
キッズコレクションは 使 いやすいロ ールオンタイプのブレンドオイルコレクションです。
子どもたちのために特別に配 合された心 地良い 香りがキッズのエモーションにアプ
ローチして、元気をスイッチオン。
繊細な子どもの肌にも使えるよう、Dilution（希釈）という方法を採用。エッセンシャル
オイルが初めての方でも安心して使用でき、オイルが持つパワーをシンプルに体感で
きます。

育ち盛りの元気な子どもたちのために

キッズコレクション



「キッズのエモーション」に
アプローチ 身体と脳のケミストリーから生まれるエモー

ション（感情）は、健康であることの大切な
要素のひとつ。幼いうちは、自分の中で起こっている何かに戸惑うことがありま
すが、それはとても自然なこと。子どもたちの健康的なエモーションのために、
気持ちに寄り添った香りを楽しく一緒にタッチしてください。

dōTERRA Thinker  
ドテラシンカー™
スッキリさわやかな香りが、
ひらめきをサポート

dōTERRA Stronger  
ドテラストロンガー™
甘酸っぱい香りのパワーで、
健やかで強い気持ちに

dōTERRA Steady  
ドテラステディ™
やさしい森の香りで、
不安を前向きに

dōTERRA Comforter  
ドテラコンフォーター™ 
軽やかで涼しい香りが、
運動後の休息に

dōTERRA Restful  
ドテラレストフル™
甘くやさしい香りに包まれて、
心地よくリラックス

勉 強
ブレンド

元 気
ブレンド

ゆったり
ブレンド

運 動
ブレンド

おやすみ
ブレンド

dōTERRA Brave  
ドテラブレイブ™ 
明るく華やかな柑橘の香りが、
立ち向かう心を

dōTERRA Tamer  
ドテラテイマー™
食後の気分を快適に

ヒーロー
ブレンド

すっきり
ブレンド

やさしく首や手首に

お腹や足の裏に

首の後ろに

足の裏・手首に

やさしく足全体や背中に

首の後ろや足の裏に

お腹全体・足の裏・手首に



Roman chamomille

Lavender

オトナのエモーションにも
アプローチ
キッズコレクションは、大人にもおすすめです。
多くの美肌効果を持つエッセンシャルオイルを配合。子どもが安心して使える
肌に優しいオイルで、「オトナのエモーション」にもアプローチ。
朝と夜のスキンケアに用いたり、携帯に便利なコンパクトサイズでいつでもどこでも
好きな香りを楽しんだり。子どもたちに負けない自由な発想を花開かせましょう。

ハリ感、チューニング、
トータルなエイジングケア※1が必要なとき。Active

肌に落ち着きを与える、
肌が不安定になっているとき。Cool down

浄化してなめらかに、
健康的な肌になりたいとき。Release

Vetiver

Peppermint 

Copaiba

Lavender Coriander

Magnolia

　ドテラシンカー™
アーシー ＆ ミンティー

 ドテラチアー、ウィンドリズム

Frankincence

Rose

Orange

Osmanthus

Ginger

Peppermint 

〇	使用方法
 洗顔後、化粧水で肌を整え
た後、お顔全体にクルクルと
つけ、軽く手でなじませます。

	 手にひらで顔全体を包み込
みハンドマスクをすると手の
温度で浸透効果がより高ま
ります。※2

〇	乾燥対策
 オイルが浸透※2したら、美容液、クリーム
をつけて軽くマッサージするとしっとり肌に。

〇	オイルを使い分けて肌へアプローチ
 朝はアクティブ、夜はクールダウンとリリース
など。朝と夜のスキンケアに違うオイルを
使ってみるのもおすすめ。

　ドテラストロンガー™
シャープレモン ＆ ブライト

 ドテラパッション、オンガード

　ドテラブレイブ™
ウォームシトラス ＆ フローラル

   ドテラモチベート、サンリズム

　ドテラレストフル™
ソフトウッディー

 ドテラバランス、アロマタッチ

香り　  スキンケアと一緒にディフューズすると効果的なおすすめオイル

　ドテラテイマー™
ソフトウッディー

 イージーエア、ゼンジェスト

　ドテラコンフォーター™
ミンティー ＆ フローラル

 ドテラピース、ディープブルー

　　	ドテラステディ™
ソフトウッディー ＆ フルーティー

 ドテラフォーギブ、テラアーマー

※1 年齢に応じたお手入れ　※ 2 角質層まで

〇	ネイルケアにもおすすめ
 爪にもつけやすいロールオ
ンタイプ。爪の生え際につけ
てなじませれば、爪の美容
液としても大活躍。



doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社
東京都港区西麻布3-5-5 doTERRA Japanビル（メンバーサービス）TEL:03-4589-2610   www.doterra.com/ja_jp/

〇	旅行にも最適♪	メタル製カラビナ付キャリーケース〇	旅行にも最適♪	メタル製カラビナ付キャリーケース
●	ジッパーを開ければ2つ折り可能で、オイルや小物の取り出しが簡単。
●	メタル製カラビナ付きでリュックやキャリーケースにそのまま取付可能。
●	コットンやメイク小物、ミニボトルなども収納できる巾着タイプ。
●	ゴムバンドで仕切られ、いろいろなサイズ
のオイルを収納可能。

※ケースサイズ：縦 15cm ×横10cm ×マチ5cm

〇	〇	7種類のラベルに合わ7種類のラベルに合わ
せたカラーのカラビナせたカラーのカラビナ
付シリコンキャップ付シリコンキャップ
	 バッグにつけるなど、
	 携帯に便利です。

〇 ブレンドオイル	7種類	（各10 mL）

キッズコレクション
［成分］	ココナッツオイル / ベ

チバー / ペパーミント / クレメ
ンタイン / ローズマリー

dōTERRA	Thinker		
ドテラシンカー™

［成分］	ココナッツオイル /シ
ダーウッド / アオモジ / フラン
キンセンス / ローズエキス

dōTERRA	Stronger		
ドテラストロンガー™

［成分］	ココナッツオイル / アミ
リス / バルサムファー / コリア
ンダー / マグノリア

dōTERRA	Steady		
ドテラステディ™

［成分］	ココナッツオイル/スペ
アミント/ハッカ/ジンジャー/ブ
ラックペッパー/パセリシード

dōTERRA	Tamer		
ドテラテイマー™

［成分］	ココナッツオイル / ラ
ベンダー / カナンガ / ブッダ
ウッド / ローマンカモミール

dōTERRA	Restful		
ドテラレストフル™

［成分］	ココナッツオイル / コ
パイバ / ラベンダー / スペアミ
ント / フユザンショウ

dōTERRA	Comforter		
ドテラコンフォーター™

［成分］	ココナッツオイル / オ
レンジ / アミリス / オスマンタ
スエキス / シナモンバーク

dōTERRA	Brave		
ドテラブレイブ™

製品名 キッズコレクション
製品番号 60213620
会員価格 15,000 円 税込
参考小売価格 22,500 円 税込
PV 106.00

〇	使い方がひと目で分かるフラッシュカード〇	使い方がひと目で分かるフラッシュカード
●	オイルの使い方がすぐに分かる、シンプルな内容。
●	オイルを分かりやすく子どもに
	 説明するときに便利。
●	カードを見ながらオイルを
	 使えばコミュニケーション
	 アップ。

FAQ
キッズコレクションは何歳から使えますか？キッズコレクションは何歳から使えますか？

　３歳未満のお子様のご使用はお控えください。

一日に何回くらい塗布できますか？一日に何回くらい塗布できますか？

　４～６時間ごとに、繰り返し塗布することができます。

子どもが敏感肌です。子どもが敏感肌です。

　ご使用前にパッチテストをすることをおすすめします。


