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シトラスブルームコレクション内容

• シトラスブルームハンドウォッシュは、敏感肌を乾
燥させて刺激する可能性のある石鹸に代わる、穏
やかで健康的な製品で、手を心地よくきれいにし
ながらやわらかくします。ユニークで装飾的なドテ
ラディスペンサーは、あらゆる飾りに対応していま
す。 16オンス（約470ml）のハンドウォッシュが入れ
られます。

• シトラスブルームボディウォッシュは天然のオイル
が配合されているため、肌をきれいにしながら素
敵な香りを楽しむことができます。このナチュラル
なジェルクレンザーは、肌に必要な皮脂を取り除く
ことなく、肌全体に滑るような泡を作り出します。

• シトラスブルームローションは、軽い肌触りで、魅
力的な香りです。また滑らかで、美しい肌に整えま
す。この絹のようなローションには自然な保湿剤と
うるおい成分が配合されていて、肌を柔らさとしな
やかさを与えます。

• 臭いを防ぐ重曹、そして水分を吸収するタピオカで
新鮮な状態を長続きさせます。 アルミニウム、パラ
ベン、フタル酸、タルクは含まれていません。

シトラスブルーム™ コレクション 
製品番号：60216767
WA/WC価格：$61.75
小売価格：$82.33
PV：30

製品説明 
シトラスブルームコレクションは楽しい方法で頭からつま先
まで自分にご褒美をあげることができます。シトラスブルー
ムにはシトラス系の果皮の明るい香りと、摘みたてのフロー
ラルな香りの組み合わが配合されています。CPTG®品質の
エッセンシャルオイルであるワイルドオレンジやピンクグレ
ープフルーツが太陽の光と新鮮な香りを与え、ラベンダー、
ローマンカモミール（ローマカミツレ）、マグノリア（ギンコウ
ボク）が柔らかく、甘いタッチを加えています。.

使用方法
ハンドウォッシュ - シトラスブルームハンドウォッシュディス
ペンサーで1・2回手に押し出して洗ってください。 その後、ぬ
るま湯でよくすすいでください。

ボディウオッシュ - 濡らした肌やボディタオルに少量出し、泡
立ててから円を描くように優しくマッサージしてください。 そ
れから洗い流してください。

ローション - 肌の乾燥を防ぐために適量を手と体に塗ってく
ださい。

ディオドラント – 必要に応じて脇に使用してください。室温で
保管してください。

使用上の注意 
外用のみに使用してください。乳幼児の手の届かないところ
に保管してください。耳の中等の敏感な箇所にはお使いに
ならないでください。また、目に入らないようにご注意くださ
い。使用してから12時間は紫外線を避けてください。 

シトラスブルーム™ コレクション
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成分 
ハンドウォッシュ – 水、ヒドロキシプロピルスルホン酸ラウリル
グルコシドNa、(カプリリル/カプリル)グルコシド、グリセリン、
フェネチルアルコール、オレンジ果皮油、グレープフルーツ果
皮油、ラベンダー油、ローマカミツレ花/葉/茎油、ギンコウボク
花油、カプリルヒドロキサム酸、フィチン酸Na、塩化Na、クエン
酸
ボディウオッシュ – 水、ココイルメチルタウリンNa、ココベタイ
ン、(カプリリル/カプリル)グルコシド、塩化Na、ココイルイセ
チオン酸Na、オレオイルメチルタウリンNa、スイートオレンジ
果皮油、グレープフルーツ果皮油、ラベンダー油、ローマカミ
ツレ花/葉/茎油、ギンコウボク花油、グルコノラクトン、クエン
酸、安息香酸Na、フィチン酸Na、水酸化Na

ローション – 水、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、グリセ
リン、セテアリルアルコール、ヒマワリ種子油、ペンチレング
リコール、結晶セルロース、コハク酸ジヘプチル、ベヘニルア
ルコール、ステアリン酸グリセリル、オリーブ油脂肪酸加水分
解カラスムギタンパクK 、ヤシ油、マカデミア種子油、オリー
ブ果実油、アストロカリウムムルムル種子脂、テオブロマグラ
ンジフロルム種子脂、カカオ種子バター、ククイナッツ油、プ
ルケネチアボルビリス種子油、スイートオレンジ果皮油、グレ
ープフルーツ果皮油、ラベンダー油、ローマカミツレ花/葉/茎
油、ギンコウボク花油、オリーブ果実不けん化物、(ホホバ油/
マカデミア種子油)
エステルズ、ホホバ種子油、スクワラン、スクワレン、トコフェ
ロール、トマト果実エキス、アルガニアスピノサ葉エキス、ホ
ホバ葉エキス、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィト
ステロールズ、フィチン酸Na、ヒナギク花エキス、ヒドロキシ
アセトフェノン、キサンタンガム、セルロースガム、オレイン酸
グリセリル、ヒアルロン酸Na、ベンジルアルコール、(カプリロ
イルグリセリン/セバシン酸)コポリマーr

ディオドラント -タピオカデンプン、トリ（カプリル酸／カプリン
酸）グリセリル、ステアリルアルコール、炭酸水素Na、シア脂、
ヤシ油、ヒマワリ種子油、ホホバ油、ホホバエステル、ポリグ
リセリル－3ミツロウ、水添ヒマシ油、オレンジ果皮油、クエン
酸トリエチル、グレープフルーツ果皮油、ラベンダー油、ギン
コウボク花油、ローマカミツレ花/葉/茎油、トコフェロール

シトラスブルーム™ コレクション

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Citrus Bloom™ Collection  PIP US JP  040921
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製品の特徴

• シトラスブルーム®ブレンドを配合し、甘いシトラ
スとフローラルの香りを楽しめます。

• 臨床的に証明された穏やかでリラックスできる香
りのエッセンシャルオイルを組み合わせました。

• エッセンシャルオイルと洗浄剤で肌をやさしくき
れいにします。

• 保湿効果のあるココベタインが配合されています。

シトラスブルーム™ 
ボディウオッシュ
8.45 fl oz / 250 mL
製品番号：60211880
WA/WC価格：$16.50
小売価格：$22.00
PV：10

製品説明 
シトラスブルームボディウォッシュは天然のオイルが配合
されているため、肌をきれいにしながら素敵な香りを楽し
むことができます。CPTG®品質のエッセンシャルオイルであ
るワイルドオレンジ、ピンクグレープフルーツ、ラベンダー、
ローマンカモミール（ローマカミツレ）とマグノリア（ギンコ
ウボク）が爽やかで元気な気分するので、1日を始める朝の
シャワーにお勧めです。ココナッツオイルと必須脂肪酸か
ら作られる天然由来の洗浄剤は、多くの石鹸や他のボディ
ウォッシュのように肌を刺激することなく、穏やかながらも
しっかりときれいにしてくれます。このナチュラルなジェル
クレンザーは、肌に必要な皮脂を取り除くことなく、肌全体
に滑るような泡を作り出します。自然の高品質な成分のみ
を配合したシトラスブルームボディウォッシュは、お肌を清
潔にし、滑らかでフレッシュに保ちます。

使用方法
濡らした肌やボディタオルに少量出し、泡立ててから円を
描くように優しくマッサージしてください。 それから洗い流
してください。

使用上の注意 
外用のみ使用してください。 目や傷などの接触を避けてく
ださい。 長時間紫外線に当たる前の使用は避けてくださ
い。

成分
水、ココイルメチルタウリンNa、ココベタイン、(カプリリル/
カプリル)グルコシド、塩化Na、ココイルイセチオン酸Na、オ
レオイルメチルタウリンNa、スイートオレンジ果皮油、グレ
ープフルーツ果皮油、ラベンダー油、ローマカミツレ花/葉/
茎油、ギンコウボク花油、グルコノラクトン、クエン酸、安息
香酸Na、フィチン酸Na、水酸化Na

シトラスブルーム™ ボディウオッシュ

*これらの記L述は米国の製品情報ページであり、日本の法律に基づいて作
成 されたものではありません。
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製品の特徴

• シトラスブルーム®ブレンドを配合し、甘いシトラ
スとフローラルの香りを楽しめます。

• 健康で柔らかな肌に必要な保湿を提供します。
• 肌を柔らかく、滑らかにする軽い着け心地のローシ

ョンです。

シトラスブルーム™ 
ハンド＆ボディローション
8.45 fl oz / 250 mL
製品番号：60211849
WA/WC価格：$23.50
小売価格：$31.33
PV：15

製品説明 
シトラスブルームローションは、軽い肌触りで、魅力的な香
りです。また滑らかで、美しい肌に整えます。この絹のような
ローションには自然な保湿剤とうるおい成分が配合されて
おり、肌に柔らさとしなやかさを与えます。摘みたての花と
シトラスの果皮の組み合わせでより素晴らしいローション
へ仕上がっています。CPTG®品質のワイルドオレンジやピ
ンクグレープフルーツのエッセンシャルオイルがシトラス
ブルームに太陽の光と新鮮な香りを与えます。またラベン
ダー、ローマンカモミール(ローマカミツレ）、マグノリア（ギ
ンコウボク）が柔らかく、甘いタッチを加えています。

使用方法
適量を手と体に塗り、乾燥肌を防ぎながら元気の出る新鮮
なシトラスブルームの香りを楽しんでください

使用上の注意 
外用のみに使用してください。乳幼児の手の届かないとこ
ろに保管してください。耳の中等の敏感な箇所にはお使い
にならないでください。また、目に入らないようにご注意く
ださい。使用してから12時間は紫外線を避けてください

成分
水、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、グリセリン、セテア
リルアルコール、ヒマワリ種子油、ペンチレングリコール、結
晶セルロース、コハク酸ジヘプチル、ベヘニルアルコール、
ステアリン酸グリセリル、オリーブ油脂肪酸加水分解カラス
ムギタンパクK 、ヤシ油、マカデミア種子油、オリーブ果実
油、アストロカリウムムルムル種子脂、テオブロマグランジ
フロルム種子脂、カカオ種子バター、ククイナッツ油、プルケ
ネチアボルビリス種子油、スイートオレンジ果皮油、グレー
プフルーツ果皮油、ラベンダー油、ローマカミツレ花/葉/茎
油、ギンコウボク花油、オリーブ果実不けん化物、(ホホバ
油/マカデミア種子油)
エステルズ、ホホバ種子油、スクワラン、スクワレン、トコフェ
ロール、トマト果実エキス、アルガニアスピノサ葉エキス、ホ
ホバ葉エキス、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィ
トステロールズ、フィチン酸Na、ヒナギク花エキス、ヒドロキ
シアセトフェノン、キサンタンガム、セルロースガム、オレイ
ン酸グリセリル、ヒアルロン酸Na、ベンジルアルコール、(カ
プリロイルグリセリン/セバシン酸)コポリマー

シトラスブルーム™

ハンド＆ボディローション

*これらの記L述は米国の製品情報ページであり、日本の法律に基づいて作
成 されたものではありません。
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製品の特徴

• シトラスブルーム®ブレンドを配合し、甘いシトラ
スとフローラルの香りを楽しめます。

• 臨床的に証明された穏やかでリラックスできる香
りのエッセンシャルオイルを組み合わせました。

• エッセンシャルオイルと洗浄剤で肌をやさしくき
れいにします。

シトラスブルーム™ フォーミ
ングハンド ウオッシュ  ディス
ペンサー付き
16 fl oz / 473 mL
製品番号：60212234
WA/WC価格：$19.50
小売価格：$26.00
PV：10

製品説明 
シトラスブルームハンドウォッシュは、敏感肌を乾燥させて
刺激する可能性のある石鹸に代わる、穏やかで健康的な製
品です。シトラス系の果皮の明るい香りと、摘みたてのフロ
ーラルな香りを組み合わせた独自の元気な気分になる香
りです。CPTG®品質のエッセンシャルオイルであるワイルド
オレンジやピンクグレープフルーツが太陽の光と新鮮な香
りを与え、ラベンダー、ローマンカモミール（ローマカミツ
レ）、マグノリア（ギンコウボク）が柔らかく、甘いタッチを加
えています。シトラスブルームハンドウォッシュは、手を清
潔にして柔らかくすると同時に、エッセンシャルオイルの心
地よい香りでリラックスさせ、フレッシュで清潔な香りを手
に残します。

ユニークで装飾的なドテラディスペンサーは、あらゆる飾り
に対応しています。 16オンス（約470ml）のハンドウォッシュ
が入れられます。

使用方法
シトラスブルームハンドウォッシュディスペンサーで1・2回
手に押し出して洗ってください。 その後、ぬるま湯でよくす
すいでください。

使用上の注意 
外用のみ使用してください。 目や傷などの接触を避けてく
ださい。 直射日光を避けて、涼しく乾燥した場所に保管して
ください。

成分
水、ヒドロキシプロピルスルホン酸ラウリルグルコシドNa、(
カプリリル/カプリル)グルコシド、グリセリン、フェネチルア
ルコール、オレンジ果皮油、グレープフルーツ果皮油、ラベ
ンダー油、ローマカミツレ花/葉/茎油、ギンコウボク花油、カ
プリルヒドロキサム酸、フィチン酸Na、塩化Na、クエン酸

シトラスブルーム™ ハンドウォッシュ 
ディスペンサー付き

*これらの記L述は米国の製品情報ページであり、日本の法律に基づいて作
成 されたものではありません。
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製品の特徴

• CPTG品質のエッセンシャルオイルのワイルドオ
レンジ、ピンクグレープフルーツ、ラベンダー、ロ
ーマンカモミール（ローマカミツレ）、マグノリア 

（ギンコウボク）が配合されています。
• アルミニウム、パラベン、フタル酸、タルクは含ま

れていません
• タピオカスターチは水分を吸収し、1日中新鮮で

乾いた付け心地を残します。
• 重曹は臭いを中和し、防ぐ助けをします。

ナチュラルデオドラントドテ
ラR シト ラスブルーム™  
スプリングブレンド入り
2.65 oz / 75 g

製品番号：60211289
WA/WC価格：$12.00
小売価格：$16.00
PV：5

製品説明 
ドテラシトラスブルーム™スプリングブレンドを配合したナ
チュラルデオドラントは、独自のエッセンシャルオイルブレ
ンドと臭いを防ぐ重曹、そして水分を吸収するタピオカで
新鮮な状態を長続きさせます。 CPTG品質のエッセンシャ
ルオイルであるワイルドオレンジとピンクグレープフルー
ツは明るいシトラスの香りを与え、ラベンダー、ローマンカ
モミール（ローマカミツレ）、マグノリア（ギンコウボク）は摘
みたて花の香りを与え、一日中快適に過ごせます。

使用方法
必要に応じて脇に使用してください。室温で保管してください。

使用上の注意 
外用のみに使用してください。お肌に異常が生じた場合
は、使用を中止してください。傷等、異常のある部位には使
用しないでください。使用してから12時間は紫外線を避け
てください。

成分
タピオカデンプン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリ
ル、ステアリルアルコール、炭酸水素Na、シア脂、ヤシ油、ヒ
マワリ種子油、ホホバ油、ホホバエステル、ポリグリセリ
ル－3ミツロウ、水添ヒマシ油、オレンジ果皮油、クエン酸ト
リエチル、グレープフルーツ果皮油、ラベンダー油、ギンコ
ウボク花油、ローマカミツレ花/葉/茎油、トコフェロール

ナチュラルデオドラントドテラシトラスブルーム™ 
スプリングブレンド入り

*これらの記L述は米国の製品情報ページであり、日本の法律に基づいて作成 
されたものではありません。
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使用目的： 
原材料名： ヤシ油ワイルドオレンジ油、グレープフル
ーツ油、ラベンダー油、ローマンカモミール(ローマ
カミツレ）油、マグノリア（ギンコウボク）油

香り： シトラス、フローラル、甘い

製品の特徴

•	 元気の出る香りで健康的な視点をうながします。
•	 明るい春のような環境を作り出します。
•	 柑橘類の果皮からきらめくような香りと摘みたて
の花の香りが組み合わさり、個人や仕事の環境を
明るくします。

シトラスブルーム®タッチ
スプリングブレンド10 mL ロールオン

製品番号：60212686
WA/WC価格：$23.50
小売価格：$31.33
PV：18	

シトラスブルーム®タッチ

製品説明 
シトラスブルームタッチは柑橘類の果皮のさわやかな香り
と摘みたての花を組み合わせた香りです。ワイルドオレン
ジとグレープフルーツのエッセンシャルオイルの明るい香
りに、ラベンダー、ローマンカモミールとマグノリアが柔ら
かく、甘い香りを加えています。シトラスブルームの存在感
豊かなきらめく香りで一日を始めましょう。

効能
•	 明るい春のような香りをいつも楽しめるように、脈拍を感
じる場所に塗布してください。
•	 中弛みしやすい日中に元気が出るようにシトラスブルー
ムタッチを手に塗り顔に近づけて深呼吸してください。

•	 首や手首に塗って、一日中香るパーソナルアロマとして
ご利用ください。

使用方法
塗布: お好みの箇所に塗ってください。

使用上の注意 
はじめてお使いになる際はパッチテスト等でお試しのう
え、ご使用ください。乳幼児の手の届かないところに保管し
てください。妊娠中・授乳中の方、または治療を受けている
方は、ご使用前にかかりつけの医師にご相談ください。耳
の中等の敏感な箇所にはお使いにならないでください。ま
た、目に入らないようにご注意ください。使用してから12時
間は紫外線を避けてください。

スプリングブレンド	10	mL	ロールオン

*これらの記L述は米国の製品情報ページであり、日本の法律に基づいて作成	され
たものではありません。


