
share
自然のパワーがもたらす恵み

PLAN TO SHARE

・シェアしたいご家族やお友達のリストを作りましょう。
・中面の「シェアの3ステップ 」をきちんと実行するのが成功の鍵です。

ご招待した方が会員登録される際の初回購入には、登録手数料が含まれた登録キットをおすすめしましょう。
お得な金額で基本的な製品が揃い、受け取ったその日からエッセンシャルオイルのある生活を始めることができます。

個別面談セミナー （8～20人程度が理想） オンライン（Skype 等）

Build
―自然の恵みがもたらすチャンス―

ドテラビジネスで安定した豊かな暮らしを  
　手に入れる方法を、詳しくご紹介します。

NEXT STEPS » ドテラビジネスをお仕事にしてみませんか？

毎月の報酬例

初回購入におすすめ！  登録キット

 チーム・
ボリューム
600PV 以上

 あなた
LRP 100PV 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 第 3 名以上 )

$1,500

2% 3 $9

3% $499

5% $25227

5% $85981

6% $3,046243

6% $9,607729

7% $32,5712,187

＊ユニレベル・ボーナスのお支払い対象レベルは、ランクによって異なります。人数と月収例は、各レベルの支払い対象ランクにおける標準的な人数で、平均購入PVを150として計算しています。
＊報酬額は活動実績によって異なります。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。
＊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。 

シェアの計画を立てましょう

ご招待に便利！ オレンジエンパワーキット
IPC 価格：6,250 円　PV：12.00
内容：IPC サインアップキット 10 部、dōTERRA オレンジ 5mL×10 本、招待状 10 枚
招待状とプレゼントオイルがセットになった、セミナー開催に便利なビジネスツールです。

dōTERRA エッセンシャルコレクション
登録キット
IPC 価格：19,800 円　PV：120.00

（スマート＆サシー付）
IPC 価格：21,600 円　 PV：150.00
ドテラを代表する人気のオイル 10 種が揃う
お手頃キット。
エッセンシャルオイルを初めてお使いの方に。

デラックス登録キット
IPC 価格：65,000 円　PV：475.00　

人気製品 16 種のフルサイズに加えて
アクセサリーも揃うので、受け取った
その日から自在に使いこなせます。

エッセンシャルスキンケア登録キット
（ジェントルスクラブ付）

IPC 価格：17,200 円　PV：110.00
スキンケア製品が一式フルサイズで揃うお得なセット。
洗顔料・化粧水・美容液・クリームの 4 品に、
スクラブがつきます。

アロマタッチ登録キット
（dōTERRA ココナッツオイル付）

IPC 価格：18,000 円　PV：120.00
アロマタッチテクニックに必要な 8 種のオイルの
ミニボトルセットにココナッツオイルがついて、
今すぐ始められます。

PHOSSIL ミネラル登録キット　
IPC 価格：18,000 円　PV：100.00
ミネラルプレーンと CaFe のセットに、
相性抜群のおいしいオイル 3 種がセット。
内側からのキレイを目指す方に。

デイリーユース登録キット　
IPC 価格：63,000 円　PV：475.00
アレもコレも気になる、欲張りな方におすすめ。
定番オイル 6 種と関連製品、アクセサリーが揃い、
ドテラのすべてが体験できるセットです。

パワーオブスリー・ボーナス ユニレベル・ボーナス

個人およびチーム、それぞれの購入ボリュームの
条件を満たすと獲得できます。

ご紹介実績に基づくランクに応じて、
ダウンラインの購入ボリュームの一部が還元されます。

    支払率　   人数 *　 　月収例 *

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

ō

photo 

＊登録時に 400PV 以上のキットをご購入いただくと、ポイントプレゼントや還元率アップなどの特典が得られる制度です。
 　詳しくは、ドテラツールズ（www.doterratools.com/japan/）に資料がございます。
※すべての登録キットには IPC サインアップキット 3 部がついています。
※ 価格はすべて税込です。     ※製品の詳細は、製品一覧表およびプロダクトガイドをご覧ください。

ファスト・トラック・プログラム＊  対象

ファスト・トラック・プログラム＊  対象

自然の恵みがもたらすチャンス
build



Natural Solutions! SHARE an oil experience

INVITE to learn more

3

2

1

REMIND them to come

パワーに満ちた自然の恵み、それがドテラです。
シェアすれば、ご家族やお友達にも体験していただけます。

シェア  　   多くの人の暮らしを劇的に変える扉 世界中の人々に、豊かなライフスタイルをお届けします。

身近な方を招待する
ご家族やお友達をお誘いし、
「地球からの贈り物」である
エッセンシャルオイルのことや、

オイルを活かした健やかな暮らしについて
知ってもらいましょう。

人生に変化をもたらす
あなたがご紹介することで、

多くの人々の人生が劇的に変わります。
エッセンシャルオイルという
自然の恵みによって、

自分の力で家族の健康を守る力を
得られるのです。

ドテラの輪が広がる
あなたがご紹介した方が

さらに他の方にご紹介することで、
ドテラの輪が広がり、
仲間が増えていきます。

よりよい世界を築く力に
ドテラは生産者の暮らしを支援し、

良質な原材料の安定供給に努めることで、
世界中の人々の健康的で

豊かな生活に貢献しています。
豊かなドテラ生活に

多くの人々にドテラをシェアし、
豊かな毎日の提案を続けることで、

報酬が手に入ります *。
報酬が増えれば、製品は実質無料で
購入できるようになります。

シェアの3ステップ

・エッセンシャルオイルって知ってる？
・よかったら試してみない？

・楽しみにお待ちしています
・お友達もご一緒にどうぞ

・2 日前に電話かメールをする
・2 ～ 4 時間前に再度メールする

・オイルについて学べる機会ですよ
・セミナーに来てみませんか？

ご自身の体験をシェアする

理解を深めるセミナーに招待する

リマインドの連絡をする

＊報酬のお支払い対象は、一定条件を満たした IPC のみです。また、報酬額は
　活動成果によって異なり、特定の収入を保証するものではありません。
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