


うちのペットは 
医者要らず 



西洋医学と東洋医学の架け橋 
Bridge Between Eastern and Western Medicine 



あなたのペットのための 

エッセンシャルオイル 

Essential Oils For Your Pets 



Disclaimer 

• The information displayed in this presentation is for educational 

purposes only.  It is not provided to diagnose, prescribe or treat 

any condition in the body.  This information is not meant to 

substitute any medical advice from a medical health professional.  

The presenter will not accept any responsibility for this use.  

免責 
この資料に含まれているすべての内容は教育を目的としたもの
で、診断や処方、治療を目的としたものではありません。 
これらの情報を医療行為に使用することは禁止されており、 
プレゼンターと資料製作者はいかなる責任も負いません。 



エッセンシャルオイルとは何でしょうか？ 

What is an Essential Oil? 

• 物理的： 

花、潅木、根、木々、低木、種など
を蒸留した芳香性のある揮発性の 

液体です。 

 

Physically:  Aromatic volatile 

liquid that is distilled from 

flowers, shrubs, roots, trees, 

bushes, and seeds 

• 精神的： 

植物の生命力 

 

Spiritually:  Life force energy of a 

plant 



エッセンシャル・オイルを
使う理由？ 

Why do we Use Essential Oils? 

人類最初のお薬 

Mankind's first medicine 

医薬品は元々は植物の成分が、 

工場で合成・変造されているので、 

自然の特性がほとんど失われています。 
 

Pharmaceutical drugs are derived from 

plants however because they are 

synthesized and altered in laboratories, 

they have lost most if not all of their 

natural properties. 



エッセンシャル･オイルに見られる 

もっとも一般的な成分とは 

The most common constituents found in Essential Oils 

セスキテルペン 

Sesquiterpenes 

フェノール 

Phenols 

モノテルペン 

Monoterpenes 



エッセンシャル･オイルが 

動物にとって危険な場合が 

あると感じている方は、 

この会場にどのくらい 

いらっしゃいますか？ 

手をあげてください。 

 

With the show of hands, how 

many of you feel that 

Essential Oils can be harmful 

to animals? 



Young 

Living 

ヤング･リヴィング社は、 

『種まきから製品まで』と

いうプロセスで高品質な製

品を作っています。 

They Stand Behind Their 

Products to ensure the highest 

quality 

天然オイル 
（変造されている） 

合成オイル 
（工場で生産されている） 



猫は植物を消化できないのに、
どうして植物からできている
エッセンシャルオイルが 

猫にとって安全だと 

言えるでしょうか？ 

 

Cats cannot digest plants so 

how can essential oils be safe 

for them? 

一般的な質問 

Common question 



動物にはヤング・リヴィングの 
エッセンシャルオイルだけをお使いください。 

ONLY YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS ARE SAFE TO USE 



どのようにエッセンシャルオイルは 
作られているのでしょうか？ 

How are Essential Oils Made? 

• 蒸気による蒸留方法、 

または冷却圧搾方法 

• Steam Distilled or Cold Pressed 







エッセンシャルオイルの純度を決める要素 
Factors that determine purity of an essential oil 



エッセンシャルオイルを 
嗅ぐと？ 

When you smell an essential 
oil What happens? 

身体的 

Physically 



嗅球 

辺縁系 

嗅神経線維 



嗅球 

樹状突起 Dendrite 

細胞体
Soma 

核 Nucleus 

髄鞘 
Myelin 

Sheath 

シュワン細胞 

Schwann Cell 

ランヴィエ
絞輪 

Nodes of 

Ranvier 

軸索末端 

Axon Terminal 

電気的刺激 

Electrical 

Impulse 

電気的刺激 

Electrical 

Impulse 

辺縁系 

Limbic 

system 



感情的 

Emotionally 

エッセンシャルオイルを 
嗅ぐと？ 

When you smell an essential 
oil What happens? 



辺縁系 

LIMBIC SYSTEM 

辺縁領域 

へんとう体 

嗅球 





波動とは 

What are Frequencies 
計測可能な電気エネルギー値 

Measurable rate of electrical energy 

健康な体の波動は62-78 MHzです。 

Healthy body frequency is between 62-78 MHz 

57-60 MHzの波動では風邪を 

引き始めます。 

Colds and flus start at 57-60 MHz 

 

25 MHから死に至ります。 

Death begins 25 MHz 

ガンは42MHzです。Cancer 42 MHz 



思考は、波動に影響します。 

Thoughts can affect frequencies  

• ある研究によると、ネガティブな考え方によって 

波動が12MHz低くなります。 

One study shows that negative thoughts lower the 

body frequency by 12 MHz 

• ポジティブな考え方によって、体内の波動は10MHz

高くなります。 

Positive thoughts raise the frequency in the body by 

10 MHz 



エッセンシャルオイルは、ペットやその飼い主の 

波動を上げてくれると言われています。 

Essential Oils can help increase the frequencies  

in pets and their owners   



犬のマーベルと少年は、実際触れ合ってはいませんでした。 

There was no physical contact between the dog and boy 

ある少年と彼の犬の脈拍 A Boy and his Dog 

心拍数（午後8時） 犬のマーベル 

少年ジョシュ 

ジョシュとマーベルが 
別々の部屋にいる時 

ジョシュがマーベルのいる部屋に 
入ってきて、マーベルをかわいいと 
いう気持ちを示した。 

ジョシュが部屋を出て 
行った時。マーベルは 
ジョシュに部屋にいてほしい。 



エッセンシャルオイル
をどのように使うか？ 

How do we use 

essentials? 



軽くなでる方法 

Petting Method 





ペルシュロン種の馬：ゲリー・ヤングが催しで使用する馬 

Gary Young’s Percheron Show Horses 



間接的なオイルの使用  

Indirect Application 













もしあなたのペットがオイルを好きではない場合、 
まずあなた自身にオイルを付けた後に、ペットをあなたに引き寄せてみてください。 

If your pet is really not liking the oils, try putting the oils on yourself and 
allowing your pet to come to you 



ディフューズする Diffusing 





ディフューズの理由は？ Why Diffuse? 

• 空気中の毒素を取り除く。 

Helps remove toxins from the air 

• 空気中の酸素濃度を上げる。 

Increases oxygen levels in the air 

• バクテリアの成長を抑える。 

Inhibits bacterial growth 

 

• 臭気をなくす。 

Destroys odours 



オイルのミストをする Oil Misting 





オイルを摂取する Ingestion 





塗布する Topical Application 





毛を掻き分けたり、 

毛を剃ったりしない。 

 

Do not need to part the 

fur or shave the fur 



水をミストする Water Misting 





レインドロップ療法 

Raindrop Therapy 





あなたのペットの行動を観察してください。 

Watch your animals behaviour 



不快を表す兆候 Signs of Discomfort 



不快を表す兆候 Signs of Discomfort 



不快を表す兆候 Signs of Discomfort 



正しいオイルを 
選んであげましょう。 
Choosing the Right 

Essential Oils  

動物は、人間以上に敏感で、 

感覚がはるかに鋭い。 
Animals are more sensitive and are way more 

intuitive than humans 

動物は、自分自身が必要とするものを
知る感覚を持っている。 

They have a sense of knowing for what they 

need 



使用量は？ 
How Much Do I Use? 

体重9㎏以下 

Less than 20 lbs 

2～3滴 

2-3 drops 

6～10滴 

6-10 drops 

体重が23㎏以上  

More than 50 lbs 

3～5滴 

3-5 drops 

体重9㎏～23㎏ 

20-50 lbs 



動物の種類によっては、 
大型の動物よりも小型の動物に 
オイルをより多く使った方が良い
場合もある。 
You may be able to use more 
essential oils on a small animal 
than a large animal depending on 
the animal 



ペットには、どのエッセンシャルオイルを 

使うことができるのか？ 

What Essential Oils Can We Use? 



レモン 

 

Lemon 

Essential Oil 
Single 



パナウェイ 
 

PanAway 

Essential Oil 
ブレンド：ウィンターグリーン、ヘリクリサム、 

クローブ、ペパーミント 

Blend: Wintergreen, Helichrysum, Clove, 

Peppermint 





ピューリフィケーション  
 

Purification 

Essential oil 
ブレンド：シトロネラ、レモングラス、ローズマ
リー、ティートゥリー、ラバンジン、マートル 

Blend: Citronella, Lavendin, Lemongrass, 

Rosemary, Myrtle, and Melaleuca Alternifolia 



コパイバ 

 

Copaiba 

Essential Oil 
Single 



シーブス 
 

 

Thieves 

Essential Oil 
ブレンド：クローブ、シナモンバーク、ユーカリラ

ディアータ、ローズマリー 

Blend: Clove, Rosemary, Lemon, Cinnamon 

Bark, Eucalyptus Radiata 





レイブン 
 

Raven 

Essential Oil 
ブレンド：ラヴィンサラ、レモン、ウィンターグ
リーン、ペパーミント、ユーカリラディアータ 

Blend: Ravintsara, Peppermint, Eucalyptus 

radiata, Wintergreen, and Lemon 



アールシー 
 

 

RC Essential 

Oil 
ブレンド：ユーカリグロビュラス、マートル、パイン、

マジョラム、ユーカリラディアータ、 

ユーカリシトリオドラ、ラベンダー、サイプレス、 

スプール、ペパーミント 

Blend:  Eucalyptus globulus, Myrtle, Marjoram, 

Pine, Eucalyptus radiata, Eucalyptus citriodora, 

Lavender, Cypress, Tsuga, Peppermint  



ペパーミント 
 

 

Peppermint 

Essential Oil 
Single 



ヘリクリサム 
 

 

Helichrysum 

Essential Oil 
Single 



ダイガイズ 
 

 

Digize 

Essential Oil 
ブレンド：タラゴン、ジンジャー、ペパーミント、
ジュニパー、レモングラス、フェンネル、アニス、 

パチュリー 

Blend: Tarragon, Juniper, Anise, Ginger, Fennel, 

Patchouli, Peppermint, Lemongrass 



セイクレッド  

フランキンセンス 
 

 

Sacred 

Frankincense 

Essential Oil 
Boswellia sacra 



イミュウェル 
 

ImmuPower 

Essential Oil 
ブレンド：ヒソップ、マウンテンセイボリー、
シスタス、ラヴィンサラ、フランキンセンス、

オレガノ、クミン、クローブ、 

アイダホタンジー 

Blend:  Hyssop, Mountain Savory, Cistus, 

Ravenstara, Frankincense, Oregano, Clove, 

Cumin, Idaho Tansy 



オーソイーズ 

マッサージオイル 

OrthoEase 

Massage Oil 
ウインターグリーン、ジュニパー、 

ペパーミント、ユーカリグロビュラス、 

レモングラス、マジョラム、タイム、 

ユーカリラディア―タ、ベチパー 

Eucalyptus Globulus, Eucalyptus Radiata, 

Lemongrass, Juniper, Marjoram,Thyme, 

Peppermint, 

Wintergreen,Vetiver 



精神面のケアに用いるブレンドオイル 
Emotional Blends 



ジョイ 
 

 

Joy Essential 

Oil 

ブレンド：ベルガモット、イランイラン、ゼラ
ニウム、レモン、コリアンダー、タンジェリン、
パルマローザ、ジャスミン、カモミールローマ

ン、ローズ 

Blend:  Bergamot, Ylang Ylang, Geranium, 

Rosewood, Lemon, Mandarin, Jasmine, 

Roman Chamomile, Palmarosa, Rose 



ヴァラー 
 

 

Valor Essential 

Oil  
ブレンド：アーモンド油、スブルース、 

ローズウッド、ブルータンジー、 
フランキンセンス 

Blend: Frankincense, Rosewood, Blue Tansy, 
Spruce, Almond Oil 



サラ 
 

 

Sara Essential 

Oil 
ブレンド：アーモンド油、イランイラン、 

ゼラニウム、ラベンダー、オレンジ、シダーウッド、 

ブルータンジー、ホワイトロータス、ローズ 

Blend:  Ylang Ylang, Geranium, Lavender, Orange, 

Blue Tansy, Cedarwood, Rose, White Lotus 



ラベンダー 
 

 

Lavender 

Essential Oil 
Single 





アクセプタンス 
 

 

Acceptance 

Essential Oil 

ブレンド：アーモンド油、コリアンダー、 

ゼラニウム、ベルガモット、フランキンセンス、 

ブルータンジー、サンダルウッド、ネロリ、 

イランイラン 

Blend:  Sandalwood, Blue Tansy, Neroli, Rosewood, 

Geranium, Frankincense, Almond Oil 



ピースアンド
カーミング 

 

 

Peace & Calming 

Essential Oil 
ブレンド：タンジェリン、オレンジ、イランイラン、

パチュリー、ブルータンジー 

Blend: Blue Tansy, Tangerine, Orange, Patchouli 

and Ylang Ylang 



リリース 
 

 

Release 

Essential Oil 
ブレンド：イランイラン、オリーブ油、

ラバンジン、ゼラニウム、 

サンダルウッド、ブルータンジー 

Ylang Ylang, Lavandin, Geranium, 

Sandalwood, Blue Tansy 



プレゼントタイム 

 

Present Time 

Essential Oil 
ブレンド：アーモンド油、ネロリ、スプルース、 

イランイラン 

Blend:  Neroli, Spruce, Ylang Ylang 



トラウマライフ 
 

Trauma Life 

Essential Oil 
ブランド：フランキンセンス、サンダルウッド、
ヴァレリアン、スプルース、ラベンダー、 

ダヴァナ、ゼラニウム、ヘリクサム、 

カフィアライム、ローズ 

Blend:  Lavender, Valerian, Frankincense, 

Rose, Sandalwood, Spruce, Helichrysum, 

Geranium, Davana, Cistus, Hystrix 



ビリーブ 
 

Believe 

Essential Oil 
ブレンド：アイダホバルサムファー、コリアン
ダー、ベルガモット、フランキンセンス、ブ
ルースプルース、イランイラン、ゼラニウム 

Blend: Balsam Fir, Rosewood, Frankincense 



1種類のエッセンシャルオイルだけで
なく、精神面を目的とした様々な 
オイルを使ってみることによって、 

動物に恩恵を与えることができます。 
 

Switching up Emotional essential oils 
will enhance the benefits in animals 

more then if you just one oil 



アニマルセンツ 

シャンプー 
 

Animal Scent 

Shampoo 
ブレンド：シトロネラ、ラバンジン、 

レモン、ゼラニウム、スパイクナード 

Blend:  Citronella, Lavendin, Lemon, 

Geranium, Spikenard 

 



アニマルセンツ
オイントメント 

 

Animal Scents 

Ointment 
ブレンド：パルマローザ、キャロットシード、
ゼラニウム、パチュリー、コリアンダー、 

アイダホバルサムファー、ミルラ、 

ティートゥリー、ベルガモット、イランイラン 

Blend: Palmarosa, Geranium, Patchouli, Idaho 

Balsam Fir, Melaleuca Alternifolia, Rosewood, 

Myrrh 

 



ヤングシーブス 

ハウスホールド 

クリーナー 

Thieves Cleaner 

今家庭にある食器用洗剤を、 

ヤングシーブス・ハウスホールド
クリーナーに換えれば、 

健康的に過ごせます。 

Decrease in abnormal blood levels 

and Chronic health conditions 

when cleaners on the market are 

exchanged with thieves cleaner 



エッセンシャルオイルは人間とペットの体内を 
数分で駆け巡ることができます。 

Essential Oils on both people and pets can travel through out the body 
within minutes 



シーブス                  

ハンドクリアジェル 
 

 

Thieves Hand 

Purifier 

  



ヤングシーブスハンドクリアジェルによって清潔に保たれた手で飼育された 
赤ちゃんウサギは、より健康に育ちます。 

Baby Bunnies that have been handled with thieves hand sanitized hands have been healthier 





シーブス スプレー 

Thieves Spray 



シーブスフレッシュ 

エッセンスプラス 

 

Thieves Mouth Wash 

エッセンシャルオイル：レモン、クローブ、 

ペパーミント、シナモンバーク、ローズマリー、
ユーカリラディアータ 

Essential Oils:  Peppermint, Thieves, 

Spearmint, Vetiver 



シーブス  

デンタロームプラス 

 

Thieves Dentarome 

Plus Toothpaste 
エッセンシャルオイル：ペパーミント、ウィン
ターグリーン、クローブ、レモン、シナモンバーク、

ユーカリラディアータ、ローズマリー 

Essential Oils:  Wintergreen, Peppermint, 

Thieves 



自分のペットを病気から守りたい方は、この会場に何人いらっしゃいますか？ 

How many of us want to protect our animals from diseases and illnesses 

私たちは、その助けになるであろう製品を持っています。 

We have a product that can help us do this 



ニンシアレッド 
 

 

Ningxia Red  

 
 

 

栄養の発電所 
Nutritional Powerhouse 





ニンシアレッドの摂取の仕方 How to administer Ningxia Red 



 

でも、 

ちょっと待て・・・ 
 

But Wait… 



エッセンシャルオイルを 

使用する際は 

When Using Essential Oils 

常にゆっくりと、そして少量
から始めてください。 

Always start slow and with  

small amounts 

熱く感じたり、刺激の強い 

オイルは薄めて使いましょう。 

Dilute hot or irritating oils 



オイルは、動物の種に対し 

働きが異なります。 

Oils are species specific 



嫌悪感 Aversions 

かなり強引にオイルを使用すると 

Being introduced to the oils too aggressively  



強引な使い方 

Aggressive Introductions 
• 皮膚に直接塗布する。 

Dripping the oils right onto the skin  

• においを嗅いでもらうために、動物の
顔の前にオイルを近づける。 
Placing the oils in the animals face to 
smell 

• 餌や水に大量のオイルをたらす。 

Adding too much oil to the food 

and water 

• 鼻、耳、足にオイルを塗布する。 
Applying oils to the nose, ears 
and feet 



オイルを使う時に 

やってはいけないこと。 

What not to do when 

applying oils 

もし肌がヒリヒリしている 

ような場合、 

水を使用しないでください。 

If irritated do not use water 



オイルの効果を消すために、 
別のオイルを使おうとしないこと。 
Do not use another oil to try and 
mask the effects of another 

オイルを使う時に、
やってはいけないこと。 

What not to do when 

applying oils 

 



V-6マッサージ 

オイル 

 

V6 Vegetable 

Complex 



動物が純粋な水を 

たくさん飲めるように 

してあげること。 

 

Ensure the animal is 

drinking lots go PURIFIED 

water 
  



信頼を持つ FAITH 



次の出口は 

“健康な生活” 



サリーナのおすすめキット（フィジカル編） 

PHYSICAL CARE KIT 
新規会員用キット NEW MEMBERS 既存会員用 EXISTING MEMBERS 

9,500円 （68PV） 

通常価格11,854円（77.00PV） 
Discounted from usual wholesale price 11,854 JPY for 77.00 PV 

通常価格18,506円（105.75PV） 
Discounted from usual wholesale price 18,506 JPY for 105.75 PV 

15,000円 （100PV） 



通常価格18,398円 （104.75 PV） 
Discounted from usual wholesale price 18,398JPY for 104.75 PV 

通常価格13,268円 （86.75PV） 
Discounted from usual wholesale price 13,268JPY for 86.75PV 

サリーナのおすすめキット（メンタル編） 

MENTAL CARE KIT 
新規会員用キット NEW MEMBERS 

15,000円 （100PV） 

既存会員用 EXISTING MEMBERS 

10,500円 （75PV） 



No Vet For My Pet 

うちのペットは 

医者要らず 

700 JPY 

1400 JPY 



ペットというものは、この地球上で、ペット自身よりも 
あなたのことを愛してくれている唯一の存在ではないでしょうか。 
A pet is the only thing on earth that loves you more than 

it loves itself 



私に連絡くださいね。 

Stay connected with me 

私のFacebook fan page: No Vet For My Pet 

On my Facebook fan page: No Vet For My Pet 

www.novetformypet.com 

https://twitter.com/Novetformypet 

http://www.novetformypet.com
http://www.novetformypet.com
https://twitter.com/Novetformypet
https://twitter.com/Novetformypet

