


エッセンシャルオイル、ここが魅力

1. 植物の生命力がすごい！ 
植物は動けないのにどんな環境でも生きていきます。その生命力の強さは動
物の比ではありません。敵から身を守る。ハチやチョウを引きつけ、命をつ
なぐ。暑さ寒さなど、自然の荒波に耐え、たくましく生きています。エッセ
ンシャルオイルはこの植物のパワーを小さなボトルの中にギュッと詰め込ん
だ素晴らしいものなのです。 

2. 香りのパワーがすごい！ 
エッセンシャルオイルのすごいところは、何も意識しないでも香りを嗅ぐだ
けで気持ちや感情を司る脳のエリアに情報が届き、気分を切り替えてくれる
ことです。ある時には落ち着かせ、ある時には刺激を与え、またある時には
包み込むことで安心感や集中力を与えてくれます。 

3. 生活に取り入れやすい！ 
エッセンシャルオイルを生活に取り入れる方法はたくさんあります。ディ
フューザーを使ってお部屋に香りを漂わせる。入浴剤として楽しむ。マッ
サージに使ってリラックス。とっても簡単な方法で生活の質を上げることが
できます。
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アロマテラピーの歴史

1. 始まり 
１００年以上前のお話しです。フランスのルネ・モーリスという研究者が研
究中に爆発を起こし、火傷を負ってしまいました。その際にラベンダーの精
油を塗布したところ、劇的な治療効果を観察しました。この体験をきっかけ
に植物の研究をするようになり、アロマテラピーという言葉を作りました。 

2. フランス 
医療用にアロマを使い始めた国はフランスです。日本でいえば漢方のように
病気の治療の一環として現在も使われています。 

3. イギリス、そして日本  
それに対し、美容にアロマを取り入れたのがイギリスです。私たちがよく知
るオイルマッサージや手作り化粧品にアロマを活用しました。日本でのアロ
マブームに火をつけたのはこのイギリス式のアロマセラピーです。雑貨とし
て輸入されることが多いのですが、食品添加物、化粧品として入ってくるこ
ともあります。食品添加物だから安全、というものではなく、精油が大変高
濃度であることを理解し、慎重に使用する姿勢が大切です。
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高揚・解放・リラックス 
エッセンシャルオイル(1) 

「ベルガモット」　

• どんな精油？ 
ベルガモットは食欲と気分を調整する精油です。香水の成分として、ま
た、紅茶アールグレイのフレーバーとして使用されています。 

• オススメの使い方は？ 
心に対する作用に注目すると、鎮静と元気づけ両方に働くという特徴があ
ります。イライラや欲求不満を落ち着かせることもできれば、落ち込みや
不安、憂鬱にも使えるのです。いつでもバッグに入れておき、必要に応じ
てティッシュに１滴落として吸引しましょう。 

• 注意することはありますか？ 
高い光毒性があります。塗布した後12時間は直射日光を避け、UVケアを
しっかりしましょう。人工的な日焼けの光も避けてください 
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太陽の明るさ・あたたかさ・順応性 
エッセンシャルオイル(2) 

「スイートオレンジ」

• どんな精油？ 
スイートオレンジの精油は消化器系に素晴らしい作用があります。そし
て、精神面では太陽のような明るい日差しを連想させ、明るく元気にして
くれます。 

• オススメの使い方は？ 
気分が落ち込んだ際にオレンジのルームスプレーを使うと緊張が和らぎま
す。また、ベースオイルに混ぜて、腹部をやさしくマッサージすると、消
化不良、腹痛などの際に助かります。 

• 注意することはありますか？ 
光毒性があります。塗布した後は直射日光を避け、UVケアをしっかりし
ましょう。濃度を下げればお子様にも使えます。 
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幸せ・ダイエット・デトックス 
エッセンシャルオイル(3) 

「ピンクグレープフルーツ」

• どんな精油？ 
グレープフルーツの精油は余分な水分の排泄と脂肪の分解を助けます。そ
のためむくみ、セルライト、肥満に適します。 

• オススメの使い方は？ 
ベースオイルに混ぜて、気になる部分をマッサージしましょう。ウエスト
周り、太もも、腕の裏側など、丁寧に塗布ます。足のむくみには洗面器に
お湯を張り、精油をたらして行う足浴もオススメです。 

• 注意することはありますか？ 
光毒性があります。塗布した後は直射日光を避け、UVケアをしっかりし
ましょう。 
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殺菌・デオドラント・消化機能をサポート 
エッセンシャルオイル(4) 

「レモングラス」　

• どんな精油？ 
インドではレモングラスは何千年も前から薬用として熱病や感染症の予防
に使われてきました。アジアではトムヤンクンをはじめ、食用に欠かせな
いハーブです。原産地インドでは数千年前からアーユルベーターで用いら
れてきた長い歴史があります。 

• オススメの使い方は？ 
殺菌、消臭効果が高いので、消臭スプレーを作ってみましょう。20ccの
ボトルを用意し、無水エタノール5cc、レモングラス6滴を加えて混ぜま
す。精製水を15cc加え、よく混ぜて使用してください。キッチン、トイ
レ、靴箱など、匂いの気になるところに使うと大変効果的です。 

• 注意することはありますか？ 
敏感肌の方は大量に用いるのは控えましょう。緑内障の方は使用不可。
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清涼・浄化・免疫力アップ 
エッセンシャルオイル(5) 

「レモン」　

• どんな精油？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
レモンの精油はリフレッシュ、浄化、解毒がとっても得意です。そして高
い抗酸化作用を持つため、免疫力アップにも役立ちます。 

• オススメの使い方は？ 
食べ過ぎが原因の肥満、胃痛を防ぎます。そのため、レモンの精油はダイ
エット、生活習慣病の予防改善に使えます。お食事前のお手ふきに垂らし
て食欲を押さえましょう。 

• 注意することはありますか？ 
光毒性があります。塗布した後は直射日光を避け、UVケアをしっかりし
ましょう。 
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至福・感応の目覚め・ホルモンバランス 
エッセンシャルオイル(6) 

「イランイラン」　

• どんな精油？ 
イランイランはマレーシア語で「花の中の花」という意味です。インドネ
シアでは新婚の初夜にベッドに花びらを敷き詰める風習があります。女性
の官能を高め、幸せ感を増す精油です。 

• オススメの使い方は？ 
この精油はホルモンバランスを整えるため、生理痛や生理不順に悩む方は
入浴剤として使用してください。バスタブに精油10滴を直接たらし、入
浴します。熱いお湯に精油を垂らし、タオルを入れて固く絞ったもので腰
や腹部に温湿布するのもオススメ。 

• 注意することはありますか？ 
リラックス効果が高いので、集中したいときは使用を控えましょう。長時
間の利用も避けてください。妊娠初期、中期は使用不可。 
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安心・直感力アップ・更年期 
エッセンシャルオイル(7) 

「ローズゼラニウム」

• どんな精油？ 
ヨーロッパではゼラニウムを悪霊を家に寄せ付けないようにと、家の周り
に植えていたそうです。どこかローズに似た香りがするため、香水にも使
われる精油です。直感、創造性、感覚を高めます。 

• オススメの使い方は？ 
プラントミネラル20ccに対してローズゼラニウム４滴をスプレーボトルに
入れ、いつも持ち歩き、セッション前に頭やお顔にスプレーしましょう。
感覚が鋭くなり、直感が働きます。お部屋の浄化にも。 

• 注意することはありますか？ 
ホルモンに関わる精油なので、妊娠中は使用不可です。敏感肌の方は濃度
を下げるなど気をつけて使用してください。 
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万能精油・静かな落ち着き・火傷 
エッセンシャルオイル(8) 

「ラベンダーメイレット」

• どんな精油？ 
ラベンダーの語源はラテン語の「洗う」。精神を浄化し、穏やかな気持ち
にします。言わずと知れた万能精油で、やけど、擦り傷、肌荒れ、気分の
落ち込み、不眠症などさまざまなシーンで大活躍します。 

• オススメの使い方は？ 
ラベンダーの精油は中心を整えるので、神経の緊張を和らげ、パニックや
ヒステリーを落ち着かせます。創造性に恵まれながらも他人の目を気にし
て表現できずに苦しむ人にも向いています。バッグに１本入れておき、必
要に応じて手の平に落として深呼吸しましょう。 

• 注意することはありますか？ 
妊娠初期は使用を控えてください。直接肌につけてもいい精油です。 
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集中力・明晰・ひらめき 
エッセンシャルオイル(9) 

「ペパーミント」　

• どんな精油？ 
ペパーミントはハミガキやガムなどでおなじみのさわやかなハーブです。
ペパーミントの精油の軽く透き通った香りは心と体に積極的に働きかけま
す。生命力、繁殖力が大変強い植物です。 

• オススメの使い方は？ 
ペパーミントの精油を１滴ティッシュやハンカチに落として嗅ぐと、吐き
気や乗り物酔いを鎮めてくれます。試験前など集中力が必要な時はマグ
カップにお湯を入れて、一滴落として香りを吸い込みましょう。発想の転
換が必要な時にも大変効果的です。 

• 注意することはありますか？ 
妊娠中、乳幼児は使用を控えてください。肌の弱い人は使用しないでくだ
さい。 
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心のエネルギー補給・温める・脂肪分解 
エッセンシャルオイル(10) 

「ブラックペッパー」

• どんな精油？ 
ブラックペッパーはスパイスとして、薬用として大変貴重で、これをめ
ぐって戦争が起こったほどです。インドでは4000年前から医学的に使用
されていました。体を温める作用により、毒素の排泄を促し、感染症や風
邪の症状を緩和します。気持ちを奮い立たせる精油です。 

• オススメの使い方は？ 
キュッとくびれたウエストが欲しい方は、ベースオイルにブラックペパー
の精油を加えてウエスト周りをマッサージしましょう。余分な脂肪や水分
を排出する効果が期待できます。 

• 注意することはありますか？ 
大量に使用しないよう、注意しましょう。肌の弱い人は使用しないでくだ
さい。
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感染症・抗ウィルス作用・自信回復 
エッセンシャルオイル(11) 

「ティーツリー」　

• どんな精油？ 
第２次世界大戦の時、傷の手当で用いられた精油。キャプテンクックが初
めてオーストラリアを訪れた時、先住民たちがこの木の葉でお茶をいれた
ことから、ティーツリーという和やかな名前がつきました。 

• オススメの使い方は？ 
「一家の救急箱」に常備したい精油です。カビにとても効果的なので、水
虫（原液を綿棒につけて患部に直接塗布）、カンジダ、イボなどにも使え
ます。虫除け、虫刺されにも良いので、キャンプなどアウトドア派の方は
必ず携帯するといいです。原液で使うことができます。 

• 注意することはありますか？ 
妊娠中の方、および敏感肌の方は精油の濃度を下げてご使用ください。 
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変容・過剰なものを正常に戻す・魂を強化 
エッセンシャルオイル(12) 

「サイプレス」　

• どんな精油？ 
サイプレスは背の高い木で、腐りづらい材質からギリシャでは庭園や墓地
で多く使われてきました。サイプレスの精油には、むくみ、出血、痔、汗、
皮脂など、過剰なものを正常な状態に戻す力があります。 

• オススメの使い方は？ 
サイプレスの精油には霊的な作用があり、ウッディな香りは気持ちをまと
め、安定をはかります。心と現実の両方に力を与え、心の揺れを落ち着か
せ、自己不信、欲求不満、恐れなどに効果を発揮します。クリームに加
え、足の裏をマッサージするとデトックスできます。 

• 注意することはありますか？ 
高血圧の方、妊娠中の方は使用しないでください。
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明晰・呼吸器系・インスピレーション 
エッセンシャルオイル(13) 

「クラリセージ」　

• どんな精油？ 
「クラリ」はラテン語の「明晰な」に由来する言葉です。クラリセージは
キリストの目と呼ばれ、目の不調に大変効果的な精油です。婦人科系にも
よく、ホルモンバランスを整えてくれるので、更年期や生理不順に役立ち
ます。 

• オススメの使い方は？ 
クラリーセージは魂に強く働きかける精油です。不安にさいなまれた時、
プラントミネラルと混ぜてヘッドマッサージをしましょう。直感力を取り
戻すことにより、聡明さが復活し、インスピレーションが流れ込みます。
呼吸器系にも効果があります。 

• 注意することはありますか？ 
妊娠中は使用不可。月経過多の方は使用しないでください。
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関節炎・血液の浄化・ウッディな香り 
エッセンシャルオイル(14) 

「バーチスイート」　

• どんな精油？ 
バーチ（白樺）は家具や木材に使われ、ウッディな香りは自然の中にいる
ような心地よさを与えてくれます。古くから薬用の塗り薬として、筋肉痛
や肌荒れに使われていました。サリチル酸メチルを含みます。 

• オススメの使い方は？ 
筋肉の炎症を緩和するので、膝、腰、肩に痛みのある方は、ベースオイル
20ccに対し、バーチスイート３滴とラベンダー３滴を加え、痛むところを
優しくマッサージしましょう。抗菌作用もあるので、炎症にも効果的で
す。頭皮の環境を整える力があるので、スプレーを作り頭皮をマッサージ
すると、育毛、抜け毛予防など、ヘアケアにもオススメです。 

• 注意することはありますか？ 
子供や持病のある方は専門家に相談してください。妊娠中は使用しないで
下さい。 

 17



自由・息のできる空間づくり・解熱 
エッセンシャルオイル(15) 

「ユーカリ・ラジアータ」

• どんな精油？ 
ユーカリは世界で最も高い木の一つです。オーストラリアでは傷や熱病など
の万能薬、「熱冷ましの木」として知られていました。ユーカリの精油は呼
吸器系にとても役立つ精油で、喘息、気管支炎、肺炎などに効果を発揮し
ます。抗ウィルス作用、殺菌力も高い精油です。 

• オススメの使い方は？ 
ユーカリの精油は責任感や社会的な常識でがんじがらめになっている人に
向いています。否定的観念を追い払い、息ができる空間を作り出します。自
由で豊かな人生のため、ディフーザーを使い、お部屋の空気を浄化してくだ
さい。カップのお湯にたらして吸引するのもオススメ。 

• 注意することはありますか？ 
高血圧の方は使用不可。肌の弱い方は1%以下の低い濃度でお使いくださ
い。
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祈りの空間・瞑想・スピリットを飛躍させる 
エッセンシャルオイル(16) 

「フランキンセンス」

• どんな精油？ 
新約聖書によると、キリスト誕生の際、貢物の中にフランキンセンス（偉
大な預言者の証）がありました。神とつながりたい時に古代より使われて
きた香りです。フランキンセンスの精油は精神を鎮め、瞑想や祈りにふさ
わしい環境を作ります。 

• オススメの使い方は？ 
セッション前にスプレーで部屋中を浄化しましょう。空間が清められ、安
心できる環境が生まれます。不眠の方、緊張で呼吸が浅い時には、プラン
トミネラルと混ぜて入浴剤として使用するとリラックスできます。呼吸を
サポートするので咽頭炎、副鼻腔炎にも使えます。 

• 注意することはありますか？ 
特にありません。
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MEMO
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