ファスト・トラック・プログラム

Fast Track Program

400PV以上の登録キット購入には特典があります。

対象キットの購入＆翌月のLRP注文（100PV以上）で受けられる特典をお見逃しなく！

400PV 以上のキットを購入

登録時に

翌月の LRP 注文で

1,000PV 以上のキットを購入

登録時に

&

100PV 以上を購入

翌月の LRP 注文で

リワード・ポイント
還元率

100 15

リワード・ポイント

&

100PV 以上ご購入
リワード・ポイント
還元率

200 20

%

リワード・ポイント

からスタート

• 100リワード・ポイント プレゼント

%

からスタート

• 200リワード・ポイント プレゼント

• リワード・ポイント還元率が

通常 10% からのところ、15 % からスタート

• リワード・ポイント還元率が

20% からスタート
通常 10% からのところ、

対象登録キット * 詳細は中面をご確認ください。
・デラックス 登録キット PV：400

・プレミアム dōTERRA 登録キット

・ナチュラル・ソリューションズ
登録キット PV：490

・オイルコレクション登録キット PV：1,200

ドテラの

定期
購入

プログラム

PV：1,000

LRP（ロイヤルティー・リワード・プログラム）

毎月の製品購入でポイントなどの特典が受けられるドテラの定期購入プログラムです。

＊登録時の 400PV 以上のキット購入は、LRP の購入とはみなされませんのでご注意ください。

リワード・ポイント
＊本特典でもらえるリワード・ポ
イントは、登録から２ヵ月後（LRP
注文の翌月中旬）に付与されま
す。LRP がその間にキャンセルさ
れた場合には付与されません。

LRP注文で獲得できるポイントで、貯めると
製品と交換することができます。
貯まったポイントで
お好きな製品と交換！

例えば…
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詳細は
こちら

登録キット一覧

34,850円
相当お得!!

プレミアムdōTERRA登録キット
製品番号：60213013
60213014

WA プレミアム dōTERRA 登録キット
WC プレミアム dōTERRA 登録キット

会員価格：140,000 円 PV：1,000

ナチュラル・ソリューションズ 登録キット

リワード・ポイン
ント
還元率

200 20

リワード・ポイント

製品番号：60208420
60208421

%

WA ナチュラル・ソリューションズ登録キット
WC ナチュラル・ソリューションズ登録キット

26,500

ファミリー エッセンシャルズ
＋ ビーズ 登録キット

円

相当お得!!

製品番号：
60208376 WA ファミリー エッセンシャルズ ＋ ビーズ 登録キット
60208412 WC ファミリー エッセンシャルズ ＋ ビーズ 登録キット

会員価格：76,000 円 PV：490

からスタート
ト

ファスト・トラック・プログラム対象

会員価格：20,500 円 PV：129

リワード・ポイント
還元率

100 15

リワード・ポイント

%

6,350 円

からスタート

相当お得!!

ファスト・トラック・プログラム対象

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 6 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、オレンジ、
フランキンセンス（各 15mL）
・ブレンドオイル 7 種類：
オンガード、ゼンジェスト、アースリズム、イージーエア、アロマタッチ、
ウェーブリズム（各 15mL）、パステンタス（ロールオン 10mL）
・オンガードビーズ
・オンガード＋ ソフトジェル
・ドテラ ココナッツオイル
・LLV パック：アルファ CRS＋、xEO メガ、マイクロプレックス VMz

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 11 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、オレガノ、オレンジ、
グレープフルーツ、フランキンセンス、ユーカリプタス、
コパイバ（各 15mL）、ヒノキ（5mL）
・ブレンドオイル 12 種類：
オンガード、スマート＆サシー、ゼンジェスト、アースリズム、
イージーエア、アロマタッチ、ウェーブリズム、テラアーマー（各 15mL）、
ディープブルー（5mL）、サルベル、パステンタス、
クラリカーム（ロールオン 各 10mL）
・ビーズ 2 種類：ペパーミント、オンガード

・ソフトジェル 3 種類：
トライイーズ、オンガード＋、スマート＆サシー
・ドテラ ココナッツオイル
・LLV パック：
アルファ CRS+、xEO メガ、マイクロプレックス VMz
・PHOSSIL ミネラル オリジナル（550ml）
・ドテラ トゥースペイスト
・ディープブルーラブ（クリーム）
・オンガード フォーミング ハンドウォッシュ＋ディスペンサー 2 本
・ドテラ オンガード ミスト
・オンガード マウスウォッシュ

LLV パック ＋
PHOSSILミネラル登録キット
製品番号：60210747
60210748

WA LLV パック ＋ PHOSSIL ミネラル登録キット
WC LLV パック ＋ PHOSSIL ミネラル登録キット

会員価格：28,800 円 PV：200

・エッセンシャル スキンケアキット：
フェイシャルクレンザー、フェイシャル トナー 、
エッセンシャル セラム、
エッセンシャル モイスチャライザー
・コルレックス（ジェル状クリーム）
・ドテラ ルモ ディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・dōTERRA ミニボトルケース（パープル）
・ミニボトル 2mL（24 本入 ×2 セット）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（10 部）

デラックス登録キット
製品番号：60211763
60211764

WA デラックス登録キット
WC デラックス登録キット

会員価格：59,500 円 PV：400

52,700 円
相当お得!!

・PHOSSIL ミネラル オリジナル（550ml）
・ドテラ トゥースペイスト
・コルレックス（ジェル状クリーム）
・ディープブルーラブ（クリーム）
・オンガード フォーミングハンドウォッシュ＋
ディスペンサー 2 本
・ドテラ ルモ ディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（5 部）

オイルコレクション登録キット

製品番号：
60203093
60205829

WA オイルコレクション登録キット
WC オイルコレクション登録キット

会員価格：156,500 円

PV：1,200

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 6 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、 オレガノ、
フランキンセンス（各 5mL）
・ブレンドオイル 4 種類：
オンガード、ゼンジェスト、イージーエア、ディープブルー（各 5mL）
・ビーズ 2 種類：ペパーミント、オンガード
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

リワード・ポイント
還元率

200 20

リワード・ポイント

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 25 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、
イランイラン、ウィンターグリーン、オレンジ、 オレガノ、
クラリセージ、グレープフルーツ、 サイプレス、
スペアミント、ゼラニウム、バジル、フランキンセンス、
ベルガモット、マジョラム、 ユーカリプタス、ライム、
ローズマリー、レモングラス（各 15mL）、
ジュニパーベリー、ダグラスファー、ヒノキ、
メリッサ（各 5mL）
・ブレンドオイル 16 種類：
オンガード、スマート＆サシー、ゼンジェスト、
アースリズム、イージーエア、アロマタッチ、
ウィンドリズム、サンリズム、テラアーマー、
ウェーブリズム、ピューリファイ（各 15mL）、
ディープブルー、ウィスパー（各 5mL）、クラリカーム、
パステンタス、インチューン（ロールオン 各 10mL）
・dōTERRA エッセンシャル アロマティクス（5mL 6 本入）
・ドテラ ココナッツオイル（115mL）
・ロータスディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・dōTERRA ミニボトルケース（パープル）
・ミニボトル 2mL（24 本入）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（10 部）

%

からスタート

ファスト・トラック・プログラム対象

23,250 円
相当お得!!

リワード・ポイント
還元率

100 15

5,800円

リワード・ポイント

相当お得!!

%

からスタート

ファスト・トラック・プログラム対象

ホームエッセンシャル ＋

15,450 円 ドテラ ルモ ディフューザー登録キット
相当お得!!

製品番号：
60208374 WA ホームエッセンシャル + ドテラ ルモ ディフューザー登録キット
60208373 WC ホームエッセンシャル + ドテラ ルモ ディフューザー登録キット

2,550 円
相当お得!!

アロマタッチ登録キット

（ドテラ ココナッツオイル付）

製品番号：40240103 WA アロマタッチ登録キット
60205825 WC アロマタッチ登録キット
会員価格：18,000 円 PV：120

会員価格：41,500 円 PV：260

・WA/WC 登録料
・シングルオイル３種類：
レモン、オレンジ、グリーンマンダリン（各 15mL）
・LLV パック：
アルファCRS+、xEOメガ、マイクロプレックスVMz

・PHOSSIL ミネラル 2 種類：
オリジナル、カシス（各 550ml)
・ミネラル用スプレーボトル（30mL）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

※ キットの価格や含まれる製品、およびその価格や仕様は、変わることがあります。

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 8 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、
オレンジ、グリーンマンダリン、フランキンセンス、
オレガノ（各 15mL）
・ブレンドオイル 8 種類：
オンガード、ゼンジェスト、アースリズム、イージーエア、
アロマタッチ、ウェーブリズム（各 15mL）、
ドテラ マグノリアタッチ（ロールオン 10mL）、

ディープブルー（5mL）
・ドテラ ココナッツオイル（115mL）
・ドテラ ルモ ディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 4 種類：
ラベンダー、ペパーミント、
ティーツリー、オレンジ（各 5mL）
・ブレンドオイル 4 種類：
アースリズム、アロマタッチ、
オンガード、ディープブルー（各 5mL）
・ドテラ ココナッツオイル（115mL）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 6 種類：
ラベンダー、レモン、
ペパーミント、ティーツリー、
オレガノ、フランキンセンス
（各 15mL）
・ブレンドオイル 4 種類：
オンガード、ゼンジェスト、
イージーエア、
ディープブルー（5mL）
・ドテラ ルモ
ディフューザー
・キャップステッカー
・WA サインアップキット
＊
（3 部）

＊ WC

登録キットには含まれていません

※ お得金額は

WA 登録キットの価格です

34,850円
相当お得!!

プレミアムdōTERRA登録キット
製品番号：60213013
60213014

WA プレミアム dōTERRA 登録キット
WC プレミアム dōTERRA 登録キット

会員価格：140,000 円 PV：1,000

ナチュラル・ソリューションズ 登録キット

リワード・ポイン
ント
還元率

200 20

リワード・ポイント

製品番号：60208420
60208421

%

WA ナチュラル・ソリューションズ登録キット
WC ナチュラル・ソリューションズ登録キット

26,500

ファミリー エッセンシャルズ
＋ ビーズ 登録キット

円

相当お得!!

製品番号：
60208376 WA ファミリー エッセンシャルズ ＋ ビーズ 登録キット
60208412 WC ファミリー エッセンシャルズ ＋ ビーズ 登録キット

会員価格：76,000 円 PV：490

からスタート
ト

ファスト・トラック・プログラム対象

会員価格：20,500 円 PV：129

リワード・ポイント
還元率

100 15

リワード・ポイント

%

6,350 円

からスタート

相当お得!!

ファスト・トラック・プログラム対象

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 6 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、オレンジ、
フランキンセンス（各 15mL）
・ブレンドオイル 7 種類：
オンガード、ゼンジェスト、アースリズム、イージーエア、アロマタッチ、
ウェーブリズム（各 15mL）、パステンタス（ロールオン 10mL）
・オンガードビーズ
・オンガード＋ ソフトジェル
・ドテラ ココナッツオイル
・LLV パック：アルファ CRS＋、xEO メガ、マイクロプレックス VMz

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 11 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、オレガノ、オレンジ、
グレープフルーツ、フランキンセンス、ユーカリプタス、
コパイバ（各 15mL）、ヒノキ（5mL）
・ブレンドオイル 12 種類：
オンガード、スマート＆サシー、ゼンジェスト、アースリズム、
イージーエア、アロマタッチ、ウェーブリズム、テラアーマー（各 15mL）、
ディープブルー（5mL）、サルベル、パステンタス、
クラリカーム（ロールオン 各 10mL）
・ビーズ 2 種類：ペパーミント、オンガード

・ソフトジェル 3 種類：
トライイーズ、オンガード＋、スマート＆サシー
・ドテラ ココナッツオイル
・LLV パック：
アルファ CRS+、xEO メガ、マイクロプレックス VMz
・PHOSSIL ミネラル オリジナル（550ml）
・ドテラ トゥースペイスト
・ディープブルーラブ（クリーム）
・オンガード フォーミング ハンドウォッシュ＋ディスペンサー 2 本
・ドテラ オンガード ミスト
・オンガード マウスウォッシュ

LLV パック ＋
PHOSSILミネラル登録キット
製品番号：60210747
60210748

WA LLV パック ＋ PHOSSIL ミネラル登録キット
WC LLV パック ＋ PHOSSIL ミネラル登録キット

会員価格：28,800 円 PV：200

・エッセンシャル スキンケアキット：
フェイシャルクレンザー、フェイシャル トナー 、
エッセンシャル セラム、
エッセンシャル モイスチャライザー
・コルレックス（ジェル状クリーム）
・ドテラ ルモ ディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・dōTERRA ミニボトルケース（パープル）
・ミニボトル 2mL（24 本入 ×2 セット）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（10 部）

デラックス登録キット
製品番号：60211763
60211764

WA デラックス登録キット
WC デラックス登録キット

会員価格：59,500 円 PV：400

52,700 円
相当お得!!

・PHOSSIL ミネラル オリジナル（550ml）
・ドテラ トゥースペイスト
・コルレックス（ジェル状クリーム）
・ディープブルーラブ（クリーム）
・オンガード フォーミングハンドウォッシュ＋
ディスペンサー 2 本
・ドテラ ルモ ディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（5 部）

オイルコレクション登録キット

製品番号：
60203093
60205829

WA オイルコレクション登録キット
WC オイルコレクション登録キット

会員価格：156,500 円

PV：1,200

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 6 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、 オレガノ、
フランキンセンス（各 5mL）
・ブレンドオイル 4 種類：
オンガード、ゼンジェスト、イージーエア、ディープブルー（各 5mL）
・ビーズ 2 種類：ペパーミント、オンガード
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

リワード・ポイント
還元率

200 20

リワード・ポイント

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 25 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、
イランイラン、ウィンターグリーン、オレンジ、 オレガノ、
クラリセージ、グレープフルーツ、 サイプレス、
スペアミント、ゼラニウム、バジル、フランキンセンス、
ベルガモット、マジョラム、 ユーカリプタス、ライム、
ローズマリー、レモングラス（各 15mL）、
ジュニパーベリー、ダグラスファー、ヒノキ、
メリッサ（各 5mL）
・ブレンドオイル 16 種類：
オンガード、スマート＆サシー、ゼンジェスト、
アースリズム、イージーエア、アロマタッチ、
ウィンドリズム、サンリズム、テラアーマー、
ウェーブリズム、ピューリファイ（各 15mL）、
ディープブルー、ウィスパー（各 5mL）、クラリカーム、
パステンタス、インチューン（ロールオン 各 10mL）
・dōTERRA エッセンシャル アロマティクス（5mL 6 本入）
・ドテラ ココナッツオイル（115mL）
・ロータスディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・dōTERRA ミニボトルケース（パープル）
・ミニボトル 2mL（24 本入）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（10 部）

%

からスタート

ファスト・トラック・プログラム対象

23,250 円
相当お得!!

リワード・ポイント
還元率

100 15

5,800円

リワード・ポイント

相当お得!!

%

からスタート

ファスト・トラック・プログラム対象

ホームエッセンシャル ＋

15,450 円 ドテラ ルモ ディフューザー登録キット
相当お得!!

製品番号：
60208374 WA ホームエッセンシャル + ドテラ ルモ ディフューザー登録キット
60208373 WC ホームエッセンシャル + ドテラ ルモ ディフューザー登録キット

2,550 円
相当お得!!

アロマタッチ登録キット

（ドテラ ココナッツオイル付）

製品番号：40240103 WA アロマタッチ登録キット
60205825 WC アロマタッチ登録キット
会員価格：18,000 円 PV：120

会員価格：41,500 円 PV：260

・WA/WC 登録料
・シングルオイル３種類：
レモン、オレンジ、グリーンマンダリン（各 15mL）
・LLV パック：
アルファCRS+、xEOメガ、マイクロプレックスVMz

・PHOSSIL ミネラル 2 種類：
オリジナル、カシス（各 550ml)
・ミネラル用スプレーボトル（30mL）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

※ キットの価格や含まれる製品、およびその価格や仕様は、変わることがあります。

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 8 種類：
ラベンダー、レモン、ペパーミント、ティーツリー、
オレンジ、グリーンマンダリン、フランキンセンス、
オレガノ（各 15mL）
・ブレンドオイル 8 種類：
オンガード、ゼンジェスト、アースリズム、イージーエア、
アロマタッチ、ウェーブリズム（各 15mL）、
ドテラ マグノリアタッチ（ロールオン 10mL）、

ディープブルー（5mL）
・ドテラ ココナッツオイル（115mL）
・ドテラ ルモ ディフューザー
・ウッドボックス（ライトブラウン・窓付）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 4 種類：
ラベンダー、ペパーミント、
ティーツリー、オレンジ（各 5mL）
・ブレンドオイル 4 種類：
アースリズム、アロマタッチ、
オンガード、ディープブルー（各 5mL）
・ドテラ ココナッツオイル（115mL）
・キャップステッカー
＊
・WA サインアップキット（3 部）

・WA/WC 登録料
・シングルオイル 6 種類：
ラベンダー、レモン、
ペパーミント、ティーツリー、
オレガノ、フランキンセンス
（各 15mL）
・ブレンドオイル 4 種類：
オンガード、ゼンジェスト、
イージーエア、
ディープブルー（5mL）
・ドテラ ルモ
ディフューザー
・キャップステッカー
・WA サインアップキット
＊
（3 部）

＊ WC

登録キットには含まれていません

※ お得金額は

WA 登録キットの価格です

ファスト・トラック・プログラム

Fast Track Program

400PV以上の登録キット購入には特典があります。

対象キットの購入＆翌月のLRP注文（100PV以上）で受けられる特典をお見逃しなく！

400PV 以上のキットを購入

登録時に

翌月の LRP 注文で

1,000PV 以上のキットを購入

登録時に

&

100PV 以上を購入

翌月の LRP 注文で

リワード・ポイント
還元率

100 15

リワード・ポイント

&

100PV 以上ご購入
リワード・ポイント
還元率

200 20

%

リワード・ポイント

からスタート

• 100リワード・ポイント プレゼント

%

からスタート

• 200リワード・ポイント プレゼント

• リワード・ポイント還元率が

通常 10% からのところ、15 % からスタート

• リワード・ポイント還元率が

20% からスタート
通常 10% からのところ、

対象登録キット * 詳細は中面をご確認ください。
・デラックス 登録キット PV：400

・プレミアム dōTERRA 登録キット

・ナチュラル・ソリューションズ
登録キット PV：490

・オイルコレクション登録キット PV：1,200

ドテラの

定期
購入

プログラム

PV：1,000

LRP（ロイヤルティー・リワード・プログラム）

毎月の製品購入でポイントなどの特典が受けられるドテラの定期購入プログラムです。

＊登録時の 400PV 以上のキット購入は、LRP の購入とはみなされませんのでご注意ください。

リワード・ポイント
＊本特典でもらえるリワード・ポ
イントは、登録から２ヵ月後（LRP
注文の翌月中旬）に付与されま
す。LRP がその間にキャンセルさ
れた場合には付与されません。

LRP注文で獲得できるポイントで、貯めると
製品と交換することができます。
貯まったポイントで
お好きな製品と交換！

例えば…

t
85p

doTERRA CPTG Essential Oils Japan合同会社

〒106-0031 東京都港区西麻布3-5-5 dōTERRA Japanビル
TEL：03-4589-2610（メンバーサービス） FAX：03-4589-2601
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詳細は
こちら

登録キット一覧

