
PRODUCT INFORMATION PAGE

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Abōde  PIP US JP  090921A

使用目的： 
成分： 蒸留ライム果皮油、アオモジ果実油、カシア油、

ユーカリシトリオドラ油、ティーツリー葉油、アメリカ
ネズコ木油、ユーカリコチイ葉油、コリアンダー葉／
茎油、ラバンデュラヒブリダ油、バクホウシアシトリ
オドラ葉油

香り： 樟脳、柑橘系、甘い

製品の特徴

• パワフルな洗浄作用のあるオイルのブレンドです。
• リモネン、ゲラニアール、ネラル、および1,8-シネオ

ールが多く含まれているCPTG品質のオイルが配
合されています。

• 家をキレイな香りで包みます。
• フレッシュな柑橘系の香りを放ちます。

ドテラ® アボード™ 
リフレッシュブレンド15 mL

製品番号：60217576 
WA/WC価格：$31.75
小売価格：$42.33
PV：24.5

製品情報

製品説明
家の中はいつも清潔でフレッシュな香りで満たしたいもの
ですが、日々の生活臭で、時に困難を要します。また今まで
以上に、家で有害な物を減らすことは重要な課題となって
います。ドテラアボードブレンドを配合したホームケア製品
は、力強い洗浄効果を持つエッセンシャルオイルを配合し
ています。また、その心地よいアロマが、あなたの家をキレ
イでリフレッシュできる空間にします。このブレンドに
は、CPTG品質の蒸留ライム、リトセア、カシア、レモンユーカ
リ、ティーツリー、アーボビテ、コチイユーカリ、シラントロ、
ラバンディン、レモンマートルが配合されています。これら
の洗浄作用が高いオイルがブレンドされたドテラのアーボ
ビテオイルには、リモネン、ゲラニアール、ネラル、および
1,8-シネオールが高濃度で含まれています。また、西オース
トラリアの半乾燥地帯のみで育つコチイユーカリは、市場
で入手可能なユーカリオイルの中で最も多くの1,8-シネオ
ールまたはユーカリプトールを含んでいます。 ドテラアボ
ードであなたの家を自然で安全にリフレッシュしましょう。

効能
• 10～15滴を水に混ぜることで、パワフルで無毒性の家庭

用クリーナーを作ることができます。
• DIY用の部屋や、衣類、椅子やクッション用のスプレー

に入れてください。
• ディフューザーに５～８滴入れて芳香すると、どんな

空間もリフレッシュします。
• 数滴ウールの乾燥機（ドライヤー）ボールに垂らしてく

ださい。

使用方法 
ディフューズ（芳香）: お好みに合わせてディフューズしてく
ださい。
家庭用:日々の掃除の一部としてご使用いただけます。

使用上の注意
肌に付かないように気を付けてください。万一肌に付いた場
合は、石鹸などで洗い流してください。乳幼児の手の届かな
い場所に保管してください。

ドテラ® アボード™ 
リフレッシュブレンド 15 mL



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2020 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA® abōde™ Hand Lotion Refill
Infused with Citrus Bloom® PIP US  090221

製品の特徴

• 絹のような軽い肌触りで手を保湿し、健康的で柔
らかい手にします。

• 植物由来の成分とシトラスブルームブレンドが配
合されています。パラベン、フタル酸エステル、リ
ン酸塩、染料、合成香料は含まれていません。

• PCR（ポストコンシューマーリサイクル：リサイクル
のために回収された材料）で作られた袋を使用し
ています。

ドテラ®アボード™ ハンドローション
シトラスブルーム®入り（詰め替え用）
10 fl oz / 296 mL
製品番号：60216475
WA/WC価格：$24.00
小売価格：$32.00
PV：15

製品説明 
様々な環境に触れている手のケアに、ハンドローションは
必須アイテムですが、その手のケアは心地よいものである
べきです。シトラスブルームオイル配合のドテラのアボード
ハンドローションは、軽いつけ心地で、魅力的な香りを放
ち、滑らかで美しい肌に整えます。このシルクのようなロー
ションには自然の保湿剤とうるおい成分が配合されてお
り、肌に栄養としなやかさを与えます。アボード ハンドロー
ションは、柑橘類の果皮のさわやかな香りと摘みたての花
を組み合わせた豊かな香りがします。純粋な天然成分でつ
くられたアボード製品は、より健康的な生活をされたい方
にぴったりです。

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シト
ラスブルームの香りをお楽しみください。本製品は、詰め替
えができるアボードハンドローション・ディスペンサー（別
売）で使用されることをお勧めします。

使用上の注意 
外用のみに使用してください。はじめてお使いになる際は
パッチテストなどでお試しのうえ、ご使用ください。乳幼児
の手の届かない場所に保管してください。目の周り、耳の中
など敏感な場所への使用は避けてください。直射日光に当
たる前の塗布は避けてください。

成分
水、トリ(カプリル／カプリン酸)グリセリル、セテアリルアル
コール、(カプリル酸／カプリン酸)ヤシアルキル、ステアリン
酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、オレンジ果皮油、ガ
ルシニアインディカ種子脂、ヤシ油、ショレアステノプテラ種
子脂、アストロカリウムブルガレ核油、カエサルピニアスピ
ノサガム、グレープフルーツ果皮油、シア脂油、ラベンダー
油、ビート根エキス、ギンコウボク花油、ローマカミツレ花／
葉／茎油、タスマニアランセオラタ果実／葉エキス、(カプリ
リル／カプリル)グルコシド、カプリリルグリコール、ベンジ
ルアルコール、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロ
リド、水添ファルネセン、乳酸オレイル、セテアリルグルコシ
ド、カプリルヒドロキサム酸、乳酸球菌培養溶解質、ジグリ
セリン、ポリ乳酸／リシノレイン酸、エチルヘキシルグリセリ
ン、フルクトオリゴ糖、ラウリン酸ポリグリセリル-2、β-グル
カン

ドテラ®アボード™ ハンドローション
シトラスブルーム®入り（詰め替え用）

*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。



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA® abōde™ Liquid Dish Soap Refill PIP US  090221

製品の特徴

•	 食器、ガラス製品、鍋、フライパンをキレイに洗浄し
ます。

•	 植物ベースの液体洗剤で、リン酸塩、硫酸塩、フタ
ル酸エステル、染料、塩素を含んでいません。	

•	 ドテラのアボードブレンドオイルとグレープフルー
ツオイルを含み、自然でフレッシュな柑橘系の香り
をお楽しみいただけます。

•	 リサイクル可能なアルミボトルに入っています。

ドテラ®アボード™  
食器用液体洗剤（詰め替え用)
16	fl	oz	/	473	mL

製品番号：60217386
WA/WC価格：$15.50
小売価格：20.67
PV：8

製品説明
しつこい汚れを取り除き、手に優しいドテラアボード	食器
用液体洗剤は、フレッシュな柑橘系の香りと共に、お皿をキ
レイにします。効果的に洗浄し、リン酸塩、硫酸塩、フタル酸
エステル、染料、塩素を含んでいません。この植物ベースの
液体洗剤は、洗浄効果のあるエッセンシャルオイルがブレ
ンドされたアボードエッセンシャルオイルブレンドを配合
しています。また、リモネンを多く含むグレープフルーツオ
イルが、洗浄効果をさらに高めています。純粋かつ天然成
分でつくられたドテラのアボード製品は、健康を意識され
ている全ての方にお勧めです。

使用方法
食器についた食べ残しを取り除いた後、洗剤で洗ってくだ
さい。洗った後は洗剤をよく流してください。

使用上の注意
食器用洗剤の使用方法に従ってご利用ください。お子様や
ペットの手の届かない場所に保管してください。目に入ら
ないように注意してください。万一、目に入った場合は、す
ぐに水で数分間洗い流してください。肌についた場合は、
水で洗い流してください。食洗器で使用しないでください。

成分
水、ラウラミンオキシド、メチル2-スルホラウリン酸Na、2-ス
ルホラウリン酸2Na、コカミドプロピルヒドロキシスルタイ
ン、ラウリルグルコシド、グリセリン、グレープフルーツ果皮
油、フェニルプロパノール、カプリリルグリコール、ヒドロキ
シアセトフェノン、塩化Na、硫酸Na、脂肪酸(C12-18	)メチル
エステルズ、グルタミン酸ジ酢酸4Na、水酸化Na、ジメチル
ラウラミン、ジメチルミリスタミン、過酸化水素、アオモジ果
実油、カシア油、ユーカリシトリオドラ油、ティーツリー葉
油、アメリカネズコ木油、ユーカリコチイ葉油、コリアンダー
葉／茎油、ラバンデュラヒブリダ油、メタノール、バクホウシ
アシトリオドラ葉油、クエン酸

ドテラ®アボード™		
食器用液体洗剤（詰め替え用)

これらの記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。



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC

製品説明 
食器の汚れをきれいに落とすドテラのアボード食洗器専用
洗剤ポッド（個包装）はパワフルで効果的な成分が濃縮され
た洗剤です。植物由来の成分を使用した本製品には、リン
酸塩、フタル酸エステル、染料、塩素が含まれていなく、天然
の酵素やCPTG品質の純粋なエッセンシャルオイルが、心地
よい香りとともに、食器をきれいに洗います。ドテラアボー
ド食洗器専用洗剤ポッド（個包装）は、一袋に24個入ってい
ます。純粋かつ天然成分が配合されたドテラアボード製品
は、健康を意識されている全ての方にお勧めです。

使用方法
食洗機の洗剤入れにポッド（個包装）を一つ入れてくださ
い。ポッド（個包装）の中身を開けないでください。使用する
際は、必ず乾燥した手で使ってください。

使用上の注意 
食洗機用洗剤の使用方法に従ってご利用ください。使用し
ていない時は、チャックをしっかり閉めてください。

応急措置：万一飲み込んでしまった場合は水を飲んで、す
ぐに毒物管理センター又は医師に連絡してください。お子
様やペットの手の届かない場所で保管してください。目に
入らないように注意してください。万一、目に入った場合
は、すぐに水で洗い流してください。

成分
硫酸Na、炭酸Na、クエン酸Na、過炭酸Na、シリカ、ケイ酸
Na、ポリアクリル酸Na、マルトデキストリン、水、(カプリリ
ル／カプリル)グルコシド、ライム果皮油、アオモジ果実油、
カシア油、ユーカリシトリオドラ油、ティーツリー葉油、アメ
リカネズコ木油、ユーカリコチイ葉油、コリアンダー葉／茎
油、ラバンデュラヒブリダ油、アミラーゼ、スブチリシン、バ
クホウシアシトリオドラ葉油

*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。

製品の特徴

• しつこい汚れを落とし、食器を綺麗に洗い上げま
す。

• 自然でパワフルな植物ベースの成分を含
み、SLS、SLES、リン酸塩、フタル酸エステル、染
料、および塩素は含んでいません。

• PCR（ポストコンシューマーリサイクル：リサイクル
のために回収された材料）で作られた袋を使用し
ています。

ドテラ® アボード™ 
食洗器専用洗剤ポッド（個包装

Net wt. 389 g / 13.7 oz 
製品番号：60216473 
WA/WC価格：$19.50
小売価格：$26.00
PV：10

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Abode Dishwasher Pods PIP US JP 090921

ドテラ® アボード™
食洗器専用洗剤ポッド（個包装）



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA® abōde™ Laundry Pods PIP US JP  090921

製品の特徴

•	 しつこい汚れを落とし、衣類をフレッシュで清潔に
します。

•	 自然の柑橘系のフレッシュな香りのドテラアボード
ブレンドオイルが配合されています。

•	 PCR（ポストコンシューマーリサイクル：リサイクル
のために回収された材料）で作られた袋を使用し
ています。

ドテラ® アボード™  
ランドリー洗剤ポッド（個包装）
Net	wt.	567	g	/	20	oz	

製品番号：60216474
WA/WC価格：$25.25
小売価格：$33.67
PV：14

製品説明 
色落ちせずにしつこい汚れを取り除くドテラのアボードラ
ンドリー洗剤ポッド（個包装）は、濃縮タイプのパワフルで
効果的な洗濯剤です。天然酵素と界面活性剤が汚れを分解
しますランドリー洗剤ポッド（個包装）には、リン酸塩、フタ
ル酸エステル、染料、塩素は含まれていません。酵素と界面
活性剤は衣類を痛めず、従来の化学成分を使った洗濯剤よ
りも環境に優しいです。純粋なCPTG®品質のエッセンシャ
ルオイルが配合されており、衣類を清潔かつフレッシュな
柑橘系の香りで洗います。ドテラのアボードランドリー洗剤
ポッド（個包装）は一袋に45個入っています。純粋かつ天然
成分でつくられたドテラのアボード製品は、健康を意識さ
れている全ての方にお勧めです。

使用方法 
洗剤（個包装）を衣類と一緒に洗濯機の中に入れてくださ
い。衣類が少〜中量には一つ、多い場合は二つ入れてくだ
さい。

使用上の注意 

応急措置：万一、間違って飲み込んでしまった場合は水を
飲み、すぐに毒物管理センター又は医師に連絡してくださ
い。お子様やペットの手の届かない場所に保管してくださ
い。目に入らないように注意してください。万一、目に入っ
た場合は、すぐに水で洗い流してください。

応急措置：もし飲み込んでしまった場合、水を飲んで、すぐ
に毒物管理センター又は医師に連絡してください。お子さ
んやペットの手の届かないところで保管してください。目と
の接触を避けてください。誤って目に入った場合は、すぐに
水で洗ってください。

成分
炭酸Na、過炭酸Na、クエン酸Na、シリカ、塩化Na、グルコン
酸Na、水、メタケイ酸Na、(マレイン酸／ビニルアルコール)
コポリマーNa、ココアルキル硫酸Na、(カプリリル／カプリ
ル)グルコシド、マルトデキストリン、アルキル(C10-16)グリ
コシズ、ライム果皮油、アオモジ果実油、カシア油、ユーカリ
シトリオドラ油、ティーツリー葉油、(C12-18)アルコール、ア
メリカネズコ木油、ユーカリコチイ葉油、コリアンダー葉／
茎油、ラバンデュラヒブリダ油、アミラーゼ、スブチリシン、
バクホウシアシトリオドラ葉油

ドテラ®	アボード™	
ランドリー洗剤ポッド（個包装）

これらの記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。



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC

製品説明 
ドテラのアボードマルチパーパス　サーフェスクリーナーコ
ンセントレートは、頑固な油汚れや表面の汚れを落とすの
で、家や屋外で使用している多くのクリーナーの代わりに使
用することができます。この植物由来の自然でパワフルなフ
ォーミュラには、リン酸塩、硫酸塩、フタル酸エステル、染料、
および塩素は含まれていません。このクリーナーの鍵となる
CPTG品質のエッセンシャルオイルのチモールは、その洗浄
および浄化効果で知られています。また、本製品にはライム、
リトセア、レモン、ユーカリ、ティーツリー、アーボビテ、ユーカ
リプタス・コチイ、シラントロ、ラバンジン、レモンマートルを
含んでいます。
スプレーとして、キッチン、バスルーム、カウンター、備品、壁、
塗装木材、タイルの床などに使用でき、家をキレイでフレッ
シュな香りにします。純粋かつ天然成分でつくられたドテラ
のアボード製品は、健康を意識されている全ての方にお勧
めです。

使用方法 
コンセントレート１に対して、精製水９で希釈して使用して
ください。アボードの詰め替え可能なスプレー・ディスペン
サー（別売）のお使用をお勧めします。

使用上の注意
クリーナーの使用方法に従ってご利用ください。お子様やペ
ットの手の届かない場所に保管してください。目に入らない
ように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水
で洗い流してください。

成分
水、(カプリリル／カプリル)グルコシド、デシルグルコシド、ラ
ウロイルメチルイセチオン酸Na、ヒドロキシアセトフェノン、
コカミドプロピルベタイン、チモール、ライム油、アオモジ果
実油、カシア油、塩化Na、水酸化Na、ユーカリシトリオドラ
油、ティーツリー葉油、フィチン酸Na、アメリカネズコ木油、エ
チレンジアミンジコハク酸3Na、ユーカリプタスコチイ葉油、
コリアンダー葉／茎油、ラバンデュラハイブリダ油、安息香
酸Na、グリセリン、バクホウシアシトリオドラ葉油

製品の特徴

•	 キッチン、バスルーム、その他の表面のしつこい
汚れをキレイにします。

•	 力強い洗浄効果で知られているチモールなどの、
自然かつ効果的な植物由来の成分を含んでいま
す。

•	 リン酸塩、硫酸塩、フタル酸エステル、染料、およ
び塩素は含んでいません。

•	 自然の柑橘系のフレッシュな香りのドテラアボー
ドブレンドオイルが配合されています。

•	 リサイクル可能なガラスのボトルに入っていま
す。

ドテラ® アボード™  
マルチパーパス　 
サーフェスクリーナーコンセントレート 
1 fl oz/30 mL	
製品番号：60216476	
WA/WC価格：$11.50
小売価格：$15.33
PV：7

ドテラ® アボード™ 
マルチパーパス　 
サーフェスクリーナーコンセントレート

これらの記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。

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA® abōde™ Multi-Purpose Surface Cleaner Concentrate PIP US JP  090221



All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC Madagascar Vanilla PIP JP  091321A

マダガスカルバニラ
Vanilla planifolia  5mL 

製品情報

製品説明 
なじみのある懐かしさ。刺激的でロマンチック。古代アステカの時代
から高く評価され、香水によく使用されているバニラは、世界で最も
人気のあるアロマの1つであり、生産コストが最も高い製品の1つで
もあります。バニラ・プラニフォリアは約23メートルまで成長する多年
生のつる性の植物です。黄白色の花を咲かせ、無臭の豆をつくるラン
科に属しています。バニラの花は人の手で受粉する必要があり、バニ
ラが豆をつくるのに3～4年かかり、収穫も人の手で行う必要がありま
す。その後、豆は時間と労力を要する過程を経て、香りと風味を十分
に発達させることができます。その後、豆は細かく砕かれ、加圧され
た二酸化炭素を2段階の抽出過程で使用することで、豆から取れる天
然のバニリンからアブソリュートをつくり、天然のバニラの香りを保
持することができます。このアブソリュートをココナッツオイルと組み
合わせると、ドテラのマダガスカルバニラができます。マダガスカル
バニラをお気に入りのディフューザーブレンドに加えて、あなたの家
を心地よい魔法で満たしましょう。このマダガスカルバニラをほんの
少し加えるだけで、朝のコーヒーやお茶、スムージーに心地よく滑ら
かなフレーバーを与えることができます。また、魅惑的なパーソナル
フレグランス（オリジナルの香水）として使用したり、バスオイルやボ
ディローションに数滴加えて、マダガスカルバニラの絶妙な香りを楽
しみながら贅沢なひとときをお楽しみください。

効能
• お気に入りのCPTG®品質エッセンシャルオイルまたはオイルブレン

ドに加えてディフューズしてください。

• パーソナルフレグランスとして使用してください。

• 温かいお風呂に数滴加えましょう。

• 保湿ボディローションにブレンドしてください。

使用方法
ディフューズ（芳香）: 2～3滴ディフューズしてください。お好みのエッ
センシャルオイルと一緒にディフューズしてお楽しみいただくことも
できます。

塗布: 1～2滴を気になる箇所に塗ってください。敏感肌の方はキャリ
アオイルで薄めてからご使用ください。

摂取: 1滴をお好みの飲み物に加えてください。

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。

*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。

使用目的： 
成分： ヤシ油、バニラ果実エキス
香り： リッチ、クリーミー、甘い
主な化学成分：バニリン

製品の特徴

• リッチで甘く、温かさを感じる複雑な香りです。
• 穏やかでリラックスできる環境をつくります。
• 飲み物などに加えることで喜ばしい味わいを楽し

むことができます。

マダガスカルバニラ
Vanilla planifolia  5mL 

製品番号：60218012  
WA/WC価格：$45.50
小売価格：$60.67
PV：35
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使用目的：  
香り： 温かい、樹木、琥珀、柑橘系の香り
成分： オレンジ果皮油、エンピツビャクシン木油、ア

ミリスバルサミフェラ樹皮油、ボスフェリアセラタ
油、モツヤクジュ油、ラブダナム油、ベチベル根エキ
ス、ジプテリクスオドラタ種子エキス、バニラ果実
エキス

製品の特徴

• 居心地が良く、心地よい香りを提供します。
• リラックスできる快適な空間を作ります。
• どのお部屋も魅力的な雰囲気にします。

ヒュッゲ
コージーブレンド 15 mL

製品番号：60218450
WA/WC価格：$38.25
小売価格：$51.00
PV：29.5

製品情報

*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。

製品説明
喜びには様々なかたちがあるでしょう。例えば、窓からオレ
ンジ色の輝く夕焼けを眺めることや、親しい友人と笑って過
ごす時間。長い一日の終わりにお気に入りの肘掛け椅子に
座ること。乾燥機から出したばかりのふわふわの洋服の感
触。大切な家族や友人と家でくつろぐ時に得られる温かい
気持ち・・。北欧諸国で日常生活のあらゆる瞬間に喜びを見
出す習慣は「ヒュッゲ」として知られています。 ドテラは、そ
の言葉がもつ「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をヒュ
ッゲブレンドでお届けします。フレッシュで香りのよいオレ
ンジ、暖かく素朴な樹木の香り、そして甘いバニラの香りに
包まれてください。ヒュッゲの豊かな香りは、満たされた気
持ちへと導いてくれることでしょう。小さくシンプルな喜び
こそ最高の幸せです。

効能
• ディフューズすると温かく居心地の良い環境をつくり

ます。
• 蒸留水とウィッチヘーゼルをブレンドすると、DIYのルー

ムスプレーが出来上がります。

使用方法 
ディフューズ(芳香)： 3～4滴ディフューズしてください。

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。塗布してから12時
間は紫外線を避けてください。

ヒュッゲ™

コージーブレンド 15 mL



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Tusli PIP US JP  090220A

使用目的： 
抽出部位： ハーブ
抽出方法： 水蒸気蒸留
香り： 温かい、スパイシー、バルサミコ
主な化学成分： オイゲノール、β-カリオフィレン、ト

ランスβ-エレメン

製品の特徴

• 平安な気持ちなれる香りです。
• お口の中を清潔でキレイにします。
• 健康的な肌へと導きます。

トゥルシー（ホーリーバジル）
Ocimum sanctum    5 mL

製品番号：60213450
WA/WC価格：$33.75
小売価格： $45.00
PV：26

製品説明
トゥルシー は東南アジアに生育する、小さく緑色の生い
茂った低木です。また、ラベンダー色の花を咲かせ、ミン
ト科に属します。インドでは様々な健康上の問題におけ
る自然の解決策として使用されてきた歴史があります。

「比類のないもの」を意味するトゥルシー（聖なるバジ
ル）は、「ハーブの女王」として知られています。試験的な
研究によると、トゥルシーの成分であるオイゲノールと
β-カリオフィレンが、浄化作用と肌の向上を助けること
が示唆されています。CPTG®品質のトゥルシーは、伝統
的なバジルオイルとクローブオイルを混ぜ合わせたも
のに似ています。切り立てのバジルのような温かく甘い
香りが魅力的な雰囲気をつくります。それは世界の様々
な文化的儀式の一部で使用されています。肌に塗ると、
清潔で健康的な肌をサポートします。

効能
• ディフューズして心を落ち着かせる環境作りができます。
• 約60mLの水に1 ～2 滴入れて、うがいしてください。
• ローションに1滴加えて毎日のスキンケアにご利用くだ

さい。
• オイルを1滴手のひらにとり、両手を擦り合わせ、鼻を両

手で覆って深呼吸し、香りを楽しんでください。

使用方法
ディフューズ（芳香）: 3～４滴ディフューズしてください。
塗布: 塗布: 1～2滴をキャリアオイルで薄めてから気になる
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。

トゥルシー（ホーリーバジル）
Ocimum sanctum  5 mL

*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。



製品情報

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Copaiba Touch PIP JP  090921

使用目的：  
原材料名： コパイフェラ樹脂油、ヤシ油 
香り：  スパイシー、樹木の香り
主な化学成分 ：β-カリオフィレン、α-フムレン

製品の特徴

• クリアでスムーズな肌へ導きます。
• 自然な肌の保湿をサポートします。
• 健康的な肌へ導きます。
• 軽度な皮膚の損傷に対応します。

コパイバタッチ
Copaifera Essential Oil 10 mL
製品番号:  60219176 
WA/WC価格: $30.00
小売価格:$40.00
PV: 23

製品説明 
大人気のコパイバが便利なロールオンタイプになりまし
た。コパイバオイルは南米の熱帯雨林に自生するコパイバ
の樹脂から抽出されています。16 世紀以降、ブラジル北部
および北東部の先住民は、コパイバを伝統的な健康管理
のために使用してきました。今日、コパイバは石鹸、クリー
ム、ローション、香水などの化粧品でよく使用されています。
コパイバタッチは、CPTG品質のコパイバオイルとココナッ
ツオイルを配合しています。コパイバは肌を保湿し、クリア
で滑らかな肌へと導きます。コパイバオイルは、現在市場
に出ているエッセンシャルオイルの中で最も高い濃度の
β-カリオフィレン（BCP)を含んでいます。変則的なカンナ
ビノイドとセスキテルペンであるBCPは、コパイバオイル
の強力な成分です。BCPは、皮膚のシグナル伝達および調
節機能であるエンド・カンナビノイドシステム（ECS）のCB2
受容体と結合します。ECSは肌の免疫作用を調節します。

効能
• 肌に塗布することで清潔でクリアにします。 
• 肌に潤いを与えます。

使用方法 
塗布 : 必要な個所に塗布してください。

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。

コパイバタッチ
Copaifera Essential Oil 10 mL ロールオン

これらの記述は米国の製品情報であり、日本の法律
に基づいて作成されたものではありません。

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC   On Guard Chewable Tablets PIP US JP 090921

製品の特徴

•	 β-グルカンを含み、健康的な免疫機能の維持を
サポートします。

•	 ビタミンC、ビタミンD、亜鉛およびドテラのオンガ
ードブレンドを配合しています。

•	 ビーガンの方もご利用いただけます。グルテン、
砂糖、人工甘味料を含んでいません。

•	 いつでもどこでも手軽に摂取できます。

製品説明
強い免疫力が非常に重要な今だからこそ摂取したいドテ
ラのオンガード	+チュアブルタブレット。摂取することで、健
全な免疫機能の維持と体が必要としているサポートを提供
します。このタブレットには、ドテラ独自のオンガード®ブレ
ンド、ビタミンC、ビタミンD、亜鉛、およびパワフルなβ-グ
ルカンが配合されています。	数十年にわたる多くの研究に
おいて、天然のプレバイオティクス食物繊維であるβ-グル
カンが、健康な腸内細菌叢をつくり、免疫システムが効率よ
く機能するよう助けることが実証されています。ドテラのオ
ンガード+チュアブルタブレットは摂取しやすく、また栄養
素の吸収が最適化されているため、ご家族皆様でご利用い
ただけます。また、ビーガンの方にもご利用いただけます。
本製品はグルテン、砂糖、人工甘味料を含んでいません。オ
ンガード	+	チュアブルタブレットは、いつでもどこでも手軽
に摂取することができます。

使用方法	
健全な免疫力をサポートするために、必要に応じて１日に
３粒摂取してください。

使用上の注意	
乳幼児の手の届かない場所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、ご使用前に医
師にご相談ください。湿気の少ない涼しい場所に保管して
ください。

ドテラ  オンガード+™

チュアブルタブレット

ドテラ オンガード+™ 
チュアブルタブレット60粒入

製品番号：60216736
WA/WC価格：$	20.75
小売価格：$	27.67
PV：10

*	らの記述は米国食品医薬品局により評価されはありません。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。

*	これらの記載は米国の製品ページであり、日本の法律に基づいて作
成されたものではありません。



製品情報

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC

製品説明 
ドテラのCPTG品質のディープブルーブレンドとコパイバを
配合したディープブルースティックは、不快感のある箇所に
素早く対応し、パワフルな癒しを与えます。植物由来のメン
トール、サリチル酸メチル、カンフルを配合したこの手軽な
ステイックは、肌に深く浸透して、心地よい冷却感を与えて
くれます。このスティックに含まれているエモリエント(保湿)
成分が、肌をべたつかせずに柔らかくします。あなたのバ
スルームキャビネットやジム用バッグの必需品となること
でしょう。すぐに乾燥するため、運動前後や運動中いつでも
ご使用いただけます。ディープブルースティックは、便利か
つ効果的に癒しをもたらします。

使用方法
必要な箇所に直接塗ってください。より集中的なケアをさ
れたい場合は、使用前にディープブルーオイルをその箇所
に塗布してください。

使用上の注意 
外用のみに使用してください。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。目や粘膜
への接触を避けてください。もし接触した場合は、水でよく
洗ってください。傷のある箇所には使用しないでください。
塗布後に絆創膏をきつめに貼ったり、ヒーティングパッドを
使用しないでください。肌のかゆみや赤み、吐き気、嘔吐、
お腹の不快感、下痢、肌の炎症などの症状が発生した場合
は、使用をやめて医師にご相談ください。また、７日間以上
何かしらの痛みや赤みが継続したり、１２歳以下のお子様
に何らかの影響が出た場合も使用をやめて医師にご相談
ください。お子様のが誤って摂取しないように、お子様の手
の届かない場所に保管してください。万が一お子様が摂取
してしまった場合は、 すぐに病院または毒物管理センター
から指示と処置を受けてください。

成分
有効成分：メントール10% (局所鎮痛薬)

その他の原料：ヤシ油、タピオカデンプン、ヒメコウジ葉油、
ヒマワリ種子ロウ、コパイフェラ(コリアセア／ラングスドル
フィ／オフィシナリス／レチクラタ)樹脂油、水、セイヨウニ
ワトコ果実エキス、アーモンド油、ラウリン酸グリセリル、カ
プリル酸グリセリル、セイヨウハッカ油、クスノキ油、ユーカ
リ葉油、タナセツムアヌム花／葉／茎油、ウンデシレン酸グ
リセリル、イランイラン花油、トウガラシ果実エキス、グリセ
リン、ラウリン酸、カミツレ油、ヘリクリスムイタリクム花／
葉／茎油、クエン酸

*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。

製品の特徴

• ディープブルーブレンド、コパイバ、その他の天
然成分が配合されています。

• OTC（一般用医薬品）としての最大量の植物由来
のメントールを提供します。

• 軽度の腰痛、関節炎、捻挫、緊張、打撲傷といった筋
肉や関節の痛みを一時的に緩和してくれます。

• エモリエント（保湿成分）が、肌をべたつかせずに
柔らかくしてくれます。

• 心地よい冷却感を与えます。

ディープブルー ™ スティック
Net Wt. 1.69 oz / 48 g 
製品番号：60213108 
WA/WC価格：$31.75
小売価格：$42.33
PV：20

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Deep Blue Sstick PIP US JP 090121

ディープブルー ™  
スティック



All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Body Oil PIP US JP  090921

使用目的： NT

原材料名： クダモノトケイソウ種子油、ホホバ種子
油、バオバブ種子油、ワサビノキ種子油、トコフェ
ロール、ヒマワリ種子油

製品の特徴

• 感情を高めます。
• 効果的な仕事と勉強をサポートします。
• 平安な気持ちに導きます。
• 気分を落ち着かせ、やる気を出してくれます。 
• 気分を落ち着かせ、リラックスできる香りです。

ボディーオイル
キャリアオイルブレンド 115 mL/3.89 fl oz 

製品番号: 60213919 
WA/WC価格: $31.75
小売価格: $42.33
PV: 20

ボディーオイル

製品説明 
無色無臭のドテラボディーオイルは、お好みのエッセンシ
ャルオイルと簡単にブレンドすることができます。純粋か
つ天然の植物由来の成分でつくられたキャリアオイルは肌
の保湿に優れ、肌をなめらかで柔らかくします。また、軽い
つけ心地ですが、すばやく肌になじんで栄養を与えるた
め、マッサージのプロやお家でのマッサージに最適です。
ドテラのボディーオイルはマッサージなどをする際に、ボ
ディオイルを使って、肌への圧力やつけ心地を簡単に調節
することができます。お風呂中やシャワーの後、または乾燥
した肌をケアする際に直接塗ってください。ドテラのボディ
ーオイルで、シルクのようななめらかな肌ざわりをお楽し
みください。

効能
お気に入りのエッセンシャルオイルとブレンドし、以下のこ
とができます
• 独自のオリジナルマッサージオイルを作ることができ

ます。
• お風呂の湯に数滴加えてください。
• 入浴またはシャワーの後に塗ることでなめらかな肌へと

導きます。

使用方法
CPTG品質のエッセンシャルオイルを塗布をする際に、キャ
リアオイルとしてご使用ください。肌の敏感さやエッセンシ
ャルオイルのラベルに記載された使用方法に応じて、1滴
のエッセンシャルオイルを5滴（又は5滴以上）のキャリアオ
イルで希釈をしてください。また、エッセンシャルオイルに
対して肌が敏感な反応をした際、本キャリアオイルをその
箇所に直接塗布することで、肌への刺激を最小限にするこ
とができます。 

使用上の注意 
外用のみに使用してください。敏感肌の方がお使いになる
際はパッチテストなどでお試しのうえ、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。目の周り、耳の中など敏感
な場所への使用は避けてください。湿気の少ない涼しいと
ころで保管してください。

キャリアオイルブレンド 115 mL/3.89 fl oz
製品情報

*これらの記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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