
CBDプレゼンテーション



身体障害者 1級



・関節リウマチ 

・関節性 乾癬

2つの難病



正常な頚椎 破壊された私の頚椎





2016年3月



2017年2月



CRP 炎症傾向



最先端医療



バランスの取れた食事 
サプリメント



代替医療



フィシオエナジェティック



標準治療 生物学的製剤 ヒュミラ



2019年1月 2019年2月

CRP：2.12 CRP：1.36

 ヒュミラ投与



2019年2月 2019年4月

CRP：1.36 CRP：1.80

ヒュミラの効果 鈍化



田園調布長田整形外科
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CBDオイル



3/23～30までの7日間：1日1プッシュ 

4/1～5/15までの1ヶ月半：朝1、夜1プッシュ 

5/16～7月中旬までの約2ヶ月：朝3、昼3、夜2プッシュ

＊最大摂取量は、標準摂取量の約2倍

飛田のCBDオイル摂取量



2019年4月 2019年7月

CRP：1.80 CRP：0.05

CBDオイル摂取



2018年2月 2019年7月

CRP：3.66 CRP：0.05

CBDオイル摂取



2018年6月



2019年10月



2019年11月

2か月で33万歩 
（約231㎞）









カンナビノイドとは?



医療大麻（カンナビノイド）の適応疾患

『お医者さんがするCBDの話』 
正高佑志（著）より引用



エンドカンナビノイド 
システム

リンパ・免疫

筋肉・骨格

心臓・血管

生殖

神経

解毒

感覚・知覚

外分泌

内分泌（ホルモン）

消化器

呼吸器



ラファエル・ミシューラム博士



外分泌



医療大麻（カンナビノイド）の適応疾患

『お医者さんがするCBDの話』 
正高佑志（著）より引用



CBDの安全性

世界保健機関（WHO）公式レポート『2014年 CBD事前審査報告書』より引用



世界保健機関（WHO）公式レポート『2014年 CBD事前審査報告書』より引用



世界保健機関（WHO）公式レポート『2014年 CBD事前審査報告書』より引用



大麻取締法「茎種ルール」

🙆

❌🙆

❌

❌



麻薬及び向精神薬取締法

THC ❌

*ただし、THCが0.3%未満なら、違法性は問われない

テトラヒドロカンナビノール



CBDをどのような理由・目的で使っていますか?

米ギャラップ社世論調査（2019年）より

アメリカ人の14%が
何らかのCBDを使用 
（2019年現在）



CBDの4大ニーズ

©TAKAO TOBITA

❶痛み

❷不安

❸不眠

❹うつ



「痛み」に悩む人

©TAKAO TOBITA

偏頭痛 1000万人（人口の約8.4%）

線維筋痛症 200万人（人口の1.7%）

過敏性腸症候群 1200万人（人口の10%）



厚生労働省 2017年調査



不眠症は国民病

©TAKAO TOBITA

●日本人の5人に1人（約2400万人）が「睡眠で休養が取れていない」 
　「何らかの不眠がある」と回答

●60歳以上の約3人に一人が睡眠問題で悩んでいる

●3～5%の人（約360万～600万人）が睡眠薬を服用している
e-ヘルスネット（厚生労働省）より



CBDの臨床データが増えつつある分野

©TAKAO TOBITA

●てんかん 
●疼痛（神経性） 
●精神疾患（医薬品と同等の効果がある、しかし副作用はない） 
●不安神経症（CBDは不安神経症に特に効果的）

引用：Project CBD特別セミナー



グリーン・ラッシュが 
やって来る！





引用：Green Zone Japan Seminar Vol.1
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アントラージュ効果





成分 主な作用

CBD（500mg） 気分のバランスを取る・脳機能のバランスを取る・免疫システムをサポート 
脳内の循環と解毒・注意力を高め、脳機能を改善する

CBG（30mg） 神経細胞の再生と保護・抗菌効果（感染性細菌を、直接的に攻撃する） 
腸内環境を健康に保つ・気持ちを安定させる・休息と睡眠の促進・自然な鎮痛作用

βカリオフィレン 抗酸化・抗炎症・鎮痛・睡眠補助
フムレン 抗炎症・鎮痛・抗菌
リモネン ストレス緩和・抗うつ・抗不安
リナノール リラックス・睡眠補助・抗ストレス・抗不安・抗うつ・抗けいれん
ミルセン リラックス・殺菌と抗菌・抗炎症
ゲラニオール リラックス・抗うつ・抗菌
テルピネン 鎮痛・抗炎症・抗菌

FOCUSの主な作用
❶ 脳の神経細胞の再生と保護 
❷ 抗炎症 
❸ 鎮痛



成分 主な作用

CBD（500mg） 気分のバランスを取る・脳機能のバランスを取る・免疫システムをサポート 
脳内の循環と解毒・注意力を高め、脳機能を改善する

CBG（5mg） 神経細胞の再生と保護・抗菌効果（感染性細菌を、直接的に攻撃する） 
腸内環境を健康に保つ・気持ちを安定させる・休息と睡眠の促進・自然な鎮痛

βカリオフィレン 抗酸化・抗炎症・鎮痛・睡眠補助
リモネン ストレス緩和・抗うつ・抗不安
リナノール リラックス・睡眠補助・抗ストレス・抗不安・抗うつ・抗けいれん
テルピネン 鎮痛・抗炎症・抗菌
サンテアニン リラックス・睡眠補助

パッションフラワー リラックス・睡眠補助・抗不安
レモンバーム リラックス・抗不安

バレリアンルート 睡眠補助・抗不安・リラックス・鎮痛
ファーマGABA リラックス・抗ストレス・中性脂肪減少
L-トリプトファン 鎮痛・抗不安・セロトニンをつくる材料

❶ 睡眠補助 
❷ 精神安定・リラックスCALMの主な作用









初期費用 日本円 USドル 有効期限
会員登録 約4,500円 $39 1年間

セット価格 
（会員のみ） 円 USドル 1本あたり 割引率 

（1本あたり）
定価との差額 
（1本あたり）

3本セット 約38,000円 $354.90 約1,2700円 28% 4,986円
6本セット 約63,000円 $591.50 約10,500円 40% 7,186円
15本セット 約140,000円 $1,301.30 約9,400円 46% 8,286円

単品価格 日本円 USドル 割引率
リテール価格（定価） 17,686円/1本 $153.79/1本 0%

会員価格 13,605円/1本 $118.30/1本 28%

PrimeMyBody価格早見表



PrimeMyBody 主な報酬
ファストビルダーリワード 

【通常時】
日本円 USドル 報酬（%）

3本セット 約7,200円 $66.75 25%
6本セット 約12,000円 $111.25 25%
15本セット 約26,000円 $245 25%

*FBRは、あなたから入会した人が”初回にセット商品を購入した場合”に発生する報酬です。（単品購入は対象外）

ファストビルダーリワード
【FSB発動時】

日本円 USドル 報酬（%）

3本セット 約14,400円 $133.5 50%
6本セット 約24,000円 $222.5 50%
15本セット 約52,000円 $490 50%

会員登録から28日以内に新規紹介者を4人以上出し、4人すべてが初回にセット商品を購入するとFBR報酬が、 
25%から50%にアップします。（4人目以降は、すべてFSBが適応されます）



リワードポイントとバイナリー

自チームの人が製品を購入すると商品代金(アメリカ価格)
の50%がリワードポイント(RP)として発生。 
RPは、左側と右側のチームにそれぞれ加算される。 
例（右図）左に200RP、右に200RPたまると、10%の
$20（約2100円）が、 
チームビルディングリワード(TBR)としてあなたに支払わ
れる。左右に2人ずつアクティブの紹介者がいる場合は、
RPが50%から80%にアップする。

リワードポイント（RP） 50% 80%
単品 45 72

3本セット 134 215
6本セット 223 357
15本セット 490 783








