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〇オーガニック・ブラフミー。毎朝欠かさず2錠飲んでいます。頭がクリアになり、助かっていま

す。大好きなサプリです。〇(1 月 31 日, Ｓさん) 

 

〇ブラフミー・オイル、前から気になっていました。ヒンズー教でよく知られているブラフミーと

いう言葉からとったものだということで、何かと頭に良さそうなものだと思っていました。ココナ

ッツオイルが入っているので、のぼせとかのときに頭の上にほんの少しのオイルをつけるだ

けでも落ち着きます。朝一番の顔洗いの後、髪をとかすときにつけています。冬になると固ま

ってしまいやすいので、湯煎して利用しています。(12 月 8 日, N さん) 

 

〇ブラフミー(粉)は 70 代に突入した私の必需品です。ボケ予防、記憶力、人生を楽しみたい

ので続けています。ジムでダンスやエアロビクスの振りを覚えたり。こればかりは覚えないと

楽しめない。まだまだいけるかなぁとブラフミーに感謝です。(12 月 7 日, F さん) 

 

〇オーガニック・ブラフミー、飲み続けて 2 年目くらいですか。最初のインパクトは、「脳のゴミ

がとれてる！」でした。それから仕事の前には、朝 2 錠必ず飲んでいます。記憶力もよくなるし、

思考力も上がる気がします。休みの日には、逆に飲まずにぼけーっとしています。笑 (9 月 25

日, S さん) 

 

〇以前購入しましたブラフミーとシラジットを飲んでいますが、とても良い感じです。特に、サプ

リメントも薬も飲まない娘が気に入っていて、自分から欠かさずに飲んでいます。ビックリで

す！ (7 月 23 日, R さん) 

 

〇Shri ブラフミー錠剤、脳の活性化に、脳の栄養補給に飲んでいます。(6 月 7 日, Y さん) 

 

〇Sri ブラフミー錠剤、寝れます。寝つきがとても悪かったのですが飲んで寝るとスッと寝れま

す。(4 月 24 日, A さん) 

 

〇私は、10 代の頃より考え出すと眠れなくなったり、考えすぎて何も出来なくなる性格で、不

眠が続くことがありました。自分なりに調べてブラフミーが良いと知り、飲み始めました。その

日の晩から、明らかな眠気がきて朝もスッキリ目覚めれるようになりました。あくまでも個人差

はあるかと思いますが、イライラしがちな方におすすめです。(12 月 31 日, A さん) 
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〇Shri ブラフミー錠剤は健脳に効くようです。飲み続けていると頭がすっきりして、集中力が

増します。物忘れ対策、ひいては認知症の予防になれば、こんなに良いものはありません。

(10 月 1 日, P さん) 

 

○ブラフミー粉睡眠の質が変化。夜飲むと、しっかり深い眠りができるように感じます。（1 月

20 日、Ｎさん） 

 

○ブラフミー粉苦いけれど効き目はあるかもしれません。今後も飲みたいと思いますが、ただ

苦いです。（1 月 14 日、Ｍさん） 

 

○これからの脳活性の為ブラフミーは脳の活性に良い食べ物と情報は得たのですが…流石

にインドでは当たり前に食べられている物だとか！どうにか手に入れたかったので助かりま

す。これからよろしくお願い申し上げます。（12 月 2 日、O さん） 

 

○ブラフミー・オイル白髪に良い。ヘアクリーム等は痒くなるので使いません。 髪染めの後は

掻きむしるのでしません。 このオイルは大丈夫！抜け毛が少なくなりました。痒くありません。 

白髪も黒くなってきてびっくりです。良いものを見つけました！（11 月 9 日、I さん） 

 

○ブラフミー粉 3 個セット。ブラフミー無くなると不安になります。 

飲み始めて一年以上になりますがダンスの振り付けの記憶や仕事がスムーズにいくようにな

っている気がします。集中力にも効果ありですね。（10 月 22 日、R さん） 

 

○オーガニック・ハーブ３点セット。よく眠れるようになりました。 

アムラ、アシュワガンダ  、ブラフミーを飲んで 3 ヶ月位になります。 

更年期障害で常に睡眠不足でしたが、よく眠れるようになりました。何が効いているのかはわ

かりませんが眠れるのですごくありがたいです。（10 月 21 日、K さん） 

 

○ブラフミー粉。睡眠が変化しました。入眠・睡眠障害があり、スプーン半分程飲んだらすぐ

に眠りにつくことができ、翌朝スッキリ起きれました。飲む量を少しづつ増やしてみましたが、

体調により翌日頭がふらつく事があるので、分量を調整しながら続け睡眠改善していきたい

です。（10 月 12 日、N さん） 
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○昨年はシラジットのみで炎天下を乗り切りましたが、今年はアシュワガンダ、ブラフミーを購

入してみました。 

そして朝食前か後にシラジット、アシュワガンダ、ブラフミーを各２錠飲み始めました。すると更

に疲れを感じることなく、炎天下での作業を楽に過ごせるようになっています。因みに６月

246.1km、7 月 271.2km、8 月は 20 日までで 124.3km 歩いています。大切なのは 1 時間おきの

休憩と水分補給を怠らない事と、常にタオルを湿らせて脇の下や首筋を冷やす事ですね。

（71 才男）（8 月 20、Y さん） 

 

○昭和４９年から不動産賃貸の仕事をして現在進行形です。昔と違って今は不動産屋さんが

管理、募集等を請け負ってくれますので 

楽です。しかしボケてはいられません。あまりに忙しい時は１日３回、ふつうの時は２回、ブラ

フミータブレットを１粒づつとっています。これで頭脳すっきり、朝早くから１日の仕事のスケジ

ュールをたてた通りに動けます。現在７３才、８５歳まで現役でが目標です。(6月19日、Iさん） 

 

○ブラフミーの効果がすごいです。飲み始めておよそ１か月ですが、日常生活を振り返ると、

失敗がなくなってきたことに気がつきました。忘れ物をしなくなった、日々、やることがはっきり

と知覚できるなど、頭の中が、常に整理されているような感じです。まさに「記憶力の維持」。

70 代の先輩も、同じことを実感され５袋追加で購入されました。すごいですね、アーユルヴェ

ーダは！(4 月 17 日、Ｙさん） 

 

○ブラフミーとトリファラをハチミツで飲んでみています。いつもありがとうございます。（4 月 9

日、Ｈさん） 

 

○お世話になります。 シャラキ、母と主人が膝や腰痛の為継続中です。この 2 人はア シュ

ワガンダからブラフミー・トゥルシー・リコリス・トリファラ…色々服用しており、 今季インフルエ

ンザ大流行の中全くびくともせず！私は胃腸の加減があり少なめの為 か？初インフルエン

ザに！服用していない父は、直ぐに移りました。これだけ差が出る と、やっぱりインドパワー

の凄さを感じます(^^)。（2 月 24 日、O さん）  

 

○早速ブラフミーを飲んでみました。苦い中にも香ばしさがあり、おいしかったです。 とても眠

くなってきました。（2 月 21 日、M さん）  

 



 

 

 
ブラフミーのご感想 

 

  

4 

○３回目の注文です。色々なハーブを試しているため、何が効いているのかはわかりま せん

が、調子は良いです。今回もよろしくお願いいたします。(2 月 20 日、I さん） ★(I さんは今

回、ブラフミー、アシュワガンダ、アムラ、シラジットをパウダーで注 文されました）  

 

○ありがとうございました。本日 ブラフミー到着しました。 色々 他のメーカーのパ コバを試

してみましたがこれが一番身体に具合が良くて 安心して服用できます。（2 月 18 日、G さ

ん・オーガニック・ハーブのブラフミーをご注文）  

 

○ご報告ですが、ブラフミーには大変助かっています。寝る前に飲むを翌朝頭がすっき りし

て、物覚えもよくなります。(12 月 14 日、A さん）  

 

○とても体調が良い感じです。リピートさせていただきます。（10 月 21 日、Ｋさん） Ｋさんは、

タブレットでアシュワガンダ、シャタバリ、ブラフミーをリピートしてくだ さいました。  

 

○先日娘が出産しました。産後の回復のためシャタバリを頼もうとしましたらちょうど 割引き

になっていたので助かります。私自身 50 代、シャタバリ、ブラフミー、アムラ に先日ムクナ、

モリンガも飲み始めました。更年期の不調もなく元気に過ごせているの はインドのサプリの

お陰だと思います。インドのような暑い国の物は日本人には合わな いのでは‥？と友人に

言われましたがその様なことはないと実感しています。(7 月 21 日、O さん）  

 

○サフランロードさんのハーブ。物凄く助かっています。長年の月経前のひどい過食と 便秘

の症状がシャタバリを服用したら嘘のように消えました。社会人になってからは睡 眠がとても

浅い体質になり、物音ですぐに目が覚めてしまう日々。頭に良さそうと服用 したブラフミーで

まさかの１日目からぐっすり眠れました。今も毎日眠れています。婦 人科や心療内科にかか

った時期もありましたが、こんなに薬ばかり飲んでいては…と食 事療法(マクロビ)をしてみた

り…20 年以上重く悩んでいた不調がこんなにあっけなく 解決出来るなんて今も不思議でし

ょうがないのです。私は今とても幸せです。毎日安心 感があるのです。イライラすることも殆

どなくなりました。それと、シャタバリ、ブラ フミーの他にシラジットとアシュワガンダも飲んで

いたのですが、気がつけば花粉やハ ウスダストのアレルギー症状が消えていました。あれ?

最近鼻かんでない。驚きです。 私の生活が良い方向へ大きく変わりました。サフランロードの

皆様のおかげです。心よ り感謝です。これからもどうぞよろしくお願いします。（7 月 14 日、

S さん）  
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○息子はお腹が弱く、すぐ下します。とても辛そうなのでトリファラを飲ませるように しました。

ブラフミーと混ぜているのですごい色になります。味もとても不味いので 渋々飲んでいるので

すが、お腹を壊すことが減ってきたと言っています。 もう一人の 息子はニキビに悩んでいま

したが、トリファラとブラフミーのお陰で肌がキレイになり ました。 ありがとうございます。これ

からも続けます。今後ともよろしくお願いしま す。（4 月 29 日、M さん）  

 

○ アシュワガンダ、ブラフミー、シャタバリ、トリファラがあれば サプリ要らず！（2 月 3 日、

Ｓさん）  

 

○ブラフミー、アシュワガンダ、シャタバリを飲んでからお酒を飲むと、深酒をしても 翌日二日

酔いになりません。飲み会の前には忘れずに必ず飲んでいきます。（1 月 31 日、Ｓさん）  

 

○いつもブラフミー買わせていただいております。結構効いてます。（1 月 28 日、Ｋ さん）  

 

○調子がいいので続けてみようと思います。 （1 月 27 日、シャタバリ粉、アシュワガ ンダ・

タブレット、ブラフミー粉をリピートの H さん） 

○アーユルヴェーダは素晴らしいです。娘にはブラフミー飲ませてますが、シャタバリ もプラ

スし、思春期のアンバランスを整えられたらと思います。 私は更年期対策です が(笑)（12 

月 17 日、Ｓさん） 

 

○アシュワガンダ、トリファラ、シラジット、ブラフミー使用から 2 ヶ月程ですが、心身に穏やか

な効果を感じます！(10 月 4 日、I さん） 

 

○ブラフミーは親子で飲んでいます。子ども達は学力向上の為、私は物忘れ改善の為です。 

（9 月 11 日 M さん） 

 

○ブラフミーオイル、以前送って頂き、香はあまり好みではないとお伝えしました。 私にとって

苦い香ですが、癖になるかおりです、今ではかなり気に入っています。 また、手にとって頭皮

マッサージをすると本当に頭から肩まで緩んで肩こりも楽になるし、 その後ぐっすり眠れます。

リラックスに本当に良いですね。（9 月 17 日 K さん） 
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○前回送って頂いた、ブラフミーオイル、香りはあまり好みではないのですが、使用感が良い

ですね。シャンプー後に頭皮と毛先に付けていますが、肩の辺りまで楽になります。（6 月 27

日、Ｋさん） 

 

○現在シラジット、シャタバリ、ブラフミーと、トリファラ少々を摂取しています。 どれがどう影

響しているのかはわかりませんが、これらを２か月近くとりはじめて、わたしの唇が乾燥してガ

サガサしなくのなったのが驚きでした。 小さなことかもしれませんが、１０代からずっと夏も冬

も乾燥して、メンソール系のリップクリームを欠かさず塗っていました。もしそばにリップがない

と、不安になるくらいでした。 それが乾燥せず唇の皮がめくれず、リップを塗るのを忘れられ

るほどになったのです。長年の悩みだったので、わたしの中で大きな変化と喜びでした。(8 月

１１日 T さん) 

 

○２０１３年から飲み続けているブラフミーはもう手放せません。同年代の方と比べて物覚え

が良いといわれていますが、これから先も物覚えより物忘れをしないように続けたいと思いま

す。（8 月 8 日 O さん） 

 

○77歳になる母にブラフミーを飲ませています。脳出血の後遺症で酷い言語障害と記憶障害

がありますがこちらを飲むようになってからかなり改善しました！意思の疎通がうまくいかなく、

お互いにストレスになっていたのですがこれからはコミュニケーションがとれます。残りの人生

を笑顔で送ってもらいたいので本当に感謝しています。ありがとうございました！ （7 月 11 日、

O さん） 

 

○モリンガ、シラジット、ブラフミーをオブラートに包み朝夕服用しています。チョイ忘れ、うっか

りミス等まだありますが、7 時間の立ち仕事で全身が痛くダルかった体が 3 種を飲み始めて 2

日目、かなり軽減され体が軽いです。今までは疲れ過ぎて夕食やお風呂さえ後回し、とりあえ

ず横になるというパターンの毎日でしたが今では嘘のようです。 

（7 月 7 日、Y さん）  

 

○ちなみに今息子がブラフミーを取り始めました。毎朝食卓に置いていますが毎日欠かさず

飲んでいるとこを見ると良いみたいです。私は飲むとすぐにわかります。頭の中がシャキーン

とします。できればいちにちでも早く商品が届くことを祈っています。（4 月 21 日、I さん）  
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○ 私も姉、母もアシュワガンダ＋ブラフミーで元気に乗り切っております。 母は乳癌が見つ

かってから３年ですが、高齢のため経過観察してます。やはりアシュワガンダとブラフミーを飲

んでおります。癌の種類にもよるとは思いますが他に何の治療も服薬もしていませんがステ

ージ０のまま大きくならず 元気に生活しております。（2 月 11 日、K さん）  

○おかげさまで、ニームやブラフミーでこの冬は風邪にもインフルエンザにも罹らず、お肌もと

ても調子が良いです（２月２１日、Ｙさん）  

○お陰様で、体調がすっかり良くなりました！ 春になると毎年鬱症状が出てたのですが、ブ

ラフミー、アシュワガンダのお陰なのか、今年は全くありません。 ありがとうございます（４月

２日、Ｋさん）  

○ブラフミ、トゥルシを飲み始めて 3 日目、飲み始め翌日は喘息の症状が少し軽く感じました

がそのつ後の日は痰が沢山出て、呼吸が少々苦しかったが、今日は昨日よりずっと楽に成り

ました。このまま良い方向に行ってくれれば嬉しいのですが.....? 焦らずゆっくり取り組んで行

くつもりです（６月２８日、A さん）  

○ブラフミーはとても気に入りました。抗鬱剤のパキシルを２年半ほど飲んでいるのですが、

その中でも、結構波がありましたが、ブラフミーを飲みはじめてからは、うつの状態がかなり

へり、波が少なくなりました。〔10 月 22 日、Y さん〕  

○61 歳という年齢もあり、日々衰えてゆく集中力が気になりブラフミーをお願いいたしました。 

間もなく３袋目の残りが気になりだしましたので注文いたします。 主治医に内緒で飲み始め

ましたが、持病に影響がないものかドキドキしておりました。 検査結果は良好で、まだカミン

グアウトしておりませんがもう少し続けてみようと思っています。 と言いますのは、とても思考

が整理されて指揮判断が的確に行えて、職場でも効率的に動けるようになったことは本当に

驚きでした。還暦過ぎてもまだまだ頑張りますよぉ～！（４月６日、O さん）  

○７月よりシラジットとブラフミーを飲み始めましたが、疲れにくくなったように感じます。特に

日中に襲ってきていた眠気が、あまり起きないようになりました。（8 月 1 日、Ｇさん）  

○アーユルヴェーダの粉の方は、私はブラフミーが効いてるみたいです。 飲み始める前より、

頭の中の考えや、処理能力と言うのかわかりませんが、早くなった気がします(12 月 24 日、K

さん)  

○アシュワガンダ・ブラフミー・シャタバリのハーブカプセルを飲み始めて約 1 ヶ月弱しかたっ

ておりません。 飲み始めはちょうど生理前の時期で、普段ならＰＭＳの不快な状況で仕事に

も影響が出てしまう時期なのに あまり気にせず過ごすことが出来、まだまだプラセボ効果な

のかもしれませんが嬉しく思っています。 （私は長年 PMS の不快症状に悩んでおり、生理前

の半月ほどは何をやっても辛い状態で大変苦労していました（９月１３日、Ｍさん）  
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○シラジットとブラフミー・シャタバリとの相乗効果については、一緒に飲んでいるので判りま

せんが動悸が更年期障害の為だったのかな・・と思うほど楽になり、又イライラしがちな気分

も落ち着いてきています (1 月 26 日、K さん)  

○そちら様のサプリのおかげで不順だった生理が毎月きちんと来るようになり、ブラフミーの

おかげか物覚えが良くなった気がします。もう無しではいられません。 ありがとうございます

（8 月 1 日、M さん）  

○ブラフミーとアシュワガンダで１日シャキッとするように思います。（1 月 24 日、I さん）  

○ブラフミーのおかげか、最近記憶力がいいです（9 月 22 日、M さん） 

○ブラフミーはシラジット・アムラなどとともに毎日摂っておりますが、調子が良いです。 日々

の生活でも、以前より直感が冴えるような気がします（10 月 5 日、S さん）  

○ブラフミーはずっと飲んでますが、本当に覚醒した感じで驚きです。仕事などが長丁場にな

るときに、２錠飲んだら完璧です。意識がクリアになって、頭さえも持続してます。恐るべきイ

ンドハーブですね。もう欠かせません (2 月 9 日、K さん)  

○ブラフミーは頭スッキリ、記憶力バッチリ。もう手放せません（６月２２日、O さん）  

○ブラフミーも、頭がはっきりする気がして凄いです。早速リピしてしまいます (12 月 7日、Kさ

ん)  

○ブラフミーをここ 1 ヶ月ほど飲むのを忘れ、久しぶりに飲みましたら頭の回転が天と地の差

ですね！回転とキレが違う。すごいぞ！私！って勘違いしそうです。 さらにメディテーション

が楽になります。なんと表現したら良いのか？深くなるというか、とにかく瞑想した！とー実感

します。リラックスしてるなあと思います。 とっても素晴らしいハーブです（7 月 31 日、I さん）  

○ブラフミーを最近、飲み出したら、頭が冴えたみたいで気持ちがいいです。（10 月 23 日、A

さん）  

○ブラフミー半年分注文しておりましたが残り少なくなったことで、もう 6 か月経ったことを知ら

されました。なんとあっという間の半年です。 ブラフミーという言葉が頭の中で響き、何のこと

やらわからずネット検索してこの植物を知り注文して飲み始め、おかげさまで記憶がクリアー

に整理されることで手放せなくなりました（１０月２３日、O さん）  

○フラフミー粉、３日くらいで効果を感じました。 夕方になるともう考えることができなくなって

いましたが朝と同じように仕事がはかどりました（５月９日、M さん）  

○アシャワガンダ、トゥルシ、ブラフミーはかかさず頂いています。とくに夫は仕事がハードな

のですが、大きな疲れが少ないように思います。栄養ドリンクのような即効性というわけじゃな

いんですが、なんとなくじわじわ効いてるような。続けて飲んでみます。 (5 月 1７日、M さん)  

○アシュワガンダ、シャタバリ、ブラフミー、トリファラを飲み始めて二ヶ月経ちました。目立っ

た効果はまだ分かりませんが、飲んだ日と飲まない日とでは疲れ方が違います。また朝はス
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ッキリ目が覚めるようになりました。飲み始めてすぐの二日間は好転反応なのかかなりきつ

めの頭痛がきてびっくりもしました（8 月 16 日、T さん） 

○アシュワガンダ、ブラフミーも朝晩飲み続け、本当に疲れ切っている体と頭がよくなるように

と思っています。多分朝も早くから働いて夜中まで仕事をしているせいだとは思いますがじわ

じわっと効いているのでしょうね。激務すぎなので(11 月 27 日、F さん)  

○アムラとシラジットとブラフミー、シャタバリを毎日飲み始めて１ヶ月、沙羅双樹クリームは１

ヶ月半になります。始めはよくわかりませんでしたが、１ヶ月以上たった今、以前より毎日が元

気で、気持ちが前向きなことに気づきました。肌も乾燥で困っていたのですがしっとりして、顔

にいたっては、プルプルして皺が浅くなり、眼力が戻ってきたようです。どれがどう効いている

のかはわかりませんが、全部とても気に入ってます。毎日飲むのが楽しみです♪ 娘はトリフ

ァラを飲んでいるのですが「最近毎日快便！」と言ってました。～感謝～ (12月16日、Nさん)  

○シャタハ゛リ、アシュワカンタ゛、トルーシー、シラシ゛ット、フ゛ラフミー一緒に飲んでまして 何

が効いてるのか判りませんが、最近、元気がでます（４月１０日、Ｙさん）  

○シラジット、ブラフミーとも飲んでいて抵抗力がついているみたいです。不規則な生活、疲

れはなかなか改善できないのでインドハーブで体調を助けてもらいながらすごしています（４

月１５日、Ｋさん）  

○ブラフミーとアシュワガンダ粉服用始めてから 2 か月…そういえばこの頃は寝込むことがな

くなってることに気づきました。当初は心身共に最悪の状態で、ハーブを服用開始したらかえ

って症状が悪化してしまい戸惑いましたが、アーユルヴェーダ医師の先生に相談しましたら、

体質が弱い人には普通の服用量では作用が強いことがあると伺い、アシュワガンダを半分量

に減らしてちょうどよくなりました。今は体の調子が整い始め、心のコントロールもできるように

なってきたのがすごく気持ちいいです?（３月１２日、Ｃさん）  

○ブラフミーのおかげで母が元気に新年をむかえられました。ありがとうございました。新商

品もいろいろトライしてみたいと思います。（1 月 6 日、M さん）  

○アシュダワンガ、いいですねー。 足が暖かくなり即効性にびっくりです。 ブラフミーもよく眠

れる気がします（９月２９日、F さん）  

○インドハーブは効き目が穏やかで、体質改善してくれるのがいいですね。 ブラフミーは、家

族に勧めたところ、よく眠れる、目覚めがスッキリすると喜ばれています。 私も気に入ってい

るハーブサプリの一つです（１０月２７日、Ｓさん）  

○ニーム・ブラフミーの効果か、肌が明るい！あんなに眠くて仕方なかったのに、すっきり起き

れるようになりました！（６月１４日、Ｇさん）  
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○ハーブもとてもいいです。トリファラ、ブラフミー、シラジットを摂ってますが、便秘知らず、夜

は熟睡出来ます。気持ち仕事の効率が上がったような?? 有難う御座いました!!（8 月 22 日、S

さん）  

○ブラフミー、他のものと一緒に飲んでいるので、よくわからないのですが、目覚めることなく

深く眠れる気がします。 後、胸が張ってきたので、とりあえずシャタバリ？かもと思い、やめて

様子をみています。 私は閉経して、特に更年期の問題もないので、娘に飲ませているところ

です（5 月 25 日、I さん）  

○ブラフミーとシラジットは、朝晩に２錠ずつ摂って二週間程になりますが、まず朝に目覚め

た時が爽快です。睡眠時間はいつもと変わりませんが、疲労感が全くなくなったのには驚きま

した。しかも、起きた瞬間から脳が活性化しているので、昼夜問わず効率良く、一日が過ごせ

ます。個人的には、ライフスタイルを充実させ、心身ともに健康を維持することが目的なので、

継続して摂っていきたいと思います(12 月 5 日、S さん)  

○ブラフミーを飲み始めて、眠りがものすごく深くなった気がします。 その分時間もけっこう長

く寝てしまうのですが、起きている間はすっきりして気分もよいです（３月３日、Ｓさん）  

○ブラフミは 眠りの質が良くなるようです（11 月 18 日、H さん）  

○ブラフミーはてんかん持ちの子どもと、物忘れのはげしい私が毎日飲んでいますが、かなり

良い感じです（12 月 7 日、M さん）  

○ブラフミーはとてもよく効いているようで、物忘れは大分しなくなりましたよ。お友達に話しを

したところ即取り寄せたようです。嬉しい報告も聞いています。ありがとうございます(２月２日、

Ｋさん）  

○ブラフミーはぼけ防止と良く眠れるかなと思い、購入しました。そう言えば良く 寝られてると

思います。 ほかのサプリも良いと思います。イマイチわかりませんが、元気になってると感 

じてます（１２月１０日、A さん） 

○ブラフミーはボケ防止にと飲んでいますが、仕事をこなす助けになっている気がします。 

趣味の、登山も元気に続けられています（１月１日、Ｙさん）  

○ブラフミーは私のぼけ防止のためにのんでいます。頭がボーとしなくなったきがします。80

歳過ぎの母親も痴呆症が少しでも良くなればと思い飲んでいます。改善してきましたらお知ら

せします。(９月 13 日、Ｍさん)  

○ブラフミーを飲み始めて 10 日くらい。物忘れの激しさは今のところ変化は無いのですが、肌

の調子が良くなってます（＾ｕ＾） きめが細かくなり、触り心地がツルツルして気持ちいいです。

これからもお世話になると思います。よろしくお願い致します。（11 月 21 日、Y さん）  

○いつも頼んでいます、アシュワカンダ、ブラフミーなど続けているとないとなんとなく不安な

感じがしますので、これからも続けていきたいなと思ってます(12 月 11 日、I さん)  
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○チャワンプラッシュとブラフミーは母になめてもらっていて、おかげさまで 元気です。（9 月

21 日、M さん）  

○ところで、ブラフミー、ニームについては、効果も感じており毎日のんでおります（２月２５日、

I さん）  

○ハーブセットはブラフミーをお願いします。前回注文してとても脳にいい感じです。 (６月 7

日、T さん）  

○ハーブはアシュワガンダ３個とブラウミー３個でお願いします。飲むのを忘れると飲んでい

た時の方が調子が良いのがわかります（2 月 4 日、K さん）  

○ブラフミー、シャタバリ、アムラの他にシラジット、トリファラの二つを加えて 5 種類を一度に

飲用しても構わないでしょうか気になることはいっぱいありますが、更年期障害、老眼は軽減

させたいです。先の 3 種類はどれがどう効いているのか、とっても良い感じです。肌?髪の乾

燥も収まり、ハリ、ツヤもすこしずつ出てきました。目薬も毎日欠かさず、点眼しています。バ

ソコンを絶えず使用するのでもうこれは手放せません、とても爽快で、疲れが確実に軽減しま

すね。 (11 月 21 日、Ｙさん)  

○ブラフミーですが、ただ飲んでるだけで毛穴がふさがってきましたよ！ありがたいです。（10

月 23 日、M さん）  

○ブラフミーの感想です。 私と妹 2 人で飲んでいますが、集中力がついて助かります。 あと

ブラフミーの効果か判りませんが、甘い物を食べる事が減りました。ストレス解消で食べてい

たので、依存しなくなったのかも知れません。  

○ブラフミは彼是 1 年近く飲んでいますが物忘れの多かった私が今では殆ど少なくなってきて

います。すごい効き目ですね。 （11 月 29 日、T さん）  

○ブラミーは飲み始めてまだ１０日程ですが、ブラミーを初めて飲んだ日がちょうど朝から頭

が重く何もやる気がしませんでした。そこで購入したばかりのブラミーを試しに飲んでみようと

２つぶ飲んでみました。飲んで２時間もすると頭の中がだんだんと靄が晴れていくようにすっ

きりとし始めました。おおっ！これはすごい！と思い、２つぶずつ朝晩のみ始めました。（ブラ

ミーを飲んでみようと思ったきっかけは、私の父がアルツハイマーで介護が大変だったもので、

アルツハイマーや痴呆症にだけはなりたくないと思っていたので～） （６月２２日、Ｋさん）  

○まじゅさんにお世話になり、３～４ヶ月になりますが、アシュワガンダ・ブラフミ・ニーム・シャ

バタリ・シラジット・シラキー等毎日欠かさず飲み体力が回復しまず市販の食器洗剤を使って

も、手荒れや爪が割れなくなったと思います。（8 月 25 日、T さん）  

○一年生の息子にブラフミーとﾄﾘﾌｧﾗを１錠ずつ飲ませているのですが最近びっくりするくら

集中して宿題ができるようになりました！！９歳のチワワの目が少し白濁してる気がしてとう

とう白内障の症状が出てきたのかと思っていたのですがアシュワガンダ、ブラフミー、トリファ
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ラを１錠ずつ入れた手作りごはんを４日で食べさせるようにしてみたのですが、あきらかに?目

が黒くなりました(^^♪これは続ける価値ありと思いリピートしました (*^_^*)（２月１２日、U さ

ん）  

○脚痛の私に対する効果は、矢張り、ブラフミー、トリフアーラ、アシュアガンダ、そしてスパイ

スの中ではターメリックが、ハーブサプリメントの６０％位の効果がある事がわかり、ドクターも、

研究所の人も驚きました。（8 月 5 日、Ｔさん）  

○現在は前回購入したシラジット・シャタバリ・ブラフミーを毎日とっています。今までは仕事か

ら帰ると疲労のあまり食事もろくにできず、足のだるさやＰＭＳによる眠気･疲労感もひどく、倒

れるように寝てしまう毎日でしたが、この一ヶ月で非常に体調が良くなり元気に過ごせるよう

になりました。 自分で効果を実感したので病気の両親にもためしにシラジットを飲んでもらお

うと思います（１１月９日、Ｋさん）  

○今まで購入した物はみんなとても良く、中でもアシュワガンダ、ブラフミーは本当に効果が

すごくて、助かりました（３月１１日、O さん）  

○今まで眠りが浅いのか、毎日二度寝をしていたのですがブラフミーを飲み始めてから すっ

きりと目覚めるようになりました（9 月 9 日、T さん）  

○今朝起きたら、今までは起きるのが嫌で何もする気が起きなかったのですが、なんと毛布

を洗って片付けようと思えました。二ヶ月以上前から使ってないのに洗いもせずそのままにし

ていました。今日は天気も良いし今から思いっきり毛布を洗ってきます。これもアシュワガンダ

とブラフミーのおかげだと思います（７月２１日、O さん）  

○今年の夏は、日焼けしてしまったのですが、ブラフミーを飲んでいたからか、元の色に戻る

のが早い気がしました ありがとうございます（９月３日、Y さん）  

○最近、変わったことは、バスの中で本を読むと疲れる体質でしたが、読み続けることが出来

たことです。シャタバリ１、シラジット１、ブラフミー１、朝晩、娘と一緒に飲んでいます。(3 月 14

日、Y さん)  

○昨年に続き、二度目の腰椎骨折のため薬の効果を見るため健康食品を控えていましてや

っと薬が決まりましたが、ブラーフミーを飲んでいないことによる記憶力の低下を自覚し始め、

あわてて注文することになりました（6 月 21 日、O さん） 

○子供の塾の仕事上、風邪を引いても休めないので アシュワガンダとブラフミーを飲んでい

ます。 すごく体調が良いので 手放せません（11 月 23 日、K さん）  

○私は今、シャタバリ、ブラフミー、シラジット、体重コントロール、そしてなによりもニーム！！

を頂いています。 まだ飲みはじめてひと月も経っていないのではっきりと言えませんが‥‥ 

とっても元気なのです(^O^) 朝の気だるさから解放され、家事も仕事も身体が動きます（６月

２４日、O さん）  
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○睡眠が浅いので、ブラフミー・シラジット・アシュワガンダを空腹時に飲んでいます。 まだ２

日目ですが、今までの睡眠を４０点とするなら６０点ぐらいになってきています。 今後が楽し

みです（１１月１６日、さん） 

○衰えてくる父に少しでもと思いブラフミーを飲用してもらっているのですが効能の方はまだ

ぼんやり良くなっているのでは？という感じの感想です。でも口数の少なかった父が最近よく

喋るようになった様に感じますので、引き続き飲用してもらおうと、またこの度もお世話になり

ます。 (9 月 19 日、Ｉさん)  

○前回、ブラフミーとニームとリコリスをお願いしました。とても良かったです。体も気分もいい

感じになります (^^)（11 月 28 日、I さん）  

○前回、初めて注文して、とても効果があったので、感激し、周りの多くの人に話したので、何

人かは注文したようです。皆、とても喜んでいます。中には、リピーターもいるようです。元気

になったと喜んでいるので、私もうれしいです。私は、特に、ブラムミとカトラミデがよかったと

思います。齢を取って来て、物忘れが多くなって困っていましたが、ブラフミは効果があるよう

です(1 月 6 日、M さん)  

○前回いただいたブラフミーの感想－ クリエイティブな仕事をされている方、記憶力を維持し

たい方には、特におすすめのハーブです。想像力や学習、集中したいときに脳をデフラグし改

善してくれます。また、単純疱疹の治療に効果的であることが研究されており、Brahmi は中枢

神経系の機能を向上させて、アルツハイマー病の予防にも適しているようです。ぜひ、単発的

ではなく長期的に継続して試されたほうが、私は良い結果が出ると思います。(3 月 25 日、S さ

ん)  

○前回サフランロードさんで購入した粉末のシャタバリ、ブラフミー、アシュワガンダは毎日お

湯に混ぜて飲んでいます。ハーブ類のおかげか以前より体調を崩しにくくなり、肌の調子も良

いようです。 シャタバリは他社から購入したこともあったのですが、サフランロードさんの粉末

のほうが断然キメ細かく、良い品でした。素晴らしい品をありがとうございます（4 月 26 日、Ｓさ

ん）  

○前回のオーガニックハーブは凄く良かったです！１回２錠づつ飲んでいると、寒さ知らず疲

れ知らずで毎日良く遊び良く働けました。しかし、もったいないと思って１錠づつに変えたとこ

ろ、やはり効果が半分に減ったような気がしましたが… 飲んでいるのは、シラジット、ブラフミ

ー、シャタバリです。他の方の感想にもありましたが、ブラフミーの効果なのか？肌の透明感

が UP し、チークを付けなくても自然の頬の血色がきれいにでて、とても気に入っています(2

月 14 日、Y さん)  

○前回のブラフミーの感想は、レポート作成など、頭を使うことがある時に飲んでいました。集

中力がでたと思います。仕事、勉強がはかどりました（8 月 13 日、A さん）  
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○前回ブラフミー、アシュワガンダ、シャタバリ、トリファラの三袋セットを購入したのですが、ス

ーパーで立ち仕事をしている友人が試してみたいとのことで、一袋ずつ譲ってみたところ、翌

日の早朝からかなりテンション高いメールが届きました。 それから数日のやりとりで、生理痛

が軽くなったこと、むくみが取れていることなどの報告とともに、いいものを紹介してくれてあり

がとうという嬉しい言葉もいただきました！ また別の友人…彼女は最初あまり肯定的ではな

かったのですが、身体の不調もありだんだん気になって来たようで…小袋に少しずつ分てあ

げてみたところ、朝目覚め時の目眩が無かった、不眠気味だったのがよく寝れた等の感想を

いただき、二人とも、まだしばらくつづ寝てみなくてはわからないけど、次の注文時にはお願

いするかも…ということでした。 インドハーブの輪が広がりつつあります（笑）（8 月 7 日、M さ

ん）  

○前回購入したブラーミはてんかん持ちの犬に、、、それから、シャラキはうちの旦那さん（ヴ

ァータ体質）が柔道で軟骨を減らし続けていて、腕関節に痛みが出てきて大変なので、それで

使用しています。毎朝夕と１個づつ飲んでいます。もっと飲んでもよいのかな？ 日常生活で

痛みが減ったと思うと言ってます。ありがとうございます。m(_ _)m 犬にはタブレットのブラーミ

を１粒づつ朝夕飲ませてます。てんかん用の薬も飲み続けているので、肝臓が悪くなると思う

のでアムラも一緒に飲ませたほうが良いか考えてます。 (10 月 14 日、T さん)  

○前回購入した商品（シラジット錠剤、アロエベラ・ジェル、沙羅双樹クリーム、オーガニック・

ブラフミ）はどれも良かったです。身体が疲れやすく、仕事中はよく眠くなったりしたのですが、

頭がクリアーにななり、スッキリ感を感じます。又、夜は良く眠れるようになりました。(3 月 29

日、I さん)  

○前回購入した商品は、みんな気に入っています。実は今年、春頃から気持ちが落ち込むこ

とが増えて、秋頃から、明け方暑くて目が覚めるようになり、まさしく、更年期の症状に悩まさ

れていました。毎日、どんよりした気持ちで医者に行こうか、迷っていたときにサフランロード

を見つけました。すがる思いで、ブラフミー、シャタバリ、アシュワガンダを飲み始め、現在、２

週間くらいですが、疲れにくくなり、朝もすっきり起きられます。明け方、暑くて目は覚めますが、

すぐにまた眠れるので以前のような疲労感はなくなりました。症状が少し改善して、明るい気

持ちになれたことがうれしいです(12 月 6 日、T さん)  

○前回注文させていただいたシャタバリ、ニーム、ブラフミー、そしておまけでいただきました

アシュワガンダ、どれも非常にパワーが強く、効果がすぐにあらわれました。 友人は「インド

すごい！！」と驚いてました。 そして優しさのこもった梱包もありがとうございます。 うちの子

猫はインドから送られてきたダンボールがお気に入りです！（9 月 8 日、W さん）  
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○前回届けていただいたインドハーブ、私には合っているようです。 まだ短期間ではありま

すが、シャタバリ、アシュワガンダ、ブラフミー、 トゥルシ、シラジットは飲んでいると身体を軽く

感じます（４月２１日、E さん）  

○送っていただいたシラジットなどのハーブの感想ですが、はじめて頂いた時、私は物忘れど

ころか単語一つ一つも思い出せないことが多く、非常にろれつが回らない日々が続いていて、

友達との会話もままならなく、申し訳ないなと思いつつもどうしようもなかったのですが、ハー

ブを飲んだ直後から、頭の回転が早くなって、すらすら喋れるようになり夜だったのですが、

嬉しくて家人相手に一時間ぐらいは喋ってしまいました。 ブラフミーが効いたのだと思います。 

未だ物忘れはするものの、ろれつが回らなくなることが少なくなり、とても有難く思っています。

（4 月 17 日、M さん）  

○知り合いからはシラジット摂取1週間足らずで今まで悩んでいた首、肩、腰の痛みが楽にな

ったとか、アムラで神経からくる便秘が改善したとか、精神薬飲んでいる方はブラフミ、トゥル

シを摂取して、まだ１ヶ月たっていないのに４年服用したお薬を一切のまず過ごされていま

す。? 知り合いが元気だと私まで元気になれるので、とても嬉しいです。 ありがとう御座いま

す。  

○朝にブラフミーとトゥルシのミルクティー夜にニーム茶が習慣になりましたので再度注文さ

せていただきました肌の調子がなんだかよいようです（11 月 29 日、T さん）  

○日本は風邪が流行っているにも関わらず、３人とも今のところ風邪をひかずにすんでいる

のはインドハーブを毎日飲んでいるおかげかなと思っています。 夫はアシュワガンダとシラ

ジット、私はシラジットとブラフミーを飲んでいます。 １粒より、２粒飲んだ時のほうが効果大

ですね。 ここぞという時に２粒飲んでいます（１月１５日、Ｋさん）  

○普段はシャタバリ、ブラフミー、アシュワガンダを飲んでいます。 しばらくアシュワガンダは

飲んでませんでしたがアシュワガンダが入ると入らないでは全然ちがいますね。 昼間のイラ

イラ感がなくなります。 この 3 セット、とてもいいです！ また色々おねがいしますので今後と

もよろしくおねがいします！ ありがとうございました（9 月 26 日、I さん）  

○母親にも、シラジット・アシュアガンダ・ブラフミーを飲んでもらっています。８０近い年ですが、

少し元気になってきたような。。。継続して飲んでいきたいでてす。 （10 月 18 日、O さん）  

○毎日、少しずつ つぼ草粉末を摂取していると手、顔のシミが薄くなり、目立たなく、なりまし

た。男ですけれど、うれしくなります（１月７日、M さん）  

○毎日朝晩オーガニックハーブを摂っています。飲んでしばらくすると急激な眠気に襲われる

のですが、ブラフミーの影響でしょうか。まだはっきりとした効果はわかりませんが。続けてい

きたいと思います。(1 月 8 日、N さん)  
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○毎年、３～４月は喉が渇いたように痛み、目がチカチカとと痒くなって次第に鼻づまりになり、

せっかくの美しい季節を楽しめません。恐らく黄砂の影響だろうと思うのですが、今年もその

症状が出てきていました。9 歳の娘も、「喉が渇いたように痛くて、お水を飲んでも治らない」と

言っていました。そんな頃に前回のトリファラ、ブラーミ、アシュワガンダ、シャタバリ、シラジッ

トが届きました。以前からアーユルヴェーダには関心があり、とても楽しみに期待していました。

早速その日から飲み始めましたが、娘は、トリファラとブラーミで 2 日後に症状が改善しました。

さすがに子供は結果の出るのが早いです。。。私はアシュワガンダ以外の 4 種とアヌタイラを

使い、徐々に改善がありました。お陰様で、この春は例年よりも楽に過ごすことができていま

す。風邪を引いたり、黄砂の時期になるといつも鼻と喉の接合部が乾いたように痛みますが、

その症状がとても楽になりました。(5 月 19 日、Ｆさん)  

○約 1 ヶ月(3 週間と少しですが）ブラフミーとアシュワガンダを使用した感想です！ 両方とも

スプーン一杯ずつ、お湯とミルクに混ぜて朝晩いただいています。 コショウとシナモンを追加

することもあります。 味はブラフミーはかなり飲みやすくて独特の風味があって、マイルドな

感じです。 アシュワガンダは少し苦くて、その苦みが効いてるなーと思わせてくれます（笑） 

夜眠る前に瞑想タイムをとっているのですが、そこでスーッと自然に素早く瞑想状態に入れる

ようになりました。また体の芯からポカポカしてパワーが溢れてくる感じです。 ホットヨガをし

ているときも、以前のようにぐったり疲れなくなりました。 またお恥ずかしい話ですが、なぜだ

か生殖器が一回り大きくなりました。これは男性には嬉しい効果かな？と思います（笑）（１月

２２日、Ｈさん）  

○約一カ月、シラジット、ブラフミー、アシュワガンダ、トリファラを飲んだら 3 日程前から身体

が温かくなってきました。頑固な冷え体質が改善している感じです。今までいろいろなサプリを

試してきましたが、始めて身体の芯が温かくなりました。（10 月 1 日、Y さん）  

○友人が飲んでますが、頭がすっきりすると言って喜んでます（１０月２日、O さん）  

★ ブラフミーも飲み始めました。粉のままで飲んでいますが、まったく問題なく、飲みにくさは

感じません。(11 月 4 日、Y さん)  

★アシュワガンダ、シラジット、ブラフミーなどを毎日飲んでるせいか、我が家はなんとか風邪

をひかずにすんでいるみたいです。(1 月 10 日、Ｋさん)  

★アシュワガンダとブラフミーは寝る前に飲むと寝つきが良く、深く眠れ助かっています。（2

月 2 日、Ｋさん）  

★あと、ほぼ毎日頭の中にベールをかぶっているようなモヤモヤとした変な感覚があったん

ですけど、それもなくなって頭の中がクリアな感じがします。ブラフミーが効いているんでしょう

か(*^。^*) こんな感じで効果を実感してます（8 月 20 日、M さん）  
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★アムラ、ブラフミー、アシュワガンダを愛犬とともに毎日飲んでいます。私も老犬も元気に過

ごしています。（7 月 15 日、Ｋさん）  

★アルツハイマーをわずらい出した父に良かれと思ってのことでした。母が「いいみたい」と話

しており、手元のものが残り少なくなってきたので、追加で購入することにしました。（4月16日、

O さん）  

★オーガニックのブラフミーもおかげで不眠症も少し改善されたようで、今までよりも寝られる

ようになりました。良い事ばかりです。それから、もう一つ、お鍋を焦がさなくなりました！！。

ブラフミー効果です。お鍋を火にかけていた事などすっかり忘れてしまう私でしたが、最近は

台所からどんなに離れていてもちゃんと思い出して台所にもどるところがスゴイ！！でも友人

との会話がまだ「あれ」とか「それ」が多く、固有名詞がなかなか出てこない（笑）ここの部分が

改善されることを毎日祈ってブラフミーを飲んでいます。（5 月 30 日、ｋさん）  

★お世話になります。ブラフミーの粉がとてもいいような気がします(4 月 5 日、Ｍさん） 

★お世話になります。我が家の老犬は一週間に一度、のブラフミーとアムラを混ぜた粉を耳

かき一杯ほど蜂蜜に混ぜて、ミルクで溶かして飲ませています。のど飴みたいな味がします

のでおいしいらしく喜んで飲んでいますよ。これを飲ませて二ヶ月ほどで白目の白濁は両目と

も消えましたが、続けています。先々月安心して飲ませるのを忘れていましたら、再び白濁し

始めたので、あわててまた週に一度飲ませ始めました。体重のすくない犬には一回分を多く

すると、刺激が強いようで下痢しますので少しずつ続けています。（3 月 12 日、K さん）  

★こちらは毎日暑い日が続き暑さで毎日たいへんです・・でも今年はインドハーブで夏ばても

してませんよ～   特にブラフミーは脳の記憶のためにとても役に立ってますよ 家族で飲ん

でるので すぐ無くなってしまいます・・・（８月９日、S さん）  

★こんばんは。シャタバリ ブラフミー 毎日飲んでいます。今月もちゃんと予定日に生理が来

て、びっくりしています 婦人科に通ってもあまりよい効果が出なかったのに！本当にありがと

うございます（12 月 14 日、K さん）  

★さっそくブラフミーをホットミルクに溶いて飲みました。おいしー！ハーブティで飲んでいるの

とはまるで違う味です。っていうか、ハーブティではなんの味も香りもしない・・・粉で飲むと、草

っぽい深みのある香り（味）がしますね。味見した後でこれにアムラを加えて、味見。酸味がど

うかな、と思いましたが、これはこれで面白い味です。(５月１２日、E さん）  

★さっそく昼食時にアシュワガンダ、ブラフミー、トリファラを一つずつ飲んでみました。すぐに

お腹がホカホカしてきていい感じです。（6 月 28 日、M さん）  

★しばらくです。下痢をしなくなりました。よろしくお願い致します。妻と朝、晩の２回 お湯で小

スプーン一杯づつ飲んでいます。アシュワガンダ ブラフミ シラジットの３種類です。 苦味も

慣れると心地良いものです。(７月１９日、M さん)  
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★シャタバリとブラフミーがとても気に入って毎日のませていただいています(４月１５日、U さ

ん）  

★シラジット、ブラフミ―をお湯で溶かして、朝晩飲んでいます。お茶みたいで、そのままでも

飲みやすいです。肌が明るくなったような気がします。なくなったら注文したいので、またお願

いいたします（12 月 17 日、O さん）  

★シラジット、ブラフミー、トリファラも主人と二人で飲み続けています。この冬は、手足の冷え

が改善しているようです(12 月 13 日、K さん）  

★シラジットは、夫が飲ませていただてますが、シラジットとブラフミーと、それからアシュワガ

ンダを混ぜて、オブラートに包んで飲んでます。昨日から、ガスと下痢がたくさん出るようです。

それでご相談なのですが、これは続けて飲んでいたら治ると思われますか？解毒か、それと

もやはりあわないのだと思いますか？夫はもともと下痢症で、あとヘルペスがよく出ます。こ

れで免疫力が高まればと願うところです。またお時間ありますときにでもいろいろ教えてくださ

い(４月１５日、U さん） 夫の下痢とガスのことですが、今日になって、治ったとのことでした。シ

ラジットなどに体がなれたのでしょうか。わかりませんが、続けていけそうなので安心しました

(４月１５日、U さん）  

★そうそうブラフミ－飲み始めて 1 ヶ月半ぐらい経ちましたが記憶が良くなってきたようです。 

私はエアロビを健康のためにやってるのですが 1 時間で 3 ブロックのルーティーンを記憶す

るのが最近大変になってきて体が疲れると頭の中が急に真っ白状態になる事もありましたが 

それが改善させてきたようなのでやった～という感じでとても嬉しいで～す !もうインドハーブ

で当分私には恐い物無しですね～(5 月 17 日、Ｓさん)  

★ブラフミー、シャタバリ、シラジッドを合わせて飲んでいますが、妙に肌がツルツルして来ま

した。驚きです。 (7 月 27 日、Ｙさん)  

★ブラフミーが加齢によるボケ仲間（笑）に好評です。（2 月 18 日、Ｋさん）  

★ブラフミーとアシュワガンダはとっても効きます。お仕事が取り込んでる時でも、ブラフミーを

飲んでると、頭がすっきりする感じ・・・。アシュワガンダは何も説明なしに、ちょっと疲れ気味

の母親に飲ませたところ、後日何だか元気になっった・・・。あれは何？ って言ってました

（*^^*）感謝☆☆(9 月 23 日、M さん)  

★ブラフミーとシラジットを飲み始めて１か月以上経ちました。体が軽く、体力がついたように

思います。（7 月 15 日、Ｎさん）  

★ブラフミーの効果として、決断が早くなった、気持ちの切り替えが早くなった、やらなければ

ならないことを後回しにせずすぐにできるようになった、瞑想が深くなった、という変化を感じま

す（4 月 29 日、Ｋさん） 
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★ブラフミーは具体的な効果はよくわからないのですが 老化防止というのに惹かれて愛飲し

ています。あとシャタバリに混ぜるとシャタバリが飲みやすいから 気に入っています。シャタ

バリは効果覿面です！ありがとうございます！婦人科にかかったときに排卵も起こりにくいと

言われたんですけど それにもきくかなーと期待しているのですが・・・（12 月 17 日、K さん）  

★ブラフミーは朝と夜寝る前に毎日飲んでますよ～ きっと頭痛の回数がかなり減ったのは 

やっぱりブラフミーのおかげだったのですね・・・でも夜寝る時間がいつも 1 時から 2 時ごろに

なっていたので たまには頭痛が起こってたのですね。 ・・・最近はあきさんお勧めのサブタ

ムリットも夜寝る前に飲んでますよ・・そのせいか立ち眩みはかなりなくなりましたよ （8 月 19

日、S さん）  

★ブラフミーは頭がはっきりする感じです。（2 月 12 日、Ｔさん）  

★ブラフミーまだ飲んで二日目ですが、効いてそうな感じがしてきてます～脳の血流が良くな

ったような気がします・・・。（4 月 9 日、Ｓさん）  

★ブラフミーを飲んでいると頭がすっきりします。（5 月 24 日、T さん）  

★ブラフミーを寝る前と朝飲むとスッキリします。ストレスで落ち込んだり気分がすぐれなかっ

たりということが減りました。 (6 月 18 日、Ｎさん)  

★ブラフミかアシュワガンダのどちらの効力かわかりませんが、とても頭がクリアで、体が軽

いです(5 月１３日、Ｔさん）  

★ブラフミはとても飲みやすいです味ですね。（1 月 14 日、Ｆさん）  

★我が家では、朝食のときにヨーグルトを毎日いただくのですが、その時にブラフミーとアシュ

ワガンダ、トリファラを混ぜていただいています（季節のフルーツやバナナも混ぜる）。私はそ

れにシャタバリも混ぜています。私は、何となく肌の調子が良くなったような気がしています。

白くて透明感が出てきた感じです(４月１６日、M さん）  

★我が家のワン君、高齢期に入っていますが下瞼に物貰いと言うか脂肪の塊と言うか出来

てしまったのでニームとアシュワガンダとブラフミーのミックス茶を飲ませたところ、驚くなかれ

物貰いの出来物がだんだん小さくなってきました。しかしハーブ茶の効果にはとても驚いてい

ます。（2 月 16 日、Ｔさん）  

★今、友人から連絡がありブラフミーを試したいと言ってきました。最近、物忘れが多くなり、

弟さんが今年、認知症で施設に入ったので自分も同じ道をたどるのではないかと心配しての

ことです。インドは認知症になっている人が世界一少ないとのことですがアーユルヴァーター

の影響があるのでしょうね（１２月２１日、T さん）  

★最近、肌がきれいだと言われて驚いています。ブラフミーや他のハーブを、ほぼ毎日、お湯

に溶かして飲み続けているので、それで、血がきれいになって来ているお陰かと思います。ハ
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ーブを飲むとホッとしてリラックスします。ハーブのように、心も体も喜ぶものが、一番美味しい

と感じます〔1 月 27 日、Ｍさん〕  

★私はシラジットやブラーミー、ニーム効果で肌の具合は良くなりました。人からも良くなった

と言われました。ありがとうございます（8 月 20 日、M さん）  

★実は素敵な効果がみられたのでまた注文しようと思いました。うちの老犬は慢性的な角膜

炎を繰り返し、角膜が白濁していました。動物病院で高い眼薬を差しても進行するばかり。目

に良さそうなブルーベリーのサプリも試しました。これは何となく症状を改善してくれましたが、

長く続けられるものはないか考えていました。安価で、効果があり、目だけでなく健康に良い

もの。そこで、たどり着いたのがアシュワガンダ、ブラフミー。私は数年前からシカカイ、アムラ、

ブラフミーをシャンプーに使ってたことから【サフランロード】さんも知っていました。猫ちゃんに

もいいという書き込みを見て、うちの老犬にも免疫が UP すれば全てに良いだろうと、試したわ

けです。視力も改善したようでしっかり歩くようになりましたし、黒いキラキラした目でこちらを

見ます(５月１２日、U さん）  

★前回いただいた商品は全部気に入ってしまい、一気にサフランロードさんのファンになりま

した。特にブラフミーとアシュワガンダは飲むと疲れ知らずになります。これからもよろしくお願

いします。(9 月 1 日、M さん)  

★前回送ってもらったハーブの中で、ブラフミーが一番、身体に響いて来たように思います。

頭が鎮まる感じが、好かったです。身体が要求してるのが分かります。（2 月 19 日、Ｔさん）  

★猫が、猛暑のせいかと思うのですが、ごはんを食べたがらず困ってました。アシュワガンダ

とブラフミーを与えて、しばらくすると食べ始めました！ (7 月 7 日、M さん)  

★父に飲むようにとブラフミー渡したら、あの気分屋でお調子者の父が明らかに感情の統制

がとれていて、少しびっくりしました。みだりに感情を露わにすることなく、ちゃんと人の話を最

後まで聞いてから受け答えするようになっていて、日頃から夫婦間で押し問答的な口げんか

をしてたから、たぶんそれも減って円滑にコミュニケーションとれてるんじゃないかと思います。

そんな父にも好影響なブラフミーを追加で仕入れたいと思いますぅ(^。^)(11 月 26 日、O さん)  

★変化が起こるのは、どちらにしてもよいことです。「好転反応」だったのだと思いますよ。毒

が出てくるときには、よそ目からは病気に見えるものです。実際には「浄化」なのですが・・・。

通常、好転反応は３－５日で収まって、それからすっきりかんじます。だんなさんは早かった

ですね。アシュワガンダと、シラジットは、すばらしい組み合わせだと思います。しばらくつづけ

てみて、様子をみられたらよいでしょう。自然のハーブですから、じっくり時間をかけて、気長

にお楽しみくださいね。最高の効果を得るコツは、楽しんで、面白がって、よろこんで、やりつ

づけることです。 ためしてみてくださいね。（まじゅ）  
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★母は、ブラフミーとシャタバリを飲み始めてから、朝はすっきりと目覚めがよいようです。体

温がかなり低く、朝はあまり早く起きれない人でしたが、飲み始めてからは、明らかに起床時

間が違います！！！ニームは、お送りいただく前から、知人にいただいたものを飲んでいた

のですが、母にはなくてはならないもののようです。母は、幼少時に扁桃腺とアデノイドを切

除されており、すぐに肺炎のようになります。また、母は、生まれてから一度も母乳を飲んでい

ない為なのか、わかりませんが、極端に抵抗力が弱いらしく、これまで病院ではかなり抗生剤

を処方されてきたそうです。でも、抗生剤の副作用なのか、舌がしびれて喉が渇いたり、困っ

た状態に・・・。知人に相談したところ、ニームをわけていただいたそうです。また、年齢のわり

には物忘れが激しいのですが、本人いわく、最近はかなり減ったそうです（笑）彼女は、毎日

ニーム＋シャタバリ＋ブラフミーを牛乳で飲んでいます。（５月１７日、K さん）  


