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アンチエイジングコレクション
ドテラのエッセンシャルスキンケアは肌年齢
が気になる方にオススメのスキンケア製品と
なっており、エッセンシャルオイルの力で
若々しく健康的なお肌作りを応援します。
各エッセンシャルスキンケア製品には、最新
の技術に加え、厳選されたCPTGエッセンシャ
ルオイルがたっぷりと使用されております。
お肌のお悩みが目立ってきたと感じる方はド
テラのエッセンシャルスキンケア製品を是非
一度お試し下さい。

ドテラのエッセンシャルスキンケアは何が違うの？
エッセンシャルオイルと最前線の美容の技術を
取り入れたドテラのスキンケア製品は、
いつまでも若々しく、輝きのあるお肌をサポートします。



エッセンシャルスキンケア製品に
含まれている成分の働き:

•なめらかなお肌にしてくれます。

•シワの目立たないお肌を作ります。

•毛穴を目立たなくします。

•お肌のトーンを整えます。

•健康的で潤いのあるお肌を作り上げます。

6週間後

6週間後

6週間後

使用前

使用前

使用前

* アンチエイジングモイスチャライザーを使用した結果です。
写真の加工などはしておりません。結果には個人差があります。



成分: 水、ココイルイセチオン酸Na、ステアリン酸アルコール、ステアリン酸グリコール、ラウレス-4、メラルーカオイル、ペ
パーミントオイル、 マカデミア･ターニフォリア種油、マスタード 芽エキス、 ブロッコリー 芽エキス、 カリフラワー芽エキ
ス、 キャベツ芽エキス、ケール芽エキス、ワサビ根エキス、ペポカボチャ種エキス、 海水、アスコルビン酸テトラヘキシルデ
シル、レチニル･パルミテート、トリ酢酸パンテニル、酢酸トコフェロール、グリチルリチン酸ニカリウム、グリセリン、フェ
ノキシエタノール、カプリリル･グリコール、エチルヘキシオキシ、エチルへキシルグリセリン、ヘキシレン･グリコール、 ヒ
ドロキシプロピル グアー、 エチレンジアミン四酢酸ニナトリウム 、ポリエテール-1

STEP

洗顔
01

フェイシャルクレンザー
メラルーカ&ペパーミント配合

CPTGエッセンシャルオイルのメラルーカとペパーミント
が配合されたドテラのフェイシャルクレンザーは、お肌の
汚れを優しく洗い落とし、清潔でなめらかなお肌に仕上げ
ます。アブラナ科の植物エキスはお肌の不快感を和ら
げ、外部の様々な要因からお肌を守ります。

• マカダミアナッツオイルはお肌の調子を整えます。
• 特別にブレンドされたビタミンが健やかな
お肌作りを応援します。

使用方法: クレンザーを手の平にとり、乾燥しているお肌
に使用して下さい。顔や首周りに円を描くようになじませ
ます。ぬるま湯で洗い流し、乾いたタオルで水気をふき
取って下さい。目の周りへのご使用は避けてください。

37010001 120ｍL
IPC価格：$20.60
PM価格：$21.98 
小売価格：$32.50



成分: 水、グリセリン、イヌリン、マンサクウォーター,ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、マスタード芽エキス、
ブロッコリー芽エキス、カリフラワー芽エキス、 キャベツ芽エキス、ケール芽エキス、ワサビ根エキス、ペポカボチャ種
エキス、ラベンダーオイル、イランイランオイル、 ジャーマンカモミール花オイル、 アロエベラジュース 、海水、レシチ
ン、 リゾホツファチジン酸、リゾレシチン、グリチルリチン酸ニカリウム、テトラ2‐ヘキシルデカン酸アスコルビル、
レチニル･パルミテート、トリ酢酸パンテニル、酢酸トコフェロール、カプリル･グリコール、エチレンジアミン四酢酸ニナ
トリウム、エチルヘキシル、ヘキシレングリコール、クロルフェネシン 、アラントイン、アルコール、クエン酸ナトリウム

STEP

トナー
02

ポアリデューシングトナー
ラベンダー、イランイラン、ジャーマンカモミール配合

お肌の毛穴を目立たなくさせてくれるポアリデューシングト
ナーには、CPTGエッセンシャルオイルのラベンダー、イラン
イラン、そしてジャーマンカモミールが配合されおり、敏感肌
の方でもご使用できます。

• フランス原産のマリンスプリング海水®とかぼちゃの種エキス
のユニークなな組み合わせが、お肌のトーンを整え、ハリの
あるお肌へと導きます。

• 大豆エキスも含まれており、潤いのある健康なお肌をに仕上
げます。

使用方法: 洗顔後にコットンを使って、顔や首周りに軽く塗布
して下さい。目の周りへのご使用は避けて下さい。

37020001 120mL

IPC価格：$21.80
PM価格：$23.26
小売価格：$34.50



STEP

集中ケア

成分: フランキンセンスオイル、ハワイアンサンダルウッドオイル、ラベンダーオイル、ミルラオイル、ヘリクリサム花
オイル、ローズ花オイル

03

イモールテール
フランキンセンス、 ハワイ産サンダルウッド
ラベンダー、ミルラ、ヘリクリサム、ローズ配合

ドテラのイモールテールには、昔から美容目的に愛
用されてきたエッセンシャルオイルが適切に配合さ
れ、なめらかで輝きのある若々しいお肌を作りを応
援します。

• シワを目立たなくさせます。
• 肌年齢が気になる方にオススメです。

使用方法: 洗顔後、モイスチャライザーやセラムを塗布する
前に、顔や首周りの気になる部分や、お肌のハリがほしい
部分にうすく塗って下さい。
敏感肌の方は、フラクショネイティッドココナッツオイル
で薄めてご使用ください。

37140001 10mLロールオン
IPC価格：$87.00
PM価格：$92.83
小売価格：$138.00



タイトニング セラム
 フランキンセンス、ハワイ産サンダルウッド、ミルラ配合

CPTG®エッセンシャルオイルのフランキンセンス、ハワイ産
サンダルウッド、そしてミルラをふんだんに配合したドテラ
のタイトニングセラムは、ハリと潤いのあるお肌へと仕上げ
ます。また、タイトニングセラムには天然エキスや科学的に
その働きが証明された成分が含まれており、なめらかでピン
と張った若々しいお肌へと導きます。

•  リゾビアン、アカシアガム、そしてオート麦エキスが配合され、
ハリのあるお肌を作り上げます。

•  生体摸倣ぺプチドがお肌のトーンを上げて肌年齢下げ、なめらか
な艶を出してくれます。

使用方法:内側から外側へ、下から上に、顔や首周りに塗布します。
その後、アンチエイジングモイスチャライザーやハイドレイティン
グクリームを塗って下さい。目の周りへのご使用は避けてくださ
い。

37040001 30mL
IPC価格：$61.90
PM価格：$66.05
小売価格：$98.50

成分: 水, ペルフルオロデカリン、グリセリン、ベタイン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ブチレングリコール、アラビ
アゴムノキガム、加水分解リゾビアンガム, オート麦穀粒エキス、アスコフィラムノドサムエキス、フランキンセンスオイ
ル、ハワイアンサンダルウッドオイル、ミルラオイル、酢酸トコフェロール、エルゴチオネイン、パルミチン酸レチニル、
パンテニルトリアセテート、テトラ2ヘキシルデカン酸アスコルビル、キサンタンガム、スクレロチウムガム、アラントイ
ン、 エチレンジアミン四酢酸ニナトリウム、フェノキシエタノールカプリリル･グリコール、エチルヘキシルグリセリン、
ヘキシレングリコール、カルボマー、デキストラン、ノナペプチド-1

STEP

集中ケア
03



37030001 50mL

IPC価格：$43.00
PM価格：$45.88
小売価格：$68.50

成分: 水、セテアリルアルコール、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、カプリル酸/カプリトン酸トリグリセリド、オリーブ不鹸化
物、パルミチン酸スクロース、ベタイン、シリカ、酢酸トコフェロール、グリセリル･リノール酸塩、ヒアルロン酸ナトリウム、パルミト
イル･オリゴペプチド、パルミトイルテトラペプチド-7、パルミトイルヘキサペプチド-12、エチルヘキシルグリセリン、マスタード芽エ
キス、ブロッコリー芽エキス、カリフラワー芽エキス、キャベツ芽エキス、ケール芽エキス、ワサビ根エキス、スノーフレーク球根エキ
ス、ラベンダーオイル、ゼラニウムオイル、フランキンセンスオイル、ジャスミン花エキス、ヴェニヘラ種（グレープ）オイル、ステア
ロイル乳酸ナトリウム、キサタンガム、C12-15アルキル･ベンゾアート、トリベヘニン、セラミド2、PEG-アブラナ種子ステロール、ジメ
チコン、カラゲナン、酢酸ナトリウム、アセチル･オクタペプチド-3、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、エルゴチオネイン、フェノ
キシエタノール、ブチレン･グリコール、カルボマーポリソルベート20、ヘキシレングリコール、カプリリル･グリコール

STEP

moisturize
04

アンチエイジング モイスチャライザー
ラベンダー、ジャスミン、ゼラニウム、フランキンセンス配合

最新の成分とCPTGエッセンシャルオイルのラベンダー、ジャスミ
ン、ゼラニウム、そしてフランキンセンスが配合されたアンチエイジ
ングモイスチャライザーは、通常のモイスチャライザーを使うよりも
お肌の保湿がされます。このアンチエイジングモイスチャライザー
は、お肌にハリを与え、若々しい印象を与えるお肌を作り上げます。

•  艶のあるお肌を作り上げ、お肌の悩みを目立たなくさせる成分が含まれてい
ます。

• 高分子の特許薬のヒアルロン酸カプセル「スフェルライト®」にはシワを目立
たなくさせる高分子量ヒアルロン酸が含まれています。

•  スノーフレークの花の球根エキスがお肌のトーンを整え、
透明感のある肌へと導きます。

使用方法: 朝と夜のトナー後、顔や首周りに軽く伸ばして下さい。



成分:水、ブチレン･グリコール、ベタイン、カプリル酸/カプリトン酸トリグリセリド、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、大麦エ
キス、 ベヘニルアルコール、 セテアリルアルコール、イソドデカン、ジメチコン、ビオサッカリドガム-1、ナイロン-12、 イソステア
リン酸フィトステリル、カカオバター、ラベンダーオイル、ゼラニウムオイル、フランキンセンスオイル、ジャスミン花エキス、 キハ
ダ樹皮エキス、サンダルウッドエキス、エリトリトール、藻エキス、オオヨモギエキス、リン脂質、ホエイプロテイン、加水分解カラ
スムギタンパク、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、酢酸トコフェロール、アスコフィルムノドスムエキス、ヒドロキシエチルセ
ルロース、アセチルジペプチド-1セチル、アデノシン三リン酸、ナイアシンアミドホマリンHCI、トリ酢酸パンテニル、パルミチン酸レ
チノール、セテアリルメチコン、ラウリン酸ソルビタン、ステアロイル乳酸ナトリウム、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウ
ム/VP)コポリマー、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、ヘキシレングリコール、酢酸ナトリ
ウム、ジメチコンクロスポリマー

STEP

moisturize
04ハイドレイティングクリーム

ラベンダー、ジャスミン、ゼラニウム、フランキンセンス配合

皮膚をやわらかくする成分が豊富に配合され、べたつきを残さずにお肌に潤いを与
えます。ハイドレイティングクリームは、お肌のバランスを整え、年齢と共に気に
なってきたお悩みを目立たなくさせ、若々しい輝きのあるお肌へと導きます。

• ,™ 乳ペプチド が天然の伝達分子を作り出し、それがお肌の構成を助けます。

•  カカオ種子バターがお肌に栄養を与えてやわらかくし、潤いのあるお肌へと整えます。

•  エリトリトールがお肌に潤いを与えます。

使用方法: 清潔な顔や首周りに朝と夜に塗って下さい。

37160001 50mL

IPC価格：$43.10
PM価格：$45.99
小売価格：$68.25



インビゴレイティング スクラブ
グレープフルーツ、ペパーミント配合

ペパーミントとグレープフルーツのCPTGエッセン
シャルオイルが配合されたスクラブで、エッセン
シャルオイルの良い香りに包まれながら角質ケアを
行いませんか？最先端の成分がお肌のトーンを整え
て不快感を和らげる一方で、ホホバエキスとアブラ
ナエキスがお肌を守り、なめらかに仕上げます。

• ホホバの細かいビーズが角質を取り除き、その後ビーズ
は分解されお肌をに潤いを与えてくれます。

•ポリフェノールが豊富に含まれている褐藻類と紅藻類エ
キスが配合され、お肌のトーンを整え、若々しく見せて
くれるので、肌年齢が気になる方にオススメです。

使用方法:適量を濡れたお肌に塗布し、15秒～30秒ほど
マッサージをします。お肌に潤いを与えたい場合は、1分
マッサージして下さい。その後ぬるま湯で洗い流しま
す。必要に応じて週に2～3回行って下さい。目の周りへ
の使用は避けてください。

37050001 75mL

IPC価格：$22.50
PM価格：$24.01
小売価格：$35.50

スクラブ

成分: 水、ココアンホス酸ナトリウム、 水素ホホバ油、PEG-40水素ヒマシ油、カラギーナン、ココイルメチルタウリンナトリウム、
テトラシテアリン酸PEG-150、ステアリン酸グリコール、ペパーミントオイル、グレープフルーツ皮オイル、マスタード芽エキス、
ブロッコリー芽エキス、 カリフラワー芽エキス、キャベツ芽エキス、ケール芽エキス、ワサビ根エキス、グリセリン、アスコフィル
ムノドムエキス、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、酢酸トコフェロール、パルチミン酸レチノール、トリ酢酸パンテニル、(ア
クリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリ
ン、 ヘキシレングリコール



リヴィールフェイシャルシステム
ライム、ワイルドオレンジ配合

エステで受けるようなスキンケアをドテラのリ
ヴィールフェイシャルシステムを使っておうち
で体験してみませんか？輝きを放つお肌へと導
きます。細かいスクラブビーズと植物由来の酵
素が古い角質を取り除き、お肌の汚れを落とし
ながら、お肌に栄養を与えてくれます。

• ペプチドが若々しいお肌へと導きます。

• ドテラのライムとワイルドオレンジエッセンシャ
ルオイルがお肌を清浄します。

37340001 2本　各75mL
IPC価格：$78.00
PM価格：$83.23
小売価格：$124.00

トリートメント

ステップ 1 – リファイニングポリッシュ 成分:
水、カオリン、ポリエチレン、炭酸水素ナトリウム、ベントナイト、ブチレングリコール、グリセリン、ポリエチレングリコール、
セテアリルアルコール、水素ジデセン、ステアリン酸ポリグリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセル、セチルジメチコ
ン、安息香酸アルキル(C12-15)、乳酸桿菌/カボチャ発酵液、ライムオイル、ワイルドオレンジオイル、パルミトイルオリゴペプチ
ド、 トリベヘニン、ステアラルコニウムヘクトライト、酢酸トコフェール、カプリリルグリコール、炭酸プロピレン、ヘキシレン
グリコール、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、グルタミン酸ジ酢酸4ナトリウム、セチルリン酸、セラミド2、 オクトキシン
グリセリン、 PEG-10アブラナ種子ステロール、フェノキシエタノール
ステップ 2 – ペプチドアクティベーター 成分: 
水、 グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、ポリソルベート、 ワイルドオレンジオイル、カメリア葉エキス、クロレラエキ
ス、乳酸、パルミトイルトリペプチド-38、アセチルヘキサペプチド-8、アセチルオクタペプチド-3、アロエベラジュース、 酢酸ト
コフェノール、トリ酢酸パンテニル、パルミチン酸レチノール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、ヘキシレング
リコール、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、フェノキシエタノール



お得なキット:

スキンケアシステム＋アンチエイジングモイスチャライザー
キット内容: フェイシャルクレンザー、ポアリデューシングトナー、タイトニングセラム、
アンチエイジングモイスチャライザー
37070001 　IPC価格：$137.50  $9.8お得！

  スキンケアシステム＋アンチエイジングモイスチャライザー （LRP注文）
LRP注文（ロイヤリティープログラム）でスキンケアシステム＋アンチエイジングモイスチャライザー
をご購入いただくと、インビゴレイティングスクラブが無料でプレゼントとなります！

37060001　IPC価格：$110.00  $59.8 お得！

無料！

1
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無料！

スキンケアシステム＋ハイドレイティングクリーム
 キット内容:フェイシャルクレンザー、ポアリデューシングトナー、タイトニングセラム、
ハイドレイティングクリーム
37250001  　IPC価格：$137.50   $9.9お得！

スキンケアシステム＋ハイドレイティングクリーム （LRP注文）
LRP注文（ロイヤリティープログラム）でスキンケアシステム＋ハイドレイティングクリーム
をご購入いただくと、インビゴレイティングスクラブが無料でプレゼントとなります！

37240001  　IPC価格：$137.50　 $32.40お得！

3
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エッセンシャルオイルリスト

 ユーカリプタス
オーストラリア原産のユーカリプタスは、パワフルな清浄の働きが特徴です。

フランキンセンス
健やかで若々しいお肌をサポートしてくれるフランキンセンス無しに、スキンケアは成
り立ちません。

ゼラニウム
ゼラニウムはお肌を落ち着かせてしずめてくれ、スキン製品には欠かせないオイルで
す。

ジャーマンカモミール
敏感肌やお肌の不快感を落ち着かせる働きがあります。

グレープフルーツ
爽やかな香りが特徴のグレープフルーツは、素晴らしい清浄の働きがあり
ます。

ヘリクリサム
コルシカから抽出されるヘリクリサムはにはお肌を再生する成分が含まれています。ま
た、セスキテルペン炭化水素も含み、それがお肌を落ち着かせてくれます。

ジャスミン
その香りで名高いジャスミンは、お肌落ち着かせお肌のトーンを整えてく
れます。

ラベンダー
ラベンダーはスキンケアにおいて何世紀もの間愛されてきました。お肌を落ち着かせ、
若々しく見せてくれます。

レモングラス
レモングラスには皮膚をキレイにしてくれる働きがあります。



ライム
お肌をキレイにする働きがあり、また爽やかな香りで気分を高めてくれま
す。

メラルーカ
「ティートリー」で人々に親しまれているメラルーカは、特にお肌の面での清浄や回復
の働きをしてくれることで知られています。

ミルラ
ミルラはお肌にとって数々の利点を持ち合わせており、お肌の不快感を和らげたり、
乾燥して荒れているお肌を落ち着かせます。

ペパーミント
涼しくてリラックスした感覚を与えてくれるペパーミントは敏感な組織を落
ち着かせます。

ローズ
上品な香りが特徴ですが、それだけではなく、お肌のトーンを整えたり、お肌の悩みも
目立たなくさせます。

ローズウッド 
ローズウッドはリナロールとシネオールを豊富に含んでおり、お肌を整え若々しく見せ
てくれます。

ハワイ産サンダルウッド
幅広いスキンケア用途で名が知られているハワイ産さサンダルウッドは、ならかでハリ
のあるお肌へと導きます。

ワイルドオレンジ 
クリーンで爽快な香りのワイルドオレンジにはお肌をキレイにする素晴らしい働きが
あります。

イランイラン
 イランイランは気分を高める他にも、お肌のpHバランスを整えてくれます。
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臨床的に証明されている
スキンケア成分

•  コラーゲンの生産をサポートします。
•  なめらかなお肌へ導きます。
•  シワを目立たせなくします。
•
•  毛穴を目立たせなくします。
• お肌のトーンを整えます。

お肌に潤いと栄養を与えます。

ドテラのエッセンシャルスキンケア製品に
以下のものは含まれておりません。

着色料 
ジエタノールアミン 
防腐剤
パラベン(殺菌防腐剤)
フタル酸塩プロピレン 
グリコール

ラウレス硫酸ナトリウム(SLES) 
ラウリル硫酸ナトリウム (SLS) 
トルエン
トリエタノールアミン (TEA) 
動物実験

更なる詳しい情報が必要な方は、
この冊子をもらった方に連絡して下さい。
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