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フランキンセンス （３つの使い方）

・心を穏やかにして、呼吸を整える （モノテルペン α・βピネン・セスキテルペン）
・細胞を活性化、乾燥肌・しわ・にきび・傷跡・肌トラブル
・フランキンセンスは、血液脳関門を通り抜け、脳の視床下部と下垂体に酸素を
供給する。
・フランキンセンスは、アポトーシス（細胞自然死）を引き起こす。（ボスウェリア酸）
辞典を確認してください。たくさんの論文があります。
・精油の王様 こまったらフランキンセンス

・毎朝、舌下に１滴ドロップ
・ディフューズ
・ハンド&ボディーローションに入れて塗布（経皮吸収させる）

・ガラス遮光瓶やジャム瓶の中に、ハンド&ボディーローションを入れ
その中にフランキンセンス；コパイバ・好きな精油を数種類いれたボディクリーム
寝る前に毎日使う。

・呼吸が苦しい時、パニックの時、精神疾患など、フランキンセンス



ラベンダー（３つの使い方）

・赤ちゃんから使用可能な万能のオイル
・ラテン語の「ラワーレ」洗う が語源
・緊張や不安を取り除く・不眠（酢酸リナリル エステルが精神安定物質）
・ラベンダーは交配種などたくさんありますが、「真正ラベンダー」のこと。

・夜寝る前に、ラベンダーをディフューズや足裏に１滴づつ塗布。
（睡眠の重要さは、ウェルネスピラミッド３段目 休憩に当たります。）

・ウェーブリズムもラベンダーが入っています。

・お肌のトラブルや日焼けを落ち着かせるスプレーを作ると良い。
ラベンダー・ペパーミント・フランキンセンスやカモミールブレンド

・緊張するときは、ラベンダーを手にドロップして嗅ぐ（歯医者とか病院など）

・やけどにも最適（ラベンダー→サルベル）

・赤ちゃんの熱にFC大さじ２にラベンダー１滴 背中 足裏に塗布。

・ハンド&ボディーローションでラベンダー・ティーツリークリーム 虫さされクリーム



レモン（３つの使い方）

心を刺激して、積極性を高めてくれるフレッシュではじけるような香り
形は、柑橘系の中でもシェープしている（すっきり）
集中力・記憶力を発揮（認知症予防）
抗菌・殺菌・防臭 部屋の空気を浄化
お掃除の味方（ケミカルなお掃除ではなくグリーンクリーンに）
モノテルペン類 リモネンが７２％以上

リモネンの効果・・リラックス 覚醒（交感神経優位） 新陳代謝 免疫力 血行促進
育毛 食欲増進（生きる力のこと）

・頭をすっきりさせたい時 ２０滴ディフューザー
・お掃除スプレー １００CC 合計２０ー３０滴のスプレー （例 レモン オンガード
ティーツリー など）
・レモンを１滴いれたお水 内蔵クレンジング
・妊婦さんにも使えます つわりの時に。
・ドレッシングやお菓子作りにも（お塩にレモン 焼き肉 餃子 クッキーなどなど）
・お風呂に入れるときは、皮膚刺激が起こる可能性があります。（注意すること）
・喉が痛いときは、はちみつレモンにして
・何かとブレンドする時にも使えます。
・お肌への塗布は気をつけてください（光毒性 夜の使えます）



オレガノ （３つの使い方） 注意事項 原液では使わない

・天然の抗生剤
・免疫活性作用・抗ウィルス作用 フェノール カルバクロール成分
・生命力アップ
・カビや菌を抑制 フェノール類
・ワイルドマジョラムがオレガノ （スィートマジョラムがマジョラム）
・ヨーロッパでは、オレガノを庭に植えることで菌を繁殖させない方法

・しつこく言いますが、薄めて使ってください（薄めれば怖くありません。成人で３倍
くらい）
・熱の時に、ティーツリー・オレガノ・オンガードをカプセルに入れて摂取
・オレガノを薄めて、イボに塗布
・生命力が弱い方 オレガノを足裏塗布してみてください（レモンとブレンド）
・お風呂掃除に重曹と混ぜたり、スプレーをしたり
・お料理に入れるときは爪楊枝の先程度

・殺菌スプレー（プールやジムなど） オレガノ・ペパーミント・柑橘やラベンダーと
合わせて。
・熱が出ている時、オレガノ・ティーツリー・オンガード・レモンをディフューズ



ティーツリー （３つの使い方）

抗菌性があり感染症予防

オーストラリアの原住民たち（アボリジニ）がティーツリーを煎じて飲んだり、小枝を噛
んだりして、感染症予防、切り傷に使用。
キャプテンクックがティーツリーをイギリスに持ち帰った

第１次世界大戦では、兵士達の衣服をティーツリーの石けんで洗うことで、殺菌、感
染予防。
心も身体も強くしてくれる。
子供から使える万能の精油

・心も身体も強くしてくれるので、弱っているときはお風呂に入れてみてください。
（ティーツリーとフランキンセンスや ティーツリーと好きな香り）
・白血球を活性化 免疫力アップ（塗布で経皮吸収）
・お掃除スプレーにも 重曹とあわせたり
・シャンプーに入れてふけやかゆみにも。
・ニキビ肌や水虫といった菌系のトラブルに。
ニキビ肌はロールオンを作る または、クリアスキンシリーズ（カタログ参照）
水虫には、ティーツリーを直接塗布する方多い。



ペパーミント（３つの使い方）

・消化器をすっきりと壮快に（ハーブで食べれる物は、精油になっても
摂取可能なものが多い）
・消化器や呼吸器にも働く （化学成分のメンソール ケトン）
・幅広い用途がある
・３０種類以上の化学成分（薬効分子）を持っている
・メンソールが筋肉細胞に収縮信号を送るイオンの流れをブロックする
→筋肉の収縮を抑制する

。・メンタルにも良く働く ヒステリー パニック 気力 やる気が出ない時
手にドロップして嗅ぐ
・頭がすっきりしない時 偏頭痛の時も こめかみや首の後ろに塗布
・何かと便利なので１本カバンへ。
・脳を刺激する
・心身のストレスケアに アロマタッチテクニックで最後に使う

・経皮吸収を促進させる作用がある 例 ひどい肩こりに アロマタッチ・
ディープブルー ペパーミント （１種類づつ塗布）
・痒みにも ティーツリー ラベンダー ペパーミントスプレーを作る



オンガード（３つの使い方）

・・殺菌効果
・ドテラを代表するブレンドオイル
・様々なオンガード製品が販売されています（それだけ、菌・ウィルス対策を
ドテラでは真剣に考えて発信しています。多剤耐性菌が問題）
・有害物質を含まない天然の「洗浄剤」 ＝地球に優しい
・オレンジ クローブ シナモン ユーカリ ローズマリー

・風邪予防 インフル予防 として
・喉が痛い時 オンガードでうがい オンガード蜂蜜
・家族を守る１本
・皮膚刺激が在る場合もあるので、FCと一緒に。
・風邪の引き始めは、足裏へ塗布
・歯周病にも コットンンや綿棒で塗布 オンガード歯磨きペーストと併用
（辞典に詳細あり 要確認してください）



イージーエア（塗布・芳香）

呼吸器ブレンド
呼吸を楽にして、神経を落ち着かせる
ローレル ペパーミント ユーカリラディアタ・ティーツリー レモン ラベンサラ
カルダモン 全て、呼吸器に働く１、８シネオールが含まれている精油でブレンド

・花粉症
・風邪
・咳
・鼻つまり
・呼吸器系のエラー
・いびき
・ヒステリー パニックの時にも

マスクに垂らす
クリームを作って塗布する

イージーエア+フランキンセンス ライムのブレンドもより相乗効果があります。



ゼンジェスト（３つの使い方）

・消化器系ブレンドのこと
消化器とメンタル 精神は密接に繋がっています。

その痛いお腹は 緊張なのか？単なる食べ過ぎなのか？同じお薬で良いです
か？
使い分けることが「最も賢さ」に繋がります。
・ゼンジェストカプセルは持っていると便利です。

・ジンジャー ペパーミント タラゴン フェンネル キャラウェイ コリアンダー アニ
ス配合

・肌が弱い人は希釈してください。

・乗り物酔いに
・食べ過ぎ 飲み過ぎ 脂っこい物を取り過ぎた時（取るとわかっている時は
事前に摂取や塗布）
・便秘 下痢 腹痛 胃痛に
・お腹が冷えている人は、お腹へ塗布を続けてみてください



スリム&サシー 代謝ブレンド

・ダイエットには 運動と健康的な食事の組み合わせが大切です。
・スリム&サシーは、新陳代謝を促進 自然治癒力をアップする
・グレープフルーツ レモン ペパーミント ジンジャー シナモンが配合
・カプセルも販売

・５００CCのお水に８滴いれて 食事と食事の間に摂取
・通勤 お掃除をする時に摂取がチャンス
・マッサージに 大さじ１のFCに１ー２滴いれてマッサージ

・スリム&サシーカプセルと ゼンドクラインカプセル（肝臓解毒）を併用すると
より効果があるという体験談多いです。

もちろん正しい栄養 ミネラルをしっかり取ることが大事です。



アースリズム（芳香 塗布）

・ドクターヒルは、毎朝 足裏へ塗布してください と
朝のルーティーンの１本
・夜、眠れない時も 足裏や ディフューズに。
・ＮFR販売名は「バランス」
心と身体とスピリット、そして体内リズムのバランスを取ります。

・体内リズム 呼吸 脈拍 生理周期 脳波 睡眠のリズム

・スプルース ブルータンジー フランキンセンス ホーウッドがブレンド

・アロマタッチテクニックでも、最初に使用する相手と繋がりを作る１本

・メンタルエラー パニック不安 孤独 人間関係の悩み
お風呂の中 足裏 仙骨 胸に塗ることを続けてください。

・背骨は神経の束があります。ぜひ 、お子様方へ 背骨に塗布（ロールオン）



ディープブルー（鎮痛作用）

消炎作用
鎮静 鎮痛作用
関節や筋肉の炎症
痛みを緩和

ウィンターグリーン （サリチル酸メチル９９％）痛みのもととなる
プロスタグランジン・ホルモンの分泌を抑制する
（市販の鎮痛剤も同じ働きです）
カンファー ペパーミント ブルータンジー ジャーマンカモミール
ヘリクリサム（永遠花・生命力） 金木犀（痰を切り、鬱血を取り除く）

・強い痛みの時は、病院で診断を受けることも必要です。

・ぎっくり腰やヘルニア
ディープブルーとクローブ ウィンターグリーン レモングラスをブレンドして塗布

・成長痛にも

・蕁麻疹の皮膚の炎症にも意外と使えます。（ココナッツオイルで薄めたりスプレーに
したり）



アロマタッチブレンド（マッサージ）
塗布と芳香

筋肉をリラックスさせ、緊張をほぐし組織の炎症を和らげます。
血流を促進
手足を滑らかにする

バジル グレープフルーツ サイプレス マジョラム ラベンダー ペパーミント

・介護施設でのハンドタッチボランティアで圧倒的に結果が出ているオイル
（手足のむくみ 肌のトーン）

・むくみの時に マッサージ （さらにジュニパー バジルと ブレンドもおすすめ）

・シベリアンファーとのブレンドも体内の循環を良くします。

・循環器を高めます。

・ハンド&ボディーローションや アロエベラジェルに混ぜて塗布





エッセンシャルオイルライフの
過ごし方

・ドテラ社のエッセンシャルオイルは、単に気分を良くするだけではなく
「人生を変える１滴」です。脳が変われば、人生は変わります。

・では、どのように使えば良いでしょうか？
→ルーティーンで生活の中に取り入れる
→つまり、今までと違う刺激が脳の中に入ってきます。
→朝 夜のディフューズを日課に
→経皮吸収されます。
→摂取で胃腸に働きかけます（胃腸は、人体でも最も血管や神経細胞・免疫を司り
ます）

・ハンド&ボディーローション ココナッツオイル
クリーム容器 スプレー容器 ロールオン容器 小瓶は手元に用意。

・エッセンシャルオイル医学事典 活用



皆さんの家族にとって
何のオイルが良いのかを考え
ルーティーンを決める。

それを決めれるのは、
家族のお母さん。

主体的に舵を取り、家族をハッピー
に！



日焼け止めクリーム
２０グラム分

ハンド&ボディーローション ２０グラム
ココナッツオイル 小さじ１
酸化亜鉛 小さじ４分の１
酸化チタン 小さじ４分の１

作り方
ココナッツオイル に粉物を入れてまずはよく混ぜる

次に、ハンド&ボディーローションに混ぜる。

精油を３滴いれる
フランキンセンス
ラベンダー
ゼラニウム
イランイラン

パチュリ ご自宅で作る場合、ヘリクリサムやサンダルウッド ローマン
カモミールもおすすめします。


