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NFR製品注文用紙

� 数 製品名 容量 小売価格 IPC価格 PV

シングルオイル
アーボビテ 5 mL  $43.33 $28.60 22

バジル 15 mL  $38.00 $24.00 20

ベルガモット 15 mL $52.50 $33.00 27.50

ブラックペッパー 5 mL  $44.44 $28.00 22

ブルータンジー 5 mL $164.67 $123.50 95

カルダモン 5 mL  $51.21 $33.80 26

カシア 15 mL  $37.50 $23.50 19

シダーウッド 15 mL  $27.00  $17.00 13

シラントロ 15 mL  $51.59 $32.50 26

シナモン 5 mL  $43.00 $27.00 21

クラリセージ 15 mL  $79.50 $50.00 36.50

クローブ 15 mL  $25.50  $16.00 14

コパイバ 15 mL $60.67 $45.50 35

コリアンダー 15 mL $49.50 $31.20 26

サイプレス 15 mL $31.00 $19.50 15.50

ダグラスファー 5 mL $39.33 $29.50 22.50

ユーカリプタス 15 mL  $26.00 $16.50 14

フェンネル 15 mL  $29.76 $18.75 15

dōTERRAフランキンセンスタ
ッチ 10 mL $79.00 $59.25 45.50

フランキンセンス 15 mL $126.00 $79.50 69.75

ゼラニウム 15 mL  $55.50 $35.00 27

ジンジャー 15 mL $68.00 $51.00 39

グレープフルーツ 15 mL  $32.50  $20.50 16

ヘリクリサム 5 mL $158.00 $99.50 75

dōTERRA�ジャスミンタッチ 10 mL $72.67 $54.50 42

ジュニパーベリー 5 mL  $39.00  $24.50 19

dōTERRA�ラベンダータッチ 10 mL $24.00 $18.00 13.75

ラベンダー 15 mL  $44.50 $28.00 21

レモン 15 mL  $20.50 $13.00 10

レモングラス 15 mL  $21.50 $13.50 10

ライム 15 mL  $26.50 $16.25 13

マジョラム 15 mL  $39.50 $25.00 19

dōTERRA�メラルーカタッチ 10 mL $21.67 $16.25 12.50

メラルーカ 15 mL  $38.00 $24.00 19

メリッサ 5 mL $234.00 $175.50 135

ミルラ 15 mL  $99.00 $62.50 52

dōTERRAネロリタッチ 10 mL $81.33 $61.00 47

dōTERRA�オレガノタッチ 10 mL $27.33 $20.50 15.75

オレガノ 15 mL  $41.00 $26.00 24

パチョリ 15 mL  $60.00 $36.88 29.50

dōTERRA�ペパーミントタッチ 10 mL $23.33 $17.50 13.50

ペパーミント 15 mL  $36.50 $23.00 20.50

ペパーミントビーズ 125 粒  $22.90 $14.40 11.50

� 数 製品名 容量 小売価格 IPC価格 PV

プチグレン 15 mL  $45.00 $33.75 26

ローマンカモミール 5 mL  $78.00 $58.50 45

dōTERRA�ローズタッチ 10 mL $130.00 $97.50 75

ローズマリー 15 mL  $26.00 $16.50 14

サンダルウッド 5 mL  $127.00 $79.95 61.75

サンダルウッド�(ハワイ産) 5 mL  $122.22 $77.00 61.75

シベリアンファー 15 mL $34.67 $26.00 20

スペアミント 15 mL $50.67 $38.00 29

スパイクナード 5 mL  $85.67 $64.25 49.50

タンジェリン 15 mL $26.00 $19.50 15

タイム� 15 mL  $58.00 $36.50 27.50

ベチバー 15 mL  $68.50 $43.00 34.50

ワイルドオレンジ 15 mL  $20.50 $13.00 10.50

ウィンターグリーン 15 mL $33.33 $25.00 19

イランイラン 15 mL  $69.00 $43.50 35.25

ブレンドオイル
アロマタッチ 15 mL $49.00 $31.00 26

dōTERRA�バランス 15 mL  $36.50 $23.00 20

dōTERRA�ブリース 15 mL  $39.39 $26.00 20

dōTERRA�ブリースタッチ 10 mL $22.67 $17.00 13

dōTERRA�チア 5 mL $43.33 $32.50 25

dōTERRA�チアタッチ 10 mL $28.33 $21.25 16.25

シトラスブリス 15 mL  $29.50 $18.50 15

クラリカーム 10 mL  $48.50 $30.50 24.50

dōTERRA�コンソール 5 mL $64.00 $48.00 37

dōTERRA�コンソールタッチ 10 mL $41.67 $31.25 24

DDR�プライム 30 mL  $119.10 $75.00 55

DDR�プライムソフトジェル 60 粒  $108.73 $68.50 55

ディープブルー 5 mL  $62.50 $39.50 32

ディープブルーロールオン 10 mL  $125.50 $79.00 64

dōTERRA�ディープブルータッチ 10 mL $72.33 $54.25 41.75

ダイジェストゼン 15 mL  $62.50 $39.50 31

ダイジェストゼンソフトジェル 60 粒  $40.50  $25.50 15

dōTERRA�ダイジェストゼンタ
ッチ 10 mL $35.00 $26.25 20.25

エレベーション 15 mL  $65.00 $41.00 37

dōTERRA�フォーギブ 5 mL $34.67 $26.00 20

dōTERRA�フォーギブタッチ 10 mL $22.67 $17.00 13

HDクリアロールオン 10 mL  $41.36 $27.30 21

イモールテール 10 mL  $138.00 $87.00 69.50

インチューン 10 mL  $68.25 $43.00 34.50

dōTERRA�モチベート 5 mL $40.00 $30.00 23

dōTERRA�モチベートタッチ 10 mL $26.00 $19.50 15

dōTERRA�オンガード 15 mL  $57.00 $36.00 32

dōTERRA�オンガードタッチ 10 mL $36.33 $27.25 21



NFR製品注文用紙

数 製品名 容量 小売価格 IPC価格 PV

dōTERRA�オンガードビーズ 125 粒  $30.00 $18.75 15

dōTERRA�オンガードソフトジェル 60 粒  $51.00  $32.00 21

dōTERRA�パッション 5 mL $72.67 $54.50 42

dōTERRA�パッションタッチ 10 mL $47.33 $35.50 27.25

パストテンス　ロールオン 10 mL  $35.00 $22.20 18.50

dōTERRA�ピース 5 mL $48.67 $36.50 28

dōTERRA�ピースタッチ 10 mL $31.67 $23.75 18.25

ピューリファイ 15 mL  $37.50 $23.50 18

dōTERRA�セレニティー 15 mL  $56.50 $35.50 30

dōTERRA�セレニティーソフト
ジェル 60 粒  $33.67 $25.25 17

スリム＆サシー 15 mL  $48.49 $30.50 24.50

スリム＆サシーソフトジェル 90 粒  $71.50 $45.00 30

テラシールド 15 mL  $18.33 $13.75 10.50

テラシールドスプレー 30 mL  $33.67 $25.25 17

トライイーズソフトジェル 60 粒  $47.00 $29.50 20

ウィスパー 5 mL  $47.50 $30.00 24

ゼンドクライン 15 mL  $48.50 $30.50 24.50

ゼンドクラインソフトジェル 60 粒  $51.00 $32.00 21.50

キット＆アクセサリー
ヨガコレクション １個 $90.00 $67.50 50

ルモディフューザー １個 $121.33 $91.00 40

ロータスディフューザー １個  $176.29  $116.35 40

アロマライトディフューザー １個  $185.00  $116.50 40

ペタルディフューザー １個  $92.58  $61.10 20

ウッドボックス １個  $26.00  $16.50 0

イントロキット １個  $34.67  $26.00 15

イントロキット 6 個  $228.00  $143.75 100

ビギナーズトリオ １個  $99.00  $62.50 50

アロマセラピーキット １個 $275.67 $206.75 150

dōTERRA�アロマセラピータッ
チキット� １個 $173.33 $130.00 100

dōTERRA�タッチキット １個 $293.33 $220.00 160

ホームドクターキット １個  $216.67  $162.50 115

アロマタッチキット １個  $190.67  $143.00 100

アスリートキット １個 $130.00 $97.50 65

空のカプセル 160 粒  $8.73  $5.50 0

スリム＆サシー
トリムシェイクバニラ 40 杯分  $84.00 $53.00 25

トリムシェイクチョコレート 40 杯分  $84.00 $53.00 25

V�シェイク 40 杯分  $84.00  $53.00 25

トリムキット（チョコ１、バニラ１）� 6 個  $317.50 $200.00 125

トリムキット（チョコ２） 6 個  $317.50 $200.00 125

トリムキット（バニラ２） 6 個  $317.50 $200.00 125

トリムキット（Vシェイク２） 6 個  $260.00 $195.00 125

数 製品名 容量 小売価格 IPC価格 PV

ガム 32 粒  $14.67 $11.00 5

サプリメント
dōTERRAライフロングバイタ
リティーパック 3 個  $137.67  $103.25 60

�����ライフロングを購入すると最大３つのサプリメントが割引になります:�
�
マイクロプレックッス�VMz®  -  $26.00 10

xEO�メガ  -  $26.00 10

ミト2マックス  -  $26.00 10

ディープブルーカプセル  -  $26.00 10

テラザイム -  $26.00 10

PB�アシスト＋  -  $26.00 10

キッズキット（IQメガ＆a2z）  -  $32.50 10

dōTERRAニュートリエントパック 2 個  $103.00  $77.25 50

     ニュートリエントパックを購入すると最大３つのサプリメントが割引になります:�
 

マイクロプレックッス�VMz®  -  $26.00 10

xEO�メガ  -  $26.00 10

ミト2マックス  -  $26.00 10

ディープブルーカプセル  -  $26.00 10

テラザイム  -  $26.00 10

PB�アシスト＋  -  $26.00 10

キッズキット（IQメガ＆a2z）  -  $32.50 10

dōTERRA ビーガン用ライフロング 3 個  $155.00  $116.25 60

    ビーガン用ライフロングを購入すると最大３つのサプリメントが割引になります:�
 

マイクロプレックッス�VMz®  -  $26.00 10

xEO�メガ  -  $26.00 10

ミト2マックス  -  $26.00 10

ディープブルーカプセル  -  $26.00 10

テラザイム  -  $26.00 10

PB�アシスト＋  -  $26.00 10

キッズキット（IQメガ＆a2z）  -  $32.50 10

アルファCRS®+� 120 粒 $120.33  $90.25 69.50

xEO�メガ 120 粒  $85.67  $64.25 49.50

vEO�メガ 120 粒  $102.50  $64.50 49.50

マイクロプレックッスVMz® 120 粒  $68.33  $51.25 39.50

ミト2マックス 60 粒  $77.80  $51.35 39.50

テラザイム 90 粒  $73.86 $48.75 37.50

PB�アシスト+ 30 粒  $67.95 $43.00 34.50

PB�アシスト+Jr 30 個  $42.33 $31.75 20

ダイジェストタブ 100 粒 $24.67 $18.50 10

GX�アシスト�� 60 粒  $47.00 $29.50 26

ゼンドライン　カプセル 60 粒  $49.92 $30.63 24.50

ゼンドライン�ソフトジェル 60 粒 $51.00 $32.00 21.50
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WHOLESALE PRODUCT LIST - USNFR製品注文用紙

数 製品名 容量 小売価格 IPC価格 PV

IQ�メガ 150 mL $59.67  $44.75 30

dōTERRA�a2z�チュアブル 60 粒  $33.67  $25.25 15

a2z�チュアブル&�IQ�メガ 2 個  $78.50  $49.50 25

フェトエストロゲン 60 粒  $78.50 $49.50 39.50

ボーンニュートリエント 120 粒  $35.00 $22.00 12

ウーマンヘルスキット 3 個  $138.00  $87.00 60

テラグリーン 30 杯分  $55.15 $36.40 20

スパ
シトラスブリスバスバー 113 g $13.89  $8.75 5

セレニティーバスバー 113 g  $12.00  $9.00 5

セレニティーバスバー 3 個  $25.00  $18.75 10

バスバー 113 g  $11.67  $8.75 5

ボディースクラブ 226 g  $33.67  $25.25 15

ボディーバター 198 g $27.29  $20.47 15

ボディーウォッシュ 250 mL  $22.00  $16.50 10

マッドマスク 113 g  $25.00  $18.75 12

リップバーム　(オリジナル) 4.5 g  $11.33  $8.50 5

リップバーム　(ハーブ) 4.5 g  $11.33  $8.50 5

リップバーム　(トロピカル) 4.5 g  $11.33  $8.50 5

リップバームセット 3 個 $26.00  $19.50 10

シトラスブリスハンドローション 114 g  $12.00  $9.00 5

ハンド＆ボディーローション 200 g   $26.00  $19.50 13

ハンド＆ボディーローション 3 個  $66.00  $49.50 30

ローション３つ＋ムードマネジ
メントキット  $228.57  $144.00 100

ベラージ    

クレンザー 60 mL $49.24 $32.50 25

トナー 50 mL  $43.33 $28.60 22

セラム 15 mL  $128.03 $84.50 65

モイスチャライザー 30 mL  $55.15 $36.40 28

スキンケア　コレクション 4 個  $166.44 $109.85 70

HDクリア製品�     

フェイスウォッシュ 50 mL  $41.36 $27.30 21

フェイシャルローション 50 mL  $66.97 $44.20 34

フェイシャルキット 3 個  $90.61 $59.80 40

スキンケア
フェイシャルクレンザー  115mL $28.67 $21.50 16.50

セラム 30mL $85.67 $64.25 49.50

ハイドレイティングクリーム 50mL $59.67 $44.75 34.50

トナー 115mL $34.50 $21.80 17.50

アンチエイジングモイスチャライザー 50mL $59.67 $44.75 34.50

スクラブ 70mL $31.33 $23.50 18

リヴィールフェイシャルシステム 各50mL $124.00 $78.00 60

アイクリーム 15 mL $78.00 $58.50 45

数 製品名 容量 小売価格 IPC価格 PV

ブライトニングジェル 30 mL $59.67 $44.75 34.50

スキンケアキット 4 個 $156.00 $117.00 85

スキンケアコレクション 8 個 $358.00 $268.50 200

dōTERRA サロンエッセンシャル    

ヘア�セラム 30 mL  $69.84 $44.00 35

ヘルシーホールドグレイズ 120 mL  $35.71 $22.50 15

シャンプー 250 mL  $38.89 $24.50 19.50

コンディショナー 250 mL  $45.24 $28.50 23

ヘアケア�システム 4 個  $153.17 $96.50 70

シャンプー＆コンディショナー 2 個  $55.56  $35.00 23

シャンプー２ 2 個  $48.41  $30.50 19.50

コンディショナー２ 2 個  $55.56  $35.00 23

シャンプー１L 1 L $78.00 $58.50 35

コンディショナー１L 1 L $86.67 $65.00 40

dōTERRA オンガード製品�
オンガードミスト 27 mL $11.33 $8.50 5

歯磨き粉 133 mL  $16.50  $10.50 5

歯磨き粉サンプル�１0個 2 g  $6.89  $4.55 0

オンガードのど飴 30 粒  $37.00  $23.40 14.50

フォーミングハンドウォッシュ １個  $34.00  $21.50 18.50

フォーミングハンドウォッシュ ２個  $61.00  $38.50 33.50

ハンドウォッシュディスペンサー １個  $4.00  $2.50 0

ハンドウォッシュディスペンサー 3 個  $8.50  $5.50 0

ハンドウォッシュ＆ディスペンサー １個  $39.00  $24.50 18.50

クリーナーコンセントレイト 355 mL  $28.50  $18.00 10

洗濯洗剤 947 mL  $47.67  $35.75 20

ディープブルー製品     

ディープブルーラブ 120 mL  $58.00  $36.50 29.25

ディープブルーラブ 1 L  $327.67  $245.75 160

ディープブルーラブサンプル�
１0個 2mL  $13.90  $8.75 0

ディープブルー　カプセル 60 粒  $103.00  $77.25 59.50

リビング
dōTERRAブリースのど飴 30 粒  $28.56  $18.85 14.50

ベイポースティック 12.5g $14.67 $11.00 5

デオドラント 50g $15.33 $11.50 5

コレクトX 15 mL  $23.64  $15.60 10

ココナッツオイル 115 mL  $23.00  $14.50 12

■ ■ LRP 注文のみ購入可能
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