
○この使用説明書をよく読み、正しい方法でご使用ください。
○DOOAエッセンシャルオイルは100％天然植物から抽出されていますが、香り成分が濃縮されているため、できるだけ直接
肌に触れないようにお使いください。※本製品は食用・飲用ではありません。
○本製品を飼育水に滴下しないでください。
○子どもの手の届かない所でご使用ください。
○引火性が高いので火気にご注意ください。
○直射日光、高温多湿を避け、保管してください。

安全上の注意 ※必ずよくお読みください。

日本語

○DOOAエッセンシャルオイルは新潟県産の樹木を主原料とした植物の香りを濃縮した100％天然由来の精油です。エッセン
シャルオイル1mLを抽出するには1kgの植物が必要であり、その材料調達から蒸留、瓶詰めまで一貫製造しています。合成品では
得ることのできない天然素材ならではの豊かな本物の香りをお楽しみいただけます。本製品の木製ケースは新潟県産の杉の
間伐材を利用しています。

１ 特長

○ウッドベースSHIZUKU（別売）のアロマピットに１～２滴たらすと、木栓の道管を通ったオイルが少しずつ染み出し、フレッシュ
な香りを長く楽しむことができます。
○上記使用方法のほか、コットンやアロマストーンなどに浸み込ませて香りを楽しんでください。また、お湯を入れたコーヒー
カップや浴槽に１～３滴入れて香りを楽しむこともできます。

DOOAエッセンシャルオイルは株式会社サクラ・ラボラトリー※とのコラボレーション製品です。 http://sakuralabo.com/
※サクラ・ラボラトリー　新潟にゆかりのある素材から天然成分である色素や香り、有効成分を抽出し、その特長を生かした
製品づくりを行いながら地域産業への貢献を目指しています。

２ 使用方法
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発売元：
新潟県新潟市西蒲区漆山8554-1

8554-1 Urushiyama, Nishikan-ku, 
Niigata 953-0054, Japan

お問い合わせ先：ADAサービスセンター
0256-72-1994（平日10：30～17：30）
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○Read this instruction manual carefully before use and use the product in a proper manner.
○Although DOOA Essential Oil is extracted 100%  from natural plants, its scent components are concentrated. Therefore, 

avoid direct physical contact as much as possible. ※This product is neither edible nor drinkable.
○Do not drip this product into breeding water.
○KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
○This product is highly flammable. No open flame.
○Keep this product away from direct sunlight, high temperature and high humidity.

Safety Instructions *Please read carefully.

English

○DOOA Essential Oil is essential oil with concentrated plant scent derived 100% naturally from main raw materials which are 
trees grown in Niigata. In order to extract 1ml of essential oil, 1kg worth of plants are required. This product is manufactured 
consistently from procuring the materials to distillation and bottling. Genuine rich scent only available from natural materials 
which synthetic products cannot offer, can be enjoyed. Thinned cedar is used for the wooden case for this product.

1. Product Features of DOOA Essential Oil

○If 1~2 drops of this product is applied to Aroma Pit of Wood Base SHIZUKU (Separately sold), the oil starts to seep out little 
by little and the fresh scent can be enjoyed for a long time.
○Besides the above usage, the scent can be enjoyed by having the oil permeate into cottons or aroma stones. Or the scent 

of this product can be enjoyed also by adding 1~3 drops into a coffee cup with hot water or bathtub.

DOOA Essential Oil is a product collaborated with Sakura Laboratory Co., LTD.  http://sakuralabo.com/
※Sakura Laboratory Co., LTD. aims to contribute regional industries by extracting natural ingredients such as pigments, scents 

and active ingredients from materials related to Niigata, and create products while taking advantage of their features.

2. Usage
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