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*Global Wellness Institute調べ

確かな実力 確かな実績 社会貢献

Financial Freedom?

一生満足感や意義を感じられないまま、時間と引き換えにお金を稼いで暮らす人が大勢います。

ドテラなら、持続して得られる継続収入のパイプラインを構築しながら、時間、エネルギー、経済的自由を手に入れることを誰もが選択できます。

経済的自由を手に入れる用意はできましたか？

ドテラをパートナーに選ぶ理由

従来のダイレクトセリング企業
・ビジネスチャンス中心の事業展開

・販売実績はビジネスチャンスに左右される

・ビジネスチャンスを売り込む

・世界でも有数のエッセンシャルオイルの会社

・市場規模100兆円を超えるウェルネス産業*のひとつ

・世界110ヵ国以上の市場で事業展開

・特別で比類ない高品質な製品

（原材料の84％は独自調達）

・ビジネス、マーケティング、ヘルスケアなど多様

な分野の経験豊かなプロフェッショナルチーム

・発展途上国の経済成長と安定の促進

・ドテラ・ヒーリングハンズ基金を通し、恵まれない

地域をサポート

・コ・インパクトソーシングを通し、伝統的な農業の

保護と公正な賃金を約束

詳細は、sourcetoyou.comをご参照ください。

ドテラの信頼のおけるダイレクトセリング
・高品質の製品が主力

・販売実績はビジネスチャンスに左右されない

・健康的なライフスタイルを広く伝える

バケツで水を汲む
・時間と引き換えにお金を得る

・出世や収入に限りがある

・自由になる時間が限られている

・自分以外の人の夢をかなえる

・持続して得られる継続収入

・出世や収入に限りがない

・スケジュールを選択する自由がある

・自分自身の夢をかなえる

あなたはどちらですか？
経済のパイプラインを築く

Are you ready for

あるところに、水汲みをして
生計を立てる男がいました。 

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。

水は村人の生活に欠かせないものであったため、

男が収入を増やしたいと思えば

ただ運ぶ水の量を増やしさえすればよかったのです。

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（水を通す管）をつくれば、

バケツでの水汲みから解放されると。

彼はこつこつ真面目に働き、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、自分と村人双方のために

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

パイプラインを構築することに成功したのでした。

厳格な検査による確かな信頼性

ドテラが際立っている点

ドテラの成長 世界を変える

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。あなたがドテラのエッセン

シャルオイルを購入するたびに、生産者やその周りの

人の人生を変えています。あなたが健康と希望を

分かち合うことで、世界中の地域や文化に影響を

与え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ています

450万人を超える顧客

ドテラの品質・純度の基準

記録的な
継続率！

年
間
総
売
上

ドテラ　7年
IT企業 A社　7年

ドテラの経営陣・創業役員

年

7年で10億ドル*企業に！
*約1,000億円相当

億ドル

「純粋で高品質なエッセンシャルオイルを世界中に届ける」という使命のもと、ドテラは2008年に創設されました。
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Success is Simple
成功とはシンプルなもの

自分と周りの人の人生を変えるために、パイプラインを築く

ための活動（PIPES）に取り組みましょう。パイプラインの流れを

よくすればするほど、多くを受け取ることができます。

よりよい結果を出したいのなら、流れを活発にしましょう！

自然な形で周りの人にシェアし、デュプリケート*を実践する中で、パイプラインづくりのサポートとなるツールを活用しましょう。

*成功例と同じようなやり方を模倣して実践すること

ドテラ製品や実績あるトレーニング

システムのメリットを体験して、

成功に備えましょう。

『Liveガイド』
『Shareガイド』
『Buildガイド』

『Launchガイド』

『Natural Solutions
 （ナチュラル・ソリューションズ）』

『候補者リスト』 『Healthy Can Be Simpleガイド
（シンプルなヘルシーライフを）』

PREPARE
―準備―

自然の力を活かしたライフスタイル

づくりやドテラがもたらすチャンス

について知り、学んでいただくために、

新規の人を招待しましょう。

INVITE
―招待―

クラスを通して、健康や経済的な

豊かさについてのドテラのメッセージを

伝えましょう。

PRESENT
―プレゼンテーション―

紹介した人を登録に導き、自然の力を活かした

ライフスタイルづくりを通して力づけ、

他の人の人生に変化をもたらす生き方に

お誘いしましょう。

ENROLL
―登録―

カスタマー（愛用者）やビルダーを

成功に導くサポートをしましょう。

SUPPORT
―サポート―

P I P

1. ドテラ製品を使う

あなた 候補者

経済のパイプラインを築くための
シンプルな3ステップ

2. ドテラをシェアする 3. 周りの人に教え伝える

あなたのチーム＋コミュニティー

E S
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Discover the Possibilities

*   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。

*  平均的な組織づくりに必要なおよその人数です。
**WAの2017年の活動実績に基づく年間平均月収例です。結果や収入の額は人によって異なり、一般的なものではありません。平均額はさらに低くなります。
    詳細は www.doterra.com/US/en/flyers（英語サイト）から最新のOpportunity and Earnings Disclosureをご参照ください。

WA（ウェルネス・アドボケイト）とは、ドテラでビジネス資格をもつ会員の名称です。

可能性を知りましょう

ドテラの優れた報酬プランは、実績のあるシステムです。
チームによる協力関係を育み、相乗効果を生み出すことに価値をおき、

力となる長期的継続収入を得ることができます。

3,000 OV以上

リーダーシップ

ユニレベル

パワーオブスリー

ファストスタート

15名以上の登録者*
月収$365**

2名以上のエグゼクティブ

（各2,000 OV以上）
5,000 OV以上

25名以上の登録者*
月収$939**

自己購入分相当の
収入を得る

副業として収入を得る

本業として収入を
さらに拡大する

達成までの
期間（月）

収

　入

ランク

エリート

プレミア
3名以上をエリートに導く
月収$2,296**

シルバー
3名以上をプレミアに導く
月収$4,875**

ゴールド

3名以上をシルバーに導く
月収$9,414**

第1
紹介レベル

第2
紹介レベル

第3
紹介レベル

第1レベル
3名以上

（各LRP100PV）
¥5,500

第2レベル
3×3＝9名以上
（各LRP100PV）
¥27,500

第3レベル
9×3＝27名以上
（各LRP100PV）
¥165,000

あなた
LRP100PV チーム・

ボリューム
600PV以上

プラチナ

プレミア・
シルバー

 シルバー・
ゴールド・プラチナ

 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

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

4名以上をシルバーに導く
月収$16,814**

ダイヤモンド

5名以上をゴールドに導く
月収$38,630**

ブルー
ダイヤモンド

6名以上をプラチナに導く
月収$104,965**

プレジデンシャル
ダイヤモンド

月払い
ファストスタート・ボーナス対象者（登録後60日以内が対象）を除き、
チームボリュームに対して支払われます。
第1レベルから最大第7レベルまで獲得でき、人数が多くなる下位に行くほどより高い
支払率が適用されます。条件を満たさないWAに対し、その上位のWAに繰り上げて
支払われるダイナミック・コンプレッションが適用されます。

月払い
ドテラ全体の売上ボリュームの7％が、
リーダーのランクに応じて分配され
ます。

週払い
新規WAおよびWC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WAに
支払われるボーナス。紹介者
自身も100PV以上のLRP注文を
設定し、かつ同月内にその購入
実績があることが必要です。

月払い
組織構築に対して支払われます。
各チームの購入ボリューム600PVが
支払の条件となります。

ファストスタート・ボーナス

ユニレベル・ボーナス

パワーオブスリー・
ボーナス 

リーダーシップ・
プール・ボーナス 

2% $9
3% $49
5% $252
5% $859
6% $3,046
6% $9,607
7% $32,571

3

9

27

81

243

729

2187

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

エリートの支払対象は
このレベルまで

プレミアの支払対象は
このレベルまで

シルバー以上の支払対象は
このレベルまで 

組織のレベル 月間ボリュームに
応じた支払率

チーム人数の
目安*

150PV購入に基づく
月収目安** 

ボーナスをすぐに獲得しましょう！
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プラチナ

プレミア・
シルバー

 シルバー・
ゴールド・プラチナ

 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

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
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5名以上をゴールドに導く
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ブルー
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プレジデンシャル
ダイヤモンド
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2% $9
3% $49
5% $252
5% $859
6% $3,046
6% $9,607
7% $32,571

3

9

27

81

243

729

2187

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

エリートの支払対象は
このレベルまで

プレミアの支払対象は
このレベルまで

シルバー以上の支払対象は
このレベルまで 

組織のレベル 月間ボリュームに
応じた支払率

チーム人数の
目安*

150PV購入に基づく
月収目安** 

ボーナスをすぐに獲得しましょう！
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Change Lives and create an income

周りの人の人生を変えて、収入を生み出す

ドテラをパートナーに選び、望み通りの生き方を実現しましょう。

私たちには、自分の望みどおりの人生を創造し、生きるチャンスがあります。

ドテラは、あなたが豊かな経済のパイプラインを築き、周りの人にも貢献できる自由を可能にします。 自己購入分相当の収入を得る

副業として収入を得る

本業として収入をさらに拡大する

負債からの解放

豊かな貯金

経済的自由

社会貢献への寄付

自由な時間

自分の夢の実現

自己成長

経済的計画と備え

旅行

学び

社会貢献

家族との時間

さらに収入を増やす さらに賢く働く 大好きなことをする

「ネットワークビジネスの
モデルは、高品質の製品や
サービスとともに、
成長と繁栄の比類なき
チャンスを与えてくれる」

ボブ・バーグ*
*米国の経営コンサルタント・講演家

（元トップセールスマン）

あなたはどの方法を選びますか？

*WAの2017年の活動実績に基づく年間平均月収例です。個人の収入額はさらに低くなります。
詳細は www.doterra.com/US/en/flyers（英語サイト）から最新のOpportunity and Earnings Disclosureをご参照ください。

2～3ヵ月で
エリート達成

6ヵ月で
プレミア達成

1ヵ月に数人を自身で登録に導く

3～5時間
／週

目標
月収＄365～＄939*
エリート－プレミアの収入目標

必要な時間投資

1～2ヵ月で
エリート達成

6～9ヵ月で
シルバー達成

毎月4名以上のカスタマーと
1名以上のビルダーを登録に導く

10～15時間
／週

目標月収＄939～＄4,875*
プレミア－ゴールドの収入目標

必要な時間投資

1ヵ月で
エリート達成

2～3ヵ月で
シルバー達成

1～2年で
ゴールド達成

1～3年で
ダイヤモンド達成

毎月8名以上のカスタマーと
2名以上のビルダーを登録に導く

15～30時間
／週

目標月収＄4,875～＄16,814*
ゴールド－ダイヤモンドの
収入目標

必要な時間投資

あなたの人生にもっとも大きな影響をもたらすのは、何でしょうか？
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世界中に広がるドテラの活動を通じ、
一緒に希望と癒やしをシェアしていきましょう。

お名前 お名前

Names List
あなたは誰の人生を変えたいですか？

Launch Your Business
3 Steps to 候補者リスト

ビジネスを始動させるための3ステップ

3ステップに沿って経済のパイプラインを築き、

自分や周りの方の人生を変えていきましょう。

健康的な

大切な人に

ビジネスを

ライフスタイルのために

シェアするために

始動させるために

ナチュラル・ソリューションズの
クラスを受け、登録をします。
『Liveガイド』を入手して、
ライフスタイル・サポートを受けます。
日々のウェルネス・プランに沿って
製品を使います。

自分のペースを選びましょう。
私がエリートになるまでの期間は

ローンチ・サポートの予定を組み、
Empowered Success（エンパワード・サクセス）の
Webサイト*にアクセスして詳しく学びます。

次のページにある候補者リストに
候補者を記入します。
『Shareガイド』を入手して、
上手にシェアする方法を学びます。
3人以上を対象にクラスを開催します。

日付 時間

90日
平均ペース

60日
目標ペース

30日
理想ペース

live

launch

share

*Empowered Success（エンパワード・サクセス） Webサイト
[日本語] ドテラ・ジャパン オフィシャルサイト＞会員情報＞エンパワード・サクセス
[英語（順次翻訳中）] doterra.com>Empowered Success
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Build
ビジネス･サポート

Buildガイド

Bringing hope,
healing hearts,

raising leaders,living dreams—
the meaningful work of a 
dōTERRA Wellness Advocate.

希望を届け、心を癒やし
リーダーを育み、夢を生きる－

ドテラのウェルネス・アドボケイト（WA）は、

世界に価値をもたらしています。

本ガイドに記載の個々の商標及び登録商標、ロゴマーク、商号
に関する権利は、dōTERRA Holdings, LLCに帰属します。20190731-v4


