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製品説明
CPTG品質のターメリックエッセンシャルオイルとターメリックエキスをドテラが初めてデュアルチャンバーカプ
セルに組み合わせました。炎症反応に身体が適切に対応するために、両方の成分の有効性と利点を最大限に
生かしながら、ツメロンとクルクミノイドのユニークで強力な相乗効果を生み出します。*

インドの伝統的なアーユルヴェーダの健康習慣に重要なショウガ科の植物から得られるターメリックのエッセ
ンシャルオイルとエキスは、古くから利用されてきた長い歴史が、現代での利用に役立てられています。

ターメリックエッセンシャルオイル
ターメリック（ウコン）の根から蒸留されたエッセンシャルオイ
ルは炎症や酸化ストレスに対して身体が適切に対応するように
促し、健康な細胞機能をサポートします。*　ターメリックエッセ
ンシャルオイルには、2つのユニークな化学成分、ターメロンと
ar-ツルメロンが含まれており、クルクミンと一緒に摂取するとこ
で身体の自然な防御機能をサポートすることで知られていま
す。*　それらの成分は、ターメリックエッセンシャルオイルを日
々に欠かせないものにしています。

ターメリックエキス
ターメリック（ウコン）エキスは身体がフリーラジカルと戦い、
酸化による損傷から守る役割を助けるクルクミノイドを含んで
いるので、数あるサプリメントの中でも群を抜いて効果的な栄
養補助食品の1つであると言われています。*　ターメリックエ
キスの重要な利点は、分子レベルで健康的に炎症反応に対応
する能力です。*

デュアルチェンバーカプセル（ダブルカプセル）
研究によると、クルクミノイドは生物学的利用能が低いことが示
されていますが、ターメリックエッセンシャルオイルに含まれて
いるターメロンと組み合わせると、生物学的利用能を高めること
ができることがわかっています。ユニークなデュアルチャンバー
カプセルにより、主要な成分を1つのカプセルのデリバリーシス
テムで届けることで、身体が効率的に吸収することができます。
ターメリックの吸収を高めるので、非常にユニークです。他のタ
ーメリックエキスとブラックペッパーエキスが入っているサプリ
メントとは異なり、デュアルチャンバーカプセルはよりナチュラル
に成分をお届けします。

ターメリックデュアルチェンバーカプセル

Except as indicated all words with a trademark or a registered trademark symbol are trademarks or registered trademarks of do-TERRA Holdings, LLC

*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。

*これらの記述は米国食品医療品局により評価されたものではありません。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
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健康的な食事、定期的な運動、そして良い睡眠に
加えて、ドテラのターメリックデュアルチャンバー
カプセルは、フリーラディカルとの戦いに自然な
ワンツーパンチを加え、炎症反応に身体が適切に
対応するようにサポートします。* 

製品の特徴  
• 便利でユニークなデリバリーシステムのカプセ

ルで、ターメリックエッセンシャルオイルとエキ
スの両方の健康効果を得ることができます。*

• 炎症に対する身体の適切な反応をサポートし
ます。*

• 体がフリー・ラディカルスと戦うのを助け、酸化
的損傷から守る助けをします。* 

主な成分
ターメリック（クルクマロンガ）根精油  
ターメリックエキス

使用方法
健康のために毎日ターメリックドゥアルチェンバ
ーカプセルを2つ摂取してください。

使用上の注意
お子様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。内シールが破れているかなくなっている場
合は使用しないでください。直射日光を避け、湿
気の少ない涼しいところで保管してください。

Q&A
問：ターメリックカプセルにはカラギーナンが含ま

れていますか？
答：いいえ、この製品にはカラギーナンは含まれて

いません。
問：ターメリックカプセルには、シングルオイルボト

ルと同じエッセンシャルオイルが含まれていま
すか？ 

答：はい。カプセルにはシングルオイルと同じター
メリックオイルが含まれています。

問：この製品はビーガンですか？
答：はい。この製品はビーガン用です。 

問：食事と摂取したほうがいいですか？ 
答：ターメリックカプセルは食事と一緒に摂取する

ことをお勧めします。

Other Ingredients: Extra virgin olive oil, Vegetable 
hypromellose, Microcrystaline cellulose, Silicon 
dioxide, Stearic acid, Medium-chain triglycerides.

Manufactured exclusively for dōTERRA Intl, LLC,  
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, U.S.A.  
doterra.com | 1-800-411-8151

Curcuminoids (from Turmeric root 
extract)      300 mg**

Turmeric rhizome oil    160 mg**

**Daily Value (DV) not established

ターメリックデュアルチェンバーカプセル 
容量：2粒 
内容量：30粒

製品番号: 60209307
WA/WC価格：$45.50
小売価格: $60.67
PV: 25

Except as indicated all words with a trademark or a registered trademark symbol are trademarks or registered trademarks of do-TERRA Holdings, LLC ©2019 doTERRA Holdings, LLC  Turmeric Dual Chamber Capsule PIP JP 092519

*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。

*これらの記述は米国食品医療品局により評価されたものではありません。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
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アダプティブタッチ
安らぎブレンド10mLロールオン

製品情報

製品説明 
アダプティブカプセルを補い相乗効果をもたらすアダプテ
ィブタッチは、人生でストレスを感じる時に利用できる素晴
らしいオイルです。落ち着かない、追い詰められているとい
う感覚は誰にでも起こります。安らぎブレンドであるアダプ
ティブタッチの助けを借りれば、このような状況に対処でき
るようになります。ラベンダー、マグノリア、ネロリ、そしてス
イートガムのオイルがストレスを軽減する効果をもたらし、
ワイルドオレンジがとスペアミントがやる気と元気を出す
サポートをします。コそしてコパイバとローズマリーが不安
な気持ちを穏やかにして安らぎを与えてくれます。容易に
疲労感に襲われたり、仕事に集中することが難しい場合に、
アダプティブタッチはバランス感覚をもたらしてくれます。 

効能
• 感情の安定のために脈を感じる箇所に塗ってください。
• 緊張と疲労を和らげるために肩と首をマッサージしてご

使用ください。
• 手に塗り、1日を通して必要な時に深く吸い込んでください。
• すぐに落ち着く必要があると感じるときはいつでも、手首

とこめかみに塗布してください。

使用方法
塗布: お好みの箇所になじませてください。キャリアオイル
で希釈する必要はありません。 
ディフューズ（芳香）: アロマジュエリー、天然のドロマイト、
またはアロマ溶岩石にご利用ください。 

使用上の注意
はじめてお使いになる際は必ず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。塗布したあ
と、12時間ほど直射日光にあたるのを避けてください。

*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。

使用目的： 
原材料名： ワイルドオレンジ、ラベンダー、コパイ

バ、スペアミント、マグノリア、ローズマリー、ネロ
リ、スイートガムオイルにココナッツオイルがベ
ースとして配合。

香り: 甘い、シトラス、フローラル

製品の特徴

• 感情を高めます。
• 集中できるようにサポートします。。
• 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。 
• 不安や緊張を和らげます。

アダプティブ™ タッチ
安らぎブレンド10mLロールオン

製品番号: 60209357
WA/WC価格: $26.00
小売価格: $34.67
PV: 20
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アダプティブ™
カーミングブレンドカプセル
私たちは、すべてが即座に起こることを望んでいる世界に住んでいます。仕事を休むことなく、非常に長い時間をス
マートフォンやラップトップで過ごしています。そうすると、友人や家族と過ごす時間が少なくなります。一生懸命働
き、休憩を取る回数を減らすことで成功できると感じてしまうこともあります。請求書は絶え間なく届き、1日の時間
が長くなることはないのに、仕事と家での責任は常に増えていきます。長く続く頭痛、睡眠不足、エネルギー不足、そ
して効率の低下、すべては毎日のストレスの兆候です。ヨガやジムなど数時間の運動はストレス解消に役立ちます。
瞑想、バランスの取れた食事、趣味、休暇も効果的です。ストレス管理は、ライフスタイル、思考、感情を管理し、問題
に対処することです。私たちはストレスを完全に排除することはできないので、適応するために何かが必要です。ド
テラアダプティブカーミングブレンド製品は、ストレスを軽減し、精神的および肉体的な回復に役立つ効果的な製
品です。* 

製品説明
ドテラアダプティブカーミングブレンドカプセルは、落ち着きを
もたらす、特別に選択されたCPTG品質のエッセンシャルオイル
と、臨床的に研究された植物を組み合わせています。このサポ
ートとリラックスをもたらす独自のブレンドは、ストレスの多い
状況に適応したり、新しい環境に順応したりするときに力を与
え、励ましてくれます。*　アダプティブカーミングブレンドカプ
セルは、日常の緊張、不安感、心配を管理するのに役立つ最高
の道具の1つです。*

コンセプト・概念
アダプティブカーミングブレンドカプセルには、CPTG品質の
エッセンシャルオイルのラベンダー、コリアンダー、ワイルドオ
レンジ、フェンネル、とセレチウム、ギャバ、アヒフラワー®のブ
レンドで気分を刺激し、緊張を和らげる効果があります。
植物エキスのセレチウムは、カナンでして知られる南アフリカ
で見つかった多肉植物に由来しています。セレチウムエキス
は、南アフリカの先住民の知識の支持を得て、持続可能な供給
から調達しています。このエキスに含まれるユニークな植物成
分は、「安らぎ警報」の感覚をもたらします。*　毎日のストレス
に対する健康的な感情コントロールをサポートし、幸福感を促
します。*　気分を安定させる健康的なホルモンバランスをと
り、時折の緊張と戦う一方で認知機能を改善します。*
安らぎ作用のある神経伝達物質のギャバもリラックスを促す
のに役立ちます。*　ギャバには自然な慰め効果があり、神経
の興奮を抑えることにより、不安感や恐怖感を軽減します。*　
また、脳および中枢神経系の神経細胞の活動を抑えるため、
脳と身体の活動を低くする効果があるので「脳のブレーキ」と
呼ばれることもあります。*神経活動を落ち着かせることによ
り、ギャバは精神的、肉体的な負担を軽減します。*

©2019 dōTERRA Holdings, LLC  ADAPTIV PIP JP  092419A
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アヒフラワーは元々は野生ですが、その貴重な種の
ために栽培されており、花は最大4つの種しか作りま
せん。これらの種は、他のどのシードオイルよりも高
品質で多くの量のオメガを含み、その豊富で健康的
なオイルを取り出すために圧搾されます。オメガオ
イルに関するデータでは、不安感を軽減する効果が
あると言われています。* 　アダプティブカーミング
ブレンドカプセルは、心と身体のバランスを保ち、あ
らゆる状況に適応するのを助けます
さらなるストレスサポートにはアダプティブ安らぎブ
レンド15mLとアダプティブタッチ10mLをお試しくだ
さい。

使用方法
ストレス、緊張や不安感に対処するために、1日に1個
アダプティブカーミングブレンドカプセルを摂取して
ください。

製品の特徴
• 気分を落ち着かせ、前向きにしてくれます。*
• 気分をサポートし、心の状態を改善します。*
• 新しい環境に順応し、ストレスの多い状況に適応

するサポートをします。*
• リラックスさせてくれます。
• 認知機能と感情的バランスをサポートします。*
• 精神的健康を促進します。*

使用上の注意
お子様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。内
シールが破れているかなくなっている場合は使用し
ないでください。直射日光を避け、湿気の少ない涼
しいところで保管してください。

Q&A 

問： アダプティブカプセルにはカラギーナンが含まれ
ていますか？

答： いいえ、カプセルにはカラギーナンは含まれて
いません 

問：この製品はビーガンですか？  
答：はい、この製品はビーガンです。

問：製品を食事と一緒に摂ったほうが良いですか？  
答： はい、食事と一緒に摂取することをお勧めします。

問：アダプティブカプセルを毎日とっても大丈夫ですか？  
答：はい、使用方法に従っていただければ毎日摂取し

ていただけます。

問：アダプティブカプセルとブレンドオイル15mlとタッ
チ10mlの違いは何ですか？ 

答：カプセルには経口摂取ができるオイルのブレン
ドを使用しています。

†Ahiflower® is a registered trademark of Natures Crops 
International
Manufactured exclusively for dōTERRA Intl, LLC,  
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, U.S.A.  
doterra.com | 1-800-411-8151

アダプティブカーミングブレン
ドカプセル
30粒
製品番号: 60205956 
WA/WC価格: $50.75 
小売価格: $67.67 
PV: 30

*これらの記述は米国食品医療品局により評価されたものではありません。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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使用目的： 
原材料名： ワイルドオレンジ、ラベンダー、コパイ

バ、スペアミント、マグノリア、ローズマリー、ネロ
リ、スイートガムオイル

香り: 甘い、シトラス、フローラル

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。

アダプティブ™
安らぎブレンド15ml

製品番号: 60209364
WA/WC価格: $48.75
小売価格: $65.00 
PV: 37.5

アダプティブ™

製品説明 
ストレスと緊張が容赦なく押し寄せて来る時、アダプティブ
ブレンドはとても役に立ちます。アダプティブブレンドを使
用することで、新しい環境や状況に慣れるように気持ちを
助けてくれます。大きな会議や、重要なイベントのためにア
ダプティブブレンドを手元に置いてください。予備研究で
は、アダプティブオイルの主要成分であるラベンダーの香
りが、継続した集中力を要する仕事の効率に役立つ環境を
提供することがわかっています。ラベンダー、マグノリア、ネ
ロリ、そしてスイートガムのオイルがストレスを軽減する効
果をもたらし、ワイルドオレンジがとスペアミントがやる気
と元気を出すサポートをします。そしてコパイバとローズマ
リーが不安な気持ちを穏やかにして安らぎを与えてくれま
す。疲労感や緊張感を感じたり、優柔不断やいらいらする時
に、アダプティブブレンドは心と身体のバランスを保つの
に役立つ道具です。相乗効果を得るために、アダプティブブ
レンドをアダプティブカプセルと一緒にご利用ください。 

効能
• リラックスできるエプソムソルトバスとして、温かいお風

呂に3〜4滴を加えてください。
• 心地よいマッサージのためにココナッツオイルに3滴混

ぜてください。
• 部屋でディフューズすることで心を落ち着かせてくれます。
• 1滴手に塗り、1日を通して必要な時に深く吸い込んでくだ

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: 1〜2滴をお好みの箇所になじませてください。 

使用上の注意 
はじめてお使いになる際は必ずパッチテスト等でお試しの
うえ、必要に応じてキャリアオイル等で希釈してご使用くだ
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。塗布したあと、12時間ほど直射日
光にあたるのを避けてください。

安らぎブレンド15mL
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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使用目的:  A T S

抽出部位: 葉
抽出方法: 水蒸気蒸留
香り: フレッシュ、レモン
主な化学成分: シトロネラール、シトロネロール

製品の特徴

• 空気をリフレッシュし、きれいにします。
• 気分を高め元気にしてくれる香りです。
• 肌や台などをきれいにします。

レモンユーカリプタス
Eucalyptus citriodora 15 mL 

製品番号: 60209674
WA/WC価格: $15.50
小売価格: $20.67
PV: 12

製品説明 
レモンユーカリプタスエッセンシャルオイルは、滑らかな
樹皮のある背の高い木で、レモンの香りがするブルーガム
ユーカリ植物から得ることができます。オーストラリア北部
原産のこの植物は、爽快な香りで爽やかな環境を作り出す
ことで知られています。レモンユーカリプタスはシトロネラ
ールとシトロネロールの洗浄効果が高いため、テーブルや
肌のクレンジングに最適です。クレンジング効果以外にも、
レモンユーカリプタスは空気をきれいにしてリフレッシュ
することができます。また、活力を得たい時のために、レモ
ンユーカリプタスを手元に置くことをお勧めします。

効能
• スプレーボトルに入れて台を拭いてどの部屋も爽やか

にしてください。
• ディフューズすることで前向きな環境を作り出し、明るく

爽やかな香りを楽しんでください。
• 1、2滴を手のひらになじませ、香りを吸い込むことで元気

が出ます。
• スキンケアの時に、お好みのドテラの洗顔料に1、2滴加

えてご利用ください。
• ココナッツオイルに3、4滴加えることで、明るい気分をも

たらすマッサージにご利用いただけます。

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。 
塗布: 1～2滴をお好みの箇所になじませてください。

使用上の注意 
はじめてお使いになる際は必ず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。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。

レモンユーカリプタス
Eucalyptus citriodora 15 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。



All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2019 do–TERRA Holdings, LLC    Rose PIP JP 092319

使用目的： 
抽出部位： 花
抽出方法： 水蒸気蒸留
香り: フローラル、甘い、大地
主な化学成分: シトロネロール、ゲラニオール、ノナデ

カン、ネロール

製品の特徴

• 肌の水分レベルのバランスを整え、肌のトラブ
ルを減らすのに役立ちます。

• 均一な肌のトーンと健康的な外観を促します。
• 癒しとストレス解消の香りです。
• 若 し々さと活気、そして調和をもたらします。

ローズ

製品説明 
マセナは、とげのある茎を持つ小さな低木です。元々はシリ
アの首都ダマスカスが由来で、多くの治療に用いられるた
めに非常に人気があります。ブルガリアでは太陽が地平線
に達して日が暮れる前に、労働者が繊細な花であるロー
ザ・ダマセナを畑で収穫している光景を見ることができま
す。生産プロセスでの収率は非常に低く、5mLのローズエッ
センシャルオイルを得るためには、摘みたてのバラの花が
およそ10,000以上が必要になります。花びらは非常に繊細
であるため、蒸留プロセスは花が収穫された同じ日に行わ
なければなりません。このように多くの働きから、甘くフロ
ーラルで、美しくロマンチックな香りで知られるエッセンシ
ャルオイルが生まれます。ローズエッセンシャルオイルをデ
ィフューズし、精神を高めることができます。花咲く香りは、
愛、気遣い、快適さの気持ちをもたらします。ぜひ毎日のス
キンケアに使ってみてください。ローズオイルは肌の水分
レベルのバランスを整え、肌のトラブルを減らし、健康的で
均一な肌のトーンをつくります。 

効能
• お好みのドテラの保湿製品に1～2滴加え、顔、首や胸

元にご使用ください。
• 1滴を1日2回、肌の気になる箇所になじませてください。
• 朝ディフューズすることで、エネルギーと活力に満ちた

気持ちにします。

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。
塗布: 1～2滴をお好みの箇所になじませてください。 

使用上の注意 
はじめてお使いになる際は必ずパッチテスト等でお試しの
うえ、必要に応じてキャリアオイル等で希釈してご使用くだ
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。

Rosa damascena 5 mL
製品情報

ローズ
Rosa damascena 5 mL

製品番号:  31000001
WA/WC価格: $357.50
小売価格: $476.67
PV: 200

*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
ｽ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

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Celery Seed PIP US 092319

セロリシード

製品説明 
セロリは、中国人によって5世紀頃から使われており、今日
ではインドのアーユルヴェーダで広く使用されています。
食料品店にあるセロリは、農場市場にあるセロリとは見た
目が全く異なります。セロリは、最大3フィート（約91cm）の
高さまで成長し、明るい緑色で、生命力で輝いています。セ
ロリは複雑で強く、甘いスパイシーな香りがします。植物は
完全に成熟し、小さな茶色の果実を設けるのに2年かかり
ます。種はエッセンシャルオイルの主要な貯蔵庫です。セロ
リシードオイルの主要成分であるリモネンは、爽やかな柑
橘類と針葉樹オイルにも含まれています。セロリシードオ
イルが持つ多くの利点の1つは、消化系の問題を和らげる
ことです。予備研究では、リモネンを摂取することで身体の
内部をきれいにすることが示されています。オイルは気持
ちを落ち着かせてなだめる効果を提供しながら、穏やかで
リラックスした前向きな環境を作り出します。

効能
• 健康的な消化を促すために、朝と夜1〜2滴を摂取してく
ださい。*

• リラックスして眠りを誘うエプソムソルトバスとして、温
かいお風呂に3〜4滴を加えてください。

• ココナッツオイルで薄めてマッサージしてください。
• 前向きな考え方を促すためにディフューズしてください。

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。
摂取: 1〜2滴のオイルを120mlの水で薄めるかベジキャッ
プに入れてして摂取してください。
塗布: 1〜2滴をキャリアオイルに混ぜて、お好みの箇所に
なじませてください。

使用上の注意
はじめてお使いになる際は必ず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。

Apium graveolens 15mL

使用目的:	
抽出部位： 種
抽出方法:	水蒸気蒸留
香り:	甘い、温かい、スパイシー、大地
主な化学成分:	リモネン、β-セリネン

製品の特徴

• 神経系および消化器系をサポートします。*
• 心と身体をリラックスさせます。*
• 身体の内外共にきれいにします。

セロリシード
Apium graveolens Essential Oil 
15 mL 

製品番号：60209677	
WA/WC価格：$46.75
小売価格：$62.33
PV：36

*	これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたものではありません。
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

製品情報

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Citronella PIP US 062519

シトロネラ

製品説明 
アジア原産の背の高い草の葉から抽出されるシトロネラエ
ッセンシャルオイルはさわやかで新鮮な香りです。シトロ
ネラオイルは家、肌や衣服から昆虫を遠ざけます。キャンプ
やハイキング等素晴らしいアウトドアに理想的です。オイル
は昆虫が惹きつけられる人間の匂いを隠す働きをします。
成分にはシトロネラルとゲラニオールが含まれており、家
庭内外の清掃に適しています。香りを嗅ぐことで前向きな
感情へと導き、気持ちを落ち着かせてくれます。布塗するこ
とで肌や頭皮をなめらかにします。

効能
•	 昆虫、特に蚊を避けるためにディフューズしてください。
•	 虫よけとしてココナッツオイルと一緒に肌に塗ってくだ
さい。
•	 洗浄のために3～4滴水に加えてください。
•	 楽観的な感情へと導くためにディフューズしてください。
•	 シャンプーやコンディショナーに入れることで、より清潔
で輝きのある髪をもたらします。

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。
塗布: 1～2滴を気になる箇所に塗ってください。

使用上の注意
敏感肌の方がお使いになる際は必ずパッチテストなどで
お試しのうえ、ご使用ください。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。

Cymbopogon winterianus 15 mL

※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。

使用目的:	
抽出部位： 葉
抽出方法:	水蒸気蒸留
香り:	ほんのり甘いフローラル系、ローズとレモンに似
た香り

主な化学成分:	シトロネラル、ゲラニオール

製品の特徴

•	 天然の虫よけ
•	 洗浄効果
•	 前向きな感情にさせ、ストレスを軽減	
してくれます。
•	 健康的な	肌と頭皮へと導いてくれます。

シトロネラ
Cymbopogon winterianus 15 mL 

製品番号：60209676
WA/WC価格:	$23.50
小売価格:	$31.33
PV:	18



アメリカ合衆国よりご購入されるIPC用となっておりますので、日本の法規制の順守に検査しておりません。 ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Black Spruce PIP JP 092019

製品説明 
歴史的にアメリカ先住民が肌の健康や、精神的な癒しや霊
的な浄化に使われていました。ブラックスプルースエッセン
シャルオイルは力強いオイルです。このオイルはクロトウヒ
の針葉と枝から蒸留され、リラックスと落ち着きをもたらす
酢酸ボルニルを多く含んでいます。朝にブラックスプルース
をディフューズしたり肌になじませて、ひんやり爽やかな香
りと付け心地を楽しみながら1日をスタートしましょう。激し
い運動後や体のサポートが必要な時は、ココナッツオイル
等のキャリアオイルとブラックスプルースを肌にマッサージ
することでリラックスできます。1日中ディフューズしたり、首
の後ろに塗ることで気持ちの調和とバランスがとれます。こ
のオイルの爽やかな香りは、アロマセラピーでもよく使用さ
れており、呼吸を整えクリアでスムーズな気持ちをもたらし
ます。

効能
•	 激しい運動後、1～2滴のブラックスプルースとココナッ
ツオイルを組み合わせ、肌にマッサージするとことでリラ
ックスできます。
•	 困難な状況にあるときに、ブラックスプルースをディフュ
ーズすることにより、ストレスを軽減する助けになります。

•	 肌に塗ることにより、軽度の肌トラブルを解消します。
•	 1日中爽やかな香りを楽しむことで呼吸を楽にします。

使用方法 
ディフューズ（芳香）：3～4滴ディフューズしたください。
塗布：1～2滴をお好みの箇所になじませてください。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。

使用上の注意
敏感肌の方がお使いになる際は必ず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。

ブラックスプルース

使用方法： 
抽出部位： 枝、葉
抽出方法：	水蒸気蒸留
香り： バルサミコ、草木の香り、フルーティー
主な化学成分：	酢酸ボルニル、α-ピネン、	
カンフェン、δ-3-カレン

製品の特徴

•	 肌に潤いを与え、落ち着かせます。
•	 リラックスした、落ち着いた気持ちをもたらします。
•	 ストレス軽減を助けます。
•	 クリアでスムーズな呼吸をサポートします。
•	 軽度の肌トラブルに対処します。

ブラックスプルース
Picea mariana 5mL

製品番号:	60206220
WA/WC価格:	$23.50
小売価格:	$31.33
PV:	18

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。

Picea mariana 5 mL
製品情報



All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Peppermint Softgels PIP JP 092319

成分：ペパーミントエッセンシャルオイル

製品の特徴

•	 助快適な胃腸の働きをサポートします。*
•	 時々起こる胃の不快感を和らげます。*
•	 消化器系の健全な機能をサポートし、時折発
生するガス、膨満感やその他の消化不良を軽
減します。*

•	 下部消化管での消化を促します。*

ペパーミントソフトジェル
容量：2粒	
内容量：30粒
製品番号:	60209244
WA/WC価格：$23.50
小売価格：$31.33
PV：15

製品説明
CPTG品質のペパーミントエッセンシャルオイルが含まれて
いるドテラのペパーミントソフトジェルは、腸溶コーティン
グが施されており、下部消化管の消化を促すことで、全体的
な身体と消化器系の健康を促進します。

ペパーミントはウォーターミントとスペアミントの交配で、伝
統的なハーブとして長い歴史があります。ペパーミントエッ
センシャルオイルはドテラが提供する最も用途の広いオイ
ルの1つであり、食品、飲料、そして化粧品に添加物として用
いられ、多くの経験談を生み出しています。	

ドテラのペパーミントソフトジェルは、一般の製品と違い高
品質のペパーミントを使用しているためメントールを多く
含んでおり、消化器系の不快感を軽減することで知られて
います。*　ペパーミントエッセンシャルオイルは、体内で消
化管の筋肉を和らげ、リラックスさせ、胃と腸管を落ち着か
せる働きがあることが臨床的に実証されています。*　この
ソフトジェルは消化器系の健康的な機能をサポートし、時
折起こるガス、膨満感、およびその他の消化不良を軽減しま
す。*　腸溶コーティングが施されているので、有効成分が
胃を通過し、最も効果的な小腸に到達します。

使用方法
大人の方は時折起こる消化不良を軽減するために、食事前
に1-2個を摂取してください。*　8歳以上のお子様は食事
前に1個摂取してください。食事の30分～60分前までに摂
取するのが効果的です。

使用上の注意
お子様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。内シールが破れている
かなくなっている場合は使用しないでください。直射日光
を避け、湿気の少ない涼しいところで保管してください。

他の成分
ゼラチン、グリセリン、水、食品グレーズ、アルギン酸ナトリ
ウム、カルナウバロウ

製品情報
ペパーミントソフトジェル
Peppermint Softgels

*�これらの記述は米国食品医薬品局により評価されたものではありません。
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。



©2019 dōTERRA Holdings, LLC  Volo Diffuser PIP US  090619

• 最大放出量で1時間、3時間、6時間の設定可
能です。

• 最低放出量で最大14時間の設定可能です。
• 最大約17畳までカバーします。
• タイマー付き自動間接照明
• オプションの照明設定：ライトなし、暖色、また

は明るいアンビエント 

製品説明 
美しいドテラのヴォロ™ディフューザーはオニキスとマー
ブルの2種類のスタイルがあり、家庭やオフィスのどの部屋
にも最適です。ヴォロにはダイヤモンドカットの手作りの
ポリレジンストーントップに、お好みの照明設定（ライト無
し・暖色・明るいアンビエントアンバー）が備わっていま
す。このユニークなディフューザーには1・3・6時間の設定
や、最長で14時間の連続運転等、複数の時間設定が可能
で、CPTG品質のエッセンシャルオイルを効果的にディフュー
ズできるカスタマイズ機能があります。

使用法や注意事項はディフューザーマニュアルをご覧くだ
さい。

ヴォロ™ディフューザー
製品情報

製品の特徴

アメリカ合衆国よりご購入されるIPC用となっておりますので、日本の法規制の順守に検査しておりません。

*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 されたｽものではありません。

ヴォロ™ディフューザー
オニキス製品番号	60210545
マーブル製品番号	60210546
WA/WC価格:	$76.75
小売価格:	$102.33
PVV:	0


