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製品説明 
ドテラサン フェイス＋ボディー ミネラルサンスクリーン ステ
ィックは、ミネラルベースの日焼け止めスティックで、肌に素
晴らしい働きかけをするため、肌を若 し々く見せるサポート
をしてくれます。非ナノ酸化亜鉛を配合し、軽いつけ心地
で、SPF 40 広域スペクトル保護（UVA/UVB）を提供します。シ
アバター、ココアバター、ビタミンEなどの植物成分が、CPTG
品質のキャロットシード、フランキンセンス、ヘリクリサムな
どのエッセンシャルオイルと組み合わさったことで、頭から
つま先まで肌にたっぷり栄養を与えるスティックタイプの日
焼け止めです。このサン スティックは、パラベンやフタル酸エ
ステルを含まず、ビーガンフレンドリー（動物由来の原材料
を一切含んでいない）、リーフセーフ（珊瑚礁に悪影響を与え
ない）かつクルエルティーフリー（動物を用いた実験が行わ
れていない）製品です。握りやすいツイストアップチューブタ
イプです。あらゆる年齢層の方に毎日ご利用いただけ、自然
の力で紫外線からあなたの肌を守ります。 

使用方法 
日光に当たる15分前に、肌にムラなくのばしてください。2時
間おきに塗布してください。室温で保管してください。

使用上の注意
外部のみにご使用ください。傷などの異常のある肌には、使
用しないでください。目に入らないよう注意してください。落
とす時は、水で洗い流してください。肌にかゆみなどの異常
が出た場合は使用を中止し、医師に相談してください。お子
様の手の届かないところで保管してください。誤って飲み込
んでしまった場合は、すぐに医師の診断を受けるか、または
毒物管理センターに連絡をしてください。生後6ヶ月未満の
お子様への使用は、医師にご相談ください。 

製品の特徴

• SPF40広域スペクトル保護（UVA / UVB）を提供し
ます。 

• 滑らかなつけ心地で、肌に栄養を与え、潤いを与え
ます。 

• 非ナノ酸化亜鉛、シアバター、ホホバ、ココアバタ
ー、ビタミンEを配合しています。 

• パラベン、フタル酸エステル、フェノキシエタノー
ル、オキシベンゾン、および合成香料は含まれてい
ません。 

• 最大80分間の耐水性があります。 

ドテラ®サン  
フェイス＋ボディ ミネラルサン 
スクリーンスティック
容量 1.75 oz / 50 g

製品番号: 60220571
WA/WC価格: $32.50
小売価格: $43.33
PV: 20 

ドテラ®サン 
フェイス＋ボディ ミネラルサン 
スクリーン スティック

Drug Facts
Active Ingredient................................................................................................................................. Purpose
Zinc Oxide 17.6%...........................................................................................................................................Sunscreen

Uses • Helps prevent sunburn •If used as directed with other sun protection measures (see Directions), 
decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun  

Warnings
For external use only
Do not use on damaged or broken skin 
When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove
Stop use and ask a doctor if rash occurs
Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.   

Directions
For sunscreen use: • apply liberally 15 minutes before sun exposure • apply to all skin exposed to the sun 
• use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • reapply at least every 2 hours.
children under 6 months of age: ask a doctor 

Sun Protection Measures. Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To 
decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun 
protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10 a.m.–2 p.m. • wear long-sleeved 
shirts, pants, hats, and sunglasses 

Inactive ingredients Heptyl Undecylenate, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Euphorbia cerifera (Candelilla) 
Wax, Carthamus tinctorius (Safflower) Seed Oil, Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter, Jojoba Esters, Ethyl 
Macadamiate, Butyloctyl Salicylate, Oryzanol, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Daucus carota sativa (Carrot) Seed 
Oil, Boswellia carterii (Frankincense) Oil, Helichrysum italicum Flower/Leaf/Stem Oil, Cocos nucifera (Coconut) Fruit 
Extract, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Bisabolol, Tocopherol, Phytosterols, Michelia alba (Magnolia) Leaf 
Oil, Cymbopogon flexuosus (Lemongrass) Oil, Squalene, Cananga odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Michelia alba 
(Magnolia) Flower Oil, Citrus nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil

Other information • protect this product from excessive heat and direct sun. 

Questions or comments? Call 1-800-411-8151

*これらの記述は米国の製品ページ情報となっており、日本の法律に基づいて作成
されたものではございません。


