
自然の恵みがもたらすチャンス
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・仕入、注文、請求、そしてカスタマーサービスが一体化した
ビジネスモデルです。
・製品知識、起業家精神、リーダーシップを一体的に育成する、
充実のトレーニングシステムがあります。

・初期投資は、わずかな登録料とご家庭で使う製品の代金だけ。
それも、家族のニーズやどれくらい本格的に取り組みたいかに
よって、臨機応変に調節できます。

本物のネットワークマーケティングは、
経済のパイプラインを築く効果的な手段です。

・世界を代表するエッセンシャルオイルの会社です。
・製品のクオリティを最優先に考えるビジネスモデルです。
・資本に社外からの投資やファンドを入れていないため、第三者の
意向を受けず、創業の精神を保った会社経営ができています。

・ビジネス、マーケティング、ヘルスケアなど、専門分野のスペシャ
リストたちがそろっています。
・自らの利益を優先せず、人を助けることを第一に考えて行動する
文化が根づいています。

ドテラの独自性とは？

人々の人生を変え、自らを成長させ、
そしてその報酬を得てみませんか？

あなたはパイプラインから何を生み出したいですか？

あるところに、水汲みをして
暮らす男がいました。

男は毎日、村から何kmも離れた
水源からバケツで水を運んでいました。
村人は水が必要だったので、いつもすべて
売れました。収入を増やしたければ、
運ぶ水の量を増やせばよいのでした。

年月が過ぎ、男は水汲みの
仕事に疲れてきました。

そして、あるアイデアが浮かんだのです。
仕事の合間にパイプライン（水道管）を造れば、

バケツでの水汲みから解放されると。
彼は熱心に働き、数年で水源から村までの

パイプラインを完成させました。

パイプの栓を開けたその日から
すべてが変わったのです。

彼は、村にいくらでも水を供給できるしくみと、
それ以降ずっと豊かな収入が流れてくる
パイプラインの両方を得たのでした。

あなたは水を汲み続けますか？
それともパイプラインを築きますか？

あなたは、自分自身のため、
そして多くの人々のために、

新たな物語を創造することができます。
ドテラなら、シンプルで安全でパワフルな
自然の製品を大切な人たちとシェアすることで、
経済的な自由を得ることができるのです。

ドテラのパイプラインは多くの人々の
人生に影響を与えます。

あなたがパイプラインを広げていくにつれ、
周りの人々の生活も向上します。

ドテラは、世界各国の生産者のパートナーとして
発展途上国の経済成長促進と、

伝統的な農業の保護に取り組んでいます。
あなたが健康と希望をシェアすることで、
世界中に影響を与えられるのです。

今こそ、あなたのパイプラインを
築き始める時です。

あなたが貴重な時間と資金を費やして
パイプラインを築けば、長きにわたって

さまざまな恩恵が得られます。
あなたの家族や地域社会にも、
何世代にもわたって健康と
自由をもたらすでしょう。

収入の パイプラインをお持ちですか?

「成功する者は、トラブルこそがチャンスだととらえる」
ジェフ・オルソン*

＊起業家。化粧品事業の成長企業ネリウム・インターナショナルCEO。
著書『The Slight Edge: Secret to a successful life』がベストセラーに。

65%
平均継続率

ドテラの場合、新規登録者の約85%は愛用者として
割引購入を希望する方で、ビジネス志向の
方は約15％です。平均継続率が 8%といわれる
この業界において、実に65%もの方々が
製品を継続購入されています*。
＊全 IPCのうち、3ヵ月以内に1回以上購入した方の割合。
　2016年 2月　ドテラ・インターナショナル発表

「私のように小さな町の出身で、ネットワークマーケティングは初めてという人間が、本当にできる仕事なのかと不安でした。
でも、最初に参加したセミナーで、このオイルはみんなが求めている!と確信したんです。そのとき感じた思いを忘れることなく、
お話を聞いてくださる人たちにオイルをシェアして我が家のリビングにお招きし、その人が成功するのをワクワクしながら待ち
望んでいただけ。私がしたのは、ただそれだけなんです」　　　　　　　　　　　　　　　　　キャシー・ペース（ブルーダイヤモンド）

ドテラ・インターナショナル本社（米国・ユタ州）

DO YOU NEED A FINANCIAL        pipeline?
ドテラには、ほとんどの人がただ夢見ているだけの経済的自由を、自らの手でつくり出せる可能性があります。
どれだけ時間を費やしても、経済的成果も情熱を傾けて目的を達成する自由な楽しみも得られない、

そんな人生に別れを告げ、ドテラとともに、新しい物語をつくり出してみませんか？

年1 2 3 4 5 6
＊Buckets and Pipeline の動画をご参照ください。sharesuccess.com/build（英語サイト）
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あなたはドテラで何を創造しますか？
あなたはどのレベルを目指しますか？

多くの人々に影響を与え、報酬を手にしましょう
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     make a difference
Create Income & ドテラの報酬プラン：

・リーダーシップに対する報酬
・チームサポートやコラボレーション（協働事業）に対するインセンティブ
・ゆとりある生活を保障する収入のパイプライン

ドテラのユニレベル・ボーナスは他社の
報酬プランよりも高水準で、大多数を占める

低ランクの方々に高い収入をもたらします。

それによって、従来のシステムでは収入を
得られないような人も、

リーダー候補となっていくのです。エリート
3,000PV 以上

15 名以上の登録者 *
月収 $300**

2 名以上のエグゼクティブ
（各 2,000PV 以上）

5,000PV 以上
25 名以上の登録者 *

月収 $600**

3 名以上のエリート
月収＄2,125**

3 名以上のプレミア
月収 $4,667**

3 名以上のシルバー
月収 $8,750**

4 名以上のシルバー
月収 $10,683**

5 名以上のゴールド
月収 $36,500**

ファストスタート
パワーオブスリー

（インフィニティ・パフォーマンス・プール／ダイヤモンド・プール）

*効率的な組織づくりに必要なおよその人数です。　**2014 年の米国での活動実績に基づく、平均的な月収例です。詳細はドテラツールズにて「Opportunity and Earnings Disclosure Summary」 (http://goo.gl/rbtLeR) ( 英語サイト ) をご覧ください。

6 名以上のプラチナ
月収 $106,833**

ブルーダイヤモンド

プレジデンシャルダイヤモンド

2
・月収 $2,125～4,667（シルバーおよびゴールドの平均額）
・メンバーがレベル 1 を達成できるようサポートする
・メンバーがついていきたいと望むようなリーダーを目指す
・各地に赴き、人間力を高め、さまざまなことを楽しむ

・毎日一定の時間を活動に充てる決意
・登録費用、毎月の LRP 注文、必要に応じたビジネスツール
・セミナー開催のプランづくりから、プレゼンテーション、登録、

サポートという一連のサイクルを実施
・メンバーの組織づくりをサポート
理想の目標：30～60 日以内にエリート、6～9ヶ月以内にシルバー、
　　　　　    2 年以内にプラチナに昇格

副収入を得る

必要なのは

3収入を増やして本業にする

・毎月 $8,750～106,833 の収入（プラチナ～プレジデンシャル
ダイヤモンドの平均額）

・パワフルなリーダーとなる。まわりの人々にビジョンを示し、
情熱をもって生きる人になる

・世界のドテラマーケット全体に影響を及ぼす存在となる

・フルタイムの仕事とする決意
・登録費用、毎月の LRP 注文、必要に応じたビジネスツール
・セミナー開催のプランづくりから、プレゼンテーション、登録、

サポートという一連のサイクル
・リーダーを育てる
理想の目標：30 日以内にエリート、60～90 日以内にシルバー、
　　　　　    9～12ヵ月以内にダイヤモンドに昇格

必要なのは

プレミア

シルバー

ゴールド

プラチナ

ダイヤモンド

収
入

リーダーシップ・
プール

ユニレベル

月払い　ドテラが全世界で得る利益の 6% が、
リーダーのランクに応じて分配されます。

パワーオブスリー・ボーナス
月払い　個人およびチーム、それぞれの購入ボリューム
要件を満たすと獲得できるボーナス。チームメンバーが
同様の条件を満たすことで、最大 3 段階、$1,500 が獲得
できます。

あなた
LRP 100PV 以上

チーム・
ボリューム

600PV 以上 

第1レベル
(3 名以上 )
$50

第 2レベル
（3×3=9 名以上）

$250

第 3レベル
 (9×3=27 名以上 )
$1,500

ファストスタート・ボーナス

第1
紹介レベル
20%

第2
紹介レベル
10%

第3
紹介レベル
5%

週〆・月払い　新規 IPC が登録後
60 日以内に購入した製品の
PV に応じて、その紹介者である
IPC に支払われるボーナス。
紹介者自身も 100PV 以上の
LRP 注文をしていることが必要です。

登録直後の週は、
収入を得られる
絶好の

チャンスです。

リーダーシップ・プール

1%
ダイヤモンド

1%
ブルー

ダイヤモンド

1%
プレジデンシャル
ダイヤモンド

2%
シルバー
・

ゴールド
・

プラチナ

1%
ダイヤモンド

・
ブルーダイヤモンド

・
プレジデンシャル
ダイヤモンド

2%

3%

5%

5%

6%

6%

7%

3

$49

$9

9

$25227

$85981

$3,046243

$9,607729

$32,5712,187

*効率的な組織づくりに必要なおよその人数です。
** 該当レベルまで対象となる方の報酬を合算した月収例です。
　 購入ボリュームは平均 150PV として計算しています。

組織のレベル　 支払率　   人数の目安 *      月収例 **

エリート以上が対象

プレミア以上が対象

シルバー以上が対象

マネージャー以上が対象

ディレクター以上が対象

エグゼクティブ以上が対象

第 1 レベル

第 2 レベル

第 3 レベル

第 4 レベル

第 5 レベル

第 6 レベル

第 7 レベル

月払い　グループメンバーの購入ボリュームに
応じて獲得できるボーナス。ランクによって
獲得できるレベルと支払率が定められています。
ファストスタート・ボーナス対象者は
計算対象に含めません。

継続購入率
65％

第 7レベル
まで
支払対象

ユニレベル・ボーナス

WHAT DO YOU WANT TO create?

1
・月収 $200～600 ( エリートおよびプレミアの平均額 )
・健康的なライフスタイルを続けるための収入を得る
・まわりの人々に健康的なライフスタイルを伝える

・週 2～3 時間
・登録費用、毎月の LRP 注文、必要に応じたビジネスツール
・セミナー開催のプランづくりから、プレゼンテーション、登録、

サポートという一連のサイクルを実施
理想の目標：60～90 日以内にエリート、6ヵ月以内にプレミアに昇格

製品の購入費用を補う

必要なのは

＊報酬プランの詳細については、概要書面をご参照ください。
＊報酬は米国ドルで計算され、ドテラが定めた交換レートに基づいて日本円
　で支払われます。交換レートは、相場の変動に応じて毎月変わります。
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6 名以上のプラチナ
月収 $106,833**

ブルーダイヤモンド

プレジデンシャルダイヤモンド

2
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・登録費用、毎月の LRP 注文、必要に応じたビジネスツール
・セミナー開催のプランづくりから、プレゼンテーション、登録、

サポートという一連のサイクルを実施
・メンバーの組織づくりをサポート
理想の目標：30～60 日以内にエリート、6～9ヶ月以内にシルバー、
　　　　　    2 年以内にプラチナに昇格

副収入を得る

必要なのは

3収入を増やして本業にする

・毎月 $8,750～106,833 の収入（プラチナ～プレジデンシャル
ダイヤモンドの平均額）

・パワフルなリーダーとなる。まわりの人々にビジョンを示し、
情熱をもって生きる人になる

・世界のドテラマーケット全体に影響を及ぼす存在となる

・フルタイムの仕事とする決意
・登録費用、毎月の LRP 注文、必要に応じたビジネスツール
・セミナー開催のプランづくりから、プレゼンテーション、登録、
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・リーダーを育てる
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　　　　　    9～12ヵ月以内にダイヤモンドに昇格
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プレミア

シルバー

ゴールド

プラチナ

ダイヤモンド

収
入

リーダーシップ・
プール

ユニレベル

月払い　ドテラが全世界で得る利益の 6% が、
リーダーのランクに応じて分配されます。

パワーオブスリー・ボーナス
月払い　個人およびチーム、それぞれの購入ボリューム
要件を満たすと獲得できるボーナス。チームメンバーが
同様の条件を満たすことで、最大 3 段階、$1,500 が獲得
できます。

あなた
LRP 100PV 以上

チーム・
ボリューム

600PV 以上 

第1レベル
(3 名以上 )
$50

第 2レベル
（3×3=9 名以上）

$250

第 3レベル
 (9×3=27 名以上 )
$1,500

ファストスタート・ボーナス

第1
紹介レベル
20%

第2
紹介レベル
10%

第3
紹介レベル
5%

週〆・月払い　新規 IPC が登録後
60 日以内に購入した製品の
PV に応じて、その紹介者である
IPC に支払われるボーナス。
紹介者自身も 100PV 以上の
LRP 注文をしていることが必要です。

登録直後の週は、
収入を得られる
絶好の

チャンスです。

リーダーシップ・プール

1%
ダイヤモンド

1%
ブルー

ダイヤモンド

1%
プレジデンシャル
ダイヤモンド

2%
シルバー
・

ゴールド
・

プラチナ

1%
ダイヤモンド

・
ブルーダイヤモンド

・
プレジデンシャル
ダイヤモンド

2%

3%

5%

5%

6%

6%

7%

3

$49

$9

9

$25227

$85981

$3,046243

$9,607729

$32,5712,187

*効率的な組織づくりに必要なおよその人数です。
** 該当レベルまで対象となる方の報酬を合算した月収例です。
　 購入ボリュームは平均 150PV として計算しています。

組織のレベル　 支払率　   人数の目安 *      月収例 **

エリート以上が対象

プレミア以上が対象

シルバー以上が対象

マネージャー以上が対象

ディレクター以上が対象

エグゼクティブ以上が対象

第 1 レベル

第 2 レベル

第 3 レベル

第 4 レベル

第 5 レベル

第 6 レベル

第 7 レベル

月払い　グループメンバーの購入ボリュームに
応じて獲得できるボーナス。ランクによって
獲得できるレベルと支払率が定められています。
ファストスタート・ボーナス対象者は
計算対象に含めません。

継続購入率
65％

第 7レベル
まで
支払対象

ユニレベル・ボーナス

WHAT DO YOU WANT TO create?

1
・月収 $200～600 ( エリートおよびプレミアの平均額 )
・健康的なライフスタイルを続けるための収入を得る
・まわりの人々に健康的なライフスタイルを伝える

・週 2～3 時間
・登録費用、毎月の LRP 注文、必要に応じたビジネスツール
・セミナー開催のプランづくりから、プレゼンテーション、登録、

サポートという一連のサイクルを実施
理想の目標：60～90 日以内にエリート、6ヵ月以内にプレミアに昇格

製品の購入費用を補う

必要なのは

＊報酬プランの詳細については、概要書面をご参照ください。
＊報酬は米国ドルで計算され、ドテラが定めた交換レートに基づいて日本円
　で支払われます。交換レートは、相場の変動に応じて毎月変わります。
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さあ、パイプラインづくりを始めましょう
BEGIN CREATING YOUR income  PIPELINE

21

3

あなたがドテラで得る収入の大きさは、
あなたが影響を与えた人々の数を表しています *。

ですから、組織づくりとは人々に奉仕することなのです。
そのことを意識し、そこにエネルギーを注ぐことが大切です。

まずは最初の 3 ステップから、賢くbuild（組織づくり）をスタートしましょう。
＊報酬のお支払いには一定の条件があり、組織の規模には必ずしも比例しません。

30日間で絶対達成する
目標を決めましょう

妥協せずに厳しい目標を設定し、
達成するまでひたすら行動してください。

やると決意し、目標を達成したら、
もっと先に進む自信がついてきます。

目標は、達成度合いがわかるよう具体的に設定しましょう
( ランク昇格、収入額、パワーオブスリー、登録数など )

目標

達成期日

候補者を
リストアップしましょう

ドテラビジネスに興味を
もちそうな人は、まわりにいませんか？ 

健康や収入、人生の目標や自由がほしいと
願っている人はいないでしょうか？ 

まずは、携帯電話のメモリーや
SNS のお友達リストをチェックして

みましょう。

NEXT STEPS »
『Launch ― ビジネスを軌道に乗せるために』を

手に入れ、48 時間以内にアップラインに
連絡をとってサポートをお願いしてください。

さあ、ドテラビジネスを始めましょう！

プレゼンテーションの
日程を決めましょう

できるだけ日程を詰めて開催しましょう。
セミナーなら月に 4 回、

個別面談なら 15 回が目安です。
セミナーは、自宅や友人の家、カフェなどのほか、
Skype などを用いて Web 上で開くこともできます。

初めのうちは、アップラインの
リーダーを招いて説明会をサポートして

もらうとよいでしょう。

候補者リスト
知っている人を 100 名挙げ、つながり別に 4 つのカテゴリーに分けて書き込んでください。あまり条件を絞らず、どんどん名前を書き込みましょう。
うまく浮かばないときは、ドテラ製品やドテラビジネスが役に立つのはどんな人か、自分に問いかけてみましょう。
sharesuccess.com/expandyourcontacts （英語サイト）にアクセスするのもよいでしょう。
各欄にある星印は、リストを分類する際にお役立ていただけます。詳しくは、『Launch』をご覧ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

家族（両親、兄弟、親戚など） 友人（現在の友人、学生時代、SNS でのつながりなど）
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「ドテラを伝えるのには、店舗販売や広告での宣伝よりも
口コミが適しています。ドテラ社は、広告会社に宣伝費を支払う代わりに、製品を分かち合い、
仲間をサポートしてくださる皆様のような方々に、報酬として受け取っていただく方法をとっています。
皆様の働きを通して、健康と希望をもたらすドテラの文化が世界中に広がっているのです」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ナタリー・ガダード（ダブルダイヤモンド）

NAME NAME
地域社会（隣近所、町内会、学校やサークル活動など） その他（仕事の同僚、顧客、取引先など）
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