
エッセンシャルオイル：______________________________________________________________________
特　長：__________________________________________________________________________________________
使い方：__________________________________________________________________________________________      

エッセンシャルオイル：______________________________________________________________________
特　長：__________________________________________________________________________________________      
使い方：__________________________________________________________________________________________      
※製品カテゴリに合った用途でご使用ください。
※目や耳に入ったり、粘膜についたりしないようご注意ください。
※化粧品オイルをご使用の際、刺激の気になる方はココナッツオイルで希釈してご使用ください。

あなたのシンプルな健康づくりを応援します！

名　　前：____________________________________________________

電話番号：____________________________________________________

ホームページ：______________________________________________

Eメール：______________________________________________________

ドテラのエッセンシャルオイルをお試しください
experience

simple

Simple
－シンプルなヘルシーライフを－

20180525-v1

本冊子に記載の個々の商標及び登
録商標、ロゴマーク、商号に関する
権利は、dōTERRA Holdings, LLCに
帰属します。

Healthy Can Be



discover
見つけてみませんか？
安全・有用で価値ある自然の力を活かした解決法

3つのシンプルな使い方

純粋有用 安全

古くからエッセンシャルオイルは、シンプルで
健康に役立つ解決法として活用されてきました。

最適な生育地で
栽培・収穫された
植物原料を使用

お好みの飲み物に
加えたりカプセルに入れて

直接香りを楽しんだり、
ディフューザーを使って拡散

足裏や必要に応じて
気になる部分に

摂取芳香 塗布

エッセンシャルオイルは、
植物の花や茎、樹皮、種子、
根などから抽出された、
天然の芳香化合物です。

ペパーミントの葉450g　＝　ペパーミントオイル15mL

第三者機関による
厳格な検査を実施

独自の厳格な
品質基準を満たし、
増量剤や有害な

汚染物質の混入が無い

ドテラの確かな品質をお試しください

2 3
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enjoy
    健やかな食生活を
  シンプルにサポート

ジャネット・パーマー

ゼンジェストは、ジンジャー、ペパーミント、
キャラウェイ、コリアンダー、スターアニス、

タラゴン、フェンネルの各オイルを組み合わせた、
頼りになるブレンドオイル。健やかな食生活をサポートします。

「食後の安心には、ゼンジェストが欠かせません。
最近バイキングに行ったときも、
持っていて本当によかった！と
心からオイルに感謝しました」

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたもので
はありません。

※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれ
ています。それぞれの使用方法に沿ったご使用を推奨します。

※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいた
だき、正しくご使用ください。

4 5
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健康なボディバランス

運動

アリース・シェディビー

ティム・ハイタワー

simple
スマート&サシーは

豊かな香りが優しくはたらきかけて
食べたい気持ちをまぎらわせてくれます。

　
「いつもベストな自分で
いたいと思ったので、

これまで3ヵ月間スマート＆サシーを
使い続けました。
今では体型も気持ちも
素晴らしく良い状態です」

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法に
沿ったご使用を推奨します。

※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

運動と健康な身体を
シンプルにサポート

ディープブルーを気になる部分に
塗布すれば、自然なひんやり感と暖かさを

感じながらケアできます。

「ディープブルーはいつも手離せません。
スポーツジムで運動した後は

いつも身体をリフレッシュするため、
気になるところに塗布して使っています」

6 7
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バレリー・グロスマン

ナタリー・ガダード

安眠をシンプルにサポート
セルフケアsleep

ウェーブリズムの香りは、
深いリラクゼーションに
導き安らかな睡眠環境
づくりをサポートします。

「最近毎晩、ベッドに入る前に
ラベンダーを足裏に塗っています。
一緒にウェーブリズムとアースリズムの

どちらかも塗ります。
そうすると、心地よい眠りを
サポートしてくれるんです。

自然なやり方で自身のケアができて、
感謝しています！」

オリンピックラグビー女子米国代表
アレブ・ケルター

「ラベンダーを枕に垂らして使うのがお気に入りです。
どこでも家にいるときのように安心して

眠りにつけるんです」

「子どもたちが7人もいると、
大抵1日の終わりには、もうくたくたです。
そんな日のベッドタイムには、首や肩に
アロマタッチを塗るとリラックスできます。

（「香りのゴッドハンド」と呼ぶ人もいるほど。）
ドテラ流のセルフケアなら、
シンプルなのにとてもパワフル。
だからこそ、家族のケアはもちろん、
忙しい私自身のケアもできているんです」

アロマタッチを首や肩に塗布し、
心地よいリラックスと緊張感をほぐすサポートに。

8 9
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ティナ・ケンダル

＊製品カテゴリに合ったご使用方法をお勧めいたします。
ドテラのオンガードは、負けない身体づくりや、

身体本来の守る力をサポートするブレンドオイルです。

負けない身体づくり

地球に優しいお掃除を

「以前は、子どもが学校や行事を
よくお休みしていました。
でも毎日使っている
ドテラのオンガードが、

家族みんなで安心して過ごすのを
サポートしてくれます」

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法に沿っ
たご使用を推奨します。

※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

「私にとってドテラの
エッセンシャルオイルは、
お掃除に欠かせないもの。

洗濯、拭き掃除、食器洗いなど＊
何にでも使っています。
安全性が信頼できるから、
子どもたちにも安心して

手伝ってもらうことができます。
わが家が自然の力でよりピカピカに

なっているのを感じられてとても嬉しいです」

ドテラのオンガード製品は、
安心してお家のお掃除に
お使いいただけます。

ミーガン・オニール

10 11
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ドテラ ライフロング バイタリティーパックは、パワーが詰まったサプリメントの3本セット。
ビタミン、ミネラル、オメガ脂肪酸、CPTGエッセンシャルオイルなどが

活力溢れる健やかな毎日をサポートしてくれます。

フランキンセンスは「エッセンシャルオイルの王様」とも呼ばれているように、
様々なサポートをしてくれる、一家に1本あると心強いオイルです。

feel great!身体全体をサポート

いきいき元気に！

ジャスティン・ハリソン

「これまでにもサプリメントは
たくさん飲んできましたが、

変化を感じたことはありませんでした。
ドテラ ライフロング バイタリティーパックは、
使って3日目に人生が変わったんです。
エネルギー、バイタリティー、スタミナ、
さらにそれ以外にも変化を感じました！
今では8人の子育てにも余裕があります。
必要な栄養を与えれば応えてくれる、

人間の身体って本当に素晴らしいですね！」

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法に沿ったご使用を推奨します。
※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。14 15
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ママと赤ちゃんのケア*

ステファニー・フリッツ

アースリズムの香りは
全身のリラックスをサポートし、
様々なライフステージで、

心に穏やかさを運んでくれます。

女性の健康を
シンプルに
サポート

クラリカームは、毎月の憂鬱な
時期の力強い味方になってくれます。
優しいケアを必要とする女性に
ぴったりのブレンドオイルです。

simple

＊妊娠・授乳中の方やお子様にご使用になる場合は、必ず医師にご相談ください。

「出産が近くなったら、オレンジとアースリズムの
2本のオイルを入院用バッグに
入れておくことをおすすめします。
どちらの香りを吸い込んでも、

不安な気持ちがものすごく軽くなるんです」

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法に沿ったご使用を推奨します。
※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

16 17
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＊直射日光の当たらない、室内でのご使用を推奨いたします。

テラアーマーの香りは、自然の中でも私たちを
守ってくれるので、安心してアウトドアが楽しめます。
ピューリファイをウォーキングに持っていけば、

すっきり軽やかな香りが気になる
不快感をリフレッシュしてくれます。

ラベンダー、レモンと
ペパーミントを合わせて使うと、

季節の変わり目も、
爽やかな香りでスーッとスッキリした

息づかいで過ごせます。

アウトドアを
楽しむ！

季節の変わり目のケア

outdoors!「春はお天気もよいし、花が咲いて気分も明るく
なるので大好きなのですが、

季節の変わり目のトラブルに悩まされます。
そこで、朝はトライイーズ　ソフトジェルを摂り、
日中はイージーエア＊を鼻の下に塗って、
夜はユーカリプタスをディフューズする、

という3つのケアで1日をすっきりと過ごせています」

アウトドアでリフレッシュ

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法
に沿ったご使用を推奨します。

※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

オリンピックバレーボール女子米国代表キャプテン
クリスタ・ディーツェン
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日中はイージーエア＊を鼻の下に塗って、
夜はユーカリプタスをディフューズする、

という3つのケアで1日をすっきりと過ごせています」

アウトドアでリフレッシュ

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法
に沿ったご使用を推奨します。

※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

オリンピックバレーボール女子米国代表キャプテン
クリスタ・ディーツェン
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Fun 太陽の下で楽しむ！

快適な旅を

アリッサ・リグビー

マシュー・アンダーソン

travel

旅行中に元気が出ないとき、
ペパーミントでリフレッシュ。

「一日中陽に当たって過ごした後は、
エッセンシャルオイルを使うととても楽になるんです。
ラベンダーが乾燥しがちな肌を優しく落ち着かせ、
ペパーミントは心地よくクールダウンしてくれます」

「ペパーミントやオンガード、ゼンジェストは、
旅に欠かせません。ドテラ製品のおかげで、
95日間のヨーロッパ旅行も無事に楽しんで

きました。電車やバスを乗り継ぎ、現地の水を飲んで
過ごしましたが、元気そのものでしたよ。
エッセンシャルオイルがあるおかげで、旅が

もっと楽しく、ストレスなくできるようになったんです」

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法に
沿ったご使用を推奨します。

※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。20 21
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エネルギーサポート

ミト2マックスは、
身体全体のエネルギー、

息づかいやスタミナをサポートしてくれます。

午後にリフレッシュして元気を
チャージしたいときは、
オレンジ＊、ペパーミントを

手のひらにとって香りを吸い込んで。
＊化粧品カテゴリのオレンジを使用してください。

ジェシカ・モルトリー

empowered

詳細をもっと知りたいときは、このガイドの紹介者に聞いてみましょう。

ドテラのナチュラルな健康づくりは、たくさんの可能性に満ちています。
ヘルシーライフは、とてもシンプルに実現できるものなのです。

健康で力に満ちあふれた毎日を想像してみませんか？
「日中の運動をとても大切にしていますが、
仕事のエネルギーも維持しなければなりません。
ミト2マックスはそんな時の元気のもと。
身体にやさしくはたらきかけてくれます」

※これらの製品は、病気の診断や治療、予防を目的としたものではありません。
※日本製品は「食品添加物」「化粧品」「雑貨」の3種類に分かれています。それぞれの使用方法に沿ったご使用を推奨します。
※ラベルやプロダクトガイドに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
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エッセンシャルオイル：______________________________________________________________________
特　長：__________________________________________________________________________________________
使い方：__________________________________________________________________________________________      

エッセンシャルオイル：______________________________________________________________________
特　長：__________________________________________________________________________________________      
使い方：__________________________________________________________________________________________      
※製品カテゴリに合った用途でご使用ください。
※目や耳に入ったり、粘膜についたりしないようご注意ください。
※化粧品オイルをご使用の際、刺激の気になる方はココナッツオイルで希釈してご使用ください。

あなたのシンプルな健康づくりを応援します！

名　　前：____________________________________________________

電話番号：____________________________________________________

ホームページ：______________________________________________

Eメール：______________________________________________________

ドテラのエッセンシャルオイルをお試しください
experience

simple

Simple
－シンプルなヘルシーライフを－

20180525-v1

本冊子に記載の個々の商標及び登
録商標、ロゴマーク、商号に関する
権利は、dōTERRA Holdings, LLCに
帰属します。
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