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 第 9 回ダイヤモンドクラブ  

 

1．目的 

ダイヤモンドクラブ（以下、DC）は、リーダーの皆様のリーダーシップの育成を目的として作られ

たプログラムです。DC を通して、リーダーとしてのスキルを磨き、ビジネスを成功させましょう！  

DC は、リーダーとしての適切な行動やリーダーシップのスキルを学べるだけではなく、コミュニケ

ーション能力も身につけることができます。ただ単に、活動支援金の援助や、ランクアップを図るも

のではなく、それ以上のスキルを身に付けることを目的としたプログラムです。  

DC の成功の鍵は「良く計画」し「必ず実行する」ことです。効果的にビジネスを推進する方法を学

ぶことができます。また同時に、座談会やイベントの開催、オイルを楽しむ方法なども学ぶことがで

きます。 

DC に参加することにより、グループ拡大、ランクアップ、目標達成、正しいビジネスの仕方、そし

て力強いリーダーシップを身に付けましょう！ 

 

2．日程 
DC 申込 サイト： https://www.doterradiamondclub.com/jp/signup.php 

申込期間：  2019 年 7 月 17 日（水）～ 8 月 1 日 （木）午前 9 時 

※DC 参加希望者ご本人が必ず入力してください。 

※お申込みに必要な情報は、巻末の「申込みに必要な項目」を参照しご準備下さい。 

十分な計画をしていただく必要があるためご理解のほどお願いいたします。 

また、参加条件を満たしている判断ならびに参加いただくかどうかの最終的な判断は DC サポートチ

ームにてさせていただくものとします。 

2019 年 7 月：計画の月（スポンサーと共に活動計画を立てる） 

2019 年 8 月 ～11 月：実施期間（4 カ月間） 

https://www.doterradiamondclub.com/jp/signup.php
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3．参加資格 
下記条件を満たしている WA の方は、DC 参加対象となります。但し、第 9 回 DC に参加するための

最終的な承認は DC サポートチームが行います。 

注）参加資格を達成していてもDCサポートチームが承認しない場合、参加できないことがありま

す。 

 

3.1  ランク 

プレミア以上であること。尚、プレミア未満であっても、スポンサーとして登録したダイヤモ

ンド以上がいる場合は参加を認めます。 

3.2   ホスト 

  チーム（ダウンライン）内の 6 名で 2019 年 7 月または 8 月実績で同月内に 100PV 以 

 上、かつ LRP 注文を 100PV 以上の設定が必要です。DC 参加者の居住する「地元」「遠隔地」

を問わず選出可とします。WA/WC 共に可能とします。 

但しこの 6 名は他の DC 参加者自身、又は他の DC 参加者の指定する 6 名と重複する場合は認

められません。 

3.3 スポンサー 

    WA 会員である事。 

    2019 年 7 月または 8 月実績で同月内に 100PV 以上、かつ LRP 注文を 100PV 以上の設定が必

要です。アップラインから 3 名のスポンサーを探し、負担割合の承諾をご本人より得ていただ

く必要があります。 

a. アップラインはスポンサーになることは「義務」ではありません。また財政的な事情から難

しい場合もありますので、これらを理解の上、感謝の気持ちを持ってアップラインに相談し

てみて下さい。 

b. スポンサーは参加者への活動支援金（上限あり）の 50%を負担します。また残りの 50%は会

社が負担します。スポンサーに関する詳細は「4.スポンサー」をご参照ください。 
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3.4    海外在住の方 

原則として日本在住の方が対象。最低条件として DC 中、毎月日本に来て活動をすることに加

え DC 期間中の前後にも継続的に日本でフォロー活動していただくことが確実な場合は DC 事

務局の判断で例外的にエントリーを許可する場合もあります。 

さらに、組織の大部分が日本在住の会員であることも条件とします。 

3.5   コンプライアンス（推奨） 

参加者は全国で主催するコンプライアンスセミナーに参加することを推奨しています。 

 

４．スポンサー 

スポンサーは、DC 参加者の活動支援金の 50%を負担します（上限あり）。残りの 50%を会社が負

担します。DC 参加者は、活動支援金の対象となるイベントを月 6 回開くことができ、１つのイベン

トにつき最大 3 万円/イベント（最大 18 万円/月、スポンサー負担は最大 9 万円/月）の活動支援金を

受けることができます。スポンサーは 3 名を選出してください。 

 

4.1. スポンサーは参加者候補の方からの直接のご相談に対して検討し、スポンサーとなるかをご判

断下さい。必要に応じ負担割合（％）も取り決めて下さい。 

4.2. スポンサーは、DC 参加者からの直接の依頼に対して検討し、スポンサーとなるかをご判断下

さい。また別件でスポンサーとなっている人も自由にスポンサーとなることができます。 

 

◆ 活動支援金のうちスポンサー負担分（最大 9 万円/月）： 

例：（割合任意） 

第 1 スポンサー：50%、第 2 スポンサー：30%、第 3 スポンサー：20% 

※ただし 1 人のスポンサーが 100%負担することを会社は推奨しておりません。 

※小数点（33.3％）のある負担割合は誤作動をシステムが起こすためご遠慮ください。 

※海外在住のスポンサーになる方は承諾メールを DC サポートチームまで送ること。 
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DC 参加者が行う参加申し込み時に、スポンサーの ID 及びお名前と、複数スポンサーの場合は負担

割合を申告して頂きますので、スポンサーは、参加者がスムーズに参加申し込みができるようにサポ

ート願います。 

 

５．実施期間中の参加者の必要条件 
DC 参加者は、「スポンサー」と「会社」から「活動支援金の援助」や「応援物資等」を得る代わり

に、期間中下記の条件を満たす必要があります。 

 

5.1. イベント開催：毎月最低 6 回のイベントを開催し報告を入力すること。（内、2 回は 20km を

越えなければならない） 

※活動支援金で申請する場所の報告であること。 

※DC ホームページ：https://doterradiamondclub.com/jp/index.php から入力 

5.2. イベント開催の告知：毎月最低 4 回のイベントをダイヤモンドクラブ主催セミナーのカレンダ

ーに載せること https://www.doterra.com/JP/ja_JP/diamond-club-calendar 

5.3. 新規登録（ダウンライン）：毎月、基準新規数を達成する為の計画を行い実践していただきま

す。DC 期間最終月に毎月自グループ 10 名の登録と共に 4 か月間の合計で自グループ他グル

ープ問わず合計 64 名以上をクリアする事で期間内達成者となる。 

※初回注文 100pv以上での新規登録者が毎月の達成条件対象となります。(複数注文の合算

100pv以上は対象外) 

※DCの目的であるDC参加者のリーダーシップ育成とグループ拡大を促進の為に、 

基準新規数を目指し活動して頂きます。 

5.4. 会社の方針に従って、ビジネスを実地すること 

**DC における活動支援金は、月に最大 6 回支給対象となりますが、何度でもイベントを開催できま

す。  

 

https://doterradiamondclub.com/jp/index.php
https://www.doterra.com/JP/ja_JP/diamond-club-calendar
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■ 基準新規数・新規カウント条件 

 
 
DC 新規のカウント条件 

5.5. 計算月に 100PV 以上の製品購入があること。 

 

月間の基準新規数（自系含む）を達成できない場合 

5.6. 計算月に 100PV 以上の製品購入があること 

5.7. 基準新規数を満たない場合は、条件を満たすことが出来ない場合は、今後の取り組み計画につ

いて、担当のスタッフへ報告し、承認を得る必要があります。スポンサーとホストと協議し、

学習行動計画を報告する必要があります。基準新規数を達成できず、報告がない場合は DC を

継続することはできません。 

5.8. 基準新規数を満たない場合は、活動支援金は DC 新規数に応じて DC 新規数×1 万円（税込）

が支払われます。但し、以下の条件を満たす必要があります。 

DC 新規数 活動支援金算出人数の基準 
１名から１０名まで 自系のみが適応 

１１名以上 他系も適応 
 

5.9. 4 か月目に 18 名（自系 10 名以上）を達成できなくても新規数に応じて DC 新規数×1 万円

（税込）が支払われます。DC 達成条件の「4 か月間の合計が 64 名以上（自系 40 名以上）」と

活動支援金の規定 は別となります。 

 

6．新規登録の方法 
DC でカウントされる新規登録者とは、DC のイベントを開き、そこに参加し、100PV 以上の初回注

文で新規登録をした方のみカウントされます。 
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イベント開催後、速やかに新規登録をする必要があります。 

ウェルネスサミットへ一緒に参加し、100PV 以上の初回注文で新規登録をした方もカウントされま

す。イベント及びウェルネスサミット終了後、イベント報告への入力を速やかにお願い致します。 

 

【登録方法は 4 つ】※WC 登録も対象 

①郵送：新規登録をされる方の原本（セミナー日、DC 参加者の方の氏名の記入が必須）を指定の封

筒に入れて郵送をしていただきます。（当月登録は 25 日までの消印有効） 

②プロダクトセンターでの登録：プロダクトセンターにて登録される場合は、お持ち帰りと配送をお

選びいただけます。（当月登録は最終営業日 13 時まで） 

尚、DC 参加者、又は新規登録される方のどちらか、お一方がお越しいただければ、ご登録可能で

す。配送の受付は 25 日が最終受付となります。 

③DC サイトからの Web 登録：（各月最終日まで有効） 

・第三者の入力は初回注文を代金引換で希望されている方の新規登録のみ 

・クレジット支払いでの登録の場合は、必ずご本人が登録作業を行ってください。 

④電話及び FAX 登録：WC 登録のみ可能です。 

 
DC ホームページ：https://doterradiamondclub.com/jp/index.php 

※通常の新規登録をしてしまうと DC 参加者のカウントはされませんのでご注意ください。 

※概要書面コードを入力のうえ DC サイトにて WA 登録した場合は登録申請書原本の提出は必要あ

りません。概要書面コードを未入力の場合は速やかに登録申請書原本をドテラジャパンへ送付してく

ださい。(1 週間以内を目安) 

https://doterradiamondclub.com/jp/index.php
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自分以外のグループへの新規登録 

私たちは、DC のイベントへ参加される全ての方々が新規登録できるようにと願っています。 

例えあなたのイベントに参加し、その後、他のグループで登録したいという方がいても喜んで登録を

助けましょう。 ただし、あなたのイベントに参加した新規登録者を、他の DC 参加者がその人を勧

誘し自分の元で新規登録としてカウントさせようとした場合、即時にその DC 参加者の DC 参加資格

を停止します。 

 
7．新規登録プロモーション 
DC で多くの新規登録者が出せるように、特別なプロモーションを用意しました。新規登録をして頂

くと初回注文の際、下記のオイルをプレゼントいたします。 

※NFR 登録はアメリカで開催されている DC 期間中のみ、NFR のプレゼントオイルがつきます。 

※海外登録は対象外 

 

第 9 回
DC 

初回注文 100 PV 以上 初回注文 400 PV 以上 

OTG OTG 

8 月 グレープフルーツ 15ml (30100103) 
グレープフルーツ 15ml (30100103) 
アースリズム 15ml (31010103) 

9 月 ユーカリプタス 15ml (30060103) 
ユーカリプタス 15ml (30060103) 
オンガード 15ml (31100103) 

10 月 サンリズム 15ml (31020103) 
サンリズム 15ml (31020103) 
スペアミント 15ml (31610203) 

11 月 パステンタス 10ml (6020203) 
パステンタス 10ml (60202031) 
ディープブルー5ml (31050103) 

 

US では NFR 登録は下記期間が対象となります。 

第 9 回
DC 

初回注文 100 PV 以上 初回注文 400 PV 以上 

NFR NFR 

8 月 Grapefruit15ml (30100001) 
Grapefruit 15ml (30100001) 
 Balance15ml (31010001) 

9 月 Eucalyptus 15ml  (49300001) 
Eucalyptus 15ml  (49300001) 
On Guard 15ml (31100001) 
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10 月 Tangerine 15ml  (49440001) 
Tangerine 15ml  (49440001) 
Spearmint 15ml (31610001) 

11 月 PastTense 10ml  (31350001) 
PastTense 10ml (31350001) 
Deep Blue mL 5ml (60200143) 

 

さらに、新規登録者が翌月に 100PV 以上の LRP を実施すると、新規登録者に 25P がプレゼントさ

れます。 

 

8．活動支援金と応援物資 

 DC の大きな目的の 1 つは、活動支援金を援助し、皆様がホスト主催の小さなミーティング機会援助

し、イベントへ皆様に参加頂き、ホストが自立するまでの活動を支援いただくことです。1 つのイベ

ント(1 トリップ)につき最大で 3 万円まで援助します。また、月に最大で 6 トリップまでサポートを

受けられるので、月に最大で 18 万円まで援助することができます。加えて、月に 1 度、応援物資を

受け取ることができます。※周遊トリップの場合は、上限で 3 トリップまでとなります。 

 

活動支援金の対象：交通費、会場費 

注意事項：宿泊費、個人の飲食費は対象外です。 

但し、航空券と宿泊費用がパックになっているものについては、宿泊費用を含めたパック料金を対象

とします。また自家用車使用時の駐車料金、高速料金も対象とします。 

 

諸経費の上限： 

・会場費 １万円（1 回） 

・会議費 6,000 円（1,500 円/1 名）新規の方が参加している事 

・交通費  (1 トリップ)につき最大で 3 万円まで。なお、新幹線のグリーン車、 

飛行機のプレミアム席（アップグレード含む）は経費として精算できません。 

・ガソリン代  1km=10 円 

・高速代 
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基準新規数を満たない場合は、活動支援金は DC 新規数に応じて DC 新規数×1 万円（税込）

が支払われます。但し、以下の条件を満たす必要があります。 

DC 新規数 活動支援金算出人数の基準 
１名から１０名まで 自系のみが適応 

１１名以上 他系も適応 

 

＜活動支援金の請求締切日と支払日＞ 

活動支援金を請求するには領収書が必要となります。請求締切日は下記をご確認ください。 

領収書の宛名は「ドテラジャパン」を推奨しますが、参加者名でも可とします。 

※領収書を紛失した場合は支払いができません。尚、フライト情報や新幹線利用区間の情報がわかる

利用明細等を添えて提出してください。 

 

第 9 回 DC 
 

請求締切日 支払日 

2019 年 8 月 9/3(火) 17:00〆  9/25(水)予定 

2019 年 9 月 10/3(木) 17:00〆 10/25(金)予定 

2019 年 10 月 11/4(月) 17:00〆 11/25(月)予定 

2019 年 11 月 12/3(火) 17:00〆 12/25(水)予定 

  

お支払はご登録の銀行口座に振り込まれます。最大で 6 つのイベント活動費が資金援助されます。も

し、途中でダイヤモンドクラブの条件を満たしていなかった場合は、条件を満たしていた月の分だけ

払い戻されます。 

 

【活動支援金のお支払いにおける必須条件】 

 ◆イベント開催の告知：4 回入力 

◆イベント報告          ：6 回入力 

締切：毎月月内厳守 

回数が不足したり、期限を守らなかった場合は、支援金のお支払いが一切できません。 
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9．DC ポイントと賞金 
 ダイヤモンドクラブへの参加は、自分のグループ拡大だけではなく、さまざまなスキルを磨き、さ

らに賞金をもらうことができるメリットがあります。 

賞金獲得の対象は、DC 参加者ダウンライン（新規・LRP・ランク）の合計ポイントで競われ 

ます。ポイント獲得は下記の表をご参照ください。  

 

 
＜表彰の種類＞ 
DC 大賞 （1 名）賞金 30 万円 

DC 優秀賞（1 名）賞金 20 万円 

DC 特別賞（2 名）賞金 10 万円 

DC 努力賞（賞金獲得者以外の 4 ヵ月間条件達成者） 

DC サポートチーム特別賞 

*特別特典* 

ダウンラインがシルバーを達成し、第 10 回のダイヤモンドクラブに参加した場合、製品 10 万円相

当をプレゼント致します。 
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【例】※最終ポイント集計は 12/7(金)となります。12/7 までにお受取り頂けなかった 11 月末の新

規登録の注文分はポイント対象外となります。 

 

■ 賞金・旅行 
 
 
 
 
 

 
- 旅行を取得するためには、「直紹介数」と「ポイントランク」の条件を両方、満たす必要があります。 

直紹介の条件 ポイントランキング 賞金 旅行 

基準値 達成 
ランキング順位 達成 〇 〇 
ランキング順位 未達成 × × 

基準値 未達成 
ランキング順位 達成 〇 × 
ランキング順位 未達成 × × 

※ ランキングの繰り上げはありません。 

- 国内ソーシングトリップに関しては、状況によって開催場所は変更になることがあります。 

 

■ ファウンダーズ 

ファウンダーズが対象になる方 

ダイヤモンド以上のリーダー ：１名様 

プラチナ以下のリーダー   ：１名様 
 
2 名のファウンダーズボーナスの枠が確定しましたので、ファウンダーズボーナスを取得いただく為
の条件をご案内させていただきます。 
 
①    ダイヤモンド・ブルーダイヤモンドのリーダー（2019 年 7 月実績） 
・本人が DC 参加者であること 
・DC 期間中 直新規が 25 名以上 
・対象者の中でランキング 1 位 
・DC チャレンジ達成者（※DD5 名、BD10 名） ※各 DD または各 BD グループ 
・ファウンダーズ権利をお持ちではない方 
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②    プラチナ以下のリーダー 
・DC 期間中 直新規が 25 名以上 
・対象者の中でランキング 1 位 
 

 

■ ヒーリングハンズ 

1. DC 期間中にヒーリングハンズの活動を行うとポイントに加算される。 

2. 活動報告申請フォーム 

https://jp.surveymonkey.com/r/FPKPB9S 

※ 申告フォームは 1 回送信すると 2 回目の入力ができません（IP アドレス管理のため回答済

みと出ます） 

申請に必要な情報は以下の通りです。 

- 活動者情報（名前・ID 等） 

- ボランティア活動名（〇〇介護施設ハンドケアボランティア 等） 

- 活動場所（施設名等） 

- 活動人数（可能であればお名前も記入） 

- 具体的な活動内容 

- 一番使用したオイル（複数記入でも OK） 

- 活動の感想 

- 活動写真（必ず必要！1 枚～最大 3 枚まで） 

 

ヒーリングハンズ活動は ATT やハンドケアという印象が強いと思いますが、清掃活動や復

興支援活動など誰かの役に立つ内容であれば活動として認められます（オイルを使用しな

い活動でも OK ということです）ボランティアをおこなう場所で、一番必要とされている

活動をすることが重要です。活動用オイルなどが必要な場合、基本はご自身のオイル（も

しくはグループの方の協力を得て集める）を使用することが条件となりますが、規模や内

https://jp.surveymonkey.com/r/FPKPB9S
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容によりヒーリングハンズ部門から B 級品支援をおこなう事も可能です。あくまでも不足

分のみの支援となります。これは通常のヒーリングハンズ支援物資と同じ扱いです。ただ

し、物流の関係で発送が遅くなる可能性もあります。 

ご不明な点は以下のフォームからお問い合わせください。 

https://jp.surveymonkey.com/r/GZB6Y5X 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jp.surveymonkey.com/r/GZB6Y5X
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＜補足＞ 

チームで目標を達成する 

毎月 10 名、4 か月間で 64 名の新規登録を達成するにあたり、参加者が一人で活動するのではなく、チームで目

標に向けて活動することが、成功の秘訣となります。 

具体的には、スポンサーのサポートと、主体となる参加者、および参加者のイベントを開催する地域のリーダー

（ホストと呼んでいます）でチームをつくります。 

主体はあくまで、スポンサーと会社から費用の援助を受ける参加者となります。 

従いまして、参加者がリーダーシップをとる必要がありますが、参加者がリーダーシップを 

とれるように、参加者が「孤独」とならぬように、スポンサーはサポートします。 

 

ホスト 

DC 参加者のグループ内のチームリーダーであり、イベントを開催する各地域の主催者でも 

あり、そして将来の DC 参加者候補者となります。 

 

イベント 

DC の参加者が開催する、チームやグループに関係なく、誰でも参加できるセミナーやクラスの事を言います。 
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申し込みに必要な項目 

申込みはWeb フォームのみとなります。（Webフォームの URL等は別途ご案内します。） 

第１スポンサーと共にスポンサーの負担割合を調整した上で、参加者本人が入力することとし

ます。 

  

申込みに必要な項目（事前準備にご活用下さい） 

 

1. 参加者情報 

ID 番号・ 氏名・電話番号・住所・本人の顔写真※ 

※Web フォームでアップロードして頂きますので写メ等のデータで、ご準備下さい。 

 

2. スポンサー情報 

 第 1 スポンサー：ID 番号、 氏名、負担割合（記入例：30%） 

  第 2スポンサー：ID番号、 氏名、負担割合 

  第 3スポンサー：ID番号、 氏名、負担割合 

 

複数スポンサーの場合、負担割合の合計が 100%となるように記入 

小数点のある負担割合は誤作動をシステムが起こすためご遠慮ください。 

 

3. ホスト情報  

ID 番号・ 氏名・都道府県 
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4. その他 

下記の事項を全て決意して頂いた方のみ、申し込みをすることができます。 

わたしは、ドテラの理念と DC ルールを守ります。 

わたしは、新規登録や提出物、期限等、義務を果たします。 

わたしは、マイドテラオフィス、DC web サイトのエキスパートになります。 

わたしは、スポンサーに感謝します。 

わたしは、ホストやチームの皆と共に喜びを分かち合います。 

わたしは、DC を笑顔で楽しみます。  
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