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Randy Ray has a Bachelor of Science degree in Computer Science and a Bachelor of Arts degree in Psychology. 
He has over forty-two years of experience in the computer industry designing, selling, and installing in excess 
of $300,000,000 worth of computer hardware and software.
Some prominent owners of these major systems include Red Lobster Inns of America, NASA (Space Shuttle 
Launch Processing System), DOT (National Wheel Rail Simulator System), Personal Blood Storage, and 
Intercommunity Cancer Centers of America (ICCA).

ONE OF DIRECT SELLING’S MOST INFLUENTIAL WOMEN
Wendy Lewis graduated from the University of Pennsylvania with a BA in Sociology and Mathematics, and later 
earned an MED in Educational Psychology, Statistics, and Measurement from Temple University. In 1985, 
Wendy and Randy formed AMSC (Automated Medical Systems Consultants). Wendy served as the President 
as well as the Director of Customer Operations, and was responsible for all the training and support activities. 
AMSC was well-known in the medical community for providing the best customer service in the network of 
450 medical manager dealers. Their company was the number one medical practice management supplier in 
both sales and service for eight consecutive years until they sold the company in 1994.

Scott A. Lewis received a Bachelor of Arts degree in Psychology and a Master of Arts degree in Human 
Resources from Rollins College. Scott was exposed to direct selling at a very young age; he attended his first 
industry event at ten. He also gained a great deal of experience working for a direct selling support service 
company owned by Randy and Wendy. This early learning opportunity gave Scott the ability to recognize 
existing and emerging market trends as well as operational strengths and weaknesses in a variety of 
companies in the industry.

蓝迪  雷伊拥有资讯工程和心理学双学位。在实务经验上，他累积了超过42年电脑相关行业的经验，包括电脑软硬
体设计、 销售和安装工程，负责项目总共超过三亿美元的业务。 
这些系统工程的客户包括许多全球知名企业，如Red Lobster Inns of America、NASA（太空梭发射程序系统）、
DOT（全国轮轨模拟系统）、个人脐带血银行和ICCA（美国癌症中心）。

网路营销产业最具影响力女性
温蒂  路易斯毕业于美国宾夕法尼亚大学的社会学和数学学士学位，后来在坦普尔大学修得教育心理硕士， 1985年，
蓝迪和温蒂成立AMSC公司（自动化医疗系统顾问公司），由于这家公司卓越的销售业绩和服务，连续八年被业界
评为医疗管理供应商第一名，温蒂是AMSC的总裁也是客户营运总监，负责所有的培训和支援服务系统，藉由电话
客服自动服务系统负责国内外所有的服务；AMSC最被称道的就是在当时450个医疗管理经销商中，客户服务做的
最好的一家公司。

史考特  路易斯拥有罗林斯学院心理学士和人力资源硕士学位。史考特非常年轻时就开始接触网路营销，十岁时就
首次参加业界活动。他过去在蓝迪和温蒂所设立专为网路行销公司提供后台系统的Market Q公司任职，在此期间
累积了相当丰富的经验，培养他日后能对各种不同市场趋势做出正确的判断，更熟稔掌握业界多间公司行政管理
的优势和劣势。

ランディ レイはコンピューター・サイエンスと心理学の学士号を取得しました。コンピューター業界で、ハードウェア
やソフトウェアの設計、販売、設置において、取引金額3億ドルを超えるビジネスで42年以上の経験を積んできました。
その中でも注目すべきなのは、Red Lobster Inn of America、NASA(スペースシャトルの発射処理システム)、DOT
（National Wheel Rail Simulator System）社、Personal Blood Storage社、Intercommunity Cancer Centers of 
America （ICCA）社、の主要システムです。

ダイレクト・セリング業界で最も影響力のある女性
ウェンディ ルイスはUniversity of Pennsylvania で社会学と数学の学士号を、Temple Universityでは教育心理学、
統計学の教育修士号を取得しました。 1985年、ランディとウェンディはAMSC (Automated Medical System 
Consultants)社を設立し、社長およびカスタマーオペレーション担当役員として、トレーニングやサポート活動の
責任も担っていました。AMSC社は、医療業界の450の医療管理販売網の中で最も優れたカスタマー・サービスを
提供していることで有名になり、1994年に売却するまで8年連続で販売およびサービスのトップ医療業務管理サプ
ライヤーでした。

スコット A. ルイスは Rollins Collegeで心理学の学士号とヒューマン・リソースの修士号を取得しました。彼は10歳
の時に初めてこの業界のイベントに参加するなど、とても若い時からMLMに触れる機会がありました。 また、ランディ
とウェンディが経営していたMLMサポートサービス企業で勤務し、多くの経験を積みました。この初期の学習チャンス
により、スコットは様々な会社の運営上の強みや弱みだけでなく、既存および新興市場のトレンドを理解する能力
を身につけました。
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