
Premium CBD Drops

Aliviol supports your 
wellness life with its 
wishes originated from 
Alivio (“relief/comfort” 
in Spanish).

Wellness with Aliviol

Take a deep breath, revive 
your nature.

The blessing of nature from CBD gives us 
relief from the stressful everyday life.



















Wellness with Aliviol

一日のはじまりはAliviolの 1滴から

一日の終わりもAliviolの 1滴に包まれよう



もっと自分らしく、自然体で─

CBDが持つ自然の恵みは、慌ただしく変化
するストレスフルな毎日に安らぎを与えてく
れます。

Aliviol（アリビオール）は、スペイン語で「安
らぎ・くつろぎ」を意味するAlivio（アリビオ）
と、Cannabidiol（カンナビジオール）を掛け
合わせた造語で、全ての商品に「もっと自分
らしく、自然体で」というメッセージが込め
られています。

“Aliviol”という特別な言葉に想いを込めて、人と植物の
調和を大切にした素材に拘った高品質なCBDオイルをお
届けいたします。

Aliviol supports your wellness 
life with its wishes originated 
from Alivio (“relief/comfort” 
in Spanish).

Take a deep breath, revive 
your nature. 

The blessing of nature from CBD gives us relief 
from the stressful everyday life.



アリビオール プレミアム CBDドロップオイル

ストレスフルな毎日のケアに
用途や目的に応じて3種類の濃度からお選びください

Aliviol Premium CBD Drops

Premium CBD Drops 1200mg （6%）  
Broad Spectrum Oil

10drop 16mg CBD  

16,800（税込） ℮20ml 

より実感したい方に
しっかりエイジングケア

Premium CBD Drops 600mg （3%） 
Broad Spectrum Oil

10drop 8mg CBD

8,800（税込） ℮20ml 

初めての方に
生活リズム改善のきっかけに



※ スポイト1プッシュ約25滴／1ビン約750滴分（1日25滴で30日分）※ エイジングケア…年齢に応じたケア

高品質ブロードスペクトラムCBDオイル
CBG・CBN・CBC・テルペン配合

Premium CBD Drops 2400mg （12%）  
Broad Spectrum Oil

10drop 32mg CBD

29,800（税込） ℮20ml 

休息トラブルに
深いお悩みがある方に



厳選した植物由来オイル配合

Aliviolの製品開発は原料選びからはじまりました
自然の恵みは、私達のココロとカラダに確かな安らぎを与えてくれます

ベースオイルには消化吸収速度が速いMCTオイ
ル（中鎖脂肪酸油）を選びました。科学的な工程
や合成添加物を一切加えていないナチュラル製
法で作られたココナッツ由来 100％のMCTオイ
ル。無味無臭のため、CBDオイルの独特な苦み
が軽減され飲みやすい味に仕上げています。

MCTオイル
テルペンとは植物や花に含まれる香気成分です。
レモンには、リモネン・ミルセン・ピネンなど、
CBD と相性が良い成分が含まれています。一緒
に摂取することで高いリラックス効果が期待で
きます。レモンの爽やかな香りは気持ちをリフレッ
シュしてくれます。

レモンオイル（テルペン）

本場スペイン産アーリーハーベスト・エクストラバー
ジンオリーブオイルを使用しています。アーリー
ハーベストとは、通常の収穫シーズンより早摘み
し、収穫から 24時間以内に低温抽出した栄養素
が高い特別なオリーブオイルのこと。CBDと相性
が良いポリフェノールやオメガ9が含まれています。

オリーブオイル
アメリカ・オレゴン州のオーガニックファームで
育った麻から抽出された高品質なブロードスペ
クトラムCBD原料が使用されています。太陽と
大地の恵みを凝縮したAliviolのCBDオイルには、
CBDの力を最大限に引き出すレアカンナビノイ
ドCBG・CBC・CBNが含まれています。

CBD（カンナビジオール）







大自然の恵みをその一滴に

Aliviol CBDオイルの主な栄養成分

CBDと相性が良い栄養成分が豊富に含まれています。
レアカンナビノイドやテルペンを一緒に摂取することで、
高いアントラージュ効果（相乗効果）が期待できます。

・CBD（Cannabidiol）

・CBG / CBN / CBC

・Polyphenol

・Omega 3 / 6 / 9

・Vitamin C / Vitamin E

・Terpenes（β-caryophyllene / 
limonene / myrcene / pinene）

・Other abundant natural 
molecules

CBD
（カンナビジオール）

ポリフェノール

オメガ 3 / 6 / 9

ビタミンC / ビタミンE

テルペン

その他 
豊富な天然分子

CBG / CBN / CBC

CBDは摂取上限は定められていません。
毎日10～ 20滴ほどを目安に、飲み物や食
べ物に混ぜたり、スプーンなどに垂らして
直接お召し上がりください。使用前に瓶を
よく振ってください。
　直接摂取する場合は、舌裏（舌下吸収）
に30～60秒ほど溜めてから飲み込むと吸
収効率が高まります。

使用方法

摂取後に眠くなる場合がありますの
で、お車を運転する前はお控えくださ
い。妊娠中の方、持病をお持ちの方は、
かかりつけ医にご相談の上ご利用く
ださい。お身体に異常を感じた場合
は使用を中止してください。
　使用後はしっかり蓋を閉め、高温
多湿を避けて保管してください。

使用上の注意



安全性が高い日本製のCBDオイルをあなたへ

Aliviolでは以下の項目を厳守しております

日本の安全基準に適合した国内製造製品です。Mede in Japan

CBDは、WHO（世界保健機関）、WADA（世
界アンチドーピング機関）から正式に安全性
が認められたことをきっかけに、2018年頃
から日本にも多くの海外製品が輸入されるよ
うになりました。しかし、海外製品の中には
日本の法律に適合していない製品も多いた
め、商品選びが重要になります。
　AliviolのCBDは、厚生労働省より正式に
輸入許可をいただいた安全な製品です。複
数の分析機関によって検査され、安全性が証
明されていますので安心してお召し上がりく
ださい。

Aliviolの運営会社EsVedraは、CBD検査機構・一般社団法人
日本カンナビノイド協会の正会員です。Aliviolの製品は、国際
安全規格 ISO/IEC 17025認定分析機関ユーロフィンなど、複
数の第三者分析機関にて、CBD、及び THC検査・残留農薬検
査・重金属検査を実施し、安全対策の徹底を図っています。

安全な製品をお届けする為に

NaturalTHC Free GMO Free Gluten Free Cruelty FreeLab Tested



株式会社EsVedra 柳橋 博

私たちの社名EsVedraは、スペインにある小
さな島の名前です。私は以前、スペイン・イ
ビザ島で小さな飲食店を経営していましたが、
その時に世界の食や健康意識の格差を強く
感じました。
　スペインは健康な国ランキング1位に選ば
れるほど、健康意識が高い国と言われていま
す。その理由には、地中海の恵みを受けて育っ
た野菜や魚、オリーブオイルやナッツを多用
する食文化があり、また食事面だけでなく、
陽気で自分の感情に素直な彼らのラテンマイ
ンドも健康を支えている要因でしょう。

　そんなスペインでは、CBDオイルは既に日
常に溶け込み、老若男女問わず誰もが使用す
るサプリメントとして定着し、近所のカフェで
は、おばあちゃんがCBD入りジュースを注文
している風景を見かけることもあるほどです。

私はスペインでの経験を通じて、“ウェルネス” 
“ホリスティック”といった言葉の意味を改め
て考えさせられ、同時にCBDを日本でも広
めたいと思うようになりAliviolをスタートし
ました。

　残念ながら日本は世界から「平均寿命は長
寿でも、健康寿命は長くない国」と言われて
います。年々健康意識は高まりつつあります
が、予防医療やメンタルヘルス分野において
は後進国です。
　CBDは私たちの健康に密接な関係がある
有用成分です。日本でもCBD製品がもっと
身近なものになり、毎日摂りたいベースサプ
リメントとして定着することを願っています。
AliviolのCBDオイルは、地中海をイメージ
して作りました。暖かくエネルギッシュな自
然の恵みをお楽しみください。

Our Story



株式会社EsVedra
〒 169-0073   
東京都新宿区百人町 2-8-2金子ビル 3F

―

Aliviolカスタマーセンター
TEL：03-6260-9824受付時間 
平日 10時～ 17時（土日祝・弊社指定休日を除く）

Website  

https://aliviol.jp

Instagram  

@aliviol_cbd


