
ドテラ グローバルコンベンション2017 “YOU”は、2017年9月6日～9日の4日間、
米国ユタ州ソルトレイクシティーにて開催されます。３万人以上の愛用者が集う

活気あふれるコンベンション会場で、皆様とお会いできることを心より楽しみにしております。
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今年のコンベンションはゼネラルセッションを1つの会場で行います。
日本語やその他通訳が付くのは会場内のトラックAとなり、トラックBは
英語のみのエリアとなります。

ソルトパレスコンベンションセンター
（SPCC）

ショッピングモール（The Gateway)

スーパー（Harmons)

ショッピングモール（City Creek Center)

キャンパスツアー乗り場

事前受付、プロダクトストア、
ガラパーティー、

ゼネラルセッション会場

ストリート
パーティー

＆
ショーケース
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ソルトレイクマリオット
ダウンタウン アット シティクリーク （9/9ランチ会場）
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時間 プログラム 会場 備考

8:00 – 18:00
事前受付

（レジストレーション）
SPCC ルーム151

今年のコンベンション受付はインターナショナル受付にお立ち寄りください

受付後、ネームバッジ、リストバンド、通訳機、ジャパンランチチケット、記念品をお渡しします。

ブルーダイヤモンド以上の方は、ガラ指定席券を専用ブースにてお受け取りください。

ご不明な点は、日本語ができるスタッフもおりますので、お気軽にお声がけください。

8:00 – 17:00
ドテラマーケットプレイス SPCC ボールルーム ドテラオリジナルグッズを販売しています。

11:00

（スタッフ常駐）

キャンパスツアー （日本語）

※要事前予約（締切済）
SPCC 南ロビー集合

dōTERRA本社をご案内するバスツアーです。所要時間は約3時間ほどとなっています。

こちらのツアーは事前の申し込みが必要となります。

※お申し込み受付はすでに終了しております。

本社のプロダクトセンターにて製品をご購入いただけます。お支払いはポイント、現金、クレジット

カード、お一人様につき3点まで。代理購入は承っておりません。

18:00 – 23:00 ガラパーティー SPCCホールB-E

写真撮影：17:00 ～18:00 （SPCC ホールA）

受付：17:00 ～

開始：18:00 ～

※入場にはチケットが必要となります。ダイヤモンド以上の表彰が行われます。お席は基本的に

自由席となっていますが、日本の方々がまとまって座れるようジャパンスタッフの指示に従うか、

お声がけいただければと思います。ブルーダイヤモンド以上の方々は、指定テーブルにご自分も

含めて10名まで座れるようになっております。

※会場見取り図はP１２、表彰条件についてはP１５をご一読ください。

9月6日（水） SPCC:ソルトパレスコンベンションセンター

5※ヘルプデスクは7:00-17:00の間ゼネラルセッション入口前に設置されます。日本語ができるスタッフもおりますので、お気軽にお立ち寄りください。



時間 プログラム 会場 備考

7:00 – 11:00 受付（レジストレーション） SPCC ルーム151 ゼネラルセッションに入場するためには、事前受付が必要となります。

9:00 - 12:00

14:00 - 16:00
ゼネラルセッション

SPCC トラックA （ホール2-5）

※日本語通訳付き

入場は、シルバー以上の方は8:00 、一般の方は8:30からとなります。

日本語の通訳はトラックAのみとなっています。

入場には受付時に発券されたラベンダー色のチケットが必要となります。

ダイヤモンド以上は指定エリア（先着順）に着席することができます。

※会場見取り図はP9をご覧ください。

12:00 - 19:00

プロダクトショーケース SPCC 向かい駐車場 コンベンションで発表された新製品などを実際に手に取り、お試しいただくことができます。

プロダクトストア SPCC ホールA

※コンベンションキットをご購入できる時間ですが、数には余裕があるため、16：00以降をお勧めいたし

ます。

基本的にポイント注文はできません。

シルバー以上の方は、VIP専用カウンターをご利用いただけます。

ドテラマーケットプレイス SPCC ボールルーム ドテラオリジナルグッズを販売しています。

19:00 – 21:00 ストリートパーティー SPCC 向かい駐車場

このストリートパーティーは、有名なアーティストの演奏を聴くことができます。

参加するには、ネームバッジとリストバンドが必要になります。

※会場見取り図はP11をご覧ください。

※ヘルプデスクは7:00-17:00の間ゼネラルセッション入口前に設置されます。日本語ができるスタッフもおりますので、お気軽にお立ち寄りください。

9月7日（木）
SPCC:ソルトパレスコンベンションセンター
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時間 プログラム 会場 備考

9:00 - 12:00

14:00 - 16:00
ゼネラルセッション

SPCCホール2-5

トラックA （日本語通訳付き）

入場は、シルバー以上の方は8:00 、一般の方は8:30からとなります。

日本語の通訳はトラックAのみとなっています。

入場には受付時に発券されたラベンダー色のチケットが必要となります。

※会場見取り図はP9をご覧ください。

12:00 - 19:00

プロダクトショーケース SPCC 向かい駐車場 コンベンションで発表された新製品などを実際に手に取り、お試しいただくことができます。

プロダクトストア SPCC ホールA

コンベンションで発表した新製品を誰よりも早く、お得に購入することができます。

基本的にポイント注文はできません。

シルバー以上の方は、VIP専用カウンターをご利用いただけます。

ドテラマーケットプレイス SPCC ボールルーム ドテラオリジナルグッズを販売しています。

9月8日（金）
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SPCC:ソルトパレスコンベンションセンター

※ヘルプデスクは7:00-17:00の間ゼネラルセッション入口前に設置されます。日本語ができるスタッフもおりますので、お気軽にお立ち寄りください。



時間 プログラム 会場 備考

9:00 - 12:00

14:00 - 16:00
ゼネラルセッション

SPCCホール2-5

トラックA （日本語通訳付き）

入場は、シルバー以上の方は8:00 、一般の方は8:30からとなります。

日本語の通訳はトラックAのみとなっています。

入場には受付時に発券されたラベンダー色のチケットが必要となります。

※会場見取り図はP9をご覧ください。

12:30 – 13:30 ジャパンランチ

マリオットホテル

Salon E-J

（※P2の地図をご覧ください）

セッションの休憩時間を利用して、日本から参加される皆様の親睦を深めるランチ会を開催

します。ジャパンランチでは専用チケットが必要となりますので、受付終了後に通訳機と共

に専用ブースにてお受け取りください。

12:00 – 17:00

プロダクトショーケース SPCC 向かい駐車場 コンベンションで発表された新製品などを実際に手に取り、お試しいただくことができます。

プロダクトストア SPCC ホールA

コンベンションで発表した新製品を誰よりも早く、お得に購入することができます。

基本的にポイント注文はできません。

シルバー以上の方は、VIP専用カウンターをご利用いただけます。

ドテラマーケットプレイス SPCC ホール（ボールルーム） ドテラオリジナルグッズを販売しています。

9月9日（土） SPCC:ソルトパレスコンベンションセンター

8※ヘルプデスクは7:00-16:00の間ゼネラルセッション入口前に設置されます。日本語ができるスタッフもおりますので、お気軽にお立ち寄りください。



登録受付

登録受付は9月6日と7日にソルトパレスコンベンションセンター（SPCC）Room151（インターナショナル専用受付）にて行います。

大変な混雑が予想されますため、出来る限り 9月6日（水） の事前受付 をご利用くださいますよう、お願い致します。

今年のコンベンション受付は インターナショナル専用受付 をご用意しております。

ネームバッジ、リストバンド、通訳器、ジャパンランチチケット、記念品をインターナショナル専用受付にてお受け取りください。

ご不明な点は、日本語ができるスタッフもおりますので、お気軽にお声がけください。

受付後、ブルーダイヤモンド以上の方には、専用ブースにてガラ指定席券をお渡しいたします。

■ ご注意

※受付時に本人確認を求められることがあります。写真付の身分証明書（パスポート等）をご持参ください。

※スムーズな受付のため、お申込み完了時に返信されているメールのコピーをご持参ください。

※会場への出入りや関連イベントへの参加には、受付時にお渡しするバッジとリストバンドが必要です。お忘れの場合は

ご入場いただくことができませんので、必ずご着用ください。

（バッジとリストバンドが無い場合は、いかなる理由がある場合でもご入場いただくことができませんので、くれぐれもご注意ください）
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ゼネラルセッション

ゼネラルセッションは9月7日（木）～9月9日（土）の9：00～16：00に、ソルトパレスコンベンションセンター（SPCC）で

開催されます。日本語通訳があるのは、会場内ホール2-5（トラックA）のお席となります。

英語席はホールB-E（トラックB）になります。

※通訳なしのトラックBでは11：00～18：00のセッション時間となります。

■座席

お席は一部指定席を除き自由席となります。入場時にご一緒でない方のための席取りはご遠慮ください。

ダイヤモンド以上の方には指定席をご用意しております。
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VSHA セッション会場席見取り図

ダイヤモンド（紺色エリア）の方には席指定エリアがございます。
ブルーダイヤ（水色エリア）、プレジデンシャルダイヤ（白色エリア）の方はお名前記載のお席をご用意しております。

Hall A
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ガラパーティー
熱心に活動されてきたダイヤモンド以上の新昇格者を祝う、コンベンション恒例のディナーパーティーです。

午後6時からディナーが始まり、続いて表彰プログラム、ダンスと続きます。

※ご参加いただけるのは、事前にガラチケットを購入いただいた方のみです。

※ドレスコードがありますので、正装（男性はスーツ、女性はドレス等）でお越しください。

※17歳以下のお子様の出席はご遠慮ください。

日時： 9月6日（水） 18：00～23：00 場所： SPCC ホールB-E （写真撮影17：00～18：00 場所：Hall A）

ブルーダイヤ、プレジデンシャルダイヤの方は番号指定のテーブル（上限10席）をご用意しております。
座席番号に変更がありましたので、該当者には別途メールにてご案内いたします。



ストリートパーティー＆製品ショーケース
ストリートパーティーは、誰でも参加することができ、有名なアーティストの演奏を聴くことができます。

参加するにはバッジとリストバンドが必要になります。

日時： 9月7日（木）19：00～21：00

場所： SPCC 向かいの駐車場

オイル名の柱が６ヶ所にあります。待ち合わせなどに

ご利用ください。

ショーケースの詳しい見取り図は次のページをご覧ください。

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

演奏ステージ

ト
イ
レ

フードトラック



製品ショーケース見取り図



表彰式（レコグニション）
ドテラにとって、レコグニションはとても重要なイベントです。

ドテラを分かち合うため皆様が日々活動してくださることに心からの感謝を込めて、ランク昇格をお祝いする表彰式を

おこないます。

2017年度ドテラコンベンション認定期間 ： 2017年2月1日 － 7月31日

オンステージでの表彰 （昇格者）

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 の表彰を受けるには、認定期間中に新ランクを

2回以上達成する必要があります。

シルバー、ゴールド、プラチナは、認定期間中に新ランクを1回以上達成する必要があります。
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表彰者の皆様へ

新ダイヤモンド、新ブルーダイヤモンド、新プレジデンシャルダイヤモンド

9/6（水） ガラパーティーで表彰させていただきます。ダイヤモンドおよびブルーダイヤモンドの方はホールA、プレジデンシャルダイヤ

モンドの方はステージ裏へお越しください。

お名前などを記載したカードと立ち位置を記載したカードをお渡しします。ステージ上を歩かれる際、お預かりしているお写真とBGMを

お流しいたします。

■歩く位置

新ダイヤモンドの方 カーペット３

新ブルーダイヤモンド 中央のカーペット

新プレジデンシャルダイヤモンド ボールルームの後方から中央ステージに向かって歩いていただきます。

新シルバー、新ゴールド、新プラチナ

9/9（土） 午前中のセッションで表彰させていただきます。

8：00AMまでにヘルプデスクへお越しください。



その他

お子様についてのご注意

お子様の参加は原則としてご遠慮いただいておりますが、乳幼児に限り同伴可能です。ただし、できるだけ他の方のご迷惑に

ならないようご配慮ください。また、ゼネラルセッションの模様をリアルタイムで見られるファミリーラウンジ（くつろぎスペース）/マザーズラウンジ

（授乳室）もHall1にご用意しております。14歳以上の方は、大人と同じ条件でご参加いただけます（チケットも必要）。

保護者の方が付き添いのうえ、セッションの妨げにならないようご配慮ください。

ファミリーラウンジ/マザーズラウンジご利用時間のご案内

・9/7（木）8：00-16：00

・9/8（金）8：00-16：00

・9/9（土）8：00-16：00

通訳機について

通訳機は予めチャンネルを日本語に設定してから受付にてお渡しいたします。誤ってチャンネルが変わってしまった場合、

日本語専用の 75.7に戻してご使用ください。使い捨てのため返却は不要です。

車椅子・スクーターレンタルについて

■車椅子：コンベンションの期間中、100ドルでレンタル可能です。1日毎に返却しても、最終日までレンタルしたままでも結構です。

■電動スクーター：250ドルでレンタル可能です。数に限りがございますのでご了承ください。

会場にてレンタル可能です。事前予約は+1 801-886-9700（英語のみ）までお問い合わせください。
レンタル時にはクレジットカード情報が必要となります。
別途25ドルでホテルへ配送することも可能です。

※サポートが必要な方はヘルプデスクまでお越しください。 17



その他

ライブ配信についてのご案内

コンベンションのセッションは、オンラインで視聴することができます！もちろん日本語訳付きです。

動画配信は＄49.00 USD で、購入すると下記の特典があります：

■ゼネラルセッションでのエッセンシャルオイルについて学ぶ。
■新製品情報の獲得。
■ヘルスケアについての最新情報。
■ガラパーティー視聴。

コンベンション中毎日、午前9時から午後4時(アメリカ山岳部時間)までのLIVEを視聴するか、
2017年9月24日までVOD（ビデオオンデマンド）でご覧いただくことができます。

チケット購入はこちらから↓＄49.00 USD

https://doterraonlineticket.com/ja/%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%9D/
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