S a l es
WAのための

Salesガイド

ドテラウェイ

The doTERR Way
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ドテラ製品をシェアすることは、周りの人の人生に革命を起こす手助けをすることです。あなたはドテラ・ウェルネス ライフ
スタイルを実践して変化を体験し、そのとても大きな影響力を理解しています。そんなあなたの第一目標が、人生を変える
製品を周りにシェアすることなら、
セールス
（販売）は自然なことだと感じるでしょう。
「セールスパーソン」になるという考えに怖気づいてしまうかもしれませんが、
ドテラ流のセールス「ドテラウェイ」は、手を
差し伸べ、話を聞き、関係を築き、そして自分の人生に関わる人を心からケアするためのものです。
ドテラウェイは、
「信頼、
誠実さ、思いやりを持って、人と必要な解決策とを結びつけること」がセールスだと再定義します。
本ガイドをセールスのためのワークブックとして活用してください。
セールススキルを向上させ、成功につながるビジネスを

「セールスとは、
他の人も気に入ると思う何かを
情熱を持ってシェアすること 」
−ヘイリー・ホブソン
（ダブルプレジデンシャル
ダイヤモンド）

さらに成長させるためのツールとリソース
（資源）
を理解すれば、確信と自信をより強固なものにしながらWA（ウェルネス・ア
ドボケイト）
としての役割を果たすことができるでしょう。

「販売すること」
について知る
ドテラ製品をシェアすることは、希望、
エンパワーメント、
ヒーリングをもたらすウェルネス ライフスタイル全般を販売することです。適切な食生活を送り、運動量を
増やし、睡眠の質を向上させ、心身をリラックスさせ、溜めない身体づくりの手助けをあなたは行っています。単にエッセンシャルオイルを売っているだけではなく、
周りの人がより幸せで健康的な生活を送れるよう手助けしているのです。
このようなウェルネス ライフスタイルを送ることができる、
と気づかせるためには、
あなたが成功モデルになる必要があります。
自分のライフスタイルに製品を取り
入れ、人生を変えていけばいくほど、
ドテラ製品の販売に自信が持てるようになります。

販
WAの登録のお誘いをするときには相手に以下のことを必ずお伝えしま
しょう。
1. 勧誘者自身の氏名と会社の名称
2. 特定負担を伴うビジネス形態で、
その勧誘目的である旨
3. 製品の種類
重要事項は必ずお伝えください。
1. 製品の種類・性能もしくは品質に関する事項
2. 連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項（登録料・更新料・ボーナ
ス取得条件の製品購入）
3. 契約解除に関する事項
（クーリング・オフを含む）
4. 特定利益に関する事項
（報酬の仕組み）
5. その他、取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
（未成年登録不可・夫婦別登録不可等）
必ず
「概要書面」
は交付してください。
禁止行為 以下の行為は禁止されています。
1. 重要事項の不告知
2. 不実の告知
（虚偽の告知・オーバートーク）
3. 威迫困惑行為
勧誘を行うときに、契約させようとして相手を威迫したり、契約の
解除の申し出があったときに、
これを妨害するために相手を威迫
して困惑させるような行為。熱心さが度を過ぎて相手方の気持ちを
考えず、
強制にならないように注意してください。
4. 勧誘目的を告げず、
公衆の出入りしない場所へ誘っての勧誘
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販売する目的を知る
心から望む結果になるようにするには、
ドテラ製品をシェアする目的を明確にすることが重要です。言うべきことが用意されていれば、
シェアする際のストレスが
減ります。なぜドテラ製品やウェルネス・ソリューションズ（健康上の解決法）
を販売するのか、
このセクションを活用しながら明確にしましょう。

ドテラはあなたの人生にどのような影響を与えましたか？
（3つ挙げてください）

1

2

3

ドテラ製品をシェアすることで、
周りの人の生活にどのような変化を与えることができますか？

取り

P

プロセスや繰り返し可能なステップに従うことは、
セールスを成功させるために

準備

覚えていてください。
どの段階でもサービス精神を忘れないようにしましょう。
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ズを理解するよう努めましょう。
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なたには、
ドテラのナチュラル・ソリューションズ（自然の力を活かした解決法）
で人々をエンパワーするチャンスがあるのです。人の話に耳を傾け、相手のニー
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人との関係構築に最も重点を置いて取り組めば、
自然と販売につながることを

する
招待

と共に取り組むべきステップを、一つひとつご案内しています。

サポー
ト

不可欠です。
ドテラ・セールスサイクルは、
エッセンシャルオイルやドテラ・ウェル
ネス ライフスタイルの紹介から登録に至るまで、新規・既存のカスタマー候補者
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販売方法を知る

招待

ナ

ドテラ製品をシェアする理由を尋ねられたら、
どう答えますか？
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その変化を周りの人に与えたいのは、
なぜですか？
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セールスを受け容れる

Embrace Sales

誤
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「カスタマーに教え伝えるだけで

生まれながらのセールスパーソン
あなたは子供の頃から、セールスパーソンとして素晴らしい成功を収めてきました。
どんな遊びをすべきかを友達に
提案し、納得させて遊んでいましたね。
これまでにお気に入りの美容院、新しいレストラン、
リゾート地などを友達に勧

売り上げは上がります。
エンパワーされ、個々のニーズに
基づいた最善の決断を
下せるようになるからです 」

め、
セールスに寄与したかもしれません。
それは勧めたものにあなたが夢中で、
シェアしたくてたまらなかったからで
す。
あなたは生涯にわたりセールスパーソンなのです。

−ベティ・トーレス
（プレジデンシャル
ダイヤモンド）

プロのセールスパーソンとは
プロのセールスパーソンとしての仕事は、人のために価値を見
出し、彼らが前進するかしないかを決める手助けをすることで
す。正しく行えば、セールスは自然に感じられ、楽しく充実したも
のになるでしょう。
あなたがプロフェッショナルな態度をとれば、
カスタマーとあなたの両者にとって心地よい体験となります。交
流中にポジティブな体験を創出することがあなたの目標となり、
あなたが知識とプロ意識をどのくらい示せるかでその達成がほ
とんど決まります。

ネガ

下の表を活用し、
プロのセールスパーソンになるためにどこに

彼ら

磨きをかけていきたいかを確認しましょう。

アマチュア
売る製品に関心がない
プレッシャーを与える
拒絶されると失望する
違和感を抱かせる
知ったかぶりの態度
ネガティブ
“WHY（動機）”がない
言い訳を見つける

>
>
>
>
>
>
>
>
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プロフェッショナル
製品を理解し、信頼している
シェアの場を作る
「NO」
と言う人と関係を築く
人を良い気分にさせる
コーチングができる
ポジティブ
人生とビジネスにビジョンがある
解決法を見つける

誤解を解く
「セールスパーソン」への誤った思い込みを解くことが、セールスへの抵抗をなくす最初のステップです。セールスパーソンとしての成功を、セールスへのネガティ
ブなイメージがブロックしているかもしれません。
このセクションを活用し、
セールスに対するあなたの認識を分析してドテラウェイを理解しましょう。

けで

ズに

」

セールスパーソンから受けたネガティブな体験を思い出してください。嫌だったことを書き出しましょう。
1

2

3

どのように感じましたか？ なぜネガティブな体験となったのかを説明してください。

ネガティブな体験の次は、ポジティブな体験を思い出してみましょう。本当に必要とするものを見つけてくれた素晴らしいセールスパーソンに会ったことがあれば、
彼らとのやり取りを思い出してみましょう。
プロのセールスパーソンが持つ影響力を理解することが大切です。

セールスパーソンから受けたポジティブな体験を思い出してください。
嬉しかったことを書き出しましょう。
1

2

3

どのように感じましたか？ なぜポジティブな体験となったのかを説明してください。

畑で種を蒔くように、関係構築には時間と思いやりが必要です。すべてのやり取りが、関係を育むための重要な要素なのです。
あなたが今日蒔いた種
は、力強く成長して素晴らしい実をつけます。誰かの人生がより良く変わること、
あなたのビジネスが成長すること、生涯続く友人ができること―あな
たはそんな実を収穫することになるでしょう。
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セールスの本質

Sales Essentials
「話を聞くこと」
から始める
成功しているセールスパーソンは、最も重要なことはヒアリングだと理解しています。相手を知る前にセールスを始めようとしてプレッシャーをかけないようにしま
しょう。
ヒアリングが関係構築プロセスであることを忘れず、話を聞くことで相手のニーズを理解し、人の課題に役立つ解決策を提供することができるのです。
説得力や販売する製品にどれほど自信があったとしても、すべての人がすぐに購入するわけではありません。マーケティング調査によると、売上が発生するのは、
5〜12回目の交流時が多い1とされているので、種を蒔き、関係を育み続けてください。今日
「NO」
と言った人が、将来的に
「YES」
と言うことがよくあるとわかるでしょ
う。製品購入に関心がない相手にも、話に耳を傾け、敬意を持って接しましょう。
ドテラ・ウェルネスピラミッドを使って相手のニーズを明らかにし、
ドテラ製品を使った解決法を提供しましょう。

ヒアリングをリードする

実践できている度合いを、
それぞれ1〜10の点数で自己評価しましょう

自己評価へ導く質問を投げかけてみましょう。

ヘルスケア

ドテラ・ウェルネスピラミッド

積極的医療・専門ケア

「 点数を見てください。サポートが一番必要なのは
どこですか？

知識に基づくセルフケア

もっとナチュラル・ソリューションズを取り入れたいのは
なぜですか？

溜めない身体づくり
ライフスタイル

90日間のウェルネス・プランを一緒に立ててみませんか？
休息とリラックス

自己評価が一番低い項目の点数が上がったら、
あなたの人生はどうなりますか？

運動

効

」

「

適切な食生活

「

解決法を提供する
ドテラ製品を販売することは、
自然の力を使って健康上の課題を解決する方法を提供することであり、人に希望を与えるものです。
あなたが提供したくてたまらな
いものを、探している人が必ずいます。
そのような人と解決法とを結びつけ、
どうすれば生活を向上させることができるかを気づかせることがあなたの仕事です。

「

自分の体験を思い出す
あなたがセールスを受けたときのやり取りを評価し、
以下の質問に答えましょう。

「

セールスパーソンが一方的に話したら、
どう感じますか？

「

話をしすぎることを避けて相手のニーズを見つけ出すためには、
どうすればよいでしょう？

1

ロバート・クレイ
「なぜ人はフォロワーでいたいのか」より
参考：https://www.marketingdonut.co.uk/sales/sales-techniques-and-negotiations/why-you-must-follow-up-leads（2019年1月23日現在／英語のみ）。
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「相手のニーズに

フォーカスすれば、
ドテラへ導けるようになります。
質問の達人になりましょう。
相手を理解すればするほど
その人のニーズに合う解決法が
簡単に見つかります 」

しま

は、

−メロディ・ワッツ
（プレジデンシャル
ダイヤモンド）

しょ

効果的な言葉を使用する
効果の弱い言葉
「私はエッセンシャルオイルを
販売しています」

より効果的な言葉

WHY（理由）

「私は、女性がナチュラル・ソリューションズでエネルギー

多くがエッセンシャルオイルを販売している中、あな

を高め、睡眠やウェルネスのサポートをし、ベストでいる

たは完全なるウェルネス ライフスタイルを提供して

ためのお手伝いをしています」

います。

「クラスの最後に、
これらのオイルの入手方法をお伝えし
「何も買う必要はありません」

ます。
あなたのご家族にとってベストな解決法を選ぶお

購入機会を紹介し、
後は相手に任せましょう。

手伝いをします」

らな

。
「お友達の名前を教えてくれたら、
とても助かります」

「お気持ちはわかります。
他の皆さんも同じ気持ちです」

「ドテラに興味のありそうな方を知っていますか？」

「マリアも同じことを言ったから、
とてもよくわかります。でも、彼
女は家族のためにナチュラル・ソリューションズキットでできる
ことをすべて理解すると、始めることにワクワクしていました」

その人と同じくらいドテラに興味のありそうな人が周
りにいるか確認しましょう。

ネガティブな意見が出ても無視せず、第三者の具体的
な体験を出して不安を解消しましょう。

「予約を入れる」
というフレーズは、歯医者へ行くよう
「次の予約を入れましょう」

「訪問の時間を設定しましょう。数分でできます」

な気楽な感じで、友人や家族と会うのと同じような感
覚で訪問する日時を決めましょう。
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成功の基本要素

Fundamentals of Success

ス

成功

成功

集中

マインドセット

成功しているWA（ウェルネス・アドボケイト）は、3つの主要要素の枠組みの中で成功への鍵となる習
慣を確立しています。考え方を示す「マインドセット」、行動を示す「スキルセット」、用いるシステムや
ツールを示す
「ツールセット」
です。
トップクラスの売り上げをあげるセールスパーソンは、
この基本要
素に集中することで成功を収めています。
成功の基本要素を自分で育て、ビジネスの成長を加速させましょう。前向きなマインドセット、
プロ
フェッショナルなスキルセット、実績のあるツールセットを確立すると、鍵となる習慣が形成されてい

鍵となる
習慣

きます。
これらの習慣を身につけるには時間がかかりますが、続けてみましょう。

マインドセット
セールスにはマインドセットが重要です。
自分自身と製品に自信を持たなければなりません。
このガ
イドのP3で、
あなたは「販売する目的を知る」
ことを明らかにしました。
よく見直し、周りの人の人生に

スキルセット

ツールセット

変化をもたらす力があること、
そして、
なぜそのような変化を人に与えたいのかを忘れないようにしましょう。
前向きで自信に満ちたマインドセットは、
自然にセールスの成功へとつながり、鍵となる習慣の強化を促します。
自発性は、正しいマインドセットを持つために重要な要素です。困難な状態のときや自信がゆらいだとき、意欲を維持する方法を見つけましょう。
メンターに電話を
かけたり、
ビジョンボードを見直したり、感動的な動画を見たり、役立つものなら何でもかまいません。
セールスで落ち込むことは必ずあるものなので、精神を高く
保ち、集中するための戦略を整えておくことが重要です。

鍵となるマインドセット習慣
実践している習慣にチェックを入れましょう。
実行責任 − 成功は自分の責任だと理解しています。言い訳はしません。
コーチング − フィードバックを受け入れ、他の人からのアドバイスに耳を傾けます。
ビジョン − 何を、なぜ達成したいのかを理解しています。
粘り強さ −「NO」
と言われても否定されたとは受け取りません。
関係構築には時間がかかり、何度かの交流の後に購入に至る場合がよくあることを認識しています。
ポジティブ − 品質の良い製品、サポートしてくれる会社、
チームメンバーに対し、関与のレベルに関わらず感謝を示しています。
親切 − 自分にも他人にも優しくあります。
カスタマー
（愛用者）やビルダーと会うときは、
自ら赴きます。
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スキルセット
成功しているWAは、
それぞれに異なる才能や強みを持っていますが、
共通して持っている重要なセールススキルもあります。
成功への道のほとんどが、
自己管理のプロセスです。独立して仕事をするには、ハイレベルな自己管理力が求められます。
集中力を保つために目標を設定し、
自分自身で計画を立てましょう。

「行動こそが
すべての成功への
根本的な鍵である 」

トップセールスのスキル
トップセールスのWAは、次のスキルを習得しています。以下のリソースを使って各スキルに関する知識を深め、
自信が持てるようになるまで練習しましょう。習得済みのスキルをチェックし、いちばん下に合計を書いてくださ
い。すべて終了したら再び実行し、改善を繰り返して磨きをかけていきます。
サクセス・トラッカーを常に最新状態に更新しましょう
（
『Launchガイド』P7参照）。
真心でつながり、信頼関係を築きましょう。
セールスの成功は、
あなたが関わる人の数と結びつきます。
（『Launchガイド』P8、
『Trainガイド』P5下 参照）
上手にプレゼンテーションへ招待しましょう。
クラスの日程は必ずカレンダーに記載します
（『Launchガイド』P9参照）。
人を惹きつけるクラスを開催しましょう。

（『Trainガイド』P10〜11、
ドテラ・ジャパン オフィシャルサイトのエンパワード・サクセス内にあるナチュラル・ソリューションズの動画 参照）
上手に登録へ導きましょう
（『Launchガイド』P11 参照）。
不安を解消しましょう
（『Launchガイド』P11、
『Trainガイド』P11参照）。
次のクラスにつなげましょう
（『Trainガイド』P12参照）。
ライフスタイル・サポートを通じて愛用者に寄り添いながら、
ロイヤルティー・リワード・プログラム
（LRP）の次の3ヵ月分の注文について
個々に合ったプランを作成しましょう
（『Launchガイド』P12〜13、
『Liveガイド』参照）。
成功するクラスを行うために、
ホスト
（主催者）
を決めましょう
（『Shareガイド』参照）。
ドテラと共にビジネス構築するよう愛用者をインスパイアしましょう
（『Trainガイド』P9、
『Buildガイド』参照）
。

習得したスキルの合計

ット

話を

高く

−パブロ・ピカソ

鍵となるスキルセット習慣
実践している習慣にチェックを入れましょう。
責任 −「やる」
と言ったことは、必ず実行しています。
時間／優先事項の管理 − 時間を効率的に使い、PIPES活動を毎週予定に入れています。
業務時間の大部分をIPE活動（招待・準備・登録）に費やしています。
コントロールできることはする − すべてをコントロールはできないとわかっていますが、
態度・スケジュール・活動は自分でコントロールしています。
練習 − セールススキルを磨き続けています。
一貫性 − 望ましい結果をもたらすセールス活動にエネルギーを集中させています。
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成功の基本要素

ド

T

Fundamentals of Success

ツールセット
成功への道を最も効率的に歩むには、実績あるシステムとツールセットを使用することです。エッセンシャルオイルを効果的に紹介し、教え伝え、登録へ導き、
ナ
チュラル・ソリューションズと共にウェルネス ライフスタイルにカスタマーを引き込むためのツールや、
ビジネスを加速するために必要なツールをドテラは提供し

ドテ

ています。

紹介

ため

9つ
エンパワード・サクセス
実証済みのメソッド（手法）
とリソース（資源）を提供するエンパワー
ド・サクセス システムは、
ドテラのリーダーたちによって書かれたもの
で、製品のセールスを成功へ導き、ビジネスを成長させてくれます。

エンパワード・
サクセス
システム

エンパワード・サクセス システムについて詳しく学べば、各ツールが目
的を持っていることがわかり、活用することで何をすべきかも、人に同
じようにしてもらう
（デュプリケーション）ためのトレーニングをすること
も容易になります。
詳しくは、
ドテラ・ジャパン オフィシャルサイトのエンパワード・サクセス
ホームをご覧ください。

9つ

いに

セー

まう

Empowered You
（エンパワード・ユー）
生まれながらの強みを最大限に活用してビジネスを構築していきたいなら、
ドテラが提供する
ツール『Empowered You − Strengths Guide for Builders（日本未発売）』が役立ちます。
「エン
パワード・ユー」の映像ライブラリ
（英語のみ）
を通じて、
あなたの強みを知りましょう。
これらの
ツールは、
セールスにより多くの喜びを見出し、
より成功する方へと導いてくれます。
研究によると、毎日自分の強みを活用している人は生産性が高く、活用していない人の6倍は仕
事を楽しんでいるという傾向があるそうです。
また、活用している人は、活用していない人より
も、生活の質が3倍高いという報告もあります1。
ドテラのオフィシャルサイト
（US）
のEmpowered
Youのページから、
『Strengths Guide for Builders』
をダウンロードすることができます
（英語版
２
のみ）
。

鍵となるツールセット習慣
実践している習慣にチェックを入れましょう。
自己管理 − 一生懸命取り組み、
ツールとシステムを常に使っています。
わかりきったことはやりません。
システム − ドテラのセールスプロセスの各ステップに集中して取り組み、同じことが行えるようエンパワード・サクセスなどのシステムを用いて、
他の人をトレーニングしています。
準備 − LRP注文に鍵となるツールを追加しました。必要なものはあるため、焦りはありません。

1
2

ギャラップ社による
（gallup.com）。
www.doterra.com/us/en/empowered-you-home
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、
ナ

供し

サポー
ト
登

E

録

く・
を 不安
紹 を
介し 解 消
ても する
らう

9つのステップは、すでに精通しているPIPES活動の枠組みにきれ
いにフィットするため、明確なロードマップをもたらします。メッ
セージを伝え、新規登録へ導く際に、重要なステップを省略してし
まうこともありません。
プロセスを信頼し、成功を体験しましょう。

プレ ゼ

ンテ

P

伝
グ える

S

フォロー
アッ
プ

導
へ い
登 録 り合
知

セス

準備

ショ
ン

こと

❶ つながる
❷ 招待する
❸ 紹介する
❹ 教え伝える
❺ クロージング
❻ 登録へ導く
❼ 不安を解消する
❽ 知り合いを紹介してもらう
❾ フォローアップ

ー

に同

P

9つのシンプルステップ

する
招待

。

が目

ためのガイドとなります。

I

もの

つながる

紹介から登録まで、
ドテラ・ウェルネス ライフスタイルをシェアする

招待

ワー

ドテラ・セールスサイクルは、繰り返しのステップで構成されています。

え
教 ン
・
する ジ
紹 介 クロー

ドテラ・セールスサイクルを実行する
次ページから、
ドテラ・セールスサイクルの9つのステップについて
詳しく説明します。
以下の項目を各ステップで学びます。
・定義を知る
・スキルを伸ばすための実用的な方法について理解する
・伝え方の例を練習する
・どの程度の自信があるか自己評価を行う
セールス力をさらに伸ばすために、
スキル構築案を実行しましょう。
あなたが理想とする優れたプロのWAになることができます。
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ス

あな

連絡

ステップ❶：つながる

が伝

切で

どこへ行っても、人と出会ったら心からの関係を築きましょう。継続して友情を育

関わ

めるように、連絡先を入手します。
ドテラビジネスは、関係構築のビジネスです。
すでに知り合いであろうと、新しい関係であろうと、あらゆるやりとりで信頼関係
を築きましょう。
どこにいても、誰と一緒にいても、
目的は変わりません。
あなたが
愛するものをシェアし、周りの人の人生に変化を与えましょう。

スへ

伝え方の例

「 お元気ですか？ご家族の皆さんもお元気ですか？
最近は、いかがお過ごしですか？

スキル構築：
・笑顔で接し、名前を呼びましょう。

スキ

」

・相

を

笑

・こ

・質問をし、話を聞いて、相手の関心やニーズをつかみます。

も

自分が話しすぎることのないようにしましょう。

受

・健康、
目的、
自由を重んじる知り合いのリストを作成し、

・招

その人たちとの関係を築きましょう。

あなたはどのくらい上手くつながれていますか？

・常に前向きでいましょう。前向きなエネルギーに人は惹かれます。
・ 関係構築は一度きりではありません。
ドテラ製品を自然と紹介できる機会に
恵まれるまで、時間をかけて交流を重ねましょう。

自信の度合いを1〜10の点数で自己評価してください。
最高評価は「10」
になります。

ま

・前

す

・「

る

「2年かけて他人に興味を

持ってもらうより、
2ヵ月かけて他人に本気で
興味を持つことの方が
より多くの友人を
作ることになる 」
−デール・カーネギー
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」

ステップ❷：招待する

伝え方の例

あなたの候補者リストまたはサクセス・トラッカーに記載されている人に

「 こんにちは、お元気ですか？少しお時間よろしいですか？

連絡をとり、
クラスやプレゼンテーションへ招待しましょう。情熱的で、価値
が伝わり、招待する相手に心からの配慮を示す招待を個別に行うことが大

よかった、では少しだけ。私は今、エッセンシャルオイル
について学んでいますが、私にも私の家族にも大きな変
化をもたらしています。オイルは様々なものに活用でき
て、睡眠サポート、
エネルギーアップ、
負けない・溜めない
身体づくり……どんなことにも！
（例：環境や季節の変化による問題など）に悩んでいるこ
とを知っているから、
あなたのことを思い出したの！今度、
私の家で専門家の方に
について教えてい
ただく短い健康クラスを開く予定なので、私の個人的な
ゲストとしてぜひあなたを招待したいです。木曜日の7時
から、
もしくは、来週の月曜日に一緒に昼食を食べながら
お話できますか。
どちらならご都合がよろしいですか？

切です。対象者に心から関心を持ち、彼らが体験していることについての
関わりを築く中で、
その人にとって最も大切なことを見出したときに、
クラ
スへ招待することが自然に感じられるでしょう。

スキル構築：
・ 相手の姿が見えない電話での会話でも、直立して笑顔で熱を込めて話
をしましょう。すると自信をもって話すことができ、相手はあなたの声に
笑顔を感じるでしょう。
・この段階での目的はリストの人に連絡することであり、製品を購入して
もらうことではありません。製品を売ろうとせず、
クラスか個別面談を

」

受けてもらいましょう。
・招待した人が選択できるよう、
カレンダーには少なくとも2つのクラス、
またはプレゼンテーションを常に入れておきましょう。
・前向きでいましょう。
「YES」
と言う前に、何度も
「NO」
と言う人はよくいま
す。結果についての心配はせず、関係構築を続けましょう。

ドテラ・セールスサイクルをサポートする伝え方の例を
『Launchガイド』
でもっと確認しましょう。

・「YES」
と言う人もいれば、
「NO」
と言う人もいて、
アプローチ次第で決め
る人もいるでしょう。上手くいったことはメモに取りましょう。

あなたはどのくらい上手く招待していますか？
自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。
最高評価は「10」
になります。

「人は、健康・経済状況・

心の幸福・人間関係の
4つについて話すことが
大好きです。WAとしての
私の仕事はシンプル。
手を止めて話を聞き、
関係を築いていくこと。
今までで最も
シンプルな仕事です 」
−ケイシー・ヴォドリー
（ダブルダイヤモンド）
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ス

ドテ

出さ

ステップ❸：紹介する

す。

ドテラ・セールスサイクルの紹介ステップでは、登録の候補者が自分のニーズを認
識する段階です。ニーズの認識があってこそ購買環境が生まれます。
プレゼンテー
ションの始めに、全般的なウェルネス状況と目標との間にあるギャップを候補者が
確認できるよう手助けをしましょう。
『Liveガイド』のドテラ・ウェルネスピラミッドを
用いて自己評価させることも効果的です。
これから人生を変えるものを示し、
プレ
ゼンテーション終了時には購入できる機会をお知らせすることを明確にしておき
ましょう。

スキル構築：
・オープニングはパワフルに始めましょう。
参加者とつながり、奉仕する意思表示をします。
・気を散らすものは取り除きます。
テレビの電源を切り、参加者全員を同じ部屋に集めます。
・準備を整えた上で自信と熱意を持って話し、主導権を握りましょう。
・
「えー」
「あー」
「ご存じの通り」などの語句をつなぎに使用しないようにしましょう。
・製品ではなく、参加者が抱える課題の解決策を売りましょう。
・各候補者に参加した理由を尋ねましょう。
それぞれどのような答えを求めているか

伝え方の例

中で

「 皆さん、ようこそ。私のクラスに参加してくれて

う役

ありがとうございます！私はドテラの魅力、
そし
て人生をより良いものにするためにドテラで
できることをシェアするのが大好きです。
ドテ
ラライフを実践し、私の人生は変わりました。
私だけでなく世界中で多くの人の人生が変
わっています。エネルギーを高め、
負けない身
体をつくり、質の高い睡眠や不安な感情をな
だめるサポートをする自然の恵みを、今夜は
探求してみましょう。家のあちこちを自然の力
でキレイにする方法もご紹介します。
クラスの
最後には、
この解決法をお家に持ち帰る方法も
お知らせし、
ご家族に最適なものを選べるよう
お手伝いします。皆さんにご紹介できてとても
うれしく思います！

」

を把握すれば、
最も重要な内容をプレゼンテーションに盛り込むことができます。
・自然に話せるように、開始前に1分間でドテラストーリーをシェアする練習を行い
ましょう。

あなたはどのくらい上手く紹介していますか？
自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。
最高評価は「10」
になります。

「カスタマーの価値の創造に

フォーカスしましょう。
私たちの役割は、
解決法を与えること。
課題に対する解決策を提供すれば
購入をリピートしてくれます 」
− シェリー・ブリーマン
（ブルーダイヤモンド）
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しま

しょ

スキ

・製

す

・プ

参

・問

・プ

し

・録

で

・オ

し

」

ステップ❹：教え伝える

プレゼンテーション中の問いかけ

ドテラ・セールスサイクルの教え伝えるステップでは、紹介ステップで生み
出されたニーズと、
そのニーズに応えるドテラ製品とを結び付けていきま

「もっとこうなりたいこと、
気になることは何ですか？」

す。
エッセンシャルオイルの持つ力を参加者が認められるように、
クラスの

「望んでいるのに、
できないことは何でしょう？」

中でオイルに触れてもらいましょう。健康上の目標達成にドテラ製品がど
う役立つかをはっきりと示します。
ナチュラル・ソリューションズがなぜ効果

「これは、
あなたの人生にどのような影響を
与えていますか？」

的なのか、使い方と一緒に説明してください。初回では相手を圧倒させて
しまうことがあるので、シンプルなプレゼンテーションにとどめておきま

「今は問題にどう対処していますか？
その解決法にかかるコストはどのくらいですか？」

しょう。

スキル構築：

「現在の解決法は、
どんな効果がありますか？」

・製品がもたらす主なメリットを概説し、
ウェルネスをどのようにサポート

「もし私が
に役立ち、使いやすく、
手頃な価格の解決法をお見せできたら、
検討したいと思いますか？」

するのかを説明しましょう。
・プレゼンテーションの目的は、製品の全情報を教え伝えることではなく、
参加者がドテラライフをスタートできるよう登録へ導くことです。
・問いかけをしながら、
プレゼンテーションを進めましょう。

「もし
の問題がなかったとしたら、
あなたの生活の質はどう変わりますか？」

・プレゼンテーション中で体験談を出す場合は、参加者の名前を使いま
しょう。
・録音・録画したプレゼンテーションを、後で聞いたり見てもらうのもいい
でしょう。あなたのメッセージを完璧に伝えられます。
・オイルを回して手に取ってもらい、
クラスの中で製品を体験してもらいま
しょう。

あなたはどのくらい上手く教え伝えていますか？
自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。
最高評価は「10」
になります。

ば

」
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ス

オイ

を教

ステップ❺：クロージング

に最

い。

伝え方の例 #1

ドテラ・セールスサイクルのクロージングステップでは、
プレゼンテーション

「 お話を正しくお聞きできたとしたら、あなたにとって

の要点をまとめ、会員やキットの選択肢について再度おさらいし、最後に登
録について紹介します。参加者が自分にとって最善の決断を下す手助けの

のニ

キッ

ストレスマネジメントが最優先事項のようですね。
そ
のケアにふさわしいオイルを入手しましょう。
アロマ
タッチ登録キットから始めることを私はお勧めします。

ために提供するサービスが、
クロージングです。エッセンシャルオイルが
入った箱ひとつとドテラのガイドブックがあれば、
自宅で行うべき健康上の

」

優先課題の80パーセントに対処できることをクラスの参加者に再認識させ
てください。
あなたが確実と感じるクロージングを考え、効果的に使えるよう

伝え方の例 #2

になるまで練習しましょう。

スキル構築：

いるのです。
・ 勢いを削いでしまうので、
クロージング中は「質問はありますか？」
と尋ね
ないようにしましょう。代わりに下でまとめた質問で、
締めくくってください。
・ あなたなら参加者のニーズに最適なキットを案内してくれるという信頼

」

を、参加者との間に構築しましょう。
・ 問題解決が最優先事項であることを参加者に喚起し、解決法を示して製
品を手に取らせましょう。

あなたはどのくらい上手く
クロージングしていますか？

質問はプレゼンテーションのクロージングでするよう
にしましょう

自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。

「パートナーがご自宅にこの製品があることをすごく喜んだ

最高評価は「10」
になります。

ら、
どのように感じますか？」
「来月に挑戦しようとしていることが決まっていて、
そのサポー
トにこれらの製品がご自宅にあるとしたら、
どう感じるでしょ
うか？」
「安全、安価、そして有用なウェルネスの選択肢がご自宅にあ
るとしたら、
ご家族にとってどのような助けになりますか？」
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・混

ラ

ついて学びを深めてきましたが、ではなぜこれほど
多くの人に愛用されているのか試してみたくありませ
んか？よかった、皆さんに喜んでいただける方法は、
今夜ご注文いただくことです。数日後に皆さんのもと
に製品が届きます。完全なウェルネス ライフスタイル
をスタートさせることができますよ。
配布したプリントの中に注文書があるので記入して
ください。質問があれば、
そちらへ伺います。

ん。参加者の人生を変える貴重な「地球からの贈り物」
を、彼らに提供して

スキ

る

「 いくつかの製品を体験し、そのはたらきや安全性に

・クロージングは参加者のために行うもので、単なるまとめではありませ

てお

ト

・大

ら

ア

・家

充

・ド

得

＊

」

」

ステップ❻：登録へ導く
オイルを参加者の自宅に届けるため、注文書の必要項目への記入方法
を教えます。部屋の中を歩き回りながら、個々の質問に答えましょう。彼ら
に最適だと思うキットを、
自分も気に入っていることをシェアしてくださ

伝え方の例

「 私がドテラに登録したときはキットから使い始めました
が、すぐに素晴らしい価値があるとわかりました。
デラッ
クス登録キットからスタートしたのですが、睡眠や健康
的な身体づくりをサポートするオイルや、エネルギーや
集中力を高めるオイル、料理やお掃除に使えるオイル
など、人気のある製品の多くが含まれていて、
自分の旅
を始めるために必要なものばかり。例を挙げればきりが
ありません！

い。健康管理が最優先事項であることを思い出させ、そのキットが彼ら
のニーズを満たすためにつくられていることと関連づけて話しましょう。
キット購入が重要なので、オイルを複数本持つことがあることを指摘し
ておきます。単品での購入が可能であることも伝えましょう。

スキル構築：
・ 混乱すると人は否定的な答えをするものです。製品をたくさん紹介す

」

ることは避け、数点に絞り、特典を説明してシンプルにお伝えします。
ク
ラスで注文をしてくれる人には、無料でオレンジオイルなどをプレゼン

上手く登録へ導く方法の詳細については、
『Launchガイド』P11を参照してください。

トすることも検討しましょう*。
・大多数の参加者にはWC（ホールセール・カスタマー）
として登録しても
らい、製品のシェアやビジネス構築を希望する人は、WA（ウェルネス・
アドボケイト）
として登録してもらいます。

あなたはどのくらい上手く
登録へ導いていますか？

・ 家庭にあらゆるオイルを常備し、
より多くの恩恵を享受できるように、
充実したキットについても積極的に話しましょう。

自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。

・ドテラ・ウェルネス ライフスタイルを全般的に取り入れて生きることで

最高評価は「10」
になります。

得られるメリットにフォーカスしましょう。
＊

プレゼントは主催者が用意します。
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ドテラ・セールスサイクル

The doTERR
Sales Cycle

ス

・新

伝

ステップ❼：不安を解消する
参加者の不安を解消することも、セールスサイクルで提供する重要なサー

不安でためらっている参加者には、友好的で誠実に応えましょう。

ビスです。人を引き付ける質問を投げかけ、体験や不安をシェアしてもらい

シェアされた不安は、成功の鍵となる明察であり、いっそう成長させ

ましょう。
自分の話は少なくして、話を聞くようにします。彼らが真に必要と

てくれるものとみなしましょう。

しているものを見つけ、それを手にする手助けができれば、不安は解消さ
れるでしょう。家庭にオイルを取り入れる次のステップに進みたいか聞い
てみましょう。

不安を解消する枠組みとして、
以下のステップを活用してください。

人間には「話を聞いてほしい」
「理解してほしい」
という心理的欲求があ

あなたはどのくらい上手く
不安を解消していますか？

ります。

自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。

❶彼らの不安がもっともであることを認めます。

最高評価は「10」
になります。

「なぜ心配しているのか、
わかります」

❷彼らの不安をあなたの言葉で要約し、
共感を示します。
問題を正しく理解し、言葉の裏にある感情を察することが重要です。
大筋で同意し、
必ず彼らの感情に応えるようにしましょう。
「お話を正しく理解しているならば、
キットが今投資したい金額を上回る
と感じているのですね。
とてもよくわかります。予算が厳しいと、がっか
りしますよね」

❸選択肢を探して一緒に解決法をブレインストーミングするよう
求めます。
当事者意識を持って会話に参加してもらうと、解決法を見つけるために
投資したと感じてもらえます。
「あなたに役立つ解決法をご提案できます。
ブレインストーミングを行っ
て、一緒に選択肢を見つけてみませんか？」

❹第三者の体験を引き合いに出し、
どのように同じ課題を解決
したかを説明します。
実在の人物が体験したリアルなストーリーは信憑性が高いので、
シェア
することで同じ課題の克服を手助けした前例があるという安心をもたら
します。
「同じ不安を抱いていたスーザンは先週、
クラスを主催したんです。10人
を招待し、欲しいキットを購入するのに十分な収入を得ました。彼女は

不

とても興奮していたわ！」

不安

❺招待状を作成します。

その

ブレインストーミングセッションで生み出した勢いで、登録プロセスがス
ムーズに進むよう促しましょう。
「欲しいキットを入手するためにクラスを主催し、
ご友人を招待してみま
せんか？」

「見返りを求めるか
どうかに関係なく与えるのが
奉仕のセールスです。
セールスへの心配をする代わりに
相手の立場に立ち
相手の価値を創造しましょう 」
− ニール・アンダーソン
（ダイヤモンド）
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スキル構築：
・新規登録を行う人が抱える共通の不安がいくつかあります。
自信を持って回答できるよう、
以下の例に前もって取り組んでおきましょう。
伝え方の例を練習してください。

共通の不安
なぜドテラのオイルなのか？

伝え方の例
「不安を覚えるのはもっともです。
とても多くの会社がエッセンシャルオイルを販売しているので、
どのブランドを買うべき
かわからず混乱しますよね。
イレーナも先週同じ不安を抱いていました。私が彼女に何をシェアしたかというと、
ドテラの
オイルが業界の中でも厳しい検査を受け、
とても信頼されているブランドだと説明しました。私たちのオイルは、
ブレンド
オイルを含め96パーセントが独自調達の生産者によって作られています。素晴らしいはたらきを得るために理想の場所
で栽培・収穫を行っている熟練した生産者たちによるものです。彼女は、sourcetoyou.comのWebサイトでさらに学び、
ドテラの違いに驚いたそうです。
あなたもご家族も、純粋で有用なオイルを使うにふさわしいわ。今日注文して、
その違い
を体験してみませんか？」

お金

「不安や心配はもっともで、私にはよくわかります。お話を正しく理解しているならば、
キットの価格が今投資したい金額を
上回ると感じているのですね。
とてもよくわかります。
そうであれば、
あなたに役立つ解決法をご提案できます。解決する
ための選択肢を一緒に見つけてみませんか？ 数日前に同じことを言ったスーザンは、普段パーソナルケア製品に費やし
ているお金を合計してみて、
ドテラ製品に切り替えたほうが節約できることに気づきました。彼女は家族の健康をサポー
トするために、
デラックス登録キットを喜んで購入したわ。お金を別の目的で使ってみたいと思いませんか？毎日使う家庭
用品を、
よりナチュラルで高品質のドテラ製品に変えてみませんか？」

配偶者

「なぜ不安を口にするのか、私にはよくわかります。
ご主人が、
この購入に反対することを心配しているのですね？ 同じ心配
を抱いていた人をたくさん知っています。私が彼らに伝えたことは、
オイルを体験することで、
ご主人たちは受け入れてく
れやすくなりますよ。
ディープブルーのサンプルを持ち帰って、
ご主人に試してもらってください」

必要性に目を向けない

「わかるわ。私も最初はオイルが必要だと思っていませんでした。
もっとエネルギーを高めたいとクラスでおっしゃっていま
したが、数週間前、同じ不安を抱えていたホイットニーと話をしました。
ドテラ ライフロング バイタリティパック
（LLV）
を試
した彼女は、
エネルギーが高まり、健康への不安感も減ったそうよ。人生が変わるかどうか試してみませんか？」

MLMから購入する

「よくわかります、多くの人がそう感じています。
でも、私がドテラを気に入っているのは、他のネットワークマーケティング
会社とは違うからです。実は、
ドテラ製品を購入する人の82パーセントは、製品の販売を行っていない「愛用者」
と呼ばれ
る方々です。
こんなに多くの愛用者がいるのは、
ダイレクトセリング（直接販売）
では聞いたことがないわ。
それは、
ドテラ
製品が厳しい検査を受け、信頼でき、頼りになるからなのです。何百万人もの人がナチュラル・ソリューションズで人生を
変えています。
あなたも参加してみませんか？」

不安のタイプを見分ける
不安を解消する力を伸ばすには、
「真の不安」
と
「ただの言い訳」の2つのタイプがあることを認識しましょう。
その違いを見分けることができれば、いつ、
どのように登録へ導けばよいかわかるようになります。

真の不安

言い訳

正確で緊急性があり、内容が詳細

曖昧で、
とるに足らない非特定のこと

解決することが可能

人の時間を無駄にする

関心は示している

関心を示していない

理解したいという願望に起因

やる気の欠如に起因

あな た は 希 望を運 ぶメッセン
ジャーです。人に奉仕することに
集中し、行動の炎を燃やすほど
に明るく希望をシェアするとき、
参加者が抱く不安への心配は薄
れ 、相手への理解が生まれ 、心
からの愛と思いやりが大きくなっ
ていきます。
セールスのクロージング時に障害として表れる
（例：価格、恐れなど）

買わないことの正当化として表れる
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ドテラ・セールスサイクル
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ス

次の

ポー

ステップ❽：知り合いを紹介してもらう
クラスでの興奮を活用して紹介を集め、参加者と一緒に次のクラ
スを開催しましょう。参加者たちが友人や家族をクラスに呼んで
くれることを期待してもよいでしょう。
「誰を知っていますか？」
と
いう質問には、誰も思い浮かばないかもしれませんが、友人、家
族、同僚などのカテゴリを提示して、周りにいる人を思い起こす
手助けをしましょう。

スキル構築：
・ 参加者に友達のためのクラスを主催することを勧めましょう。
選択できるように、
カレンダーには少なくとも2つの時間帯を常
に設けておきます。
・イベントで新しいクラスを予約した人にはインセンティブを与
えましょう。LRPポイントを使って、費用のかからないインセン
ティブギフトを購入してもよいでしょう。
・「紹介を出す」
という言葉の使用は避けましょう。代わりに、
クラ
スで「あの人ならこの場を楽しむだろう」
と頭に浮かんだ人は
誰かを尋ねてみましょう。

合う

くだ

伝え方の例

「 個人：

今夜シェアができたことを、本当に感謝しています。あなたなら
登録キットを気に入ってくれると思います。
こういったプレゼン
テーションに来てくれる人の多くは、10分前後で登録を決め、
自
分が今学んだことを同じように学びたがる友人や家族を思い浮
かべるものです。知る機会を逃してほしくないと思う人たちのた
めに、
クラスを設定したいと思います。友達や家族、
トレーニング
仲間、お知り合いなど、
クラス中に誰か思い浮かびましたか？

「 グループ：

すが

て最

スキ

・健

へ

み

」

今、皆さんの頭に、今夜私たちが取り上げた内容を楽しめる人た
ちが3〜4人、
もしかしたら20人、思い浮かんでいるかもしれませ
んね。
もし自分でクラスを主催したいと思われたら、後で私のとこ
ろに来てください。
クラスを設定しましょう。
でも、先着順なので、
急いでくださいね。

」

あなたはどのくらい上手く紹介を集めていますか？
自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。
最高評価は「10」
になります。
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・次

な

・楽

（

」

ステップ❾：フォローアップ

伝え方の例

次のステップは予定を決めることです。登録者全員にライフスタイル・サ

「 クラスでお話ししたように、次のステップはライフスタ

ポートのスケジュールを組みましょう。
ドテラビジネスの機会について話し
合うことに興味がある人には、ビジネス・サポートをスケジュールに入れて

イル・サポートでキットの使い方を教えます。
そのため
のスケジュールを組みましょう。時間は30分程度しか
かかりません。
水曜日の夜7時30分、
または木曜日の朝
11時の枠があります。
どちらがご都合よろしいですか？

ください。
まだ登録する準備ができていない人も必ず何人かいると思いま
すが、関係を育て続けましょう。強固な関係性は、
あなたのビジネスにおい
て最も価値のあるリソース
（資源）
となります。

スキル構築：
・健康上の目標を見直し、
ロイヤルティー・リワード・プログラム
（LRP）登録
へ導くため、登録者全員とライフスタイル・サポートのスケジュールを組
みましょう。
・次のステップに進むための日時を設定せずに、
クラスや個別面談を終え
ないでください。

あなたはどのくらい上手く
フォローアップしていますか？

・楽しく、粘り強く話しましょう。
（強引にならないよう留意しましょう）

自信の程度を1〜10の点数で自己評価してください。
最高評価は「10」
になります。

」
「ライフスタイル・サポートは

愛されている。
愛用者全員が望む
サポートをしてくれるから 」
− ロッド・リチャードソン
（ブルーダイヤモンド）
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」

可能性を目覚めさせる

Unlock Your Potential

成

セー

次に

苦労

あなたは本ガイドを通して、
ドテラのWAとしての可能性を目覚めさせる原則を学んでいます。
ここまでドテラウェイが人に奉仕し、関係構築を重要視している
ことを理解しました。
ドテラ製品を販売する理由を明確にし、セールスへの誤った思い込みを手放し、セールスパーソンとしての自分のアイデンティティを感じて

に以

力し

いることでしょう。本質的なスキル、成功の基本要素（マインドセット・スキルセット・ツールセット）を確認し、
ドテラ・セールスサイクルについても学びました。
目標達成のために、
これらのセールス原則を応用してスキルを磨き続けてください。

セールススコアを集計する
これまでに自己評価したスコアをいちばん左の列に転記して集計し、現在のセールススコアについて包括的な見直しを行いましょう。
このセールススコアは、現時点でのあなたの成長度を示すもので、
自分のいちばんの強みと弱みがひと目で確認できます。

セールススコア

今日の
日付

四半期ごとの見直し：
日付

日付

日付

=

トップセールスのスキル
（P9）

セールススコアの集計
最高得点の
確認

つながる
（P12）

おめでとう！

招待する
（P13）

最低スコアの確認

紹介する
（P14）

引き続き
頑張って！

成功の計画と追跡

教え伝える
（P15）

販

取り

販売目標の設定

クロージング
（P16）
見直し＆再評価
登録へ導く
（P17）

不安を解消する
（P18）

あなたのチームをコーチする

知り合いを紹介してもらう
（P20）

本ガイドは、
チームをコーチし、
チームメンバーのセールス能力を

フォローアップ
（P21）

きは、現在のセールススコアを聞くことから始めましょう。サポート

伸ばすためにも優れたツールです。
ガイドに書き込み、
スコアを
記録するようメンバーに勧めてください。
メンバーをコーチすると
が必要とされる分野で改善を手助けすることができます。

あなたのセールススコア合計
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見

セー

ドテ

いる

じて

成功を計画し、追跡する
セールスサイクルの中で、最も得意とする分野を2つ挙げてください。その2つの成功のために、
どのような独自スキルや才能を使っているかを分析しましょう。
次に、
あなたが最も弱い分野を2つ挙げ、
改善のためにその才能をどう使えるかを見つけ出します。
例えば、
招待ステップには自信があるのにクロージングステップに
苦労している場合、
自分が招待ステップにどの強みを使っているのかを分析し、
それをクロージングステップにどう活かせるかを考えましょう。
スコアを上げるため
に以下のアクションプランを作成してください。本ガイドで提案しているスキル構築を実行し、
自信を得るためにロールプレイを行い、
アップラインのリーダーに協
力してもらうことも検討してみましょう。

た。

2

1

低スコアの分野

低スコアの分野

この分野の改善に、
どのような行動を具体的にとりますか？

この分野の改善に、
どのような行動を具体的にとりますか？

その行動をいつとりますか？

その行動をいつとりますか？

改善はどのような形で出るでしょうか？

改善はどのような形で出るでしょうか？

の

！

販売目標を設定する
取りかかるべき行動が明確になったら、販売目標を設定します。

あなたの販売目標のOVは、
どのくらいですか？
30日間では？

90日間では？

1年間では？

目標を達成したとき、
どんなお祝いをしますか？

力を

アを

ると

ート

見直し＆再評価
セールススコアを定期的に見直し、改善によって最も恩恵を受ける分野にフォーカスして再び力を注ぎましょう。注力した結果セールススコアが上がるのを見ると、
ドテラウェイで販売することに興奮を覚えるでしょう。
そして、繁栄するビジネスを築くことで得られる配当を享受することになるのです。

成長と変化を体験している人を見ると、
ドテラビジネスはカスタマーやセールスといった観点だけでは計れないことがわかるで
しょう。
ドテラビジネスは、
あなたのコミュニティと世界に変化をもたらす手段なのです。
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“When you share dōTERRA

®

hope

products you bring
and
to the people you love,
your community, and ultimately
the world. Selling the dōTERRA
way is about
One drop
at a time and one person at a
time, we are serving the world
with
.”

wellness

service.

wellness solutions

-Greg Cook, Executive Founder
ドテラ製品をシェアすることは
あなたが愛する人やコミュニティ、
究極には世界へと希望と健康を届けるものです。
ひとしずくのオイルの力で、
ひとりの人、ひとつの地域から、
世界を変えていく。
私たちは、
ウェルネス・ソリューションズで
世界に奉仕しているのです。
グレッグ・P・クック
（ドテラ創業役員）
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