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49360001 アーボビテ― Arborvitae Thuja plicata 5 ml $43.33 $28.60 22.00 $
3001 バジル ― Basil Ocimum basilicum 15 ml $38.00 $24.00 20.00 $
3079 ベルガモット ― Bergamot Citrus bergamia 15 ml $52.50 $33.00 27.50 $
3002 カシア ― Cassia Cinnamomum cassia 15 ml $37.50 $23.50 19.00 $

49350001 カルダモン― Cardamom Elettaria cardamomum 5 ml $51.21 $33.80 26.00 $
49300001 シ−ダーウッド ― Cedarwood Juniperus Virginiana 15 ml $27.00 $17.00 13.00 $
49290001 ジュニパーベリー ― Juniper Berry Juniperus communis 5 ml $39.00 $24.50 19.00 $

3003 シナモン ― Cinnamon Cinnamomum zeylanicum 5 ml $43.00 $27.00 21.00 $
3042 クラリセージ ― Clary Sage Salvia sclarea 15 ml $79.50 $50.00 36.50 $
3004 クローブ ― Clove Eugenia caryophyllata 15 ml $25.50 $16.00 14.00 $
3078 コリアンダー ― Coriander Coriandrum sativum 15 ml $49.50 $31.20 26.00 $
3005 サイプレス ― Cypress Cupressus sempervirens 15 ml $31.00 $19.50 15.50 $
3006 ユーカリプタス ― Eucalyptus Eucalyptus radiata 15 ml $26.00 $16.50 14.00 $
4129 フェンネル ― Fennel Foeniculum vulgare 15 ml $29.76 $18.75 15.00 $
3007 フランキンセンス ― Frankincense Boswellia frereana 15 ml $126.00 $79.50 69.75 $

41040001 ブラックペッパー ―Black Pepper Piper nigrum 5ml $44.44 $28.00 22.00 $
3009 ゼラニウム ― Geranium Pelargonium graveolens 15 ml $55.50 $35.00 27.00 $

41850001 シラントロ ―Cirantro Coriandrum sativum 15ml $51.59 $32.50 26.00 $
3008 ジンジャー ― Ginger Zingiber officinale 15 ml $54.00 $34.00 29.00 $
3010 グレープフルーツ ― Grapefruit Citrus paradisi 15 ml $32.50 $20.50 16.00 $
3041 ヘリクリサム ― Helichrysum Helichrysum italicum 5 ml $158.00 $99.50 75.00 $
3011 ラベンダー ― Lavender Lavandula angustifolia 15 ml $44.50 $28.00 21.00 $
3012 レモン ― Lemon Citrus limon 15 ml $20.50 $13.00 10.00 $
3013 レモングラス ― Lemongrass Cymbopogan flexuosus 15 ml $21.50 $13.50 10.00 $
3087 ライム―Lime Citrus Aurantifolia 15 ml  $26.50  $16.25 13.00 $
3014 マジョラム ― Marjoram Origanum majorana 15 ml $39.50 $25.00 19.00 $
3015 メラルーカ ― Melaleuca Melaleuca alternifolia 15 ml $38.00 $24.00 19.00 $
3085 メリッサ―Melissa Melissa officinalis 5 ml  $234.00  $143.75 115.00 $
3016 ミルラ ― Myrrh Commiphora myrrha 15 ml $99.00 $62.50 52.00 $
3018 オレガノ ― Oregano Origanum vulgare 15 ml $41.00 $26.00 24.00 $
3089 パチョリ―Patchouli Pogostemon cablin 15 ml  $60.00  $36.88 29.50 $
3019 ペパーミント ― Peppermint Mentha piperita 15 ml $36.50 $23.00 20.50 $
3080 ローマンカモミール ― Roman Chamomile Anthemis nobilis 5 ml $63.00 $39.60 33.00 $
3020 ローズマリー ― Rosemary Rosmarinus officinalis 15 ml $26.00 $16.50 14.00 $
3021 サンダルウッド ― Sandalwood Santalum album 5 ml $127.00 $79.95 61.75 $
3022 タイム ― Thyme Thymus vulgaris 15 ml $58.00 $36.50 27.50 $
3043 ベチパー ― Vetiver Vetiveria zizanoides 15 ml $68.50 $43.00 34.50 $
3025 ホワイトファー ― White Fir Abies alba 15 ml $39.50 $25.00 20.00 $
3017 ワイルドオレンジ ― Wild Orange Citrus sinensis 15 ml $20.50 $13.00 10.50 $
3023 ウィンターグリーン ― Wintergreen Gaultheria procumbens 15 ml $32.00 $20.00 16.00 $
3024 イランイラン ― Ylang Ylang Cananga odorata 15 ml $69.00 $43.50 35.25 $

38150001 ペパーミントビーズ ― Peppermint Mentha piperita 125 粒 $22.90 $14.40 11.50 $

3120 アロマタッチ® ― AromaTouch® マッサージブレンド 15 ml $49.00 $31.00 26.00 $
3101 バランス ― Balance 落ち着きのブレンド 15 ml $36.50 $23.00 20.00 $
3107 ブリース ― Breathe 呼吸器ブレンド 15 ml $35.50 $22.50 20.00 $

49370001 新ブリース（カルダモン配合） ― Breathe 呼吸器ブレンド 15 ml $39.39 $26.00 20.00 $
3102 シトラスブリス ― Citrus Bliss アクティブブレンド 15 ml $29.50 $18.50 15.00 $
3717 クリア・スキン  ロールオン ― Clear Skin トピカルブレンド 10 ml  $41.00  $26.00 21.00 $

49400001 HDクリア　 ロールオン ― HD Clear トピカルブレンド 10 ml $41.36 $27.30 21.00 $
3105 ディープブルー® ― Deep Blue® 鎮痛ブレンド 5 ml $62.50 $39.50 32.00 $
3138 ディープブルー®  ロールオン ― Deep Blue® 鎮痛ブレンド 10 ml $125.50 $79.00 64.00 $
3103 ダイジェストゼン® ― DigestZen® 消化器ブレンド 15 ml $62.50 $39.50 31.00 $
3104 エレベーション™― Elevation™ ハッピーブレンド 15 ml $65.00 $41.00 37.00 $
3714 イモールテール ロールオン ― Immortelle アンチエイジング  ブレンド 10 ml $138.00 $87.00 69.50 $

41840001 インチューン ― In Tune 集中力ブレンド 10ml $68.25 $43.00 34.50 $
3110 オンガード® ― On Guard® 免疫アップブレンド 15 ml $57.00 $36.00 32.00 $
3135 パストテンス® ロールオン ― PastTense® ストレス解消ブレンド 10 ml $35.00 $22.20 18.50 $
3106 ピューリファイ ― Purify 清浄ブレンド 15 ml $37.50 $23.50 18.00 $
3109 セレニティ ― Serenity 安らぎのブレンド 15 ml $56.50 $35.50 30.00 $
3137 スリム＆サシー® ― Slim & Sassy® 代謝ブレンド 15 ml $48.50 $30.50 24.50 $
3527 クラリカーム― ClaryCalm™ 女性のための毎月の癒しのブレンド 10 ml $48.50 $30.50 24.50 $
3119 テラシールド® ― TerraShield® 虫除けブレンド 15 ml $19.00 $12.00 9.50 $
3108 ウィスパー™ ― Whisper™ 女性のためのブレンド 5 ml $47.50 $30.00 24.00 $
3146 ゼンドクライン® ― Zendocrine® デトックスブレンド 15 ml $48.50 $30.50 24.50 $
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35410001 オンガードビーズ ― On Guard 免疫アップブレンド 125 粒 $30.00 $18.75 15.00 $

3026 ココナッツオイル 115 ml $23.00 $14.50 12.00 $
3301 ロータス　ディフューザー 1個 $178.00 $112.00 40.00 $
3303 アロマエース　ディフューザー 1個 $264.00 $162.00 40.00 $

33130001 アロマ ライト    ディフューザー 1個 $185.00 $116.50 40.00 $
33150001 ペタルディフューザー 1個 $92.58 $61.10 20.00 $

3212 ウッドボックス（“dōTERRA”ロゴ入りの木箱） 1箱 $26.00 $16.50 0.00 $
4436 ８本のミニボトル・キーチェーン（紫） 1個 $8.10 $8.10 0.00 $
5011 ８本のミニボトル・キーチェーン（黒） 1個 $8.10 $8.10 0.00 $
3218 イントロキット 全5ml 1箱 $39.50 $25.00 15.00 $
3219 イントロキット 全5ml 6箱 $228.00 $143.75 100.00 $
3214 ビギナーズトリオ 全15ml 1箱 $99.00 $62.50 50.00 $
3279 ホームドクター®キット 全5ml 1箱 $238.00 $150.00 115.00 $
3238 緊急準備キット 19個 $873.00 $550.00 400.00 $
3257 アロマタッチ® テクニック キット全5ml 1箱 $198.50 $125.00 100.00 $

ウ
ェ
ル
ネ
ス

3421 ライフロング  バイタリティー パック LRP（アルファーCRS+、xEO メーガ、マイクロプレックス VMz）    –  $92.00 60.00 $
41960001 プライムパック（DDRプライムソフトジェル、ミト２マックス、アルファCRS＋） $166.00 $124.50 100.00 $
41970001 LLV プライムパック（ライフロングバイタリティーパック、DDRプライムソフトジェル、ミト２マックス） $239.33 $179.50 150.00 $

3418 アルファーCRS+® 細胞に活力を与える 120 べジカプセル  $141.61  $86.88 69.90 $
3419 xEO メガ® エッセンシャルオイル・オメガコンプレックス 120 べジカプセル  $80.48  $49.38 39.50 $
3420 マイクロプレックス VMz® ビタミンとミネラルのバランス 120 べジカプセル  $70.29  $43.13 34.50 $

35180001 トリムシェイク　バニラ味 スリム＆サシー® シェイク 20 杯分 $84.00  $53.00 25.00 $
35200001 トリムシェイク　チョコレート味 スリム＆サシー® シェイク 20 杯分 $84.00  $53.00 25.00 $
35440001 トリムシェイク   ビーガン用 スリム＆サシー® シェイク 40 杯分 $84.00 $53.00 25.00 $
60120001 テラグリーン シェイク（ビーガン用） 30杯分 $55.15 $36.40 20.00 $

4077 スリム＆サシー® トリムキット スリム＆サシー ４本、トリムシェイク：チョコとバニラ　各１本 $317.50  $200.00 125.00 $
3516 PB アシスト+® プロバイオティクス フォーミュラ 30 べジカプセル $68.50  $43.00 34.50 $
3504 GX アシスト® クレンジング フォーミュラ 60 粒入 $47.00 $29.50 26.00 $
3511 テラザイム® 消化酵素・コンプレックス 90 べジカプセル  $76.41  $46.88 37.50 $
3512 ゼンドクライン® デトックス・コンプレックス 60 べジカプセル  $49.92  $30.63 24.50 $

35330001 A2Z チュアブル　（いちご味） 60 粒入 $38.89 $24.50 15.00 $
41740001 DDRプライム 細胞 ・コンプレックス（サプリメント） 60 粒入 $108.73 $68.50 55.00 $
41510001 DDRプライム 細胞 ・コンプレックス（オイル） 30ml $119.10 $75.00 55.00 $
35310001 ミト２マックス サプリメント 120 べジカプセル $87.30 $55.00 45.00 $
35320001 IQメガ フィッシュオイル（ワイルドオレンジ味） 150ml $68.25 $43.00 30.00 $

3526 フィトエストロゲン 60 粒入 $78.50 $49.50 39.50 $
3524 ボーン  ニュートリエント 120 粒入 $35.00 $22.00 12.00 $
3525 ウーマン  ヘルス　キット 1セット $138.00 $87.00 60.00 $

35430001 ダイジェストゼン・ソフトジェル 60 粒入 $40.50 $25.50 15.00 $
35420001 オンガード＋ソフトジェル 60 粒入 $51.00 $32.00 21.00 $
49310001 トライイーズ・ソフトジェル 60 粒入 $47.00 $29.50 20.00 $
34270001 スリム＆サシー・ソフトジェル 60 粒入 $71.50 $45.00 30.00 $
34280001 ゼンドクライン®  ソフトジェル 60 粒入 $51.00 $32.00 21.50

ス
パ

3701 フェイシャル  クレンザー 1本 $32.50 $20.60 16.50 $
3702 ポアリデューシング  トナー 1本 $34.50 $21.80 17.50 $
3703 アンチエイジング  モイスチャライザー 1本 $68.50 $43.00 34.50 $
3716 ハイドレイティング  クリーム 50 ml $68.25 $43.10 34.50 $
3704 タイトニング  セラム 1本 $98.50 $61.90 49.50 $
3705 インビゴレイティング  スクラブ 1本 $35.50 $22.50 18.00 $
3718 クリア・スキン  フォーミングフェイスウオッシュ 50 ml $32.00 $20.00 15.75 $

49420001 HDクリア  フォーミングフェイスウォッシュ 50ml $41.36 $27.30 21.00 $
49410001 HDクリア  フェイシャルローション 60ml $66.97 $44.20 34.00 $
42700001 HDクリア  フェイシャルキット 1セット $90.61 $59.80 40.00 $
37340001 リヴァール  フェイシャル  システム　 ２本セット $124.00 $78.00 60.00 $

3719 クリアスキン  セット  （フェイスウオッシュ ＆ トピカルブレンド） 10 ml + 50 ml $59.50 $37.50 30.00 $
37230001 トータルスキンケア  キット+リヴィールフェイシャルシステム 1セット $531.00 $334.50 225.00 $

3707 スキンケア  エッセンシャルキット 4セット $218.50 $137.50 100.00 $
3706 スキンケア  キット ＋ スクラブ LRP 5セット $218.50 $137.50 100.00 $
3725 スキンケア  キット ＋ ハイドレイティング  クリーム 4セット $218.50 $137.50 100.00 $
3724 スキンケア  キット ＋ ハイドレイティング  クリーム  LRP 5セット $218.50 $137.50 100.00 $

37380001 ベラージクレンザー 1本 $49.24 $32.50 25.00 $
37390001 ベラージトナー 1本 $43.33 $28.60 22.00 $
37400001 ベラージイモールテールハイドレイティングセラム 1本 $128.03 $84.50 65.00 $
37410001 ベラージモイスチャライザー 1本 $55.15 $36.40 28.00 $
42690001 ベラージスキンケアコレクション 1セット $166.44 $109.85 70.00 $
60110001 コレクト-X　（軟膏） 1本 $23.64 $15.60 10.00 $
36220001 サロン　エッセンシャル　プロテクティングシャンプー １本 $38.89 $24.50 19.50 $
36230001 サロン　エッセンシャル　スムージングコンディショナー １本 $45.24 $28.50 23.00 $
36260001 サロン　エッセンシャル　シャンプー＆コンディショナー ２本 $55.56 $35.00 23.00 $
36240001 サロン　エッセンシャル　プロテクティングシャンプー（２本） ２本 $48.41 $30.50 19.50 $
36250001 サロン　エッセンシャル　スムージングコンディショナー（２本） ２本 $55.56 $35.00 23.00 $
36210001 サロン　エッセンシャル　ヘアセラム 30ml $69.84 $44.00 35.00 $
36270001 ヘルシー  ホールド  グレイズ 120ml $35.71 $22.50 15.00 $
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36280001 サロン　エッセンシャル　ヘアケアキット - $153.17 $96.50 70.00 $
3613 シトラスブリス  バス  バー（石けん） 113 g  $13.89 $8.75  5.00 $
3614 セレニティー  バス  バー （石けん） 113 g $13.89 $8.75  5.00 $
3610 ハンド＆ボディ  ローション 200 ml  $28.57 $18.00  14.50 $
3611 ハンド＆ボディ  ローション（3本） 3本  $59.52 $37.50  25.00 $
3612 ハンド＆ボディ  ローション＋気分マネージキット -  $288.57 $144.00  100.00 $

36200001 シトラスブリス　ハンドローション 114 g $13.50 $8.50 5.00 $
3619 リップバーム 1本 $9.50 $6.00 4.00 $

リ
ビ
ン
グ

3405 オンガード®  ドロップ（のど飴） 30粒入 $37.00 $23.40 14.50 $
35460001 ブリース　ドロップ（のど飴） 30粒入 $28.56 $18.85 14.50 $

3801 オンガード® フォーミング ハンドウォッシュ 1本 $34.00 $21.50 18.50 $
3802 オンガード® フォーミング ハンドウォッシュ 2本 $61.00 $38.50 33.50 $
3803 オンガード® フォーミング ディスペンサー 1本 $4.00 $2.50 0.00 $
3804 オンガード® フォーミング ディスペンサー 3本 $8.50 $5.50 0.00 $
3807 オンガード® フォーミング ハンドウォッシュ ＆ディスペンサー２本付 $39.00 $24.50 18.50 $
3814 オンガード　クリーナーコンセントレイト 355ml $28.50 $18.00 10.00 $
3891 オンガード® トゥースペースト（ハミガキ粉） 113 ml $16.50 $10.50 5.00 $

38980001 オンガード洗濯洗剤 947 ml $51.00 $32.00 20.00 $
38900001 ディープブルー・ラブ（クリーム） 120 ml $58.00 $36.50 29.25 $
38950001 ディープブルー・ラブ（クリーム）10パック 2 ml $13.90 $8.75 0 $

支払い方法　　   ■ 登録済クレジットカード     ■ その他クレジットカード      
カード番号                      有効期限       

カード名義人氏名 ___________________________  カード裏面下3ｹﾀ  _____________________________

ページ1合計 $
ページ2合計 $

送料 $
合計 $

*400ドル以上の注文には17.50ドルの送料がかかります。


