


私達、人間の身体は

様々なバランスによって活動し支配されています

生活習慣や食生活、環境や四季の変化なども

密接に影響しているでしょう

月は地球に最も近い天体であり、唯一の衛星です

日本では古来より、

日 を々大切に重ねる上で暦を読む事を「月詠」と呼び

日常生活へのパワーを受け取っています



太陽が照らす日中は

雑念や散漫を抑えながら

集中力、生産性を向上させ

最高のパフォーマンスを届けます

太陽が沈み充足を得る夜は

緊張や不安を無くし

心と筋肉、更には脳活動までも

リラックスさせて最高の睡眠を届けます
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商品コンセプト

[CBD 原材料 ]

アメリカモンタナ州の完全オーガニック農園で栽培されたヘンプから
抽出したブロードディスティレート原材料を徹底管理し輸入しています

CBD86.6% CBG3.79% CBN3.57% 他
カンナビノイド＋ナチュラルテルペン　

THC 原材料ベースで 0,0001% で ND=非検出

[ MCT オイル ]

MCT オイルとはココナッツに含まれる天然成分で
中鎖脂肪酸 100% のオイルです。

CBD は脂溶成ですので、MCT オイルとは相性が良いと
おり、CBD が体内に吸収されやすなる様サポートしています。

他のオイルに比べ吸収、分解が早い為脂肪として蓄積されづらいのもポイントです

[ フレーバー ]

CBD独特の苦味をテルペンが多く含まれている天然香料を使用し
飲みやすくマスキングしています。

[テルペン]

元々CBD原料に多くのテルペンが含まれていますが、
更なる相乗効果を効果を付与する為、
そして使用用途を差別化する為に

独自に天然由来のテルペンを調合しています。
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- B R A N D   S T O R Y -
現代、日常生活の中で心身のバランスをとりながら上手く生き抜くのは本当に大変な事です

僕は日々ストレスと戦い、擦り切れていくだけのルーティーンを繰り返していた
一番の悩みはストレス、不安が多く仕事に集中出来ない。

そして最悪なのが…夜なのに寝れない。睡眠が浅い。起きていてもずっと眠い。

僕達はそんな日々の中で、数年前から世界中で話題になっていた [ CBD と言う成分 ] に出会った
　　　興味を持ち、試した時一寸の光が見えた……「これだ。」

確信を感じながら、色々な商品を試し、エビデンスを読み漁り、研究を繰り返した。

だが、今の日本の市場にある CBD は本当に安全で安心できるのか？
合法なのか？　いつどれを飲めば良いのか？
市場では販売していない完璧な品質を追い求め、本格的に開発へ踏み切った

  日本では大麻取締法で THC と言う成分が禁止されているが、現状では国内で
  流通しているほとんどの海外商品はフルスペクトラム OIL が主流で
  規制対象の THC が微量だが含まれているのが現実。

  そこで僕達はアメリカ・ヨーロッパ各地の企業や農場とコンタクトを取り続け
  アメリカモンタナ州でオーガニック製法にこだわりながらも、徹底的にリスクを排除した
ブロードディスティレート原材料を製造可能である機関と出逢い、
繰り返し試作でのトライ& エラーを繰り返し、やっと納得の出来る究極の原材料が完成。

CBD86.6% ・CBN3.79%・ CBG3.57%、
そして、 原材料ベースで THC 残量 0,0001%ND=非検出。

原材料製造における都度の検査と品質管理を徹底し、その後の工程からは日本国内へ。
CBD 原材料の溶化しやすいココナツ由来のオーガニック MCT オイルをベースに

特有の風味を天然由来の香料でマスキング、最高に飲みやすくフレッシュにブレンドしました。
最終的にキーになったのが植物由来テルペンの調整。

元々ヘンプにも多くのテルペンが含まれているが、開発商品では使用目的にフォーカスする為、
各種テルペンの調整を徹底的に行いました。

完成したのが、安心・安全・高品質でシーン別に使用する「THE DAY」「THE NIGHT」の
CBD Oil。そして、即効性の高い CBD VAPE。

僕らの商品が、素晴らしい人生のサポートとなるために。このブランドを皆様と共に育てて行ければ幸いです。
                            - BALANCE - Project　team
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　CBD オイルの飲み方と適量 　推奨されている飲み方

　　目安となる摂取量

CBD には二相性と言って、摂取量によって相反する効果を
発揮する特性があります。

低～中量（覚醒効果）　　　集中力を上げたい・日中の眠気の緩和、
　　　　　　　　　　　　パフォーマンスの向上

高用量　（沈静効果）　　　高い鎮静効果・睡眠改善・リラックス

CBD の摂取量と体感に関しましては個人差が非常に大きいので [ 1 回あたり何㌘ ]

と言った規定はありませんが、海外の研究により目安はあります。

下記に表にしてみましたので、これを参考に自分の目的に合った濃度・摂取量を

探してライフスタイルにあった CBD のご使用をお勧め致します。

おおよその目安は、
　1日軽度なお悩みで
　　　　　　　　CBD２５mg ～５０mg 

　重度のお悩みで
　　　　　　　　　CBD50mg~250mg

「CBD を摂取すると昼でも眠くなるの？」
と思っている方が多いのですが、
弊社のプロダクトは、
テルペンを調整・研究し、昼摂取しても
眠くならない様に調整してあります。
個人差もあり、それでも眠くなる方は、
目安の摂取量よ少なめでご調整する事
をお勧めしています。

海外の研究データでは、

　低容量　　CBD0.2mg/ 体重 1㎏

　中容量　　CBD1.0mg/ 体重 1㎏

　高容量　　CBD1.5mg/ 体重 1㎏

体重５０㎏あたりの1日の摂取目安量、

　低容量　　　　　　10㎎
　中容量　　　　　　50㎎
　高容量　　　　　　75㎎
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　BALANCE　CBD Oil の1回あたり摂取量目安 　　　　　継続時間と効果

10㎎ /5% 効果を体感するまでの　　　　　　　　
時間

10㎎ /15% 継続時間

0.5㎎ 気化吸入

25㎎ 数分

75㎎ 30 分－1 時間

1 滴 舌下投与

2.5㎎ 30 分－1 時間

7.5㎎ 30 分－1 時間

摂取方法

CBD オイルの摂取方法は舌下投与になります

舌の裏側に垂らすことにより
口腔内の粘膜により吸収され、

毛細血管に直接浸透して行きます。
１～ 2 分程度舌の裏側に

溜めて置く事で摂取効率が向上されます。

* 日中は空腹時の摂取、
就寝前は 30~60 分前を推奨致します
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一番大事になってくるのは、無理をせずに自分のペースで「しっかりと肺に溜める事」。

最初ゆっくりと深く吸った後に5 秒程度は肺に溜める様に心がけましょう。

長く肺に溜められるのであれば、溜める方が効果は出ます。むせる事もありますが、

肺にしっかり入っていることの証明ですので問題はありません、

数回に分けてしっかりと吸引してください。

吸う量に関しましては、1日２５㎎が基本と言われていますので、

蒸気摂取のみですと 0.5㎖の1 ／ 8 摂取すれば２５㎎摂取した事になります。

オススメの摂取方法は、効果の早い蒸気摂取とゆっくりな舌下摂取のブレンド。

日中は仕事前に軽く舌下摂取をしストレスを無くし、パフォーマンスを上げたくなったり、

集中が切れたらVAPE での摂取をお試し下さい。

CBD は 160°から180°で気化し、230°から燃焼が始まると言われています。

ですのであまり設定を上げず低温でゆっくりお使いください。

カードリッジは５０１スレッド（規格）の物を使用していますので、

市販のウェポライザーのバッテリーにつけるだけでご使用できます。

※安全性の高い機器でのご使用をお勧めしています

蒸気摂取

CBD VAPE カートリッジ使用

蒸気摂取方法 摂取デバイスについて

舌下摂取 経口摂取

30%~60% 15%~35% 6%~20%

2 分 ~5 分で効果体感 20 分 ~ ～ 40 分で効果体感 90 分から３時間で効果体感

タバコや VAPE を吸った経験の無い方には抵抗があると思いますが、今回この蒸気摂取方法をオススメするには訳があります、
[Drug Development and Industrial Pharmacy]と言う海外の学術雑誌や他エビデンス（※）での CBD 吸収率、『生体利用効率（バイオベイラリティー）』の
VAPE による蒸気摂取が非常に効率的であるとの結果から試行錯誤の上安全性の非常に高い製品を作りました。　＊個人差はございますのであくまでも参考数値になります。

※ Paudel、KS、Hammell、DC、Agu、RU、Valiveti、S。、および Stinchcomb、AL（2010）。鼻および経皮適用後のカンナビジオールのバイオアベイラビリティ：浸透促進剤の効果。Drug Dev Ind Pharm、36（9）、1088-1097。doi：10.3109 / 03639041003657295 ※ Xu、C.、Chang、T.、Du、Y.、
Yu、C.、Tan、X。、＆ Li、X。（2019）慢性軽度ストレスマウスモデルにおける経口および静脈内カンナビジオールの薬物動態およびその抗うつ薬様効果。Environ Toxicol Pharmacol、 70、103202。doi：10.1016 / j.etap.2019.103202 ※ Millar、SA、Stone、NL、Yates、AS、および O'Sullivan、SE（2018）。
ヒトにおけるカンナビジオールの薬物動態に関する系統的レビュー。フロントファーマコル、9、1365。doi：10.3389 / fphar.2018.01365

吸収までのルートが、肺の毛細血管から直接血中に取り込むことが出来る為、バイオベイラリティーが高く、体感が早いと言うことになります。
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CBD成分と集中力の関係

CBD 成分は集中力向上効果にも多数のエビデンスがあります
そのメカニズムと最高のパフォーマンスに結びつく使用方法を解説します。
CBD と集中力には、[ アナンダミド ]・[ セロトニン ]
この２つの脳内物質が関係しています。

アナンダミドは 1992 年、最初に発見された※内因性カンナビノイドです。
サンスクリット語で「至福」を意味する「アナンダ」が語源であり
快楽などに関係する脳内麻薬の一つとして知られています。
CBD の摂取により通常より多くのアナンダミドが脳内に溜められる事により
効果的に作用し、気の散漫を抑え、最高の集中状態を作ることが出来ます。

次に、セロトニン。
CBD 摂取効果の一つにリラックスがありますが
これはセロトニンによる効果です。
CBD がセロトニン受容体に作用し、精神を穏やかな状態にしてくれます。
これらの効果により CBD は集中力の向上に非常に有効であると言われています。

※体内には、地球上で生きていくために本来備わっている身体調節機能＝ ECS（エンド・カン
ナビノイド・システム）があります。ECS は、食欲、痛み、免疫調整、感情制御、運動機能、
発達と老化、神経保護、認知と記憶などの機能をもち、細胞同士のコミュニケーション活動
を支えています。ECS は、1990 年代に発見された “ アナンダミド ”と “2-AG”と呼ばれる体内
カンナビノイドとそれらと結合する神経細胞上に多いカンナビノイド受容体 “CB1”、免疫細胞
上に多いカンナビノイド受容体 “CB2” などで構成され、全身に分布しています。

最高の集中をつくりだす摂取方法
我 、々「BALANCE」の CBD オイル『THE DAY』は
日中の集中力 UP にフォーカスして作られています。
[ミルセン ]・[ ベータカリオフィレン ]と言った
脳に直接働きかける天然テルペンを中心に配合していますので
眠くならず、活動的でいられるので、昼の摂取に最適です。
オイル摂取のタイミングは効果が 30 分から１時間後から現れ
平均・4－ 6 時間程の継続と言われているので
御自身の活動タイミングに合わせて摂取をして下さい。

更にパフォーマンスを上げたい方には、
VAPEとの併用摂取をお勧めしています。
気化摂取は効果が出るまで数分ですので仕事の
タイミングに合わせやすいと思います。

『BULE DREAM』　・　『GELATO』は創造性や集中力に非常に効果的な
テルペンを配合していますので是非お試しください。
数分で効果が体感できるので驚くでしょう。
CBD には※二相性と言った特性がありますので、ご自分にあった摂取量を見つけて
CBD を上手く活用し、
仕事の効率を上げ良い生活リズムを作りましょう。

※CBD の二相性のそれぞれの効果は、小、中程度までの摂取量では覚醒作用があり、
エネルギッシュになったり、集中力が増すとされています。
また、高用量では鎮静作用があるとされています。



ストレス緩和、睡眠改善にCBDは非常に効果的だと言われています、
そこで、睡眠の質をあげるCBDの摂取方法と入眠のススメをご紹介致します。

不眠の原因として、
ストレスや生活リズムの乱れが一般的だと思われます

不眠が続くと…
免疫力の低下・ホルモンバランスの乱れや倦怠感、

同時に、脳全体にも多大な影響があり
意思決定の乱れ・集中力の低下・仕事のパフォーマンス低下…

と、直接ダメージを与えてしまいます。

質の良い睡眠で不眠を改善できれば、
ストレス・不安の緩和からパフォーマンスの向上へスムーズに繋がり、楽しい日々 の生活をリズム良く送

れる事となります。
そこで理想的な睡眠の方法をご紹介致します。

◉リズムの良い睡眠　　　
なるべく毎晩同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつけましょう

◉深い睡眠を取る
深い睡眠は入眠後30 分から45分の間に起こると言われています

（８時間睡眠の内1,5~2時間が深い睡眠時間）

深い睡眠の取り方はまずしっかり浴槽に浸かる事。

そして、寝る１時間前にしっかりとした質と量のCBDを摂取する事。

CBD 摂取により睡眠スコアが大幅に改善したり、
睡眠障害の緩和につながったと言う事例が数多く報告されています

睡眠前はスマートフォン等は控える。（ブルーライトが睡眠を妨害すると言われています。）

◉睡眠アプリ等を使用し睡眠の質の管理をする
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CBD・テルペン成分概要

CBD 成分について

テルペンについて

CBD の可能性を最大限に引き出してくれるアントラージュ
現象。この現象を起こしてくれるのが、植物エキスに含ま
れている「テルペン」です。
テルペンと CBD 成分の配合は品質の良い CBD 製品に
おける重要なキーポイントでした。
多くの植物精油の主成分であるテルペンは
揮発性で、特徴ある芳香を持った分子で、
実は私たちが自然の中で体験する良い香りの大部分は
このテルペンが生み出すものです。

CBD とはヘンプ・麻に含まれる４５０種類ほどの薬理成分
（有機化合物）の一つで、ヘンプだけに含まれている
『カンナビノイド』の一種です。
ヘンプに含まれる植物性カンナビノイドは
未だ全容が解明されていないものの
80 種類から104 種類とも言われています。
その植物性カンナビノイドの中で最もよく知られている
CBD は人体において非常に低リスクで高い効能を
もたらすと言う事が、様々な文献・学術雑誌で証明され
ており、潜在的な可能性を秘めた天然化合物として
世界中で注目を集めています。

弊社の CBD はアメリカミズリー州の提携オーガニック農園で
栽培されたオーガニックヘンプの成熟された茎および種子から
新鮮な CBD の有効成分だけをリスクのある成分から
完全に分離し、CBD 成分以外にも有益で安全な
カンナビノイド成分、テルペン成分などを自然のまま抽出し
配合した商品になります。
有益なカンナビノイド成分については下記ページにて効能と成
分表をご覧いただけます。

レモンやオレンジ等、柑橘系の清涼感ある香りや
森林の松の香りもテルペンによるものです。
ブロードスペクトラムディスティレート原料にも
多くの化学テルペンが含まれていますが、
弊社の製品は天然由来のテルペンを徹底的に研究し
試作を繰り返しながら絶妙に配合することに成功しました。
[THE DAY] [THE NIGHT]２種類の目的にあった植物由来の
天然テルペンと効果を含有比率が高い順に下記ページにて
ご紹介いたします。



THE DAY THE NIGHT

[Nerolidol]

抗不安、鎮静作用、抗真菌性、抗菌、
抗酸化、抗がん

[alpha-Pinene]

抗がん、抗菌、血液脳関門の通過、
記憶や注意力

[Myrcene]

細胞膜透過性を高める、
血液脳関門の通過を促進、鎮痛、鎮静、
抗酸化 ( 日焼け止めなど )、抗腫瘍

[B-Caryophyrene]

抗酸化、抗炎症、筋痙縮の緩和、
疼痛緩和、抗不安作用、抗うつ、
CB2 に直接作用

[Linalool]
強い鎮静作用、抗菌、鎮痛作用、
免疫細胞の活性化、抗炎症、
アルツハイマー病改善

[Myrcene]
細胞膜透過性を高める、
血液脳関門の通過を促進、鎮痛、鎮静、
抗酸化 (日焼け止めなど )、抗腫瘍

[Nerolidol]
抗不安、鎮静作用、抗真菌性、抗菌、
抗酸化、抗がん

[a-Pinene]
抗がん、抗菌、血液脳関門の通過、
記憶や注意力
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CBD 成分概要
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カンナビノイド　各成分別　薬理作用

CBD THC CBG CBN CBC THCV CBGA CBCA THCA CBDA
疼痛感和

食欲抑制・体重減少

精神病管理・精神安定剤

殺菌・細菌増殖の抑制

抗けいれん

血糖値を下げる

不安をやわらげる

悪心嘔吐を減らす

食欲増進

真菌感染症の治療

骨の成長促進

炎症を減らす

免疫系の作用抑制

睡眠補助

小腸収縮抑制

動脈閉塞のリスクを減らす

神経系変性の保護
発作とけいれんを減らす

腫瘍・癌細胞の増殖抑制
乾癬の治療

各成分別　薬理作用
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CBD 薬理作用・効能
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CBD 成分概要
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CBD 成分概要



18   -BALANCE CBD- by IDEAL

CBD とアントラージュ効果
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CBD とエンドカンナビノイドシステム
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人体におけるカンナビノイド欠乏症
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CBD 成分の安全性 [ 国連機関での認可 ]
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CBD 成分における日本での安全と認可
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CBD 成分使用時の副作用とリスク
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CBD 成分の身体作用



お問い合わせはこちら

株式会社　IDEAL
代表取締役　出原知之

東京都狛江市猪方 3-22-17-106
03-5761-7667

090-6654-9137
contact@balance-cbd.jp


