらせます。数分後、よく洗い流して下さい。
成分
水、ステアリルアルコール、ベヘントリモニウムメトサルフェート、セチルアルコール、ベタイン、シク
ロペンタシロキサン、ステアラルクロリド、ジメチコン、ラベンダーアングスティフォリア（ラベンダー）
エッセンシャルオイル、セイヨウハッカ（ペパーミント）エッセンシャルオイル、ヒマラヤアトランティ
カ（シーダーウッド）エッセンシャルオイル、マジョラムエッセンシャルオイル、メラルーカエッセンシ
ャルオイル、ローズマリーエッセンシャルオイル、ラベンダーハイブリダ（ラバンジン）エッセンシャル
オイル、ユーカリグロ（ユーカリ）精油、イランイランノキフラワー油、キナノキ樹皮エキス、ライムオ
イルピール、オイル、セイヨウノコギリソウエキス、フキタンポポ 花エキス、オオムギエキス、キハダ
樹皮エキス、ビャクダンアルバム（サンダルウッド）のエキス、パンテノール、パーシアグラティッシマ
（アボカド）オイルピールレモン、小麦粉脂質、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ミリ
スチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ダイズ油、水素、ブチレングリコール、セテアリルアルコール、
ヒドロキシプロピルグアー、シリコーンクオタニウム 3、クオタニウム 91、セトリモニウムメトサルフェ
ート、ポリグリセリル-3 ジステアリン酸、ポリソルベート 60、トリデセス-12、テトラナトリウムグルタ
ミン酸ジアセテート、ヘキシレングリコール、エチルヘキシルグリセン、カプリリルグリコール、フェノ
キシエタノール
製品コード: 36230001
IPC 価格: $28.50 (23 PV)
プリファード・メンバー（PM）価格: $30.41
小売価格: $45.24
ポイント交換：23.00
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2012 年新製品一覧
製品コード

IPC

PM

小売

PV

ポイント交換

$44.00
$24.50

$46.95
$26.14

$69.84
$38.89

35.00
19.50

35.00
19.50

$28.50

$30.41

$45.24

23.00

23.00

$22.50
$35.00

$24.01
$37.35

$35.71
$55.56

15.00
23.00

18.00
28.00

$30.50

$32.54

$48.41

19.50

24.50

$35.00

$37.35

$55.56

23.00

28.00

$96.50

$102.97 $153.17 70.00

77.50

$26.14
$73.09
$80.00
$58.70
$45.88

$38.89
$108.73
$119.10
$87.30
$68.25

15.00
55.00
55.00
45.00
30.00

19.50
55.00
55.00
45.00
34.50

$45.88
$82.16
$29.88
$34.68

$68.25
$122.22
$44.44
$51.59

34.50
61.75
22.00
26.00

34.50
61.75
22.00
26.00

$8.73
$3.02
$26.19
$1.51
$9.92
$27.78
$3.02
$0.63
$5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

―
―
―
―
―
―
―
―
―

製品名

Spa
36210001
36220001
36230001
36270001
36260001
36240001
36250001
36280001

エッセンシャルサロン ヘア セラム
エッセンシャルサロン
プロテクティングシャンプー
エッセンシャルサロン
プロテクティングコンディショナー
ヘルシー ホールド グレンズ（ジェル）
エッセンシャルサロン
シャンプー＆コンディショナー LRP キット
エッセンシャルサロン
プロテクティング シャンプー（2 本）
エッセンシャルサロン
プロテクティング コンディショナー（2 本）
エッセンシャルサロン ヘアケア キット

Supplements
35330001
41740001
41510001
35310001
35320001

A2Z チュアブルタイプ サプリメント（イチゴ味）

41840001
41860001
41040001
41850001

インチューン

34100001
47950001
47960001
47050001
47060001
47860001
47850001
47990001
48010001

空カプセル（野菜成分）Coming soon!

DDR プライム（ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ）
DDR プライム 30ml
ミト２マックス
IQ メガ

$24.50
$68.50
$75.00
$55.00
$43.00

Essential Oils
10ml

サンダルウッド（ハワイ産）

Coming soon!

ブラックペッパー 5ml
シラント 15ml

$43.00
$77.00
$28.00
$32.50

Business Tools/Accessories
dōTERRA リビング マガジン―1 冊
dōTERRA リビング マガジン―10 冊
ライフロングバイタリティ パンフレット 1 冊
ライフロングバイタリティ パンフレット 10 冊
エッセンシャル・リーダーシップ―10 冊
エッセンシャル・リーダーシップ―1 冊
CPTG パンフレット―1 冊
CPTG パンフレット―10 冊

Coming soon!

$5.50
$1.90
$16.50
$0.95
$6.25
$17.50
$1.90
$0.40
$3.15

$5.87
$2.03
$17.61
$1.01
$6.67
$18.67
$2.03
$0.43
$3.36

※これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたものではありません。また、この製品は病気の診断、治療、あ
るいは予防のために作られたものではありません。
※この資料はアメリカ合衆国よりご購入される IPC 用となっております。日本の法規制の順守に検査しておりません。
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