イベントスケジュール 2019
Block Your Calendar!

1 月 9 日（水）〜 12（土）
プレジデンシャル & ブルーダイヤモンドサミット

dōTERRA Updates
ドテラ・アップデーツ
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vol.01

（開催地：米国 ハワイ州）

今年はじめての特別なイベントにふさわしく、ハワイアンサン
ダルウッドの栽培地を訪問します。

3 月 18 日（月）〜 20 日（水）
リーダーシップ リトリート

（開催地：米国 カルフォルニア州）

世界中のリーダー（シルバー以上）が集結し、ドテラビジネスの
ノウハウや新情報を学びます。

4 月 22 日（月） ジャパンコンベンション前夜
ガラパーティー（開催地：舞浜）
新たにダイヤモンド以上に昇格された方々を盛大にお祝いします。
今年のディナーパーティーには、800 名以上が参加予定！

4 月 23 日（火）〜 24 日（水）
ドテラ ジャパンコンベンション（開催地：横浜）

健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます
昨年、
米国ドテラ本社は創業 10 周年、

ションがあることを強く感じる特別

ことができました。これも皆さまの

この貴重な経験を糧に、本年も皆さ

ドテラ･ジャパンは 6 周年を迎える
ご愛顧の賜物と、心より感謝申し上
げます。

私自身は、心身の健康や経済的な

サポートを求め、ドテラを必要とす
る方々が日本にも沢山いることを実

感した一年となりました。ネパール
トリップでは、自分で見たり経験し

年に一度開催される、ドテラ・ジャパン最大のイベント。
今年のテーマは「Dream」
。OTG 新製品、ドテラの活動などを
ご紹介いたします。

な旅となりました。

6 月 14 日（金）〜 21 日（金）
プレジデンシャルダイヤモンドトリップ

まをエンパワーし、サーブできるよう

尽力して参ります。今後も変わらず
ご愛顧を賜りますとともに、皆さま

（開催地：ヨーロッパ）

ドナウ川をゆったり満喫するヨーロピアン リバー クルーズを
予定しています。

とご家族にとって幸多き年であるこ
とをお祈り申し上げます。

たことを通して参加者の方々ととも

例年のネパールに代わり、今年はブルガリアを訪問。原料栽培地・
抽出工場の見学、現地の人との交流を通し、ドテラの原料調達や
社会貢献について知っていただく絶好の機会です。

doTERRA CPTG Essential Oils Japan

にドテラとその文化の理解を深める
ことができ、製品を愛用し、一人で

も多くの方へドテラを伝えるミッ

社長

近日発売

7 月 1 日（月）〜 7 日（日）
コ・インパクトソーシングトリップ（開催地：ブルガリア）

本年もよろしくお願い申し上げます。

9 月 9 日（月）〜 14 日（土）
ドテラ グローバルコンベンション（開催地：米国 ユタ州）

フィル・ウェルチ

世界中から 4 万人以上が集まる、ドテラ最大のイベント。
NFR 新製品、ドテラの活動などの最新情報をご紹介します。

Promotion in January

1月の10％オフ製品（OTG）
□
今年こそダイエッ
ト！の決意を応援

□

スマート＆サシー
ソフトジェル 90 粒
製品番号：34270203 WA/WC 価格：4,900円
参考小売価格：7,350円 PV：31.00

登録料と
登録キットが

1,000円
oﬀ!

SIGN UP
PROMOTION
OTG のみ

サインアッププロモーション

プロダクト・オブ・ザ・マンス（POM）

新規登録料と登録キットが 1,000円オフに！

心に活力が満ちる幸福の香り

グレープフルーツ 15mL

期間

WA/ WC 新規登録料：通常

製品番号：30100103 WA/WC 価格：2,350円
参考小売価格：3,530円 PV：22.00
お問い合わせ

ドテラ・ジャパン メンバーサービス
月〜金／ 9:00 〜 19:00（祝日・年末年始を除く）

1 月 1日（火）18：00～2 月1日（金）16：00

0800-100-0789（通話料無料）
固定電話から

03-4589-2610
携帯電話から

3,500 円 → 2,500 円
japan@doterra.com

製品番号：60207257

WA /WC 価格：7,690 円（税込）参考小売価格：11,535 円（税込）PV：65.00

プロダクトセンターへ行ってみよう！

凍える季節の健康を守る、家族のボディガード ! !

～西麻布本社の店内を一挙公開～

一年でもっとも寒く、健康を脅かす外敵が猛威をふるう時季。
でも心配しないで！ 皆様には心強い味方「オンガード」が
ついています。毎日の暮らしのなかで上手に使いこなして、
家族そろって元気に春を迎えましょう。

dōTERRA でトップクラスの人気を

誇るブレンドオイル オンガードは、特

にこの季節に活用していただきたい
製品です。スパイスやハーブの力で

身体本来のはたらきを力強くサポート

し、みんなの健康を守ってくれる「香

に取り入れるには、バラエティ豊かな

関連製品をどうぞ。外出から帰ったら、

オンガード フォーミングハンドウォッ

健康習慣といえば歯磨きも大切！食

づくりにぴったりです。

にして水回りや空間の清潔キープにと

後は忘れずドテラトゥースペイストで

フューズするのもいいですね。甘酸っ

潔を保ち、お口の健康を守ります。

物とも好相性で、ミルクティーや炭酸

飲料、パンケーキやクッキーなどのア

クセントにおすすめです。

外出時に携帯するなら、プチッと噛

ハウスキーピングには、天然由来

の洗浄成分とオンガードのパワーを

ダイニング

施術室

onGUARD

™

ベビーカー置き場

ドテラ・ヒーリング

ハンズやコ・インパク

のオンガード ランドリーデタージェン

トで、しつこい汚れもスッキリ！

1 日 1 粒を目安にお召し上がりいただ

用して、健康的で心地良い毎日を過

トソーシングの写真、
いただけます。

冬こそオンガードシリーズをフル活

リビングスペース

ごしましょう。

毎月開催！

DiffuserBlends

drops

冬季限定

※発売日・価格等は、Web またはメールニュースにてお知らせします。

Comin
g
Soon

季節の健康を守る小さなボディガード

オンガード スロートドロップ
30 Drops

パワフルな「オンガード」の力で、乾燥の季節の外

敵を入口からブロック。外出時のお守り代わりにも
なってくれる、頼れる味方です。

［エッセンシャルオイル］オレンジ、クローブ、シナモンバーク、
ユーカリプタス、ローズマリー、ミルラ

クリアな清涼感で息づかいスッキリ

イージーエア ドロップ

f Winter

冬のディフューズブレンド

ウィンター・
ワンダーランド

お友達やご家族とゆったりお過ごしいただけます。
商談にもご利用可能です。

シナモンバーク

ベルガモット

カルダモン

サイプレス

クローブ

30 Drops

空気中の雑菌やホコリが気になるときは、「イージー

エア」ののど飴でスッキリさわやかに。息づかいを
整え、すこやかな毎日を応援します。

［エッセンシャルオイル］レモン、ペパーミント、カルダモン、
ユーカリプタス、タイム、メリッサ

クリスタル・スノー

オンガード

ペパーミント

サンリズム

イランイラン

暖炉のそばで

キッズルーム

愛 称：
ミ ントくん

プロダクトセンター営業時間

月〜金／ 10:00 〜 19:00 土／ 10:00 〜 17:00（祝日・年末年始を除く）
ラストオーダー 30 分前

ワークショップ のご案内 wkshop
♦

プロダクトセンターでできること

ドテラ・ジャパンで販売している全製品をお試しいただけます。
製品のご購入・お持ち帰り（発送も承っております）。
店頭で新規登録が可能です。

エッセンシャルオイルの使い方を体験しながら学びません
か？ワークショップは当日予約で気軽にご参加いただけま
す。詳しくはメールマガジン「ウィークリーニュース」や
Facebook「ドテラ・ジャパン」をご覧ください。

スポンサーシップ・プログラム

店舗へのアクセス

ドテラ製品をご自身の活動に役立てていただきながら、広報活動にご協力いただく
プログラム。新たに参加していただいた方を 3 名ご紹介いたします！

オレンジ

ペパーミント

エナジー・ブースター

♦

SPONSORSHIP PROGRAM

冬のティータイム

ぼくに
みんな
！
来てね
会いに

ブックレットもご覧

「ドテラ製品を使った生活」をイメージできるスペース。
ワークショップもここで開催されています。

&

お子さま連れの方にも安心してお過
ごしいただけるよう、ベビールーム
とキッズルームを完備。店内入口に
はベビーカー置き場もありますよ。

キッチン

カピカにできる、便利なマルチクリー

ンガ ードにメリッサ やブラックペッ

季節のイガイガ＆
ムズムズ対策はおまかせ！

ベビールーム
リビングスペース

エントランス

ダイニング

新製品の
ご案内

キッズルーム

器洗いにはオンガード クリーナー コン

ナーです。お洗濯はバイオ酵素配合

くことで、季節に負けない身体づくり

既存製品はもちろん、新製品もいち早くお試しい
ただけます。フォトスポットで写真撮影もできま
すよ。

洗剤が大活躍。住まいのお掃除や食

ら健 康 づくりに 取り組 む なら、オン

パーなどが 加わってパワーアップ！

ベビールーム
（授乳室）

製品エリア

製品エリア

活かした、地球にやさしくパワフルな

セントレート。これ 1 本で家じゅうピ

ガード＋ ソフトジェルがおすすめ。オ

製品エリア

歯磨きを。香りのパワーで口内の清

むだけで適量を摂取できるオンガー

ドビーズも便利ですよ。また、内側か

カウンター

シュで外敵をブロック。泡タイプだか

ケツに垂らして拭き掃除に、スプレー

ぱくスパイシーな香りは食べ物や飲み

※価格はすべて税込の WA/WC 価格です。

オンガードのパワーを手軽に暮らし

らお子さまでも使いやすく、健康習慣

大活躍。玄関や人の集まる場所でディ

（後列左より）オンガード フォーミングハンドウォッシュ 2,300円 PV：20.00 ／ドテラ トゥースペイスト
1,050 円 PV：6.00 ／オンガード クリーナー コンセントレート 2,000 円 PV：12.00 ／オンガード ランド
リーデタージェント 3,700円 PV：24.00 ／（前列左より）オンガード 4,550円 PV：42.00 ／オンガードビーズ
2,200円 P V：18.00 ／オンガード＋ ソフトジェル 3,700円 PV：22.00

に貢献します。

りのボディガード」。水に垂らして摂

取したり、歯磨きやうがいに、またバ

新しくなったプロダクトセンターには、もうご来店いただけましたか？
広々とした店内では、製品の使用方法のご案内やワークショップを
通して、「ドテラのある生活」を楽しく体験していただけます。
お近くにお越しの際は、ぜひ遊びに来てくださいね。

シュガー＆スパイス

シナモンバーク

オレンジ

シベリアンファー

ラベンダー

クローブ

フランキンセンス

FC 十文字 VENTUS
ゼネラルマネージャー
まつもり

あきら

松森 亮

作曲家／
ジャズギタリスト
た か う ち

愛用するドテラ製品：
ディープブルーラブ

幼少のころからサッカーを始め、市立船橋高

等学校では全国優勝を経験。卒業後ジュビロ
磐田に入団し、U- 2 0 日本代表にも選出され

は る ひ こ

髙内 春彦

様

様

愛用するドテラ製品：
フランキンセンス

ひ

で

と

様

愛用するドテラ製品：
ペパーミント

人材育成を学び、卒業後は沖縄の伝統芸能を

ニューヨーク、ホノノルを拠点に演奏活動を

女子サッカーの振興に努めている。

ね

ノート／マンハッタンレーベルから全米デビュー

女子サッカー部のコーチとなり、全国優勝を
VENTUS」のゼネラルマネージャーを務 め、

や

中学時代から地元沖縄で俳優として舞台に立

84年にアルバムデビュー、
92年には米国ブルー
を果たす。著名アーティストとの共演や C D プ

達成。現在は女子サッカークラブ「 F C 十文字

ひ

比屋根 秀斗

1980 年に渡米し、ニューヨークで活動を開始。

る。選手生活を 2 年で引退し、同クラブのブ

ランディングに携わる。その後、十文字高校

舞台俳優／
脚本・演出家

ロデュースなど多彩な活動を続け、現在は東京、
行う。近年リリースした CD『HARUACO』や、

ジャズ・ファン必携の著書『 Voice of Blue』が
好評を博している。

つ。慶應義塾大学総合政策学部で街づくりや

ベースにした「現代版組踊」の指導を開始。
2016 年 に は自主 公 演「命 ぬ 紬 詩」を上 演、
2017 年 に は 石 垣 島 の キッズダ ンス チ ー ム

「KURUMBA」の代表に就任する。舞台への出

演、脚本、演出などを精力的に行い、沖縄の
舞台芸術の発展に力を注いでいる。

プロダクトセンターへ行ってみよう！

凍える季節の健康を守る、家族のボディガード ! !

～西麻布本社の店内を一挙公開～

一年でもっとも寒く、健康を脅かす外敵が猛威をふるう時季。
でも心配しないで！ 皆様には心強い味方「オンガード」が
ついています。毎日の暮らしのなかで上手に使いこなして、
家族そろって元気に春を迎えましょう。

dōTERRA でトップクラスの人気を

誇るブレンドオイル オンガードは、特

にこの季節に活用していただきたい
製品です。スパイスやハーブの力で

身体本来のはたらきを力強くサポート

し、みんなの健康を守ってくれる「香

に取り入れるには、バラエティ豊かな

関連製品をどうぞ。外出から帰ったら、

オンガード フォーミングハンドウォッ

健康習慣といえば歯磨きも大切！食

づくりにぴったりです。

にして水回りや空間の清潔キープにと

後は忘れずドテラトゥースペイストで

フューズするのもいいですね。甘酸っ

潔を保ち、お口の健康を守ります。

物とも好相性で、ミルクティーや炭酸

飲料、パンケーキやクッキーなどのア

クセントにおすすめです。

外出時に携帯するなら、プチッと噛

ハウスキーピングには、天然由来

の洗浄成分とオンガードのパワーを

ダイニング

施術室

onGUARD

™

ベビーカー置き場

ドテラ・ヒーリング

ハンズやコ・インパク

のオンガード ランドリーデタージェン

トで、しつこい汚れもスッキリ！

1 日 1 粒を目安にお召し上がりいただ

用して、健康的で心地良い毎日を過

トソーシングの写真、
いただけます。

冬こそオンガードシリーズをフル活

リビングスペース

ごしましょう。

毎月開催！
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drops

冬季限定

※発売日・価格等は、Web またはメールニュースにてお知らせします。
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季節の健康を守る小さなボディガード

オンガード スロートドロップ
30 Drops

パワフルな「オンガード」の力で、乾燥の季節の外

敵を入口からブロック。外出時のお守り代わりにも
なってくれる、頼れる味方です。

［エッセンシャルオイル］オレンジ、クローブ、シナモンバーク、
ユーカリプタス、ローズマリー、ミルラ

クリアな清涼感で息づかいスッキリ

イージーエア ドロップ

f Winter

冬のディフューズブレンド

ウィンター・
ワンダーランド

お友達やご家族とゆったりお過ごしいただけます。
商談にもご利用可能です。

シナモンバーク

ベルガモット

カルダモン

サイプレス

クローブ

30 Drops

空気中の雑菌やホコリが気になるときは、「イージー

エア」ののど飴でスッキリさわやかに。息づかいを
整え、すこやかな毎日を応援します。

［エッセンシャルオイル］レモン、ペパーミント、カルダモン、
ユーカリプタス、タイム、メリッサ

クリスタル・スノー

オンガード

ペパーミント

サンリズム

イランイラン

暖炉のそばで

キッズルーム

愛 称：
ミ ントくん

プロダクトセンター営業時間

月〜金／ 10:00 〜 19:00 土／ 10:00 〜 17:00（祝日・年末年始を除く）
ラストオーダー 30 分前

ワークショップ のご案内 wkshop
♦

プロダクトセンターでできること

ドテラ・ジャパンで販売している全製品をお試しいただけます。
製品のご購入・お持ち帰り（発送も承っております）。
店頭で新規登録が可能です。

エッセンシャルオイルの使い方を体験しながら学びません
か？ワークショップは当日予約で気軽にご参加いただけま
す。詳しくはメールマガジン「ウィークリーニュース」や
Facebook「ドテラ・ジャパン」をご覧ください。

スポンサーシップ・プログラム

店舗へのアクセス

ドテラ製品をご自身の活動に役立てていただきながら、広報活動にご協力いただく
プログラム。新たに参加していただいた方を 3 名ご紹介いたします！

オレンジ

ペパーミント

エナジー・ブースター

♦

SPONSORSHIP PROGRAM

冬のティータイム

ぼくに
みんな
！
来てね
会いに

ブックレットもご覧

「ドテラ製品を使った生活」をイメージできるスペース。
ワークショップもここで開催されています。

&

お子さま連れの方にも安心してお過
ごしいただけるよう、ベビールーム
とキッズルームを完備。店内入口に
はベビーカー置き場もありますよ。

キッチン

カピカにできる、便利なマルチクリー

ンガ ードにメリッサ やブラックペッ

季節のイガイガ＆
ムズムズ対策はおまかせ！

ベビールーム
リビングスペース

エントランス

ダイニング

新製品の
ご案内

キッズルーム

器洗いにはオンガード クリーナー コン

ナーです。お洗濯はバイオ酵素配合

くことで、季節に負けない身体づくり

既存製品はもちろん、新製品もいち早くお試しい
ただけます。フォトスポットで写真撮影もできま
すよ。

洗剤が大活躍。住まいのお掃除や食

ら健 康 づくりに 取り組 む なら、オン

パーなどが 加わってパワーアップ！

ベビールーム
（授乳室）

製品エリア

製品エリア

活かした、地球にやさしくパワフルな

セントレート。これ 1 本で家じゅうピ

ガード＋ ソフトジェルがおすすめ。オ

製品エリア

歯磨きを。香りのパワーで口内の清

むだけで適量を摂取できるオンガー

ドビーズも便利ですよ。また、内側か

カウンター

シュで外敵をブロック。泡タイプだか

ケツに垂らして拭き掃除に、スプレー

ぱくスパイシーな香りは食べ物や飲み

※価格はすべて税込の WA/WC 価格です。

オンガードのパワーを手軽に暮らし

らお子さまでも使いやすく、健康習慣

大活躍。玄関や人の集まる場所でディ

（後列左より）オンガード フォーミングハンドウォッシュ 2,300円 PV：20.00 ／ドテラ トゥースペイスト
1,050 円 PV：6.00 ／オンガード クリーナー コンセントレート 2,000 円 PV：12.00 ／オンガード ランド
リーデタージェント 3,700円 PV：24.00 ／（前列左より）オンガード 4,550円 PV：42.00 ／オンガードビーズ
2,200円 P V：18.00 ／オンガード＋ ソフトジェル 3,700円 PV：22.00

に貢献します。

りのボディガード」。水に垂らして摂

取したり、歯磨きやうがいに、またバ

新しくなったプロダクトセンターには、もうご来店いただけましたか？
広々とした店内では、製品の使用方法のご案内やワークショップを
通して、「ドテラのある生活」を楽しく体験していただけます。
お近くにお越しの際は、ぜひ遊びに来てくださいね。

シュガー＆スパイス

シナモンバーク

オレンジ

シベリアンファー

ラベンダー

クローブ

フランキンセンス

FC 十文字 VENTUS
ゼネラルマネージャー
まつもり

あきら

松森 亮

作曲家／
ジャズギタリスト
た か う ち

愛用するドテラ製品：
ディープブルーラブ

幼少のころからサッカーを始め、市立船橋高

等学校では全国優勝を経験。卒業後ジュビロ
磐田に入団し、U- 2 0 日本代表にも選出され

は る ひ こ

髙内 春彦

様

様

愛用するドテラ製品：
フランキンセンス

ひ

で

と

様

愛用するドテラ製品：
ペパーミント

人材育成を学び、卒業後は沖縄の伝統芸能を

ニューヨーク、ホノノルを拠点に演奏活動を

女子サッカーの振興に努めている。

ね

ノート／マンハッタンレーベルから全米デビュー

女子サッカー部のコーチとなり、全国優勝を
VENTUS」のゼネラルマネージャーを務 め、

や

中学時代から地元沖縄で俳優として舞台に立

84年にアルバムデビュー、
92年には米国ブルー
を果たす。著名アーティストとの共演や C D プ

達成。現在は女子サッカークラブ「 F C 十文字

ひ

比屋根 秀斗

1980 年に渡米し、ニューヨークで活動を開始。

る。選手生活を 2 年で引退し、同クラブのブ

ランディングに携わる。その後、十文字高校

舞台俳優／
脚本・演出家

ロデュースなど多彩な活動を続け、現在は東京、
行う。近年リリースした CD『HARUACO』や、

ジャズ・ファン必携の著書『 Voice of Blue』が
好評を博している。

つ。慶應義塾大学総合政策学部で街づくりや

ベースにした「現代版組踊」の指導を開始。
2016 年 に は自主 公 演「命 ぬ 紬 詩」を上 演、
2017 年 に は 石 垣 島 の キッズダ ンス チ ー ム

「KURUMBA」の代表に就任する。舞台への出

演、脚本、演出などを精力的に行い、沖縄の
舞台芸術の発展に力を注いでいる。

イベントスケジュール 2019
Block Your Calendar!

1 月 9 日（水）〜 12（土）
プレジデンシャル & ブルーダイヤモンドサミット

dōTERRA Updates
ドテラ・アップデーツ

2019.01.01

vol.01

（開催地：米国 ハワイ州）

今年はじめての特別なイベントにふさわしく、ハワイアンサン
ダルウッドの栽培地を訪問します。

3 月 18 日（月）〜 20 日（水）
リーダーシップ リトリート

（開催地：米国 カルフォルニア州）

世界中のリーダー（シルバー以上）が集結し、ドテラビジネスの
ノウハウや新情報を学びます。

4 月 22 日（月） ジャパンコンベンション前夜
ガラパーティー（開催地：舞浜）
新たにダイヤモンド以上に昇格された方々を盛大にお祝いします。
今年のディナーパーティーには、800 名以上が参加予定！

4 月 23 日（火）〜 24 日（水）
ドテラ ジャパンコンベンション（開催地：横浜）

健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます
昨年、
米国ドテラ本社は創業 10 周年、

ションがあることを強く感じる特別

ことができました。これも皆さまの

この貴重な経験を糧に、本年も皆さ

ドテラ･ジャパンは 6 周年を迎える
ご愛顧の賜物と、心より感謝申し上
げます。

私自身は、心身の健康や経済的な

サポートを求め、ドテラを必要とす
る方々が日本にも沢山いることを実

感した一年となりました。ネパール
トリップでは、自分で見たり経験し

年に一度開催される、ドテラ・ジャパン最大のイベント。
今年のテーマは「Dream」
。OTG 新製品、ドテラの活動などを
ご紹介いたします。

な旅となりました。

6 月 14 日（金）〜 21 日（金）
プレジデンシャルダイヤモンドトリップ

まをエンパワーし、サーブできるよう

尽力して参ります。今後も変わらず
ご愛顧を賜りますとともに、皆さま

（開催地：ヨーロッパ）

ドナウ川をゆったり満喫するヨーロピアン リバー クルーズを
予定しています。

とご家族にとって幸多き年であるこ
とをお祈り申し上げます。

たことを通して参加者の方々ととも

例年のネパールに代わり、今年はブルガリアを訪問。原料栽培地・
抽出工場の見学、現地の人との交流を通し、ドテラの原料調達や
社会貢献について知っていただく絶好の機会です。

doTERRA CPTG Essential Oils Japan

にドテラとその文化の理解を深める
ことができ、製品を愛用し、一人で

も多くの方へドテラを伝えるミッ

社長

近日発売

7 月 1 日（月）〜 7 日（日）
コ・インパクトソーシングトリップ（開催地：ブルガリア）

本年もよろしくお願い申し上げます。

9 月 9 日（月）〜 14 日（土）
ドテラ グローバルコンベンション（開催地：米国 ユタ州）

フィル・ウェルチ

世界中から 4 万人以上が集まる、ドテラ最大のイベント。
NFR 新製品、ドテラの活動などの最新情報をご紹介します。

Promotion in January

1月の10％オフ製品（OTG）
□
今年こそダイエッ
ト！の決意を応援

□

スマート＆サシー
ソフトジェル 90 粒
製品番号：34270203 WA/WC 価格：4,900円
参考小売価格：7,350円 PV：31.00

登録料と
登録キットが

1,000円
oﬀ!

SIGN UP
PROMOTION
OTG のみ

サインアッププロモーション

プロダクト・オブ・ザ・マンス（POM）

新規登録料と登録キットが 1,000円オフに！

心に活力が満ちる幸福の香り

グレープフルーツ 15mL

期間

WA/ WC 新規登録料：通常

製品番号：30100103 WA/WC 価格：2,350円
参考小売価格：3,530円 PV：22.00
お問い合わせ

ドテラ・ジャパン メンバーサービス
月〜金／ 9:00 〜 19:00（祝日・年末年始を除く）

1 月 1日（火）18：00～2 月1日（金）16：00

0800-100-0789（通話料無料）
固定電話から

03-4589-2610
携帯電話から

3,500 円 → 2,500 円
japan@doterra.com

製品番号：60207257

WA /WC 価格：7,690 円（税込）参考小売価格：11,535 円（税込）PV：65.00

