ドテラ
プロテクティングシャンプー

製品情報

製品説明

日々の生活で髪に負担がかかると、髪が重く、ハリやコシが
なくなったように感じます。ヘアスプレー、
ドライシャンプ
ー、硬水、
プールの塩素などでダメージを受けた髪には、優
しい成分を使った効果的なシャンプーを日々使用すること
が大切です。
ドテラのプロテクティングシャンプーで新しい
髪ケアを始めましょう！ 頭皮を清潔で健康的に洗い上げ
ながら、髪の内側から健やかで、潤いのある髪へ導きます。
カラーリングした髪にも安全で、髪と頭皮の汚れを優しく洗
い上げ、溜まった汚れを取り除きます。
ドテラのプロテクテ
ィングシャンプーには、純粋なペパーミント、ユーカリ、ティ
ーツリーやスペアミント、そしてキヌアタンパク質を配合さ
れていて、髪にハリを与えながら保護します。
また、その自
然な香りは気持ちをリフレッシュしてくれます。本製品は硫
酸塩、
シリコン、およびパラベンなどの有害な化学物質を含
んでいません。
ドテラのデイリーコンディショナーと一緒に
使用すると、あなたの髪に潤いと栄養を与え、
まとまりのあ
る健康な髪に仕上げます。

使用方法

製品の特徴

少量を手に取り、髪につけて洗ってください。その後よくす
すぎ、
ドテラのデイリーコンディショナーをご使用ください。
目に入らないように注意してください。外用のみご使用くだ
さい。

• キヌアタンパク質は髪にハリを与え保護します。
• 硬水ミネラル、汚染物質、
スタイリング剤の残留物
をやさしく取り除きます。
• 髪に活力と栄養を与えます。
• カラーリングした髪にも安全です。
• 毎日使用できる優しい成分を使用しています。
• 硫酸塩、
シリコーン、パラベンがふくまれていませ
ん。
• 髪に潤いと栄養を与え、
まとまりのある健康な髪に
仕上げます。

ドテラプロテクティン
グシャンプー

成分

水、オレフィン(Ｃ１４－１６)スルホン酸Na、コカミドプ
ロピルベタイン、デシルグルコシド、
ラウロイルメチルイ
セチオン酸Na、カプリル酸ポリグリセリル-6、カプリン酸
ポリグリセリル-4、塩化Na、加水分解キノア種子、セイヨウ
ハッカ油、ユーカリ葉油、ティーツリー葉油、
ミドリハッカ
花／葉／茎油、
フェネチルアルコール、
クエン酸、PCANa、オレオイルメチルタウリンNa、ココイルイセチオン酸
Na、安息香酸Na、
グリセリン、
グアーヒドロキシプロピルト
リモニウムクロリド、
ラクチリル乳酸ラウリル、ベタイン、
ク
ロルフェネシン、カプリルヒドロキサム酸、エチレンジアミ
ンジコハク酸3Na

16.9 fl oz. (500 mL)

製品番号：60208440
WA/WC価格：$31.75
小売価格：$42.33
PV：20
*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。

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

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Protecting ShampooPIP JP 062821

ドテラデイリーコンディショナー
製品情報

製品説明

欲しいものは輝きのある健康的な髪というあなたへ。
ドテ
ラのデイリーコンディショナーは、問題が多い髪も内側から
輝きのある健康的な髪へと仕上げます。髪に栄養を与えケ
アすることは、
どの髪質にも大切なことです。
このコンディシ
ョナーは軽量でカラーリングした髪にも安全です。毎日使
用することで、
しなやかで弾むような潤いのある髪へ導き
ます。爽やかで心地よい香りのペパーミント、ユーカリ、ティ
ーツリー、
スピアミントオイルを配合したドテラのデイリー
コンディショナーは、
日々のヘアケアを至福のひと時にする
でしょう。本製品は硫酸塩、
シリコン、
フタル酸エステル、パ
ラベンといった有害な成分を含んでいません。髪にベタつ
きを与えることなく、なめらかに仕上げます。
ドテラのデイ
リーコンディショナーはダメージを受けている髪を毛先ま
でなめらかに仕上げます。
まとまりのある髪はあなたの自
信と輝きを高めてくれることでしょう。  

使用方法

シャンプーの後、軽く水気をとり、適量を髪全体になじませ
てください。その後よく洗い流してください。外用のみご使
用ください。

製品の特徴
• 髪に清潔感と潤いを与えます。
• 髪をなめらかでまとまりのある髪に整え、
ちぢれを
防ぎます。
• やわらかく、ツヤがあり、潤いのある仕上がりに
• 髪にベタつきをあたえず、
シルクのような指通りに
• 天然成分がカラーリングした色を鮮やかにキープ
します。

ドテラデイリー
コンディショナー

成分

水、セテアリルアルコール、ステアリン酸グリセリル、ヤシ
油、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、セチルエステル
ズ、
クオタニウム-98、ベヘントリモニウムクロリド、セイヨ
ウハッカ油、ユーカリ葉油、ティーツリー葉油、
ミドリハッ
カ花／葉／茎油、シア脂、
グリセリン、乳酸、PCA-Na、ステ
アリン酸ポリグリセリル-2、安息香酸Na、
クロルフェネシ
ン、ステアリルアルコール、
グアーヒドロキシプロピルトリ
モニウムクロリド、パンテノール 、(カプリロイルグリセリ
ン／セバシン酸)コポリマー、ヒドロキシプロピルグルコ
ナミド、コハク酸ジヘプチル、
グルコン酸ヒドロキシプロ
ピルアンモニウム、
グルタミン酸ジ酢酸4Na、水酸化Na

16.9 fl oz / 500 mL

製品番号：60208441
WA/WC価格：31.75
小売価格：$42.33
PV：20

*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。

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

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Daily Conditioner PIP JP 062921

ドテラリーブイン
コンディショナー

製品情報

製品説明

髪は日々多くの刺激を受けています。私たちは髪を染め、
スタイリングをし、
ブロードライやカールなどをします。
ま
た、紫外線、塩素、ヘアケア製品の使い過ぎ、水道水、そして
ポニーテールさえ、髪を乾燥させダメージを与えることが
あります。
またストレスも髪のトラブルの要因の一つです。
ツヤと潤いが失われた悩ましい髪にもう一度輝きを取り戻
しましょう。髪を守る簡単な方法として、高品質のリーブイ
ンコンディショナーがあります。
どのような髪質にも合うド
テラリーブインコンディショナーは、軽い使い心地で、髪の
回復を助ける栄養と天然成分を供給します。天然のワイル
ドオレンジ、
ライム、
ブルータンジー、マグノリアオイル、そ
してオスマンサスエキスを配合し、柑橘系の心地よい香り
は気持ちをリフレッシュしてくれます。
この使いやすいスプ
レーは、髪に潤いを与え、髪のもつれをほぐし、髪に柔らか
さを与えながら保護します。
また、
シリコンやフェノキシエ
タノールなどの有害な化学物質を一切含んでいないことも
重要なポイントです。
ドテラのリーブインコンディショナー
で、輝きとまとまりのある健康的な髪を手に入れましょう。   

使用方法

製品の特徴
• 髪のもつれをほどき、柔らかくします。
• ヘアスタイリングの熱から髪を守ります。
• 髪の潤いをキープします。
• 使用後に洗い流す必要はありません。
• 髪に栄養を与え健康な状態に促します。
• シリコンやフェノキシエタノールは含まれ
ていません。
• 使いやすいスプレータイプです。

リープイン
コンディショナー
8 fl oz / 237 mL

製品番号：60208398
WA/WC価格：$24.00
小売価格：$32.00
PV：15

シャンプーとコンディショナーを使った後に軽く水気をと
り、髪全体にスプレーしてください。洗い流す必要はあり
ません。ブロードライやヒートスタイリングをする前に使
う事で、髪を守る働きをします。

成分

水、
グリセリン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、オレ
ンジ果皮油、
ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分
解オオムギタンパク、ギンコウボク花油、
タナセツムアヌム
花／葉／茎油、モクセイ花エキス、
ライム果皮油、
プ
ルーン種子エキス、ビルベリー果実エキス、シア脂、サトウ
キビエキス、オレンジエキス、
レモン果実エキス、サトウカ
エデエキス、セテアリル アルコール、安息香酸Na、PCANa、コハク酸ジヘプチル、水添オリーブ油エチルヘキシ
ル、乳酸、
クエン酸、ステアリン酸ポリグリセリル-2、ステア
リン酸グリセリル、ステアリルアルコール、ヒドロキシプロ
ピルグルコナミド、パンテノール、
グルコン酸ヒドロキシプ
ロピルアンモニウム、エチレンジアミンジコハク酸3Na、
グ
アーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、水添オリー
ブ油不けん化物、(カプリロイルグリセリン／セバシン酸)
コポリマー、
クエン酸、水酸化Na、塩化Na

*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。

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

©2021 dōTERRA Holdings, LLC Leave-in Conditioner PIP JP 063021

