
と共に生きる
あなたのナチュラルソリューションライフスタイル



ライブまたはオンラインクラス
あなたの人生にどのようにエッセンシャルオイルを取	
り入れるか学びましょう！ successwithoils.com/learn  
ライブまたはオンラインクラスを体験しましょう。
•	 毎日のオイルエキスパートになりましょう。
•	 もっと健康的なあなたへ、デトックスして生まれ変わ	
りましょう。	
•	 ムードや精神状態、そして睡眠を管理しましょう。
•	 美しく生き生きとした肌を手に入れましょう。
•	 エッセンシャルオイルで料理や掃除をしましょう。
•	 まだまだあります！
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エッセンシャル
自然の最もパワフルな治療法を実感しましょう！あなたは dōTERRA. を使うことで自然に健康管理をす
ることがいかに簡単で、すばやく効果を実感することができることに驚くことでしょう。いますぐ使いはじ
めて、ナチュラルソリューションの素晴らしさを体感しましょう！

オンラインでの情報

おめでとうございます！ これであなたはシンプルで自分で学ぶことのできる dōTERRA ナチュラルソリ
ューションを手に入れました！ あなたのエッセンシャルオイルを使いウェルネスゴールに達するための、
たくさんの情報があります。これらの地球の贈り物から何を得られるのか発見しましょう。

• successwithoils.com/useでオイルを使用して気になる健康状態を改善する
方法を学びましょう。

• successwithoils.com/forumであなたの悩みを解決するナチュラルソリューシ
ョンを見つけて、その体験を他の人とシェアしましょう。

• メンバーシップに含まれていて年に4回発送される dōTERRA’s リビングマガジ
ンで効果的に使用する秘訣や情報を学びましょう。

• successwithoils.com/resourcesで悩みや商品の詳細や科学的研究につい
てのモダンエッセンシャルリファレンスガイドを手に入れましょう。
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説得力のある体験談や、エッセンシャルオイルの化学的研究結果、効果的に使用
する方法を学びましょう：
• successwithoils.com/testimonialsにて体験談をチェック
• aromaticscience.comにてオイル研究結果をチェック
• successwithoils.com/everydayにて使用方法、ビデオやイベントをチェック

もっと学びましょう



オンラインでの情報

スタンダードオーダー (SO)
スタンダードオーダーにて、ホールセール価格（小売25%割引）で購入しましょう。
（注意：スタンダードオーダーはフリープロダクトクレジットを稼ぐことは出来ません。）

ロイヤリティーリワードプログラムオーダーにて、ホールセール価格（25%割引）	とさらに、総購入額に応じて	
10～30％のフリープロダクトクレジットと、報酬を稼ぐことができます。ロイヤリティーリワードは必須ではありませ
んが、毎月あなたの欲しいものを手に入れることができ、メンバーシップを最大限活用することができます。

ロイヤルティーリワードプログラムオーダー (LRP)

どうやって30%のフリープロダクトクレジットを獲得することが 
できますか？
• 你的忠诚奖励积分随着时间增加：
			
     

• あなたのスタートパーセンテージは、登録したキットのサイズ
に寄って変わります。もし毎月のオーダーが50PV以上であれ
ば、あなたのパーセンテージは3ヶ月ごとに5%上昇し30%まで
上がります！

どのようにLRPを変更することができますか？
• アイテム、発送日時、クレジットカードなどを変更するには、「シ

ョップ」をクリックして「マイロイヤルティーリワード」を選び、 
「ロイヤルティーリワード編集／閲覧」をクリックして左側コラ

ムの編集オプションから選びます。

LRPオーダー日時より前にオーダーできますか？
• 出来ます。「発送編集」をクリックして、あなたがオーダーを 

した日時を選びます。

複数の月毎LRPオーダーをすることはできますか？
• 出来ます。いくつでも好きなだけ設定してください。そして次の

月に受け取りたくないオーダーはキャンセルしてください。 
コミッションを受け取るためには少なくとも100PVで最低1つ
のLRPオーダーを設定する必要があります。

どのようしたら私のオーダーをキャンセルできますか？
•  LRPオーダーはいつでも電話かメールservice@doterra.

comでキャンセルすることが出来ます。まずはフリープロダク
トクレジットを利用してからにすれば、ポイントを失うことはあ
りません。キャンセルすると、LRPオーダーに戻るとリワードは
10%からに戻っています。

どうしたら dōTERRA’sのスペシャルを最大限に利用できますか？
•  5日から15日の間に少なくとも125PVのLRPオーダーをしてく

ださい。これによってマンスリープロダクトを無料で受け取る
ことが出来ます。どの月毎 dōTERRA スペシャルに参加するに
も、5日までオーダーをするのをお待ちください。

どうやってプロダクトクレジットを利用すればいいのですか？
•  電話（1-800-411-8151）かメール（service@doterra. com）

でリディームしてください。プロダクトクレジットはオーダー後
60日後から利用可能です。

プロダクトバリュー（PV）最低必要ポイント

LRP リワードポイントを維持

リワードポイントを稼ぐ＆%アップ

ファストスタートとコミッションを稼ぐ*

無料のプロダクトオブマンスクラブ

3ボーナスをすべて実現

*これらのリワードは、登録し他のホールセールメンバーをスポンサーすること
を選んだ方のみ対象。コミッションを得るためには1つのオーダーで100PVあ
る必要があります。

(15日以前にオーダーしたものに対して)
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よくある質問

メンバー ID (IPC#)：
パスワード：

mydoterra.com であなたのバーチャルオフィスにログインして dōTERRA の商品をもっと購入しましょう。	
「ショップ」タブをクリックしてオーダーします。
購入には2つの方法があります：

successwithoils.com/rewards でロイヤリティーリ
ワードの良さについてのビデオを見ましょう。

もっと購入しましょう

一番賢い購入方法

A     

B     

Melaleuca

1～3ヶ月 4～6ヶ月 7～9ヶ月 10～12ヶ月 13ヶ月以上

10%

LRPポイントがどのように増加するか

15% 20% 25% 30%



Download or order this Live Guide at sharesuccess.com/resources

dōTERRA サポートチームはあなたの
強い味方で です。私たちは強い結束
で、dōTERRA と共にあなたを成功の道へ
導きます。

ウェルネスコンサルトを受けましたか？サ
ポートチームに確認してみましょう。
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              is not a place, 
IT IS A PROCESS.

Success is the process of 
living actively, joyfully, 

and                 

success simplified

Success

purposefully.

®

®

成功する心の準備が出来たら、sharesuccess.

com/sharedoterra でシェアするステップを学
びましょう。 sharesuccess.com/builddoterra で成功への道を

見つけてください。.

dōTERRA メンバーサービス： 
service@doterra.com
アメリカ合衆国：  +1 800-411-8151 
オーストラリア： +61 (02) 8006-4854
ドイツ： +49 (0)561 9877916
日本： +81 (0)50 58065757
台湾： +886 (0)4 22107011
イギリス： +44 (0)1480 433444 
 

友達と分かち合いましょう
    もっと dōTERRA と共に

dōTERRA でナチュラルソリューション
を分かち合って収入を得ることで人生を
変えましょう。
ガイドブックではこのようなことを学ぶ
ことが出来ます：
• 知り合いに教えて登録させる
• 戦略的な考え方を身につける
• 知り合いを教え良い方向に導く
• 前に進むことで成功の道を切り開く

メインサポート：
名前

電話

メール

その他サポート：
名前    

電話 

メール

ウィークリーチームコール：
日にち  時間

番号   

アクセスコード

あなたのサポートチーム

YOUR PATHWAY
 TO SUCCESS 

築く
あなたの自然なソリューションの機会を

ナチュラルソリューションで輝く人生を
をシェア

dōTERRA プロダクトサポート：
productsupport@doterra.com

dōTERRA U.S. ウィルコール：
436 W. 800 N.

Orem, UT 84057 USA 

月～金　午前8時～午後6時 マウンテンタイム
土 午前11時～午後4時　マウンテンタイム

サポートしてもらいましょう

大切な人のために
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dōTERRAプロダクトの素晴らし
さを実感したら、自然と誰かと分
かち合いたくなるでしょう。あな
たの友達もその素晴らしさを知
ることが出来るクラスを楽しみ
ながら行いましょう！


