アダプティブ システム
気分の浮き沈みから解放されて、日常
の様々な困難や変化に対して「適応力」
をサポートします。
アダプティブ システムは、アダプティブ カプセル
と、その働きをサポートするアダプティブ ブレン
ドオイルやアダプティブタッチを組み合わせて使
用することで、生活の質を高めて「ムードマネジメ
ント」にフォーカスするセットです。
過去の出来事を乗り越えたいときや
将 来 への不安から解放されたいとき、周囲からの期待に応えたいときなど、悩みは人それぞれ。
そんな日常をたくましく過ごしたいときは、アダプティブ システムをいつもあなたの手元に。

心のバランスに気づこう。
現代は迅速な結果が求められ、あらゆる場面で人々は時間に追われています。スマートフォンなど
のデバイスやコミュニケーションツールの進歩によって、サクサクと物事が進むようにはなりました
が、その一方で自分にとって大切なことや人に費やす時間が大幅に少なくなってしまった人も増え
つつあるようです。
物事を上手にこなしているときは問題ありません。しかし、毎日慌ただしく時間を過ごし、余裕がな
くなると、いずれは心のバランスを崩してしまい、体の様々な部分に影響が出ます。

これから、
あなたの日常をどのように
変えてゆきたいですか？

健康サポートや気持ちのコントロールに
役立つサプリメント
❶ アダプティブ

カプセル

アダプティブ カプセルは、落ち着きをもたらす
植物性の成分と、その働きをサポートするエッ
センシャルオイルを配合しています。感情の浮
き沈みに影響されず、バランスが取れた状態を
維持することで、日常の様々な状況を受け入れ
て、”Adapt”（適応）できるチカラをサポートしま
す。日常の緊張や不安感、心配などを手放して、
心地よいリズムに整えるためにきっと役立つこ
とでしょう。
ゼンブリンやGABAなど、リラックスをサポート
しながらも眠くなりにくい成分が入っていますの
で、集中しなければならないときなどでも安心
してお飲みいただけます。

お召し上がり方
毎日のセルフケアや、大事な場面の前に、1日1カプセルを
目安に摂取してください。
製品特長
・ポジティブな感情へ。
・感情のバランスをサポートし、落ち着きをもたらします。
・新しい環境に適応し、リラックスを促します。

ラベンダー
リラックス状態に導きます。
主成分リナロールがGABA
の働きをサポートします。

コリアンダー
パクチーの種子から抽出
されたオイル。主成分リナ
ロール、
α-ピネンがGABA
の働きをサポートします。

フェンネル
α-ピネンがGABAの働きを
サポートします。

エッセンシャル
オイル

GABA

正式名称は
「γ
（ガンマ）
-アミノ酪酸
（らくさ
ん）」と呼ばれるアミノ酸の一種です。体の
内側で吸収され、
リラックス状態と感情の落
ち着きをもたらす成分として注目されていま
す。
体内でGABAは作られますが、
生活習慣
によって低下することが知られています。

オレンジ
明るい気分へと促します。

主成分
ゼンブリン

南アフリカで約300年前から使用され
ている
「スケレティウム
（カーナ）
」
とい
う多肉植物から採れる成分。
歴史に裏
打ちされた食経験と眠くなりにくいの
が特徴で、
押しつぶされそうな環境を
乗り切る時に摂りたい成分です。

アヒフラワー種子オイル

オメガ3系・6系の脂肪酸が含有さ
れています。感情を司る機能の働
きをサポートすると言われています。

香りで注意力や集中力の向上と
心身のリラックスへと導くブレンド
❷ アダプティブ

15mL

落ち着きを与えるラベンダーやマグノリア、
ネロリ、
スイートガム、
前向きな気分へとバランスよく導くオ
レンジとスペアミント、元気と集中力にフォーカス
した心地よいムードへ導くコパイバとローズマリー
を配合したブレンドオイルです。
この1本にリラック
スとアップリフトなムードをサポートする香りが独
自のバランスで配合されているので、
気持ちの浮き

製品特長

沈みを上手にマネジメントすることにも役立ちます。 ・深いリラックスと気持ちのアップリフトに。
アダプティブの香りをムードマネジメントツールとし
て取り入れて、
生活の質を高めてみましょう。
ディフューズおすすめブレンド
朝：ダグラスファー 1滴

＆ アダプティブ 4滴

昼：グレープフルーツ 1滴 ＆ アダプティブ 3滴
夜：シダーウッド 1滴

＆ アダプティブ 3滴

・ムードを高めて、作業や学習の効率をサポート。
・落ち着きをもたらす穏やかな香り。

使用方法
・ディフューズして気持ちを落ち着かせ、作業に集中でき
る環境作りやリラックスに。
・緊張しそうなときは手の平ですり合わせて、深く吸い込んで。
・お風呂に3〜4滴加えて、
リラックスモードに切り替えを。
・オイルを肌に塗布して、
ヘルシーな印象に。

深く豊かな香りで安らぎ、
どこでもリラックス＆リセット
❸ ドテラ

アダプティブタッチ10ｍL

ドテラ アダプティブタッチは、ブレンドオイルの
アダプティブをココナッツオイルで希釈したロー
ルオンタイプのオイルです。
「受容」、
「心のバランス」、
「アップリフト」の3つのス
テップを、この1本で叶えるアダプティブタッチ。ム
ードマネジメントツールとして取り入れることで、
落ち着きと静けさをサポート。忙しい毎
日の中で自分と向き合いたいときに、
穏やかなひと時を届けます。

製品特長
・いつも身につけて、おだやかな心をキープして。
・ココナッツオイルで希釈されているので、
塗布後の香りがより長持ち。
・緊張感があるときのセルフケアに。
使用方法
・手首などのパルスポイントに塗布して、香りを感じて。
・仕事や勉強中の息抜きには、
肩や首などに塗布してやさしくほぐして。
・落ち着きを取り戻したいときには、手首やこめかみに塗布して。

アダプティブ ブレンドオイルの働き
・アダプティブの配合オイルは単品でもムードマネジメントに役立てられますが、
ブレンディングにより各自のはたらきを掛け合わせることができ、
よりひらめきや集中力をサポートする力を発揮します。
・社内*で60名を対象に、
アダプティブの香りが試験の際に発生するムードの変化に影響を与えるのかどうかテストを行いました。
何もディフューズしていない部屋に分かれて入り、
計算問題などに取り組んでもらいました。
・アダプティブをディフューズしている部屋と、
・その後、
テスト中のムードの変化についてアンケートを取ったところ、
アダプティブがディフューズされていた部屋にいた人の
ほとんどから、
「アダプティブ香りで落ち着きがもたらされた」
という回答が得られました**。
*USドテラにて実施されました。 **USドテラで得られた結果です。

アダプティブ システムのあるいちにち

Feel the Balance
通勤・通学、
仕事の前に
アダプティブ カプセルで今日の準備。

リラックスしたい。

通勤・通学、
仕事の前に
アダプティブ カプセルを摂って、
気持ちを整える準備。
ディフューズもアダプティブ、
爽やかな朝に。

家でゆったりと過ごす時間には、
アダプティブの香りをディフューズしたり
バスオイルに加えてリラックスした時間を。
お風呂上がりや寝る前はタッチを使って首筋や
デコルテ周りをセルフケアしてリラックス。

やや疲れが出て
感情の乱れを
感じる。

気分をリセットするために、
ほのかに香るドテラ アダプティブタッチを
手首などに塗ってみる。

こんな小さなトラブルを日常的に感じていませんか？
ひとつでもチェック

があればアダプティブ

□ Wi-Fiがつながりにくくて困る
□ 電車の中で隣に立った人の匂いが気になる

□ 単調な日々に飽き飽きしている

□ 苦手な人へのLINE返信がおっくう

□ 多忙な毎日を送っている

□ 渋滞に巻き込まれると気がめいる

□ 人に必要とされていないという感覚になる

□ 言いたいことが言えなくてモヤモヤする

□ 人間関係にトラブルがあると感じる

□ 仕事や学習に集中できない自分を責めがち

□ 間食をして後から落ち込む

□ 通勤・通学時間が長くて気持ちが萎える

□ 発散する機会がない

□ 人の役に立つ行動をとりたいのに勇気が出ない
□ 一日の中でホッとできる時間が少ないと感じる

アダプティブ
カプセル
サプリメント
30 粒

製 品 名
製品番号
内 容 量
会員価格
参考小売価格
PV

アダプティブ カプセル
60210262
30粒
5,800円（税込）
8,700円（税込）
37.00

60215292
アダプティブ カプセル、
アダプティブ 15mL、
ドテラ アダプティブタッチ 10mL
12,100円（税込）
18,150円（税込）
85.00

製 品 名
製品番号
内 容 量
会員価格
参考小売価格
PV

アダプティブ エッセンシャルオイルブレンド
60210259
15mL
5,500円（税込）
8,250円（税込）
45.00

doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社
東京都港区西麻布3-5-5 doTERRA Japanビル

10 mL ROLL ON

使用目安は1ヶ月1セット

製品番号
内
容
会員価格
参考小売価格
PV

□ いつも気持ちがソワソワする

アダプティブタッチ

アダプティブ システム

□ 朝の慌ただしさにハラハラする

製 品 名
製品番号
内 容 量
会員価格
参考小売価格
PV

ドテラ アダプティブタッチ
60210263
10mL
3,000円（税込）
4,500円（税込）
25.00

