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栗城 ナナ子・義親 Nanako & Yoshichika KURIKI
縁あって出逢った仲間のために 不器用でも成長し続けてきた
野田 彩加
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小川 リヨ
Riyo OGAWA

斉藤 美代香

Misa SASAMOTO
親友がくれた出逢い 自分らしくいられる場所が増えました
※ 掲載されている製品の説明は個人の経験に基づく感想であり、製品の効果・効能を謳うものではありません。

皆様への感謝の気持ちを込めて、
リーダーシップマガジンの最新号を
お届けできることを心から嬉しく思っております。
私たちは、ドテラを通じてビジネスに取り組む決意をされた方々に豊かな可能性を

いただくためのさまざまな機会を順次整え、また、シンプルなやり方でドテラを
ご協力によるオープンセミナーなどを通して、皆様と共にドテラの輪を

伊藤 千春 Chiharu ITO
障がいの子やシングルマザーに 夢と希望を分けてあげたい！

Kimiko NOMURA
可能性の扉を開けたら たくさんの笑顔に出逢えた！

心から感謝申し上げます。

伝えるための教育プログラム「エンパワード・サクセス」や、リーダーの皆様の

NEW PRESIDENTIAL
DIAMOND

野邑 貴三子

という理念に共感し、日々さまざまなかたちでご尽力いただいている皆様に

日本語版が整備された公式サイトなど、より多くの方々にドテラを知って

SILVERS

Ayaka NODA
生まれる前から天に帰るまで 誰にでも必要なもの

Miyoka SAITO
覚悟を決めたら、信じる！ 自分が変わればチームも変わります

ドテラの文化の根幹となる「Empower ‒ 力を与える」
「
、Serve ‒ 奉仕する」

ご用意しています。新たに導入されたホールセール・カスタマー（WC）
制度、

GOLDS

Ikuko TAKESHITA
娘に背中を押され気づいた使命 人生を花開かせるサポートを

笹本 美沙
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48

PRESIDENTIAL DIAMONDS
BLUE DIAMONDS

竹下 育子

※ 2017 年 8 月～ 2018 年 7 月の間に該当ランクを 2 回（プラチナ以下は 1 回）以上達成した方が掲載対象です。
（敬称略）
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新たに昇格を果たされた皆様、本当におめでとうございます！

RECOGNITION

米国留学中に出逢ったドテラを日本に持ち帰り、
ゼロから活動を始めてまもなく10 年になります。
このビジョンとミッションを伝えたい、私が伝え
なければ！ 出口が見えない手探りの日々のなか、
私を突き動かしたのはそんな熱い想いでした。

大きく広げていきたいと願っております。
これからも、ドテラが提供するエッセンシャルオイルのもつ力、
可能性を
一人でも多くの方々と分かち合い、互いに仕え、導き、奉仕し合いながら、
共により良い世界を築いていくことができれば、
私にとって無上の喜びです。
心からの感謝を込めて

doTERRA CPTG Essential Oils Japan

社長 フィル・ウェルチ
www.doterra.com/JP/ja_JP
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NEW doTERRA BLUE DIAMOND

松山 祥子
Shoko MATSUYAMA Fukuoka, Japan
FOUNDER JPN

Believe in

&
Challenge

yourself

自分を信じて、精一杯チャレンジして
ご縁があってドテラにつながり、エッ

を訪れ、蒸留所を見学。現地の方々に

すことができるように、出逢った方の

センシャルオイルの品質の高さを身を

心から歓迎していただき、学校建設を

信頼を得られるような教育の提供に力

もって体感してきました。特にアロマ

手伝ったり、デイズ・フォー・ガールズ

タッチテクニックは、オイルの素晴らし

の活動で女性の尊厳のための教育にか

「笑 顔と感 謝」
。チームワークを大 切

さを存分に引き出すタッチケアの力に

かわることもできました。自然の美し

に、明るく前向きでいられるよう心が

魅了され、今も毎月トレーニングを行っ

さやそこに暮らす人たちの清らかさに

けています。メンバーと想いがすれ違

て普及に努めています。また、植物性

心を打たれ、ドテラが世界に及ぼす大

い苦しむこともありましたが、そんなと

ミネラルには長く親しんでおり、愛用す

きな影響力を実感。製品やビジネスに

きはまず自分自身に向き合い、何が大

ることで、身も心も元気になる人をたく

よって自分たちが変化するのみならず、

切なのかをよく考えました。悩んでい

さん見てきました。

世界の生産者たちにも良い影響を与え

る人がいたらじっくり話を聞き、寄り添

ていると知ることで、私の世界が大き

うように。また、私自身もタイトルに甘

く広がったと思います。

んじず、いつも新しいつながりをもち、

何よりも大好きなのは、人を大事に
することやプロダクトフォーカスといっ

を入れていきます。モットーは変わらず、

一人でも多くの人たちに喜んでいただけ

た、ドテラ独自の文化です。2013 年に

私自身も、ライフワークとして動物

米国本社で開催されたリーダーシップ

愛護のボランティア活動を行っていま

トレーニングで、デイビッド・スターリ

す。お金と時間がかかることでなかな

ドテラに取り組むと決めた方は、ド

ング CEO が「ドテラは大きくなっても

か続かない人が多いなか、私が続けら

テラを選んだ自分自身を信じて、中途

変わりません。皆さんも変わらないで

れているのはドテラのおかげです。保

半端ではなく精一杯チャレンジしてい

ください」と話してくださり、どれだけ

護猫たちと家族のように暮らすと、た

ただきたいです。簡単ではないかもし

会社が成長しても、創業時の価値観や

だかわいいだけではすみません。重い

れませんが、価値ある経験になること

文化を大事にしたいという思いに深く

病気にかかったり、看取ることもあり、

でしょう。大切なのは、自分らしさを

共感しました。米国のリーダーたちが

ときにはビジネスの大切な局面との選

認めてあげること。人と比較するので

ヒーリングハンズの活動に積極的にか

択を迫られることもありました。人生

はなく自分自身の良さや得意を活かし

かわっている姿にも感銘を受け、自分

において本当に大事なことは何か、深

て、頑張ってください。

ももっともっとかかわっていきたいと強

く考えた経験は、ドテラの活動におい

く思ったのを記憶しています。

ても貴重な指針となっています。

るように努力しています。

スターリング CEO は、
「Think Bigger」
とも言っていました。創業当初から変

2018 年に参加したネパールトリップ

長らくダイヤモンドとして活動してき

わらない大きな使命を掲げ、理想に向

は、ひとつの転機といえるほど大きな

ましたが、グループの皆さんにもっと

けて一つひとつかたちにしていく姿に

経験になりました。リーダーの皆さん

貢献できる自分になりたくて、さらに上

は、
身の引き締まる思いがします。私も、

と一緒にコ・インパクトソーシング事業

を目指すことを決意しました。これか

尽きることのない理想を目指して、チャ

のひとつ、ウィンターグリーンの生産地

らはより多くの方に良い影響をもたら

レンジを続けたいと思います。

MY FAVORITE PRODUCTS
dōTERRA エッセンシャル
アロマティクス®

PHOSSIL ミネラルシリーズ

アロマタッチは、受ける人

どれもとても良い香り！ 嗅

毎日欠かさず飲んでいます。料

はもちろん、施術する人も

覚から感情に働きかけ、バ

理に使ったり持ち歩いて飲 用

同時に元気になれる素晴

ランスを整えます。すべて

することで、元気になる人をた

らしいテクニックです。

混ぜて使うこともできます。

くさん見てきました。

アロマタッチキット
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NEW doTERRA BLUE DIAMOND

皆さんのビジネスをもっと楽しく！
そう努めるのがリーダーシップ

中田 ハワード
Howard NAKATA, Hawaii, USA

WA として、愛用者やリーダーの皆

もうひとつ、ドテラを始めた大きな

さんの教育のため、米国各地をはじ

理由があります。それは、会員登録し

午前中はチームと連絡を取り合い、目

め日本や東南アジアなど世界中を飛び

た 2010 年当時、すでに日本進出の計

標を共有したり励ましたりするのが日

回っています。一年の半分は海外出張

画があったこと。日本は私のルーツ。

課です。出張のときは多くの方と交流

に出ていますが、オフタイムは自宅の

幼少期は沖縄で過ごし、愛着がありま

したいので、新規メンバーを交えて食

あるハワイのビーチで、家族と一緒に

す。ビジネスを通じて日本とまたつな

事に行ったりもします。相手を気遣え

過ごすことが多いです。家族は私の宝

がることができると思うと、心が浮き

ば相手も気遣いを返してくれ、そして

物。嬉しいことに 2 人の息子たちはど

立ちました。家族で初めて東京に出張

他の人のことも気遣うようになります。

ちらもドテラに携わっていて、長男の

できたときは、本当に嬉しかったです。

ぜひ覚えて、実践してみてください。

ホランとその妻キャシーはダイヤモン
ド、次男のケーシーはシルバーです。

Leading others
to enjoy life
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愛用して 8 年になりますが、ドテラ

感謝すること。世界中どこにいても、

ブルーダイヤモンドを目指したのは、

にはいまだにたくさんの気づきや驚き

大切なチームの皆さんのためにより高

ドテラとの出逢いも、家族がきっか

があります。私のもとには毎日感謝の

いレベルのリーダーシップを身につけ

けでした。妻をがんで亡くし、悲しみ

声が届き、だからこそ、私はドテラの

たいと思ったからです。ランクアップに

に暮れる私たち一家を救ってくれたの

目指す健康的なライフスタイルをシェ

は、チームが一丸となって同じ目標を

がドテラです。多感な年頃に母親を失

アし続けることができているのです。

見据えながら、一人ひとりが個々の挑

い、心が不安定になってしまった息子

ドテラという会社自体も素晴らしい！

戦を続けることが不可欠。達成まで走

たちのために、私は本物の癒やしを探

私が登録したのは今よりずっと規模の

り切れたのは、常に目標を意識し、励

し求めていました。そんな折、友人の

小さな頃でしたが、経営陣と会って、

まし続けてくれたチームの皆さんがい

紹介で手にしたメリッサオイルの香り

この会社を大きく成長させていけるだ

たおかげです。心から感謝しています。

に力強いエネルギーを感じ、
「これしか

けの知見とビジョンがあると感じまし

ドテラでは、経験豊富なリーダーた

ない！」と確信したのです。果たして 2

た。そして、私の直感は間違っていま

ちの知恵が詰まった教育システムが誕

人は落ち着きを取り戻し、立派なビジ

せんでした。ドテラ製品は男性も女性

生しました。私もそれにならって、シン

ネスパートナーに成長しました。

も使えて、生まれてから死ぬまですべ

プルなやり方で皆さんの組織づくりと

ての人に良い製品。ビジネスプランも、

達成をサポートしていきます。皆さん

多くの学びや喜びのあるすぐれたシス

が経済面での基盤を保ちながら、家

テムだと実感しています。初心者も経

族と過ごす時間や自分の時間もきちん

験豊富な方も、自分のペースとスキル

と大切にできる。そんな環境をつくる

に合わせて成長していけるのです。

のが私の使命であり、ドテラのリーダー

私の活動の基本は、日々を楽しみ、

シップだと信じています。

MY FAVORITE PRODUCTS
メリッサ

DDR プライム

ドテラと出逢ったきっか

この年齢になってもエネ

けのオイル。エネルギー

ルギッシュなドテラ生活

不足やイライラから救い

を送れるのは、
DDR プラ

出し、生活にインパクト

イムのおかげ。心から感

を与えてくれます。

謝しています。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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NEW doTERRA BLUE DIAMOND

吉良 未瑛
Mie KIRA, Tokyo, JAPAN

与えてもらう生き方から
自分で切り拓く生き方に
ドテラを分かち合うときはいつも、

化を分かち合ってきました。

イヤモンドに「挑戦してみよう！」と決意

素晴らしさを皆様にお伝えすること。

まず文化からお伝えしています。愛に

2016 年 12 月にダイヤモンドに昇格し

したのも、ダイヤモンドというタイトル

そのなかで、チームの様子やリーダー

あふれた文化は製品にも満ちているか

てから、チームは大きく変わりました。

をいただいた今こそ、皆様に可能性を

の悩みが必ず見えてきます。それを軸

ら、文化を分かち合うことで製品への

真剣にダイヤモンドを目指すリーダー

お伝えする最適なタイミングだと感じ

に各チームに必要な講座や学びを提案

理解が深まっていくと思うのです。

が次々と生まれ、みんな一緒にランク

たから。チームに豊かな人生を送る方

し、皆様がそれぞれ輝きを放てるよう

柳原いづみ先生からドテラのレモン

アップしようという意識を強くもつよう

をどんどん増やしていきたい。もとも

工夫しています。

オイルをご紹介いただいたとき、純粋

になり、
絆が強まっていったのです。
チー

とは計画を立てたりするのが得意では

ドテラビジネスを続けてきて、これ

で力強い香りに感動したのをよく覚え

ムは、いわばお花畑。赤や黄色、オレ

ないのですが、逃げたくありませんで

は周りの方々の人生を変えるお仕事だ

ています。ドテラについて学べば学ぶ

ンジや白など、色とりどりの多彩なメン

した。チームの方々にいつタイトルを

と実感しています。ウェルネス ライフ

ほど、ドテラの使命と自分自身の使命

バーが集まっています。満開の花もあ

達成するのか宣言し、気持ちをひとつ

スタイルとその可能性を提案し、その

が重なり合い、想いが強くなっていくの

ればつぼみもあり、なかには元気のな

にして、ビジネスの可能性を分かち合

ための製品をご紹介することで、その

を実感しました。ドテラには奥深い文

い花もあります。みんな同じじゃない。

うクラスをたくさん開きました。全国に

方の人生を変える機会をつくることが

化が根づいている。それを体感し、
「な

それぞれの個性や輝きを大切にしなが

広がる皆様のもとをできるだけこまめ

できるのは大きな喜びです。自分の仕

ぜドテラを伝えるのか」が明確になっ

ら、ドテラを通して成し遂げたい夢を

に訪れ、直接顔を見て相手の想いに耳

事に喜びを感じられるかどうかは、私

たことが、私の原点であり、活動の核

叶え、花を咲かせるお手伝いをしたい。

を傾け、私の想いも伝える。こうした

にとってはとても重要なことなのです。

でもあります。チームの皆様には日頃

皆様は共に歩む大切な仲間であり、私

丁寧なコミュニケーションを心がけ、
「私

私自身の人生も変わりました。決め

から私の「WHY」をシェアし、皆様の

の誇りです。

にできたのだから、あなたにもできる！」

られた道をただ歩むだけの生き方から

と伝えてきました。試練もありました

一歩踏み出し、自分で道を切り拓く生

が、それさえも楽しみながらみんなで

き方へと変わっていったのです。人か

走り続けました。そうして達成できた

らどう見られるかではなく、私自身が本

ブルーダイヤモンドのタイトルは、ドテ

当にやりたいことを見つけて目標に向

ラ経営陣の方々、ドテラ・ジャパンの

かい、生きる喜びを感じる。そんな人

皆様、アップラインの皆様、家族、そ

生を実現できました。人に喜びを与え

して私の自慢のチームの皆様と一緒に

るためにも、私自身が喜びに満ちてい

築いた宝物です。本当にありがとうご

るか、そして私の文化はピュアである

ざいました。

か、常に自問自答しています。このタイ

「WHY」もお聞きして、みんなでこの文

夢のまた夢だと思っていたブルーダ

今の主な活動は、アロマタッチトレー
ニングで全国を回り、アロマタッチの
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Creating
my own life

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

My Favorite Products

トルにふさわしい人になるため、成長
し続けていきたいと思います。

フランキンセンス

dōTERRA エッセンシャル
アロマティクス®

贅沢なリラックスタイム

感 情を揺さぶられたとき

に欠かせない、心落ち

すぐ嗅ぐようにしていると、

着く香り。ヨガタイムに

次第に感情をコントロール

使って霊感を得たり、バ

できるようになり、心も楽

スタイムに香らせたり。

になります。
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五十嵐 剛
Takeshi IGARASHI, Kanagawa, JAPAN
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自分を乗り越えるのはたやすくはないけれど、価値ある挑戦。
僕の大切な仲間にも、同じように乗り越えてもらいたい。
1 滴のレモンオイルが、僕の人生を

これまで築いてきた活動の仕組みやや

めにも、製品をきちんと「愛用」してく

激変させました。口にした瞬間、大切

り方に自信をなくし、ただただ反省の

ださい。つまり、会社を知り、かかわ

な人の健 康と豊かな人生に役に立つ

毎日でした。

る人を知り、愛と感謝をもって使うこ

と直感。実際、ストレスで体調を崩し

意気消沈した僕が前へ進む勇気を取

とです。ただし、絶対に法令遵守です

がちだった自分が健康を意識するよう

り戻すきっかけになったのは、アップ

よ。
「ここだけの話」とぶっちゃければ

になってずいぶんタフになり、さらに、

ラインの柳原利弥さんから勧められた

楽かもしれないけれど、それは単なる

人を育てるなんて絶対に無理だと思っ

『自分の人生を持つ』
（ドン・フェイラ著）

甘えです。今、ドテラ・ジャパンは飛

ていたのに、これまでの経験を伝えた

という本。古典ともいえる MLM の指

躍の時。僕自身も含め、伝える側の意

ら人がどんどん変わっていったのです。

南書を読んで、僕がこれまでやってき

識とスキルを高めることがますます必

10 年前に人生に挫折し、すべてを失

た方法は間違っていなかったと確信し、

要になっていると感じます。

いました。その経験が多くの人の転機

迷いが消えました。これまでは自分の

ドテラとの出逢いは、大きな大きな

につながるなんて、嬉しいことですね。

やり方を強要しすぎていたのかもしれ

チャンスです。成功の本質とはとてもシ

僕を信じてついてきてくれる人たちの

ない。リーダーそれぞれのやり方を尊

ンプルなもの。ドテラはその法則を絶

人生がキラキラ輝いていくのを見守る

重し、黙って見守っていけば、経験を

妙なまでに実践している企業だと思い

のは、これ以上ないほど幸せです。

重ねることでいつか僕の言いたかった

ます。僕が見つけたビジネスのコツは

ことも理解してもらえるだろう。そう考

ただひとつ、
「自分と向き合い、自分自

えられるようになったのです。

身の弱さを乗り越える」だけ。もちろ

でも、決して順風満帆だったわけで
はありません。グローバルコンベンショ
ンでダイヤモンド昇格の表彰を受けた

ブルーダイヤモンドになっても、活

その時、実はひどく落ち込んでいたの

動の基本は仲間を幸せにすることで変

です。会員登録からわずか 9 ヵ月で急

わりません。僕が紹介者である 6 人の

健康や長寿を意識したライフスタイ

成長を遂げたその陰で、僕のスピード

リーダーをサポートするため、個人セッ

ルを実践すれば、人生が変わります。

に必死についてきてくれたリーダーた

ションを重ねる毎日です。とはいえ、

その人が、自分を乗り越えて他の人を

ちの疲れや不満が出てきていました。

最近は第 7 レベルより下のグループか

エンパワーできるようになれば、希望

初めて MLM に携わり、多くの人の人

らも呼ばれることが増え、組織の大き

にあふれた未来をつくる力になってい

生に対する責任とプレッシャーを抱え

さを実感します。100 万人規模のグルー

く。僕は、子どもたちの未来のために、

るなかで、グループを軌道に乗せよう

プを目指し、経済のパイプラインの仕

この先の 10 年でそんな人を 1000 人つ

と急ぐあまり、人の心に寄り添った細

組みづくりを意識して活動しています。

くりたいです。これからは、グループに

このビジネスで大切なのは、本当の

限らず会社全体への貢献を意識し、ド

魂の声です。自分と見つめ

テラ・ジャパンを世界のドテラの No.1

合い、さらけ出し、ごまか

にすることを目指して活動していきま

しのない言葉で精一杯相手

す。迷っている人は、今すぐ米国に行っ

を思って話せば、上手でな

て役員に会ってきてください。覚悟が

くても伝わるもの。そのた

できたら、さあ始めましょう！

やかなケアができていなかったのです。

コツは、自分と向き合って
弱さを乗り越えるだけ！
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ん簡単にできることではありませんが、
挑戦する価値はあります。

MY FAVORITE PRODUCTS
ウィンターグリーン

メリッサ

ネパールで蒸留所を訪れ

目標達成を祈念して、
アッ

て以来、かけがえのないオ

プラインの内田史佳さん

イルになりました。あの感

からいただきました。今

動を忘れないように、持ち

の自分 の 感 情に気づか

歩き、配り歩いています。

せてくれる香りです。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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NEW doTERRA BLUE DIAMOND

まず自分がしっかり立つ！
人を 支えるためにも、ビジネスを盤石に

藤原 千穂
Chiho FUJIWARA, Ibaraki, Japan

私の人生には、2 度の転機がありま

人のためを思って行動することもでき

トしたい。私が頑張り続けられるのは、

自分が安定していなかったら

した。1 度目は離婚。何ひとつ生み出

ないのです。これは、私だけではなく

家族のおかげです。一人の人間として何

誰もついてきてくれないし、

すことのできなかった私が独り立ちし、

リーダーを目指す人に等しく降りかかっ

を感じているのか、つかず離れずの距離

一つひとつつくり上げていく始まりにな

てくる問題だと思うので、グループの皆

からそっと見守り、さりげなくアドバイス

りました。2 度目は、死を意識するほ

さんにも本音で伝え、どう考えるのか

を伝えるように努めています。最近は子

どの大事故に遭ったこと。人はいつ死

を折にふれて話し合っています。ブレ

どもたちもドテラをビジネスとして捉え

ぬかわからないと痛感した瞬間、やる

ないビジネスの土台をきちんと築けれ

始めていて、嬉しいですね。仲間たちや

ブレない土台がきちんとできれば、

べきことの優先順位がはっきりしまし

ば、どんな困難も乗り越えられる。そ

家族のために、もっと役に立てる人を目

た。たとえ死んでも、その先も大切な

う信じています。

指して成長し続けていきます。それが、

どんな困難も乗り越えられます。

人をサポートしていける人になりたい。

余裕がなければ、人のために
行動するなんてできない。

そのために、今の仕事をコツコツと積

かに合わせるのではなく、世の中の動

み上げていこうと誓ったのです。

きをよく見て情報をキャッチしていただ

ハーブエステを教えるサロンを経営

きたいと思います。そして、自分の力

しながら、ドテラビジネスに取り組ん

で行動を選び取っていってほしい。こ

で 5 年になります。ダイヤモンド昇格

れはすごく大切なことです。自分が選

当初からブルーダイヤモンドも目指す

んだ人生だから、人のせいにはできま

つもりでしたが、今年に入ってフロント

せん。だからこそ、落ち込む暇があっ

チームが安定してきたので、今なら挑

たら前へ進もうと思えるはずです。

the business to

serve others
12

結果としてさらなるタイトルアップにつな
がれば、なお幸いです。

My Favorite Products
パステンタス
朝 仕事 を始める前や 仕事 終 わ

戦できるかも、と思って目標月を決め

そのためにも私は、会社のコンベン

ました。ドテラ仲間の木村良子さんと

ションやイベント、それ以外でもセミ

りに塗ります。いい気分 転 換に

「同じ月に達成しようね！」と励まし合い

ナーなど学べる機会があれば極力足を

なっています。

ながら、これまで続けてきた活動をコ

運びます。疑問はため込まないように

ツコツと繰り返していきました。

すぐ調べ、自分の言葉でまとめるよう

達成前にはあまり意識していなかっ

Build

リーダーを目指す方には、周りの誰

努力してきました。忙しい毎日ですが、

り、移動中などに、首筋や肩まわ

アロマタッチ

たのですが、実際にブルーダイヤになっ

自分で選んだ好きなことだから大変だ

てみたら、ドテラの成長にダイレクトに

と思ったことはありません。難問にぶ

かかわっているんだという意識が湧い

つかることがあっても、試行錯誤しな

てきました。会社の将来性や世界全体

がら前へ進むのがとても楽しくて、アド

と翌朝にはスッキリ。
私は背骨に

での活動への関心がより高まり、また、

レナリンが出るせいか不思議と疲れな

塗るのが気に入っています♡

自分の考え方や価値観が、チームのあ

いのです。たまに疲れたな～！と思うと

り方や会社のあり方にまで影響を与え

きも、ドテラ製品を使えばすぐに復活。

ているのかもしれないと感じるように

働くほどにドテラパワーを実感し、さら

もなりました。

にやる気が湧いてくる日々です。

大きくなったチームを支えていくため

今は、チームの全員に「ドテラに出

にも、私は、まず自分が安定すること

逢えてよかった」と言ってもらえるよう

がとても重要だと考えています。リー

なリーダーを目指しています。生涯の友

ダーである自分がしっかり立っていなけ

といえる大切な仲間たちの夢が叶うよ

れば、誰もついてきてくれません。そ

う、支えていきたい。そして、我が子

れに、自分に余裕がなければ、本当に

に誇れる人間になり家族の夢をサポー

忙しくてメンテナンスをサボりが
ちなときも、
気になる部分に塗る

ドテラパッションR
やる気のスイッチをON にして、
女
子力もアップ♪ ドテラへの熱い
想いを上手にコントロールしたく
て、
愛用しています。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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木村 良子
Ryoko KIMURA, Tokyo, JAPAN

1滴のオイルから人生が輝く！
みんなの夢を叶えたい

チームからは、昨年 1 人、今年は 2

立ち返り、私はなぜドテラを仕事にし

イトの「偉大なことを成し遂げてきた

人のダイヤモンドが誕生しました。性

たいのか、人生の目的は…？と考えまし

人々も、私たちと同じ普通の人でした」

格も生まれ育った環境も違う私たちが、

た。そうすると、大切な人たちの顔が

という言葉が、普通のお母さんだった

それぞれの個性を認め合いながら成長

目に浮かびます。家族はもちろん、い

私にもできる！と勇気を与えてくれます。

してきた成果ですから、自分が昇格し

つも優しく私を励ましてくれる仲間たち

私にできることは何でも積極的に取り

たときよりもずっと嬉しかったです。ひ

もそう。これから仲間とどんな関係を

組み、ドテラとドテラ・ジャパンのため

とりで見る夢よりも仲間と見る夢のほ

築き、どんな人生を送りたいのか。自

に貢献していきたいです。

うが、感動は何倍も大きいもの。大切

分の想いをみんなに伝えることで、挑

な仲間と人生を豊かに過ごせているこ

戦する勇気を得られました。

とに、何よりも幸せを感じます。
ドテラは私にとって、人生最大のギ

ドテラビジネスに必要なのは、少し
の勇気とお節介かもしれません。お

昇格を目指すということは、メンバー

人好しで損をしていると言われてきた

一人ひとりの目標達成を応援すること。

私自身も、
「お人好しが仕事になって

フト。みんなに平等にチャンスが与えら

「for me」ではなく「for you」の精神を

よかったね！」と言われています（笑）
。

れ、自分自身の成長と使命に気づくこ

大切に、それぞれの挑戦が負担になっ

製品をお勧めするにしてもビジネスを

とができるこのビジネスが大好きです。

てしまわないよう気を配りました。思う

共に歩むにしても、WA には相手にと

私には中学 2 年生になる息子がいます

ようにいかないこともありましたが、今

ことん寄り添い、助ける責任がありま

が、ドテラやドテラビジネスで得た学

ある結果にはすべて意味があるのだと

す。エッセンシャルオイルは、どんな

びが子育てや家庭での気づきにつなが

わかってからは、感謝の気持ちをもっ

人にも必ず助けになるもの。涙を流し

ることも多く、また、夢を追いかけ社

て自分自身に問いかけ、足りない点を

ている人にハンカチを差し出すように、

会に尽くす姿を子どもに見せられるこ

探すことができました。そして、最終

優しさと勇気さえあれば、分かち合う

とは、親として誇りでもあります。昨日

的に結果を左右したのは、自分自身を

ことは誰にでもできるのです。

より今日、今日より明日。すべての経

裏切りたくないという思いかもしれませ

人の悩みの多くは、健康、心（人間

験が、
「より良い人」に近づくかけがえ

ん。達成時はやり終えたという充足感

関係）
、経済のいずれかについて。ド

のないものになっています。

に満たされ、自分で自分を褒めてあげ

テラには、そのすべての解決方法があ

たい気分になりました。

ります。あなたが今ドテラに出逢った

ビジネスを始めた当初はゴールのよ
うに感じていたダイヤモンドですが、い

これからの私の課題は、ドテラの文

のは、偶然なんかじゃない。人生で成

ざなってみると、そこからが本当のス

化を正しく継承し、成長させていただ

し遂げたい真の望みのために、ぜひこ

タートでした。ダイヤモンドリーダーは

いたご恩を次の方々に送っていくこと。

の贈り物を受け取り、豊かに実らせて

チームの模範となるべき存在。ブルー

1 滴のオイル、1 人の人、1 つのコミュ

いってほしいと思います。少しだけ先を

ダイヤモンドはさらに、チームの垣根

ニティーから世界を変えていくというド

歩む私がお手伝いすることで、人生が

を越えてドテラ・ジャパンの模範にな

テラの文化は、特別な才能がなくても

輝き始める人が一人でも増えるのなら、

らなくてはいけない立場です。初心に

実践できます。創業役員エミリー・ラ

こんなに嬉しいことはありません。

One person
can be great
My Favorite Products
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ペパーミント

ウィンドリズム

ポーチに必ず1 本。車で

ブレンドされている香り

行 動 することが 多 い の

の調和が見事で、心の奥

で、ドライブ中の眠気覚

から幸福感が湧いてきま

ましやリフレッシュに、何

す。お客様をお迎えする

度となく手にとります。

ときなどによく使います。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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森友 はるみ

達成を阻んでいたのは「思い込み」
覚悟を決め、自信をもって動いた

Harumi MORITOMO, Tokyo, JAPAN

My Favorite Products
ペパーミント
不安をひとりで抱えるタ
イプなので、モヤモヤした
らペパーミントで一掃。手
に 1 滴垂らして深呼吸し、
首裏にも塗布します。

サロン エッセンシャルズ
シャンプー＆コンディショナー
使い始めてから本当
に髪の状 態 が良くな
り、褒められることが
増えました。高2 と中
3 の息子たちも愛用し
ています。
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ずっと前からアロマテラピーが大好

くれるスタッフの方々、社会貢献…。学

んな方々から「ドテラに出逢えてよかっ

きで、教室に通ってある協会のインス

ぶほどにドテラという会社自体も好き

た」
「はるみさんに逢えてよかった、あ

トラクター資格まで取ったほど。エッセ

になり、アロマライフを楽しみながら

りがとう！」と言ってもらえると何より嬉

ンシャルオイルは私の毎日に欠かせな

自分や家族のケアもできる、そんな幸

しくて、早くそれぞれの願いを叶えてあ

いものでした。でも、だんだん使い方

せの 1 滴がもたらすリレーションをシェ

げたいと強く思います。皆様の幸せを

がマンネリ化してきて、従来のアロマテ

アしていくドテラビジネスに、だんだん

願い、希望を与え、より良いリーダー

ラピーのメソッドに限界を感じ始めたの

惹かれていったのです。

になりたい。ダイヤモンドになって、そ

です。もっといろいろな楽しみ方を知

少しずつチームができてきてからも

の思いが日に日に強くなっていくのを感

りたい。そんなときに、柳原いづみ先

ダイヤモンドはものすごく遠い存在で、

じます。ランクはあくまでも区切りであ

生のスクールでドテラをご紹介いただ

特別な才 能がある人しかなれないと

り、通過点。皆様それぞれの想いに寄

きました。あの日のことは、今思い出

思っていました。今振り返ると自分に自

り添い、今私に何ができるのか、どう

してもワクワクします。
「アロマのお茶

信がもてず、覚悟が足りなかったので

したらいいのか、常に自問自答しなが

会」でハーブティーにレモンを 1 滴垂ら

しょう。思い込みが邪魔をして、ビジ

ら前に進んでいます。

していただき、さらに、手のひらにペ

ネスがなかなか進みませんでした。そ

生活に香りを取り入れる楽しさ、身

パーミントを落としてゆっくりと香りを

んな状態を打破するきっかけになった

体にはたらきかけるオイルのちから、

吸い込みました。その瞬間、
「今すぐ欲

のは、ゴールド昇格を前にダイヤモンド

その 1 滴で誰かを助けること、全部実

しい！」と直感したのです。私自身と大

クラブに参加したことです。気持ちを

現できるのがドテラです。何事も一期

切な家族をケアできる、まさに私が求

切り替え、必ずダイヤモンドを達成する

一会。生涯に一度しかない機会だと心

めていたアロマでした。東日本大震災

と決意。思い込みを捨て、とにかく自

得て、毎日の出逢いに感謝し、誠心誠

以来、不安から体調を崩しがちだった

信をもって行動するように努めました。

意尽くしていきたいと思います。

のですが、ドテラと出逢ってからはオイ

覚悟を決めたら、意外にも目標達成は

ルが心の支えになってくれて、苦手だっ

すぐ近くに。むしろ覚悟するのが遅す

た外出も苦にならなくなりました。

ぎたぐらいだと気づきました。

ダイヤモンドは遠い存在、そんな思い込みが

とはいえ、最初はビジネスをするつ

念願叶ってダイヤモンドになれたと

もりはありませんでした。以前、他社

き、湧き上がってきたのは「これでグ

邪魔をしていたんだと思います。

でしつこく勧誘されて嫌な思いをしたこ

ループの方をもっとサポートできる」と

ともあって、MLM 自体、自分の人生に

いう喜びでした。私が達成できたのは、

必ず昇格する！ そう覚悟を決めたら、

はないものだと思っていたのです。とこ

皆様お一人おひとりがドテラを楽しんで

意外にも達成はすぐ近くにありました。

ろがドテラには、私が嫌だと思ってい

くれているから。みんな、人として尊

た「MLM らしさ」がまったく感じられ

敬できる優しい方ばかりで、何かある

なかった。使命を全うしようとする経

たびに私のことを心配し、ねぎらってく

営陣の揺るぎない姿勢、誠実で元気を

れたり連絡してくれたりするんです。そ

Determination
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野口 美幸
Miyuki NOGUCHI, Chiba, JAPAN

家族のケアが家庭でで きる！
感動を伝えて笑顔をも らえる素敵なお仕事

長男が風邪をひきやすく、病院通い

家族の健康に自信がもてずに悩んでいた
あの時代があったからこそ、同じ思いの
お母さんたちに伝えられることがある。
ドテラは、専業主婦だったかつての私に
も光を当ててくれました。

ばかりしていたため、健康に役立つ安

主婦として、家族のために探していた安全な健康法。

全なアイテムをずっと探していました。

ドテラで得られた感動を伝えるうちに、

そんなとき、以前からお世話になってい
た柳原いづみ先生に、家庭で家族のケ

使い始めたらすぐに、家族にさまざま

る！ そう思えることが、私を強くしてくれ

それ自体が嬉しいことです。

な変化が現れました。長男はもちろん、

ね」と子どもたちに言われたときは、本
そして家族との未 来のために走ってい

笑顔と感謝でいっぱいのお仕事に出逢えた、

があることを教えていただいたのです。

「ドテラに出逢ってママの人生変わった
当に嬉しかったです。チームの皆さん、

いつしか仲間が増えていました。

アができる良質なエッセンシャルオイル

ます。家族は私にとって究極の癒やしと
もいえる存在。仕事で大変なときや落ち
込むこともありますが、家族のおかげで

家族みんなが健康的になり、驚きと感

バランスを保つことができています。

動でいっぱいに。それまでは、家族が

ドテラビジネスは、これまでの人生に

体調を崩しても不安に駆られながら病

はなかったようなチャレンジの連続でし

院に駆けつけることしかできなかった

た。初めは一つひとつが大きな壁のよう

のに、ドテラがあればその前に家でケ

に見えて、でも目の前にある今できるこ

アができ、目に見える変化が実感でき

とに一生懸命取り組んでみると、道が拓

る。
「なんとなく癒やされるような…」

けてきたのです。それを繰り返すうちに、

程度だったアロマのイメージがガラッと

以前よりは楽な気持ちでトライできるよ

変わり、ドテラは私にとって、毎日に欠

うになりました。もちろん私ひとりの力

かせないお守りのように大切なアイテム

ではなく、チームの皆さんやアップリー

となりました。

ダーの柳原ご夫妻、チームを超えて力を

身をもって体験したこの素晴らしさ

くださる他のリーダーさんたちの存在に

を、周りの人にも知ってもらいたい。困っ

導かれて、今の私があります。こんなに

ている人の助けになりたい。そんな気

も心があたたかくなり、毎日幸せを感じ

持ちから周囲にドテラを伝えるうち、愛

られるお仕事はなかなかないと思います。
ドテラビジネスには「完璧」はなく、

用者や活動を共にする仲間が自然と増
えていきました。そうなるともっと知り

ずっと成長を目指し続けていくもの。そ

たくなり、機会を見つけて学んでいくう

のことを忘れずに、自分の信念と仲間を

ちに、愛にあふれたこの素晴らしい会

大切に活動しながら、一生かけてこの仕

社に出逢えたこと自体が幸せ！と思えて

事に取り組んでいきたいと思っています。

きて、ますます活動に熱が入るように…。

いつかおばあちゃんになったとき、ドテ

仕事と意識しないうちにいつのまにかス

ラのおかげでこんなに素晴らしい人生に

タートしていた、というのが、私のドテ

なったね！って笑顔で話せるように、まだ

ラビジネスの始まりです。

まだ前進していきます！

ずっと昔から、
「いつか、自分が心か
らやりたいと思える何かを仕事にした
い」と思っていました。今は、それがド
テラだったんだとはっきりとわかります。
「私らしさ」を活かせて、人の役に立つ
ことができる最高のお仕事。感動体験
を伝えることで、幸せになれる人が増
えていく。
「ありがとう」
「出逢えてよかっ
た」という嬉しい言葉とともに、笑顔が

18

どんどん広がっていくのです。主婦として、
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The Solution for

family
wellness

My Favorite Products
オレンジ
ハッピーなときも元気が

オンガード
フォーミングハンドウォッシュ

ほしいときも、いつでも

子どもがいると、手を洗う機会が

嬉しい香り。我が家では

すごく増えます。安全な成分とオ

毎朝の「行ってらっしゃ

ンガードのパワーは、家族の健康

い」の香りでもあります。

を守る強い味方です。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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尾岸 なる
Naru OGISHI, Saitama, JAPAN

Nurture
& Grow
甲状腺の持病を抱え、普通の健康的

ンスが与えられるドテラビジネスのあり

杖をついた白髪の方まで幅広い年齢層

な暮らしに憧れてきた私。5 年前に産

がたみを日々実感し、周囲の人たち、

の方々がいて、
「世界では当たり前にド

まれた娘がアトピー体質だったことも

特にママたちに可能性を見せてあげた

テラが拡がっている」ということを実感。

あり、少しでも気分よく過ごせるものは

いという想いが強くなってきたのです。

この光景は、私の日々に大きな自信と希

ないかと探し続けていました。そんな

そして、自分のことよりもチーム全体の

望を与えてくれました。ドテラは、どん

とき出逢ったのがドテラのエッセンシャ

幸せを強く意識したのが、2017 年に参

な人の生活のなかにもすんなりと溶け込

ルオイル。柔軟剤や香水の香りは苦手

加したダイヤモンドクラブでした。尻込

み、豊かなパワーを与え続けてくれる素

なのですが、この香りは胸いっぱい吸

みしていたメンバーも私の熱意につら

晴らしいツール。これからも世界に必要

い込むことができたので、これならきっ

れて見違えるように積極的になり、見

とされ続けることでしょう。

と愛用できると確信しました。

事 1 位を達成。そのときに出逢ったた

かつての私は自分に自信がもてず、人

くさんの感謝の言葉が、一人ひとりの

の顔 色ばかりうかがって生きてきまし

大きな自信につながったと思います。

た。そんな私が今、これまででいちば

日々の生活の中で気軽に使えるドテ
ラのサプリやオイルを使い始めて、疲
れたり落ち込んだりしたときのケアはも

昔から思い描いてきた「遊ぶように

ちろん、そうなる前に体調や感情をコ

楽しく仕事がしたい」という夢が、ドテ

この「心地よさ」を、たくさんの人たち

ントロールできるようになり、生きるの

ラで叶えられました。何より嬉しいの

の生活に根づかせたい。そして、大きな

がすごく楽になったと思います。使う人

は、娘が私をキラキラした瞳で見つめ

豊かさのリレーションを、子どもたちに

を選ばないからどんな職業や年齢の方

てくれること。忙しくて一緒に過ごす時

もつないでいきたい。ドテラビジネスで

にもお勧めしやすく、だんだん愛用者

間は短くなりましたが、友達に「大きく

大事なのは、テクニックではありません。

の仲間が増えてきました。気がつくと

なったらママと一緒にお仕事するの！」

日々の生活や目の前の人、自分の弱さ

エリートを達成し、毎月自分や家族の

と得意げに話しているのを見ると、な

さえもいつくしみ、相手の立場になって

ために買う製品がボーナスでまかなえ

んともいえない幸福感に包まれます。

関係性を育むことが、自分を成長させ、

るように。主婦にとってはすごく嬉しい

ドテラが家族を犠牲にすることはあり

やがて大きな結果へとつながっていくの

驚きで、この可能性をもっと伝えたい！

ません！ お子さんのことで躊躇してい

です。これからも、自分の気持ちをごま

という気持ちが自然と湧き上がりまし

るママがいたら、
「大丈夫」と背中を押

かさず、誠意をもって自分の言葉で伝え

た。やがて、最初は傍観していた夫や

してあげたいです。

続けていきたい。そのための勇気や行

母も、真剣な私の姿を見て協力してく

今年の春、ダイヤモンドとして参加

動は、何倍にもなって還ってきます。種

した米国のリーダーシップリトリートで、

をまき、芽を出し、花が咲いて、実をつ

私の意識はさらに拡がりました。ダイ

ける、そのすべての過程を存分に楽しみ

ネスが回り始めたシルバーの頃。入社

ヤモンドリーダーに用意された席には、

ながら、私たちも「CPTG 品質」を目指

試験も定年もなく、誰にでも平等にチャ

小さな赤ちゃんを抱っこしたママから

していきましょう！

れるようになりました。
ダイヤモンドを意識したのは、ビジ

私たち自身も
CPTG品質を目指そう！
20
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ん自分らしく自然に生きられています。

M Y FAV O R I T E P R ODU C T S
レモン

PHOSSIL ミネラルカシス

ドテラフォーギブR

身も心も一瞬でクリアにしてく

ジュース感覚でゴクゴク飲め

許しのお守りオイル。香りを吸

れる、魔法の香り！ 毎日気軽

る、家族の栄養補給に欠かせ

い込むと、木々の妖精たちが現

に水やお料理に垂らして使っ

ないアイテム！ 毎日、娘と乾杯

れてやさしく包み込んでくれる

ています。

するのが日課です。

ような感覚になれます。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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河野 めぐみ

Self-reliance

Megumi KONO, Oita, JAPAN

憧れの背中を追ううちに
自分らしい人生を手に入れた
今の私しか知らない人は驚くかもし

しないから、やるならひとりでやりなさ

みんな頑張れるよ」と繰り返し背中を

れませんが、もともとは元気なときの

い！」と、突き放されてしまったのです。

押してもらったからです。大勢の皆さ

ほうが少ないほど虚弱体質だったんで

それでも、ドテラにかかわらない人生

んに支えられて、本当にダイヤモンドに

す。性格もネガティブで引きこもりがち。

は考えられなかった。協力が得られな

なることができました。私ができたの

そんな私が今、
何事にも元気にポジティ

いなら、自分の力で育児との両立も乗

だから、みんなにだって絶対にできる。

ブに取り組め、自立した生活を送れて

り切ってみせよう！ チームに来てくれた

次はみんなをここに連れてこなければ！

いるのは、ドテラのおかげです。

みんなのためにも、やるしかない！ 親

と決意を新たにしています。

「アロマ好き？ エステ好き？」旧友か

の敷いたレールから外れて自分の人生

らしばらくぶりに届いたメールが、ドテ

を歩む時が来たのだと覚悟を決め、そ

教育体制も充実していて初心者でも始

ラとの出逢いのきっかけでした。アロ

れからは本腰を入れて取り組むように

めやすいので、主婦の方にもぜひ挑戦

マタッチの体験に誘われ、内田史佳さ

なりました。

していただきたいです。私はドテラの

ドテラをお伝えするうえで大切なの

おかげで明るく前向きに、自分らしい

は、相手の方を思いやり、その方にとっ

人生を歩むことができるようになりま

晴らしくて。苦手だったはずなのに…

てドテラの何が助けになれるのか？を

した。3 人の子どもを育てるだけの収

まさにドテラと恋に落ちた瞬間でした。

見つけ出すこと。同時に、人としてどう

入も確保でき、経済的にも自立できて

ビジネスプランにも感動し、内田さん

ありたいのかを真剣に考え、自己を高

います。母子家庭だからといって子ど

のことも大好きになりました。私のドテ

めていくことも重要です。私自身もリー

もたちに不自由をさせたり、将来の選

ラストーリーは、内田さんとラベンダー

ダーとして意識を高くもち、チームの

択肢を狭めたりはしたくない。お金が

から始まったのです。

みんなに恥ずかしくない行動をしよう、

すべてではありませんが、経済的な自

と肝に銘じています。

由がより良い人生をもたらすこともある

経済的に厳しかったので、自分が使
う分くらいはボーナスでまかなおうと、

魅了され、飛び込んだドテラの世界。
気づけばすっかりアクティブになり、
親や前夫から自立した新しい人生を
歩むことができています。

ドテラは製品の魅力を実感しやすく、

そのとき嗅いだラベンダーの香りが素

んのご自宅で施術を受けたのですが、

ラベンダーの香りとキラキラしたリーダーに

とはいえ、シルバーから先にはなか

んだと、知ってほしいです。そして、憧

当初から分かち合いも始めました。一

なかランクアップできず、かける労力と

れのリーダーたちのようにキラキラと輝

方、実家では母が化 粧品の流 通に携

収入との差に苦悩しました。そんなと

く素敵な女性を目指していきたいです

わっており、以前は私も手伝っていたの

き心の支えとなったのは、アップリー

ね。もし迷っている人がいたら、こう

でドテラのことは内緒にしていたのです

ダーや姉妹リーダーの温かい励まし。

声をかけたいです。
「ドテラほど完璧な

が、1 年ほどで発覚してしまって大騒ぎ

ダイヤモンド昇格を本気で目指そうと

仕事はないよ！ このチャンスを逃さず、

に。
「家業はどうするの !? 子守には協力

決心したのも、
「めぐちゃんのためなら

波に乗ってください !! 」

M y Fa v o r i t e P r o d u c t s
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PHOSSIL
ミネラル オリジナル

ドテラモチベートR

ドテラ ローズタッチ

60㏄くらいを水で割って持ち歩

普段の私はテンションがかなり

ローズは 欲しくても手に入らな

き、一日かけて少しずつ飲んでい

低めなので、人に会う前や講座

かったので、発売になって嬉しい

ます。忙しく飛び回っている私の

で話すときには、よく吸い込ん

です。香水代わりに手首や首筋に、

機動力の源です。

で深呼吸しています。

ハンドケアにと楽しんでいます。

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018
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笹本 美沙
Misa SASAMOTO, Tokyo, JAPAN

親友が届けてくれたドテラとの 出逢い
自分らしくいられる場所が増え ました
エステティシャンとして働きながらド

テラのウェルネス ライフスタイルにつ

越えればいい。そんな前向きな捉え方

テラビジネスを始め、4 年半が過ぎま

ながる土台を共に学んできた親友だか

を教えてくださったアップラインの柳原

した。絶対無理！と思っていたダイヤモ

ら、パートナーになってくれて心強かっ

利弥さん・いづみさん夫妻にも、感謝

ンドを達成し、今どんどん夢がふくら

たし、一緒でなければ続かなかったで

しています。

んでいます。チームのみんなには私が

しょう。2 人とは、出逢うべきタイミン

ダイヤモンドなんて面白すぎる！と言わ

グで引き寄せられた奇跡を感じます。

れていますが（私もそう思います…笑）、

場所になっていました。憧れのガラパー

最初はビジネスなんてまったく考えて

ティーでダイヤモンドの表彰を受けたと

そうやって冗談を言い合いながら支え

いなかったのですが、一緒に使う仲間

きは、みんながオリジナルフラッグと

てくれた仲間がいたから、楽しく活動し

が増えてくると、次第にドテラのある生

大好きな椎名林檎さんの曲で祝ってく

てこられました。特に、2 人の親友の

活を分かち合うのも楽しくなってきまし

れました。嬉しくてドキドキした！ 一生

存在なしには語れません。

た。そんなとき、通っていた自然食の

の宝物にしたい思い出です。

一人は、私にドテラを教えてくれた、

教室が終わって時間ができ、改めてプ

今は、大好きなスキンケアのセミナー

元同僚で親友の岡村香織さん。同僚時

ランをよく勉強して、理想的な仕事だと

や主婦目線のお料理講座などを中心

代は、お互い人を癒やす仕事なのにい

思ったのです。仕事を続けながら休日

に、一緒に歩んできてくれた香織さん

つも疲れていて、お肌もボロボロ。お

や空き時間にできるし、子どもがいて

や陽子さんともコラボして、おしゃれ生

客様から栄養ドリンクをもらうほどひ

も大丈夫。自然食の知識を一緒にシェ

活や感情ケアなどバラエティ豊かな講

どい状態でした。結婚・出産でしばら

アできる点にも惹かれ、まずは年内に

座を開催しています。チームでは、私

く疎遠になっていた彼女と久しぶりに

シルバーになろうと決めました。

が達成してから自分もダイヤモンドに

会ったら、すごくキレイになっていて

ひとつずつ昇格するたびに、毎回転

なりたいという人が増えました。私も、

びっくり！ 秘密を教えて！とお願いして、

機といえるぐらいの大きな気づきや学

自分だけじゃつまんないから早くみん

ショールームに誘ってもらったのです。

びがありました。すべての原因は自分

なも達成してほしい。私ができたんだ

であり、自分が変わればチームのみん

から、ママだからできないとかそんな

小さい頃からアトピー体質で健康に人

なも変わる。そのためにも、自分 が

ことはありえない！ 女性の自立を応援

一 倍関 心の高かった私には、何より

率先して行動することで、みんなの選

したくて、懸命に活動しています。

ウェルネスピラミッドの概念が魅力的

択肢を増やしていこうと努めています。

でした。土台は食事、それに運動、休

みんながいなかったら今の私はありま

能性を広げてくれるすごいビジネスで

息と溜めない身体づくり。健康で楽し

せん。特に、ドテラ活動が忙しくなっ

す。それぞれの個性を大事にして、ぜ

く暮らすために必要なものがすべて詰

て本職との両立が大変になってきたと

ひ楽しんで取り組んでください。私は

まっていて、深く共感しました。そのと

きは、その都度相談して助けてもらっ

これからも健康で楽しい毎日を満喫し

き一緒に登録したのが、ママ友の杉山

てきました。問題が起きるのはたくさ

ながら、大切な仲間と支え合い、いろ

陽子さんです。自然食やヨガなど、ド

ん行動しているから、何かあれば乗り

んな夢を叶えていきます。

オイルの香りも気に入ったのですが、

24

気がつけば、チームが私の大切な居
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ドテラは本当に面白く、豊かさの可
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m
久しぶりに会った親友が、ドテラを始めてすごくキレイに！
信頼する友人たちと一緒に歩んでこられたから、ここまでたどり着けた。
出逢うべきタイミングをキャッチできた奇跡を実感しています。

My Favorite Products
ウィンドリズム

アロマタッチキット

最初に好きになった「大 好き

エステティシャンとして心底感

なドテラ」の象徴のような香り。

激し、生活に欠かせないもの

夢を叶える後 押しをしてくれ

になりました。毎日朝晩セル

る「願 望 達 成 オイル」で、私も

フケアし、家族にも毎日アロ

いつも応援してもらいました。

マタッチをしています。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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NEW doTERRA DIAMONDS

菅原 純子・真治
Junko & Shinji SUGAHARA, Hiroshima, JAPAN

Weakness is STRENGTH

弱みを強みに変え、私らしく
ドテラを伝えていきたい

ハンディを抱えた私がお伝えすることこそが
ミッションだと信じて、
挑戦し続けてきました。
目に見えない力に感謝しながら、
これからも
ドテラの魅力と可能性を伝えていきます。

以前の私は、7 人の大家族を切り盛
りしながらボランティア活動で飛び回る
忙しい日々を送っていました。しかし、

を招いてアロマ講 座を開くことから、

たのです。夫や我が家にホームステイし

活動をスタートさせました。

ているキム・スサンナさんにも大いに助

最初の頃は無我夢中。やらずに後悔

けていただき、失敗も成功も経験する

突然脳出血で倒れ、命は取りとめたも

するよりも失敗から学ぼうと、とにか

なかで、挑戦を続けてきました。メン

のの片麻痺の後遺症が残ってしまった

く行動するものの、気持ちが先走って

バーを信じ、励まし、私にできる最大

のです。暗闇のトンネルに放り出された

誤解を招いてしまうこともありました。

限のサポートを心がけたつもりです。や

ような失意のどん底を味わい、救いを

マーケティングプランについても知識不

がてセミナーホストを務めてくれるメン

求めて探し回りました。それから 8 年

足で、経験しながら学んでいきました。

バーが全国に広がり、皆さんの協力の

後の2015 年、
たまたま見つけたセミナー

ひと通り理解してビジネスが回り始め

おかげで、たくさんの新しい出逢いが

でアロマタッチを紹介されたのが、初

たのは、アップラインの皆さんのアドバ

得られるようになりました。

めてのドテラ体験です。背中がポカポカ

イスでシルバーに上がれた頃。全面的

と温かくなり、そのぬくもりは翌朝まで

に応援してくれる夫のおかげもあって、

分の力以上に、目に見えない大きな力

なくなることがありませんでした。自然

チームの皆さん一人ひとりにできるだけ

を感じています。今の私があるのは、

のオイルがもたらす力強いエネルギー

丁寧に対応し、それぞれの個性や持ち

人との出逢いや周りからのサポートに恵

を実感した、運命的な出逢い。すぐに

味を活かした活動ができるような情報

まれたおかげ。いつも大きな心で受け

会員登録して認定講座を受講しました。

提供を努めてきました。その積み重ね

とめ協力してくれる夫や、ドテラを通し

製品の素晴らしさや人を大切にする文

で点と点がつながり、ご縁が広がって

てもたらされた出逢いと恩恵に心から

化、企業理念にも感銘を受けました。

いったのでした。

感謝しています。今はチームの皆さんの

晴れてダイヤモンドを達成した今、自

一方で、ビジネスの世界に入るのに

そして 2017 年には、初めてダイヤモ

目標達成を応援することが何よりの楽

はためらいがありました。片麻痺とい

ンドクラブに参加。私たちがランクアッ

しみ。そして、一家に一人！を目指して

う外見でわかるハンディが製品のイメー

プすることで、不思議なご縁でつなが

アロマタッチを広めていきたいです。私

ジを損ねてしまうのでは…という恐れか

る皆さんにビジネスの可能性を身近に

がドテラと出逢ったときの感動や癒や

ら、人前に出ることに躊躇があり、自

感じてほしい。何より、かつて臆病だっ

しを多くの人に伝えていけるよう、これ

信をもてませんでした。でも、大好き

た自分にも確信がもてるような気がし

からもミッションを全うしていきます。

な製品や 会社の素晴らしさを伝えた
い！という思いが募り、ためらいを上回
るようになってきたのです。三大疾病の
ひとつを経験した私だからこそ、予防

フランキンセンス

レモン

キリスト生誕にまつわる神聖

さわやかな香りが気持ちをリ

な香り。吸い込むと心の奥深

フレッシュしてくれます。手頃

りました。最後は「迷ったら行動！」と、

くに染み入り、落ち着かせて

なので、飲み物に入れたりディ

チャレンジを決意。自宅に友人や知人

くれます。外出時にもお守り

フューズしたり、気軽に楽しん

代わりに持ち歩いています。

で使っています。

医学の大切さやドテラの魅力と可能性
を伝えられる。それが私に与えられた
ミッションではないか、という思いもあ

26
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NEW doTERRA DIAMOND

遥か彼方と思ってい たダイヤモンド
手が届いたら、次の ステージが待っていた

To the
Next
Stage

山下 美樹
Miki YAMASHITA, Tokyo, JAPAN

全世界の WA のうち、ドテラの素晴

前。長年の体調不良に悩み、薬以外の

ミナーで、漠然と「2 年後にダイヤモンド」

らしさを人に伝えているのはどのくらい

健康管理法を探していた私は、信頼で

と書いたものの、正直、本当に達成で

だと思いますか？ 実は、わずか 2 割弱！

きる友人から手渡されたペパーミントの

きるなんて思ってもみませんでした。

残りの 8 割の方は、愛用するだけで誰

香りにびっくり。すぐに体感が得られ、

にも伝えていないのです。私はこの事実

すごい！嬉しい！と、迷わず会員登録し

ンの衝撃で一変します。メンバーに伝

を 2016 年のグローバルコンベンション

ました。当初はビジネスなんて絶対やら

え方のコツを丁寧に指導するよう力を

で聞かされ、衝撃を受けました。同時

な い！と 思って いた ので す が、
「人に

注ぐと、チームにみるみる変化が表れ

に、伝えていない人はやりたくないので

尽くす」というドテラの理念に惹かれ、

ました。製品だけでなくドテラを伝える

はなく、伝え方がわからなくて悩んでい

徐々にシステムにも興味をもつように。

活動自体にもワクワクを感じる方が増

るのではないかと感じたのです。私は営

とはいえ、あまりタイトルには興味がな

え、グッと活性化していったのです。そ

業職の経験があり、
「伝えること」は得

く、ドテラのオイルが大好きな愛用者

して、気づけばプラチナまでたどり着き、

意分野。俄然やる気が出てきました。

のお友達と楽しくワイワイやっていまし

ダイヤモンドは目の前に迫っていまし

ドテラとの出逢いは、その 3 年ほど

た。付き合いで参加した会社主催のセ

た。同じ頃、2 年前に書いた「達成」↙️

↘️の期日が近づき、自分に課した約束

しか考えていなかった！ 他の仕事を辞

かにごく自然にあって、仕事というより

を叶えたい！と強く思うように。すると、

め、持てる時間をすべて使って打ち込も

楽しみのひとつ。チームの皆さんに精

不思議なことに次々と素晴らしい出逢

うと決めてエントリーしたのでした。

一杯寄り添い、これまでと同じように

そんなドテラ生活が、コンベンショ

My Favorite Products
オレンジ
手に持つだけで元気になっ
てしまうぐらい、大好きな
香り。しょっちゅうボトル

ンのフォロー、会社のサポートに導か

私は独身で仕事もフリーランスだった

高い方が現れるものなんですね。

地道にコツコツ頑張るだけです。

れ、ダイヤモンド昇格を叶えることが

ので、以前はいつも漠然とした不安を抱

できました。遙か遠くの存在だと思っ

えていました。それがドテラで収入を得

最後まで尻込みしていました。ノルマや

ていたダイヤモンドなのに、達成してみ

られるようになってからは、不安どころ

競争に追われるのが苦手なので、厳し

たらそれは単なる通過点で、チームの

か、未来にワクワクしています。そうい

いプログラムを乗り切れる自信がもてな

みんなを応援するためには、次のブルー

う意味では、ドテラをビジネスとして本

とにかく、嗅いだだけで幸

かったのです。弱気な私の背中を押して

ダイヤモンドという目標に向かって走り

気で捉えられたことが、私の最大の転

せな気分になれる香り。毎

くれたのは、アップラインの方々。
「チー

続けなければいけないことに気づきま

機だったのかも。これからも変わらず、

朝、起き抜けに後頭部の地

ムのために参加するんだよ」と言葉を

した。常に今がいちばん大変（笑）です

私が叶えた幸せな変化とドテラの可能

かけられ、ハッとしました。自分のこと

が、ドテラの活動は私の日常生活のな

性を多くの人に伝えていきたいです。

込んでいます。

ペパーミント

肌につけています。オレン
ジとのブレンドも大好き！

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

チームの皆さんの支えとアップライ

えたら、それに引き寄せられて意識の
でも、ダイヤモンドクラブへの挑戦は

を開けて、直接香りを吸い

28

いに恵まれたのです。自分の意識を変
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髙橋 広江
Hiroe TAKAHASHI, Nagasaki, JAPAN

世界中の人を笑顔にしたい
長年の夢を叶えてくれる仕事
25 年間、看護師として働いてきまし

ビジネスのシステムに問題があったり

りで退職願を出していたのですが、4 ヵ

た。人の健康に携わるやりがいある仕

高額だったりして、多くの方に広める

月たって実際に退職したときには、ド

事ですが、死にも向き合わなければな

のが難しく、模索が続きました。一方、

テラが私の本業になっていました。

りません。若い頃、がん患者さんの病

看護師の仕事には限界を感じるように

棟に勤めていた時期の忘れられない経

…。でも生活のために辞められませ

さらに海の向こうの発展途上国の人た

験があります。担当していた末期の患

ん。私自身の生きる道が見えなくなり、

ちをも笑顔にできる。看護師時代に見

者さんが、妊娠中だった私の身体を気

地の底に沈みそうな苦しみの中にいま

送ってきた大勢の患者さんたちが、こ

遣って「いつから産休に入れるの？」と

した。そんなとき、あるセミナーを受

の素晴らしい仕事に導いてくれたのだ

尋ねてくださったのです。ご自身に死期

講して、私の人生の目的は世界中の人

と思います。本業としてやるからには

が迫っているのに、病気でもない私を

を笑顔にすることだとはっきり気づい

後悔のないように、全力で上を目指そ

心配してくれるなんて…と、胸が詰まる

たのです。生きる道が見えてきました。

うと誓いました。姉からのフォローや

ような苦しさを感じました。その方は、

自分の周りには癒やしを必要としてい

アップラインのレイトン美智恵さんがス

その日のうちに急変して他界。どうして

る方が多い。求められているのは自然

カイプで開いてくれたレッスン、そのと

あんなに素晴らしい方が、殺風景な病

の力だ！と開眼し、さまざまなセラピー

きの屈託のない笑い声…。
「ドテラが

室で、ひとりぼっちでこの世を去らなけ

を調べるなかで、ある先生が勧めてく

なぜ素晴らしいのか」を分かち合ううち

ればいけなかったのか…何もしてあげ

れたのがドテラのレモンオイルでした。

に、このビジネスが、本当の健康、本

られなかった悔しさとともに、亡くなる

そのセミナーでは売り切れで入手で

物の笑顔をもたらしたいという私の夢

その時まで人を思いやる心をもてると

きず、大阪でドテラの仕事を始めてい

いう人間の奥深さを知りました。

た私の姉・中田はるみに相談。ようや

癒やしの力で、多くの身近な方たち、

from the heart

を叶える仕事になっていったのです。
私の友人たちも、オイルやアロマタッ

そんなこともあって、副業として健康

く手にしたドテラオイルを使ってみて、

チを分かち合うようになって道が拓けて

関連の商材を扱う仕事を始めました。

人を笑顔にしてくれる物だと直感しま

いきました。素晴らしい奇跡のひとつ

あんな悲しい亡くなり方をする人を一人

した。姉に長崎まで来てもらってアロ

が、最初の頃から応援してくれた友人

でも減らせるよう、多くの方が明るく健

マの勉強会を開くようになり、そこか

が、サロンを経営しながら夢だったカ

康でいられるお手伝いをしたいと願っ

ら出逢いの輪が広がっていったのです。

フェをオープンさせたこと。ドテラで結

てのことでした。しかし、どの会社も

製品の素晴らしさと姉の人柄を慕うファ

んだご縁が実現させてくれたそうです。

ンが増えていき、私も姉のフォローを

人生は一度きり。大切な友人たちがい

しながら勉強してアロマ会を開いてき

きいきと輝き、ドテラで夢を叶えていく

ました。当初、別の仕事を始めるつも

のが、今の私のいちばんの幸せです。

My Favorite Products
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Smiles

オレンジ

サルベル

癒やしの 分かち合いを

心の奥 深くまで癒やさ

するとき紹介しやすい、

れる香り。香水代わりに

どなたにも好まれる香り

つけていると、どこへ行っ

です。お手頃価格なのも

ても「いい香りですね」と

嬉しいですね。

褒められます。

看護師として多くの方を見送ってきたからこそ、
世界中の人に本当の健康、本物の笑顔を
届けたいと願い続けてきました。
ドテラがその夢を実現するツールになる、
そう確信しています。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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下重 彩
Aya SHIMOJU, Tokyo, JAPAN

本物の「楽しいドテラ」で
キラキラ輝く人を増やしていき たい
人生を変えるような何かを探してい

私自身がチームに対し、「こうすべき」

決意。心を強く保つために日々メンタル

た時期に、知人の紹介でドテラと出逢

「こうしなきゃダメ」と押しつけの意識

トレーニングをしながら、チーム一丸と

いました。心の奥に語りかけるような

をもってしまっていたためだとわかりま

なってできることを積み重ねていきまし

香りの深さに惹かれ、単純に使ってみ

す。独りよがりな意識を変え、一人ひと

た。みんなから期待されるリーダー像

たいというだけでなく、人生に大きな

りその人の立場に立って理解しようとい

とのギャップに落ち込んだり、チームに

変化が起きるかもしれないという予感

うマインドに変わってから、関係が改善

不平不満が渦巻いたりと苦しいときも

がしたのを覚えています。MLM は一

されていったように思います。

ありましたが、チーム外のアップライン

切経験がなく、むしろあまり良いイメー

そして、私の真のドテラライフが始

や姉妹系列のリーダーが相談に乗って

ジをもっていなかった私ですが、アッ

まったのが、3 年前に初めて米国のグ

くださったこともあり、何とか乗り越え

プラインからビジネスについて詳しく

ローバルコンベンションに参加したと

ることができました。

教えてもらい、このマーケティングプ

き。役員たちの熱い想いと愛を感じ、

ランこそが「人を大事にする」というド

ドテラという会社が綺麗事ではなく本

違いは、能力の差ではなく、決意の熱

テラ文化の核心だということに気づき

気で世界を変えようとしていることを目

量の差だと思います。なぜドテラビジネ

ました。人を不幸にするどころか、出

の当たりにして、それまで自分が抱い

スをやるのか、その原点を大切にしな

逢った誰もが幸せにしかならないじゃ

ていたドテラの世界がさらに豊かに変

がらあきらめずに続ければ、誰でもで

ない！ 私の中で「人生を変えるスイッ

わったのです。ドテラの一員であること

きます。自分が決めた使命のため、精

チ」が入った瞬間でした。

を誇りに思えるようになったことで、発

一杯人生を生き抜き、常に愛と感謝を

ダイヤモンドが達成できるかどうかの

最初の頃は、本気でビジネスを構築

する言葉に重みが加わったのでしょう

忘れないこと。私を通じてドテラを知っ

したいという仲間がなかなか増えず苦

か、9 月に 5 名だったチームは、年末

てくださった方に本物の「楽しいドテラ」

戦しました。たまにそういう方が現れ

には 100 名にまで増えていました。

を伝え、その方が魂からキラキラと輝

ても信頼を得られない。今振り返ると、

ダイヤモンドもいつかは…とは思って

きだせるように支えたい。そして、ドテ

いたのですが、プラチナになって半年

ラを通じて愛する家族に、また世界全

ほど経った頃、チームのみんなに「自

体に良い影響をもたらすことができる

分たちのことはいいから、どうしても昇

ような生き方をしていきたいと思ってい

格してほしい」と言われたのです。その

ます。ダイヤモンドはゴールじゃない。

気持ちに応えたくて、絶対達成しようと

チームのために、まだまだ動きます！

My Favorite Products
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フランキンセンス

ペパーミント

身体の奥底から元気にな

緊 張 でイライラしたり

れる香り。出かけるときも

スッキリしないとき、ズッ

家にいるときも私を守っ

シリ重いとき、一 瞬でリ

てくれる、運気アップに欠

フレッシュできるので、い

かせないオイルです。

つも持ち歩いています。

♥

Enjoy
doTERRA

ドテラのプランは、人を不幸にするどころか幸せにしかしない。
「人を大事にする」文化の核心にふれて、人生を変えるスイッチが入りました。
常に愛と感謝を忘れず、自分が決めた使命を精一杯生き抜いてみせます。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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片桐 寛司・明美
Kanji & Akemi KATAGIRI, Saitama, JAPAN

「お役に立てる」
こと、
それが僕たちの幸せ

34

40 歳のときに腎臓を患って死の淵を

ケアについて質問したのですが、貴重

ながるドテラの活動は、単なる「ネット

さまよい、今も人工透析を受けていま

な休憩時間にもかかわらず身内に語り

ワークビジネス」でなはく「文化・カル

す。決して万全ではない健康のサポー

かけるように丁寧に答えてくださり、思

チャー」であり、
「生き方」そのものだと

トにと友人に勧められたのが、ドテラ

わず涙があふれました。トップの「想

いえるでしょう。

と出逢ったきっかけでした。もともと

い」こそが会社や組織をかたちづくるこ

ダイヤモンドを目指したのも、より多

花屋も営んでいて、ガーデニングも好

とを、長年の自営業経験で身をもって

くの方のお役に立てる存在になりたい

きな僕。植物の秘めたパワーについて

学んできたので、こんな優しさにあふ

という使命感が湧いてきたから。
グルー

はよく知っているつもりでしたが、実際

れた方が役員を務める会社なら製品も

プの中で木村良子さん、小出美千代さ

に使ってそのすごさを体感し、これは

事業方針も間違いない、と確信したの

んの 2 人が先に達成したことにも刺激

いい！！と思いました。

です。そこから徐々にビジネスに熱が

を受け、最後はみんなの想いとパワー

若い頃、いくつかの MLM にチャレ

入り、ドテラの理念や社会貢献活動に

が達成に押し上げてくれました。今後

ンジしたものの、最初の説明と現場と

ついて、また「人を助ける」文化が息づ

はより大きなエンパワーメントの影響

のギャップに違和感を覚えてすぐに辞

いた報酬プランを学ぶことで、本気に

力をもつ立場として、ドテラが他のネッ

めてしまった経験があります。最初はド

加速度がついていきました。

トワーク企業とは一線を画する会社で

テラもそのような会社と同じだろうと

人 生は、誰と出逢い、何にかかわ

あることを広く伝え、もっとリスペクト

思っていたのですが、やがて、まった

るかで大きく変わってきます。成長も、

される会社になるよう力を尽くしていき

く違うビジネスモデルだと気がつきまし

人とのかかわり方次第です。僕たちが

たいと思います。

た。その大きなきっかけになったのが、

生まれてきた最大の目的は「幸せにな

透析患者の僕が今、こんなにアクティ

2012 年の第 1 回ジャパンコンベンショ

る」 こと。 それは、 物 質的・経 済 的

ブに活動できるのは、まさにドテラが

ンです。昼休憩の時間に Dr. ヒルを訪

に恵まれることではありません。ビジ

くれた奇跡。そして妻・明美のおかげ

ね、僕のように腎臓を患う者のヘルス

ネスをやっていると収入だけが目的に

です。限りある人生を楽しく有意義に

なってしまいがちですが、 そ

過ごすため、何より大切なのは夫婦の

うすると結果につながりにくい

時間を共に楽しむこと。年に 2 ヵ月は

し、続きません。お金のこと

オフをとって、大好きな南の島に出か

はいったん忘れて、
「その人の

けます。普段フル回転している分、こ

お役に立つ」ことを考えて行動

の時ばかりは完全にオフモード。ビジ

すれば、お金はあとからついて

ネスを始めた当初から「寒い時季に暖

きます。僕らのグループには、

かい場所で過ごすこと」が夢だと公言

この「人に仕える」姿勢が浸透

していたので、文句を言う人はいませ

しています。ただ頑張るのでな

ん ( 笑 )。こんなふうに楽しみながら、

く、
「お役に立つことを楽しむ！」

ドテラで得た仲間を大切に、チームの

がテーマ。誰かのためを思って

変化・進化、そして成長を模索してい

行動し、
「お役に立てた」と感

きたいです。人生の最期には、
「ああ楽

じられたとき、人は大きな幸

しかった！ 満足満足。ありがとうござ

せを感じられます。そんな、人

います！ またねー！」と笑顔で締めくく

が生きる根源的な意味にもつ

れたら、最高ですね。

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

僕らのテーマは「お役 に立つことを楽しむ！」
ドテラを分かち合って誰かの役に立てれば、幸せを感じることができる。
それは、根源的な生きる意味につながっているのです。

Serving
others

M Y FAVO R ITE PRO D U CTS
アースリズム

ディープブルー

緊張しているときや、高

寝 る前 に ふくらはぎ に

揚した気持ちを落ち着

塗 ると、清 涼 感 が 広 が

かせたいとき、香りをか

り、翌朝目覚めるとスッ

いでリラックス。

キリしています。

www.doterra.com/JP/ja_JP

35

NEW doTERRA DIAMOND

竹下 育子
Ikuko TAKESHITA, Aichi, JAPAN

娘に背中を押され気づいた使命
人生を花開かせるサポートを
んいるはずだよ！」ショックでした。娘

た。ひとりでする仕事だったら、こん

当時 8 歳だった娘が、精神的に不安定

2014 年 の 春 は苦 悩の 季 節 でした。

を救ってくれたドテラにすごく感謝して

なふうに誰かに支えてもらえることは

になってしまったのです。
「自分のでき

いるのに、それを伝える相手や機会も

なかったでしょう。ドテラの「人とつな

ないこと」
「ダメな部分」を数え上げて

あるのに、小さな子どもがその可能性

がる」
「人を大切にする」文化の素晴ら

「生きていてもしかたない」と、毎晩泣

をキャッチしているのに、私はいった

しさを改めて実感しています。

き疲れて眠る日々。長年セラピストの

い何をしているんだろう !? 娘の言葉

娘は成長して中学 1 年生になりまし

仕事をしてきた私なのにそのスキルが

が、見えない壁に阻まれていた私の背

た。最近は、週１のアロマタッチタイム

何の役にも立たず、仕事人としても母

中を押してくれました。

が定番に。お互い仕事や学校で忙しく

としても、自分の非力さに打ちのめさ

セラピストとしての私のモットーは、

れました。そんなときに出逢ったのが

健康をパーツではなくトータルでとらえ

ニケーションでつながることができる、

ドテラです。わらをもつかむ気持ちで

ること。そんな私にとって、ドテラが

かけがえのない愛おしい時間です。娘

親子でアロマタッチ体験に参加したの

提唱するウェルネス ライフスタイルは、

自身もオイルを使いこなせるようになっ

は、
忘れもしない 6 月最後の日曜日。
「マ

大事なことが簡単に伝わる究極のかた

てきて、私が出張で不在のときは、同

マ、これすごくいい！」久しぶりに聞く

ちでした。しかもビジネスの仕組みは

居している母（祖母）のケアをしてくれ

娘の明るい声に、迷わず登録を決めま

「人に仕え、人を助ける」が詰まった、

ます。まさに「自立したセルフケア」。

した。そして、デラックスキットの木箱

いわば「疲弊しないボランティア」。女

自分自身はもちろん、家族やペットに

が届いた日から、娘は本来の笑顔を取

性の雇用が景気に振り回される現実を

至るまでみんなの「ウェルネス ライフ

り戻していったのです。

何度も見てきたので、経済的な自立を

スタイル」を手軽に実践できるのが、ド

叶えてくれる点も魅力的でした。

テラのいいところですね。

ドテラを愛用して半年ほどたった頃、
すっかり元気になった娘にこう言われま

私にとってドテラの仕事は、自分に

私には最愛の父を突然亡くした経験

した。
「ママ、どうしてドテラを仕事に

与えられた役割。その役割を全うする

があるので、
「大切な人との『今』を大

しないの？ 必要としている人はたくさ

ために行動するのであり、タイトルは

切にすること」
「何かに縛られず、本来

行動に対する結果だと

の自分を全うすること」を常に意識して

考えています。だから

います。これは亡くなった父が私に与

なのか、昇格の前後に

えてくれた使命なのかなと思うと、力

はいつも、越えるべき

が湧いてきます。

ハードルが現れました。
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しているからこそ、言葉を超えたコミュ

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

Blossoming Life
「ドテラを必要な人が大勢いるのに、なぜ伝えないの？」

娘に言われたひと言に、私は何をしているんだろう…と大ショック。

ドテラに救われた私たちの「使命」を果たそうと決意しました。

My Favorite
Products
dōTERRA エッセンシャル
アロマティクス®
心を整えるのに欠かせない「お守
りアロマ」
。使ったその時に必要な
香りが心に届くので、6 本全部をブ
レンドして持ち歩いています。

植物のもつ自然のエネルギーで満た

ダイヤモンド達成のと

されると、抱えている不調和が調和に

きも大きな課題に直面

変わっていきます。トンネルから抜け出

し、アップラインや会

してその人の本質が開花し、本当に望

社のスタッフ、チームの

むものが手に入るのです。もっと多くの

メンバーさんに助けて

方の人生が花開くように、サポートして

いただきました。憧れ

いきたい。私より先にドテラに確信を

のトップリーダーさんも

もった娘の名代として（笑）
、これから

系列を超えて気にかけ

も、自分や周囲の方の眠れるスイッチ

てくださり、感 激でし

をどんどん入れていきます。

ウェーブリズム

ウェルネスピラミッドの中でも、き
ちんと確 保 するの が 難しい「 睡
眠」
。塗れば「おやすみ 3 秒」
でいい
夢を見て、
翌日は即行動できます。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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栗城 ナナ子・義親
Nanako & Yoshichika KURIKI, Saitama, JAPAN

縁あって出逢った仲間のために
不器用でも成長し続けてきた
安心して使える本物のオイルを探し

大好きになるかが結果につながると思

参加します。メンバーにも新規の方に

求め、ようやく見つけたのがドテラ。

います。このビジネスは人とのかかわり

も、さまざまな悩みから解放してくれ

会員登録とほぼ同時に不慮の事故に遭

が基本ですが、私たちは 2 人とも、人

るドテラの可能性や、これからのドテ

い、大怪我をして痛みに苦しめられる

とかかわることがあまり得意なほうで

ラがどんなことをしようとしているのか

日々が続きましたが、ドテラのオイル

はありません。だからこそ、出逢った

を、機会あるごとにお伝えしています。

を使いまくり、ずいぶん助けられまし

方とのご縁を大切に、私たちなりのや

電話や SNS で悩みを相談されることも

た。導かれたようだと感じました。

り方で活動してきました。特に力を注

多いですが、そんなときはとにかく聞

ビジネスとしての可能性には、当初

いだのは、基本のパワーオブスリーを

く！ 皆さん、本当は自分の中に答えが

から気づいていました。もともと、早

掘り下げること。しっかりした組織を

あるのに、なかなか見つけられないだ

期退職した義親と共に取り組める仕事

築いていけばランクは結果としてついて

けなので、聞くことに徹していると、じっ

を探していて MLM という仕組みを知

くると考え、コツコツと積み上げてい

くり話すうちにご自身でちゃんと答えを

り、安心して使える製品がビジネスに

きました。不器用なりに精一杯、真正

見つけていくことが多いです。

なることに魅力を感じていました。怪

面から向き合おうと努めることで、人

そんな仲間たちがランクアップした

我で動けない間、ひたすらドテラを学

としての幅が広がり、成長してこられた

り、収入を得られるようになったとき

び製品を使ううちに、可能性が確信に

と思います。また、いろいろな面でオー

の喜びは格別です。昨年、グループで

変わっていったのです。そして回復して

プンハートな登寿美子さんと出逢えた

初めて高橋幸美さんがダイヤモンドにな

ほどなく、夫婦で活動を始めました。

ことも大きく、成功を引き寄せる強い

り、今年は介護にドテラを取り入れた小

力を得られたように感じます。

池美喜子さんも達成。本当に嬉しかっ

インドア派のナナ子は家で知識を深
め、人と会うときは自宅に来てもらい

今、私たちのグループは「とにかくド

た！ 縁あって出逢った仲間の幸せを願

ます。外でのミーティングなどはアク

テラが大好き！」なファンでいっぱい。

い、一人でも多くの方がダイヤモンドに

ティブ派の義親が中心と、役割を分担

ドテラについて熱く語り、涙を流す人

なれるよう、応援し続けていきます。

しています。ランクアップを目指すやり

もいます。皆さん自立したグループなの

方は、人によって千差万別。どんなや

で普段は自主性にお任せしていますが、

り愛しているのは、ドテラの理念。個

り方であれ、どれだけドテラを理解し、

ミーティングなどに招かれれば喜んで

人が成長してより良い社会を形成し、

ドテラライフを送る私たちがなによ

ランクアップを目指すやり方は人それぞれでも、
ドテラの理念を愛し、そのために成長し続けることが結果につながります。
人づきあいは得意でないけれど、私たちなりに仲間を応援していきます。

それが世界平和につながっていく。そ
のために、今できることから始める。
そんな考えに賛同し、応援するため、
私たちも今できることにじっくり取り組

オンガード

PHOSSIL
ミネラルシリーズ

姿を若い人たちに見せることができれ

冬場はもちろん、一年を

目覚めの一杯に、夏は冷

ば嬉しいですね。仲間と一緒に、私た

通しての必需品。安心し

たい水か炭酸で、冬はお

て口に入れられるから、

湯割りで。寝る前にはカ

歯磨き後のうがいには必

プセル。サラダやみそ汁

ず 1 滴使用しています。

など料理にも使います。

みたい。生涯現役としてこれからもい
きいき・ワクワクと活動していき、その

ち夫婦も人として成長し続けていきた
いと思っています。
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My Favorite Products

Cherish

connections
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野田 彩加

ていて、常により良いエッセンシャルオ

Ayaka NODA, Kumamoto, JAPAN

イルを探していた私。ネットで検索する

以前からアロマテラピーの勉強をし

と「dōTERRA」という会社名がよく出て

The necessities
of

くるので、ずっと気になっていました。
そんなとき、友人が経営する近所のカ
フェで小川リヨさんのセミナーが開かれ

取り戻せる気がします。

Life

ラがあれば違ったのかも…と思います。

先頃亡くなった祖父にも、生前はド

そんなこともあったので、祖父には心

たくさんオイルを試させていただいたと

テラ製品を駆使してたっぷりとケアを

ゆくまでケアをしてあげられて、自分た

ころ、翌日、身体がすごく軽く感じて

してあげていました。
「あの青いチュー

ちも救われました。

びっくり。
「探し求めていた精油に出逢

ブのクリーム（ディープブルーラブ）を

ドテラビジネスは、人の健康に携わ

えた！」と思いました。

ることになったのです。喜んで参加し、

肩と腰に塗って」
「手のマッサージが

ることのできる意義のある仕事。誠実

ドテラを使い始める前の私は、いつ

いいね」など、とても喜んでくれまし

な会社で人のために尽くすことができ、

でも「プチ不調」。月の半分は体調が

た。QOL（生活の質）が上がったせい

家族のような仲間ができるこの仕事が

すぐれず、どんよりした日々を送ってい

か、認 知症もなく、老 衰で 穏やかに

大 好きです。ヒーリングハンズやコ・

ました。それが今では身も心もすっか

天に帰りました。無力感にさいなまれ

インパクトソーシングなど、社会的意

り元気で、気持ちも前向きに。少なく

がちな介護ですが、最期まで寄り添っ

義が高い活動に組織として取り組んで

とも月に１回はお世話になっていた病

てあげられたのはドテラのサポートが

いるところも素晴らしいですね。熊本

院からも、めっきり足が遠のきました。

あったおかげだと思います。ダイヤモン

地震のときは、私自身も支援物資とし

以前からの知り合いに久しぶりに会う

ドを達成しようと決意したのも、祖父

て提供いただいた製品を使ってボラン

と驚かれるほどなんです（笑）。ドテラ

がきっかけです。生前、ダイヤモンドラ

ティア活動に参加することができまし

で健康を取り戻せたので、近いうちに

ンクの話をしたときに、
「早く達成して、

た。ずっとかかわってみたいと思ってい

好きだったランニングを再開しようと

こんなふうに家族のケアができる人が

たので、夢のようです。

思って、体力づくりを始めています。

増えたらいいね」と言ってくれていまし

ドテラのオイルは、生まれる前の胎

我が家では、家族みんながドテラの

た。亡くなってからその思い出がよみが

児のときから天に帰る間際まで、すべ

応援団で、自宅はさながらショールー

えり、一念発起したのです。生きてい

ての人に必要なものです。ドテラと共

ム（笑）
。朝起きてから夜寝るまで、あ

るうちに叶えてあげることはできなかっ

に家族に寄り添った経験が、私にそう

らゆる場面でドテラのお世話になって

たけれど、天国で喜んでくれていると

確信させてくれました。その素晴らし

います。70 歳を超える両親のカバンに

いいな…と思います。

さをもっと広めるために、これからも

も、いつもオイルの小瓶とミネラルの

逆に、ドテラに出逢う以前に亡くなっ

「楽しむ」ことをモットーに、以前と同

水筒が入っているんですよ。私のお気

た祖母には、何もしてあげられなかっ

じようにコツコツと活動を続けていくつ

に入りの使い方は、深～く香りを嗅ぐこ

たという後悔が残っています。介護施

もりです。加えて、できるだけたくさん

と。頭の中ですべての制限を取り払い、

設に入所してから、スティーブンス・ジョ

の方と一緒に活動していきたい！ 自分

こうありたいと望む姿を想像しながら

ンソン症候群という難病にかかり、あっ

と家族と仲間を大切に、健康にかかわ

好きな香りをゆっくりと吸い込むと、忙

という間に逝ってしまいました。アロマ

るこの仕事に誇りをもって、これからも

しい現代の暮らしのなかで忘れがちな

テラピーの勉強をしていたのに、あま

1滴のオイルが人生に与える意味を伝え

優しい笑顔やゆったりとした気持ちが

り役立てることができなかった。ドテ

ていきたいと思っています。

M y F a v o r it e P r o d u c t s

生まれる前から天に帰るまで
誰にでも必要なもの
40

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

レモングラス

ペパーミント

いろいろな使い方ができ

いつもカバンに入れて持

るパワフルな精 油。ディ

ち歩いている 1 本。香り

フューズ、暮らしのなかの

を嗅いだり頭皮につけた

ニオイ対 策、料理などに

りして、リフレッシュに愛

毎日大活躍です。

用しています。

DDR
プライム
パック
とんでもないパワーが出ます。ダウンライ
ンさんと一緒に開催しているセミナーで
もオススメしている製品のひとつです。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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伊藤 千春
Chiharu ITO, Miyazaki, JAPAN

障がいの子やシングルマザーに
夢と希望を分けてあげたい！

Sharing hope & Inspiration
私の一日は、ドテラで始まります。

祉士として働いていました。ハードな

なかったりして、温度差に苦しみまし

朝目覚めたら、まずはコップの水にレ

仕事と家事、育児をこなし、その合間

た。解決するには自分を変えなければ

モンを垂らして飲み、すぐそばの海に

をぬってドテラ活動に励む日々。常に

と、自分の長所や足りないところは何

出て大好きなサーフィン。海から見る朝

時間に追われ、ものすごく忙しかった。

かじっくり考え、これまで以上に相手

日は最高！ パワーとエネルギーをもら

そんなとき、シルバーから先に進めな

を認めてしっかり話を聞くよう努めまし

えて、落ち込んでいるときでも気持ち

くなってしまったのです。頑張っている

た。みんなと一緒に喜び、悩みながら、

がリセットできます。

のに結果が出ない…抜け出すには何か

グループの絆を深めていきました。

自閉症の娘を抱えたシングルマザー

を変えなければ、と思い悩む日々に道

夢のダイヤモンド達成は意外とあっ

で、生活のために忙しく働く毎日を続け

筋を示してくれたのは、紹介者の松嶋

けなく、
「あ、なったんだ…」( 笑 ) 。でも、

てきました。暮らしはいつもギリギリで、

輝美さんの「ドテラ一本で頑張ってみ

多くの方々とのかかわりのなかで、転ん

常に将来の不安を抱えていた。ドテラと

ない？」というひと言でした。

でも転んでもあきらめずに立ち上がっ

出逢ったのは、そんな頃です。新しく発

これからの人生をどう生きたいか真

て歩んできた道のり、そこで得た経験

売された「インチューン」を紹介され、そ

剣に考え、2 日間かけて出した結論は

の開発に秘められた想いを知って興味を

「ドテラに賭けてみよう！」でした。私と

障がいがあってもなくても、大切な

もちました。登録キットを買うお金もな

娘に奇跡をくれたように、障がいのあ

のは人生を楽しく生きること。それを

く、インチューン 1 本だけを買うために

る子どもやその家族、シングルマザー

娘にも知ってもらいたくて、大好きな

会員登録。この出逢いが、私たち親子

の方に夢や希望を伝えたい。それこそ

サーフィンのできる宮崎に移住した私。

に劇的な変化をもたらしてくれました。

は、お金では買えない宝物です。

が私の使命だと感じ、退職を決意。そ

今、思う存分波を満喫しながら、サー

香りで刺激を与えるケアを始めてしば

して、本業にするならダイヤモンドを目

ファー仲間に大好きなドテラを伝え、

らくたつと、それまでほとんど目線の

指そうと決めました。私が達成すれば

仕事も趣味も充実した理想の暮らしを

合わなかった娘が私を見るようになり、

同じ状況の人に勇気を与えられるかも

実現できています。今の私をつくるす

落ち着きが出て、遅れていた言葉も少

しれない、という想いからです。ダイヤ

べてのことに感謝し、たとえ何が起き

しずつ出始めました。私自身も健康意

モンドに「なりたい」ではなく「なる」

てもポジティブに受け止め、前を向い

識が高まり、体調の悩みがなくなりまし

と決め、ゴールド、プラチナそれぞれ

て進んでいきます。

た。そんな驚きを人に伝えるうちに少し

の達成期日も決めて走り始めました。1

ずつ収入が得られるようになり、私た

年半もの間抜け出せなかったシルバー

ちの生活も変わっていったのです。ドテ

からゴールドに昇格できたときは、大

ラなら、学歴や経験に関係なく誰にで

きな壁を越えた達成感がありましたね。

も平等にチャンスがあり、子どもが成人

これまでのドテラ生活でいちばん嬉し

したらアカウントの相続もできる。この

い瞬間だったかもしれません。

ギリギリ生活から抜け出せるかもしれ

ダイヤモンドクラブには 4 回も参加

My Favorite
Products
インチューン

ない！ 希望の光が見えた気がしました。

しました。初めの頃は私の想いや志が

ドテラとの 出 逢 い の 香

当時私は、特別支援学校で介護福

伝わらず、メンバーがついてきてくれ

り。毎朝、娘と 2 人で首
裏 のくぼみにつけます。
頭のモヤモヤが吹き飛ぶ
ようで、スッキリします。

ディープブルー
一日動き回って忙しかっ
た日は、ぬるめのお風呂
に 5 ～ 6 滴入れてゆっく
り浸かるとすごく爽快！
気持ちよく眠れます。
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覚悟を決めたら、あとは信じる！
自分が変わればチームも変わります

斉藤 美代香
Miyoka SAITO, Tokyo, JAPAN

かったのですが、いざ始まったらチー

として自宅サロンを主宰していたため、

さは役員ではなく、科学者によって成

ムが劇的に変化。あきらめずに頑張る

以前からさまざまなメーカーのエッセ

り立っている」という言葉を聞き、品質

みんなの姿に感動して、本気でやらね

ンシャルオイルを使っていました。ドテ

へのこだわりを再認識。役員たちの人

ばと腹をくくり、そんな私の姿を見てさ

ラとの出逢いは、たまたま参加したア

を大切にする想いにも感動し、確信が

らにメンバーが頑張るという、プラス

ロマ会。ラベンダーのやわらかく丸み

さらに強いものへと変わりました。

のスパイラルが生まれたのです。思い

のある香りに魅了され、小売でキット

メンバーには MLM に抵抗のある方

がけず卒業までに達成でき、みんなと

を購入しました。会員登録はそのしば

も多かったのですが、まずは製品を愛

一緒に喜べて本当に嬉しかった。喜び

らく後、ママ友の木村良子さんに誘わ

用してくれることに感謝し、少しずつセ

も悲しみも共有できる仲間がいること

れてアロマタッチトレーニングを受講し

ミナーにお誘いしたり他のメンバーと過

に、心の底から幸せを感じます。

たときです。改めて良さを実感し、本

ごす機会を設けたりして、他社とは違

ネットワークビジネスはチームワー

格的に使ってみたいと思いました。

うドテラの魅力が伝わるよう努めてき

クビジネス。ひとりでは難しいことも、

それまで、エッセンシャルオイルは主

ました。素敵な方ばかりの自慢のチー

同じ想いのチームなら実現できます。

にリラクゼーション目的で使っていたの

ムだから、安心して「楽しい」の輪の

良いチームをつくるには、相手を理解

ですが、ドテラを知ってからは家族の

中で過ごすうちに、自然とドテラを好

しようという気持ちで話を聞き、信頼

セルフケアにも積極的に使うようにして

きになってもらえています。アロマテラ

関係を築くこと。ドテラは人に寄り添

きました。いつのまにか、息子は歯科

ピスト専業の頃よりも「ありがとう」と

うためのツールなので、相手の方の幸

以外の病院に行くことはほとんどなく

感謝されることが増え、そのたびに私

せにフォーカスし、その方のためのド

なり、乾燥の季節に体調を崩しがちだっ

のほうが愛をもらっています。

テラを見つけてあげる。そして、自分

タイトルよりも素敵なコミュニティー

はなくなりました。何より、息子のこと

づくりを目指して活動してきた私にとっ

仲間を信じ、あきらめずにコツコツと

チームワークビジネス。

で心配ばかりしていたのが嘘のように

て、ダイヤモンドはずっと他人事のよう

進むだけ。うまくいかないときは、自

ひとりだと難しいことも、

落ち着き、すべてをおおらかな心で受

な存在でした。でも、いつも一歩先で

分よりできている人のアドバイスを素

け入れられるようになったのです。

で決めた後はブレずに、自分を信じ、

背中を見せてくれる良子さんが達成を

直に受け入れ、実践してみることです。

ドテラの好きなところは、
「エッセン

決意したとき、その本気の姿に心を動

ドテラは、喜びも悲しみも子育てや介

シャルオイルで世界を変える」という理

かされたのです。私も自らチャレンジ

護、病気などすべての経験を活かして、

自分を信じ、仲間を信じ、努力を重ねれば

念と「人を大切にする」カルチャー、そ

しないと人を導くことはできないと思

一生できる誇らしいお仕事。ドテラと

結果はついてきます。

して、誰もが毎日の生活に使える製品

い、避けて通りたいと思っていたダイヤ

の出逢いで人生が変わった私と同じよ

ラインナップです。2018 年のダイヤモ

モンドクラブへの挑戦を決意しました。

うに、
「出逢ってよかった」という人を一

ンド リーダーシップ リトリートで米国

さすがに期間中の達成は期待していな

人でも多く増やしていきたいです。

チームでやるから実現できます。

My Favorite Products
アースリズム

オンガード

ディープブルーラブ

大好きなヨガタイムで真っ

家 族 の 健 康 を 守ってくれ

同じ姿勢を続けてしまいが

先に使う、グラウンディング

る、頼れる味方。ディフュー

ちな パソコン作 業 のお供

の香り。緊張したときに吸

ズはもちろん、お口のケア

に、スポーツ後のケアにと

い込んだり、日々の癒やし

などにも大活躍で、乾燥の

大活躍。家族全員がそれぞ

に活用しています。

季節も怖くなくなりました。

れ 1 本ずつ持っています。

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

本社を見学した際、
「ドテラの素晴らし

た私も、以前のようにびくびくすること

ネットワークビジネスは
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アロマテラピスト、インストラクター

Believe
in the

Teamwork
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NEW doTERRA DIAMOND

野邑 貴三子
Kimiko NOMURA, Tokyo, JAPAN

可能性の扉を開けたら
たくさんの笑顔に出逢えた！
使うようになり、術前から療養中まで、

間は、想いを共有し、同じ目的に向かっ

どれだけ多くの場面で助けられたこと

て共に進むかけがえのない宝物です。

か。患者である夫はもちろん、知らな

輝きたいと願う人はみんな、磨けば光

いうちにストレスで疲れ果てていた私

る原石。それぞれが自立して輝きだす

の心も癒やしてくれました。
「すべての

瞬間に立ち会える喜びが、私に幸せと

人がこの本物のオイルを知るべきだ。

エネルギーをもたらす原動力になって

私が伝えなければ」。セラピストであり

います。メンバー同士はひとつの大き

ながら、自分の力で人を本当に健康に

な船に乗っているようなものですから、

することはできないと思っていた私の

それぞれの強みや得意を活かして win-

心に、熱い想いが生まれたのです。

win の関係を築いていけたらいいです

実は昔、バブル崩壊で傾いた実家の

ね。そのためのサポートができるよう

経済を助けたくて MLM に挑戦したこ

に、もっともっとエンパワーできる人を

とがあります。でも、継続が難しく 3

目指して努力していこうと思います。

年で断念。以来ずっと、私にビジネス

また、ドテラでは本気になるという

は無理、と封印してきました。何度か

ことの大切さ、強さを学びました。今

他社に誘われましたが、どの会社もビ

回ダイヤモンドに昇格できたのは、周

ジネスチャンスが最優先という独特の

りの皆さんのおかげはもちろんですが、

空気感があり、取り組む気持ちにはな

すべての始まりは「本気」になったこと。

れなかったのです。

ダイヤモンドクラブは価値ある学びや

ドテラもそんな会社のひとつだろう
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成長につながるプログラムですから、

と思っていましたが、まったく違ってい

エントリーは自分がつくってきたチーム

「1 滴のオイルで世界を変える」－－この

ました。創業役員の想いの深さと緻密

に対する責任でもあります。挑戦を決

素晴らしい文化をもっと理解し、伝え

な戦略で、本気で世界を救う仕組みを

めてからは、
「本気の背中」を見せるた

たい。そして、人は皆それぞれとても

軽いユーザー感覚でドテラに登録し

つくり出している。圧倒的に文化が違う

め、自分とみんなを信じてひたすらコ

美しく尊い存在なのだから、皆さんが

た私がビジネスに本気になったのは、

んですよね。
「人のお役に立つ」ことを

ツコツ努力し続けました。それが、
チー

自分をもっと愛し、自信に満ちた本当

夫の入院がきっかけでした。心臓の手

基本とするドテラライフを送ることは、

ムに光をもたらす力になったのかもし

の「自立」を実現できるようにお手伝い

術が必要で、術後は一級障がい者にな

私にとってはもはや仕事というより完

れません。私も皆さんから多くのことを

したい。そう心から願っています。

るという診断を受け、不安でいっぱい

全にライフスタイルであり、ライフワー

学び、大きな財産になりました。

に。何より、今後は一生涯薬を飲み続

クです。人生の後半にこのような誇り

けなければならないということが、必

をもって取り組める仕事に出逢えたこ

中途半端な自分にもどかしさと焦りを

標語を、なぜかよく覚えています。今

要のない薬はなるべく使わないという

とを、最高に幸せだと感じています。

覚えながら生きてきました。でも、ド

思えば、これはまさに人のあるべき姿。

これまで何かを極めた経験がなく、

子どもの頃、小学校の教室に掲げて
あった「強く、明るく、親切に」という

レモン

ベルガモット

みんなの道を明るく照らし、エネルギー

この1 滴が人生を変えたのか

紅茶に入れるのもいいけれ

もしれません。一瞬で空気を

ど、そのままディフューズする

変え、人の心の扉を開ける力

のがお気に入り。気持ちが落

があると感じます。

ち着いて、
元気になれます。

方針で育ってきた私にとっては受け入

私は人 が大 好きです。普 通、年齢

テラだけは中途半端になる気がしない

私の目指すリーダーの姿そのものです。

れがたいことでした。そんなとき、心

を重ねると友達は減っていくものです

んです。人に寄り添い、その人の人生

の支えになってくれたのがドテラのオイ

が、ドテラをやっていると逆に増えて

を変えてしまうほどの力があるから、

をチャージしてあげられる人になりた

ルです。入院前から以前より積極的に

いく（笑）。ドテラを通して得られた仲

大きな責任と、何より喜びを感じます。

い。それが私のミッションです。
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doTERRA®

Recognition

CONSULTANT

BLUE DIAMONDS

PRESIDENTIAL DIAMONDS
Founder JPN

野宮 光子
Mitsuko NOMIYA, Kanagawa

DIAMONDS

Founder JPN

Founder JPN

Founder JPN

柳原 利弥・いづみ

登 寿美子

小林 朝子

Toshiya & Izumi YANAGIHARA, Tokyo

Sumiko NOBORI, Chiba

Asako KOBAYASHI, Tokyo
Founder JPN

吉村 美保
Miho YOSHIMURA, Fukuoka

Founder JPN

Founder JPN

朝川 兼行

奥山 啓治・恵美子

Kazuyuki ASAKAWA, Hyogo

Keiji & Emiko OKUYAMA, Yamagata

Founder JPN

小川 リヨ
Riyo OGAWA, Fukuoka
Founder JPN

BLUE DIAMONDS

Founder JPN
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Founder JPN

Founder JPN

Founder JPN

河合 政実

藤尾 香巴

吉本 史実子

Masami KAWAI, Kanagawa

Kaori FUJIO, Tokyo

Fumiko YOSHIMOTO, Tokyo

Founder JPN

Founder JPN

内田 史佳

チデスター 悦子・リチャード

松嶋 輝美

山﨑 博子

レイトン 美智恵

吉村 康徳

Fumika UCHIDA, Oita

Etsuko & Richard CHIDESTER, Utah, USA

Terumi MATSUSHIMA, Miyazaki

Hiroko YAMAZAKI, Tokyo

Michie LAYTON, Utah, USA

Yasunori YOSHIMURA, Fukuoka

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018
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doTERRA® CONSULTANT Recognition
DIAMONDS

Founder JPN

吉冨 厚子
Atsuko YOSHITOMI, Tokyo

DIAMONDS

Founder JPN

竹田 秀光・容子

奥村 宗弘

高橋 幸美

香公山 にこ

小出 美知代

Hidemitsu & Youko TAKEDA, Saitama

Munehiro OKUMURA, Tokyo

Tomomi TAKAHASHI, Niigata

Nico KAGUYAMA, Tokyo

Michiyo KOIDE, Tokyo

NEW

田中 宏弥

武川 千絵子

高久 陽子

桐山 健太・香代子

神田 グレイス ゆり子

Hiromi TANAKA, Oita

Chieko TAKEKAWA, Iwate

Yoko TAKAKU, Tokyo

Kenta & Kayoko KIRIYAMA, Saitama

Yuriko Grace KANDA, Kanagawa

PLATINUMS
NEW

山口 みどり

シュート キンボル・裕子

西水 智加子

Midori YAMAGUCHI, Chiba

Kimball & Yuko SHUTE, Hyogo

Chikako NISHIMIZU, Oita

阿比留 昭子

石原 孝司

伊藤 暢章・こずえ

遠藤 小夜香

Akiko ABIRU, Fukuoka

Koji ISHIHARA, Ishikawa

Nobuaki & Kozue ITOU, Miyazaki

Sayaka ENDOU, Chiba

NEW

50

中田 はるみ

矢口 由子

中神 由加里

太田 真理子

大西 見呼

Harumi NAKATA, Osaka

Yuko YAGUCHI, Kanagawa

Yukari NAKAGAMI,Miyazaki

Mariko OHTA, Nagano

Miko OONISHI, Oita

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

NEW

小川 光世
Miyo OGAWA, Fukuoka

小野澤 久峰子
Kumiko ONOZAWA, Tokyo
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doTERRA® CONSULTANT Recognition
PLATINUMS

PLATINUMS
NEW

NEW

・オニオン倶楽部
ONION CLUB, Fukuoka

片石 朋子

小池 美喜子

Tomoko KATAISHI, Chiba

Mikiko KOIKE, Chiba

小林 靖子

小谷田 晋志・みう

山本 昇

湯浅 照美

渡邊 浩美・重雄

Yasuko KOBAYASHI, Tokyo

Shinji & Miu KOYATA, Saitama

Noboru YAMAMOTO, Kanagawa

Terumi YUASA, Chiba

Hiromi & Shigeo WATANABE, Aichi

GOLDS
NEW

NEW
NEW

柴山 良子

田口 淳子

Yoshiko SHIBAYAMA, Gunma

Atsuko TAGUCHI, Saitama

NEW

長崎 満美

橘 育代・藤本 雅大

Mami NAGASAKI, Hokkaido

Ikuyo TACHIBANA & Masahiro
FUJIMOTO, Iwate

NEW

NEW

NEW

相沢 清美

青山 智加子

五十嵐 智代

五十嵐 良江

Kiyomi AIZAWA, Kanagawa

Chikako AOYAMA, Aichi

Tomoyo IGARASHI, Ishikawa

Yoshie IGARASHI, Chiba

NEW
NEW

成富 智子

西 正代

樋口 礼子

Tomoko NARITOMI, Saga

Masayo NISHI, Ishikawa

Ayako HIGUCHI, Fukuoka

松崎 進

石田 かよ

石山 佳代

梅津 由里子

遠藤 朋子・由章

Susumu MATSUZAKI, Tokyo

Kayo ISHIDA, Shizuoka

Kayo ISHIYAMA, Aichi

Yuriko UMEZU, Saitama

Tomoko & Yoshiaki ENDOU, Nagano

NEW

松本 智子
Tomoko MATSUMOTO, Miyazaki

52

NEW

丸山 美穂
Miho MARUYAMA, Okinawa

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

NEW

NEW

NEW

宮里 いづみ

山口 結実

大神田 久美子

大下 結花

大谷 瑞枝

大塚 良子

Izumi MIYAZATO, Okinawa

Yumi YAMAGUCHI, Niigata

Kumiko OOKANDA, Tokyo

Yuka OOSHITA, Oita

Mizue OTANI, Kanagawa

Ryoko OTSUKA, Tokyo

www.doterra.com/JP/ja_JP
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doTERRA® CONSULTANT Recognition
GOLDS

GOLDS
NEW

大橋 和枝

荻野 美奈子

Kazue OOHASHI, Tochigi

Minako OGINO, Gunma

NEW

NEW

奥山 愛子

片岡 智子

重野 香文・悠

志土地 貴子

篠原 一江

嶋本 孝枝

Aiko OKUYAMA, Yamagata

Tomoko KATAOKA, Chiba

Kafumi & Hisashi SHIGENO, Fukuoka

Takako SHIDOCHI, Fukuoka

Kazue SHINOHARA, Saitama

Takae SHIMAMOTO, Osaka

NEW

NEW

NEW

NEW

金子 優子

金原 早苗

金原 周平・真璃子

桐ケ窪 由美子

関本 伊世

平 洋子

高橋 真由美

竹内 早苗

Yuko KANEKO, Kanagawa

Sanae KANEHARA, Kanagawa

Shuhei & Mariko KANEHARA, Shizuoka

Yumiko KIRIGAKUBO, Saitama

Iyo SEKIMOTO, Kanagawa

Youko TAIRA, Ishikawa

Mayumi TAKAHASHI, Tokyo

Sanae TAKEUCHI, Nagano

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

桐山 由季

久保 弘子

小泉 朋子

後藤 美羽

檀原 さやか

津田 るり

鳥居 美幸

中神 琴音

Yuki KIRIYAMA, Kyoto

Hiroko KUBO, Hyogo

Tomoko KOIZUMI, Mie

Miwa GOTO, Oita

Sayaka DAMBARA, Tokyo

Ruri TSUDA, Miyazaki

Miyuki TORII, Aichi

Kotone NAKAGAMI, Miyazaki

NEW
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NEW

NEW

NEW

NEW

小林 奈々

酒井 美奈子

佐々木 寛子

佐藤 優雅

長友 洋子

生川 雅子

成嶋 智子

南日 洋美

Nana KOBAYASHI, Aichi

Minako SAKAI, Kanagawa

Hiroko SASAKI, Iwate

Yuka SATOU, Tokyo

Hiroko NAGATOMO, Chiba

Noriko NARUKAWA, Mie

Tomoko NARUSHIMA, Chiba

Hiromi NANNICHI, Chiba

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018
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doTERRA® CONSULTANT Recognition
GOLDS

GOLDS
NEW

NEW

西野 優子

西山 みの

萩原 純子

日野 明美

水尾 泰子

水越 麻衣

水谷 明子

水野 啓子

Yuko NISHINO, Tokyo

Mino NISHIYAMA, Tokyo

Junko HAGIWARA, Gunma

Akemi HINO, Tokyo

Yasuko MIZUO, Aichi

Mai MIZUKOSHI, Fukuoka

Akiko MIZUTANI, Kanagawa

Keiko MIZUNO, Chiba

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

福田 由記子

福留 宏枝

藤原 貴子

堀 候衣・誠司

村上 浩子

村田 侑美

村山 めぐみ

盛 千晴

Yukiko FUKUDA, Tokyo

Hiroe FUKUDOME, Osaka

Takako FUJIWARA, Saitama

Kimii & Seiji HORI, Hokkaido

Hiroko MURAKAMI, Tokyo

Ami MURATA, Saitama

Megumi MURAYAMA, Ibaraki

Chiharu MORI, Aomori

NEW

NEW

NEW

堀岡 那穂子

益子 正子

松浦 優子

松原 共子

森木 裕子

梁瀬 まなみ

山下 美幸

豊 智子・博樹

Nahoko HORIOKA, Ishikawa

Masako MASUKO, Kanagawa

Yuuko MATSUURA, Miyazaki

Kyoko MATSUBARA, Tokyo

Yuko MORIKI, Chiba

Manami YANASE, Tokyo

Miyuki YAMASHITA, Tokyo

Tomoko & Hiroki YUTAKA, Kagoshima

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW
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松本 朱美

松本 澄子

松本 麻衣子

的場 知佐子

Akemi MATSUMOTO, Saitama

Sumiko MATSUMOTO, Fukuoka

Maiko MATSUMOTO, Oita

Chisako MATOBA, Osaka

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

横田 麻衣

渡辺 昌江

Mai YOKOTA, Hiroshima

Masae WATANABE, Tokyo

・ 楠田 幸江
Yukie KUSUDA, Tokyo

・ 領家 さおり
Saori RYOUKE, Ibaraki
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SILVERS

SILVERS
NEW

NEW

青木 知恵美

浅井 淳・かおり

安次富 範子

阿部 るみ子

綾 真弓

越前屋 信子

大澤 晴代

大島 陽子

大杉 みゆき・建一

太田 華代

Chiemi AOKI, Miyazaki

Atsushi & Kaori ASAI, Tokyo

Noriko ASHITOMI, Okinawa

Rumiko ABE, Oita

Mayumi AYA, Saitama

Nobuko ECHIZENYA, Saitama

Haruyo OOSAWA, Miyazaki

Youko OOSHIMA, Tokyo

Miyuki & Kenichi OOSUGI, Hiroshima

Kayo OTA, Tokyo

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

荒木 とよみ

安藤 夕子

池上 章江

池﨑 英洋

池田 真希子

大橋 里恵

大林 珠里

大森 美佐

小川 なお美

小川 美穂子

Toyomi ARAKI, Kumamoto

Yuuko ANDOU, Fukuoka

Akie IKEGAMI, Tokyo

Hidehiro IKEZAKI, Saitama

Makiko IKEDA, Tokyo

Rie OOHASHI, Ibaraki

Juri OHBAYASHI, Tokyo

Misa OOMORI, Mie

Naomi OGAWA, Tokyo

Mihoko OGAWA, Saitama

NEW

NEW

NEW

石井 晴子

石坂 晃一

石塚 洋美

石原 千春

市毛 清美

オサギエ 淑子

落合 恵美

尾中 景子

小野澤 綾乃

小野寺 由美子

Haruko ISHII, Tokyo

Kouichi ISHIZAKA, Tokyo

Hiromi ISHIZUKA, Saitama

Chiharu ISHIHARA, Ishikawa

Kiyomi ICHIGE, Ibaraki

Yoshiko OSAGIE, Chiba

Megumi OCHIAI, Fukuoka

Keiko ONAKA, Aichi

Ayano ONOZAWA, Tokyo

Yumiko ONODERA, Yamagata

NEW

NEW

NEW

一戸 和美

伊藤 紀子

糸数 未希

犬飼 香織

井上 美穂

小幡 一美

貝賀 百恵

金井 朝子・進

金澤 見帆子

上倉 眞由美

Kazumi ICHINOHE, Kanagawa

Noriko ITOU, Miyazaki

Miki ITOKAZU, Okinawa

Kaori INUKAI, Tokyo

Mio INOUE, Hokkaido

Kazumi OBATA, Gunma

Momoe KAIGA, Tokyo

Tomoko & Susumu KANAI, Tochigi

Mihoko KANAZAWA, Hokkaido

Mayumi KAMIKURA, Aichi

NEW
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NEW

NEW

NEW

茨木 奈美子

内田 敬三

内山 絵里子

梅田 文有代

浦川 貴史

上村 貴代

川上 雅世

川越 典子

木口 香代

菊間 アデリーナ 貴子

Namiko IBARAKI, Tokyo

Keizou UCHIDA, Oita

Eriko UCHIYAMA, Osaka

Fuyuyo UMEDA, Chiba

Takashi URAKAWA, Osaka

Takayo KAMIMURA, Kanagawa

Masayo KAWAKAMI, Tokyo

Noriko KAWAGOE, Miyazaki

Kayo KIGUCHI, Tokyo

Adelina Takako KIKUMA, Kanagawa
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doTERRA® CONSULTANT Recognition
SILVERS

SILVERS
NEW

NEW

NEW

木佐貫 苑子

北 礼子

北谷 亜紀

木津 香里

絹川 貴愛・賢治

杉尾 ひろみ

杉山 陽子

鈴木 恵美子

鈴木 かのこ

清 友見

Sonoko KISANUKI, Aichi

Ayako KITA, Oita

Aki KITAYA, Nagano

Kaori KIZU, Tokyo

Takae & Kenji KINUKAWA, Miyazaki

Hiromi SUGIO, Miyazaki

Yoko SUGIYAMA, Tokyo

Emiko SUZUKI, Kanagawa

Kanoko SUZUKI, Kanagawa

Tomomi SEI, Kanagawa

NEW

NEW

NEW

栗山 綾子

黒田 順子

児島 格・久美子

小寺 絵里加

後藤 景子

大久 貴子

高橋 晶子

高橋 繭子

高橋 美奈子

高橋 留美子

Ayako KURIYAMA, Kanagawa

Junko KURODA, Kanagawa

Tadashi & Kumiko KOJIMA, Gunma

Erika KODERA, Kanagawa

Kyoko GOTO, Shizuoka

Takako DAIKYU, Miyagi

Akiko TAKAHASHI, Aomori

Mayuko TAKAHASHI, Tokyo

Minako TAKAHASHI, Nagano

Rumiko TAKAHASHI, Hiroshima

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

後藤 直子

小西 千晴

近藤 さちえ

酒井 美保子

坂本 久美子

髙原 あゆみ

滝澤 美由紀

竹中 奏乃子

橘 あまね

立川 里奈

Naoko GOTOU, Miyazaki

Chiharu KONISHI, Ibaraki

Sachie KONDO, Tokyo

Mihoko SAKAI, Tokyo

Kumiko SAKAMOTO, Tochigi

Ayumi TAKAHARA, Niigata

Miyuki TAKIZAWA, Nagano

Sonoko TAKENAKA, Ibaraki

Amane TACHIBANA, Iwate

Rina TATSUKAWA, Oita

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

櫻井 理恵

佐藤 禎子

佐藤 三奈子

佐藤 睦子

佐藤 陽子

谷山 真由美

田村 いずみ

土田 あけみ

鶴山 麗華

テイ ジョシン

Rie SAKURAI, Chiba

Teiko SATOU, Yamagata

Minako SATOU, Tokyo

Mutsuko SATOU, Iwate

Youko SATOU, Oita

Mayumi TANIYAMA, Wakayama

Izumi TAMURA, Miyazaki

Akemi TSUCHIDA, Kanagawa

Reika TSURUYAMA, Tokyo

Ruxin ZHENG, Tokyo

NEW
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NEW

NEW

NEW

色摩 香織

清水 幸子

白羽 登美

白水 麻理

新庄 春菜

登丸 春佳

冨髙 幸子

那賀 恵

中島 聡子

中武 恭子

Kaori SHIKAMA, Niigata

Yukiko SHIMIZU, Aichi

Tomi SHIRAHA, Tokyo

Mari SHIROUZU, Tokyo

Haruna SHINSHOU, Miyazaki

Haruka TOMARU, Chiba

Sachiko TOMITAKA, Oita

Megumi NAKA, Oita

Satoko NAKASHIMA, Ehime

Kyouko NAKATAKE, Miyazaki
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SILVERS

SILVERS
NEW

NEW

NEW

中原 礼美

中村 香寿美

中村 純子・達郎

中村 直子

丹羽 隆

牧之瀬 七恵

正岡 恵子

増田 信子

松浦 彰子

松浦 真里

Remi NAKAHARA, Fukuoka

Kasumi NAKAMURA, Yamagata

Junko & Tatsurou NAKAMURA,
Saitama

Naoko NAKAMURA, Aichi

Takashi NIWA, Tokyo

Nanae MAKINOSE, Okinawa

Keiko MASAOKA, Fukuoka

Nobuko MASUDA, Kagoshima

Akiko MATSUURA, Fukuoka

Mari MATSUURA, Toyama

NEW

NEW

根岸 林乃

八田 美由紀

服部 智恵子

花木 夕里菜

林 京子

松川 美基

松田 明子

松田 友美

松橋 香織

松本 朋子

Rinno NEGISHI, Gunma

Miyuki HATTA, Osaka

Chieko HATTORI, Tokyo

Yurina HANAKI, Saitama

Kyoko HAYASHI, Chiba

Miki MATSUKAWA, Saitama

Akiko MATSUDA, Kanagawa

Tomomi MATSUDA, Oita

Kaori MATSUHASHI, Saitama

Tomoko MATSUMOTO, Tokyo

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

坂内 裕子・勝己

樋口 睦

平石 里美

平野 藍

平山 亜矢子

馬奈木 舞子

間野 智子

丸目 玲子

丸山 一昴

丸山 幸恵

Yuko & Katsumi BANNAI, Fukushima

Mutsumi HIGUCHI, Nagasaki

Satomi HIRAISHI, Saitama

Ai HIRANO, Ibaraki

Ayako HIRAYAMA, Aomori

Maiko MANAGI, Fukuoka

Tomoko MANO, Aichi

Reiko MARUME, Saitama

Kazutaka MARUYAMA, Okinawa

Sachie MARUYAMA, Hokkaido

NEW

NEW

NEW

廣田 桃子

深野 まち

藤瀬 孝一

藤原 美紀子

藤本 美都子

三浦 嘉奈子

三木 恒美

緑川 明子

南 かれん

宮城 由利子

Momoko HIROTA, Ishikawa

Machi FUKANO, Chiba

Kouichi FUJISE, Oita

Mikiko FUJIHARA, Saitama

Mitsuko FUJIMOTO, Tokyo

Kanako MIURA, Tokyo

Tsunemi MIKI, Osaka

Akiko MIDORIKAWA, Saitama

Karen MINAMI, Oita

Yuriko MIYAGI, Ibaraki

NEW
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NEW

NEW

NEW

NEW

藤本 洋子

防田 有未

細川 裕人

エドワード マイケル・節子 マッカーシー 牧野 薫

三宅 薫

宮崎 大輔

宮田 理恵

宮原 さゆり

宮本 麻未

Youko FUJIMOTO, Fukuoka

Yumi BODA, Okayama

Yuto HOSOKAWA, Kumamoto

Edward MICHAEL &
Setsuko McCARTHY, Yamaguchi

Kaoru MIYAKE, Oita

Daisuke MIYAZAKI, Osaka

Rie MIYATA, Chiba

Sayuri MIYAHARA, Gunma

Asami MIYAMOTO, Tokyo

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

Kaoru MAKINO, Saitama
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SILVERS

SILVERS
NEW

NEW

宮本 由美子

三吉 雅世

村上 捷子

森 香代

森 才美

吉水 幸江

柳 英子

ルッツ 小平悦子・ロジャー 渡邉 利香

Yumiko MIYAMOTO, Kanagawa

Masayo MIYOSHI, Oita

Katsuko MURAKAMI, Miyagi

Kayo MORI, Chiba

Saemi MORI, Tokyo

Sachie YOSHIMIZU, Fukuoka

Eiko RYU, Saitama

Etsuko KOBIRA & Roger RUTZ, Hyogo

・勝俣 やす子
Yasuko KATSUMATA, Chiba

・ Jasmine
森田 恵
Megumi MORITA, Kanagawa

森田 裕子
Yuuko MORITA, Aichi

森本 尚子

矢嶋 有香

諸永 裕美

Shouko MORIMOTO, Oita

Jasmine, Tokyo

Hiromi MORONAGA, Saitama

Yuka YAJIMA, Kanagawa

・野田 清佳
Sayaka NODA, Kumamoto

NEW

NEW

Rika WATANABE, Chiba

NEW ・羽田 貴子

・柳田 道子

・藤井 自証

・横山 勇大

Takako HADA, Oita

Jisho FUJII, Tokyo

Michiko YANAGITA, Saitama

Yudai YOKOYAMA, Tokyo

NEW ・宮下 愛

Ai MIYASHITA, Tokyo

NEW

矢留 陽子

矢萩 佳代子

矢作 智恵

山北 弘一・洋子

山口 沙矢香

Youko YATOME, Kanagawa

Kayoko YAHAGI, Hokkaido

Tomoe YAHAGI, Chiba

Kouichi & Youko YAMAKITA, Tokyo

Sayaka YAMAGUCHI, Aichi

NEW

山口 詩織

山口 智子

山崎 高子

山田 輝乃

山田 正雪

Shiori YAMAGUCHI, Shizuoka

Tomoko YAMAGUCHI, Kanagawa

Takako YAMAZAKI, Saitama

Teruno YAMADA, Tokushima

Masayuki YAMADA, Niigata

NEW
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山本 律都子

幸 由美

雪下 晴子

与座 直子

吉冨 裕之

Ritsuko YAMAMOTO, Aichi

Yumi YUKI, Oita

Haruko YUKISHITA, Kanagawa

Naoko YOZA, Okinawa

Yasuhisa YOSHITOMI, Tokyo
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ランクアップギフトのご案内
ドテラでは、ご紹介活動の成果によって上位ランクに昇格されたお客様に、ささやかな記念品をお贈りしています。
ディレクター以上のすべてのランクでご用意があり、昇格達成月の翌月末頃にお届けしますので、

活動の励みのひとつにしていただければ幸いです。皆様方のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
※同月内に2ランク以上昇格された方には、
まとめてのお届けとなります。※各ランクの昇格条件は、
概要書面をご覧ください。

PRESIDENTIAL
DIAMOND
BLUE
DIAMOND

・コングラチュレーションカード

PRESIDENTIAL
DIAMOND

・ピンバッジ

・チャーム

BLUE DIAMOND

DIAMOND

DIAMOND

PLATINUM

PLATINUM

GOLD

GOLD

SILVER

SILVER

・コングラチュレーションカード

・ピンバッジ
・チャーム

ドテラでは、ビジネスを頑張りたいあなたを応援するため、

新規登録からスピーディーにランクアップされた方に、嬉しいプレゼントをご用意しました。

・コングラチュレーションカード
・ピンバッジ
・チャーム

チャレンジリワード獲得のチャンスは、全部で 3 回！ あなたのチャレンジをお待ちしています。

詳しくは

・コングラチュレーションカード
・ピンバッジ
・チャーム

http: //www.doterraeveryday.jp/recognition-ruc/

ELITE CHALLENGE

エリートチャレンジ

対象期間 新規登録の翌月から

・コングラチュレーションカード
・ピンバッジ
・チャーム

3 ヵ月以内

エリート
昇格

・コングラチュレーションカード
・ピンバッジ
・チャーム & ブレスレット

登録月

SILVER CHALLENGE シルバーチャレンジ
対象期間 エリート昇格の翌月から

チャレンジ
リワード

シルバー
昇格

2ヵ月以内に事前申請

エリート
達成月

１ヵ月 ２ヵ月 ３ヵ月

4ヵ月以内

１ヵ月 ２ヵ月 ３ヵ月 ４ヵ月
ドテラ製品

ドテラ製品

PREMIER

PREMIER

ELITE

ELITE

対象期間：3 ヵ月

・コングラチュレーションカード
・ピンバッジ

EXECUTIVE

・コングラチュレーションカード

DIRECTOR

DIRECTOR

・コングラチュレーションカード

リーダーの仲間入りをされた皆様に差し上げる、特別な贈り物です。
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PLATINUM

CARRY CASE
PRESIDENTIAL
DIAMOND

GOLD

BLUE
DIAMOND

SILVER

DIAMOND

doTERRA ESSENTIAL LEADERSHIP 2018

対象期間：４ヵ月

GOLD CHALLENGE ゴールドチャレンジ
対象期間 シルバー昇格の翌月から

シルバー以 上のランク
に昇格された方は、毎年
のジャパンコンベンショ
ン（ダイヤモンド以上の
方はガラパーティー）に
て表彰のお時間を設け、
記念のトロフィーを差し
上げています。

3万円相当

10万円相当

・コングラチュレーションカード
・ピンバッジ

EXECUTIVE

TROPHY トロフィー

チャレンジ
リワード

ダイヤモンド以上のラ
ンクに昇 格し、3 回以
上維持された方には、
リーダーとしてのます
ますのご活躍を祈念し
てオリジナルキャリー
ケースをプレゼン
トします。

2ヵ月以内に事前申請

キャリーケース

DIAMOND

BLUE
DIAMOND

PRESIDENTIAL
DIAMOND

シルバー
達成月

5ヵ月以内
ゴールド
昇格

Q : 期間内に達成できなかった場合も、次のチャレンジに挑戦できますか？
チャレンジ
リワード

１ヵ月 ２ヵ月 ３ヵ月 ４ヵ月 ５ヵ月

A : 可能です。 たとえばエリートチャレンジで期間内に達成できなかった場合も、その
後エリートに昇格すればシルバーチャレンジに挑戦することができます。

Q : チャレンジリワードは、いつ受け取れますか？
ドテラ製品

対象期間：5ヵ月

Q&A よくあるご質問

20万円相当

A : 達成月の翌月下旬のお届けを予定しています。

Q : 事前エントリーはどのようにしたらよいでしょうか？
A : 上記の公式サイトから申し込むことができます。フォームに ID、氏名、エリートま
たはシルバーの昇格月をご入力ください。

Q : エリートチャレンジ中にシルバー以上に昇格したらどうなりますか？
A : 事前エントリーがなくてもシルバーチャレンジ達成となり、両方のチャレンジリワー
ドを受け取れます。ゴールドの場合も同様です。

※写真はイメージです。※チャレンジリワードの内容は変更する可能性があります。

www.doterra.com/JP/ja_JP
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