
緑の息吹
あなたらしさをアクティベート

CBDシリーズ



CBDとは
今注目されている CBD とは、 麻に含まれる植物成分カンナ
ビノイドの一つ「カンナビジオール」 の略称を言います。 
主に麻の茎と種から抽出されますが、純度にこだわったネ
イチャーズウルトラ CBD シリーズは成熟した茎のみを使用
しています。 深いリラクゼーションのみならず、 まるで緑
が息吹くように私たちをアクティベートし、 充実した毎日
を過ごせるようサポートします。

純度へのこだわり

人気の高まりと共に、 CBD 市場には数多くの企業が参入し、 
多種多様な製品が出回っています。そこで製品を選ぶ際、 
最も重要な基準となるのが純度です。私たちは高品質で純
度の高い CBD をご提供するため、 あらゆる工程において最
善を尽くしています。 その実現に不可欠な 3 つのこだわり
を紹介しましょう。

麻（ヘンプ）とは
絹や綿と並ぶ天然繊維である麻は、衣服やロープ、しめ縄
などの素材として日本でも古くから親しまれてきました。
種は健康食品や七味唐辛子でもお馴染みです。ネイチャー
ズウルトラ CBD シリーズは、日本で使用が合法とされる
茎と種由来の CBD のうち、THC を全く含まない茎由来の
CBD を使用しています。
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私たちは高品質で純度の高い CBD を

ご提供することに全力を尽くしています。

安全で信頼の置ける CBD 製品の需要は

日に日に高まっています。

3つのこだわり

安心へのこだわり
Seed to Seal
Seed to Seal の品質管理に基
づき、全ての製造過程で純度
の検査を行うだけでなく、完全
無農薬で栽培されています。
「Seed to Seal」とは

高品質な製 品を提 供し続け
るため、種の選定から製品化
まで 一貫した管 理 体 制のも
とで遵守されている厳格な自
社基準。

品質へのこだわり
スマートスペクトラム
CBD とエッセンシャルオイルは優れたパートナー
です。ヤング・リヴィングの高品質なエッセンシャ
ルオイルの主成分である、テルペン（香りの成分）
を組み合わせることでアントラージュ効果が生ま
れ、CBD の可能性を存分に引き出します。この独
自の製法を、「スマートスペクトラム」と呼びます。

安全へのこだわり
THC フリー
日本では禁じられている違法
成分、THC（テトラヒドロカン
ナビノール）を一切含まず、麻
からCBD のみを高純度で分
離抽出しています。
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ネイチャーズウルトラ CBDシリーズ  コロラド ヘンプ農場

高地にあるコロラド州は害虫が少なく、 植物栽培に農薬は必要ありま
せん。また、 太陽の日差しを使ってナチュラルに栽培できるため、 自
然のエコシステムを守れます。有機栽培と持続可能な農業は私たち
の理念です。

種や植物、土や水に至るまで、
豊かな農場を育むためのこだわり
をぜひご覧ください。

76



使用方法 使用方法

CBD ボディバーム　アクティブ 300MG
CBD* を 300mg 配合したボディバーム。スキンケアやボディケアとして全身に使用できま

す。ストレスを感じてリフレッシュしたい時や、体を動かした時に清涼感を与えるペパー

ミントの香りが元気を与えてくれます。

配合されているエッセンシャルオイル

● ティートゥリー　● ウィンターグリーン　● レモン　● ペパーミント　● クローブ　● ヘリクリサム

＊カンナビジオール：整肌、肌の保護 ＊カンナビジオール：整肌、肌の保護

製品番号：31157
ホールセール価格：11,000 円
リテール価格：14,520 円
PV：74.95
内容量：50g

適量をとり、肌にマッサージするように優しく馴
染ませます。特に、バスタイムの後や乾燥が気に
なる時など、首から下の気になる部分など全身に
ご使用ください。

ロールを肌に当ててクルクルと肌上で円を描くよ
うに２～ 3 回転します。手首の内側、 耳の後ろ、 デ
コルテなど香りを感じやすいパルスポイントに使
用してください。

製品番号：31158
ホールセール価格：8,800 円
リテール価格：11,605 円
PV：56.95
内容量：10ml

ロールオン CBD オイル カーム 300MG
CBD* を 300mg 配合した オイル ロールオンカーム。うなじ、こめかみ、 肩筋や手首などに

つけてご利用ください。 1 日が終わりホッと安らいでいるとき、エッセンシャルオイルの優

しい香りが様々な思いを込めて深呼吸をしりリラックスしてみましょう。特にお休み前にお

すすめです。

配合されているエッセンシャルオイル

● ラベンダー　● ベチバー　● ユーカリグロビュラス　● フランキンセンス　● オレンジ　● イランイラン
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使用方法 使用方法

スポイドで約 1ml を手に取り、気になる箇所に塗
布してください。肌に CBD ミントをなじませた後、
さらにバームを塗っても◎。

製品番号：31155
ホールセール価格：11,990 円
リテール価格：15,785 円
PV：79.95
内容量：30ml

製品番号：31156
ホールセール価格：11,990 円
リテール価格：15,785 円
PV：79.95
内容量：30ml

CBD オイル シトラス 500MG CBD オイル クールミント 500MG
CBD* を 500mg 配合した CBD オイル シトラス。すっきりした香りのエネルギッシュな

シトラス系エッセンシャルオイルを独自の処方でボトルに詰め込みました。

CBD* を 500mg 配合した CBD オイル クールミント。爽やかで活力の湧くミント系の

エッセンシャルオイルを独自の処方でボトルに詰め込みました。

配合されているエッセンシャルオイル 配合されているエッセンシャルオイル

● グレープフルーツ　● オレンジ　 ● ペパーミント　● スペアミント　

さわやかな
柑橘系の香り

さわやかな
ミントの香り

スポイドで約1ml 湯 船に入れます。20
分ほど深呼吸しながらゆっくりと入り
ます。その日の気分でお 好きなオイル
を選んでください。アレンジでバスソル
ト50g+CBD オイル1ml+ お好きなエッ
センシャルオイル７滴もおすすめです。

＊カンナビジオール：整肌、肌の保護 ＊カンナビジオール：整肌、肌の保護
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スパイシーな
シナモンの香り

朝・昼・夕・お休み前の新習慣で
あなたらしさをアクティベート

CBDボディバーム　
アクティブ 300MG

忙しい朝や、夜のスキンケア、寝る前のリフレッシュタイムなど、タイミング別の
おすすめ CBD製品をご紹介します。

ロールオン CBD
オイル カーム 300MG

CBDオイル 500MGCBDオイル 500MG CBDオイル 500MG
シトラス クールミント シナモン

製品番号：31160
ホールセール価格：11,990 円
リテール価格：15,785 円
PV：79.95
内容量：30ml

CBD オイル シナモン 500MG
CBD* を 500mg 配合した CBD オイル シナモン。スパイシーで刺激的なエッセンシャル

オイルシナモンバークを独自の処方でボトルに詰め込みました。

使用方法

洗顔後にCBD オイルを肌になじませ、化粧水、乳液
をした後、さらにCBD オイルを肌になじませ、最後
にクリームで蓋をする。まず少量3 ～4 滴、スポイド
4 分の1 ほど（約0.25ml）を手に取り、お肌にハン
ドプレスしてください。必要に応じて足りないとこ
ろに重ねづけをしてください。朝はミント、夜はシト
ラス、シナモンがおすすめです。

配合されているエッセンシャルオイル

● シナモン

＊カンナビジオール：整肌、肌の保護

Morning Daytime Evning Night
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◎パルスポイントについて
耳の後ろ、手首、こめかみなどのパルスポイントは使用するのにおすすめです。血管が皮膚に近く体温が高
い部分で、香りの拡散が効果的に行われます。もちろん、こちら以外の場所にもお使いいただけます。



Q&A
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Q. 　CBDの使用は日本で規制されていないの
ですか？

A.　麻の茎と種由来の CBD（カンナビジオー
ル）の使用は日本では大麻取締法の規制対
象外でネイチャーズウルトラCBDシリーズは、
THCを全く含まない麻の茎由来のCBDを使
用しています。THCフリーなので安心してご
使用いただけます。

Q.  THCとは何ですか？
A. 　THC （ テトラヒドロカンナビノール） は、麻
の葉や穂に含まれ、幻覚作用、記憶への影響、
気分を高揚させる作用を生じさせることがわ
かっています。日本では麻薬及び向精神薬取
締法で規制されている化合物です。

Q. 　ネイチャーズウルトラCBDシリーズと一般
的なCBDオイルの違いは何ですか？

A． 私たちは安心安全を第一に、全ての段階で
分析試験を行っています。また、CBDとエッ
センシャルオイルは優れたパートナーです。ヤ
ング・リヴィングの高品質なエッセンシャルオ
イルの主成分である、テルペン（香りの成分）
を組み合わせることでアントラージュ効果が
生まれ、CBDの可能性を存分に引き出しま
す。この独自の製法を、「スマートスペクトラム」
と呼びます。

Q.　紫外線に注意が必要な製品はありますか？

A.　はい。CBDボディバーム アクティブ 300ＭＧ、
CBDオイル ロールオンカーム 300MG、CBD
オイル シトラス 500MG、CBDオイル シナモ
ン500MG、は、紫外線対策が必要なエッセ
ンシャルオイルが含まれていますので、使用

されてから12時間は、直射日光や紫外線を避
けてください。

Q.　子どもに使用しても良いですか？

A. 　いいえ。ネイチャーズウルトラのCBDシリーズ
は成人用に作られています。お子様の手の届か
ないところに保管してください。

Q. 　妊娠中や薬を服用していても、使用できま
すか？

A. 　妊娠中、授乳中、治療中の方はご使用前に専
門医等へご相談ください。

Q.　ネイチャーズウルトラCBDシリーズは、
ディフューザーを使用してディフューズす
ることはできますか？

A.　いいえ。スキンケアやボディケア製品です。　
ディフューズすることは出来ません。 

Q.  ネイチャーズウルトラCBDシリーズはグルテン
フリーですか？

A.　はい。ネイチャーズウルトラCBDシリーズの全
ての製品がグルテンフリーです。

Q.　ネイチャーズウルトラCBDシリーズはビーガ
ンも安心して使えますか？

A.　ビーガンの方々は、ビーワックスを使っている
CBDボディバーム アクティブ以外であれば、全
製品安心してお使いいただけます。

Q.　どのように保管したら良いですか？

A.　 極端に高温又は低温の場所、直射日光のあた
る場所を避け、乳幼児の手の届かない場所に
保管してください。

その他の Q ＆ A はこちらから　　　　　n a t u r e s u l t r a . j p

製品の購入をご希望の方は、
ご紹介者様までご連絡ください。

その他製品に関するお問い合わせは
ヤング・リヴィング・ジャパン・インク
0570-056-054　9:30 ~ 17:00（土日祝除く）
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