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2022年コンベンションに皆さまと共に参加できることは大きな喜びです。過
去二年間を振り返ると、一緒にいることの力を真に感じることができます。今
回のコンベンション開催にあたり、多くの方からドテラの未来についてご質
問を寄せていただいています。ドテラと皆さまにとってのこれからの道のり
を、多くの方が考えていらっしゃいます。皆さまの声は私たちに届いていま
す。社会経済に関する懸念やサプライチェーンの問題、また将来の家計につ
いての懸念も理解しています。ドテラの経営陣はこうした問題に重点的に取
り組んでいます。皆さまとって大切なことは、私たちにとっても大切です。過
去14年の間にドテラは世界最大の最も信頼されるエッセンシャルオイル会
社となりました。これは偶然ではなく、私たちが困難に直面したときに、どう

やって立ち上がるかを知っているからこそ実現したのです。今年のテーマである「癒し」は、私たちが力
づけることができた人々、また生活を豊かにするお手伝いをした何百万という方々の人生、そして私た
ちが作ったコミュニティーを称えるためのものです。とはいえ、ドテラファミリーにはまだまだ多くのこ
とが待っています。私たちは力を合わせ、私たちが及ぼす影響力を3倍にし、純粋さへの終わりなき追
求を続けます。この追求こそが、私たちが毎朝起き上がり、たゆまぬ努力を続ける理由であり、自分たち
の仕事に情熱を注ぐ理由です。これこそがドテラの存在理由です。チャレンジは私たちの周りにありま
すが、ドテラはその解決方法を成し、世界を癒す支えとなります。2030年までに私たちの影響力を3倍
にする基礎を築く上で、2022年はこれまでにない１年となるでしょう。新たな山を登り、その途中でケ
ルン（石塚）を見つけ、最終的に新しい高みに到達する道を皆さまと一緒に進むことを私たちは願って
います。 

グローバルコネクション2022へようこそ！

コーリー・B・リンドレー
創業役員／最高経営責任者（CEO）

親愛なる皆さまへ
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プログラム

5



9月14日｜水曜日 
受付：8 AM～8 PM
SPCC ホール1
 

キャンパスツアー：9 AM～5 PM

マーケットプレイス: 
 ファウンダー＆ダイヤモンド＋：9 AM～11 AM   
シルバー＋：11 AM～1 PM
すべての参加者：1 PM～7 PM

SPCC ホールA

 リーダーシップ紹介エリア：9 AM～7 PM
SPCC ホール2、3

ストリートパーティー：7 PM～9 PM
200 W & South Temple

スケジュール一覧

9月15日｜木曜日

ジェネラルセッション：9 AM～12 PM 
ビビント・アリーナ

dōTERRAエクスペリエンス：12PM～6 PM  
SPCC

テラトークス（(TERRAtalks™)（: 2 PM～4:30 PM  
SPCC ホールD & E

ガラパーティー＆コンサート: 7 PM～10 PM 
ビビント・アリーナ

グローバルコネクション2022
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9月16日｜金曜日

ジェネラルセッション：9 AM～12 PM
ビビント・アリーナ

dōTERRAエクスペリエンス：12 PM～6 PM
SPCC

テラトークス（ （(TERRAtalks™): 2 PM～5 PM  
SPCC ホールD & E

9月17日|土曜日

ムーブ・フォー・ア・コーズ：7 AM～8 AM
5キロマラソン：West Temple & 100 South
ヨガ：SPCC　ルーム251
タエボー：SPCC　ルーム250

ジェネラルセッション：10 PM～1 PM
ビビント・アリーナ

dōTERRAエクスペリエンス：1:00 PM – 4:00 PM
SPCC
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木曜日
2022年9月15日

ジェネラルセッション 
9:00 AM～12:00 PM（米国山岳部時間）

グローバルコネクション2022



99

コーリー・リンドレー
創業役員／最高経営責任者 
CEO

次の山を登る

ベカ・ニクソン
グローバルプロダクトイノベーション担当
副社長

ダイレクトセリング業界でかつてない規模の新製品発売

ニコル・スティーブンス博士
臨床研究ディレクター

新製品発表

ボイド・トゥルーマン
ダブルプレジデンシャルダイヤモンド
USファウンダー

ラッセル・バターズ
グローバルリーダーシップ開発担当副社長

サイモニ・レス
リーダーシッププログラム＆コミュニケー
ション シニアディレクター（NA）、DEI委員会
メンバー

ジェニファー・パンサ・ローア
ブルーダイヤモンド

エミリー・ライト
創業役員／社長

「なること」のすばらしさ

アンドリュー・オヘア
上級副社長兼最高マーケティング責任者

ラッセル・オスガトープ博士
最高医学責任者、メディカル＆サイエンス・
イニシアティブ担当副社長

メタボリックヘルスの暗号を解読する

    2022年9月15日（木）| ビビント・アリーナ

ジェネラルセッション
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   2022年9月15日（木）| SPCCホールD & E

時間 スピーカー トピック

2:00 PM マイケル・スターリング＆サンドラ・カハヴァイ 歓迎の言葉

ドテラライフスタイル -- 新製品
2:05 PM  アン・カルフーン、RN 優れたブレンド技術 ―化学における一貫性を作り出す

2:15 PM ダニ・フリン メントールを次のレベルへ

2:25 PM ジャネット・ロアーク獣医学博士 私たちのペットケアをナチュラルに

2:45 PM メリッサ・エスゲラ博士 より若く、より長く生きる：LLVでパワーアップ

メタPWRライフスタイル
3:00 PM アンジュ・ピータース 健康な人生を送るための習慣

3:15 PM ロージー・グリーニー 最適な健康のためのグルコース管理

3:25 PM ローラ・ジェイコブス 人生を豊かにするために

3:45 PM
パネリスト – ナタリー・ドナヒュー、デザリー・ギ
ブス、ジェリー・ジェイコブス、コートニー・シェパ
ード、マケイ・タウトゥ

メタPWRの違い

4:05 PM  パメラ・タニムラ メタPWRでバイオハッキング

この日のスピーチは、スペイン語、フランス語、中国語（繁体字）、ポルトガル語、日本語、韓国語、ASL、および英語CCでも提供されま
す。また各プレゼンテーションはバーチャルプラットフォームでのライブストリーミングも行われます。

テラトークス（TERRATALKS™）） |  １日目のスピーカー

パメラ・タニムラ
ブルーダイヤモンド、ブラジル
ファウンダー

アン・カルフーン, RN
ブルーダイヤモンド

ダニー・フリン
ゴールド

ジャネット・ロアーク（獣医学博士）
ゴールド

メリッサ・エスゲラ(DC)
ブルーダイヤモンド

アンジュ・ピータース
ダブルダイヤモンド、カナダフ
ァウンダー

ローラ・ジェイコブス
ダブル・ブルー・ダイヤモン
ド、USファウンダー

ロージー・グリーニー
プレジデンシャルダイヤモン
ド、欧州ファウンダー

テラトークス（TERRATALKS™）|１日目

グローバルコネクション2022
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金曜日
2022年9月16日

ジェネラルセッション 
9 AM～12 PM（米国山岳部時間）

グローバルコネクション2022



   9月16日（金）| ビビント・アリーナ

ジェネラルセッション

ミッシー・ラーセン
フィランソロピー＆コミュニティインパクト
担当副社長

私たちが人類に与えるインパクト

マーク・ウォルファート
創業役員

癒すことのすばらしさ

グレッグ・クック
創業役員／役員代表

希望と癒しを見つける

アシュリー・ディ・レロ
マインド・コーチ

制限をかけてしまう考えからの脱却

エリック・ラーセン
ダブルダイヤモンド、マスターディストリビ
ューター

'良いことを始動させる

デイヴィッド・ヒョン
ダブル・プレジデンシャル・ダイヤモンド、台
湾ファウンダー、US中国語圏ファウンダー

成功を奉仕に変える

純粋さは原料から始まる

ティム・ヴァレンティナー
グローバルストラテジックソーシング担当
副社長

ドテラ・ヒーリングハンズ基金、コ・インパクトソーシング
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   9月16日（金）| ビビント・アリーナ

ジェネラルセッション

効能への約束

デイヴィッド・ヒル博士
創業役員

ラッセル・オスガトープ博士 
最高医学責任者、メディカル＆サイエンスイ
ニシアティブ担当副社長 

メタボリックヘルスのパワーを活用する

ブランニック・リグス
エッセンシャルオイルエデュケーション担
当副社長

私たちの健康を守るために

メタPWRサイエンス＆エデュケーション

科学による検証、人間によるインスピレーション

ニコル・スティーブンス博士
臨床研究ディレクター

成分の機能と相乗効果を明らかにする

アレックス・ダベル、MSE
ニュートラシューティカルズ製品開発ディレ
クター

ベカ・ニクソン
グローバルプロダクトイノベーション担当
副社長

最もパワフルな人生を送るために

グローバルコネクション2022



テラトークス（TERRATALKS™）｜2日目のスピーカー

スティーブ・スコット
ダイヤモンド

エリン・ウィルキンス 
ダイヤモンド、USファウンダー2.0

ケイラ・モンソン
ブルーダイヤモンド、ノース
アメリカン・ウェルネスファウ
ンダー

アシュリー・アンダーソン
（PhD、WHNP-BC）

プラチナ、USファウンダー2.0

ベイリー・キング
プレジデンシャルダイヤモンド

オリオン・メセニー
ゴールド

ロブ・コーニレス
ゲームフェイス社創業者お
よびCEO

テラトークス（TERRATALKS™）| 2日目
   9月16日（金） | SPCC ホールD & E

タイムテーブル スピーカー トピック

2:00 PM マイク・マンゲルソン 歓迎の言葉

MetaPWR™

2:05 PM ラッセル・バターズ メタPWRの威力

2:15 PM ベイリー・キング＆スティーブ・スコット メタPWRの利点を効果的に伝える方法

3:05 PM ケイラ・モンソン オーディエンスを惹きつけ、リーチの範囲を広げる

3:20 PM オリオン・メセニー メンズヘルスを次のレベルへ

3:35 PM エリン・ウィルキンス ソーシャルセリングの極意

3:50 PM アシュリー・アンダーソン博士 ダイナミック・デュオ：LLV＋メタPWR 

4:05 PM ラッセル・オスガトープ 
博士とニコル・スティーブンス博士 証明は研究の中にある：メタPWRアシスト

4:20 PM ロブ・コーニレス S.A.L.E.S.でビジネスを最大化

この日のスピーチは、スペイン語、フランス語、中国語（繁体字）、ポルトガル語、日本語、韓国語、ASL、および英語CCでも提供され
ます。またバーチャルプラットフォームでのライブストリーミングも行われます。

ラッセル・バターズ
グローバルリーダーシップ開
発担当副社長

ラッセル・オスガトープ, MD
最高医学責任者、メディカル＆サイ
エンス・イニシアティブ担当副社長

ニコル・スティーブンス博士
臨床研究ディレクター
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土曜日
2022年9月17日

ジェネラルセッション 
10 AM～1 PM（米国山岳部時間）

グローバルコネクション2022



   9月17日（土）| ビビント・アリーナ 

ジェネラルセッション

ジャスティーン・ブルーム
グローバルブランド＆プロダクトマーケティ
ング担当副社長

ジェナ・カッチャー氏とのQ&A

ジャレッド・オージェ
北米担当副社長

90日ロードマップで弾みをつける

エミリー・ライト
創業役員／社長

未来に信念を持つ

クリスティーナ・バデル
プレジデンシャルダイヤモン
ド、NAL・NAW・USファウンダー2.0

「なぜ」の喜びを再び呼び起こす

ジャスティン・ハリソン
マスターディストリビューター、USファウン
ダー、ダブルブルーダイヤモンド

自分を信じて、リーチを広げよう

ジェナ・カッチャー
基調講演者

バーンアウトからブレイクスルーへ

コーリー・リンドレー
創業役員／最高経営責任者（CEO）

人々によって力が与えられる ドテラが持つ違い

デイビッド・ヒル博士
創業役員
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今年のガラパーティーは、どなたにもご参加いただけます! コンベンションのチケットを持っている方は
どなたでも参加できます。カントリーのスーパースターデュオ、ダン＋シェイをヘッドライナーに迎えて
お送りするガラパーティーは、またとない夜になることでしょう! きっとあなたも "Speechless"になるはず！

今年は、エンターテインメントと表彰が盛りだくさんのエキサイティングな内容でお届けします。あなた
自身の実績を祝いしたり、チームメンバーを応援したり、ドテラファミリーと一緒に過ごしたり、カントリ
ーの雰囲気の中でさまざまな催し物を楽しむまたとない機会をお見逃しなく！

参加者はガラパーティーの会場に入るためにコンベンションネームバッジを着用する必要があります。

プログラム 
6:00 – 7:00 PM ガラパーティー会場ジャズノート・プラザに到着
 写真撮影やセキュリティチェックのためお時間に余裕をもってお越しください。
6:00 PM  開場
7:00 PM  シルバー、ゴールド、プラチナの表彰
 シルバークラブ、ダイヤモンドクラブ卒業式
 新規ファウンダーの表彰
 ダイヤモンド以上の表彰

 ステージでの表彰に続きダン＋シェイのコンサートをお楽しみください
ドレスコード：
出席者はウェスタン調グラムファッション     表彰ステージに登壇するリーダーはセミフォーマルが推  
               奨されます

グローバルコネクション2022



ダン＋シェイは待望の4枚目のスタジオ・アルバム「Good Things」をリリースし、カントリー・ミュージックを超
えて音楽シーンにその足跡を残し続けるデュオグループです。ダン・スマイヤーズがプロデュースしたこの想
像力豊かなアルバムは、今のストリーミング時代にRIAAゴールド認定を受けた初のカントリー・アルバムであ
り、2021年にリリースされオールジャンルでゴールドを獲得した、たった12枚のアルバムのうちの1つです。リ
リースに先立ち、ファーストシングルで4xプラチナとなったNo.1ヒット「10,000　Hours」（ジャスティン・ビーバ
ーとの共作）で、すでに記録を打ち立てていました。全世界で20億回以上のストリーミングを記録した「10,000 
Hours」は、カントリーミュージック史上最大の初週ストリーミング数を記録しました。最新のNo.1ヒット曲「Glad 
You Exist」は、米国とカナダでプラチナ認定を受け（200万枚のセールスに相当）、現在までに6回連続でチャート
首位を獲得しています。

昨年初めには、グラミー賞の最優秀カントリー・デュオ／グループ・パフォーマンス賞を部門創設以来3回連
続で受賞した最初で唯一のアーティストとなりました（2021年「10,000 Hours」、2020年「Speechless」、2019年

「Tequila」）。Favorite Country Duo or Groupに君臨する彼らは、2020年に各部門を席巻したAmerican Music 
Awardsで同部門3連覇を達成し、カントリーアーティストとして史上初のコラボレーション・オブ・ザ・イヤー受賞
者となりました。最近、33公演で合計40万枚のチケットを販売した待望のヘッドライナー・ツアー、「Dan + Shay 
The (Arena) Tour」を終えたばかりです。

結成から8年、ダン+シェイはこれまでに全世界で約100億回キャリアストリームを達成、合計43のRIAA認定を受
け、カントリーラジオで9曲のNo.1シングルを記録しています。

19

ダン  ＋  シェイ
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ドテラが純粋なエッセンシャルオイルを
調達するための挑戦と歴史についての1
時間のドキュメンタリー、「The Pursuit（
追求）」 のプレミア上映にご招待します。

「dōTERRAエクスペリエンス」の開場時間
中、90分ごとに上映されます。

特定の上映回の後には、創業役員、調達チ
ームメンバー、世界中の調達パートナー、
映画製作者のパネルが登壇し、調達に関
する皆さまからのご質問等をお受けいた
します。

パシュートシアター

グローバルコネクション2022



9月15日(木)
上映開始：1:30 pm

パネルテーマ：コ・インパクトソーシングの成り立ちと、
途上国の小規模農家への影響について。

パネリスト：コーリー・リンドリ―（創業役員／CEO）、アン
ドリュー・オヘア最高マーケティング責任者）、ティム・バ
レンティナー（グローバルストラテジックソーシング担当
副社長）と、ソーシングパートナーであるキャンベル・ウ
ォルター氏、エリサ・アラゴン氏、フセイン・ファクリー氏

9月15日(木)
上映開始：3:00 pm

パネルテーマ：コ・ゼロからのものづくり

パネリスト：マーク・ウォルファート（創業役員）、アンドリ
ュー・オヘア最高マーケティング責任者、ショーン・ポイ
ンター（オペレーション担当上級副社長）、グレッグ・ヘ
ンドリクソン（KMRジェネラルマネージャー）、ビシュヌ：
アドヒカリ（コ・インパクトソーシング担当ディレクター）
と、ソーシングパートナーであるアシャド・チャウドリー氏

9月17日(土)
上映開始：1:30 pm

ミスティー・ボンド（パブリックリレーションズ担当副社
長）、ティム・バレンティナー（グローバル戦略的調達担当
副社長）と、ソーシングパートナーであるダニエルサバラ
氏、プラティーク・シャルマ氏、アシク・イルディリム・ウォル
ター氏、エリサ・アラゴン氏、フセイン・ファクリー氏

9月17日(土)
上映開始：3:00 pm

このセッションにはパネリストは含まれません

9月16日(金)
上映開始：1:30 pm

パネルテーマ：サプライチェーンに
おける多様性の課題

パネリスト：エミリー・ライト（創業
役員／社長）、ジャスティーン・ブル
ーム（マーケティング担当副社長）
、ベン・プラット（ストラテジックソ
ーシングディベロップメントディレ
クター）と、ソーシングパートナーで
あるサルバトーレ・アマデオ氏、ジ
ョージ・エドワード・エリー氏、ジャ
ン・クロード・ヴィルヌーブ氏

9月16日(金)
上映開始：3:00 pm

パネルテーマ：コ・なぜ原料調達を
行うことが重要なのか

パネリスト：グレッグ・クック（創業
役員／役員代表）、ジャスティーン・
ブルーム（マーケティング担当副社
長）と、ソーシングパートナーであ
るヤシュ・パレキ氏、アロン・ソレン
ソン氏、ジョージ・クリストドゥル氏

9月16日(金)
上映開始：4:30 pm

パネルテーマ：フィルムメーカー
の視点

パネリスト：ドテラのメディア＆ビ
デオスペシャリストが、世界中を旅
して原料調達ストーリーを撮影す
る際の視点をご紹介します。

9月16日(金)
上映開始：6:00 pm

このセッションにはパネリストは含
まれません

上映スケジュール：

* すべてのセッションは、スペイン語、フランス語、
中国語（繁体字）、ポルトガル語、日本語でも提供
されます。

純粋さを追い求める
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土曜日の朝7時には、ソルトパレス・コンベンションセ
ンターで5キロマラソン、タエ・ボー、ヨガを開催しま
す。参加チケット１枚ご購入の方にTシャツ１枚を差し
上げます。また5Kに参加する人はビブス（ゼッケン）も
お持ち帰りいただけます。

価格: $25ドル。参加チケットはイベント開始時間まで
ご購入いただけます。

dōTERRAグローバルコネクション2022開催期間中に
ドテラ・ヒーリングハンズ基金に集まった資金の一部
は 、「Move for a Cause」の収益を
含め、オレゴン州警察の性的搾取、
人身売買、被害との戦いを支援する
機動犯罪科学捜査車両を購入する
ために使われます。

５キロマラソン：ソルトレイクシティの美しい通りを私たちと一緒に走ったり歩いたりしませ
んか。スタートラインはウェストテンプル通りにあるソルトパレスコンベンションセンターの
東エントランスです。 

ビリー・ブランクス氏とのTae Bo® （タエ・ボー）セッション：有名フィットネストレーナー、ビリ
ー・ブランクスのキックボクシング系ワークアウトにあなたも参加しませんか。

場所：SPCCルーム250 

エレナ・ブラウワー氏とのヨガクラス：著名インストラクター、作家、母親、ダブルダイヤモンド
のエレナ・ブラウワー氏によるヨガクラスで一日を気持ちよくスタートさせましょう。

場所：SPCCルーム251

信条のために行動する

ビリー・ブランクス氏とのTae Bo®グローバルコネクション2022



ヘルシーグロー

ストリートパーティー
時間：7 pm～9 pm
場所：パークプレイスレクサス（Park Place Lexus）駐車場
服装：明るいネオンカラーを纏ってご参加ください。

ドテラにとって一年で最大のイベントで、あなたやあなたのチーム、そしてソルトレイ
クシティにで一同に集まれた機会をセレブレーション！多彩な料理のフードトラック、
ライブDJ、ダンス、写真撮影大会（小道具もあり）をご用意しています！ 
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コンベンション コンベンション 
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ご質問はありますか？ 

お手伝いが必要ですか？
赤いウェストポーチを着用
したターゲットスタッフをお
探しください

手話対応席
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ご入場について： ジェネラルセッションは、木曜
日と金曜日は午前9時から午後12時まで、土曜日
は午前10時から午後1時まで行われます。会場に
はエントランス2、5、8からお入りください。エント
ランス8は障害者の方向けに10分早くオープンし
ます。すべてのセッションおよびイベントへの入
場にはネームバッジの着用が必要です。ネーム
バッジを紛失された場合は、ソルトパレス内の受
付デスクで再発行を受けてください。

北

座席について
ダイヤモンドランク以上の方は、ビビン
トアリーナのみ、指定されたセクション
の座席にお座りいただけます。その他
の席はどなたでもご利用いただけます。
席の確保は禁止されており、セキュリテ
ィチームから席の確保をしないようご
案内させていただきます。空席に置か
れたお荷物等は座席から回収させてい
ただきます。持ち主の方は、SPCC150G
にある忘れ物預かり所にてお荷物をお
受け取りいただけます。 

マザーズルーム＆ファミリ
ーラウンジ
ジェネラルセッション中の乳幼児や授
乳・搾乳中の方の休憩場所としてご利用
ください。警備員から、入室の際に赤ち
ゃんを抱っこしていただくようお願いし
たり、搾乳のための場所を指定させて
いただくことがあります。ご友人やご家
族の方はマザーズルームをご利用にな
れません。

障がい者向け席および手
話対応席
障がい者席および手話対応席は指定さ
れています。あらかじめご希望いただい
た方のみ座席をご利用いただけます。
ご質問のある方は、インフォメーション
ブースまで、または赤いウェストポーチ
を着用したターゲットチームメンバー
にお尋ねください。

ビビントアリーナおよび
SPCC共通のご案内
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ビビントアリーナおよび
SPCC共通のご案内

テラトークス（TERRATALKS™）は、木曜日は午後2時から午後4:30まで、金曜日は午後2
時から午後5時まで開催されます。開場は開始時刻の2時間前です。テラトークスの座
席は自由席（先着順）です。各セッションを自由に行き来し、関心のあるトピックにご参
加いだだけます。セッションおよびイベント全体への入場には、ネームバッジの着用
が必要です。ネームバッジを紛失された場合は、ソルトパレス内の受付デスクで再発
行を受けてください。
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便利な施設情報
ソルトパレスコンベンションセンター
ヘルプデスク ホール A
忘れ物預かり所 SPCC ルーム 150-G
手荷物預かり所 SPCC ルーム 150-A
車椅子貸出し SPCC ルーム 150-D
マザーズルーム SPCC Ballルーム J 
ファミリーラウンジ SPCC Ballルーム I 

ビビント・アリーナ 
ヘルプデスク ータルB
ファミリーラウンジ タコマクラブ（2階
マザーズルーム レジェンズクラブ（2階）

ベビーカー置き場 ドノバン・ミッチェル・アデ
ィダスストア(ポータルV)

イベント中に使えるコンベンション
アプリをダウンロード 

イベントアプリでは、スケジュール、
コンベンションゾーン、マップ、スピ
ーカーやパフォーマーのバイオグ
ラフィーなど、詳細な情報をご覧い
ただけます。

App StoreまたはGoogle Play Store
で「Cvent Events」を検索し、無料の
イベントアプリをダウンロードする
か、下記のQRコードをスキャンして
ください。 

アプリから「doTERRA Convention 
2022」を検索してください。

常に最新情報を入手！

グローバルコネクション2022



グローバルコネクショ
ン2022を最大限に体
験する 
イベント終了後も、バーチャルプラットフォーム
でお好きなスピーカーのセッションをすべて視
聴できます。

テラトークス（TERRAtalks™）を含め、各セッショ
ンはイベント終了後にオンデマンドで視聴可能
です。セッションだけでなく、セッション前のコン
テンツや舞台裏の様子もご覧いただけます。

グローバルコネクション2022を最大限に体験する

QRコードをスキャンして、Eメー

ルアドレスを使ってログインして

ください。
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dōTERRAdōTERRA
エクスペリエンスエクスペリエンス
と見どころと見どころ

3333



ライフスタイルエクスペリエンス
ライフスタイルエクスペリエンスを体験してください。展示にはドテラの製品が健康的なライフスタ
イルをサポートする方法や、その真髄がわかるよう完璧にキュレーションされています。ライフスタ
イルエクスペリエンスで新製品に触れ、エッセンシャルオイルに関するトレーニングを受け、健康
の秘訣を見つけ、作って持って帰ることのできるアクティビティにもご参加ください。

ライフスタイルゾーン
 ザ・カフェ

 ブティック

 メタPWR

 ケア

 ドテラ・ヒーリングハンズ基金

 禅ゾーン

 アロマタッチテクニック

 ラボ

 コ・インパクトソーシング

オイルドロップのイラストが表示されているゾーンでは、ジ
ェネラルセッションで発表された新製品が展示されます。

 オープン時間 

木曜日 
9月15日
12 PM – 6 PM 

金曜日 
9月16日 
12 PM – 6 PM  

土曜日 
9月17日
12 PM – 6 PM  

リーダーシップエ
クスペリエンス
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ブティック
2022年の年末年始シーズンの新製品をいち早くご紹介します。ブ
ティックでは、製品開発担当者が、この時期ならではのラインナッ
プをご紹介します。見て、香って、触れて、大切な人と自分自身への
贈り物のアイディアを得てください。

ザ・カフェ
健康で活力が得られる食事をいつもとるのは難しいかもしれませ
んが、ドテラが食生活を応援します。栄養パウダー、サプリメントの
オプション、レシピに最適なエッセンシャルオイルを使って栄養プ
ランをサポートする、栄養バランスやおいしさを高めるさまざまな
製品を提供しています。ザ・カフェでは、おいしいシェイクを試飲し
たり、サプリメントについて専門家に質問したり、またライブ音楽を
聴いたりすることができます。

そして今年は、ドテラ・ヒーリングハンズ基金に収
益が寄付される$15ドルのチケットを購入すると、
ドテラキュイジーヌブレンドクッキングコレクショ
ンを使ったレシピの料理をご試食いただけます。

禅ゾーン
十分な休息を取り、ストレスレベルを管理し、より幸せで健康な生
活を送るのを助けるツールがドテラにはあります。静かな自己誘導
瞑想に参加しながら、平和とマインドフルネスに役立つ製品を禅ゾ
ーンで発見してください。

ラボラトリー
ドテラの製品開発プロセスの舞台裏をご覧いただける究極のエリ
アです。ドテラのエッセンシャルオイルの科学的根拠から品質管理
や製品の安全性まで、製品がどのようにひとつのアイデアから始ま
り、皆さまの手に届くのかを覗くことができます。さあ白衣を着て、
将来の製品発売にフィードバックをしたり、ドテラのプロセスがど
のように他社と異なるかを見てみてください。自分だけのミニ製品
作りにもご参加いただけます。

ケア
家で使う製品や毎日行う健康ケアが、私たちの健康に影響すること
があります。ドテラでは、有害な物質を天然の成分に置き換えて賢
くスイッチできるようさまざまな製品を提供しています。「ケア」エリ
アでは、どこにいても自然なライフスタイルを送ることができるよう
応援する製品ご紹介しています。オンガードやabōdeから、サンケ
アやパーソナルケアまで、私たちを守って最高の状態に導く製品を
ご覧ください。 

メタPWR
T 毎日行う選択によって、私たちはメタボリックヘルスをコントロー
ルすることができます。ドテラの最新の製品ライン、メタPWRをス
マートに利用することで、「最もパワフルな人生を生きる」方法を見
つけましょう！医師や製品の専門家、臨床研究者と交流し、健康寿命
と生活の質を改善する方法を発見してください。

アロマタッチ テクニック
アロマタッチテクニックは、ご家族や友人の方にエッセンシャルオ
イルを体験してもらうことで、つながりを生み出すシンプルでパワ
フルな方法です。エッセンシャルオイルと人とのふれ合いの力を最
大限に引き出すために開発されたアロマタッチは、正しいトレーニ
ングを受ければ誰でも効果的に行うことができます。アロマタッチ
での動作をブラッシュアップしたり、アロマタッチハンドテクニック
を学んだり、それぞれの効果を再確認できるアロマタッチハンドテ
クニックエリアにお立ち寄りください。 

dōTERRA Healing Hands®

私たちの心と魂は世界に及ぼすインパクトにあります。何百万人と
いう変化をもたらすアドボケートに皆さまのご支援により、ドテラ・
ヒーリングハンズ基金はポジティブで持続可能な変化を起こし、世
界中の人 と々コミュニティーを力づけることができています。機動
犯罪科学捜査車両の重要性を発見したり、人身売買の生存者の方
たちに贈るジャーナルをデコレーションしたり、ドテラのHOPEアク
ションプランの詳細について知ってください。そして一緒に世界を
変えてゆきましょう。

コ・インパクトソーシング
45カ国から140以上のエッセンシャルオイルを調達するドテラのコ
ー・インパクト・ソーシングモデルは、長期的な互恵的パートナーシ
ップのネットワークを構築する基礎となるものです。ドテラと協働
する小規模農家の多くは発展途上国にありますが、コ・インパクト
ソーシングによって彼らにとって持続可能な仕事と確実な収入が
もたらされる一方で、最高品質のエッセンシャルオイルの原料調達
が実現しています。新しく発売となるエッセンシャルオイルの一つ
を使ったバーチャルリアリティー体験を通して、コ・インパクトソー
シングについて知ってください。

オイルカウンター
リーダーシップ紹介エリアにあるオイルカウンターは、ドテラが販
売するすべてのエッセンシャルオイルを香り触れることができるま
たとない機会です！今年の新しい企画として、製品チームから、エッ
センシャルオイルを生活に取り入れる方法を対面でご紹介します！
新しく発売されるエッセンシャルオイルは、ジェネラルセッションで
発表された後、木曜日の午後12時からオイルカウンターで販売さ
れます。この機会にぜひお試しください。

* これらの記述は、米国食品医薬局により承認されたものではありません。また、これらの 
   製品は、病気の診断や治療、予防のためにつくられたものではありません。 35



リーダーシップエクスペリエンス
リーダーシップエクスペリエンスは、アカウントマネージャーやビジネスディベロップメントマ
ネージャー、またディレクターと会える絶好の機会です。ダイヤモンドクラブやシルバークラブに
ついて学んだり、ポストコンベンションツアーについても知ることができます。チャンスは無限で
す。皆さまのお越しをお待ちしております。

 オープン時間 

水曜日 
9月14日
9 AM – 7 PM 

木曜日
9月15日
12 PM – 6 PM 

金曜日
9月16日 
12 PM – 6 PM 

土曜日  
9月17日 
1 AM – 4 PM 

リーダーシップエクスペリエンス
 自信を持ってビジネス構築＆シェア

 ビジネスツール＆カスタマーツール

 フリー・トゥ・ギブ

 ダイヤモンドクラブ＆シルバークラブ

 ソーシャルラウンジ

 ファウンダーズクラブ2.0

 アカウント管理

 ポストコンベンションツアー

 リビング・マガジン

 エンパワードサクセス 

 ＆ビジネスビルディング

 オイルカウンター

製品紹介エリ
ア  


ホール2～3

受付とマーケット
プレイス 
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HALL 2–3
LEADERSHIP 
SHOWCASE
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テラトークス（TERRATALKS™）
ブレイクアウトセッションの新しい形、テラトークス（TERRAtalks™）。テラトークスは、
エッセンシャルオイルに関する最新の科学からドテラの新製品や研究、ビジネス構
築まで、さまざまなトピックを短く、具体的に、かつ有益に、そしてときには対話型で
行うトレーニングセッションです。どのテラトークに参加するかを選ぶことができます。

テラトークス（TERRAtalks™）はウェルネス・アドボケイト
のリーダー、科学研究者、関連するトピックの専門家によ
るさらにパワーアップした10～15分間のプレゼンテーシ
ョンです。

今年は1つの大きなステージで、出入りや座席は自由で
すので、参加したいセッションやトピックを選ぶことがで
きます。各セッションは自由に出入りできます。セッション
前後の休憩時間まで待つ必要はありませんが、出入りの
際は、他の方やプレゼンターへのご配慮をお願いいたし
ます。

類似したトピック別にセッションをブロック分けしていま
すので、深く掘り下げたいトピックがある場合は、同じ部
屋の同じ席にとどまり、複数のテラトークスに参加するこ
とが可能です。

日程とプレゼンターについてはスケジュールのページを
ご覧ください。テラトークスのトピックの最新情報はイベ
ントアプリでご確認ください。

ホール E ホール D

ステージ

CC
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ショップエクスペリエンス＆マーケットプレイスへようこそ。2022年コンベンションキットと、現地参加者限定
のエキサイティングなドテラロゴグッズをワンストップでご購入いただけます。 

マーケットプレイスでのお支払いは、クレジットカードとデビットカードのみご使用いただけます。今年は
現金でのお支払いはお受けすることができません。また例年通り、コンベンション製品およびマーケットプ
レイスのグッズのお支払いにポイントとAR残高はご利用になれませんのでご注意ください。

オープン時間

9月14日(水)
マーケットプレイスのみ
ファウンダー＆ダイヤモ
ンド以上
 9:00 AM – 11:00 AM 
シルバー以上 
11:00 AM – 1:00 PM 
すべての参加者 
1:00 PM – 7:00 PM 

9月15日（木）
プロダクトストア＆マ
ーケットプレイス
12:00 PM – 6:00 PM

9月16日（金 ）
プロダクトストア＆マ
ーケットプレイス
12:00 PM – 6:00 PM
 

9月17日(土)
プロダクトストア＆マ
ーケットプレイス
1:00 PM – 4:00 PM 
  

SPCCホールA～C
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ダ
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ス
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算

AD
A

マ
ー

ケ
ッ

ト
プ

レ
イ

ス
精

算

バッグ

メンズ＆ユニセ
ックス レディース

ジュエリー

ドリンクウェ
ア＆マスト

アイテム
スキンケア

ディフュー
ザー

帽子

マーケットプレイ
ス入口

キット受け渡し
入口 ホール B～C ホール A

ショップエクスペリエンス

(ドテラアロマタッチテクニック)

ドテラ・ヒーリングハンズ基金
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コンベンションキットは、9月15日（木）12:00 PM 
より販売開始いたします。今年も、現地の参加者の方にご利用いただける便利なオプションとして、コンベン
ションキットのご注文方法を2種類ご用意しました。

アプリで注文して、現地会場で受け取ることで待ち時
間を短縮できる方法です！

ステップ1：  コンベンションアプリを開くか、下のQRコ
ードをスキャンしてください。ウェルネス・
アドボケイト番号とパスワードでログイン
してください。

ステップ2：  注文を入れます。このようにとても簡単
です！

ステップ3:   ショップエクスペリエンスにお越しの上、
会場の受け渡し場所で列に並び、バーコ
ードの確認証をご提示ください。

dōTERRA.comで注文してご自宅に発送!

コンベンションキットは通常の注文と同じようにオン
ラインで購入できます。下のQRコードをスキャンす
ると、すぐにコンベンションキットをご注文いただけ
ます。 

追加注文もお忘れなく

ジャスミン 2.5mL 
$150 (100 PV)

ホープ 2.0 
$25 

コンベンションキットのご注文

1 2

• 制限個数: 当日受け取りのご注文は1つのアカウントにつきキット２つ、dōTERRA.comでのご注文は1アカウントにつきキット２つ 
• 制限個数: 1つのアカウントにつき、会場受け渡し用で追加2つまで、dōTERRA.comでの注文で追加2つまで
• コンベンションキットの注文はロイヤリティリワードの注文としてカウントされませんが、ポイントが付与されます。
• コンベンション会場での受け渡しはどの国からの参加者の方もご利用いただけますが、米国とカナダ以外のアカウントのオンライン注文はNFRお

よびGACの製品販売状況によります。

shopconvention.doterra.com
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レディー、セット、ショッピング！ 
今年も新しい特別な記念グッズをご用意しています。マーケットプレイスでお求めのアイテムをみつけてく
ださい。エッセンシャルオイル、キャリアオイル、バッグ、ドリンクウェア、帽子、アパレルなど厳選したアイテ
ムの中からお気に入りのものがきっと見つかるはずです。

新しいお気に入りのマーケットプレイスアイテムをドテラの製品にコーディネートできるよう、ファッショナブル
で機能的な素敵なものをお選びました。

会場で記念グッズ品を購入できるほか、themarketplace.doterra.comにアクセスまたはQR
コードをスキャンすることにより、オンラインでdōTERRAブランドグッズをご購入いただくと
ご自宅までご注文品をお届けします。ただし、会場で販売されているアイテムの中にはオン
ラインご購入いただけないものがございます。

マーケットプレイス
dōTERRA

グローバルコネクション2022



MetaPWR™

最大限パワフルに
人生を生きる
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チャン
スは今
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USファウンダーズクラブ2.0.は、次の世代のリーダーになるための
素晴らしい機会です。ファウンダーになることは、道を拓き、現在と
未来の組織の中でリーダー達を育てることを意味します。皆さまは
自分の行動でドテラの文化と理念を示すファウンダーであり、他の
リーダーはあなたの中に、インスピレーションや激
励、そして戦略的アイデアや信念を求めることになり
ます。ファウンダーとしての役割は一つのレガシーを
築くことです。

次のファウンダーにな
るのはあなたですか？
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時間を節約しながらソーシャルメディア上
でビジネスを成長させたいですか? それな
らdōTERRAソーシャルはあなたのための
ものです！

１つずつ投稿でビジネスを構築する 

• 編集可能なコンテンツを一つの便利な場所に 
• 携帯やデスクトップから自動化されたソーシャルメディアスケジュール管理  
•  インプレッション数やエンゲージメントを追跡する分析機能
• コンテンツを編集してパーソナルブランディングを加える内蔵されたエデ

ィター機能
• ビジネスを成長させるためのウェビナー、dōTERRAソーシャルFBグルー

プ、ニュースレター
 

ソーシャルラウンジのdōTERRAソーシャルブースにお越しください
ドテラ ソーシャル メディア アカデミーの詳細については 

training.doterra.com をご覧ください

ソーシャル

グローバルコネクション2022



dōTERRAソーシャルメディアアカデミーは、dōTERRAソーシャルのマーケティングツ
ールを使って、ウェルネス・アドボケイトのパーソナルブランディング方法やソーシャ
ルメディアの基本を教える30日間のオンライントレーニングコースです。
通常は生涯のアクセスが$97ですが、コンベンション中dōTERRAソーシャルの14日間
無料トライアルに登録し、Eメールで受け取ったコードを使うと、$47で購入できます。

今すぐ無料トライアル
を始めましょう

 
ソーシャルメディアアカデミー 
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dōTERRAのTikTokページで若い
世代と一緒に参加

YouTubeで見逃さないようにチャ
ンネル登録

ポッドキャストはフォローするとど
こにいても聴けて便利です

#doterraconvention2022 下のハッシュタグでコンベンシ
ョン体験を共有しましょう

Facebookページをフォローして、
グローバルコミュニティーに参加

インスタグラムをフォローして影響
力のある写真をチェック

DIYが好きな方はPinterest
でフォロー

ドテラとつながる方法
dōTERRAをいいね！したり、チャンネル登録やフォローすれ

ば、世界的なコミュニティーに参加することができます。



ご招待旅行（2023年2月6日～10日）
2023年はメキシコのリビエラ・マヤにある美しいヒルトン・トゥルムで開催いたします。他
のリーダーと交流し、太陽と砂浜を楽しむ機会を手に入れましょう。リラックスした時間と楽
しいアクティビティを満喫できる素敵な旅にお越しください。  

今年は参加資格を獲得されたウェルネス・アドボケイトの皆さまを美しいビーチフロント
リゾートにお迎えし、オールインクルーシブのご旅行を体験していただきます。お食事はす
べて含まれており、また参加者の皆さま全員をオープニングとクロージングパーティーに
ご招待します。ヒルトン・トゥルム・リビエラ・マヤは9つのリゾートプール、12以上のレスト
ランとバー、豪華なスパ、専用ファミリーゾーンを備えています。毎日おいしいお食事とビ
ーチでのアクティビティ、日光浴やプール、そして参加者の方 と々のネットワーキング機会
をお楽しみください。ご購入による参加を希望される方は、10月に発表される販売情報を
ご確認ください。

2023年のインセンティブ旅行は、メキシコのトゥルムでのエキゾチックな冒険、豪華なリゾ
ート、魅力的なマヤの歴史をお楽しみください！  
 
dōTERRA.com/US/en/incentivetrip

リーダーシップ リトリート（2023年3月16日～18日）
来年、リーダーシップリトリートを2023年3月16日～18日にフロリダ州オーランドで開催い
たします。ドテラ役員チーム、トップのウェルネス・アドボケイト、インスピレーションスピー
カーとともに、戦略、ビジネストレーニング、コラボレーション、楽しいアクティビティを体験
しましょう。参加登録は2022年11月に開始します。イベントの詳細と登録に関する情報は、
以下のアドレスからご覧ください。  
 
dōTERRA.com/US/en/leadership-retreat 

2023年のコンベンション日程－今週土曜日に発表 
来年のコネクションチケットを最安値で入手しましょう。2023年の早期割引チケットは9月
17日（土）から、9月25日（日）米国山岳部夏時間の11:59 PMまで販売いたします。

価格：139ドル

convention.doterra.com からチケットをお求めください

今後のイベント予定
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ポストコンベンションツアー2022
ポストコンベンションツアー2022は、コンベンション中に発売されたドテラの新しい製品を、エッセ
ンシャルオイルの初心者、そしてご愛用者の方々の両方にご紹介する絶好の機会です。ソルトレイク
シティだけで終わらせず、ご一緒にツアーに出かけませんか。ジェネラルセッションでは新しく発売
された製品について有益なトレーニングをご提供します。またインタラクティブな内容のエキスポ
は、見て触れて体験することができます。 

今年のポストコンベンションツアーでは以下を予定しています。
• ドテラのエキスパートとリーダーによる詳しい製品トレーニング
• エキスポブースでエッセンシャルオイル体験と製品デモ
• ポストコンベンションツアーキットの購入
• 毎日の暮らしにオイルを取り入れることで健康とウェルネスを高める方法を学ぶ機会

他にはないツアーをぜひご体験ください。 
お申込みはこちらから

グローバルコネクション2022



2022年USツアー日程

2022年カナダツアー日程
最新情報はウェブサイトをご覧ください

*通訳付きを記載されている都市では、その言語に対し少なくとも50件の依頼が必要です。 

10月8日
コロラド州デンバー

ノースカロライナ州グリーンズボロ

フロリダ州オーランド（中国語通訳付き）

ユタ州サンディ(NALのみ)

ハワイ州ワイキキ

10月22日
インディアナ州インディアナポリス

テネシー州ナッシュビル

サウスダコタ州スーフォールズ

11月5日
カリフォルニア州アナハイム（中国語・スペイン語通訳）

オレゴン州ポートランド

テキサス州サンアントニオ

11月11日
プエルトリコ、アグアディラ（NALのみ）

11月19日
ジョージア州アトランタ

ペンシルバニア州ハリスバーグ

ネバダ州ラスベガス（中国語通訳付き）

10月15日
カリフォルニア州アナハイム(NALのみ)

テキサス州ダラス（中国語通訳）

ニューヨーク州マンハッタン（中国語・スペイン語通訳）

アリゾナ州フェニックス（中国語通訳）

10月29日
ワシントン州ベルビュー市（中国語通訳）

オハイオ州コロンバス

フロリダ州オーランド（NALのみ）

カリフォルニア州サンタクララ（中国語・スペイン語通訳）

（ （ （イ州スプリングフィールド

11月12日
ユタ州プレザントグローブ

ウィスコンシン州ミルウォーキー

ミネソタ州ミネアポリス

プエルトリコ、サンファン（NALのみ）

日程は近日発表予定
オンタリオ州トロント

ケベック州ケベックシティ

アルバータ州カルガリー

ケベック州モントリオール

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー
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良いことを行いましょう

ドテラ・ヒーリングハンズ

  一緒に奉仕活動をしませんか   
 

製品展示エリアにあるドテラ・ヒーリングハンズ基金のセクションで、人身売買の生存
者の方々のために、ジャーナルにデコレーションをしましょう。

#EngageInGood
with

  機動犯罪科学捜査車両への資金援助   
 

dōTERRAグローバルコネクション2022 | Heal（癒す） の期間中、ドテラ・ヒ
ーリングハンズ基金に集まった資金の一部は機動犯罪科学捜査車両を購
入するために使われます。機動犯罪科学捜査車両は、アメリカ・オレゴン州
警察の性的搾取犯罪捜査を支援します。　

グローバルコネクション2022



ホープタッチの１つの購入で、そ
のうちの＄10ドルが人身売買と戦
うために寄付されます。10月1日
の製品発売をご期待ください。

最良の自分とより良い
世界を築きましょう
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原料調達における基本理念

2030年までにドテラのグローバルインパクト目標は、高品質の原料を調達
し、最も多くの人々を支援することにより、ドテラの原料調達を行う地域で1
千万人の暮らしに手を差し伸べることです。   
最良の品質と、最も純粋で自然な原料を調達することによって、ドテラはグローバ
ル・ボタニカル・ネットワーク全体で何十万もの農家、収穫者、労働者の方々を支援
しています。コ・インパクトソーシングの活動を通して、ドテラは倫理的で透明性に
配慮した、持続的な方法でエッセンシャルオイルを調達するために長期的なパート
ナーシップを維持します。

長期的パートナーシッ
プの維持

 

 

サプライヤー能力を構
築する

公正で期日通りの支
払い

 

雇用の創出

協同組合の推進 環境への配慮 コミュニティ開発の促進

公正な労働条件

ドテラ・ヒーリングハンズ

グローバルコネクション2022



これらのソーシング分野で最大限の支援をするために、ヒーリングハンズはウェルネスア
ドボケイトとコ・インパクトソーシングコミュニティのサポートを受けて、ソーシャルイン
パクトプロジェクトに資金を提供しています。皆さまからのヒーリングハンズへの寄付は
100%、教育、健康、水、衛生、能力開発など必要な地域開発プロジェクトを支援するために
使われています。

1,200,000
の雇用を支援

3,000,000
人の生活向上（雇用）

5,800,000
人の生活向上（社会的インパクト）

10,000,000
人の生活向上（雇用と社会的インパクトの合計）

2030年までに私たちがも
たらすインパクトを3倍に

2030年までに私た
ちがもたらすインパ

クトを3倍に

2030までに以下の実現をめざします

Environmental
Stewardship

At the Source

Social 
Impact

$
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最もテストされ最も信頼できる原料 
エッセンシャルオイルに使用する植物が育つ時から、エッセンシャルオイルのボトルが皆さまの手に届くま
で、ドテラはでき得る限り純粋で品質の高いオイルを提供しながら、貴重な地球の贈り物であるオイルを生
産する人々を力づけることに力を注いでいます。　

www.sourcetoyou.com でプロセスの各手順をご覧いただけます。  

皆さま
皆さまこそがドテラの使命の中核です。純粋で高品質

のオイルを調達するために私たちが決して手を抜かな

い理由、それはあなたです。

蒸留者
蒸留のエキスパートと協働し、ドテラ特注の圧力と

温度でそれぞれ 
のエッセンシャルオイルを抽出し、高品質で有用性

の高い化学的プロフィールを確保します。

実践者
ドテラの医療顧問チームは著名な大学や医学界と
連携し、エッセンシャルオイルとその使用方法にお

いて画期的な研究を実践しています。

生産者
ドテラは45を超える国 で々、最高レベルの種、土壌、
栽培環境を守る職人の方 と々責任を持って提携して
います。このような専売契約によるパートナーシップ
により、最も初期の生産段階における詳しい情報が

重要であることを私たちは知っています。

科学研究者
ドテラのエッセンシャルオイルはすべて、純度と品
質を保証するために厳格なテストを受けています。
お持ちの品質IDを入力することにより、検証済みの
独立した第三者研究機関によるGC/MSテスト結果
を見ることができます。www.sourcetoyou.com/
en/quality-reports-gcms より、オイルのテスト結

果をご覧ください。
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“
“今住宅ローンを完済し、最後のコインを待っているところです。これでもうローンはありませ

ん。現金でモーターホームを購入し、来年は息子と一緒に国内を旅行する予定です。第二の故
郷を見つけ、家を現金で買いたいと思っています。そして他の人たちを「自由」にするために、
ファイナンシャル・コーチになることを決めました！

―アルマ・エゼキエル・パーディー

$7,000ドルを超えるクレジットカードの債務と車のローンを完済しました。車は私自身の名
義になりました。この2つの経済的な成果はそれぞれが別個のカテゴリーなので、ボードに
残り2つのコインを追加する日が楽しみです。ここまで達成するための励ましとサポートを本
当にありがとうございました

—ブレンダ・ハムリン・レーマン

フリー・トゥ・ギヴ・プログラムとは

フリー・トゥ・ギブはウェルネス・アドボケイトの方々がお持ちの借金を返済し、より豊
かに毎日を送ることができるように、そして周りの人に与えることができるように考案
された、ドテラのインセンティブプログラムです。

最も一般的な借金の種類として、以下の4つのカテゴリーを設定しました。

 •  クレジットカード •  各種個人ローンや医療費返済  
 •  自動車ローン　 •  住宅ローン

このプログラムに参加し、いずれかのカテゴリーで経済的成功を収めたウェルネス・
アドボケイトの方には、その達成を象徴するコインが贈られます。自由になるための
旅は1つのカテゴリーずつ始めることができ、最終的には「Free to Give （与える自由）
」 の境地に達することができます。

製品展示エリアの「フリー・トゥ・ギブ」のブース
にお越しの皆さまに、無料のワークブックとペ
ンを差し上げます。

Workbook

doterrafreetogive.com | freetogive@doterra.com
結果は様々な要因によって異なります。プログラムの詳細を参照し、お客様の
財務状況に合わせて適用してください。

フリー・トゥ・ギブ

返済からペイフォワードへ
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印刷物とデジタル資料
クラスを開催する方法や次のランクを達成する
方法にお悩みですか？エンパワードサクセスの
ウェブサイトには、ガイドや資料、パワーポイン
ト資料、オンラインクラスなどがあり、皆さまの
ビジネス目標達成をサポートします。QRコード
をスキャンすることにより、すべてのガイドに無
料でデジタルアクセスできます。

ポッドキャスト
トップリーダーによるドテラでのビジネスを構
築する秘訣や戦略についてのお話をお聞きい
ただけます。ポッドキャストは顧客ベースを開
拓し、ビジネスパートナーを見つけ、収入を増や
し、あなたの夢である人生を送るためのヒント
を得てください。

ウェビナー
マスターディストリビューターのジャスティ

ン・ハリソンとエリック・ラーセンが毎月
第一月曜日に主催する無料ウェビナ

ーです。ビジネスを早く構築し、
チーム全体に成功を複製させ
るための戦略をお聴きくだ
さい。

ドテラでのビジネス構築は希望に満ち、充実感を得られるでしょう。しかし時には困難に
直面することもあります。そんなときも、あなたは一人ではありません。エンパワードサクセ
スは皆さまが成功するために必要なリソースを提供するワンストップの道具箱です。始め
たばかりの方も、何年も築いてきた方も、私たちは皆さまを応援しています。

ビジネスツールの道具箱：
ドテラ・エンパワードサクセス

ドテラ・エンパワードサクセス
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ビジネスツール道具箱の必須ツール
ドテラビジネス構築認定コースは、最も効果的なビジネスリーダーのスピーチ
やヒント、その他さまざまなリソースであふれています。トレーニングコースは
無料です。成功に向けて、分かりやすく明確で、実証されたロードマップが説明
されています。

ビジネス構築ガイド
ビジネス構築ガイドは、初めてのビジネスを開始するための完全ガイドです。
本ガイドには、ビジネスを立ち上げ成功させる方法について、段階的な情報が
記載されています。

ヘルシー・キャン・ビー・シンプル
「ヘルシー・キャン・ビー・シンプル」は、エッセンシャルオイルと日常の使い方
を初めての人に紹介するためにご利用いただけるポケットガイドです。製品サ
ンプルと一緒に本ガイドをシェアしましょう。裏面にあなたの連絡先を記入すれ
ば、シンプルなトレーニングを兼ねた名刺としてお使いいただけます。

クラス・イン・ア・ボックス
新しいクラス・イン・ア・ボックス・キットでは、これまで以上に多くの製品を使っ
て効果的なクラスや個別指導を行えるうえ、潜在顧客にインパクトのあるエッセ
ンシャルオイルを体験してもらうことができます。時間とお金を節約できるこの
シンプルなキットで成功に向かって進みましょう。

ビルドガイド
なぜドテラなのか、なぜ今なのでしょうか？ビルドガイドは新規や潜在層の方
が最初のビジネス概要を知る上で最適なツールであり、dōTERRAビジネスの
ビジョンをつかむことができるガイドです。オンラインクラス用のパワーポイン
トとしても利用することができます。

リブ・ガイド
リブガイドは、新しいメンバーの方にウェルネスコンサルトを実施する際に利
用できるツールです。健康なライフスタイルになぜドテラの製品が必要なのか
を理解してもらったり、ロイヤリティーリワードプログラムでポイントを獲得して
お気に入りの製品を無料で受け取る方法を伝えるための最適なツールです。こ
のガイドはオンラインクラス用のパワーポイントとしても利用することができます! 

ビ ジ ネ ス ツ ー ル 道 具 箱 の 必 須 ツ ー ル

Empowered Success 
Business Training System
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ドテラには、最良のエッセンシャルオイル情報を提供するために常に更
新されている膨大な教育リソースのライブラリーがあります。

学習スタイルに関係なく、エッセンシャルオイルについて知りたいことを
すべてワンクリックで探せます。

トレーニングツール
ワンクリックで見つける

dōTERRA電子書籍とオ 
ーディオブック
読書が好きな方も、洗濯物をたたんでいる時や車の運
転中に聞きたい方も、ドテラの電子書籍とオーディオブ
ックがエッセンシャルオイルについて学ぶ便利な方法
をご提供します。

• 睡眠、掃除、ベストな使い方、エッセンシャルオイルの
化学など重要なトピックがあります

• 最良のエッセンシャルオイル情報を１つのソースで
入手できます

• エッセンシャルオイルについて教えるための役立つ
情報を発見してください

doterra.com, Apple Books, Google Play, Audibleで
dōTERRA ライブラリをチェックしてください

dōTERRAディスカバ 
ー・ソリューション
doterra.comから、製品を他の人にシェアする上で役
立つ自由誘導型のエッセンシャルオイルトレーニン
グができるディスカバーソリューションをご利用いた
だけます。

• お気に入りの製品のベストな使い方や製品がどこ
から来たのか、またその機能など、製品の科学につ
いて知ることができます。

• お客様が自分のニーズに合った製品を見つける上
で役ちます。

• クイックリファレンスの解説画像でエッセンシャル
オイルのお役立ち情報や背景を知ることができます。

doterra.comの「発見」タブをクリックしてもっと詳しく
学びましょう！
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dōTERRA ポッドキャスト
ポッドキャストの愛聴している方、朝の出勤時や買い物時に勉強タイムを少し加えた
い方や、ドテラのポッドキャストをおすすめします。450万回以上ダウンロードされ、毎
週新しいエピソードがリリースされ、30分以内で有効に学べる一口サイズのエッセン
シャルオイル情報が得られます。

• ドテラの膨大なトピックをカバーする、受賞歴を持つポッドキャストで自分自身をパ
ワーアップ

• エッセンシャルオイル初心者にもエキスパートにも役立つコンテンツ
• エッセンシャルオイルであなた自身や愛する人の人生をより良くする方法を学べま

す

AppleポッドキャストやSpotify、Google Play など、 ポッドキャストを楽しめる場所でエ
ッセンシャルオイルソリューションズ with dōTERRAを聴くことができます。

dōTERRAブログ
エッセンシャルオイルを使ったレシピやDIYをお探し
なら、dōTERRAブログがワンストップで便利です。見込
み客の方と共有できる簡単なDIYやクラス活動のアイ
デアなど、必要なものを見つけることができるブログ
記事が豊富に掲載されています。

• 健康的なライフスタイルに役立つエッセンシャルオ
イルの使用方法を教えてくれる話題のブログ記事を
チェックしてみてください。

• ブログ記事をピンタレストに保存しておけば、後で
アイデアが必要なときにすぐに見つけることができ
ます。

• 製品の使い方を紹介する製品スポットライトもあり
ます。 

ライフスタイルブログは doterra.com の "Discover" タ
ブの下にあります。または、ピンタレストで投稿を見つけ
ることができます!

dōTERRAトレーニングコース
世の中にはエッセンシャルオイルに関するさまざまな
情報があふれています。何が正確かをどうやって知る
ことができるでしょうか。混乱することなくエッセンシ
ャルオイルの世界をナビゲートするために、自分のペ
ースで学べるオンラインコースをご用意しました。

• コースにはいつでもアクセスできますので、いつで
も戻って復習できます。

• 重要な製品とビジネストピックを学ぶことで
dōTERRAの認定エキスパートになれます。

• 新しいチームメンバーに認定修了を勧め、強固なチ
ームを築くことができます。

training.doterra.com からお好きなコースにお申込み
いただけます！
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リビング 2002年秋/冬号 
全製品ガイドを掲載

雑誌ブースにご用意し
ています 

61

ご覧になりま
したか？
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インスピレーションを得る
リーダーシップマガジン

雑誌ブースにご
用意しています
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予防ケアサービス
私たちドテラの「We Help the World Heal（世界中の
癒しを助ける）」という使命をサポートするため、プラ
イムメリディアンはバーチャルに提供できる予防医
療プログラムとサービスの開発に取り組んできまし
た。私たちの活動は、メタボリックヘルスの状態や、
心の健康と問題行動の健康、筋骨格系機能など、今日
世界が直面している最大の医療問題を対象としてお
り、すでに地域やユタ州内でサービスを提供してい
ます。今後、さらに技術を磨きながら、ユタ州以外に
もサービスを拡大していく予定です。さらにドテラは
PowerME™と呼ばれる革新的な技術プラットフォー
ムを現在開発中です。このプラットフォームは、自宅
でのラボ検査、経過記録、個人に合わせたウェルネス
プランや詳細の提供、チームとの情報共有などを容
易にします。私たちの使命は、データ主導の一人一人
に合わせた医療ソリューションによって、消費者が重
要な情報にアクセスし、追跡し、学習し、行動ができる
ようにすることです。

プライムメリディアンヘルスケア（PMH) はドテラ
のキャンパスで大規模な学際的プライマリーケ
アヘルスクリニックを運営し、ドテラの従業員とそ
のご家族、ウェルネス・アドボケイト、地域のコミュ
ニティメンバー数千人にサービスを提供していま
す。有資格の臨床医やその他の認証医療提供者
が慢性病を改善や処方薬の必要性の改善、また
患者の方が健康と活力を取り戻すのを助けるた
めに連携しています。

統合プライマリーケア
エッセンシャルオイル、鍼治療、理学療法、カイロプ
ラクティックサービス、ヘルスコーチング、栄養カウン
セリング、健康的なライフスタイルの教育、統合的な
技術や療法は、PMHの医療提供者がホリスティック
な医療アプローチに用いている方法のほんの一部
です。

プライムメリディアンヘルスケア 
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画期的な臨床研究

プライマリーケアと予防医療サービスに加えて、PMH
はドテラとウェルネス・アドボケイトの広範な使命を
満たすために進化してきました。患者の数や、熟練し
た人材、近代的な施設は、エッセンシャルオイルの臨
床研究の多くを行う上で理想的な環境を提供してい
ます。最高医学責任者のラス・オスガトープ博士と臨
床研究部長のニコル・スティーブンス博士は、医師、
科学研究者、研究機関、その他の専門家の幅広いネッ
トワークと連携し、エッセンシャルオイルの画期的な
研究を行っています。PMHの研究から得られた知見
は、現代医療におけるエッセンシャルオイルの使用を
前進させるものです。PMHはいくつかの臨床試験を
完了し、現在も他の試験が進行中であり、さらに多く

の臨床試験を計画しています。その結果、プライムメ
リディアンヘルスケアは健康とウェルネスに応用する
エッセンシャルオイル研究の世界的なリーダーであ
り続けています。

ドテラは目的と長期的なビジョンにより、プライムメ
リディアンに多額の投資をしてきました。さまざまな
研究、そして私たちのホリスティックな統合ケアモデ
ルの利点は、アメリカ、そして世界中の何百万人とい
う人々に有益になると確信しています。

65



ドテラは世界有数のエッセンシャルオ
イルのエキスパート、化学者、生物学
者、栄養および健康科学者、医療専門
家のチームを有しています。ドテラのさ
まざまな科学部門は革命的な製品の開
発、使用モデルの開発、テストに携わっ
ていることから、何度もテストされた信
頼できるエッセンシャルオイルを皆さま
にお届けすることができるのです。

研究開発チーム

ライアン・フィンチが指揮する研究開発チームは、科
学とイノベーションを組み合わせた、安全で効果的
で、一貫した結果をもたらす製品を生み出していま
す。スコット・ジョンソン博士が率いる科学研究チー
ムは新しいオイル、調査研究、世界的なトレンド、エ
ッセンシャルオイルの理解に貢献する情報を求めて
科学文献を調査することに専念しています。私たち
は、エッセンシャルオイルの製品開発に重要な役割
を果たす科学・法律・規制の進歩に常に把握してい
ることが重要であると考えています。

臨床研究チーム

ドテラのグローバルキャンパスでは、ほとんどの場
合常に複数の臨床試験が行われています。臨床研
究の主な目標は、ヒトに対して特定の治療や行動が
安全で効果的かどうかを判断することです。臨床試
験の参加者に、成分(エッセンシャルオイルなど)や
新しい治療プロセス、また適用方法を試験し、研究
者は特定の結果を促す最も安全で最も効果的な方
法が何かというデータを集めることができます。ドテ
ラには、製品の安全性と有効性を人間で証明するこ
とに専念している科学研究者のニコル・スティーブ
ンス博士が率いるチームがあります。皆さまも今後
ドテラの臨床試験に参加する機会があるかもしれ
ません。

ドテラの科学 
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製品安全チーム

ドテラの製品安全チームは新製品開発、臨床研究、
エッセンシャルオイルの安全性に関する教育のため
に情報を編集し科学的なサポートを提供することに
力を注いでいます。セシル・バスクール博士が率いる
このチームは、エッセンシャルオイルの使用と研究
のベストプラクティスを理解するために科学的専門
知識を適用しています。この科学研究チームは、製
品開発中に重要なフィードバックを提供したり、製品
をモニタリングして実際の使用データを収集する「
市販後監視」と呼ばれるプロセスも行っています。

品質管理チーム

品質管理チームは、すべての製品が購入した日と同
じ品質を使用期限日まで維持されていることを保証
するために、業界最先端の分析試験開発と後続の検
証を行う責任を担っています。また同部署ではすべ
てのエッセンシャルオイル、パーソナルケア、栄養・
サプリメント製品の堅牢な安定性プログラムを監督
しています。今年に入ってからもすでに何百種類と
いう試験方法を用いて、約4,000の製品LOTのリリー
ステストを完了しています。これに加えて、研究開発、
法務、薬事、品質保証、エッセンシャルオイルサイエ
ンス、エンジニアリングの各部門をサポートするた
めに、1,500以上のプロジェクトを遂行しました。 

エッセンシャルオイルサイエンスチーム

プラドー・サティアル 博士率いるエッセンシャルオ
イルサイエンスチームは、エッセンシャルオイルの
純度と質に関する知識を深めることに重点を置い
ています。同チームは戦略的調達部門と密接に連携
し、社内で購入が検討されているすべてのオイルに
対し分析を行っています。また研究開発、品質管理、
エンジニアリング、製造、その他の部門と連携し、問
題のトラブルシューティング、試験方法の開発、研究
能力の向上、研究に基づく問題解決を通じて企業価
値の維持をサポートしています。このチームのもう
一つの焦点は、社外機関との共同研究です。世界中
の研究所、研究機関、医療施設と協力し、オイルに関
する科学的理解を深めています。最近の共同研究で
は、ネパールの科学者チームと共同でドテラのエッ
センシャルオイルの化学に特化したエッセンシャル
オイルデータベースの編集を行いました。

ライフスタイルエクスペリエンスエリアを訪れ、科学
研究者たちから、ひとつのボトルで世界を変えるため
に彼らが毎日取り組んでいることをお聞きください。
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マーク・ウォルファート • グレッグ・クック • コーリー・リンドレー • Dr.デイビッド・ヒル • デイビッド・スターリング • エミリー・ライト • ロブ・ヤング

14年間、ドテラはこれまでの企業スタンダードを破りながら純粋さを追求してきました。意識的資本主義という言葉ができる
何年も前に、ドテラの創業者たちは「利益より人を優先する」という人間中心のビジネスモデルを取り入れていました。

創業者たちは、事業の成長と同じほどに企業文化にも焦点を当て、純粋な製品、純粋なビジネス手法、純粋な人間愛を
追求することによってドテラの運命を導いてました。今日ドテラはエッセンシャルオイル業界の世界的リーダーとして評
価を受けています。当社は数多くの賞と賞賛を得ていますが、これら創業者は、最大の成果は皆さまという素晴らしい友
人を得たこと、そしてドテラファミリーである皆さまのために創出されたビジネス機会であると言うでしょう。

ドテラが次の時代を迎える今、創業者たちは今の会社の価値を守るだけでなく、2030年までにその影響力を3倍にし、さ
らに多くの人々の人生を豊かにし、革新的な科学を進歩させ、何百万という人々に力を与えることを決意しています。

ドテラの約束は、純粋さを追求した製品と人、そして地球を優先する会社の模範を大胆に示すことです。私たちが力を合
わせれば、オイル一滴ずつ、人ひとりずつ、コミュニティひとつずつから、世界中に癒しをもたらすことができます。

ドテラの創業役員紹介
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 コーリー・リンドレー（創業役員／最高経営責任者－CEO）  |  30年
以上にわたり、ダイレクトセリングの世界に情熱を注ぎ、経歴の大
半は経営幹部レベルの役職を務めているコーリー・リンドレーは、
香港、日本、中国、オーストラリア、アメリカで、各地域に応じたビジ
ネスの問題を解決してきた経験があります。ダイレクトセリング業
界に従事する以前に、世界最大の会計企業で1987年にキャリアを
スタートさせました。ドテラ初期から、他の創業役員とともにドテラ
を世界最大のエッセンシャルオイル会社に成長させるうえで重要
な役割を果たしてきました。ドテラCEO として、会社のグローバル
ビジネスを指揮し、取締役会が承認したビジョンと戦略的方向性
を実行すると同時に会社の将来的な安定と安全を確保することに
全力を注いでいます。コリーの経歴の特徴は世界中で誠実なチー
ムを育成する能力にあります。会計学の学士号と経MBA取得。スポ
ーツ全般、特にゴルフが好きで、大切な妻ジャニスと8人の子ども
たちとその家族、そして彼を驚かせ楽しませてくれる20人の孫たち
と過ごすことが彼の充実した時間です。

 エミリー・ライト（創業者／社長）  |  90年代半ばから世界のエッセ
ンシャルオイル業界に身を置くエミリーは、キャリアの中で人々に
力を与えることに情熱を注ぐことになるユニーク視点を持つように
なりました。創業役員／社長として、エミリーは心からのつながりを
作り、共通の目的のためにチームを団結させることに情熱を持って
います。ドテラのビジネスモデルの推進者であり、人材の育成、心
身のパフォーマンスと幸福を育むために役立つ教育とツールを提
供することに全力を注いでいます。優れた品質の純粋なエッセン
シャルオイルの供給に専門知識をもち、原料を調達する地域のコ
ミュニティーを活性化させるという絶え間ない望みを持ち続け、ド
テラの目的である「人を癒す」ことに心を砕いています。夫のコリ
ー、4人の子どもたちと2人の愛らしい孫は彼女の誇りであり喜びで
す。

ニコル・スティーブンスPhD（臨床研究ディレクター）  |  ニコル・ステ
ィーブンス博士は20年以上エッセンシャルオイルの研究に携わっ
てきました。栄養補助食品業界の品質管理研究所や、ユタ大学、そ
してネバダ大学ラスベガス校のがん研究所の学術研究所で勤務
してきました。スティーブンス博士は2008年にドテラが設立されて
以来、その研究活動に参加し、現在臨床研究ディレクターを務めて
います。臨床医療助手、臨床研究専門家、主任研究員の資格を持っ
ています。スティーブンス博士は、ブリガムヤング大学で植物学と
統合生物学の科学修士号、またマイアミ大学で生化学と分子生物
学の博士号を取得、現在パデュー大学で公衆衛生学修士課程に
取り組んでいます。

ジェネラルセッション1日目（9/15木曜日）

ラッセル・バターズ（グローバルリーダー開発担当副社長）  |  セー
ルス＆マーケティングとエグゼクティブリーダーシップにおいて25
年以上の経験を有するラッセルは、フォーチュン500の会社で15年
間、さまざまな営業職と販売管理職を務めた後、2016年に地域販
売マネージャーとしてドテラに入社しました。その後6年以上にわ
たってUSセールス担当副社長の役割を担ってきました。現在グロ
ーバルリーダーシップ開発担当副社長として、ドテラチームをグロ
ーバルに成長させるためにすべての市場のトップリーダーと連携
しながら、新しい市場の成長・開発をサポートしています。グロー
バルな任務に加え、ラッセルはアメリカ国内のリーダーとの関係を
維持し、アメリカ市場と個々のチームを成長させる取り組みに喜び
を感じています。ブリガムヤング大学で経営管理の学位取得後、ユ
タ州立大学で MBA を取得。ラッセルの最大の情熱は人を育成す
ることであり、目標達成を支えるためにドテラのリーダーに協力す
ることです。仕事や出張していないときは、フライロッドを持って川
で魚釣りをする姿を見かけることでしょう。それ以上に彼の真の愛
は4人の子どもたちと妻のシェリーです。ドテラファミリーの一員に
なったこと、またドテラで築かれた生涯の友情を大切にしています。

ジェニファー・パンサ・ロアー（ブルーダイヤモンド）  |  ジェニファー
と彼女の夫ジムは、バンチョビと名付けた改造キャンピングバン
で、イリノイ州シカゴ近郊の自宅から出かけることが大好きです。
ジェニファーはヨガインストラクター、ジムは鍼灸師です。二人は

「Pleasure Points」というポッドキャストを配信しています。美しく
健康的で、独立した生活を送るために情熱的に人々を力づける二
人の活動は、ニューヨークタイムズ、フォーブス、ヨガジャーナルで
取り上げられています。二人にとって成功は、何千人もの人々が体
や活力において健康でいられることを意味しています。

ボイド・トゥルーマン（ダブルプレジデンシャルダイヤモンド、USファ
ウンダー）  |  ボイドは、29年以上におよぶテストグレードの純粋な
エッセンシャルオイルに関する実用的な知識と経験を持っていま
す。若い頃から健康と栄養について学ぶことに情熱を注ぎ、その情
熱はのちに他の人に教え、トレーニングすることへの情熱へと発展
していきました。ウェルネス産業への道を歩み始めたあと、マッサ
ージセラピーを学び、エッセンシャルオイルとさまざまなモダリテ
ィのトレーニングを受けました。培った経験と研究は、どのエッセ
ンシャルオイルが身体の様々なシステムに理想的かの理解につ
ながっています。  

サイモニ・レス（リーダーシッププログラム＆コミュニケーションズ・シ
ニアディレクター、北米DEI委員会メンバー）  |  現在の職務に重要な
鍵となる、ダイレクトセリング業界での10年以上の経験と知識を携
え、サイモニは約5年前にドテラに加わりました。サイモニの最大
の喜びは、自分の努力が他の人たちを支え、その成功を支援でき
ることです。サイモニと妻のアヌヘアには4人の美しい子どもたち（
サリア、アホヌイ、コナ、マタイヤシ）がおり、かれらはドテラの使命
の一員であることを誇りに思っています。

ラッセル・オスガトープMD（最高医療責任者、医療＆科学イニシ
アチブ担当副社長）  |  ラッセル・J・オスガトープ博士は、ドテラの
最高医学責任者（CMO）を務め、プライムメリディアンヘルスケア
の彼のチームと共に、メタボリックヘルスと予防医療に焦点を当
てた革命的な医療ケアを提供することに力を注いでいます。ドテ
ラではヘルスケア環境でのエッセンシャルオイルの使用に関す
る研究を指揮することに力を注いでいます。マギル大学医学部で
医学学位を取得、コロラド州デンバーの小児病院で研修医を務
めた後、ワシントン大学医学部で小児感染症フェローシップを修
了しました。

ジェネラルセッション1日目（9/15木曜日）
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ジェネラルセッション1日目（9/15木曜日）

ベカ・ニクソン（グローバルプロダクトイノベーション担当副社長）  |  
グローバルプロダクトイノベーション担当副社長として、グローバ
ルマーケティング、起業、ブランド構築、製品イノベーションの分野
で20年以上の経験を有するベカは、人の潜在能力を引き出すこと
に強い好奇心と情熱を持ち、最新の科学研究と古代の伝統を組み
合わせて、人間の健康を高めることに生涯を捧げてきました。現代
のヘルスケアシステムに問題があると気づき、彼女はユニークな
知識と背景を応用して、アイデアから商品化まで革新的な製品発
売をリードし、ドテラ製品全体のブランドを支えています。ドテラキ
ッズコレクションとヤロウ・ポムラインを含む歴史的な製品で、コ
ンセプトから発売まで画期的な製品開発を指揮しました。人、製
品、成長に情熱を持ち、ウェルネス・アドボケイトと企業努力の間に
長期的な支援チャンネルを作ることに注力しています。ドテラで人
の可能性を広げることに取り組む中で、5人の子ども、1人の孫、3匹
の子犬と一緒に、冒険したり思い出を作っています。

 アンドリュー・オヘア（上級副社長兼最高マーケティング責任者）  |  
ドテラの最高マーケティング責任者として、アンドリューは製品開
発を指揮し、マーケティング活動をけん引し、印刷、ウェブ、デジタ
ル、ソーシャルメディアにわたる主要顧客タッチポイントを担当す
る社内ブランディング機関、ドテラスタジオを管理しています。ドテ
ラ入社前は、10億ドル規模の健康・美容製品会社の副社長を務
め、戦略とデジタルを管理し、会社の技術幹部をリードしました。国
際ビジネスの学士号を持ち、世界中でコンサルティングに携わっ
てきました。妻ビクトリアとの間に5人の子供がいます。

マイケル・スターリング（カナダジェネラルマネージャー）  |  ドテラに
12年勤務するマイケルは、ユタ大学で中国語の学士号とEMBAを
取得しています。妻エミリーとの間に、旅行が好きな二人の息子が
います。ドテラの使命の中でマイケルが最も情熱を持っていること
は、世界中のウェルネス・アドボケイトと協働し、家族の幸福に良い
影響を与えるために取り組むことです。

 

テラトークス（TERRAtalks™）1日目（9/15木曜日）

テラトークス1（TERRAtalks™）日目（9/15木曜日）

アン・カルフーン、RN（ブルーダイヤモンド）  |  アン・カルフーンは
2013年に親しい友人からアロマタッチを受け、ドテラを紹介されま
した。オイルもさることながら、看護師として彼女が注目したのは
オイルを紹介される際に見た紹介者の愛情の深さでした。家族の
ある問題をオイルが解決してくれたとき、彼女は全力を注ぐことを
決めました。15年間勤務したミシガン州グランドラピッズにあるヘ
レンデボス小児病院の新生児集中治療室での仕事を辞め、2017
年にドテラビジネスをスタートしました。この仕事に伴う個人的、
専門的な成長を愛するアンは、エッセンシャルオイル看護師会議
で3回プレゼンターを務め、ときに複雑な概念の理解を助けること
に情熱を持っています。アンと夫のトッドには3人の子どもと、犬と2
匹の子猫がいます。

ダニー・フリン（ゴールド  |  女性が幸福を得ることができるよう力
づけることに情熱を傾けるファウンダー 2.0  であるダニーは、 ノー
スカロライナ州シャーロットで生まれ育ち、2018年8月にドテラの
愛用者としてウェルネス・アドボケイトになりました。ドテラに参加
する以前、ダニーはフォーチュン500に入る金融機関で10年間、企
業役員向けのコミュニケーションサポート業務に従事していまし
た。熟練したビジネスリーダーそしてメンターであるとともに、ダニ
ーは創造的な起業家でもあります。長年の企業勤務の後、マーケテ
ィング、コミュニケーション、イベント企画を行う会社を設立し、受
賞歴を持つイベントプランナーとデザイナーとして賞を受賞したほ
か、作家として本を出版しています。ダニーと夫のブライアンは現
在、ノースカロライナ州ハンターズビルに住んでいます。二人とも
旅行が大好きで、姪や甥と一緒に過ごすほか、ドラマ「Married at 
First Sight」の熱心な視聴者です。 

ジャネット・ロアーク、DVM（ゴールド）  |  獣医師であるジャネット・
ロアーク博士はテキサス州中央部にある Hill Country Mobile 
Veterinary Service を経営しています。オハイオ州のフィンドレー
大学で生物学、馬術、獣医学予科を専攻し、化学を副専攻して理学
士号を取得しました。その後、2005年にミシガン州立大学獣医学
部を卒業し、獣医鍼灸、フードセラピー、中国漢方医学の資格を取
得しました。博士はストレスによる苦痛と闘った後、自身の健康の
ためにエッセンシャルオイルを使いはじめました。毎日のライフス
タイルにエッセンシャルオイルを取り入れて半年後、獣医の仕事に
もオイルを活用するようになりました。現在は、鍼治療、エッセンシ
ャルオイル、ハーブ、栄養治療、そして伝統的な予防医学を統合す
ることに注力しています。エッセンシャルオイルは文字通り彼女の
人生を永遠に変え、ドテラのエッセンシャルオイルを動物にも安全
で効果的に使うことを世界中の人々に伝えることを使命にしまし
た。「エッセンシャルオイル・フォー・ペット・ガイドブック」を執筆し、
オンライン教育、講演会、動物アロマセラピー認証、相談サービス
を通じて国際的に動物とエッセンシャルオイルコミュニティーに貢
献し続けており、人々と動物を助けることに生涯を捧げています。

 メリッサ・エスゲラ博士（ブルーダイヤモンド） |  カイロプラクティッ
ク医師であるメリッサ・エスゲラ博士は、機能性医学の実践者でも
あります。博士と夫のエヴァンは、自然な解決策を伴う機能的医学
のアプローチを誰もが学び、応用できると確信しています。エスゲ
ラ夫妻はウェルネス会社「ウェルネス・アボード」を設立、次世代の
医療提供者に力を与えるため、アドバイスやウェルネスレシピを
伝え続けています。メリッサがドテラを愛する理由は、ドテラが地
球上で最も純粋で天然のツールを提供し、それを医師でなくても
誰もが利用できるようにしているためです。仕事以外では、夫エヴ
ァンとともに南カリフォルニアのコーチェラバレーや美しいビーチ
を楽しんでいます。 
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テラトークス（TERRAtalks™）1日目（9/15木曜日）

アンジュ・ピーターズ（カナダ、ダブルダイヤモンド）  |  HOL:FITの創
設者であるアンジュは、セルフリーダーシップと健康リーダーシッ
プにおける推進者であり熱心な指導者です。夫のクリス、そして娘
のクロエとエメとともに、最近雪国の地からフロリダに移住。 

 
ロージー・グリーニー（プレジデンシャルダイヤモンド、欧州ファウ
ンダー）  |  ロージー・グリーニー・コップは、夫アダムとともに５
人の子どもを持ち、人生を美しくシンプルに保つことを好み、母親
であることと結婚生活を大切にしながら成功を生み出すために
絶えず努力しています。トップ10子育てポッドキャスト「The Irish 
Mummy」のホストを務めるほか、「Joy」誌のクリエーターでもあり
ます。プレジデンシャル・ダイヤモンドおよび欧州ファウンダー。

 ローラ・ジェイコブス（ダブルブルーダイヤモンド、 USファウンダー）  
|  ローラは5人子どもと、6人の孫を持ち、35年来の夫ジェリーと共
にユタ州に住んでいます。ホリスティックヘルス＆ライフコーチ、ウ
ェルネス・アドボケイト、教育者、国際講演者、メンター、著者、生涯
学習者、ウェルネスセンター経営者として、数十年の経験を持って
います。ドテラのUSファウンダー、そしてダブルブルーダイヤモンド
として、ローラはエッセンシャルオイルの可能性とその化学の特性
について教えることに情熱を傾けています。今のフォーカスは、健
康の優先順位をつける能力を養い、真の幸福を育むライフスタイ
ルを共有することです。「A Healer in Every Home」という世界的な
運動の創立者でもあるローラは、世界中の家庭とつながる運動へ
の参加を呼び掛けています。家族や友人と過ごす時間、アウトドア、
世界旅行、学習とスピリチュアルなものを楽しむこと、常に目的を
持って生きることが彼女の最大の喜びです。

パメラ・タニムラ（ブルーダイヤモンド、ブラジルファウンダー）  |  ブ
ラジルのサンパウロ出身のパメラは、10代の頃にわずか300ドル
を持って、より良い生活を夢見てアメリカに渡りました。ブラジルで
企業経営者である両親から学んだ労働倫理により、ウェイトレスか
ら始め、鉄鋼製造会社の共同オーナーとなりました。しかし彼女は
お金と引き換えに健康を害し、25歳のときにライフスタイルを変え
ることが必要となりました。「そのとき、ドテラと出会い、私の人生だ
けでなく多くの人の人生を支える最高の手段を私は手にしました」
と彼女は話します。パメラはドテラのブラジル市場オープンを支援
しました。ヨガと瞑想のインストラクターであり、またホリスティック
栄養コーチでもあります。夫のルークと3人の子どもたち、アディ、ウ
ォレス、セバスチャンとハワイで暮らしています。パメラの好きな言
葉は「信じることですべては可能になる」です。

アリア・ラブ（シニアイベントコーディネーター）  |  2017年にイベント
コーディネーターとしてドテラファミリーに加わって以来、5回のグロ
ーバルコンベンション、リーダーシップリトリート、コ・インパクトソー
シング旅行、そしてその他多くのイベントとツアーのプランニングと
オペレーションに携わってきました。アリアはイベント業界で約10年
の経験を持ち、有意義で思い出に残るイベント体験を提供すること
に情熱を注いでいます。最近担当したカナダで開催されるイベント
で、すぐにカナダという国、そしてカナダに住むドテラのリーダーの
方々のファンになりました。私生活ではユタ州ソルトレイクシティで
フルタイムの女優、歌手、ダンサーであり、大好きな5人の姪と3人の
甥が自慢です。
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グレッグ・クック（創業役員／役員代表）  |  30年近いキャリアを持つ
グレッグは、グローバルネットワークに支えられたベテラン経営者
です。創業当時から変わらず新しい可能性に限界を超えて挑み、ド
テラが世界で戦略計画や奉仕活動において確かな成長をしていく
のに不可欠な存在であり、ビジネスと慈善事業の国際的な功績を
築き上げるために、極めて重要な役割を担ってきました。アフリカ、
ヨーロッパ、北米、そして最近ではアジアに住み、任務に就いてき
ました。創業者役員、また役員代表として、会社の統一性、ビジョン、
使命、目的を維持するために取り組んでいます。またコーポレート
ガバナンスおよび受託者責任が確実に果たされていることを確実
にする責任を持ちます。ブリガム・ヤング大学で国際関係学の学士
号を取得。地域で複数の委員会に所属し地域社会に貢献していま
す。数ある趣味の中でも、妻のジュリー、5人の子どもたちとその配
偶者、孫たちと一緒に過ごす時間が最高の喜びです。

アシュレイ・ディ・レロ（マインド・コーチ）  |  「バイオ・エモーショナ
ル・ヒーリング®」の創業者であるアシュレイ・ディ・レロは、神経科学
に基づいた革命的なメソッドにより、世界中のクライアントが、慢性
の疼痛、制限をかける思い込み、感情的トラウマから解放され、人生
を成功させることができるよう支援を行っています。医師から10代
の終わりまで生きられないと告げられてもあきらめることなく、心と
体のつながりを変える秘訣を発見、トップクラスのアスリートとなっ
たほか、TVやブロードウェイの俳優として、また起業家、マインドコ
ーチ、モチベーションスピーカーとして活躍しています。 

Bio Emotional Healing is a registered trademark of Ashleigh Di Lello.

 ミッシー・ラーセン（フィランソロピー＆コミュニティインパクト担当
副社長）  |  ミッシーはドテラの慈善事業とコミュニティインパクト
事業を担当する副社長として、世界中の人 と々地域に健康と安全と
自立を促進するために力づけるという使命において、世界で最も
活発なグローバル企業慈善事業の一つを支援しています。ミッシー
は30年以上にわたり、成果を重視する協調的なリーダーとして知ら
れています。彼女の情熱は、公共、民間、ボランティアのリソースを
コミュニティ構築活動に結びつけることです。ミッシーは「イントレ
ピッド・コミュニケーションズ」の創設者であり、またユタ難民コネク
ション（前コーリション）の共同創設者として、SafeUTの創設議長と
して、また数々の委員会でボランティアとして活動しています。ドテ
ラ加入以前は、ユタ州司法長官ショーン・レイズの首席スタッフとし
て、反人身売買、反犯罪、安全な学校、多様性など幅広い問題で多く
のイニシアチブとトレーニング、そしてタスクフォースを指揮しまし
た。ミッシーと夫のサムは4人の子どもがいます。

マーク・ウォルファート（創業役員）  |  創業役員、そしてドテラの法務
顧問として、マークはドテラを強固な基礎の上に確立し、また純粋
な製品、ビジネス、目的、そして何よりも、純粋な人間愛を追い求め
てきました。頭脳明晰であると同時に優しい心を持ち、多くの従業
員やウェルネス・アドボケイト（WA）のメンターとして、他者へ奉仕
するために自分の殻を破るようアドバイスしてきました。ドテラ・ヒ
ーリングハンズ基金（HHF）の創設管理者として、ポジティブな変化、
持続可能性、自立といった言葉を掲げて、世界規模で人やコミュニ
ティをエンパワーするというミッションを遂行しています。ヒーリン
グハンズパートナープロジェクトを通して、自分のコミュニティで何
かよいことをしようとしているWAをサポートすることに大きなやり
がいを感じています。

マークと妻のキャロルには5人の子どもと12人の孫がいます。二人
は人を助け、励ますことでそれぞれが向上することへの情熱を共
有しています。
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デビッド・ヒン（ダブルプレジデンシャルダイヤモンド、台湾ファウン
ダー、NACLファウンダー）  |  デビッドが初めてエッセンシャルオイ
ルに触れた時、興味はそれほどありませんでした。代わりに看護の
訓練を受け、西洋医学の家系に生まれた妻のタウニャがエッセンシ
ャルオイルがオイルを好きになり、彼女の家族はエッセンシャルオ
イルを使用するようになったのです。デビッドはエッセンシャルオ
イルを使ってから子どもたちが癒されるのを目の当たりにし、自分
もディープブルーを使った体験を通じて自信を深め、以来エッセン
シャルオイルを伝える道を踏み出しました。デビッドは妻を連れて
世界中にドテラを伝えています。彼の人生は忙しくコンパクトです
が、エッセンシャルオイルを通して世界中の友人と出会い、彼らの
健康、より良い友情、自己実現の手助けをしてきました。この達成感
がデビッドをエッセンシャルオイルの普及を続ける原動力となって
います。 

エリック・ラーセン（ダブルダイヤモンド） |  エリックは、ファウンダー
であるマスター・ウェルネス・アドボケートのジャスティン・ハリソン
とパートナーを組み活動しています。エリックは1988年からダイレ
クトセリング業界に従事し、50以上の国際市場でビジネスを行って
きました。ウェルネス・アドボケイトになる前、エリックは大きなグ
ローバル企業のCEOを務めていました。彼はドテラが備える人々
の生活を向上させる力に情熱を持っています。仕事における成功
に努力を惜しまない一方で、エリックは妻にとって良い夫であり、3
人の子どもの献身的な父親であるときに、それが最も成功してい
る自分の姿であると考えています。

ティム・バレンティナー（グローバル戦略的調達担当副社長）  |  グロ
ーバル戦略的調達担当副社長を務めるティム・バレンティナーは、
世界的なエッセンシャルオイルのサプライチェーンと戦略的調達
チームを指揮し、45カ国以上（うち半分以上は途上国）からもたら
される純粋で自然のエッセンシャルオイルを継続的にまた確実に
供給する責任を担っています。これを成功させる鍵は、特にドテラ
の原料調達ガイドラインや持続可能で倫理的な生産を確保するた
めのコ・インパクトソーシングの活動を通して、世界中の農家や蒸
留者を特定、計画し、直接作業する能力です。原料調達チームは製
造パートナーと密接に連携し、ドテラと共に成長できるよう持続可
能的に彼らの事業を拡大する活動を行っています。またヒーリング
ハンズ財団と連携して世界中の農家と収穫者のコミュニティを支
援するためのソーシャルインパクトプロジェクトを立ち上げて資金
を提供しています。ティムは、さまざまな発展途上国で成果重視の
社会的影響活動と国際開発プロジェクトを25年以上管理してきた
経歴の持ち主です。 世界銀行（農業・農村開発部門）のスタッフや
コンサルティング、USAIDが資金提供する経済成長プロジェクトの
管理、国際開発における民間企業での勤務などを経て現在に至り
ます。ユタ大学で政治学の学士号を取得、ジョンズ・ホプキンス大
学高等国際問題研究所（SAIS）で国際経済学の修士号を取得して
います。

Dr.デイビッド・K・ヒル（創業役員）｜デイビッド・ヒルはドテラの科
学研究に関連するチーム全体をリードし指揮を執っています。ドテ
ラのウェルネス・アドボケイトの巨大なネットワークの中で最も称
賛され、名をはせている創業役員の一人です。彼の「聞く、愛する、
教える」天賦の才能は純粋なエッセンシャルオイルへの深い理解
と知識でより深くなり、それらが集合的にまた個別に、健康と幸福
の解決策をもたらします。彼は自分の知識をオープンに伝え、誰も
がこの地球の贈り物を利用できるようにし、エキサイティングな新
製品につながる発見を続けています。またエッセンシャルオイルの
コミュニティと現代医学がひとつの病院で共存できる日を夢見て、
研究、試験、有能な医師を通じて医学界とのコラボレーションを続
けています。創業役員として、ヒル博士は何千人ものウェルネスア
ドボケートをガイドし、ドテラ独自の文化を育くんできました。

ジェネラルセッション2日目（9/16金曜日）

アレックス・ダベルMSE（ニュートラシューティカル＆イノベーション
ディレクター）  |  アレックス・ダベルは、ブリガム・ヤング大学で生理
学と発生生物学の科学修士号と生物学の科学学士号を取得してい
ます。マイアミ大学ミラー医学部で生化学と分子生物学の博士号を
取得し、代謝調節、生化学、栄養エピジェネティクス、健康とウェルネ
スに関するエッセンシャルオイルに関する化学のさまざまな側面に
ついて研究を行っています。アレックスは世界中の多くの同僚ととも
にドテラの栄養製品の大部分を設計・開発し、高品質の製品を提供
しています。栄養学における新しい発見を学び、その発見がどのよう
に新旧製品に適用できるかブレインストーミングすることに情熱を
持っています。アレックスと妻のリサと4人の子供たちは、アウトドア
やボードゲームをしたり、バイオリンとピアノを一緒に演奏したり、新
しいレシピを試すことを楽しんでいます。

ブラニック・リグスMD（エッセンシャルオイルエデュケーション担当
副社長）  |  有資格の家庭診療医であるDr.ブラニック・リグスはイ
ンディアナ州ラファイエットで生まれ、世界のさまざまな地域で育
ちました。2001年、アリゾナ大学医学部を卒業し、補完代替医療の
トレーニングを受けました。卒業後、マッケイ・ディーのファミリー・
プラクティス・レジデンシー・プログラムに参加する機会に恵まれ、
彼と家族はユタ州オグデンに移ることになりました。リッグス医師
は家族診療のすべての側面に情熱をもっており、米国家族医学会
の会員でもあります。現在ヘルスケアイニシアチブ担当副社長とし
て患者のニーズに応える新しいヘルスケアモデルを作ることに全
力を注いでいます。彼は自宅でオイルを使い、これを医療に統合す
ることに情熱を傾けています。仕事以外の時間は妻のジュリと共に
5人の子どもたちと旅行やアウトドア、小さな農園の手入れに時間
を費やしています。

サラ・チュバート（パフォーマー）  |  3歳のときに外科医がサラの顔
面神経を切断したことにより顔の右側が麻痺し、また聴力も失って
しまいました。彼女はよく母親に、「どうして私だけ笑顔が曲がって
いて、補聴器をつけているの？」と尋ねたそうです。母は「なぜかは
わからないけど、これはあなたの旅なんだから、一緒に何ができ
るか考えましょう」と言いました。これは母の口癖であり、それが今
の彼女を形作っています。彼女は自分がやろうと思ったことは何で
もできるということを伝えることに情熱を持っています。女優であ
り、ろう者女子バレーボール米国代表チームのキャプテンでもあり
ます。また「アナと雪の女王２」の「Show Yourself」（ミリオンヒット
曲）や「ハミルトン」の作者、リンーマヌエル・ミランダが自身のソー
シャルメディアに再投稿した「Alexander Hamilton」などの歌を手
話で歌っており、人々を鼓舞するためにモチベーションスピーカー
として活躍しています。 

マイク・マンゲルソン（ビジネス開発シニアディレクター）  |  20年以上
にわたり、さまざまな組織や業界で活躍する、ビジネスオペレーシ
ョンとセールスに豊富な経験を有するリーダーです。ビジネス開発
チームのシニアディレクターとしてチームを監督し、ウェルネス・ア
ドボケイトとの関係を築き、ドテラのミッションに沿った戦略の作
成と指揮に注力し、現場と企業の間の貴重なコネクションを提供し
ます。マイクの強みは、解決策を見つけて個人の成功を支援するこ
とにあります。彼と妻のクリスティには6人の子どもがいます。旅行
に出かけ、新しい場所を知ることに情熱を持っています。

テラトークス（TERRAtalks™）2日目（9/16金曜日）
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アシュリー・アンダーソン、PhD、 WHNP-BC（プラチナ、USファウンダ
ー2.0）  |  アシュリー・アンダーソン博士はルイビル大学より2008年
に女性医学ナース・プラクティショナーの専門で看護学修士号
を、2012年に医療従事者教育課程で免許を、そして2016年に看護
学博士号を、すべてルイビル大学から取得しました。2005年にベリ
アカレッジで看護学の学士号を取得しています。ベリアカレッジの
女子バスケットボールチームでは記録を保持するチームキャプテ
ンとして活躍しました。アンダーソン博士は学業に励む中で、さら
なる奨学金の機会を得るためにミスコンテストにも参加、2013年
にはミス・ケンタッキー・アメリカ、2010年にはミス・ブラック・オハ
イオを受賞し、2008年には47年ぶりにルイビル大学で開催された
ミスコンテストで栄冠に輝きました。アシュリーが創立しCEOを務
める「Athena Health and Wellness」は、ケンタッキー州ルイビル
で初めてとなる女性のためのクリニックです。2020年にドテラとパ
ートナーとなり、西洋医学の領域で自然医療を促進するために、エ
ッセンシャルオイル事業を開始しました。家族計画の専門家、訓練
を受けた研究者、著者、認定健康科学教育者、地域活動家、国際ラ
ンウェイモデル、女優、ラジオパーソナリティ、モチベーションスピ
ーカーとして活躍しています。アトラス、エースという2人の息子と
ともにルイビルエリアに在住。

ロブ・コーニレス：ゲームフェイス社創設者兼CEO。世界的ベストセ
ラー「The Sales Game Changer: How to Become the Sales Person 
People Love（セールスゲームチェンジャー：人に好かれる営業マン
になる方法）」の著者、ポッドキャスト「Underdogs to Champions」
の司会者、BYUマリオットスクール・オブ・ビジネス非常勤講師。ウ
ェルネス・アドボケイトであるロブ・コーニレスは、世界中で営業
の初心者と専門家に、営業のものの見方と習得方法を変えてき
ました。ドテラのビジネスを始める前に、ロブは有力で著名なプ
ロスポーツ、エンターテイメント、そしてアメリカの経済界で従来
のセールステクニックを生み出すパイオニアとして名声を得まし
た。1995年に会社Game Face Inc.を立ち上げた後、ロブはディズ
ニー、NFL、NBA、MLB、MGMインターナショナル、マジソンスクエア
ガーデン、デンタルインテリジェンス、MaritzCX、Lucid、VitalSmarts
で、そして現在はドテラのウェルネス・アドボケイトとして、世界400
ブランド以上の5万人の会社幹部にアドバイスとコーチング指導を
行ってきました。ロブの最新著書「The Sales Game Changer: How 
to Become the Sales Person People Love」は発売から12時間で、
世界4大陸でセールス1位を記録したベストセラーとなりました。ま
たポッドキャストを通じて、メグ・ホイットマン、スティーブン・M・R・
コヴィー、またAtHomeやコロンビアスポーツウェア、またコトパク
シのCEOといった氏の友人や著名なビジネスパーソンからの貴重
な洞察を紹介しました。詳細およびトレーニングについてはwww.
robcornilles.com をご覧ください。

 ジェナ・カッチャー（基調講演者）  |  ジェナ・カッチャーはミネソタの
小さな町に生まれ育ちました。妻、2児の母、そして起業家であり、
毎日次の２つのことをめざしています―人生に目覚められるよう
周囲の人を助けることと、快適なズボンで履いて過ごすこと。マー
ケティング分野で１位にランクインしたポッドキャスト「The Goal 
Digger Podcast」のクリエイター兼司会者を務める彼女は、10年間
一流のオンライン教育者としての活動を通じて、何千人という人が
成功の意味を定義し直し、大胆な夢を追いかけることを後押しして
きました。6月28日に発売され、ニューヨーク・タイムズ紙のベスト
セラーとなった彼女のデビュー作「How Are You, Really?」では、彼
女が学んだことのすべてをもとに、読者が本当に充実した人生を
送るためのステップをわかりやすく解説しています。著書には、す
べてはシンプルな質問をすることから始まり、最終的に答えを導き 

 出すことについて書かれています。 

ジェネラルセッション3日目（9/17土曜日）

テラトークス（TERRAtalks™）2日目（9/16金曜日）

ベイリー・キング（プレジデンシャル・ダイヤモンド）  |  ベイリーは、妻
であり、5人の子ども（もうすぐ6人になります）の母親であり、プレ
ジデンシャル・ダイヤモンド、そして北米ファウンダーです。アイオワ
とフロリダを行き来し、太陽とピックルボール、そして家族と一緒に
屋外で過ごす時間を楽しんでいます。ドテラと出会う前、ベイリー
は写真スタジオを経営していました。ベイリーと夫のマット
は、2014年から主に中西部で、楽しく思いやりのある素晴らしいチ
ームとドテラのビジネスを築いてきました。ベイリーは新しい顧客
の方の目が輝いて、彼らの健康問題に希望の光を与えられるのを
見ることが大好きです。また、チームに貢献し、大きな可能性を見
出す手助けをするのも彼女の喜びです。ベイリーはチームの一番
のチアリーダーなのです。 

スティーブ・スコット（ダイヤモンド）  |  ハイパフォーマンスのライフ
コーチであり、マスターティーチャーでもあるスコットは、ブリガ
ム・ヤング大学で結婚と家族療法の学位を取得し、ゴンザガ大学で
リーダーシップの修士号を取得しました。世界中の何千人もの人
々と接する中で培ったスキルにより、教えることとライフコーチング
の技術と心理学を習得しました。生涯の伴侶であるチェルシーと結
婚、7人の子どもがいます。

ケイラ・モンソン（ブルーダイヤモンド、北米ウェルネスファウンダー）  
|  夫のルークと2人の娘とともに、カリフォルニア州アタスカデロに
在住。心理学の修士号を取得した後、結婚と家族問題のセラピス
トとして10年のキャリアを有します。彼女の他者に奉仕をしたいと
いう思いはドテラのビジネスチャンスに適合しています。セラピス
トとして働きながら3年間ビジネスを構築した後ダイヤモンドを達
成、その後USファウンダーズクラブのメンバーになりました。セラ
ピストのライセンスを保持していますがドテラにフルタイムの情熱
を傾けています。ドテラの何が一番好きかと聞かれたら、ケイラは「
それは創造性を外に向けて届ける手段です。ドテラで今まで不可
能だと思っていた大きな夢を見ることができます。」と言うでしょう。

オリオン・メセニー（ゴールド）  |  ウェストバージニア州ブルセット
ン・ミルズ出身、この地に美しい妻ケイリーと住んでいます。彼は14
歳の時にクリアな肌を取り戻そうとドテラのエッセンシャルオイル
を使い始めました。10年が経った今、彼はエッセンシャルオイルの
パワーを伝え続けています。 

エリン・ウィルキンス（ダイヤモンド、USファウンダー2.0）  |  正看護師
の資格を持つエリンは最近カリフォルニアからテネシーに一家で
引っ越しました。彼女は5人の子どもの母親であり、40エーカー（約
16万平方メートル）の農場に住み、ホームスクールをしています。
エリンは2019年に主にソーシャルメディアを通してドテラのビジ
ネスを構築し始めました。他の人に力を与え、彼らが自分の健康を
管理するために利用できる方法を共有することに情熱を注いでい
ます。 
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ジェネラルセッション3日目（9/17土曜日）

ジャスティーン・ブルーム（グローバルブランド＆プロダクトマーケテ
ィング担当副社長）  |  ジャスティーンはグローバルブランドとプロ
ダクトマーケティング戦略を含むドテラのスタジオマーケティング
グループを指揮するグローバル責任者です。現職の前に、ジャステ
ィンはコンサルタントとしてドテラで多くの企業イニシアチブに貢
献しました。彼女はスタジオチームの戦略的発展、多くのウェルネ
ス・アドボケイト構想、ブランド、キャンペーンマーケティング、製品
ポジショニング構想に携わりました。オーストラリア、イギリス、北
米のグローバル企業やブランドで20年以上にわたり大規模なマー
ケティングおよび戦略チームを率いた経験豊富なビジネスおよび
ブランド戦略家です。2014年にアメリカに移住する前は、母国オー
ストラリアでフルサービスを提供する広告代理店の創業者・CEOを
務め、デジタル、ソーシャル、エクスペリエンスマーケティングに深
い専門知識を有しています。2019年8月にドテラと最初の契約を始
める以前、ジャスティーンはニューヨークのVaynerMediaで最高戦
略責任者を務め、数十のクライアントにサービスを提供するグロ
ーバルチームを運営していました。 

クリスティーナ・バデル（プレジデンシャルダイヤモンド、NALファウン
ダー、北米ウェルネルファウンダー、USファウンダー2.0）  |  ベネズエ
ラ出身の起業家であるクリスティーナは、誰もが自分の可能性を
最大限に発揮できるようにすることに情熱を注いでいます。故郷
のカラカスでソーシャルコミュニケーションを学び、2011年に優秀
な成績で卒業しました。クリスティーナは常に起業の世界に魅了
され、ベネズエラ（FOTOMOV）とマイアミ（Memory Land）の2つ
の写真会社を成功させ、2014年にアメリカに移住しました。2019
年、クリスティーナはドテラと出会い、わずか1年半で会社の最高
ランクであるプレジデンシャル・ダイヤモンドを達成しました。以
来ドテラで、身体的そして経済的な健康をシェアすることで他の起
業家がより良いリーダーになるのを助けるという、彼女の夢の仕
事に取り組んでいます。趣味は歌とダンス、家族との旅行、自己啓
発の本を読むこと。ドテラを愛する理由は、経済的目標を達成し、
素晴らしいコミュニティを築きながら自分自身がより良い人間に
なれるからです。

ジャスティン・ハリソン（ダブルブルーダイヤモンド、USファウンダー）  
|  私はこれまでの20年間、世界中を旅しながら人々が自然に健康
を増進できるように伝え、鼓舞してきました。私はドテラで最初のウ
ェルネス・アドボケイトとして、多くの人が安全なウェルネスソリュ
ーションを活用し、自然な方法で体をサポートしている姿を目にす
るのは素晴らしい経験となっています。人道的努力、前向きなライ
フスタイルの変化、素晴らしい関係と共に、私は皆さんに奉仕する
ために努力し続けたいと思っています。自分自身の健康に力を得
たい方、経済的な成果を目指す方、伝える機会をお探しの方など、
いろんな方々と交流することができてうれしく思っています。

ジェネラルセッション3日目（9/17土曜日）

Jジャレッド・オーガー（北米担当副社長）  |  エッセンシャルオイル業
界、市場開発、マーケティング、グローバルロジスティックスに関す
るジャレッドの幅広い専門知識は、ドテラにとって貴重なもので
す。ブリガムヤング大学マリオットビジネススクールを卒業
後、2010年にドテラに入社。オーストラリア市場創設時のジェネラ
ルマネージャーとしてメルボルンオフィスをオープンした後、ドテ
ラ・カナダの初代ジェネラルマネージャー、そして直近ではドテラ・
ヨーロッパの副社長としてキャリアを築きました。オーストラリア、
ニュージーランド、カナダ、ヨーロッパにおける成長を推進し、次は
北米でさらなる成功をサポートし、新しい成長の波を育てることに
心躍らせています。製品に情熱を持つジャレッドはコ・インパクトソ
ーシングとヒーリングハンズのイニシアチブに力を注いでいます。
ジャレッドは、「私のビジョンは、ドテラの原料調達を人々が見る機
会を与え、人々が地域社会ができる限り最良の人生を送れるよう
助ける私たちの専心を示すことです」と話します。ジャレッドと妻の
ケイティには4人の子どもがおり、家族一緒に新しい冒険、場所、人
々を発見することを楽しんでいます。

グローバルコネクション2022



パフォーマー

77

マデリーン・ミハチェビッチ

マデリーン・クランドール

アシュリー・ヘス

コナー・ロス

ケイトリン・コック

ジョニー・D

ジョーダン・モイズ

エリオット・ニコル

モーゲン・コール アレキシア・メイヤー

デビッド・ヘルナンデス

ティモシー・ルイス

トミー・グリーン

サラ・チュバート

ブームクルー

コンベンションアプリ
でパフォーマーのバ
イオグラフィーをチェ
ックすることができ
ます！
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ジャスティン・ブルーム
グローバルブランド＆プロダク
トマーケティング担当副社長

シャノン・バイブル
カスタマーエクスペリエンス担

当副社長

マイク・マンゲルソン
ビジネスディベロップメント・

シニアディレクター

マイケル・スターリング
カナダ・ジェネラルマネー

ジャー

ミスティー・ボンド
パブリックリレーションズ担

当副社長

トッド・トンプソン
執行副社長兼最高情報責任者

シェリー・ガードナー
グローバルイベント・シニアデ

ィレクター

ファン・ゴメス
北米ラティーノビジネスディベ

ロップメントディレクター

オースティン・ラフ
カナダビジネスディベロップメ

ントディレクター

ドリュー・ウォルファート
最高財務責任者

ジャレッド・オーガー
北米担当副社長

アンドリュー・オヘア
上級副社長兼最高マーケティン

グ責任者

ベカ・ニクソン
グローバルプロダクトイノベ
ーション、ライフスタイル担

当副社長

メラニー・シルバ
ダイアヤモンドクラブ・シニア

マネージャー

ソンドラ・カハワイ
グローバルリーダーシップエク

スペリエンス・ディレクター

ショーン・ポインター
オペレーション担当上級副

社長

リズ・アンドレー・ロイ
フランス語圏カナダビジネスデ
ィベロップメントディレクター

ルビー・レグイザモン
南東部ビジネスディベロップメ

ント・ディレクター

サラマリー・スミス
ストラテジックリーダーシップ

育成担当副社長

ジェイク・レイス
太平洋ビジネスディベロップメ

ントディレクター

シェリー・チャン
北米中国語圏ビジネスディベ

ロップメントディレクター

ジェイス・パルマー
山岳部ビジネスディベロップメ

ントディレクター

ラッセル・バターズ
グローバルリーダーシップ開

発担当副社長

ミッシー・ラーセン
フィランソロピー＆コミュニテ

ィインパクト担当副社長

マイク・アレン
北東部ビジネスディベロップメ

ントディレクター

サイモニ・レス
リーダーシッププログラム＆コ
ミュニケーションズ・シニアデ
ィレクター、NA、DEIコミッティ

ーメンバー

アラン・マイケリス
中部ビジネスディベロップメン

トディレクター

主なウェルネス・アドボケイトサポートチームメンバー

グローバルコネクション2022
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