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〇目薬セット、目の痒みに最高に効きました。カトラミデを自分に、アイトーンを子どもと犬に

購入してみました。花粉症で目がとても痒くて耐えられなかったので、カトラミデかなり染みま

すけど、とても気持ちいいです。痒いのに比べれば大したことないです。アイトーンは子どもも

多少花粉で目を痒がるので使用しています。効果はわかりませんが、染みないのですんなり

つけてくれます。犬も目やにがひどいのでつけています。(4 月 16 日, KM さん) 

〇エラニール・クザンブ、他の目薬よりしみる。カトラミデとかネトラプラバを使用していました

が、これは断トツにしみます。使用後はすこししてスッキリ感が出て、効き目も感じます。おま

けに目が刺激されたのか、視力がよくなっていました。もう他の目薬は使えないです。(3 月 29

日, V さん) 

〇カトラミデ・アヌタイラ、慣れるとやみつきに。カトラミデは初めは私にはしみて涙が止まらず

刺激が強すぎましたが段々慣れるととてもスッキリします。アヌタイラは現在週 2～3 回ぐらい

で使っていますが、喉がイガイガしたり鼻がムズムズするのが今年は随分減った気がします。

このまま様子みてみますね。(3 月 22 日, L さん) 

〇トリファランジャンについてですが、開け方が特殊で最初は戸惑ったものの、刺激自体は私

の場合、ネトラプラバ＋と同等といった感じです。容器がガラス製なので、薬液が落ちるまで

少し忍耐が必要ですが、ハーブの香りと点眼後の爽快感がとても心地良い目薬です。何度も

使いたいところですが、現在 1 日 2 回にとどめております。(2 月 14 日, H さん)〇アイトーン。

アーユルヴェーダの先生から子供から高齢者まで使えて安心な目薬と勧められてからずっと

使っています。疲れた時の目には、1 滴欠かせません。(2 月 4 日, C さん) 

〇以前からはちみつ配合の目薬を探しておりまして、今回ネトラブラバ＋を購入させてもらい

ました。使用感についてですが、点眼後は確かに刺激があり涙も出ますが、すぐに収まりま

すので、1 日数回使っております。私は眼の掃除が目的だったので、商品には大変満足して

おります。(1 月 31 日, H さん) 

〇カトラミデ、超痛い。注した時は目がとても痛いです。(1 月 29 日, S さん) 

〇トリファランジャン、不思議。なんとなく使ってます。ドライアイも改善されてます。(12 月 9 日, 

P さん) 

〇エラニール・クザンブ、泣けます(o^^o) 以前ケララ州でアーユルベーダの処方を受けた時

に出た目薬です。涙が出た後、スッキリして嬉しいです。(10 月 1 日, T さん) 
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〇カトラミデ目薬。早速使ってみましたところ、目の疲れがすっきりして大満足です。(9 月 18

日, S さん) 

〇トリファランジャン目薬をリピート。他の目薬も試しましたが私には一番馴染みました。(9 月

5 日, P さん) 

〇トリファランジャンで白目クリア。長時間パソコンを使う上に、スマホも使うので白目が濁っ

た感じでした。寝る前にトリファランジャンを差しています。かなり染みますが、今では、それが

クセになっています。白目はきれいになりました。(8 月 10 日, N さん) 

〇1 瓶で効果があった。93 歳母がテレビが見えづらいと言うのでトリファランジャン目薬を渡し

ていましたが、1 瓶使い終わった頃には見えやすくなったと喜んました。それ以来リピーターで

〜す。(8 月 5 日, S さん) 

〇眼球がキレイと言われます。カトラミデ目薬をさすとどこから出るのか分からないけど黒い

ゴミが出てきますよ。何年か使ってますが、とにかくスッキリします。(8 月 5 日, S さん) 

〇ネトラプラバ目薬、沁みなくなった。以前の瓶入りのネトラプラバは一滴目に落とすだけで、

激しく沁みたけれど、今のは、国内の市販の目薬みたいにあまり沁みなくなっている。良いか

悪いかは別にして、ずっと使用するつもりです。使用後のスッキリ感が好きです。(6月21日, V

さん) 

〇カトラミデは何年も使っていますが、最近右眼に雲がかかった様になり、カトラミデを右眼の

み 1 日 2 回にした所大分改善されてました。(6 月 12 日, E さん) 

〇目薬セット、爽快です。インドの小学生も使っているという刺激の少ないやつは、外出中に

使ってます。それ以外は、痛いくらい刺激的ですが、涙がポロポロ溢れた後の爽快感がクセ

になります。(6 月 2 日, Ｎさん) 

〇初めてカトラミデを使った時、肩の凝りがスーッととれたような感じがして、いかに目の疲れ

ているのか実感しました。かなり刺激が強いものなので、様子を見ながら使っています。(5 月

24 日, A さん) 



 

 

 
目薬のご感想 

 

  

3 

〇目薬セット、最高！ もうこの目薬以外は使う気にならないくらいカトラミデを愛用しています。

さっくり使いたい時は、アイトーンで使い分けています。明らかな老廃物、黒いのが目尻に出

てくるのが快感です。(5 月 18 日, S さん) 

〇目がスッキリ‼ この春、カトラミデのおかげで、花粉症の目の痒みがありませんでした。も

のすごい刺激で、涙がでますが、そのあとのスッキリ感は最高です。頭まで、スッキリした感じ

になります。(5 月 14 日, Ｍさん) 

〇カトラミデ・アヌタイラ・セット、鼻がスッキリ！ 寝る前に使用しています。先にアヌタイラを

鼻にさし、その後カトラミデを目にさします。さしたあとは刺激でしばらく「うー！」となりますが、

しばらくすると非常にスッキリします。翌朝の目覚めもよく、スッキリ感がやみつきです。(5 月

12 日, K さん) 

〇トリファランジャン、初めて知った。スギ花粉時期試してて今もお試し中。病院で処方される

ものより信用できる。(4 月 28 日, C さん) 

〇カトラミデ、初めて知った。私にはよく分からないが母が喜んでいた。(4 月 28 日, C さん) 

〇カトラミデ、クザンプを朝と夜にそれぞれ点眼しております。とてもスッキリして目の疲れが

気にならなくなりました。不思議なことに、股関節が緩み身体が軽くなりビックリしました。トリ

ファラも効いているようで、お便りが素晴らしいです。ブラフミーも、天気が悪くボーッとする際

に飲むと冴える感じです。シラジットは、今のところミネラル足りているのかさほど効果感じな

かったので中断してます。カイラシュクリーム、沙羅双樹クリームどちらも肌に馴染んで気に

入っております。カイラシュクリーム塗ると、凝りなどすぐ緩和され、万能なので常備薬ですね。

(4 月 22 日, K さん) 

〇前回注文した商品も、昨日無事に届きました。早速、エラニール クザンプ、カランスーダを

試してみたところ、目、耳、頭スッキリで調子とても良いです。また、カイラシュクリームも浸透

が素晴らしく、深層筋まで効果あるのか、長年凝り固まってた筋肉も緩み、嬉しさと驚きでいっ

ぱいです。ありがとうございました。(3 月 31 日, K さん) 

〇カトラミデ・アヌタイラセット。本日、商品を受け取り早速使ってみました。酷いアレルギーの

為、一年中、処方された薬を飲み点鼻薬、点眼薬、漢方を加えても 1 月から 6 月までは、目も

鼻も喉の粘膜もはれてしまい痒いし痛いしで大変だったのですが。。。凄く楽になりました！ 
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今日は外出をしなかったので、その為かとも思いましたがそれにしても、と驚いております。ま

た購入させて頂きますので、よろしくお願い致します(^-^) (3 月 26 日, H さん) 

〇エラニール・クザンブ、沁みる爽快感。カトラミデなどで強い目薬に耐性があるつもりでした

がこれには参った。初めてさしたときは立っていられないほどの刺激と涙! しかしじっと呼吸を

していると目玉がすっきりとして鼻水が流れてきます。疲れ切った目を強制的に癒すほどの

力。癖になります。(3 月 18 日, S さん) 

〇早速目薬(エラニール・クザンプ)使用しました。目の奥に目薬が入っていき、涙が沢山出て

目がすっきりしました。日本では手に入らない貴重な目薬、ありがとうございました。(3 月 16

日, K さん) 

〇本日、注文の品無事に届きました。早速、カトラミデを使用してみました。期待通りの沁

み！ そして、点眼後のスッキリ感と眼球の奥の筋肉の軽さに感動しました。とても、いいです

ね。(3 月 14 日, K さん) 

〇カトラミデ目薬。目の赤い充血が減って、白目がきれいになりました。(3 月 9 日, T さん) 

〇目薬セット、なくてはならない逸品。すごく沁みるが、慣れると病みつき。涙が出ない時には、

物足りないけど目からゴミが出ます。そうするとスッキリ。沁みる度合いも日によって全く違い

ます((3 月 1 日, N さん) 

〇カトラミデ、２回目のリピートです。注した瞬間は何度注しても慣れずに衝撃的ですが、日本

の強めの目薬でも取れない疲労感もスッキリします。(3 月 1 日, Ｓさん) 

〇カトラミデ・アヌタイラ・セット、茶色い目薬。カトラミデは説明通り痛いです。生姜汁が目に

入った感じ。でも自然薬の刺激と違い痛いけど穏やか⁈です。でも痛いです。涙がたくさん出

るので汚れも流れる感じです。アヌタイラはアーユルベーダのマッサージで使うごま油の香り

がします。カトラミデでスッキリしてアヌタイラで保護？する感じで花粉対策に使っています。

外出前にアヌタイラを刺しておくと花粉で涙が出にくいように思います。(1 月 26 日, B さん) 

〇目薬セット・涙がポロポロです。インドの目薬、とにかく使い終わった後スッキリします。ネト

ラブラバがお気に入りかなー。(1 月 21 日, R さん) 
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〇カトラミデ、よく眠れます。1 日酷使した目に、就寝前に使用しています。刺激があって使用

後は目がしばらく開けられないので、ぎゅーっと目をつぶっているうちに眠りにつきます笑 目

の疲労感がすっきりと取れている気がします。(12 月 2 日, Ｃさん) 

〇カトラミデ、目の疲れに欠かせません。いつも「アイトーン」といっしょに使っています。「アイ

トーン」は、パソコン仕事の合間に数回。「カトラミデ」は、寝る前に使い、涙が止まったら眼球

を回す“目の体操”をやったりしています。コロナ騒動で個人輸入が制限されて困っていたの

ですが、偶然にも手に入れることができてホッとしています。日本にもパソコン用などいろんな

目薬がありますが、「カトラミデ」が一番です。(11 月 9 日, S さん) 

〇エラニール・クザンブ目薬は日本の目薬にはない爽快感。ナチュラルな成分で安心できま

す。大好きなアイテムのひとつ。(10 月 31 日, S さん) 

〇カトラミデ目薬、思ったよりマイルドでした。他の目薬も購入して見ようとおもいます。(9 月

29 日, Ｍさん) 

〇アイトーンは潤い充実。ドライアイなので、運転時やいつでも使えるのでとても助かってま

す。白目が綺麗になったと言われるようになりました。(9 月 29 日, R さん) 

〇毎日お風呂の中で使う事を日課にしています。目は水道水で洗わない方がいいと眼科の

先生に聞いたので、カトラミデを使って汚れを流すようにしています。液（涙？）で顔が濡れる

ので、頭と顔を洗った後に、お風呂の中で使っています。少ししみますが、スッキリします。(9

月 17 日, S さん) 

〇エラニール・クザンブは刺激的。リピ買いです。ｶﾄﾗﾐﾃﾞやﾄﾘﾌｧﾗｼﾞｬﾝと同様に、しみて涙が

たくさん出ます。液が黒っぽいので、黒い涙が出ます。初めての人はびっくりされます。岩塩

入でジャリジャリとする感じがあり、粘度もあるので、いつまでもしみます。刺激が欲しい人は

こちらを好んで使われます！ 終わったあとの爽快感は癖になりますよ♪ (9 月 7 日, H さん) 

〇カトラミデ。無しでは生きられない^_^。市販の目薬と全然違います。眼球に膜ができるよう

なネットリ感がクセになります。ものすごく染みるのだけど、たくさん涙が出てホントよく見える

ようになります。ずっと使い続けます！(8 月 27 日, A さん) 
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〇カトラミデは私には合った目薬です。アレルギーがあるのでよく目が痒かなります。目薬を

差した時は痛みがありますが痒みがすぐに治り繰り返す痒みもないのでとても助かってます。

(8 月 19 日, S さん) 

〇目薬セットは安心して使えます。アイトーンは強い刺激がなく、清涼感のあるやさしい使い

心地です。私は目薬特有の鼻から薬っぽさが伝わってくる感じが苦手なのですが、それが一

切ないので安心して使えます。(8 月 2 日, Ｔさん) 

〇目薬セット（カトラミデ、トリファランジャン、ネトラプラバ、アイトーン、エラニール・クザンプ）

大量の涙が出て気持ちいい 最近、歳のせいか、疲れてくると PC 画面が見にくくなり、困って

いました。大手製薬メーカーの目薬は不自然な成分が多く、使いたくなかったので、それ以外

の目薬を探していましたが、これが中々難しい。英語の URL だったりして、私の英語力では、

中々カード番号を入力する勇気がわきませんでした。そんな中、サフランロードさんの URL に

行きあたり、アーユルヴェーダの目薬を日本語で発注することができました。よく沁みて、涙

が一杯出るので、老廃物が排出されるのかな？老化現象は、結局は血など、色々なものの

流れが悪くなり、白内障などになるのだと思っています。これらの目薬は、アイトーン以外は、

大量の涙を流すという自然治癒力を助長して、目をクリアにしてくれる感覚があります。日本

語で安全に、アーユルヴェーダの目薬を手配してくれるサフランロードさんに感謝しています。

(7 月 25 日, J さん) 

○クセになる爽やかさ。ネトラプラバは一滴で、しばらく目をつぶってしまうのですが、その後、

じわっと涙が出て、すごくスッキリします（6 月 27 日、Ｆさん） 

○目薬セット 痛いけど、クリアな視界に！ お気に入りは、カトラミデです。少し独特な匂いが

ありますが、視界がとてもクリアになります。スッキリしたいときは、トリファランジャンが良かっ

たです。ちょうど一ヵ月で使い終わりました。また、注文したいと思います。（6月 25日、Tさん） 

○ネトラプラバ とても気に入りました アーユルベーダの目薬を使うのは初めてだったので

少し不安もありましたが、はちみつのはいったこちらは目の栄養にもなりそうな感じがしてとて

も良いです。最初はマイルドなものからと思ってこちらを選びましたが、予想以上にしみました。

でも心地よい感覚です。涙がいっぱい出て、自分の涙で目を洗う感じです。つけたあとは黒目

がつやつやになっていい感じです。インドの方の目がキラキラしている理由はこれか?! と思

いました。しみる感じも栄養が目に浸透している感じもとても気に入ったので、リピートしたい

と思います。あと、箱に入っていた英語とヒンドゥー語の説明書もとても詳しくて参考になりま

した。（6 月 6 日、C さん） 
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○トリファランジャン 気持ちがいいです 思っていたよりもしみないです。さらっとした液体な

ので使用感もよく、つけた後は爽快な感覚があり、朝晩使うのが楽しみです。（6 月 6 日、C さ

ん） 

○カトラミデ まだまだ大変な状況にあるなか、再びカトラミデを購入できたこと、深く感謝して

おります。おかげさまで花粉症にも黄砂にも負けずに過ごせております。ありがとうございまし

た。（6 月 2 日、Y さん） 

○カトラミデ 白目が白くなりました 兄弟から目に蜂蜜を塗ると良いという話を聞きました。実

際彼は塗っていて、白目がきれいになっていますが私には痛くてできません。蜂蜜入りの目

薬を探していてカトラミデを見つけました。インドでは白内障の予防目薬として使われている

そうです。初めて使ったときに、少し濁っていた私の白目が白くなって、とてもスッキリしたので

それ以来使い続けています。もうそろそろ白内障になる年齢になっていますが、いまのところ

大丈夫です。80 歳台半ばで 90％以上の人が白内障になると言われていますがさあどうなる

か、楽しみです。（5 月 14 日、M さん） 

○カトラミデ これがないと生きていけない タイトルに偽り無しです。もう何度も購入していま

すが、これが無いと手仕事もできませんし、やる気も起きません。自分の一部と言って良いで

す。目の調子が悪い時は点けると物凄く痛い。そうでもないときは点けても何も感じない。そう

いう目薬。これを作った人は天才だと思っています。（5 月 1 日、U さん） 

○カトラミデ 以前よりつかってますが、眼がスッキリし、視界も良くなりました♪ これも長く使

っていこうと思ってます。（4 月 29 日、E さん） 

○ネトラプラバ まあまあの刺激 エラニール・クザンブほどではないですがこちらもまあまあ

の刺激で気に入っておりますが、容器がとにかく使いづらい。なので評価は３。これはオスス

メできない使用法になりますが、私は別の点眼容器に入れ替えて使っております。（4 月 24 日、

N さん） 

○エラニール・クザンブ これが一番刺激強くて好き 初めて点眼した時は目がつぶれるかと

思うぐらいのすごい刺激でびっくりしましたが、慣れると実に心地よい。もう 3 年ほど使用して

おりますが、実際に目がつぶれることはありません。点眼してしばらくは涙がボロボロ出るし

目も開けられないのでお風呂でゆっくりした時に使用。使用後はすっきりします。使い続けて

実感したのは白目がきれいになっていること。老眼改善目的で使い始めたのですが、そちら

はまだ実感できず。（4 月 24 日、N さん） 
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○トリファランジャン スッキリします。 容器が使いやすく気に入ってます。トリファラジャン自

体は適度にスッキリし、さわやかな感じです。点眼すると涙がいっぱい出るので外では使わず、

お風呂で使用しております。（4 月 24 日、N さん） 

○エラニール・クザンブ  しみますが。。 ネット情報の通り大変しみますが、茶色い涙が流

れた後はスッキリします。パソコンで疲れた目にも花粉症で痛んだ目にもとてもいいと思いま

す。また、何年か前健康診断で視神経乳頭陥凹と言われ、この目薬に行きついたのですが、

一年続けて次年度は、視神経乳頭陥凹とは言われず、それ以来ずっと使っています。オスス

メです。（4 月 13 日、Ｔさん） 

○カトラミデ  癖になります笑 目に塩が入ったかと思うくらい痛いですが、続けてると目が少

しクリアに見えるような感じがします。プレゼントした友人も痛いけど癖になると言って喜んで

使ってます。（4 月 8 日、Ｎさん） 

○こんにちは！ 目薬、昨日無事に届きました(^^)v 早速昨夜使用。久しぶりにギュインギュ

インに染み渡る「痛気持ちいい」を実感しました。(≧▽≦)ありがとうございました。ｍ(__)m い

つも入れて下さるおまけにも感謝感謝でございます。まだまだ大変な時期が続きますが、お

互い頑張りましょうネ(^-^) （4 月 2 日、Ｋさん） 

○約 10 年、目薬はインドのものが、安心して使えるし汚れも目に見えてとれるから好きです。

先ずはカトラミデで汚れをとり、その後トリファランジャンを使っています。目薬をした次の日は、

視界もスッキリしていると感じています。買い置きも底をつく頃、注文が再開し無事に届いて

安心しました。ありがとうございます。（4 月 1 日、Ｙさん） 

○カトラミデ・アヌタイラ・セット 我が家の家族は、花粉症やら副鼻腔炎、白内障、緑内障予

備軍、ハウスダストと色々とありますがカトラミデ·アヌタイラセットのおかげで、かなり楽に過ご

せていました。その証拠にコロナにてサフランロードさんお休みになりセットが切れてしまい…

少しずつ不調に。また再開し強い味方が！！（3 月 29 日、Ｙさん） 

○現在使っているのは catramide です。とにかく涙が出て出たあとスッキリします。一年半位

前から毎晩使うようになり、初めの頃は目に染みて痛かったのですが使っているうちに心地

よいくらいに…多分ですが目に傷がある時は痛くて、ない時は大丈夫なのではないかと勝手

に解釈しています。特に花粉症の時期は手放せませ。痒みが減り今は眼科で薬を貰わなくな

りました。鼻の通りも良くなるように感じています（私の花粉症は目だけです）（3 月 26 日、Ｒさ

ん） 
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○トリファランジャン目薬 私は、朝目が覚めたらすぐに差します。染みます。5 分ほどは目が

明きません。もう何年も、コロナ禍で貿易中止以外は使っています。 

アイトーン目薬 あまり強烈に染みないので昼間に使用しています。すっきりはします。少し染

みるのが長く続きはします。 

カトラミデ目薬  夜寝る前にさします。朝枕に目の汚れがびっしり着いていますので、タオル

が必要です。 

ネトラプラバ 濃いです。速く使わないと、白濁しやすいです。花の蜜です。パンにつけてもい

いかも。(笑)  

いつも有難うございます。コロナ禍の輸出輸入禁止が一年におよびました。大変でしたね。再

会できてうれしいです。とくに私の眼が喜んでいます。（3 月 24 日、Ｈさん） 

○トリファランジャン、スッキリします.１滴点眼した瞬間にギュ～ッと痛み、涙が出てきますが、

しばらくするとスッキリします。痛いだけに、それが通り過ぎると心地よさすら感じます（4 月 28

日、T さん） 

○カトラミデ・アヌタイラ 、使用後のクリア感。初めてカトラミデを購入しました。レビューを見

るととても痛いとあったので、最初は恐る恐るでした。まずは躊躇する夫に試し、自分もその

あとに続きましが。確かにとても痛いのですが 痛みが引いて目を開けると目の前がとてもク

リアになり、その後病みつきになりました。痛みも点すごとにそうでもなくなり、娘や息子にも

点してあげましたが、割と好評です。また購入したいのですが、できなくて今は残念です。また

購入したいです（4 月 9 日、S さん） 

○目薬セット、必需品となった。かなり沁みますが・・・ビフォーアフターで見え方が全然違い、

毎日使用しています。カトラミデをリピートします。 子供にはアイトーンですね。（3 月 16 日、Ｄ

さん） 

○エラニール・クザンブ目薬。5 段評価できません。おもしろい（3 月 11 日、Ｍさん）○カトラミ

デ丁寧な包装で届きました 最初は数年前に日向に住む娘が白内障のトリパラスプレーをワ

ークショップが何かでつくったのか大きな容器で送ってくれてその後に目薬も届きました 目

薬が無くなりネットで注文し始めて二度目てが 読書出来ないのと楽譜が見づらいのが辛い

ので 何とか今より悪くならないようケアしたいです またいい商品があればご紹介下さいま

せ（3 月 5 日、Ｎさん） 
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○カトラミデ・アヌタイラ・セット一年中。家族で花粉症対策にと思っておりましたが、ハウスダ

ストや白内障予防に毎日使用しております。 母は、かなり前から白内障と言われいましたが

カトラミデを使用してから進みが見られないようです。私は、鼻が少しつまったかな？と思って

もアヌタイラで解消されてしまいます。 家族 1 人 1 本ずつｾｯﾄで使用継続です。（3 月 2 日、Ｙ

さん） 

○目薬セットリピート。ドライアイ、疲れ、アレルギーにとても効果感じます。コンタクトで目のト

ラブルが減ってきました。（2 月 28 日、Ｎさん）  

○カトラミデすごい。オススメされていたセットを購入しましたが、私は特にカトラミデが気に入

りました。 1 回でで飛蚊症が治り、視力が今も回復しています。（視力に関してはアムラ、ブラ

フミーを飲んでいることも関係しているかもしれません。) アヌタイラは普通に使うと吐きそう

になってしまうので、お風呂に入る直前に点鼻するようにしています。身体を温めるとあまり

辛くないですよ。（2 月 23 日、Ｙさん） 

○アイトーン愛犬用。マイルドなので愛犬専用にしています。 嫌がらないので助かります。（2

月 18 日、Ｓさん） 

○エラニール・クザンブ強烈。かなり刺激的！ 花粉症や痒みのあるときなど、一回点眼する

と強烈な痛みと流れ出す涙、、、。 でもその後スッキリ！痒くはなりません‼（2 月 5 日、Ｒさん） 

  

○お世話になりました。お陰様で、昨日届きました。 いろいろプレゼントも頂き本当に、ありが

とうございます。 インドから、貴重な品々をお送り頂けて、感謝しております。 １年程まえか

ら、左目が見えにくくなってしまい、白内障かもです。早速さしてみました。 少し痛みはありま

すが、スッキリ感があり、続けてみます。（2 月 4 日、Ｔさん） 

 ○アヌタイラ花粉の季節にはなくてはならない！！ お風呂にてゆっくりとさす。 ちょっと苦味

のあるオイルだけど、やった後は頭もスッキリします。カテドラミと一緒に使うとより効果的（2

月 2 日、Ａさん） 

○目薬セット。眼の調子整う。コンタクトによるドライアイやトラブルが軽減されてます。寒い時

期にはネトラプラバ固まります。（1 月 20 日、Ｎさん） 
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○カトラミデ説明分以上に・・・説明では目がスッキリして少し強めに 感じるとありましたが私

はどの目薬でもスッキリと感じた事はありませんでしたが コレはその通りです。スッキリして

目の疲れが感じなくなります。オススメです。（1 月 19 日、Ｓさん） 

 

○カトラミデ・アヌタイラ・セット。しみるー。カトラミデは噂通りしみます。最初は勇気がいりまし

たが、慣れるとスッキリして良い気持ち。（1 月 14 日、Ｌさん） 

 

○カトラミデ爽快です。白内障の兆候があるため、すこしでも改善できればと考え注文しまし

た。強烈にしみますが涙が出た後は爽快そのものです。 仕事中は長時間にわたりパソコン

とにらめっこですが、おかげで疲れ目はありません。（1 月 5 日、Ｎさん） 

 

○カトラミデ痛いがスッキリ。ずっとリピート買いしています。 痛いくらいの刺激ですが、その

後のすっきり感を味わうと他の市販薬などに手が出なくなりました。(1 月 3 日、Ｎさん） 

 

○カトラミデ・アヌタイラ・セット、カトラミデを使用して。家族が使いたいと購入しました。涙が

ボロボロ出てスッキリと沢山の方が仰ってたので、期待してたのですが使用した本人から涙

が出ることなく・・・スッキリの感覚もなく・・・でした。ですが、白内障予防とあるので使用は続

けてます。（12 月 20 日、Ｐさん） 

 

○カトラミデなかなか良いです。評判通り結構沁みて涙がでます。ただ、それが爽快に感じま

す。（12 月 20 日、Ｅさん） 

 

○カトラミデ凄いですよ。カトラミデを使いだして 3 年ほど経ちます。 きっかけは母親の白内

障と私の眼精疲労でした。 母親が白内障と分かり手術も検討していましたが、幼少期に出

来た目の傷があり病院では 難しい手術と言われました。 何かないかと思い、辿りついたの

がサフランロードさんでした。 最初は半信半疑でしたが、母親は定期検診に行ってますが手

術しなくても良いと言われてます。私は夕方になると目が開けられないほどの眼精疲労でし

た。 使ってみると、大量のゴミみたいなものが出ました。今はお陰様で目が開けていられま

す。 友人や知り合いにも勧めると感動してすぐ欲しいと言われます。 おそらく日本では作る

ことのできない目薬です。カトラミデに私と母親は救われました！（12 月 8 日、Ｍさん） 
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○カトラミデ健康維持の救世主よ！年齢を重ねると同時に体の心配は常に頭にありますが、

目に関しては気付きにくい部分です。先の杖として…カトラミデは手放せません！！自然の

力に感謝❣（12 月 2 日、O さん） 

 

○カトラミデ慢性的眼精疲労はなくなった. 初めの差した衝撃は凄いです。切り傷に消毒液塗

った痛みが目に来る感じ。しかし毎日続けていると、眼球を押して目が痛かった頃の苦痛がさ

っぱり無くなりました。本当にビックリです。またスマホやパソコン画面を見る時間が長く少し

視力がぶれたかな？と感じてましたがそれも最近は感じなくなりました。毎日続けていくこと

が大事だと思います。目薬に爽快感、涙が流れる衝撃希望の方はオススメです。（11 月 29 日、

A さん） 

 

○カトラミデ勇気がいります。痛くて涙が出ます。 最初使う時は勇気がいりましたが使ってみ

ると、スッキリします。 白目が綺麗になる気がします。リピートしました！（11月 11 日、K さん） 

 

○カトラミデ。最初にケララのドクターに処方されてから気に入って使ってます。さした時はす

ごーくしみるけど、その後はすっかり。（10 月 23 日、P さん） 

 

○カトラミデ久々に使います。老眼と目の疲れが気になっていたので、久々に購入しました。

この痛み懐かしい～と思いながら使っています。目が疲れると頭痛や肩こりもひどくなるので、

改善されることを期待しています。（10 月 22 日、M さん） 

 

○アイトーン日常の目薬として。「カトラミデ」と共に愛用しています。 

「カトラミデ」は通常、就寝前に使います。 

「アイトーン」は、日常持ち歩き、目が気になったときに使うようにしています。 

「アイトーン」が切れたとき、パソコン疲れによいという日本の目薬を使いましたが、やはり「ア

イトーン」がよいですね。（10 月 18 日、S さん） 

 

○カトラミデ滲みる。スカッとしたくて、購入。 

最初は少し怖くて躊躇いましたが、すっかり慣れました。しみるのは間違いないですが、涙が

出て目が綺麗になるような。朝はこれで目が覚めます。（10 月 16 日、K さん） 

 

○お世話になります。日本の目薬は使えなくなりました( ╹▽╹ )90 歳の母の目がパッチリにな

っていますよ(. ❛ ᴗ ❛.)無くなりそうなのでよろしくお願い致します。（10 月 14 日、S さん） 
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○目薬セット。どれも涙が大量に出る。カトラミデ、エラニールクザンプ、ネトラプラバの 3 種類

を使ってみました。どれもしみて涙ポロポロ、その後の視界はスッキリ鮮明に感じます。 

使いはじめて 3 ヶ月程ですが、ドライアイの状態が楽になってきました。（10 月 12 日、N さん） 

 

○他の目薬はもう物足りない. 

かれこれ 10 年は愛用しています。スマホ見過ぎなどかなり辛い症状でも、カトラミデを３回さ

せば視界はクリア、ものすごく見えるようになります！ 

目の奥のゴミも良くとれ、涙もたくさん出てきます。 

これからも、永遠に、死ぬまで使います！（9 月 3 日、A さん） 

 

○今まで目薬は買っても大概使い切る事なく、近年は酵母液をたまにさすくらいです。でもイ

ンドの目薬を試したくてセットで各一個ずつ購入しました。まずトリファランジャン、結構しみて

気持ちいいですが刺激の強さにさすのをためらいがちになり、途中でアイトーンも開封。アイト

ーンは抵抗なく刺激もほぼ無くて良いのに、習慣無いからか使い切れずあっという間に数ヶ

月。一ヶ月以上たってしまっても使った事はありますが、さすがにもう使っては目に良くないの

だろうか と、置いてあります、残念‥。 

残りの 2 個はそのような事無いように、使ったらまた感想書きます‥。（8 月 25 日、K さん） 

 

○目薬セット。タイトルにあるように色々試せます。 

欲しい目薬のチョイスにも応じてもらえるのでありがたい。 

欠点があるとしたら消費期限内に全種類使い終わるということが難しい点。 一度に二種類

ずつ使うという（朝晩違うのを使うとか）方法もありかも。 

目の中から黒い粒が出たというようなレビューをどこかで読んで、ほんとか！？と疑っていま

したが、本当に黒い粒が出ました。 目薬の成分の塊なのか？ アイラインなどのかすが目

の中に溜まっていたのが出たのか？ 謎です。 

朝晩使っていて目がすごく痛くなってきたため眼科に行ったらドライアイでした。 

刺激の強い目薬はものによってかえってドライアイになると言われたので今は毎日使うのを

控えています。でも使った時は目がスッキリするのは確かです！（8 月 13 日、P さん） 

 

○サフランロードさんで目薬セットを購入しました。毎日職場でお昼の休憩時と夜寝る前に一

差し。カトラミデ, トリファランジャンの２種類。どちらも強烈な痛みがありますが、涙が溢れた

後、目の疲れが取れるのが実感出来ます。朝の目覚めも良くなりました。 
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目の不具合からくる不定愁訴のような感じがなくなり、目の濁りも薄くなりました。遠視で老眼

の目をいたわる目薬として使い続けたいと思います。本当にお薦めします。（8 月 11 日、H さ

ん） 

 

○年齢と共に乱視が酷くなり、ネトラ、目薬、このスペシャルトリファラの3つを続けて居るので

どれが効いているのかが定かでは無いのですが・・・。乱視の進行が止まったのと乱視が軽

減して来て居ます。（8 月 6 日、Y さん） 

 

○早速、カトラミデを試しました。 

涙と一緒に小さなゴミが出てきて、スッキリしました。 

インドの目薬は良いとヨガの先生に勧められましたが、購入して良かったです。(8月 1日、Aさ

ん） 

 

○アレルギー体質、スギ花粉症持ちにとって、春は憂鬱な受難の季節でもあります。 

市販の目薬もいろいろ試してみましたが、自分にはそんなに効果なく、お医者様の薬も効か

なくなってしまいました。遠くインドからのカトラミデ、アヌタイラセットには不思議に助けられて

います。家の洗面台と職場に置いて安心です。いつもありがとうございます。（6 月 4 日、N さ

ん） 

 

○ お世話になります。目薬は全部トリファランジャンを２セットお願い致します。家族とか、友

達とかも病院の目薬よりも良いととても気に入って使っています(∗ ˊωˋ ∗)。 ルマラヤジェル

は速攻、ホントに良く効きますよね、ビックリです。(お安くして頂いて有り難いです

(*ฅ́˘ฅ̀*) .｡.：*♡。宜しくお願い致します。(4 月 30 日、S さん） 

 

○早速、カトラミデを試しました。 

涙と一緒に小さなゴミが出てきて、スッキリしました。 

インドの目薬は良いとヨガの先生に勧められましたが、購入して良かったです。(8月 1日、Aさ

ん） 

 

○トリファランジャンここはいつもよくしてもらっています。自分は一度刺しただけだが、眼に良

く、伝統的な薬は、副作用は無いと感じました。また使うし家族にも効いてるみたいです。（7

月 12 日、U さん） 
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○目薬セット。主人は花粉症で目が痒くてしょうがない時に使っています。沁みますがスッキ

リすると言っています。 

私は白内障の調子が悪い時に使っていますが視界が明るくなり調子が上がります（6 月 30 日、

P さん） 

 

○カトラミデを差すと涙が沢山出て不純物を出しているような気になります。まずは「出す」と

いうアーユルヴェーダの基本を思い出します。サフランクリームは塗ると温かくなってきます。

少し凹凸のあるシミに効いている感じがしています。（6 月 26 日、I さん） 

 

○カトラミデ しみるけど···なくてはならない！！ 

PC などの目の疲れ、肩こり、首こりなどの時はかなりしみるが 

さした後の視界の明るさ！が違います。(6 月 21 日、A さん） 

 

○何度もカトラミデとトリファランジャンをセットにして購入しています。 

いつの間にか 4 個セットと同じ値段で 5 個セットになっていて 

うれしいし驚きました！ 

カトラミデを使用し始めてからは PC 作業後に 

瞼が腫れたり目が痒くなることが減り本当に助かっています。 

元々アレルギー体質で眼科へ頻繁に通う日々でしたが 

カトラミデのおかげで眼科へ行くことがなくなりました。 

本当にこんな良いものをありがとう！という気持ちです。(6 月 15 日、A さん） 

 

○カトラミデはなんどもリピートするほど大のお気に入りです。 

仕事でパソコンを使うので、疲れ目とドライアイには気を使っています。 

化学薬品の入った目薬は一時的にしか効きませんが、カトラミデはすっきりが持続するので

私には合っています。友人たちにもオススメしたら、皆さん気に入ってくれているようです。(6

月 12 日、K さん） 

 

○エラニール·クザンブ、しみるけど心地いいです（6 月 9 日、S さん） 

 

○前回が購入させていただいた、カトラミデ、アヌタイラのお陰で花粉症の症状が今年はとて

も軽くすみました。毎年この時期になると、重度の花粉症で寝込むほどの母にもプレゼントし

たところ、病院の薬でも良くならなかったのに、とても調子がいいと、とても喜んでもらえめした。



 

 

 
目薬のご感想 

 

  

16 

特にカトラミデはドライアイや目の奥の痛みも無くなり母娘ともども喜んでおります。本当にあ

りがとうございます。(4 月 10 日、N さん） 

 

○カトラミデ、アヌタイラには本当に助けられました！ひどい時も病院に行かなくても症状が

改善されました。沙羅双樹クリーム、サフランデュークリームにも感動しております！大好きで

す。（4 月 7 日、O さん） 

 

○酷いドライアイの母にカトラミデを試してもらっています。私も使用しましたが、す っきり見

えるような気がします。（3 月 25 日、I さん）  

 

○春先花粉症対策にカトラミデ＆アヌタイラつづけてます。おかげさまで私は今のとこ ろ花

粉症無しです。今回も宜しくお願い致します（3 月 20 日、O さん）  

 

○カトラミデを使ってみて、皆さんの感想どうりに大変痛く、すごいみんなチャレンジ ャーなん

だな！感想で後に「爽快感が」とか読んでなかったら、ちょっと怖いよ！この 痛み w。花粉症

で酷い目の痒みがありましたが、効きました。液体の色が凄いんですけ ど！残らない不思議。

アヌタイラの醤油くさい香りは、花粉に効く匂いだと思うといい 匂いに思えます。鼻が通りま

す。リピートです。（3 月 20 日、I さん）  

 

○先日、無事に商品を受け取りました。ありがとうございます。 中々、しみますが、 そのあと

のスッキリ感が心地よく、花粉症のピークをこれで乗り切れそうな感じがしま す。本当にあり

がとうございました！（3 月 11 日、A さん、カトラミデ・アヌタイラ・ セットをご注文）  

 

○早速昨日の寝る前と翌朝に目薬を使用してみました。 視界良好で、かすみ目でボヤっとし 

ていたのが嘘のようです！！ 朝に目薬を点して現在８時間以上経ちますが、ほぼハッキリし 

てます（＾＾） 年齢からもくるものだから仕方ないと諦めていましたが感動ものでした。。 （3 月 

７日、D さん、目薬はトリファランジャンをご購入） 

 

 ○こんにちは。日本は花粉が飛び始めました。インドにも花粉症はあるのでしょうか？ 前回

購入していた目薬がとても良かったので再購入です。宜しくお願い致します。（2 月 27 日、F 

さん。前回カトラミデ・アヌタイラセットをご購入）  
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○友達が、カトラミデをひどく気に入りまして！やみつきになったようで。これは最高 だ！もう、

手放せない！！と、大絶賛。わたしは、激痛がこわくて、…試したい気持ち にはなりません

が…友達は、モリンガとカトラミデを最高に気に入っています！カトラ ミデをさしたとたん、友

達は ぎゃあーって悶絶するも結構すぐに、落ち着いてめを開 けたら目がキラキラ輝いてお

り、ひとみに、星☆を見ることができました(*´▽｀) (2 月 15 日、A さん）  

 

○白内障気味ですがまだまだ手術は考えなくても良いです･･･と眼科医に言われました。 

時々思いだしたようにカトラミデを注していたからでしょうか。これを機に真面目に注 すことを

習慣にして、白内障の進行を遅らせたいと多めに注文させていただきます。（1 月 25 日、O 

さん）  

 

○アイトーン犬に使っているのですが 嫌がらずに使ってくれています・ 思ったより 早くなくな

りそうなので、まめに頂くようになるかもです。(1 月 9 日、Ｎさん）  

 

○目薬セットはカトラミデ 3 本、トリファランジャン 1 本でお願いします。8 年前から 雪目で

困ってましたがサフランロードさんの目薬のおかげで涙の量が減ってきました。 (1 月 5 日、

F さん）  

 

○さっそくカトラミデ使用してみたら期待通りの痛みとスッキリ感で病みつきになり そうです。

（11 月 6 日、Y さん）  

 

○アムラ・トリファラ・ニームを銅の水差しで作った水で 1 日各 2 カプセルを 半年飲 み続

けていて嬉しい変化がありました。飲み始めて 3 日で胃腸の不具合が パッと消え たことで

した。胃もたれと時々あった痛みから解放され、辛かった便秘にも さよなら 出来ました。1 ヵ

月を過ぎた頃には慢性的に充血していた目がきれいに なり、1 年前か ら毎日欠かさないカ

トラミデ目薬との相乗効果のおかげだと確信 しています。それか ら毛髪が艶やかになり、冬

の地肌のかゆみも治まりました。 季節の変わり目のゆらぎ 肌とも無縁になり、体質だと諦め

ていた症状が改善され てきています。旅行時にも欠 かせませんでした。以前摂取使用して

いたサプリや化粧品では得られなかった ことが 安価で体感できていて毎日がとても快調で

す。(9 月 28 日、T さん）  

 

○家族みんなで愛用の目薬が気付けば使い切ってしまいました〜 慌てて購入です♪ （8 

月 31 日、K さん）  
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○カトラミデを試してみました。 説明にあったように、物凄く沁みて痛くて涙が出ま した。それ

とゴミも少し出てました? 差した後はスッキリして視界が良くなった様に感 じました(7 月 30 

日、T さん） 

 

○早速カトラミデを使っています。とてもスッキリしていい感じです(^-^) （7 月 12 日、K さ

ん）  

 

○前回おまけでつけていただいた目薬がダンナに好評で、私も最近目の見え方に不便を 感

じ始めたので、色々試したいと思いました。（6 月 21 日、E さん）  

 

○今回もよろしくお願いします。もう、日本の目薬は使えないかも…という感じです。 (4 月 

18 日、Ｈさん）  

 

○花粉症対策セットの感想 元々、家族でカトラミデ・アヌタイラを使わせて頂いてお ります。 

主人は長年酷い花粉症ですが、昨年から使用まだ半年経たないくらいですが 以前より楽に

なっているようです。 私は、今までさほど花粉症の症状がなかったので すが、入院・手術後

免疫力が下がったのか今年は花粉症の症状が出て来てしまい、耳鼻 科と内科で薬を処方さ

れました。しかし副作用で悩まされ中止。そこでカトラミデ・ア ヌタイラを使ってみたところ、あ

っという間に症状が改善。 サフランロードさんのイ ンドサプリ・スパイス効果も相乗効果があ

ったようで元気に。 このまま使用を継続し たいと思います。（4 月 10 日、O さん）  

 

○おまけでつけていただいたカトラミデがすごいです！しみますが涙がポロポロ出て 爽快感

があります。目のトラブルが多く疲れやすいのでなるべく何もつけないようにし ていたのです

が、カトラミデはどうしてもっと早く試さなかったのだろうと思いました。 疲れ目対策のためコ

ンタクトの度を落として遠くが見えにくくなったのですが、カトラ ミデを使ってから視界がクリア

になるようになりました。不思議です。（4 月 1 日、M さん）  

 

○カトラミデ目薬を使用し半年が過ぎましたが、常時、充血していた白目が がかな り白くな

り、花粉にもこの目薬だけで対応できているので 手放せません。開封 1 カ 月で新しいもの

と取替ることを守った方が 効きが違うと感じています。（3 月 25 日、 T さん）  
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○長い間アレルギー性鼻炎で辛かったのですがｶﾄﾗﾐﾃﾞとｱﾇﾀｲﾗを毎日使ってから 薬を 飲

まなくなりました。ほんとうに助かっています。 （3 月 23 日、Y さん） 

 

○毎年花粉症の薬を飲んでも顔や目がかゆかったり鼻水がずるずるしていましたが、今 年

は病院へ行かず、ニームを飲んでカトラミデを差して沙羅双樹クリームを顔に塗って 大丈夫

そうです‼ （3 月 10 日、M さん）  

 

○カトラミデとても気にいってます。花粉症でかゆい目がスッキリするようです。（3 月 5 日、

Ｍさん）  

 

○家族中でカトラミデを点しましたところ、久々の刺激に悶えつつ、その後の爽快感に 又も

や感激しておりました。（2 月 8 日、Ｆさん）  

 

○ 目薬はどれもいいですがアイトーンは特に、主人が会社で使うのにとても重宝して いま

す。市販の目薬では主人の目の周りがかぶれてい ましたがアーユルヴェーダ目薬 はかぶ

れがなく、 目の潤いもいいようです。（1 月 28 日、Ｎさん）  

 

○眼薬痛いです。でも、後が、スッキリ気持ちいいです。と子供達。（1 月 11 日、Ｋ さん）  

 

○目薬、おっかなびっくり、涙ボロボロ。でも、後すっきりですね。 優しい目薬アイ トーンは、

うちの 10 歳のシェパードにも、使ってみています。目やにが、少し減って きたみたいです。

(12 月 27 日、Ｋさん）  

 

○さっそくネトラプラバから使ってみましたが、思ったよりしみませんでした。 4 本 使うのが

楽しみです。（12 月 16 日、Ｈさん） 

 

○ カトラミデ、恐々さしてみました。思っていたよりしみる時間が短く、スッキリそして潤う感じ

でとても良かったです。（11 月 3 日、M さん） 

 

○ カトラミデを試しましたが、噂通り沁みました。 でも、それほど沁みる感覚は長引かず、そ

の後は本当にスッキリしました！ 視界もクリアになります。気のせいかもしれないけど、なん

だか寝つきもよかったです。 私よりもドライアイがひどい主人はほとんど涙が出ないのです

が、 点眼後にすごく涙が出てかなりスッキリしたようです。 他の目薬だと、点眼後に瞼や目
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の周りの皮膚がかゆくなってたんですが、カトラミデではならなかったようです。(10 月 7 日、N

さん） 

 

○カトラミデ使わせていただきました。 とってもスッキリしてお気に入りです。 4 本セットで購

入したのですが、カトラミデが 1 番痛いとネットに載っていたので私はネトラプラバから使いま

した。2 本目にカトラミデを使い痛みに耐えられるか不安でしたが、ネトラプラバの方が痛かっ

たような気がします。（9 月 16 日 F さん） 

 

○アイトーン子供に差すと「目がしぶしぶする～」といいながらも気持ちよさそうです。（9 月 11

日 A さん） 

 

○カトラミデを初めて使用しましたがとても具合がいいので また利用させていただくと思いま

す。（9 月 4 日 M さん） 

 

○インドの目薬のお陰で、春の花粉の時期に西洋医学の薬無しでも不都合なく過ごせるよう

になりました。目から鼻の内側を通って口まで、すーっと通るものがあって、ドライマウスの口

も潤う感じがしてありがたいです。(8 月 23 日 E さん） 

 

○カトラミデは期待を裏切らない素晴らしさでした。最初は沁みますが、本当に目がクリアに

なるのを感じます。強風でコンタクトが飛んで行くほどのドライアイも改善されましたし、日々

の PC 仕事での眼精疲労も感じなくなりました。 アーモンドカジャルも相乗効果があるようで、

目のトラブルがなくなりました。私はどうしてもにじんでしまうため、夜間に使用しています。(8

月１７日 T さん） 

 

○目薬は早速つかいました。目にしみるのは覚悟していましたので 相当かと思いましたが大

丈夫の痛さでした。ありがとうございました。使わせていただきます。（8 月 9 日 K さん） 

 

○目薬は３種類試しましたが、私はトリファラジャンが合うようで、疲れ目が楽な感じです。毎

年辛い乾燥する季節に調子が良くなるといいなと思い使い続けてみようと思います。 （7 月

25 日、I さん） 

 

○カトラミデ、アイトーンを愛用中です。もう何本リピしたか分かりません。カトラミデは夜、お

風呂から出た後に使っています。５分位は目が開けられません。目薬はそうすることで万遍な
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くいきわたると薬剤師さんに教えてもらったので、その間軽く目を閉じ、眼球をぐるぐる回して

います。その後、ティッシュで目頭を押さえると、目に入っていたらしいマスカラの粉とかごっそ

り取れます。かなりスッキリして目の疲れも軽減されます。アイトーンは仕事中に使用してい

ます。挿した時にちょっとひんやりしてこちらも気持ちいいです。どちらも天然成分のみなので、

安心して使えますし、栄養もたっぷり。これからも愛用していきたいです。（7 月 19 日、S さん） 

 

○目薬カトラミデを使ってみての感想: 皮膚炎症があり病院でステロイドをいただき長年使っ

ていましたがそれをやめましたので白内障が心配で以前からこの目薬がとても気になり購入

しました。とてもしみそうだからしばらくは目を開けられないという皆さんの感想を見て私は片

目にさして、その目が開けられるようになってからもう片方の目にさしました。目から沢山の涙

が出ました。はじめは鼻からも！さした後は目が赤くなりますが、時間が経つとキレイな白目

になりとてもとてもスッキリします。とても気に入りましたので昨日リピートしました。（7 月 18 日、

M さん） 

 

○ カトラミデ、欠かせないものになりました。会う人会う人に凄～く痛い目薬だけど、目がス

ッキリすると勧めています。私は今ではドライアイが気にならなくなり、モヤがかかったような

感じもいつの間にかなくなりました。点眼後は痛みに襲われますがそれも病みつきです。 こ

れからもカトラミデの伝道師頑張ります??（7 月 3 日、Ｈさん） 

 

○カトラミデを毎日使用していても黒い砂のようなものが涙と共に出て、黒い目やにも出ます。

ある日ふと鏡を見ると片方だけ小さかった目が左右同じくらい開いていました。片目が小さい

から顔が歪んでいるのだと思い込んでいたので驚きです！！（6 月 30 日、Ｓさん） 

 

○ 母や私の白内障も、カトラミデのおかげで症状が落ち着いているので、欠かせない品とな

っております。 先行発送のお気遣いありがとうございました。到着を楽しみにしています（6 月

9 日、Y さん） 

 

○今年はいつもより、目が乾燥するので、目薬を重宝しています。（4 月 14 日、H さん） 

 

○アーユルヴェーダ初心者ですが、目薬がいいと聞いてネトラプラバとトリファラジャンを購入

しました。ネトラプラバはドロッと感があってとどまる感じで、ドライアイでいつもしょぼしょぼし

て目を開けているのが辛かったのが楽になって来ました！さしたあと涙がボロボロ出て、よご

れも一緒に出てるなと感じてスッキリします。目の疲れも軽減している気がします。トリファラ
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ジャンはさしやすくこちらもスッキリ壮快です。次はカトラミデもためしてみようと思います。（3

月 31 日、I さん）  

 

○日本は今、杉花粉の飛散がピークで花粉症の私は目も鼻も大変な事になっています。送っ

て頂いたアイトーンは仕事中も点眼できてスッキリするのでお気に入りです。（３月１１日、S さ

ん） 

 

○以前目薬セットを購入し、アイトーンが一番気に入りました。花粉症も軽減された感じがしま

した。今年の花粉がとてもつらくて、市販の目薬をさしてますが目が乾いてしまいます。そうい

えばアーユルヴェーダ目薬を使ってた時は調子が良かった気がする～と思い出して、久しぶ

りに購入しようと思いました。（3 月 9 日、K さん） 

 

○カトミラデを使用してからしてから約１か月になるところですが、この頃ゴミが入っ たように

最初ゴロゴロするのですが目のふちにいつも目薬の色のような目ヤニが付き ます。紙にも

黒いごみのようについてきます。それでトリファランジャンならそうい うことがないので中の量

も見えますしスッキリするのは同じようなので好きです。カ トミラデの方が効果があるのなら

考えを変えますが電話で簡単に聞くわけにはいかな いので説明頂ければ安心です。どちら

もスッキリするのは同じで目がきれいになって きております。カイラシュクリームは主人の膝

の痛みが楽になり嬉しい限りです。シラジットも効いているのかなとも思いますがいつも感謝

しております。ありがとうございます。（2 月 8 日、M さん） 

 

○いつもお世話になります。前回おまけで送って頂いたカトラミデの目薬が充血してしまった

主人の眼にとてもよく効きタイミングがよく、とても助かりました。ありがとうございました。（1月

11 日、K さん）  

 

○カトラミデで涙を流すと、気分もスッキリするので病み付きです。良いものをありがとうござ

います。（12 月 30 日、I さん）  

 

○どれも好きですが、カトラミデが一番会っているような気がします。箱には一日に一度で十

分と書いてありますが、たまーに 2 度挿しています（笑）この目薬が大好きだったワンコは先

日亡くなってしまったのですが、獣医さんから処方された目薬は、本当に癒そうにしていたの

で（挿そうとすると顔を背けるんです）カトラミデは本当に好きだったんだと思います。人間より
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本能が強いワンコが気に入るなんて、本当に良い目薬なんだと思います。（12 月 15 日、K さ

ん）  

 

○こんにちは、カトラミデが無くなったので注文します。悲しいかな老眼が始まった様ですが、

長年こちらで購入しているカトラミデを使用すると視界がはっきりするので、かかせません。

（12 月 10 日、K さん）  

 

○カトラミデ、ありがとうございました。脳梗塞の後遺症で、涙が出なかった左眼から、涙が出

ました。 ただ、医者からは、止められました。しみるのは、眼に異物を入れることになるから、

やらないように…と、言われました。インドの人が使っていても、日本の医者は認めないようで

す。西洋医学の眼薬では治らなかった涙が、民間療法で治ったのですけど…。（11 月 28 日、I

さん）  

 

○ドライアイがひどくてカトラミデを購入しました。みなさんのレビュー通り「痛くて」「痛くて」。

両目を 1 度にはさせません。片方ずつさします。目を開けると痛いので、暫く目を閉じていま

す。痛みが治まった頃、もう片方さします。涙がポロポロこぼれます。そして、瞳がキレイにな

ったような気がします。点眼を始めて 1 ヶ月弱になりますが、ドライアイも軽減してきたように

思います。目が痛くなる目薬って、不思議ですね。（10 月 29 日、M さん）  

 

○早速、カトラミデ目薬を入れてみました。口コミ通り、目から、汚れが出てビックリしました！

（10 月 23 日、K さん）  

 

○生まれつき目の悪かった飼い猫にアイト－ン使ってます。目やにでいつも目が開いてなか

ったネコがきれいな目になりました。私自身もカトラミデの使用後目の調子がよいと感じます。

（10 月 1 日、N さん）  

 

○目薬。初めは恐ろしく、本当に怖かったけれど、そのあとのすっきり感。やめられません。や

っぱり、目の奥が疲れているんだとしみじみ。（10 月５日、K さん）  

 

○早速点眼し、痛みの後の爽快感を体感しております。（9 月 16 日、H さん）  

 

○カトラミデさっそく使用させていただきました。スッキリ爽快です。ひとつひとつじっくりつかわ

せていただきます。（9 月 15 日、A さん）  
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○目薬もあの痛さというか、すっきり感が癖になりそうです。（9 月 15 日、O さん）  

 

○早速トライ！思っていたより痛くなかったです。気持ちの良い痛さで、だんだんスッキリして

くる感じです。最近「飛蚊症」でうっとうしかったので、せっせと使ってみようと思っています。（9

月 14 日、O さん）  

 

○カトラミデは、とても目の調子が、良いので、気に入っております。（9 月 14 日、T さん）  

 

○カトラミデ、しみますねー。でもクセになりそう。（9 月 14 日、T さん）  

 

○弟がものもらいになっていたので目薬さしたら、とてもしみたみたいですが、次の日にはか

なり良くなっていました。私も少し飛蚊症があったので翌日には気にならなくなっていました。

（9 月 13 日、T さん）  

 

○目薬に、いつも助けてもらっています。去年の冬から使いだしたら、春になって花粉症の季

節を迎えた際に例年よりずっと症状が楽でした。花粉の季節でなくてもデスクワークでパソコ

ンばかり見て目を酷使しているので、カトラミデもトリファランジャンもなくてはならないものに

なっています。（9 月 7 日、E さん）  

 

○予定よりかなり早く届いたので、大変嬉しく思いました!!早速、カトラミデを使ったのですが、

１回目は痛いのと、老廃物がたくさん出て驚きました!!でも、使用した後は本当にスッキリと爽

快感があり、視野がクリアになってとても気持ち良かったです(*^^*)余りの気持ちよさに、続け

て２回も使ってしまいました！使いすぎですね(笑)毎日朝晩、時には昼間も、本当に気持ち良

く使わせていただいてます!!大切なパートナーが、酷い花粉症なので使ってもらいます!!また、

リピートしたいので、どうぞよろしくお願いいたします♪（9 月 5 日、S さん）  

 

○ 目薬を早速使いました 気持ち良くしみて爽快です 目がすっきりすると頭も冴える感じ

がします日本の目薬はケミカルなので目薬が鼻から喉に流れると不安でした これなら安心

して使えます （7 月 29 日、S さん）  

 

○カトラミデの効果に感動しています！！朝と夜の 1 回ずつ、たったこれだけで 30 年間苦し

んだ痒みから解放されました！病院や市販薬にいくら費やしたこと か…。使い始めて 1 ヶ月、
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目が痒い日がありません！点眼直後は痛みますがそれがクセになります。もうカトラミデ無し

では生きられません！これからもアーユ ルヴェーダの知識を深めつつ、リピートさせていた

だきます！（6 月 21 日、I さん）  

 

○トリファランジャンの目薬を早速使ってみたら、やはり「痛っ!」と叫んでしまいましたが、直ぐ

に収まり視界がクリア! 今まで味わったことが無い爽快感です。ヤミツキになりそうです。（6

月 7 日、T さん）  

 

○前回カトラミデをはじめまして購入し、使い続けて約 3 ヶ月が経ちました。白目の部分に黄

色い部分があったのですが、確実に白くなってきて、目が疲れにくくなりました。つけた後のス

ッキリ感も好きです。これからも使い続けて目の健康を向上させます。（5 月 31 日、Ｋさん）  

 

○アイトーン、好きです。目が癒されます。私にとって、必需品になりました。（5 月 6 日、Ｍさ

ん）  

 

〇カトラミデは、視力が悪く、ドライアイが酷いので、使用すると目から涙と一緒にゴミが出て、

少しですが改善されています。まだ使用期間が短いので、今後に期待してます。（3 月 17 日、

S さん）  

 

○ギフトのカトラミデ、ありがとうございました。早速試してみました。皆さんの感想通り、すば

らしい。歳を取った目に、スッキリ爽やか。病み付きになりそうです。もっと注文しなければで

す。（3 月 15 日、Y さん）  

 

○目薬などとても効果が出ていて助かっております。また今度注文しますので宜しくお願いし

ます。（2 月 15 日、A さん）  

 

○目薬のカトラミデは刺激が大好きすぎてもうクセになってしまいました。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。（2 月 12 日、S さん）  

 

○目薬はさほど痛いとは思いませんでした、さした時は両目の充血がびっくりするほどでした

が時間が経ちましたら瞳の輝きが綺麗に感じました（2 月 10 日、Y さん）  

 

○目薬、アヌタイラ、シラジット リピートです、なくてはならない物になっています。特にカトラ
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ミデ、目薬の中で 一番気に入っています。（12 月 21 日、K さん）  

 

○前回は目薬 4 種類セットを試して、その中でもカトラミデがとても気に入りました（12 月 18

日、H さん）  

 

○早速、カトラミデを使ってみました。 強烈にしみましたが、１分くらいで治まりその後は視界

がすっきりした感じです（12 月 7 日、Y さん）  

 

○カトラミデ。アーユルヴェーダの目薬はしみますね！ただし心地いいしみ方。 目からゴミの

ようなものが出るとありますが、目薬の成分も少しあるかもしれません。 それでもかなりのデ

トックス効果を感じますし、眼球をマッサージされているかのような気持ち良さがあります。次

回はもう少したくさん注文しようと思います（9 月 8 日、H さん） 

 

○前回目薬のセットを注文し、特にカトラミデが気に入りましたので再度注文させて頂きまし

た。 カトラミデは目が洗えるような使用感が気に入っています。 意外と私の目には染みませ

んでしたが、私の姉は涙が止まりませんでした（9 月 6 日、K さん） 

 

○今年は花粉の影響でしょうか、目が痒いという友人知人が多かったです。  私はアイ・トー

ン、トリファラジャンで予防できたように思います（9 月 4 日、H さん） 

○目薬 4 種類の中で、私にはカトラミデが一番合ったような気がします。 眼球についた汚れ

が涙と一緒にスッキリ流れ出ちゃうし、 白目も綺麗になる ような気がしたからです。 でも、

強烈な痛さに 2 本目の購入には至らずその後は国産の目薬を使っていましたが、 最近目の

ごろつき感がひどくて・・・カトラミデの威力をもう一度再確認したいと思った 次第です（7 月 14

日、N さん） 

 

○眼薬カトラミデは、初めは自分用に買い、友人に話すと欲しい人が続出(^◇^;)！良い‼って

事で再々注文です。眼薬を点眼したら暫く瞼を閉じたまま液が目全体に浸透するのを待って

から目を開ける様にしてます。 一瞬、涙がポロポロ出ますが風景が明るくなって感激です（7

月 13 日、Y さん） 

 

○点した時はかなりしみますが、その後涙がわ～っと出て、目の中がきれいになります。長年

ドライアイで苦しみましたが、カトラミデのお蔭で今では気にならなくなりました。 毎日欠かさ
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ず使っています（7 月 7 日、S さん） 

 

○子供に、アイ・トーンを使用させたところ、いつも充血していた白目がきれいになっていまし

た。いつも目薬を差してもとれなかったのに子供がびっくりしていました（7 月 4 日、S さん） 

 

○私はやはり、カトラミデが一番、今の自分に合ってるように思います。使用前まで、飛蚊症

のようなものが日々、強くなっているように感じていました。が、使用して約 2 か月と少しです

が、この症状が治まってきているように思います。 しかし、なんと言っても、痛気持ちいいの

が、お気に入りです（6 月 21 日、H さん） 

 

○まずカラトミデです。前回 私用に購入しました。初めて見た主人は、これ何？、大丈夫？な

んて笑っていましたが、ある日どうしても目薬が必要となり、やむを得ず使ったのが始まりでし

た。主人は仕事柄目を酷使し、目の中にゴミがよく入り、目の洗浄剤がかかせなかったので

すが、何回洗ってもスッキリとれなかったゴロゴロ感が一度でスッキリしたと大感激でした。と

ても滲みますが、大量の涙とともに汚れもとれ、頭も目もスッキリすると言って私用に買った

はずのカラトミデを持ち歩いている主人です。今回もうじきなくなるので主人からのリクエスト

でお願いしました（6 月 8 日、M さん） 

 

○目薬トリファランジャンは 母が特に気に入ってます。目の奥が痛いとき治るそうです。 あ

と私もですが、容器が目薬の中で使いやすいです。（べたつかない）（6 月 1 日、M さん） 

 

○カトラミデの感想ですが、使っている時と使っていない時の差は大きいです。 特に眼の乾

燥には効果があります。花粉症による目の痒みも今年はほとんど 出ませんでした。トリファラ

ジャンも好きな挿し心地でしたが、なにせ、うちの チビがカトラミデの方が好きなようなので、

今回もカトラミデをリピートです（5 月 29 日、K さん） 

 

○やる気が出るように思います。 3 日ほど眼精疲労？からの頭痛が続いていたのですが届

いた目薬で直ぐに楽になりました。 ありがとうございました。友人に頼まれて目薬の再注文で

す（5 月 25 日、Y さん） 

 

○早速寝起きのまなこにカトラミデを使ってみたのですが、寝起きだったせいか、何だか色々

な汚れが出てきました(笑) 液体自体はとろっと柔らかいのに、使用後とてもすっきりしまし

た！ 自分は感想にあったほどしみることもなかったです。 すぐにでも他の目薬も試してみた
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いのですが、繁用は良くないので我慢しています^^（5 月 22 日、T さん） 

 

○カトラミデ、どんなものかと緊張しながら使いました。 思ったとおり？それ以上に？ものす

ごーく沁みましたが、 涙を流すのも気持ちがよく、目の奥か浄化されるようですね。 すっかり

癖になり、リピート注文です！（5 月 22 日、K さん） 

 

○アイ・トーンは娘と 1 コずつ持ち歩いて日常的に使っています。 疲れた時や目が乾いた時

など、気持ちいいさし心地です。 カトラミデは夜寝る前にさしています。 朝起きた時の目の

感じがとてもさわやかです（5 月 14 日、T さん）  

 

○カトラミデとトラファルジャンは、点眼後の大量のなみだと、爽快感がたまりません（5 月 9 日、

J さん）  

 

○今回は、カトラミデをどうしても体験したくて購入しました☆ デスクワークが多いので、目の

疲れがなんとかなればと思いながら……。 初めての使用感は、痛い！の一言ですが(笑) シ

カカイが目に入った痛みに比べたら充血もないし、視界がクリアになったとゆう爽快感のほう

が大きいですね。 気にいりました！引き続き使用します♪（5 月 1 日、さん）  

 

○今年の花粉の季節はかなりきつかったですが、サフランロードさんのカトラミデとアヌタイラ

で、なんとか乗り切ることができました。 目が炎症っぽくなって辛いところにはカジャルを少し

だけ塗ると、スッとしてよく効きました（4 月 15 日、M さん）  

 

○カトラミデ、売れてますねぇ。 結構ブログなどで取りあげている人が増えてますものね 。 

あるアーユルヴェーダものサイトに「ご要望の多かったカトラミデ、アイトーンの取り扱い始め

ました」 というのがあったので、相当話題になっているようですよ。 お陰様で花粉症、まった

く何ともなくなりました。 たった数回使っただけですよ。鼻粘膜にも塗りました。 それっきり何

ともなくなったんですよ。著効も良いとこ。 サフランロードさんで目立つところに私の感想を出

していただけたので 他の人にも効くといいですね（4 月 8 日、E さん）  

 

○母は最近の花粉症で目がほとんど空いていなかったのが、昨夜カトラミデを点眼して寝た

ところ、今朝は目が三倍くらい開いておりました（笑）（3 月 23 日、M さん）  

 

○カトラミデ、以前薬箱に買い置きしておいたものを今出してきて、毎日使っています。 毎年
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花粉症がつらいのですが、自宅と仕事場にアヌタイラとセットにして置いて、随分と助けられ

ていると思います。病院で出される目薬も効くには効くのですが、私はカトラミデのほうがすっ

きりするので愛用しています。家人がさしているのを横で見ていると、目がきらきらぱっちりと

開き、本当に綺麗になりますね！（3 月 18 日、M さん）  

 

○早速カトラミデ、使ってみました。 刺激がとてもシャープでしたが、覚悟したほどではなく、

使用後の眼の潤いがいままでと全く違いました。愛用していきたいと思います（3 月 17 日、H

さん）  

 

○＜アイトーン＞は刺激がないので、主に我が家の老犬に使っています。 わたしは適度な

刺激の＜トリファラジャン＞がお気に入りです（3 月 17 日、S さん）  

 

○目薬は、主人共に、トリファラジャンがお気に入り、目の充血などとても良くなって来ました。 

視力も良くなるといいなあと期待している次第です（3 月 10 日、U さん）  

 

○待ってましたとばかりにカトラミデを開封し、私と主人で試しました。 はじめての感覚です。 

敏感肌、アレルギー体質の私でも大丈夫そうです。 一瞬染みるのですが、市販の目薬のよ

うにいつまでも痛くありません。 しかも、まだ試したばかりですが、視界のモヤモヤがはっきり

したような？ え？うそでしょ？という感想です。笑とても嬉しい買い物です（3 月 9 日、S さん）  

 

○カトラミデ素晴らしい効果です、ところでブログではあまり沁みなくなった時は第二段階の差

し方が有ると書かれていましたが、 数回使い最初程は沁みなくなったので第二段階の差し

方を教えてもらえますか？（3 月 8 日、U さん） ★ええっ！ 第二段階の差し方？ そういう差

し方があったのかしら？？ と、わたしもびっくりしたのですが、あります。 カトラミデ目薬を差

しなれてくると、最初に差したときほど痛くなくなってきますよね。 （確かにそうだと思います） 

点眼したときに、目をゆっくりと上下左右に動かすのです。 斜めなども含めて、カトラミデがい

ままであまりいっていなかった部分に行きわたらせる、 第 2 段階とは、これだと思うのですが、

いかがでしょうか。 ブログを書いたまじゅさんの第 2 はもしかしたら、また別のものかもしれな

いので、確認してみますね。 それと、別の目薬ですが、カトラミデとはまたちがう痛さです。 

ネトラプラバも、トリファランジャンもしみて痛いのですが、その痛さが同じではありません。 

(サフランロードでは扱っていないのですが、もっと痛い目薬もあります。友人が試してみて、

あまりに痛そうだったので、まだ自分で試す勇気が出ないほどの目薬もあります）(ばるだ)   
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○カトラミデはしばらく購入していませんでしたが、最近よく目が乾くため、瞬きの回数が異常

に増えたので、注文をしました。 市販の目薬を使っていましたが、効き目がないようでした。

なので、今回またカトラミデを使ってみようと思い立ちました（3 月 8 日、O さん）  

 

○私６５歳にして花粉症デビューしました。これまで眼が痛くなることはあったのですが 鼻ま

でひどくなって始めて花粉症と自覚しました。病院で処方された薬よりカトラミデが効きます！

偶然眼に差して、直後に鼻が通ったので気がつきました。ここに詳細を書いていますのでご

覧下さい。http://blog.livedoor.jp/libri-haheo/archives/43023771.html 花粉症の方に朗報な

ので、サフランロードさんも「カトラミデが花粉症に効く」とお知らせ下さい（3 月 6 日、E さん）  

 

○カトラミデ、思ったほどしみませんでした。 それでも目がよく見えるようになった気がします。 

疲れもとれて、これほど即効性のある目薬ははじめてです。 毎日続けたら充血がとれるかと

期待します。 開封後の保存は冷蔵庫の方がもちますか？ ネトプラハは変わった注し口で、

もしかしたら棒の方が使い易いのでしょうか（2 月 28 日、Y さん） ★目薬は室温で保存してく

ださい。 成分にはちみつが入っているので、冷蔵庫に入れると固まってしまう恐れがありま

す。 ネトラプラバは付属の差し口を装着して、びんを逆さに持つようにして差し口の頭を押す

とうまく点眼できます （ばるだ）  

 

○今回ネトラプラバを友人が使い、視界がクリアーになり、白眼がキレイになったと 好評でし

た。私のはしばらく使用しなかったら固まってしまい（ハチミツだからでしょうか？）そのままで

す。でもカトラミデとアイトーンは痒みが治まる気がして毎日使ってます（2 月 28 日、O さん）  

 

○カトラミデ、凄くイイですね!! 思ったより沁みたり涙が出たりはなかったのですが(HP では涙

が 10 滴くらい出るとありましたが、私は 2～3 滴くらいでした)、黄色い涙が出た後、ドロッとし

た目脂が……。よく見ると、茶色の汚れ(?)が沢山取れていました(なんだか汚い話ですみませ

ん…)。目脂が取れると、なんだかスーッとして、目が凄くイイ感じなんです!! まだ使い始めて

2 日ですが、今まで使用した目薬とは全く違っていて、すっかり虜になってしまいました。本当

に素晴らしい商品だと思います（2 月 24 日、S さん）  

 

○目は、できるだけの努力はして大切にしたいです。 そういえば最近目が痛くならないので、

カトラミデをつかっていなかったことを思い出し、差してみたら少し沁みて後すっきり、視力も

少し上がりました。 思い出させてくださって、ありがとうございます。 汚れが溜まっているよう

な時は沁みるような気がします。 市販の目薬や流水で、どうしてもとれなかった目の中の違
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和感がカトラミデですっきりするので、とても気に入っています。 インドのお薬のラベルの字

は日本ではまず見かけないほどの細かさなので、もしかしてインドの人はとても視力があるの

で、このくらいはほぼ皆んなが読めるのではないか？と勝手に想像をしています（2 月 12 日、

M さん）  

 

○目薬はカトラミデとトリファラを併用して、使っていたので、どちらが、とはわかりませんが、

白内障の症状である、まぶしさや、白いかすみが、薄れてきているのを、感じました。 目薬が

残りあと 1 つになってしまったので、１ヶ月ほど、使っていなかったら、まぶしさや、かすみが、

また、元に戻ってきているのに気づき、慌てて、目薬を使いはじめたしだいです。そのような体

験がありましたので、しばらく、続けて、使用していきたいと思い、また、注文をお願い致しまし

た（2 月 12 日、M さん） 

 

○目薬は、10 分痛かったという方がいたので、恐る恐る使いましたが、 1 分くらいでした（笑） 

毎日してると慣れてきますね。 今はたまに目が汚れたかな？という時にしていますが、 疲れ

目の時は、バツグンに沁みますね（笑） でも、充血もさっくり取れて、目が本当に綺麗になる

ので気に入ってます(^^)（2 月 2 日、K さん） 

 

○久しぶりの、目薬、カトラミデ??。大好きです。 目が開く気がします。2013 年に亡くなった父

に、病室で、カトラミデを目に挿すと、 「気持ちいい。これがいい。」と言っておりました。もう、

83 年生きてきた父だったので、こんなのあるよともっと早く言えたら良かったなぁ、でも、その

時も気持ちよさそうだったから、良かったと思いました（1 月 24 日、A さん） 

 

○カトラミデなどの目 薬の強烈な刺激には驚きましたが、時間がたてばすっきりしました。 

私の場合、カトラミデは眼を開けなければあまり沁みなかったので、目を瞑りながら眼球を回

して目の運動をしていました。ネトラブラバの方が何をしても沁みるので、カトラミデの方が使

いやすかったです（1 月 20 日、S さん） 

 

○カトラミデを射すと、目がガンガンしているのが少し収まるので、重宝しています。ただ、勤

務先(学校)ではコンタクトレンズをしているので、コンタクトの上からだと、しばらく時間を置か

ないと(涙をたくさん流さないと)前が見えないほど曇ってしまうので、学校では放課後利用して

います（1 月 20 日、H さん） 

 

○アイトーンは目がすっきりして、1 日パソコンの前の私には必需品です。目に入れるのは安
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心なものが良いです。 カラトラミデはグーとしみますが、そのあとは爽快です。ハチミツが入

っているので甘いです。2.3 日に一度しますが、私はしっかりメイクなので、目の中のメイク残

りもすっきりします（1 月 20 日、T さん） 

 

○カトラミデはやっぱりしみました。でも痛気持ちいいのがクセに。夜と朝にさしてますが、眼

の調子がいいです。左目がゴロゴロして酷かったので、病院行きかな？と思ってましたが、気

付いたらゴロゴロもなくなってました。 IT の仕事をしている友人に一つあげたら、痛くてのたう

ちまわったけど疲れ目がなくなった！目の充血が綺麗になった！と喜んでました（1 月 17 日、

F さん） 

 

○カトラミデはお試しで購入。 確かにかなりしみたけど、我慢できる範囲でしたよ。 目もアレ

ルギーで、眠っても眠っても眠たい感じで、朝起きずらいのですが、 今朝はすっきり目が覚

めました（1 月 2 日、Y さん）  

 

○目薬がすごく良いので母親へプレゼントしようと思います。 私は普段コンタクトレンズをし

ているからか、 カトラミデとトリファランジャンは点眼をした後に茶色のゴミがでてきておもしろ

いし視界がクリアーになります。 すごくしみますが、しみる感覚がほどけていくときは、頭の疲

れもとれます。 視界がクリアーになるのは 4 つの目薬全部に言える事ですが 私は、カトラ

ミデは寝る前に。 トリファランジャンは朝。アイトーンは、仕事中に。 たまにソフトコンタクトレ

ンズをしているときに 目が疲れたり かすむと 点眼しますが 裸眼のときと同じく調子よい

です。 と、使い分けて使用しています。とにかく 日本で市販されてる目薬は もう使えませ

ん（12 月 26 日、H さん） 

 

○カトラミデ…最初とても沁みました。本当に目が開けれないほどでした。 そして、目からゴ

ミ？が出てきたのには驚きでした。 今は、慣れてきたのかそんなに沁みることがなくなりまし

た（12 月 19 日、S さん） 

 

○【カトラミデ】はさっそく夫婦で試しました。 「シャープな痛みがしばらく続く」の前振りに、ドキ

ドキでしたが 我が家はふたりとも、それほどでもないというか、確かにしみますが、目薬の範 

疇のしみ具合で、痛くなるわけではないので、そんなに脅かさなくても大丈夫で はないかと

（笑）個人差があるんですね。涙が止まらない程は涙も出ませんでし た。べとっとした感じで１、

2 分、目を開けることは出来ません。というか、目 を閉じたまま、良く目を動かして、しばらく味

わっていたいような「痛気持ち良 さ」でした。目を開けられる頃には目が軽くなっているような
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感じがしました。 なるほど、皆様が言うように癖になりそうです。（12 月 17 日、N さん） 

 

○カトラミデは、朝の寝起きにさすと、一発で目が覚めて、視界もスッキリするのでお気に入り

です（12 月 17 日、O さん） 

 

○カトラミデは、とっても沁みるけど、白目が白くなってきた気がするし とってもすっきりします

ね！（12 月 15 日、S さん） 

 

○前回はカトラミデともう一つ瓶？に入ったものを使用しましたが、カトラミデのサラサラとした

液体と容器が使いやすかった記憶があります。普段は目薬を使い切らないことが多いのです

が、使用後のスッキリ具合が癖になり、1 滴も残らないまで使いきりました（12 月 12 日、S さん） 

 

○まずカトラミデから使い始めてます。凄い刺激ですね(笑) クセになると感想を書かれている

方の気持ち、よーくわかります！！！！ 起きてすぐと就寝前に使ってますが、コンタクトして

いても目が乾く感覚がかなり軽減してます。 白目が綺麗になるように使い続けますー！（12

月 7 日、Ｈさん） 

 

○私はドライアイがひどいので、この季節カトラミデは離せません。 前は薬局の目薬では全

然効かなくて、眼科で処方してもらっていました。 カトラミデを点すと涙がいっぱい出るので、 

目が潤うし、目のごみが取れてきれいになります。 今では、目のトラブルを感じなくなりました

（11 月 27 日、S さん） 

 

○前回注文した トリファランジャン、気に入りました。 市販の目薬をもう使いたくないし、白目

も、心なしか青く澄んできたような♪そこで今回セットを注文しました（11 月 24 日、K さん） 

 

○今回は目薬を注文したのですが、私にはトリファランジャンが合うようです。 というより、カ

トラミデは液漏れしやすくて使いにくいのが本音です。 使い終わってキャップをして、次使うと

きたいてい液が漏れているんです。 口コミ見てもどなたもそんなこと書いていないので、私だ

けかなｗ ドライアイが治りかけていたところ目薬がなくなったので再度注文です（11 月 23 日、

F さん） 

 

○カトラミデ！もっとしみるということでしたがあまりしみることもなく、涙が出てスッキリ！！娘

（13 歳）と一緒に使ったのですが、とても気に入りました。使った後、心なしか黒目が大きくな
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ったような気がします。目が、キラキラして気持ちいいですね（11 月 23 日、T さん） 

 

○今回の「カトラミデ」ですが、あっという間に欲しいという人が集まり、私の分１本を確保する

のがやっとという状態でした。 その中の１人は、次のようなことをいってました。 「以前この目

薬（カトラミデ）を使用していたとき、眼圧が 16 ミリ or18 から 12 まで下がり、医師が大変驚き、

何をしたのか？と尋ねられました。緑内障の方にも、効果は期待できると確信しております…

経験から」。ありがとうございました（11 月 19 日、H さん） 

 

○ 日本は、秋から冬に季節が変わる時期で、アレルギーの出やすい時期でもありま す。カ

トラミデのおかげで、くしゃみがよく出ることはあっても、目はかゆくならな いです。カトラミデ

は 1 日の目の疲れをリセットしてくれる感じで気に入っています（11 月 18 日、H さん） 

 

○目薬は今回 2 回目で、到着するまでとても待ち遠しかったです。 今回は私の目の白いの

見て、欲しいと言う人続出で、友人にも配った？所、目がスッキリして、視力が良くなった感じ。 

白目が青っぽくなった。 など、みんなお気に入りの 1 つになったみたいです。 ありがとうござ

いました（11 月 13 日、H さん） 

 

○カトラミデ」ですが、知人の評判もよく、パソコンで仕事をしている私には必需品となってい

ます。 私のはあと１つ残っていたのですが、知人数人から催促され、申し込ませていただき

ました（11 月 12 日、H さん） 

 

○早速一番のおたのしみ、まだ使ったことのないトリファラジャンとネトラプラバを時間をおい

て点眼してみました。 トリファラジャンは書いてあるとおりかなりスッキリしますね！カトラミデ

と違うしみかたでしたがこれが一番白眼が白くなる気がしました。 ネトラプラバはさすがはち

みついり。なかなか落ちてこず落ちてきたらビクッとなります。痛かったです笑。 これがわたし

は一番涙がでました。しばらくするとスッキリして眼球がつるんとします。 アーユルヴェーダ

の目薬最高です。もうなしではいられません。 あと、しみないと物足りなくなりました。慣れっ

てコワイですね。 またこのふたつもリピートしたいです！（11 月 12 日、I さん） 

 

○この前、購入したカトラミデなんですが、友人が「ものもらい」になってしまって、市販の目薬

で効かなかったみたいなので、カトラミデをさしあげました。使用後、すぐに効果があったみた

いで喜んでいました。シミたみたいなのですが効いている感がすごくあってよかったみたいで

す。今回もその友人とカトラミデを再購入します（11 月 11 日、U さん） 
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○植木職人の家族がいつも目にゴミが（木屑）入ってどうしてもとれずに眼科でしょっちゅうと

ってもらっていましたが、カトラミデで面白いように取れるようです（11 月 10 日、Ｎさん） 

 

○カトラミデは私には沁みませんでしたが、潤い感はとてもあります。 沁みない人は何か、あ

るんですかね? きっとまたリピートします（11 月 10 日、H さん） 

★私も、カトラミデの存在を初めて知った時は、まったく沁みませんでしたが、いろんな事がか

さなり体調を崩した時に再度使ってみたら・・・考えられないほどの激痛でした。 ちゃんと体の

ことを考えてというメッセージだったのでしょうね。（現在はやはり潤いますが沁みません）（リ

ーラ） 

 

○カトラミデを一本つかいきりました。目の調子が大変よく、老眼鏡をかけることがほとんどな

くなりました。また、まぶたにハリがっもどって、目の下もすっきりとひきしまってきました。もう

年だからしかたないとあきらめていたので、嬉しいびっくりです。友人に聞かれて、一本譲ると、

さらにその友人からも頼まれての追加です（11 月 7 日、M さん） 

 

○前回送って頂いたカトラミデ 使って２０日たちます 凄く良いですね 少し白内障と老眼が

ありましたが ハッキリ見えるようになり メガネなしで過ごしております 白眼も段々綺麗にな

って  ビックリです（11 月 3 日、H さん） 

 

○アイトーンは眼球がぎゅっ！と縮む感じがして面白いです（10 月 31 日、I さん） 

 

○早速、目当ての目薬カトラミデを使ってみましたよ。 覚悟して使ったのですが、思ったより

も痛くなくて、目の中のゴミが取れてスッキリした感じで気持ち良かったです。 買って良かっ

たです。ありがとうございます（10 月 31 日、K さん） 

 

○アイトーンは人肌に温めてから使うと、何の違和感もなくさせますよ♪友人曰く『チーズバー

ガーの匂いがする』らしいです(笑) （10 月２０日、I さん） 

 

○最初に使ったカトラミデは衝撃的でした。痛さは、聞いていたので予想通り(？)でしたが、 

目だけでなく、その奥の方まですっきりした感じが、たまらなく心地よかったです。 出会って数

日間は何度も使いたくなり、飛蚊症のような症状が気にならなくなりました。 思っていたよりも

速攻で、疲れ目もなくなり、つい予備で買っていた分を、 疲れ目で悩んでいた知人にプレゼ
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ントしてしまいました。 もうこれは手放せないので、直に、お願いすることになると思います。 

最近アイトーンを使い始めましたが、かすかに花の香りもして潤いがほしいとき、 気持ちも潤

う気がしています。目の大切さを、改めて実感しています（10 月２０日、S さん） 

 

○アイトーン、さっそくさしてみましたがこれも白眼が白くなりますね！ アヌタイラをまちがって

目にいれてしまってからしばらく調子が悪く、カトラミデでも充血とれなかったのがよくなりまし

た！しみないけどさっぱりしてとても良いです。ありがとうございます！！（10 月９日、I さん）  

 

○お尋ねの目薬の件、友達,が、カトラミデを使用していまして、点眼後、非常な痛みがありま

すが、目の中の汚物が出てきて、目の中がスッキリすると、ききました。 以前、アロエを点眼

していた事がありましたので、痛みには、大丈夫と思い、4 種類を購入し、最初にトリファラジ

ャンを使用しています。 私は、コンピューターと、帳簿を手書きしているので、視力が、非常に

落ちてきています。 それで、朝と夜に点眼しているのですが、毎回、非常な痛みを伴います

が、点眼後は、目全体が、スッキリして、軽い 感じになります（10 月８日、Ｔさん）  

 

○ドライアイに悩まされてまして １日に何度も目薬を入れていましたが カトラミデを朝に入

れたら 日中のドライアイも少し緩和されてきたような・・・ トリファラジャンは 入浴後にさっぱ

りとした後に使っています。 仕事の疲れも取れるような刺激です。（笑）（9 月 30 日、Y さん）  

 

○カミカンデを早速、目にさしてみました。私の場合あまり刺激を感じませんでした。 一時間

くらいして目が若いころのようにみずみずしく潤い楽になっていることに気が付きました（9 月

24 日、O さん）  

 

○目薬が慢性的な充血がとれて白目もきれいになって長年の悩みが解消されました！（9 月

24 日、N さん）  

 

○カトラミデは良かったです。 すごい刺激があるのでちょっと不安でしたが 今では眼の乾き

が全く気になりません。 ついでに視力も良くなることを願って再注文しました（9 月 10 日、O さ

ん）  

 

○一昨日から、目薬を使い始めました。 目にしみますが、予想以上に良いです。 疲れ目が、

こんなにすっきりする目薬は初めてで、気がつくと手にしており、何度も使ってしまいます。 

目の疲れが少なくなると、なんだか気持ちまですっきりとしてきます。（9 月 7 日、S さん）  
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○口コミで痛い痛いと評判のカトラミデを恐る恐るさしてみしたが、1 分くらいは目をつぶって

いましたが、全然大丈夫でした。 スッキリした気がします。 ありがとうございました（９月４日、

S さん）  

 

○カトラミデは前回初めて使いましたが、最初はとても痛いですが、涙を流すことで自分の目

を実感するような気が します。また充血気味なので、すこしそれが改善した気もします（９月

１日、O さん）  

 

○目薬ですが、普段ハードコンタクトをしてるのでぜんぜん目薬の痛みは 気になりませんで

した むしろアレルギーなのでアレルギーの目薬みたいにしみてよかったです（8 月 28 日、I さ

ん）  

 

○初めてカトラミデを使いましたが、疲れ目に効きます。寝る前に使うと翌日、充血解消です。

白目部分が以前よりきれいになったような気 がします。 アイトーンは昼間使っています。パ

ソコンを使うので、インドの目薬は重宝しています（8 月 2４日、H さん）  

 

○目薬の方は、わたしはほとんどしみることがなくなったのですが…少しさみしい気がします

…母は痛い痛いと相変わらずな感じです（笑） しかし、そこもかなりのお気に入りのようで、悪

い方の目にも効いている気がするとご満悦です（7 月 29 日、S さん）  

 

○ネトラプラ は、どろろしていて、目がとてもすっきりします。目が浄化されたような感じがし

ます。病院でもらったドライアイの目薬をささなくても 潤い感があり、とても気に入っています

（7 月 28 日、M さん）  

 

○さっそく「カトラミデ」、「シャタ・ドルタ・グルタ」、「沙羅双樹クリーム」全てを使ってみました。 

カトラミデは、みなさんの感想を読むとかなりしみるとのことだったので、緊張しましたが、少し

しみただけで、涙も 2~3 分でおさまりましたので、ほっとしました。涙がおさまったあと、視界が

クリアになり、すっきりして使い心地が良いので、これから使うのが楽しみになりました（7 月

24 日、T さん）  

 

○カトラミデを使用してから、目のかゆみがなくなりました。 大変気に入っています（7月22日、

I さん）  
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○まず、今回一番の楽しみはみんな(友人と共同で注文させていただいたので)揃いも揃って

目薬セットだったのですが、これが期待を裏切らずのヒットでした！ 特にカトラミデは説明文

を拝見していてかなり覚悟していたのですが、思っていたほどの衝撃（笑）はなく…しかし、夜

にさして翌日はゴミのような目ヤニが…！これは友人、母も同じでした！ 特に母は眼底出血

で片目がほとんど見えない状態で、日中酷使している良い方の目は夜になると疲れ目でテレ

ビを見るのもイヤだという有様でしたが、こちらの目薬をさすようになってから、目が疲れな

い！テレビが夜でもはっきり見えると大喜びでした（7 月 22 日、M さん）  

 

○大本命のトリファランジャンの目薬は普段から使っている自分の目薬が結構しみるので 思

ったほどしみなかったです。 涙は大量に出ましたが（笑） ただ日本で市販されている、目が

クールになる目薬 と比べて、涙が出終わった後の感じがトリファランジャンの方がはるかに

良かったです（7 月 16 日、I さん）  

 

○真っ先に目薬のカトラミデを使ってみました。使われた方の感想や説明文などから、どんな

んだろうと興味深々でした。 使用してすぐはとっても痛いですが、後がすっきりして、不思議

な感じでした。 誤って、唐辛子を触った指で目をこすってしまうことがあるんですが、唐辛子

は痛いだけ。カトラミデは、 痛いけれど、それをずっと味わって変化を見守っていられる感じ

なのです。くせになってしまうかも・・・（笑） 時を同じくして友人に紹介したところ、注文したよう

で、商品が届いた日がいっしょでした。共通の話題がひとつ増え嬉しいです（7 月 12 日、F さ

ん）  

 

○目薬の感想・・・ とっても効きます。他の人も言ってると思いますが 目が疲れにくくなって

る気がします。 点眼後はすっきりという以上に、視力にいいように感じます。 目が疲れてる

ときは半端なく痛いです。 が、朝起きてすぐだとあまり痛くないように感じます。良い目薬をあ

りがとうございます（7 月 6 日、K さん） 

 

○「悲鳴をあげるくらい」と説明にあったので、気合を入れて注しましたが、 意外と平気で、ジ

ーンと来る刺激はあるものの、物足りなく感じました＾＾ 注した後は、白目も青みがかるように

思えます（７月２日、Ｋさん）  

 

○カトラミデ :ドライアイですが、さした後に潤いが長続きする上に視界が明瞭になります。母

も使用していますが、今回のカトラミデを待ちわびていました。視界に浮遊物が見えるというこ
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とですが、点眼すると見えなくなると喜んでいました。液体がドロっとしていますので、目の中

の異物を取り去ってくれている感覚も好きです（６月２６日、Ｍさん）  

 

○前回、購入させていただいた目薬、とっても良かったです！ 特にアイトーンは気に入って

います。これを使ったら、もう他のものを使う気がしなくなりました！（６月２２日、S さん）  

 

○サフランロードでの、目薬は、気持ちいいです。 目に栄養と元気が入る感じです（６月２２

日、A さん）  

 

○いろいろ日本の目薬をさしましたがやはり私にはカトラミデよりしっくりくる目薬はありませ

ん。白内障予防にもなるしインドの目薬は最高ですね（６月１９日、O さん）  

 

○４本セットのうち、カトラミデは容器が使いやすいのでリピートしました。疲れている時はしみ

ますが、普段は気になりません。 寝る前に点すと翌朝は目が楽です！（６月１９日、O さん）  

 

○トリファラジャン 気に入ってます。 涙が出にくい母がこの目薬だと涙が出るので特にお気

に入りです（６月１６日、Ｍさん）  

 

○ユナニの目ぐずり凄くいいですよね。昨冬インドに行ったのですが、見つけられず、友人に

お土産をとして購入できなかったのでプレゼントしたら皆、また欲しいと大評判でした（６月１６

日、Ｋさん）  

 

○以前購入させていただいた目薬のカトラミデ。ほんとうに目の奥までゆっくりじっくりまとわり

つく感じがたまらずこれぞ目薬って気分になりますし今まで目薬をさして特別気にしなかった

けれどカトラミデを注すようになってこみあげてくる涙をふき取ろうと目頭をペーパーで押さえ

るとあきらかに目やにとはちがう「ごみ」のかたまりを確認できて目の表面からかもしくは裏側

からか今まで気づかなかった目に見えないくらいなサイズの汚れが出てきてるのかな～と勝

手に盛り上がっています。 いろんな意味でものすごくスッキリして大好きです。  

 

○ユナニの目薬もとても氣に入っていて今では友人も巻き込んでリピートしています（６月１４

日、Ｓさん） 

 

○カトラミデをさした少しの痛みがクセになっております w。 ほんとに目やにとか、たまに 黒
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いゴミのようなものが涙と一緒に出てくるので目が洗浄されている感じが嬉しいです。 また、

視界がクリアになります。 普段コンタクトレンズなんですがドライアイも軽減されています。 

こんなすごく良い調子なので他のものも試してみたくなりました。 アイ・トーンは PC 作業時、

リフレッシュしたくなるとさしています。 全然痛みを感じません。 こちらもカトラミデと同様に 

視界がクリアになります。 市販のものは一生使わないと思います（６月１２日、さん）  

 

○カトラミデが気に入ったのでまた注文よろしくお願い致します。 今ではさした後どのくらいゴ

ミが出るか確認しないと気が済まない くらいになっています笑（６月５日、Ｙさん）  

 

○前回も購入いたしました、ネトラプラ！ 仲間うちでも大好評です。 眼球のうらから虫が出

てきて気持ちいい！ 朝、目覚めた時の目の開き具合が違う！ 市販の目薬では味わえない、

点した後の爽快感！ 異物混入時には絶対必要！などと、みんながはまっています。それも、

お医者さん歯医者さん整骨院の先生をしている友人たちが興味津々です（５月２９日、Y さ

ん）  

 

○アイトーンは、使用感が最高によく、安心して使ってます。 目がかゆいときもすっきりし、気

持ち良いです！（５月２８日、Ｋさん）  

 

○カトラミデは口が閉じてあるのを、横からスバッとナイフで切り落としました。 針で刺して空

けるより、口が大きく開いたので 中の目薬がたっぷり出てきます。 その分しみるので気合い

入れてますが、爽快感が捨てがたいです（５月２７日、E さん）  

 

○カトラミデも使わせていただきました。さしたところ、茶色っぽい ものや黒っぽい汚れが出

てきました。びっくりです。 パソコン作業が多く目が疲れるため、重宝させていただきます（５

月２０日、Ｋさん）  

 

○それと、前回いただいたネトラプラバですが、すごく良かったです?重度のドライアイなので

すが、これを使ってから涙の出が増えたのか、調子がかなりいいです（５月１８日、Ｇさん）  

 

○アイトーンのつけごこちが良かったのでリピートをさせて頂きました^_^（５月１３日、Ｎさん）  

 

○アヌタイラ、カトラミデの効果でしょうか？ 今年はまだ、カモガヤ花粉症の症状が出ていま

せん。 また購入します（５月１２日、O さん）  
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○今日、カトラミデを試してみました。 75 歳の母の白内障が、手術をするより他ない状態な

のですが、心臓の人工弁置換術を受けている母にして、目の手術は絶対にイヤとのことで、

困っていました。ふと、日本以外の医学ではどう対応しているのかを調べようと思い、アーユ

ルヴェーダから始めて、カトラミデにたどりつきました。 感想欄を本人に読ませて、痛いらしい

ことを納得してもらった上で、コンタクトレンズも入れていない、ほぼ見えない右目にまずは差

しました。しみるという程度で我慢できない痛みではなかったようです。(すでに目が悪すぎる

から？) ドライアイでもある目からは、少し涙が出てきました。 すっきりしたそうで、視界がよく

なった気がする。気がするだけ？と言っていました。 夜にレンズを外したら、左目も差してみ

るそうで、気に入ったようです。使い続けてみます。ありがとうございました（５月１０日、Ｍさ

ん）  

 

○カトラミデは花粉シーズンにはピッタリの目薬でした。日本の目薬には無い清涼感(？)が痒

みを鎮めてくれるのです。ただ、白い服に垂らすと大変なので、外出時はアイトーンを使用。

寝起きにカトラミデって感じです(^^)（５月８日、I さん）  

 

○目薬も、初めて差した時、噂通りの強烈な刺激でしたが、その後目の充血や痛みが取れ、

スッキリ爽やか！とても調子がいいです！ ありがとうございます（５月２日、Ｋさん）  

 

○カトラミデは良く効いてます。花粉症と公害（PM2.5）で腫れていた目 が１発で治りました（４

月２４日、K さん）  

 

○また、目薬もたいへん気に入っています。おかげさまで、ドライアイの症状が緩和されまし

た。今はアイトーンだけで充分潤いがあります（４月２４日、I さん）  

 

○前回注文のカトラミデは花粉の時期に大活躍でした（４月２３日、Ｓさん）  

 

○カテドラミは、この日本のビジネス社会に絶対必要。 今はスマホなどで一日中画面とにら

めっこ。 目も肩も首も頭もカチカチです。 カテドラミをさす事で目の周りの筋肉まで和らぐの

で目、鼻、頭がすっきりします。 私は、お風呂の中でさします。 すると、肩、首頭すっきりです

よ～～～。 さすときは痛いけど特に目を酷使した日は特に痛い。 良くなると、しみるのも穏

やかになってきます（４月２２日、ｋさん）  
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○カトラミデのシャープな痛みが癖になってます！さしたあとの爽快感が、たまらないです

ね！あとは、アヌタイラ、風邪を引いた時にさすと、喉まで痛くて苦しみますが、しばらくすると

スーッとします！次の日には、鼻の不調も解消され、風邪の治りも 早くなる気がします！病

院に行く前に、カトラミデとアヌタイラをするべきだなぁと言うほど、効果抜群です^_^（４月２１日、

Ｎさん）  

 

○カイラシュクリーム、本当に愛用しています。 毎年この時期には、黄砂で目とまぶたがす

ごく痒いんです。 目の中にも塗れるものなので安心して塗りまくってます。 カトラミデ眼球の

痒みもケアできるし、いつもよりずいぶん楽な春を過ごしてます（４月１７日、Ｈさん）  

 

○目薬はいろいろな人に差し上げて喜んでいただいています。 若い人にはサイトを教えるだ

けでよいのですが年寄りはインターネットをしませんので勢いプレゼントという形になってしま

います。 私もカトラミデなどで視力がよくなり拡大鏡やメガネなしで作業が出来るようになりま

した。 又ほかの方からも同様の報告を受けています。 ある方は白内障の手術をする前段階

で角膜の手術が必要だったのですが手術せずに済んだそうです。 もちろん白内障の手術も

棚上げ。 おまけに検査の結果視力もよくなっていると… もちろんお医者様での検査の結果

です（４月１７日、Ｎさん）  

 

○日本にはあの様な目薬がないので、助かります。 よろしくお願いします（４月１５日、Ｙさ

ん）  

 

○夫とともにカトラミデに完全にハマっています。 使用以前は、ドライアイでどの目薬を使っ

てもかゆくなっていましたが、カトラミデを使用してからはかゆみがなく快適です。 今後とも継

続して注文したいと思っております（４月１５日、I さん）  

 

○目薬早速使ってます。 アイトーンはやや刺激に欠けますが、そのは他の目薬は、効果抜

群！ 長年、悩んでいたドライアイが改善してきたのか、仕事中に何度も目薬さしてましたが、

今は全くささなくなりました。 白目にあったシミ、万年充血も改善され、まだ使い始めて１週間

くらいなのに、よく見ないと分からないくらいに改善されました。 すっかりハマって周りの友人

に勧めまくってます。 もう日本の目薬はさせないですね（笑）（＾∇＾）（４月２日、Ｓさん）  

 

○ネトラプラ大好きですよ。カトラミデよりも沁みます。ただはちみつのせいなのか、冬はなか

なか出てきません（笑）。それと使っていると容器がかなりベタベタになってくるのでいちいち
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手を洗わないといけないのが面倒。今使用しているのは穴が小さいのかなかなか液が出てき

てくれないのが欠点です。製品によってはばらつきがあるようです（４月２日、Ｋさん）  

 

○目薬のカトラミデは本来の効用とは違うのかもしれませんが、花粉症なのか目がかゆくて

仕方ない時に使うとスッキリしてかゆみが収まります。病院でもらう目薬では効いている気が

しなかったので、これも手放せません＾＾（３月３１日、Ｔさん）  

 

○まず、カトラミデを使ってみました。 甘い香りがして、目に入れるとかなりしみて、10 分程、

目をつぶってじっと していました。 普通の目薬と比べて、目の奥に浸透していく感じがしまし

た。 使用後、べたつき感があったので、簡単に目を洗いました。 その後、眼鏡をかけると、

いつもより視界がクリアでした。 他のと併せて、継続して使ってみます（３月３０日、Ｎさん）  

 

○あと、カトラミデがとても良いです。数滴さすと茶色い目やに汚れ？のようなものが出てきて、

さした後はスッキリします！（３月２７日、Y さん）  

 

○カトラミデは、１日 1 度さしております。 さした時は痛いのですが涙はあまり出ません。 涙

が出ない時は張り合いがないです。 3 日くらいささないでいて、それからさせば涙が出ると思

ったのですが、 3 日ぶりでも大した涙は出ませんでした。＾＾： しかし、日に一度は点眼しよう

と思っております（３月２３日、Ｎさん）  

 

○「カトラミデ」 他の方のレビューを読んで、どれだけ沁みるんだろうとわくわく（？）していまし

たが・・・予想していたよりもマイルドな刺激でした（それでも結構な沁み具合ですが）。とにか

く涙がたくさん出てすっきりします。使い続けるのが楽しみです。 「アイ・トーン」 こちらは子ど

も用に購入しました。黄砂だか PM2.5 だかその他もろもろ、よろしくないものでほこりっぽいこ

の頃ですので、外から帰宅してうがい手洗いのついでに使っています。さっぱりして気にいっ

てるようです（３月１８日、Ｓさん）  

 

○カトラミデとアイトーンのおかげで今のところ花粉症がだいぶ楽で、病院に行かずにすんで

います！（３月１６日、Ｇさん）  

 

○アヌタイラ！！！毎年花粉症で薬が手放せないのですが、薬の副作用で悩んでいました。

病院の点鼻薬は気休め程度なのに、アヌタイラは明らかに粘膜を強くしてる気がします。カト

ラミデは痒みがとれるというより、すべて流し出してくれる感じで、外出後はかかせなくなりま
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した。勿論評判どうり痛いですが、もう普通の目薬にはもどれそうもないです（３月１６日、Ｇさ

ん）  

 

○目薬もとーっても良くて、ドライアイで悩んでたのですが今までで一番付け心地がいいで

す！また宜しくお願いします＼(^-^)／！ありがとうございました！（３月１６日、Ｎさん）  

 

○目薬がなくなってしまったのでリピートです。以前は 4 種セットを購入したのですが、どれも

とてもいい！おそらくこれからずっとこちらの目薬を使っていくと思います。今回はカトラミデ・ト

リファラジャンの注文です。点すと、体が（目が）浄化されていくみたい。大好きです（３月１３日、

Ｋさん）  

 

○カトラミデ早速さしてみました。確かにしみて 5 分ぐらい眼が開けられませんでしたが、 そ

の後はすっきりさわやか、PC 画面もクリアに見える気がしました。 ありがとうございました（３

月１１日、I さん）  

 

○カトラミデ最高です！汚れやゴミが取れる取れる！毎日注すのが楽しみです(^ー^)今、花

粉症や黄砂で鼻水や目が痒くてたまりません(>_<)早急の発送をお願い致します m(._.)m（３月

１１日、Ｈさん）  

 

○お世話になります。以前、透明瓶の方のエッセンシャルオイルを購入させて頂きました、と

ても良いオイルで本当に購入して良かったです。また購入をしたいと考えておりますが、もう

以前の透明瓶のものは在庫0との表示ですが、入荷のご予定はありますか？また違う瓶のも

のが入荷されているようですが、中身は、透明瓶のものとはグレードなど違いますか？お手

すきの時、お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします（３月１０日、Ｔさん）  

 

○また、目薬のおかげで疲れが残らず、とても助かります。目力がアップしましたよ！笑 （３

月９日、O さん）  

 

○カトラミデいいですよ。 かすみ目や白内障予備軍や PC による疲れ目の方々にプレゼント

して、喜んでいただけています。今回はその方々の追加です。 多少しみますが、眼の奥から

の爽快感というかぷはぁっとした感じは、いかにも眼が若返っている感があります（３月９日、

Ｋさん）  
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○花粉症がはじまり、病院の薬を飲むと頭痛やむくみ等副作用がひどくて悩んでいたので、

カトラミデとアヌタイラが大活躍しています（３月７日、Ｇさん）  

 

○目薬は今はトリファラジャンを使っています。スッキリして目が潤い気持ちが良いです。一

番、感覚的に眼の芯まで沁みて効いてるような気がするのはカトラミデで、眼の筋肉が引き

締められる気がします。どちらもしばらくの間、視界が明るく感じて気持ちいいです（３月５日、

Ｎさん）  

 

○目薬をさっそく試しました。刺激があって、びっくりしましたがとても良さそうですね。弟も使

っていました（３月４日、さん）  

 

○前回、送っていただいたカトラミデは、あまりに滲みるので、最初ビックリしましたが、 眼が

キレイになっていくのを感じました。 もうひとつのトリファラジャンは、なかなか液体が出てこ

ないので、使いにくかったですが、 良い製品でした。 使いやすさ重視で、今回もカトラミデを

購入させていただきました（３月４日、Ｃさん）  

 

○待望の目薬！ どれもいいですね！ 目が本当にスッキリしました。 老眼予防と視力が落

ちないように願いをこめて！（２月２８日、Ｙさん）  

 

○アヌタイラとカトラミデを早速試してみました。続けると花粉症が軽くなりそうです（２月２７日、

Ｍさん）  

 

○日本はそろそろ花粉症が出る時期になりました。アイトーンでケアします。また、すぐに紫

外線も要注意の季節になります。紫外線で疲れた目にもアイトーンでケアします（２月２３日、

Ｈさん）  

 

○カトラミデについて 私はドライアイで、前は市販の目薬を使っていたのですが、全然改善さ

れなかったです。 カトラミデを使い始めてからは、だんだん涙が出るようになって、目の痛み

もなくなってきました。細かい字を読むのも苦になりません。 特に冬場は重宝しています（２

月１１日、Ｋさん）  

 

○歯磨き粉や目薬がすばらしい！（１月２９日、K さん）  
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○Ｃａｔｒａｍｉｄｅは、白目の濁りを取り、ＫＡＪＡＬは、アイライナー代わりに使っているのですが、

あれ程痛かった目の渇きと痛みが全くなくなりました（１月１９日、Ｍさん）  

 

○目薬は、アイトーンがマイルドでとても気に入っていますが、近いうちに勇気を出して、他の

も試してみようと思います（１月１９日、Ｋさん）  

 

○また、目薬は友人に差し上げたりしています。大変効果が高く喜ばれています（１月１２日、

Ｎさん）  

 

○ヤミツキです。 目を酷使したときは、ものすごくしみますが白目もキレイになる気がします。 

パソコンの後やネイル施術の後なんかはとても良く実感できます。 頭痛の時もいいです。 

日本では、今ネトラバスタがはやってますがこの目薬があれば、ネトラバスタをしたときのよう

な使用感！！（１月１２日、さん）  

 

○目薬を早速つけてみました。目にしみますが、しばらくするとおさまりスッキリとした感じで

す。 はちみつの甘い香りがするのですね（１月１１日、Ｗさん）  

 

○目薬は、最初は、とてもとても、痛くて、滲みました。が、その後が、スッキリで、何回も、点

眼して、毎日を快適に、過ごしています。 今回は、目薬を、点眼された方々と、一緒にの注文

にｌなりました。皆様、再度注文、されたいと言われるほど、みなさん絶賛されておられました

（１月８日、さん）  

 

○「カトラミデ」は、とにかく気に入っています。 パソコンを使っている人に試してもらいたいと

…友人・知人に勧めたりしていますが、気に入る人と気に入らない人と半々といったところで

しょうか。 私は毎晩寝る前に使うようにし、日中は「アイトーン」を使っています（１月７日、H さ

ん）  

 

○目薬は、とても、目が、スッキリしまして、目の疲れも、一日の仕事の終わりにも、まだ、現

れておりません、こんなに、すごい、目薬は、はじめてです。どんどん、視力が、よくなりそうで

す（１２月２０日、Ｔさん）  

 

○目薬セットを購入したのですが、まだアイトーンしか使っていません。アイトーンの使用感が

気持ちよく、早速リピートしました（１２月１７日、Ｋさん）  
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○前回の目薬は開封後、４ヶ月ほど使いましたが、特段問題ありませんでした（１２月１０日、

さん）  

 

○カトラミデとてもいいですね！アイトーンは使いやすくて、日中の眼の疲れをスッキリさせて

くれます（１２月８、Ｔさん）  

 

○インドの目薬もとても気に入りました。 ものすごくしみますが目がとてもスッキリし 目がぱ

っちりあくので目が大きくなったように感じます。特にカトラミデが気に入りました（１２月１日、

A さん）  

 

○点眼剤、最近外が埃っぽいので、とても重宝しています。コンタクト越しでも痒みが無くなる

ので手放せません（１１月２７日、Ｔさん）  

 

○カトラミデは涙がたくさん出て目がきれいになる感じで、気持ちいいです。主人もカトラミデ

を大変気に入りましたので再注文します（１１月２１日、Ｍさん）  

 

○目薬四種類使ってみました。 もともと東京のハタイクリニックに通っていたときにアーユル

ヴェーダの目薬を紹介してもらったことがあって、前から気になっていました。 最近眼精疲労

と目の充血が気になったので、自分で買ってみたのですが、目の上の細かいキズ？にパック

されている感じと自分の涙で目が浄化されている感じがしました！ 染みる感じは個人差はあ

ると思いますが、毎日使ってたら、あんまり染みなくなってきました。 無色透明のものは、物

足りなくなりそうです… 黄色の蜂蜜が多い粘り気があるものが一番気に入りました。喉を通

っても甘かったです！顔のパックをする感覚で、週に２～３回使って、他のサラサラしている

目薬は、毎日朝か夜使おうかなと思っています（１１月１８日、A さん）  

 

○うちではネトラプラバの目薬が好評で、母の体験なんですが 昼間自転車に乗っていて、見

えづらかった標識が クリアに見えると言っていました。瞳も本当にキラキラしますね！（１１月

１４日、Ｋさん）  

 

○今回私が リピートしたのはカトラミデとマイソールサンダルソープです。 どちらもこれから

ずっとお付き合いしていきたいアイテムです（１１月１４日、O さん）  
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○目薬愛用しています。 どの目薬商品もだいたい朝夜に使って一ヶ月で消費しています。 

目薬をさすと、目ヤニと一緒にアイシャドウやアイライナーのキラキラがズズッと糸を引くよう

に出てきます(･･;) その後はスッキリ！ 重宝してます（１０月２９日、I さん）  

 

○前回頼んだ目薬セットですが、現在アイトーンとネトラプラバを使っています。 ネトラプラバ

は最初思っていたよりもしみて痛かったのですが、なんだかスッキリして毎日 3 回さしていま

す。 最近になっていつもよりパソコン中の充血がしにくくなっているように感じています。 アイ

トーンは普段目の乾燥が気になった時にさしています。白目が真っ白とはいきませんが、さし

てしばらくすると充血はひきます。 あとの 2 種類はまだ使っていないのですがなんだか楽し

みです（１０月２８日、Ｋさん）  

 

○目薬、とてもしみて、初体験な痛さでしたが、使って行くうちに白目がキレイになってきま し

た。夜、寝る前はハチミツ入りの目薬、ネプラ…？で朝と日中はカトラミデを使っています。ど

ちらも痛いけど使用後はスッキリくっきりしてとてもグッドで す！もう手放せません（１０月２４

日、Ｈさん）  

 

○カトラミデはとても目がスッキリするのですが、コンタクトをしているので持ち歩いて点眼とい

うわけにはいかないと思い、コンタクト装着前か外した後に使っています（１０月２３日、O さ

ん）  

 

○カトラミデは痛かったけど、想像していたよりは痛くなかったです。  ドライアイなのですが

今日はいつものヒリヒリする感じがしません。 現時点での感想は以上です。 なんとなく、継

続するともっと効果が出そうな手ごたえがあります（１０月１７日、K さん）  

 

○カトラミデをさっそく試してみました。しみると聞いていたので、初めはおそるおそるでしたが、

さした後の爽快感がたまらなく、くせになりそうですね。 鼻の奥もすっきりします（１０月１６日、

Ｔさん）  

 

○目薬にはまりました！白目が綺麗になってきた気がします。パソコン作業の後のトリファラ

ンジャンは目がスキっとして頭痛もなくなる感じです！今回は職場の後輩にカラトミデプレゼ

ントします！（１０月１４日、Ｎさん）  

 

○ドライアイに悩まされていて、色々調べていたところ、サフランロードのホームペー ジに辿
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り着きました。 前回は、お試し４本セットを購入し、その名の通り、お試ししてみました。笑 最

初にカトラミデをドキドキしながら試してみました。皆さんの感想を読んで覚悟は していました

がもの凄くしみました！が、涙とともに汚れも出て、しばらくするとスッキリ！！ ドライアイも楽

になったような気がしたのですが、日本ではちょうど梅雨入りした頃 で湿度が高くなったせい

かな～？とも思ったり。（疑い深くてすみません。笑） ４種類を使い切り目薬をささなくなったこ

ろ、ドライアイが辛くなってきたので やっぱり目薬の効果だったんだ！と実感し、再度購入す

ることにしました。 なんとなくカトラミデとトリファラジャンが気に入ったので、この２種類を使っ

て冬 の乾燥を乗り切ろうと思います（９月２９日、F さん）  

 

○以前、購入させていただいたトリファランジャンを使用して、 最初はすごく沁みましたが、使

用後１０分くらいすると目が生き返ったような感じで 国内に流通している目薬を使った後と比

べると、別格の良さを感じました。 もっと手軽に購入できたらいいのにと切に願っています（９

月２６日、Ｋさん）  

 

○今回、目薬を体感しましたが、私はあまり染みること無く、パートナーは大変痛がっており、

個人差があるんだな～と感じています（９月１３日、Ｍさん）  

 

○トリファランジャン目薬、大変気に入りました☆ おそるおそる差しまして、最初はほんとうに

痛かったのですが ３０秒後にとてもすっきりし、視界が明るくなり感動いたしました！ ドライ

アイなので目薬は必要なのですが、 日本のドラッグストアで販売されている目薬は、ケミカル

な成分がとても苦手でしたので こちらのアーユルベーダの目薬が大変助かりました☆ （９月

６日、O さん）  

 

○目薬はやはりトリファランジャンが一番好きです（９月５日、I さん）  

 

○やっぱり、アイトーンは私の生活には欠かせないもので、 必ず買いだめしちゃいます。 母

が、目薬は合うかどうかと不安がっていたのですが、 一度アイトーンを使ったら、彼女にとっ

ても欠かせないものになりました（笑） （９月５日、Ｋさん）  

 

○カトラミデは我が家には欠かせないアイテムになりました。離れて暮らしている兄も試して

みたところ、大変気に入って今回ストック分が欲しいということでまとめて購入しようと思ってい

るのですが、購入個数にもし問題がございましたら（税関の関係等）お知らせください（９月２

日、Ｇさん）  
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○インドの目薬は、目の疲れからくる 片頭痛にも効くので、とても助かります。もう日本の市

販薬は買えません。 頭痛薬と同じくらい必需品です。 ありがとうございます（１０月６日、Ｋさ

ん）  

 

○旅にでておりました。いつも使用している インド目薬を持っていかなかったのですが 持っ

てくれば良かった・・・と後悔。 （目薬なしではとても疲れました） 何気なくサポートしてくれて

いることを実感しました～（１０月３日、A さん）  

 

○今回、自分用と友人用として沢山目薬とクリームを買わせて頂きましたが、目薬は最初あ

んまり痛いので、さすのが嫌でした。でもさした後、必ずクリアな視界となり重かった目がスッ

キリするのにつられ、やむを得ずさしていました。 １ヶ月が経過したあたりだったでしょうか。

震災後あたりから気になり始めていた消えない充血(眼科に行ったら医師殿は「加齢によるも

ので戻りません」と言いました)が。 …薄くなってる？気のせい？そんなこんなで。 今、使い

始めて 2 年目程度でしょうか。いつもカトラミデだった訳ではありませんが、ネトラプラバだった

り他のものだったり。 でも私にとって一番、視界クリア効果が高いのがカトラミデなような感じ

です。 最近では白目は時々、青く見える程です。 コレ見たらあの時の医師殿はなんとおっし

ゃるのかしらんと思いますが、人は自分の思っているもの以上の物は得られないと言います

し…(他人事ではなく恐ろしい言葉です@_@;))でもパソコンやり過ぎるとすぐに戻ります。 リセ

ット出来る存在があるという事はとても有難いです（７月２３日、Ｔさん）  

 

○ 毎度片目に点すともう片目に点すのがためらわれるほどの 目薬ですが、目が楽になって

きているほうに思えます。 朝には目やにが出てきます。毒素がでているのでしょか？ またよ

ろしくお願いします（７月４日、Ｋさん）  

 

○メグスリ、大変気に入っております＾＾。 「キター！」って感覚が日本製のものとは段違いで

す７月６日、Ｙさん）  

 

○3 年ぶりの注文です。最近目の調子が悪く目薬のことを思い出しました！（７月１５日、A さ

ん）  

 

○カトラミデはいいみたいです。朝、携帯の文字がぼやけて見えていたのが、はっきりとして

きました。インド恐るべしです（７月１６日、Ｙさん）  
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○ 目薬、マジ痛いですね(笑) （７月１８日、Ｓさん）  

 

○ さっそく使ってみましたが、ものすごく気持ちよくて、もう他の目薬を使うことができないか

もしれません（７月１９日、Ｈさん）  

 

○目薬。早速使ってみました。 噂にたがわずどれも皆沁みますが、とても良いカンジです …

が、残念なことに、 ネトラプラバを開栓するときに、 見るからにこれは危険だから要注意と十

二分に注意して作業したにもかかわらが、 アルミの蓋で指を切ってしまいました。 今後もリ

ピしたいとは思いますが、刃物を使ってのアルミ栓の開封が恐怖です。 もう少し開封しやす

いと良いですね。 あと、日本の目薬に慣れてしまうと、 容器の形状・仕様が少々使いづらく

点眼しにくいと感じましたが、 使っている他の皆さんはどうなんでしょう？？ 慣れでしょうか

ね（６月２７日、Ｋさん）  

 

○カトラミデは本当に痛くて・・・大丈夫？と不安になりました(笑)。私の場合はかなり目が疲

れているからなのか・・・最初は夜寝る前にさすとウサギのように真っ赤になり、翌朝も赤みが

残ってました。でも、続けていたら、見えにくくなっていた看板や、細かい遠くの景色など・・・良

く見えるようになったんです。２回目の注文に期間が開いてしまったので、元に戻ってしまいま

した(笑)が、継続して使ってみたいと思っています（６月２４日、Ｍさん） ○ カトラミデを早速使

って見ました。ものすごい痛さに涙が止まりませんでした！でも一回で飛蚊症の症状に変化

がありました。見えていた異物が激減したのには感激です（６月２３日、Ｋさん）  

 

○かなり痛いとブログに書いてあったので最初の１滴を点すのに勇気が要りましたが、やはり

痛かったです（＾＾；） この目薬点してからなんだか目蓋の内側がゴロゴロするようになった感

じがしますが、点し続ける事によってゴロゴロがそのうちなくなるような気がして～（ゴロゴロは

目の中にある余計な塵を目薬によって取り除く作業のよう気がします） しばらくがんばって続

けてみたいと思います。それに痛いけどなんとなく癖になってつける習慣が出来つつあります。

（６月２２日、Ｋさん）  

 

○目薬セットも、すべて気に入りましたが、私はコンタクトレンズを使用していて日中させない

為、朝はカトラミデ、夜はネトラプラバのような使い方をしていると、どうしても 1 ヵ月以内に使

いきれないので、今回はカトラミデのみにしましたが、ネトラプラバもすごく気に入りました。 

どちらかというと、私は、ネトラプラバの方が、痛気持ち良かったです（６月１日、Ｈさん）  
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○以前に注文した目薬４種類は全部使用しています。 一番使用頻度が高いのがアイトーン

です。 これはしみて涙を流すタイプではなく、手軽に眼を潤す目的で使用するので当然そう

なります。 他の３種類は状況で使い分けています。 仕事先に持っていっているのがアイトー

ンとカトラミデで、カトラミデは休憩時間に使用しています。 ネトラブラパは風呂に入っている

ときに使っています。はちみつが主原料で一番べたべたするので浴槽のなかでお湯に浸かっ

て涙を流しています。 それ以外の自分の部屋では状況と気分で使い分けています。 ネトラ

ブラパとトリファランジャンは点眼容器に移し替えて使用しています。 あまりよくないのはわ

かっていますがそうでもしないと非常に使いにくいので仕方がありません。もちろんアルコー

ルでしっかり消毒して、精製水で流してから移し替えています。 どれも特徴があって日本の

目薬よりあっているようなのでまた注文するとおもいます（５月３１日、Ｓさん）  

 

○昨日夜、無事に荷物が到着しました。 早速、目薬を使ってみました しみて痛いとの感想

を見ていたので覚悟してたのですが 点したときだけ、ちょっとピリッとしただで大丈夫でした。 

今朝、目をみると、キラキラしていてきれいです （５月２９日、Ｓさん）  

 

○以前購入した目薬、さすとものすごく痛いですが、白目の充血が消え真っ白になりました。

すごくいいです。さすの毎回怖いですが（５月２７日、Ｔさん）  

 

○口コミどおり、効果のある目薬だと実感しております（５月２１日、Ｓさん）  

 

○そして目薬。点した直後は、当然強烈にしみました。が、覚悟していたような痛みを伴うしみ

方とは違い、目の表面からジワッと染み入るようなしみ方で、「目 にいいコトをしている」とい

うような感想をもちました。また話の種にと軽い気持ちで家族に貸してみたところ、やはり加齢

に伴う様々な症状への効果を期待し てなのか、母がとても気に入っていたようでした（５月２

３日、I さん）（１月２１日、I さん）  

 

○早速届いたハーブや目薬を毎日愛用しています。私は、目の乾燥が酷く悩んでいましたが、

眼科に掛かっても、ただ目薬を処方されるだけで、何の解決にもならないと思い、何年も何も

せず過ごしていました。でも、年々乾燥が進み、疲労や視力の低下など悩み続けていました

ところ、こちらのサイトに行き着き、オススメを購入してみました。目に入れた瞬間、目を開け

ていることができず、「うわぁっ」っと思いながら、しばらく浸透させました。翌日の朝、目ヤニが

出ていて、何だかいいかも～って感じを受けました。他のハーブたちも、何だか効いているよ
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うで、仕事の効率が上がったような気がするのと、イライラせず落ち着いているような気がしま

す（５月１８日、Ｎさん）  

 

○前回注文した目薬セットのう ち、まだカトラミデしか試していないのですが、 私も家族もあ

の強烈な痛みの後の爽快感にすっかり虜になってしまいました（笑）。 話を聞いたご近所さん

も『欲しい！』とのことで、今回早速の大量購入となりました（５月１０日、Ｆさん）  

 

○目薬はとても良いです。ドライアイなのですが未だに治るというわけではありませんが点し

た後は楽になりますし続けて使ってみようと思っています５月１０日、I さん）  

 

○目薬の感想 前回、前々回で送って頂いた目薬はカトラミデとトリファラジャンが気に入って

います。 沁みますが、私にとっては心地の良い沁み方です。 白目の部分もカトラミデを使っ

ていたときの方が澄んでいたので、きっと体質的に合うのだと思います。 朝と晩、眼を使った

後等、挿すときによって沁み具合とか沁み方が違うので、 自覚していなくても自分の目の疲

れ具合がわかる気がします（５月６日、Ｋさん）  

 

○昨夜 早速寝る前に付けてみました。 今 ちょっと名前が思い出せないのですが、トラファ

ルデ？(粘度が2番目に強いやつです) ネットで、かなり痛いような感想が多かったので、恐る

恐るだったのですが 思った程ではなく とは言っても、もちろんかなりジーンとしましたが、市

販の爽快感をうたっている物とは全く違う体験した事がないジーンでした。 目を閉じたまま眼

球を動かすと、またジーン。 ちょっと目を開けて空気に触れると またジーン。 このジーンが、

ステキに気持ち良く癖になりそうです！ 涙もポロポロ流れて、ドライアイで涙が出にくいので、

これも気持ち良かったです。 結局、1 番トロミのあるやつにも挑戦してしまいました！ 今朝、

夜勤明けで帰宅した旦那さんに教えてあげたら、旦那さんもやってみたいと言い出し早速点

眼。 旦那さんは、年齢的な事もあるし仕事でパソコンを長時間見たり。 いつも目が疲れたと

言っては目薬を購入して、さっぱり効かないとボヤキながら、それでも気休めのように使って

いるのですが。 点眼後、視界が明るい ワンコ達の散歩で外に出たら、世の中が綺麗に見え

る！ と感激していました。 そして、顔を洗って鏡を見たら白眼の部分が白くなってる！ と ま

たまた驚いていました！ 実は、密かに気にしていたらしいんです。 私も 目のゴロゴロがな

いし痒みもないし、視界も明るい。 そして、やっぱり白眼が白くなって嬉しいです。 注文して 

本当に良かったです！ （５月６日、Ｓさん）  

 

○慢性的なドライアイと充血で、市販の目薬を頻繁に差していたのですが、とくに改善せず、
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成分がまぶたについて赤みがでたりかゆくなったりしていました。こちらの目薬は、ネットのク

チコミを見て、思いきって購入してみたした。カトラミデ、トリファラジャン、ネトラプバはすごく刺

激があって、私は痛みに強いほうですが、あまりに痛くて驚きました。しかし涙を流し終え、数

分すると視界が爽快で、しかも、時間がたっても目が乾燥しません！医者からもらっているヒ

アロン酸目薬よりはるかにいいです！なので、リピートしたいと思い今回はまとめ買いしまし

た（５月３日、Ｙさん）  

 

○今の季節は花粉も飛び始め目の調子が悪くなるので目薬は重宝します（＾＾）（４月２日、Ｎ

さん)  

 

○目薬、毎日さしています。 ドライアイが次の日からすごく改善されたので驚いて います。 

すっごく、しみるのですが涙が出た後はとてもすっきり するので癖になります。 目がキラキラ

になるので女子力アップ目指しがんばります！！（４月４日、Ｋさん）  

 

○最近は、カトラミデを差してもそれほど目が痛くならなくなりました。 涙の量も減ってきてい

ます。 あの刺激が薄れてしまって、何だか物足りなくなりました。＾＾ とは言いますが、いい傾

向なんだと、嬉しく思っています（４月３日、Ｎさん）  

 

○沙羅双樹クリームも目薬も気に入って愛用しています。 もうすぐ無くなるのでリピートしま

す（４月７日、Ｔさん）  

 

○目薬が届いて、母も喜んでおります（４月９日、Ｈさん）  

 

○花粉症で眼がかゆくて腫れてましたが  カトラミデで楽になりました（４月１２日、Ｋさん）  

 

○目 薬もこわごわ使い始めました。沁みないアイトーンは初めきしきしする感じでした。 カト

ラミデは薬草を煎じたような色が怖かったですが、覚悟して使ったせいか痛みも 思った程で

なく安心してたら二回目差したとき目が真っ赤になって目ヤニみたいな膜 に覆われて大変な

ことになったと驚きましたがサフランロード内の感想文を思い出 し、しばらく待ってみたら気

持ちよくなって来ました。目の状態によって差し心地は 変わるみたいですね。痙攣はまだあ

りますが、あとの二種類にも期待しております（４月１２日、Ｔさん）  

 

○早速、カトラミデを試してみました。 他の方がネットで書いていたような凄い刺激は無かっ
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たのですが、独特の感覚で涙がでて、すっきりしました。ドライアイでなかなか涙が出なかった

のがうそみたいです（４月１５日、Ｓさん）  

 

○お奨めの目薬、ものすごく沁みますけど、 そのあとの爽快感が素晴らしい。 けっこう癖に

なります。 視力回復しそう！（４月１８日、Ｈさん）  

 

○前回カトラミデを使用して、化粧品を売っていた女性に「白目がきれいですね」と褒められた

んですよ!(^^)!びっくりしました（４月１９日、Ｋさん）  

 

○先日は、目薬を送って頂いてありがとうございました。どれもすごく目に染みますが、涙を

流した後、瞳がすごく楽になります。 質問なのですが、目薬を差す間隔はどの程度でしょう

か？私は一日 5 回はいずれかの目薬をさしているのですが、差しすぎですか?説明書が読め

なったので、教えていただけますか（４月２４日Ｙ、さん）  

★目薬の使用説明書によりますと、 目の疾患があるときには点眼回数を増やし、 とくに問

題はないけれど使用するときには、１日１回で充分とあります。 目薬は１本１０mlKA15ml 入り

ですが、開封後は１月をめやすに使い切るのがベストと 説明されています。この量ですと、１

日１滴を両目にさして２回程度ということになります（ばるだ）  

 

○昨日、商品が到着いたしました。まだ、カトラミデのみの使用ですが、皆さんのおっしゃると

おり、すごいしみて痛かったのですが、本当にその後のスッキリして白目が綺麗になったのに

は、驚きました。(3 月 29 日、K さん)  

 

○目薬はこれじゃないとダメというぐらい好きになりました。痛くて気持ちよくて病みつきです。

(3 月 27 日、I さん)  

 

○原発事故後、放射性物質のよるものと思われる、急激な視力低下や、若年性の白内障や

角膜障害が関東でも増えていて自分も最近、急激な視力低下に、目がかすむ、と言う症状が

酷くなり怖くなっていたのですが、サフランロード様のカトラミデを定期的に使用する事により、

かなり軽減 されて来ました。目は大切なので、本当に助かってます。ありがとうございます。 

(3 月 18 日、N さん)  

 

○カトラミデは噂通り強烈でした。今まで使っていた普通の目薬とは使用目的自体が違うよう

に感じました。使用すると涙がドバドバ出るのですが、その後、実際に泣いたようなスッキリし
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た感じがあり、ストレス発散の作用が強いようです。寝る前に使うと、とてもリラックスして眠り

につけます (3 月 18 日、T さん)  

 

○カトラミデは思ったほど沁みませんでしたが、涙がポロポロでて、とても視界がすっきりしま

した。アーユルベーダ、本当にいいですね。 (3 月 11 日、K さん)  

 

○商品が無事届き、使用させていただいております。プレゼントも有難う御座いました☆今回、

一番楽しみにしていた目薬はとてもお気に入りになりました。家族全員で使用しています。初

めてさした時は目やにや汚れが出て、白目がスッキリとした感じがして気持ちよかったです＾＾。

家族全員がドライアイなので、なかなかみなさんほど涙が出ないのですが使用し続けると良く

なっていくかもしれないので続けていきたいと思います＾＾ (3 月 4 日、K さん)  

 

○パソコンでの仕事がほとんどなので、年とともに目の疲れがひどくなり、目に優しい目薬は

ないものかと思ってネット検索しました。実は、私は健康ショップをやっていて、それまでは自

分で目薬をつくって使用していました。自作のものも気に入っていたのですが、またゴマ油で

つくる目薬もあるのですが（これは目にしみて、アーユルヴェーダの目薬みたいです）、日持ち

等の関係で「何かよいものを…」と探し始めたわけです。そして、サフランロードのホームペー

ジにたどり着き、興味を引かれました。アーユルヴェーダというインド医学は少し知っていまし

たので、到着するのを楽しみにして注文しました。「アーユルヴェーダの目薬４個セット」です。

まずは「カトラミデ」…確かに目にしみて、とっても痛くなるのですが、寝る前につけると朝がと

てもスッキリ。これまで目の痛さに困っていたのが、嘘のように改善されました。ゴマ油の目薬

に匹敵するしみ方です。私の店のスタッフに「いいよ?」と話したところ、とても興味を持ち、「カ

トラミデ」を取られてしまいました。かなり気に入ったようです。そして「同じようなのが欲しい！」

ということで、「ネトラプラバ」をあげました。このスタッフはインドに２回も旅行しており、大のイ

ンドファンです。結局は「カトラミデの方がいいなぁ?」でしたが…。そういう経緯で、私が次に使

ったのは「トリファランジャン」と「アイ・トーン」です。「アイ・トーン」は日常で目が疲れたときに、

「トリファランジャン」は夜寝る前に点眼しました。ただ、「トリファランジャン」は容器的に安心で

きる気はするんですが、使いづらいですね。この体験から、今度は「アイ・トーン」と「カトラミデ」

を使っていこうと思います。よいものに出会えたことに感謝しています。(3 月 1 日、H さん)  

 

○毎日、朝に晩にこちらの目薬を使っています。長年ハードコンタクトを使用し続け、あまりの

ひどい充血に人と目を合わせるのが恥ずかしくて嫌でした。夕方はほぼ毎日、白目の部分が

真っ赤になり乾燥と疲れで目を開けているのがとても辛く、日本で売られている目薬で評判の
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良いものはほとんど試しましたがどれも効果は得られず、さした時だけですぐに充血しだしま

した。こちらの目薬はもう何年か使わせていただいてますが現在は信じられないくらい白目が

きれいになりました。何より乾燥をあまり感じない、もちろん夜まできちんと目を開けていられ

ますし人から充血を指摘されることもなくなりました。しみるのは確かですが、確実に効果が

あります。本当に目が美しくなるなら怖がっている場合ではありません。美しさと引き換えなら

全く何てことない痛みですよね（笑）私はインドの恵みに救われました。心から感謝します。い

つも目薬を送っていただいても、ついついコメントするのをうっかりしてしまいましたが、上記

のとおり毎日使わせていただいてます。今後も宜しくお願いします。 (2 月 18 日、I さん)  

 

○ネトラプラバを使ってみました。私はハウスダストなどのアレルギーからくる痒みのせいで

目を擦るのですが、やめたくても痒みがある以上難しいのです。病院に行って目薬を処方し

てもらって、それは確かによくきくのですが、ステロイドが入っているのでいつまでも頼るのは

いやでした。しかも今年は花粉が例年より多く、中国からの大気汚染、さらには核実験をした

砂漠から飛んでくる放射能を含んだ黄砂のトリプルパンチで目の状態が悪化してもおかしくな

いのでなんとかしなければと思っていました。天然のものでできた目薬を見つけることができ

てよかったです。痛いですが目がとてもスッキリします。これだけパンチがあれば痒くても擦る

必要はありません。カトラミデと一緒にしばらく使ってみようと思います。ありがとうございます 

(2 月 22 日、K さん)  

 

○カトラミデは白目がきれいになって驚きました！ 母に使ってあげたら気に入ったようなので

再購入です（＾＾） (2 月 16 日、S さん)  

 

○ 目薬ですね p(^^)q ドライアイが とても 解消されちゃいました。 目の 凝り も楽ですね

p(^^)q。 鼻は、 いっぱい出ます 。またいろいろ 試してみま～す。 ありがと (2 月 12 日、A さ

ん)  

 

○目薬は、少しづつですがすっきりしているみたいです。アイトーンで少しづつ慣らして行きた

いと、主人が申しておりました。 (1 月 28 日、S さん)  

 

○ ネトラプラ、 この２～３年で急激に視力が落ちており、日常的にドライアイのため、今回、

最も楽しみにしていた商品です。ねっとりした目薬で、横になり、目薬を差し、目を閉じて眼球

をぐるぐる動かしたりして、感覚を楽しんでみました。日常的に目がしぶしぶするのですが、そ

のしぶしぶ感に効いているような。滲みますが、思ったほどではなく、涙が溢れる感覚が温か
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く、その感覚を楽しんでいました。どちらも効果の出るのが早いので、インドのハーブには驚

いています (1 月 26 日、K さん)  

 

○目薬は、私の周りの人間にはしみるのがきついらしく 2 度目のリクエストはなかったのです

が、実は一緒に暮らしている犬（12 才）が眼が白くなり始め、目の縁にいぼがあるため結膜炎

もよく起こしているので、試してみました。痛いのが嫌い（そもそもお手入れ一般が嫌い）な子

なので無理かと思いましたが、目薬を挿しあごをあげたままにするために軽くあごを支えてい

るとじっーっとそのまま受け入れています。眼を細めにし、しょぼしょぼ？させているので沁み

てはいると思うのですが。調子に乗って、沙羅双樹もいぼに効果があるそうなので目の縁に

塗ってみるとこれも、OKでした。去年から、人間と一緒にハーブシャンプーをしていますが、そ

れも気に入っているようでアーユルベーダ系の物と相性が良いようです。(1 月 22 日、K さん)  

 

○カトラミデ１日２回の点眼で４０日もちました。本当は１ヶ月で使い切らないといけないようで

すが、他の目薬はちょうど１ヶ月で使い切ったのに、同じ用量のカトラミデは１滴の量が少な

かったようです。 そして最後のアイトーン開封。 ほかのようにに確かに沁みませんが、点し

た瞬間軽くしびれるような感覚。他のに比べると地味な感じですが、これはこれであり かなと

思います。 目薬注文させていただきました。当初は４種から気に入ったのを、追加購入予定

でしたが、使ってみたらどれも良くて 、結局またセットでお願いしました。 各製品には説明書

が入っていますが、当方英語も苦手でほとんど意味がわかりません。日本語訳の説明書など

が今後出来ましたら、その時は是非コピーお願いします(1 月 3 日、K さん)  

 

○目薬の感想ですが カトラミデもネトラも目には良いかんじだったのですが、 刺激が強かっ

たのか目の周りの皮膚が痒くなってしまいました。 なかなか目のみに、ピンポイントにさすの

も難しくて。 なのでこの度刺激の少ないアイトーンにチャレンジすることにしました。 (1 月 4

日、K さん)  

 

○今回で二回目の利用となりますが、前回購入した中で特に良かったのがカトラミデです。ど

うしても欲しくなって今回リピートしました(1 月 5 日、Ｓ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
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です(1 月 6 日、M さん)  

 

○目薬もとても使い心地が良いです。感想で"しみる"と聞いていたので覚悟が出来ていたせ

いか、思ったほどではありませんでした。これから、花粉の季節になるので期待しています。

(1 月 21 日、K さん)  

 

○カトラミデはどの人にしても大変好評でした。父は近々免許の更新なのですが、左目が白

い膜が張ったように見えにくいと言っていましたが、カトラミデを挿したところ、とても目が見え

やすくなったと驚いていました。(12 月 3 日、M さん)  

 

○目薬をさっそく使わせてもらいました。噂どうりとってもしみましたが、後はすっきりとしまし

た (12 月 5 日、T さん)  

 

○トリファランジャンすごいです！！ 視界に霧がかかったようにもやもやしていたのが、一回

点眼しただけできれいに晴れてしまいました。数時間するとまた戻ってしまうので、一日３～４

回使用しています。点眼するとすっきりするので気に入っています(12 月 14 日、T さん)  

 

○カトラミデ、皆さんが痛いとおっしゃっていたので、弱虫の私は恐る恐るですが挑戦してみ

ました。ホントにしみます('_')最初の数分は。思いっきり涙して５分から１０分位たつと何とも不

思議な爽快感、何故か頭の重さや肩こりまで楽になったような、、、調子にのって彼にもさして

あげました。５分から１０分我慢したら、違う世界が見えるよと。彼は近視なのですが、視界が

クリアになった、首から上全部に薬効がまわってるような感じがするとも。二人とも何故か精

神的も効いている感じがしました。自然の物なので、効果はゆっくりと分かるのではないかと

思ってましたが、嬉しい誤算でした(12 月 15 日、K さん)  

 

○カトラミデ、やはりすごいです。一回目は立ったままさしたので流れたのでしょう。今は横に

なってさして、じっくり泣いてます (12 月 18 日、A さん)  

 

○カトラミデ１日２回の点眼で４０日もちました。本当は１ヶ月で使い切らないといけないようで

すが、他の目薬はちょうど１ヶ月で使い切ったのに、同じ用量のカトラミデは１滴の量が少な

かったようです。 そして最後のアイトーン開封。 ほかのようにに確かに沁みませんが、点し

た瞬間軽くしびれるような感覚。他のに比べると地味な感じですが、これはこれであり かなと

思います。 目薬注文させていただきました。当初は４種から気に入ったのを、追加購入予定
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でしたが、使ってみたらどれも良くて 、結局またセットでお願いしました（1 月 3 日、K さん)  

 

○カトラミデがあると、目の痒みが楽というか、ほとんどなくなって調子がいいんです (11 月

29 日、Y さん)  

 

○母がこの前注文した目薬をすっきりする！といたく気に入っていて、近日中に、また注文さ

せていただくことになるかと思います。(11 月 28 日、T さん)  

 

○カトラミデをすぐに使ってみて主人の目のアレルギーが良くなったのに本当に驚いています。

いつも寝ている間に目をこすって、朝起きるとお岩さんもびっくりの腫れた瞼と赤い目がすっ

きりさわやか！ 彼が言うにはお風呂から上がると温まって、目がかゆくて仕方なかったのが

全くかゆくなくなったそうです。目薬をさすと痛くて騒いでいる割に毎日しっかりとやっているな

と感心していたのですが、やはり効いているのが実感できたからでしょうね。余りの痛がりよう

で見ているとおかしくてたまりません。私は痛くないのですがね(11 月 27 日、F さん)  

 

○今はネトラプラバを寝る前に注してます。気のせいではないと思いますが、注した後の暫く

は左目のコンタクトに油分が着くのが少し改善された気がします。とっても嬉しいです。このま

まずっと着かない事を願うばかりです(11 月 26 日、Y さん)  

 

○昨日からネプラトラを使い始めましたが、私にはカトラミデより痛みが感じました。カトラミデ

は、しみると言う感じですが、ネプラトラは痛くて、うっ～って感じで居ても立ってもいられない

位でした。思わず足をバタバタしたくなるといった感じ。大袈裟ではなくて本当に痛いです。こ

のままつけていて良いのかなと一瞬思いましたが、痛みがなくなった後は少し目の汚れが取

れた様な気がします。まだ使い始めたばかりですから、これからどう変化していくか楽しみで

す♪(11 月 22 日、Y さん)  

 

○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)  

 

○目薬は犬に毎日さしています。又宜しく。(11 月 21 日、Ａさん)  

 

○私自身、トリファラジャンを使ってみて、とてもよかったことを身をもって体験しています（11

月 20 日、Ｈさん)  
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○トリファランジャン使用約一ヶ月でなくなり、いよいよカトラミデを開封しました。ノズルに穴

が開いてないので自分で開ける必要があり、針を除菌して穴開けました。眼に入る薬ですか

ら変な菌入らないようにと、そうしましたが出来るならこれは面倒なので普通のがいいと思い

ました。点し心地は最初かなり沁みますが、他のより特別に沁みるとは思いません。点した後

は眼がスッキリします(11 月 20 日、Ｋさん)  

 

○目（薬）も痛いですが、眼精疲労がなくなることが実感でき、ずっと続けていきます。(11 月

20 日、Ｓさん)  

 

○前回購入した目薬の感想ですね。友人と１セット（４種類）づつを試してみまして、二人とも

感想は全く同様でした。「黄色のハチミツみたいのが刺激も一番強いし一番効く！」一滴垂ら

しただけで２、３日は効果が続き、視界がスッキリしてる感じがします(11 月 19 日、Ｏさん)  

 

○さっそくカトラミデを試してみました。日本の目薬でもかなり刺激を感じるので、覚悟してさし

ましたが・・爽快感の強い目薬と同じぐらいの刺激でした。これなら抵抗なく使えそうです(11

月７日、M さん)  

 

○カトラミデは視界が霞むようになったので、改善できないかと思って使ってみました。使い心

地はきゅーっとするところが好きです。点眼した後、痛みで開けられない瞼を時々開けながら

上下左右に眼球を動かすと、沁みるところから植物さんの成分がひたひたと浸み込んでいる

ようで、なんだか嬉しい気持ちになります。使い始めてしばらくすると、新聞や文庫本の文字

ははっきり読めるようになりましたが、全体的にはまだもやもやしています。特に離れた所の

看板などはほとんど読めません。年齢的なものもあると思いますが、引き続き使用して、それ

が改善されればいいなぁと期待しています。(11 月３日、T さん)  

 

○今回はトリファランジャンの感想です。ネトラプラバは１日 2~3 回点眼で２８日持ちました。開

封して１ヵ月で使い切るようにとの事でしたが、ほぼギリギリでした。さて次はトリファランジャ

ンを開封しました。開け方の説明と少し違い取り付けるノズルのようなのはまっすぐでした。見

た感じは目薬というより薬のアンプルといった感じ。ネトラプラバよりもかなり沁みるかと、期

待？ してましたが、ほぼ同じくらいか、逆に少ないくらいでした。ネトラプラバよりさらっとして

いて、点した後は涙がたくさん出てその後は目がスッキリしています。現在１日２回の使用で

十分です。もう日本の目薬は点す気にならないです。来月はアイトーンかカトラミデか今から
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楽しみです。 (10 月 15 日、K さん)  

 

○加齢の為か目が霞んでいたのですが、送って頂きました目薬を使用する様になって視界が

非常にクリアになり快適です＾＾素晴らしい商品の販売をありがとうございます。(10 月 1 日、N

さん)  

 

○カトラミデ。しみるのが怖く感じすぎていたためか、使用してみると思ったほどでもありませ

んでした。気持ちよかったです。（9 月 25 日 U さん）  

 

○目薬はネトラプラバ 2 個追加でお願いします。この目薬、目がとても奇麗になるので大変気

に入っています。(9 月 24 日、I さん)  

 

○目薬は、すごくしみるのでちょっとびっくりしましたが、涙がいっぱい出切ったあとはスッキリ

してなかなかよいです。 (９月 20 日、Ｓさん)  

 

○目薬はどれも甲乙捨てがたいほど、目に染みて気持ちが良いです。持ち運びに便利、ねっ

とり感がないため、会社ではカトラミデを使用しています。トイレにいったついでに目薬を差し、

眠気防止にも役立てています。朝起きたらネトラブラバかトリファランジャン。寝起きのバッチ

リ乾いた目に、ジワーっと広がっていくのが気持ちいいです。使用して思ったことは、市販の

目薬と違うことです。目薬を点した瞬間は潤い気持ちがいいのですが、すぐ乾いてしまうこと。

その点、インドの目薬は潤いが持続することです。インドの目薬を知ってしまってからは、もう

市販の目薬は使えません。商品が届くのを楽しみにしています。(９月 18 日、Ｉさん)  

 

○カトラミデさいこー！！（9 月 18 日、Ｍさん）  

 

○取り急ぎ３日間の感想です。４品の内まずはネトラプラバを使ってみました。沁みる快感？

は嫌いな方ではないですが、日本の目薬と比べたらかなり強烈に沁みてしばらくは目が開け

れない状態でした。が説明にある通りあとはスッキリ。今までは１日５～６回以上目薬ささない

と目が不快でたまらなかったのが、今は１日２回の点眼でスッキリしてます。他の目薬も試し

てみたいのですが併用しても問題ないのでしょうかね？ らないから、まずこれを使い切った

ら他のを使おうと思ってます。また違うの点眼したら感想送ります。 (９月 1４日、Ｋさん)  

 

○先日、目薬セットなど色々注文した N といいます。無事、商品が届きました。ありがとうござ
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いました。目薬は本当にとても刺激的ですね。でも、たくさん涙を流して爽快です。 (９月 14 日、

N さん) 

 

○カトラミデはすっごく沁みて涙がたらりとでるけど、その痛さももうすでにはまっております。

（９月１０日、Ｈさん）  

 

○先日、目薬セットを購入し、すっかり気に入ってしまいました。日本では薬の作用によってお

さえてるだけの対処療法の目薬で症状を悪化させ、目薬なしの生活ができなくなってしまうも

のばかりでした。そして、根本の考え方が違う、インドの目薬。。目が浄化されとっても気持ち

がいいです（９月１０日、Ｋさん）  

 

○目薬は大変お気に入りなようです。仕事で目が疲れてくると、老眼のためよく見えなくなっ

てくるようになってきて、でも飲食店という仕事上、老眼鏡をかけるとレンズがくもるので困っ

ていた義母でしたが、カトラミデをプレゼントして使い始めるとすぐに目に気持ちがよく、すっき

りすると大好評で、翌日くらいからは前のようによく見えるようになったそうです。今では、ちょ

っと目が疲れたらカトラミデを仕事の合間に使っているそうです。目にしみるとか痛みはなく、

気持ちの良い刺激だそうです。（９月４日、S さん）  

 

○目薬は一生使い続けたいくらいお気に入りとなりました。（８月２５日、T さん）  

 

○カトラミデは みなさんも言われているように、本当に視界がすっきりとして爽快になります。 

冷蔵庫に入れておいて使っていたので、冷たさもプラスされて良かったです。 ４０歳をすぎて

から（早い？）老眼が進んできましたが、カトラミデで視界がクリアになると、 本が読めるよう

になります。 (７月２８日、K さん)  

 

○「Catramide」早速試してみましたが、使用者の声にあるようにすごーく沁みました！！でも、

やさしい痛みという感じです。使い続けてみますね＾＾視力がよくなることを願いつつ・・・(７月２

３日、T さん)  

 

○ネトラプラバ、カトラミデ、トリファラジャン、眼の感覚として何かが変わったというのは無い

ですが、この前鏡をみたら、黒目の淵がハッキリしていました。 「瞳の部分が黒い淵のコンタ

クト使ってる？」と聞かれた理由はこれか！と思いました。 念のため(笑)、黒目の淵について

調べてみると、加齢に伴い黒目の淵がぼんやりしてくるとのこと、淵がハッキリしてきたという
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のは、眼が若返っているということですよね！ これからも、自分にとって健康な体を目指して

いきたいと思います！(７月２１日、S さん)  

 

○カトラミデ良かったです。期待したほどシミなかったですが、目が乾燥しなくなりずいぶん楽

になりました。これからどんどん年を取っていくので白内障の進行も少しでも遅くなればいい

なぁって期待しています。他の目薬も試してみたくてセット購入です。 (７月１７日、さん)  

 

○目薬のセットも試してみたんですが、どれもそれぞれ良かったです。カトラミデはさした瞬間

から痛いので１滴しかさせないんですが、ネトラプラバはじわじわくるので何滴かさせて良い

です。この痛みがクセになってきます。どの目薬もさしてからすっきりするので良いですね。 

(７月１５日、K さん)  

 

○アイトーンを使ってから、目やにが少なくなりました。白目も少しきれいになってきたように

思います。(７月１３日、H さん)  

 

○さっそく、職場の同僚と一緒に試しました。痛い！しみる！！とあちこちから悲鳴が聞こえ

てきましたが、その後は疲れ目がスッキリ、充血も取れて、皆その効果に驚いていました。 

(７月５日、T さん)  

 

○トリファランジャン目薬の爽快感がやみつきです。 (７月４日、Ｍさん)  

 

○昨晩カトラミデを試しました。 以前トリファランジャンを使ったことがありましたので、思った

より抵抗なく[痛さも]使え安心いたしました。ネトラプラバも試してみようと思っております。(6

月 20 日、K さん)   

 

○目薬は、前回セットで購入した中でトリファランジャンが一番よかったので注文しました。友

人にもとても評判がいいです とろっとしたトリファランジャンが汚れを取り去ってくれて、目が

とてもすっきりします。 (6 月 15 日、U さん)  

 

○早速目薬を使用したところ、市販の目薬では味わえないスッキリ感がやみつきになりそうで

す。またまとめて注文させて頂きます。ありがとうございました。(6 月 14 日、Y さん)  

 

○カトラミデは相変わらず目にしみますが余分な汚れもとれそうでいい感じです。試したいも
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のもあるのでまた注文しますね。ありがとうございました。(6 月 14 日、W さん)  

 

○昨日、無事商品が届きました。ちょうど私の誕生日でした。なんだかバースデープレゼント

のようで嬉しさ２倍でした。早速、カトラミデとネトラプバを使ってみました。カトラミデ、とっても

しみますね。どろっとしていて、一瞬、こんなもの（と言っては失礼ですが）目に入れて良いの

か？と思いましたが思い切って入れてみました。しみて目が開けられず閉じたまま、目の体操

をしてみました。右左上下、右回り、左回りと。５分くらいしてからでしょうか、やっと目が開けら

れるようになったのは。しみるのですが、目の奥まで疲れがとれた感じがします。ヤミツキに

なるというのが分かる気がしました。ネトラプバは目の汚れを取ってくれるというのを期待して

います。こちらもかなりしみましたが、ヤミツキになるイタさですね。これで、目の使い過ぎによ

る疲れや充血が少しでも良くなることを期待しています。 (6 月 13 日、K さん）  

 

○カトラミデを初めて使ってみましたが、目にものすごく滲みて涙が止まりませんでした。でも、

とても爽快感があって気持ちいいです。また切らしたら注文させていただきますね。素早い対

応に大変感謝いたします。ありがとうございました。(6 月 13 日、M さん）  

 

○アーユルヴェーダの目薬のしみるのにも慣れてそのしみるのが快感になってきました！ 

視力がよくなった感想もあったので期待しています！  (５月３０日、Ｓさん）  

 

○カトラミデは、本当にしみます(涙)が、その後に軽くなったような感じがするので、しばらく頑

張って使ってみようと思います。日本の医薬品は pH や浸透圧が調節されているので、このよ

うな体験はあまりありません。新鮮な体験です（笑）黄砂が来るのは昔からですが、この時期

に目や鼻の症状が出るようになったのはこの数年です。中国が経済大国になるに伴って、化

学物質の混じったものを排出するようになったからではないかと推測しています。少し離れた

日本でもこのような被害が出るので、中国の方ではもっと深刻だと思われます。 日本でもそ

うですが、あまり経済が発達してくると、人の心は逆に衰えてくるのかもしれません。アーユル

ヴェーダなどの自然なものに関心が集まるのも、人が自然に戻りたいという欲求の現れでは

ないかと感じます。。この度も本当にありがとうございました。(５月３０日、Ｆさん）  

 

○１番恐れていた目薬ですが、本当にさすまでびくびくしてましたが、さしてみると 思ってた

通りしみて涙ぼろぼろでましたが、すっきり爽快です。私は近視がひどく目からくる頭痛にこま

っていましたが、目の奥がすーーっと楽になって視界がクリアになった気がします。 続けた

いと思いました。 (５月２９日、Ｓさん）  
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○カトラミデは 1 滴だったせいか、皆さんの言うほどの激痛ではなく（もちろん沁みて痛いけ

ど）、それでも首のコリがほぐれて軽くなった感じがしました。 (５月２９日、Ｗさん）  

 

○白目の変化というより、黒目がキラキラ濃くなる感じがします。 (５月 22 日、N さん)  

 

○私は白内障で、カトラミデが、あってるようです。明るいところを眩しく感じることが、減しまし

た。アイトーンは、目が乾いた感じになった時に使ってます。(5 月 18 日、J さん)  

 

○ネトラブラバは、カトラミデが無かったので代わりにと購入しましたが、粘性があって、目薬

をさすのが下手な私でも簡単に差せます。爽快感にハマリますね。白目もきれいになったよう

に思います。今回注文はカトラミデにしましたが・・・楽しみです。 (5 月 16 日、K さん)  

 

○目薬、いいですね。目の奥の痛むような疲れが数日の使用でかなり軽くなりました。（５月１

５日、Ｍさん）  

 

○今目薬をさしてみました。・・・・痛い・・・尚且つ目の中がとっても赤くなり「おっと」と思いまし

たが今は収まってきました。白目が濁ってきたような気がしているので使ってみて変化するか

を観察していきます。シャンプーも早速使ってみます！(５月９日、A さん）  

 

○目薬は一瞬で効きましたし、カイラシュクリームは傷が治るし、インドの奥深さが面白いで

す。また利用させて頂きます。(５月７日、E さん）  

 

○昨日トリファラジャンの目薬を恐る恐る使ってみました。とってもしみます！でも不思議と嫌

な感じではなくじわじわとしみこむ感じでした(４月２７日、F さん）  

 

○ネトラプラを使ってみました。とても沁みて涙がでましたが、花粉症と黄砂で目が痒くてたま

らないのが、少し、ましになった感じがします。 (４月 2３日、T さん）  

 

○前回購入したカトラミデは最高でした。ちょっとピントがあわせにくくなった目がすっきり楽に

なったようです(４月 10 日、M さん）  

 

○目薬 母が花粉で目がかゆくて目玉を出してかきたい位でしたが、入れたらピタリ止まりま
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した。 すごいです！！ありがとうございました（４月 6 日、M さん）  

 

○前回購入した目薬もギーもローズウォーターも喜んで使わせてもらっています。チャイのス

パイスセットもおいしくいただきました。目薬は母の白内障のために購入したのですが、今度

眼科の検診があるそうで結果を期待しながら毎日つけています(２月１日、Ｙさん）  

 

○送っていただいた目薬はまだ３日目ですが、点眼後は爽快感と保湿力も感じます（２月１６

日、I さん）  

 

○目薬アイトーン、最高です。初めて使ってから、これがないと困るので、これのために注文

しています。ドライアイなのですが、これまでもうどれだけ目薬を試したかしれません。いまは

これと、涙と同じ成分、病院で処方するものそれだけにしています。この目薬に出会えたこと

は、本当にラッキイでしたよ。ありがとうございます。（1 月 22 日、E さん）  

 

○目薬のアイトーン大好評で、私も花粉症で目がくしゃくしゃしていたのが、きれいにおさまり

ました。東京の大学に行っている娘も、乾燥と花粉でものもらいが治らないというので、泣く泣

く？手放しました・・（笑）到着、心待ちにしています（1 月 22 日、K さん）  

 

○Catramide だけ、試してみました。覚悟していたよりは、痛くないものの、ザックリとしみまし

た。目から一気に とー。と、水分がこぼれ落ちたので、目薬がちゃんと浸透していないので

は、と、拭き取ったティッシュをみると確かに薬の黄色なのですが、私は一滴注しただけなの

に、それにしては量が多すぎます。鏡を見ると、目が充血していましたが、数分後には白目が

戻り、。。。。どなたか書いてらっしゃいましたが、ふと、 眼球にくっきり、自分の姿が反射して

映っていることに気づきました。不思議な気分を味わっております。（1 月 18 日、H さん）  

 

○目薬は蜂蜜入りのネトラプラバを試してみたのですが、ドライアイの症状がかなり楽になり

ますね。（1 月 17 日、H さん）  

 

○目薬のカトラミデは、眼球の中を一気に毒素をぬいて浄化してくれました。眼球の奥の周辺

まで、ハーブの成分がいきとどく感じで、さした後、スッキリスカッとします。目がクワ～と外側

まで 開くような感じで、瞼も開けやすくなります。 若干粘着性があり、成分のエネルギーが

強いので一日１回では多い感じがするほどです。１週間に２、３度で十分だと思いました。 日

本の眼科では取扱いのない目薬だけに、１週間に３度程度でさすならば、眼の病気などにも



 

 

 
目薬のご感想 

 

  

68 

効果を期待できる目薬だと思いました。（12 月 20 日、M さん）  

 

○目薬効果ものすごいです！！うちの父がとても気に入り毎日つけていた所、健康診断で去

年より視力が３段階も上がっていました！！こんな目薬は他にはないですよね～（＾＾）（12 月

19 日、K さん）  

 

○カトラミデは強烈な痛みが、病みつきになりそう。。。気に入りました！（12月17日、Kさん）  

 

○目薬はまずカトラミデを使用してみましたが、思ったより染みなかったですねちょっと拍子抜

けしてしまいました（笑）使用した後は、皆さんの感想にあるようにスッキリ、白目も綺麗になり

ました。 (12 月 14 日、K さん)  

 

○父はカトラミデをさしたあと、目を開けると視界が広がる！と言ってました。目つきも変わっ

て（小さなおめめが少しパッチリ）皆で笑ってしまいました。面白いですね。（12 月 12 日、A さ

ん）  

 

○ドライアイの充血がひどかったのですが、1 回使用しただけでだいぶ充血がましになりまし

た。毎日使いたいと思います。（11 月 23 日、W さん）  

 

○目薬は使用感がとても良く、あの独特な刺激にやみつきになりました。なくなり次第ご注文

するかと思いますので、またよろしくお願いします。（11 月 21 日、A さん）  

 

○放射能の影響で東京から九州へ越してきた友人が目の不調を語っていましたのでカトラミ

デを差し上げたらとてもいいと喜んでくれました。（11 月 18 日、A さん）  

 

○カトラミデの感想・うわさどうりで、目にさした後の痛みはすごいです。だけど、その後、目が

スッキリして視野が広がって見えてるものが、クッキリハッキリ色鮮やかに見えるような気がし

ます。目の充血にはまだ効果を感じませんが、(使い始めて 4 日目）こちらの商品もやみ付き

になりそうです。（11 月 8 日、Y さん）  

 

○目薬はあの刺激にはまっています。（11 月 3 日、O さん）  

 

○目薬ですがすごく目に効いてだんだん白目がきれいになってきました。よい商品をご紹介
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下さりありがとうございます。（10 月 29 日、Y さん）  

 

○さっそく目薬（カトラミデ）を試してみました。目がビリビリとしびれる感じですが、そのあとス

ッキリでクッキリ見えるような気がします。（10 月 27 日、O さん）  

 

○目薬セットまずは、トリファラジャンから使ってます。爽快系の目薬好きなもので、刺激の強

い男性向けの「効く～！」と CM してるものを使ってましたが、なれると物足りない。。トリファ

ラジャンは別次元のしみる爽快感があります。まだちょっと慣れませんが、目をきれいにしてく

れる感があるので、継続して使います。（10 月 27 日、Y さん）  

 

○早速目薬使ってみました(*^□^*)まずはカトラミデ…「さぁ、やってやろうやないか」「…でも

怖い怖い超怖い！！」と手元が震えながら…ポタリ。痛い！…あれ？んん？思っていた程痛

くない…10 分位のたうち回って苦しむかと覚悟を決めたんだけど…普段使ってたサンテ FX ネ

オ(目薬は染みる方が効くような気がするので染みるのが好きで(笑))の方が染みるかも。少し

の間充血して、少々涙と鼻水。今、カトラミデで、血走ってた目がキレイになってます♪（10 月

25 日、M さん）  

 

○目薬のカトラミデやトリファランジャンもいいですね。気に入っています。〔10 月 22 日、Y さ

ん〕  

 

○カトラデミ、しみて痛かったけど、かすみが取れた感じ！凄く良く効きますね！！恐るべしア

ーユルベーダ！！！（10 月 13 日、Ｎさん）  

 

○カトラミデは目が爽快で素晴らしいです。（10 月 11 日、Ｍさん）  

 

○私的には、カトラミデがお気に入りです。なくなって何か月がたちますが、なんだか毎日一

回は使わないと物足りない感じになってしまうくらいです。姉から、白目がきれいになったと言

われました。ほかの目薬も楽しみです。（10 月 9 日、Ｋさん）  

 

○目薬がリピーターも含め大好評です！というか目が疲れている人がとても多いんですね…

目薬をつけてから目やにの量が減った、視力が上がったような気がする…と喜ばれています

（＾＾）（９月１１日、Ｋさん）  
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○早速カトラミデを使ってみました。話の通り本当に痛いですね。いままでにない痛さですが、

おちつくと視界がクリアになったような気がします。（9 月 8 日、Ｎさん）  

 

○ネトラプラヴァ、悲鳴が出ました。最高です。カトラミデより好きです。次はネトラビンドゥーで

しょうか…………（9 月 3 日、Ｓさん）  

 

○目薬アイトーンとともに必須アイテムになりそうです。（8 月 30 日、Ｅさん）  

 

○こんにちは！目薬が大好評なので追加注文します（＾＾）「インドの目薬よ～」と言うとみんな

興味津々…ちょっと恐々…差してみてそのジワッとくる刺激にやみつきになり「私も欲し

い！！」という感じです（*＾＾*）（8 月 12 日、Ｋさん）  

 

○息子が昨日スカイプで、カトラミデが良いので、半年分位多めに送ってと頼まれてしまいま

した。（8 月 2 日、Ｎさん）  

 

○最近目が充血しなく良好です。（8 月 2 日、Ｂさん）  

 

○２回めの注文になります。カトラミデ効きますね。秘かに話題になっています。（8 月 1 日、Ｓ

さん）  

 

★長時間、ライトの下で目を使う仕事なのですが、目薬のおかげで目の奥の鈍い痛みが緩和

されました。心なしか透明感も出てきたような。 (7 月 27 日、Ｙさん)  

 

★津波の影響は、いまだにあって、海のヘドロや重油や汚水が混ざったほこりで目がごろご

ろしたり、皮膚炎にかかっている人も沢山います。私も、毎日仕事で東松島市に行きますが、

帰って来て目薬をさすと、黒い目やにが沢山出てきます。目薬を知り合いなどにあげて、喜ば

れています。 (7 月 26 日、Ｍさん)  

 

★カトラミデは最初は強烈な刺激でしたが、涙が大量に出た後、とても気持ちが良くなりまし

た。また視界も見え方も良くなった気がします。トリファラジャンもカトラミデとは違う強烈な刺

激で涙が結構出ました。その後潤ってとても目が楽になりました。私はドライアイだったので

すが、日本の処方薬と違い、インドの目薬は即効性があり、すぐに体感できました。また購入

したいと思います。（7 月 21 日、Ｉさん）  
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★痛い（かなりしみる？）と評判だったので、目薬をさすのを恐る恐るしてみましたが、思って

いたより痛くなく、目がスッキリして気に入りました。（7 月 19 日、Ｙさん）  

 

★ネトラプラバは自分に合っているようです。カトラミデも試しましたが、それよりも粘りがあっ

て、より目に密着してじわっと浸透する感じが好きです。今回はトリファランジャンを目的に。

バラより安くなるのでセットで買ってみようと思いました。（7 月 18 日、Ｓさん）  

 

★アイトーンは、すごく良いですよ。こちらで普通に買うものは、少し刺激があり、それは殆ど

がペパーミントのもので す。私はあれが嫌いなので、これが最高ですね。同じ刺激、浸みる

にしても、ペパーミントのような刺激が嫌いですね。 かといって他のもの、刺激たっぷりの、あ

れに挑戦する気合いはありません。（笑）これで理想の目薬にたどり着いた、という思いです

よ。価格的にも、送料無料にしていただけるのでこちらで買うのと変わらないし助かっていま

す。ありがとうございます。（7 月 15 日、Ｅさん）  

 

★目薬のパッケージ、インドらしいデザインですね。さっそくアイトーンを試してみました。とて

もすっきりして違和感もなくいい感じです。（7 月 15 日、Ｍさん）  

 

★目薬を点すと「痛い」とは噂に聞いていましたが、想像をはるかに超える痛みで毎回悶絶し

ています。私は遺伝の緑内障と極度のドライアイで、防腐剤が入っていない目薬が欠かせな

いのですが、これらの目薬を点し始めてから目やにが少なくなったり、不快感が少なくなった

気がします。（7 月 13 日、Ｙさん）  

 

★目薬、毎日使っていますが、毎回しみています。目やにもでます。私の目はいったいどれだ

け悪いんだ？って感じです。（7 月 13 日、Ｔさん）  

 

★目薬がとてもスッキリしてとても良かったです。徹夜続きで疲れていた友人に試してみたと

ころ、ショボショボだった目がスッキリはっきりしたのを目の当たりにして驚きました。目薬を勧

めたい人がたくさんいるので今回多めに注文することになりました。（7 月 10 日、Ｋさん）  

 

★前回、到着早々プレゼントした先輩の息子ですが長い時間 PC の前にいるのでかなりのド

ライアイらしいのです。（うちと同じですな）、ニコニコしながら先輩にさしてもらった。キターー

ーーーーーーーーーーッ！！！ですよね？笑、暫らくベッドの上でのたうちまわっていたそう
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です（大爆笑）その後、スッキリ！！重症なドライアイだったのか？カトラミデをさしたあとの充

血も凄かったそうですが今は充血もなく安心感と爽快感で病みつきになったということです。

余りにも息子の機嫌が良いので先輩も欲しくなった様です。それと同僚（62 歳くらい）は涙腺

が壊れて？いるらしく殆ど涙が出ないそうなんですが世間の人の様にボロボロではないけど

涙が滲んできて、その後スッキリすると感謝してました。で、お友達の方に話が行って在庫が

あれば欲しいと言うリクエストをもらい私のを渡したのです。ハワイは普段でも風が強くて乾燥

しているのでドライアイの人が多いと思うんです。 これだったらお世話になった人にもＯＫだし

熊本や横浜の家族にもプレゼントしようと思いましてね。ケミカルの物を渡したくないし、「ロー

タスハニー」って聞いただけでも効果ありそうじゃないですか！去年の夏から老眼に拍車がか

かった私ですが（涙）カトラミデを毎日さしていると老眼が進まないんですよ。そして疲れ目に

もならないのです。前は目を閉じただけでも涙がポロポロだったのに。有難や、有難や。 (7

月 7 日、S さん)  

 

★カトラミデ早速試しました！(笑)怖くて、目薬が垂れるまでに時間がかかりました。。笑って

しまうくらい痛いですね。。(笑)けど、涙がでて、その後がスーッと気持ちよくなりました。疲れ

が取れる感じで嬉しいです。(７月５日、N さん)  

 

★一番楽しみにしていた目薬をまずお試し。思ったほど痛くありませんでした。というかあまり

痛い痛いという思いが強すぎて私はタバスコ眼にさすくらいの勢いを想像していたのです。

（←あり得ない）とはいってもやっぱり涙はポロポロこぼれ涙と一緒に薬効も流れてしまうので

はと上を向いてみたり……（ケチ？）そうこうした後、確かに目すっきりです。すばらしい。 (7

月 3 日、S さん) 

 

★主人が目薬をたいそう気に入りまして（笑） IT で酷使している眼だから違いが判るそうで

す。日本の目薬にはない爽快感と潤いを感じるらしく、注文してほしいと言ってきました。彼は

カトラミデがお気に入りです。 (6 月 16 日、Ｉさん)  

 

★カトラミデ、そんなに沁みなく、ありゃ？と思いましたが、トリファランジャンはジワジワきまし

た。満足です(笑)。(6 月 16 日、Ｔさん)  

 

★目は煙の中にずっといるような感じで、ずっと痛くて充血し、目ヤニが大量に出てました。早

速、カトラミデを使ってみました。カトラミデ、すごくしみますけど、少し目が楽になりました。 (6

月 14 日、Ｋさん)  



 

 

 
目薬のご感想 

 

  

73 

 

★カトラミデ痛いけど、キラキラするので最高です.またなくなった注文します！(6 月 6 日、Ｙさ

ん)  

 

★カトラミデも、あの痛いけど気持ちいい感じにはまりそうです。父用にも購入したのですが、

気持ちいいみたいで使ってくれています。(6 月 3 日、Ｋさん)  

 

★トリファラジャン早速ですが、使ってみました。しみましたが、強烈ってほど私は感じません

でした。鼻からほのかに甘い味がします。そう思うとやっぱり、自然のものつかう方が体によ

いのだなと感じますね。私が激痛と感じなかったので、白内障の母に、早速渡し、1 ヵ月後の

感想をききたいと思います。(6 月 2 日、Ｔさん)  

 

★目薬はまるでラー油の様な色だったのでちょっと使うのをためらいましたが、いざ使ってみ

ると不思議と頭がスッキリしました。（5 月 26 日、I さん）  

 

★カトラミデをさっそくさしてみました。目が痛くて真っ赤になって涙と黒い目やにがティシュに

つきました。その後目がクリアになっていたのがわかりました。すごい目薬です。これからカト

ラミテ゛をさすのが楽しみです。（5 月 25 日、I さん）  

 

★インドの目薬とアヌタイラは、かなり気に入っています。目薬は、若い時から眼精疲労に悩

まされてきた私には必需品でありアヌタイラは、使用すると本当に白髪の防止になっているよ

うな気がします。（たいしてない白髪でしたが、髪染めの間隔が明らかにあいてきました）（5 月

20 日、A さん）  

 

★ここのところ、黄砂が結構きてるようで、アイトーンを頻繁に使っています。すぐにゴミが出

てくるので、とても助かっています。眼科で処方してもらったものでは、なかなかゴミは出てき

ません(^^ゞ（5 月 16 日、K さん）  

 

★カトラミデは、以前もお話ししたように、白内障の母用に購入したのですが、１か月で１本使

い切っているようで、とりあえず半年続けて、再検査する予定です。さすと痛いらしいのですが、

それが心地よくなっているようです。私も時々使わせてもらっているのですが、それほど痛み

を感じないんですよ。さして、目を閉じて、じっと待っていると、じわっと涙が出てくる感じです。

でも、さした後、視界がクリアになる時があるので、やっぱり効果があると実感しています。（5
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月 1 日、H さん）  

 

★目薬を使ってみたのですが、アイトーン、さっぱりして、すごくいいです！！しみたりはない

けど、キュッと眼球がしまる感じ？がしますね。トリファラジャンとカトラミデは、思ったよりもし

みませんでした（笑）ネトラプラバはかなりしみました(>_<)目がよごれているのかしら・・・。でも、

どの目薬もとても気に入っています。（4 月 29 日、K さん）  

 

★目薬を友達に貸したら 強烈な痛みのあとのスッキリ感が好評で急遽注文しました。（4 月

28 日、Y さん）  

 

★カトラミデは相変わらず痛いのですが、あのすっきり感や、目の病気の予防になると思うと

自然と毎日使います。ストレスからまぶた内側にできものができやすいので、かなり頼りにし

ています。（4 月 22 日、Y さん）  

 

★ドライアイなので、自分の涙で潤せる目薬として重宝させて頂いてます♪ 目が痒いときな

んかにもあの爽快感が最高ですよね。（4 月 17 日、H さん）  

 

★目薬のアイトーン トリファラジャン だけ試しました。トリファラジャン ビクビク ワクワクし

ながらさしました。 入れても痛くないけど、なぜか目が開けられない（笑）どうしても開かない。

でも後がなんとなくいい感じでした。こういう事なのですね。。。気に入りました。他の目薬も楽

しみです。（目薬が楽しみなんて変ですけど。。日本の品はやはり薬だからあまりさしたくない

ですけど）ありがとうございました。（4 月 8 日、M さん）  

 

★目薬、すごい！です。いつも眼やにがでている相方も翌朝まったくでなかったそうです。眼

圧が高いという母にもプレゼントしようとおもっています。（3 月 25 日、S さん）  

 

★旦那さんの職場ではカトラミデの、あの痛みがつらい！って方もいるみたいですが、評判も

上々のようですよ♪本当日本で気軽に買える日が来るのを楽しみにしています。旦那さんは

モチロン！大好きで毎日さしてます（3 月 24 日、H さん）  

 

★カトラミデは夜さすと、ものすごく痛いです。朝は目が疲れていないのか痛くないです。暖か

い涙が気持ちよく視野が明るくなる気がします。（3 月 2 日、M さん）  
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★早速、目薬を試してみました。ぬおぉ～～という感じで、視界も一瞬黄色に。でもその後、と

ってもすっきり。この刺激は良いですね、、。起きれない寒い朝とかやってみよう。一発で起き

られますね。（1 月 13 日、Ｔさん）  

 

★目薬も色々と何が合うか楽しみに使っています。一つ疑問に思ったのですが、日本の目薬

はさしすぎると良くないといいますが、この目薬たちは一日何回でも問題ないものなのでしょう

か。たぶん日本の化学品と違って天然成分のみなので好きな時に使っても問題ないのでしょ

うね☆最初は刺激的すぎて充血しますがだんだん充血がひくと共に眼もスッキリするので手

放せなくなりそうです。どうぞまたこれからよろしくお願いします♪（1 月 12 日、Ｈさん）  

 

★目薬の使用説明書は、キャップの装着方法でなく封の開封方法を入れるべきですよー。金

属部分をはがすのにナイフ使いましたもの。でも使ってみてとってもスッキリ。液が髪につくと

おじいちゃんのニオイになってしまいますけどねー。（1 月 14 日、Ｆさん）  

 

★カトラミデＧＯＯＤですね。あのしみる感じがかえって安心です。市販のはしみないように麻

酔入ってますからね（１月２５日、Ｋさん）  

 

★カトラミデのみ使っていますが、殴られたような刺激と、その後のすっきりした使い心地が気

に入っています（1 月 24 日、Ｓさん）  

 

★昨日、寝る前に目薬を試して見ました。最初に「アイ・トーン」暫くしてから「トリファランジャ

ン」を注してみました。アイ・トーンは目玉の周りがギスギスした感じとなりましたが直ぐに動き

が滑らかになり私が今まで使っていた目薬よりいい感じでした。トリファランジャンは目にしみ

る感じで暫く瞼を閉じていなくてはならない感じでしたが其の内涙が数滴こぼれその後、すっ

きり感がありました。今朝も早速使いました。時間が経っても目のすっきり感が持続し、気に

入ってしまいました。ネトラプラバとカトラミデも来年早々に試して見ます。きっとこれも気に入

ってしまうと思います(12 月 29 日、Ｔさん)  

 

★まず、目薬、 試しました～。日本の目薬とは違う 感覚に「ウォー」なんて、叫びながら…

（笑）（12 月 20 日、T さん）  

 

★今は 実家にきたのですが、以前父が目が曇るし目やにと痒みがあるといってたので、 イ

ンドのカトラミデ目薬を置いていったのです。 父は 始めは大丈夫かな？と半信半疑でしたが、 
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一ヶ月ぶりに帰ったら、 なんか目が綺麗になっててまじまじと見てしまいました 。本人も、痒

みもなくなったし曇りがよくなったんだと。 母は怖くて目薬は使ってないみたいですが、今回

ネトラプラハを父に置いていきます。私は ネトラプラハ使い始めたけど ねっとりしすぎてて 

茶色いのがまつげについてて、 回りの人に 何かついてるよっていわれます （笑） 。カトラミ

デは涙がドーットでたら、 あとはさらっとしてるから今後使うにはカトラミデにしようかなー？

（12 月 17 日、S さん）  

 

★早速ネトラプラバ使ってみました。はちみつが入ってるのでちょっとさしにくいですが、すっき

りしました。また絶対注文したいです♪（12 月 15 日、K さん）  

 

★カトラミデは癖になります（笑）先日のコンタクトレンズのための目の定期健診で度数が両

目とも 2 段階も良くなっていました！これにはびっくりです。コンタクトが取れるまでに回復でき

たら奇跡ですよねーっ。(12 月 10 日、M さん)  

 

★私はアイトーンをドライアイで使っていますがこれまで使ったこちらの市販の目薬とは段違

いに良いです。これを見つけるまでは、涙とまったく同じ成分の病院処方で買うモノを使って

ましたが、これだと潤いが続かないというか、ただうるおすだけなのです。なので、一日のうち、

たまには薬剤の入った目薬を使っていました。抗アレルギー剤とか、充血を抑えるとか、そう

いうのがあまり入っていないものですね。栄養するためのような。そういうのはたいていメンソ

ールが入ってますね。あれがイマイチ。それだけでなく、何がどうなのか知りませんがとにかく

このアイトーンがいちばん感じが良いんです。1 滴の量も適量で、無駄がないし。疲れ目に良

いんですかね。あ～あ、目薬が必要だーと言うときに使っています。アムラを精製水に溶かし

たものでの洗眼も続けていますよ。これも、どこがどういい、という説明は出来ないのですがｗ

スッキリするので続けています。(12 月 3 日、E さん)  

 

★カトラミデははじめて試したアーユルベーダの目薬で、日本にはない刺激的な使い心地に

感動しました。なんといっても涙がたくさん出るので、目が洗われる感じがいいですね。なくな

るころにはこの刺激にも慣れたのか、少し涙の出が少なくなったようにも感じましたが。ネトラ

プラバは液体に粘り気があるで潤いが保たれるようでいいです。ただ、黄色っぽい色なので、

目のまわりに残ったとき、すぐにふきとらないと粘ってとりにくくなり、目だってしまいます。粘り

気は目の汚れもとってくれるでしょうか。白目がきれいになるとうれしいです(11 月 30 日、O さ

ん)  
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★おととい荷物がとどき、きのうさっそく目薬をさしてみました。思ったより痛くなく、差したあと

とても視界がクリアになり気にいりました(11 月 29 日、T さん)  

 

★カトラミデ・・主人と涙を流しながらつけました。痛いですっ！！でも癖になりそうですね（11

月 26 日、M さん)  

 

★カトラミデは皆さんがだいたい「しみる～」と書いてあったので本当にどきどきして後回にし

てました笑かなりのびびりなので。。でも好奇心の方が勝って、結局試したらじわじわとじんじ

んした感じが。。。「あ、これか～」と思いながら眼をつぶり時折眼を開け、涙がぽろぽろ。。の

繰り返しでしたが、しばらく時間が経ってから何とも言えないすっきり感が！！「お～」と感動し

ました。女性は特にアイメイクしたりするので、メイク後にさすのはゴミがとれて良いかもしれ

ないですね。もう少し多めに買えば良かったかしら。。なんて思いました。(11月23日、Wさん)  

 

★ちなみに、前回注文の目薬ではカトラミデと、トリファラジャンがどちらもお気に入りです。ど

ちらも涙が出ますが、痛みも心地いい程度なので、本当に愛用してます。日本の目薬はどう

しても色々入っていて、安心して使用できなかったので、こちらで発見できて本当によかった

です(11 月 11 日、S さん)  

 

★目薬など、どれもとても使い心地がよくて、驚きました(11 月 9 日、K さん)  

 

★カトラミデも気に入っています。効果の程に関しては、もう少しよく見極めてから、お知らせ

しますが、とてもよい感触をもっています(11 月 4 日、Y さん)  

 

★カトラミデをさっそくさして、涙を流した後、メールしてます。(10 月 26 日、T さん)  

 

★ちなみにさっそく ジラジット一粒なめて飲み込み、めぐすりは アイトーンは 何も注しても 

特に目には感じなかったのですが、 カトラミデはなんですか！ 目が真っ赤になり 涙がグワ

ーってでてきたけど 充血しちゃったけど なんか目がぱっちりしたかんじ しばらく鏡みたら充

血はひきました 。 あんな刺激があって眼球には 大丈夫なんですかね？ 成分はハチミツ？ 

日本の目薬しかさしたことない私は あの刺激にちょっと戸惑ってます さしつづけても平気か

なって でも視界がくっきりしてるんですよね。 気のせいではないような 、 たしかにクリアに

みえてるし、シャタバリは 牛乳にいれて飲むのが飲みやすいですかね？ わぁーなんか お

もしろいですね(10 月 23 日、S さん)  
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★目薬が衝撃的に良かったです(１０月２２日、Y さん)  

 

★体験談など参考に色々トライしています。以前購入の目薬類は確かに白目部分がくっきり

して視界がクリアになりますね。気に入っています（10 月 14 日、T さん）  

 

★目薬すごーいしみますけど、すっきりしていいですね。（10 月 14 日、K さん）  

 

★目薬から試してみました刺激的なさしごごちです！目をつむるとあまりいたくないですが、

開けてるととても痛いです〔10 月 6 日、T さん〕  

 

★注文した目薬のパッケージは何とリアルで色にも驚きました。恐る恐る付けてみること、や

っぱりコメントで読んだ通りすごかったです。でも２，３分で何もなかったように普通に戻りまし

た。(10 月 3 日、Y さん)  

 

★目薬最高に気持ちいいです。ありがとうございました(9 月 23 日、K さん)  

 

★早速、目薬カトラミデを試しました。刺激が恐かったのですが、思ったより長引かないし、刺

した後すぐにすっきりするので、すっかり気に入りました。市販の目薬は、不自然なものを加

えているようで逆に調子が悪くなり長くは使えませんでしたが、これは毎日の習慣になりそう

です。(９月１０日、J さん)  

 

★前回注文したカトラミデも夫と一緒に使っています。最初はやはり沁みるので、二人とも足

をバタバタさせながら、うめきながら、その後にくる爽快感にハマっています。夫は「パソコンで

目を酷使している割に眼が疲れにくくなった」と言ってます。私は、アイラインを睫毛のはえ際

にひくと、頻繁にぽつっと小さいできもの？のようなものがでる時があったのに、カトラミデを

使ってから全くでません。市販の目薬は保存料が入っているので使う気がせず、比較はでき

ませんが・・・ 体に入るものはなるべく自然のものを、それでいて効果がある「目薬」って、ア

ーユルヴェーダならではですね。(９月３日、K さん)  

 

★さっそくカトラミデのふたに針で穴をあけ、使ってみました。こちらはさらに刺激があって、疲

れた目にしみました。このしみる感じがいいです！ドライアイなので、液体に粘度があって目

にとどまっている（？）のもいいですね。しばらく使ってみます。ありがとうございました。(8 月 3
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日、O さん)  

 

★目薬カトラミデも「脳天に来るっ。でもつけたあとまわりがくっきりはっきりみえる」と好評でし

た(9 月 1 日、M さん)  

 

★前に友人がこのサイトで注文したと聞き、目薬を試してみたところーーーーとっても気持ち

がよく、目がキラキラした★と言われ嬉しくなりました！！痛かったけれどあとスッキリ！さっ

そくわたしも購入します！！（9 月 1 日、F さん）  

 

★早速！！カトラミデを試してみました＾＾かなり覚悟して臨んだのですが… 確かにしみまし

た（＠o＠）が、思ったよりも大丈夫でした！大事な大事な"目"のために続けていこうと思いま

す。これからもよろしくお願いします。（8 月 30 日、M さん）  

 

★カラトミデの目薬もとってもよく、疲れ目に良く効きます。私は眼の下の筋肉がよく、ピクピク

するのですがカラトミデをさすとすぐに治ります（8 月 19 日、H さん）  

 

★商品が届いてからというもの、虜になっています（笑）目薬は、私はもちろん実家の両親、

友達にも気に入って(爆笑)もらいまた買ってあげようとおもってます♪（8 月 15 日、S さん）  

 

★花粉の時期にはカトラミデとアヌタイラ（ちょっぴり苦手）が大活躍でした（8 月 8 日、U さん）  

 

★先日、眼科で検査をしたところ、視力がアップしていたので驚きました。目薬はカトラミデとＩ

ＴＩＳを併用していました。目薬の効果すごいですね！！ＩＴＩＳが入荷中止で残念ですが、今回

はセットで購入したので、他の目薬もいろいろ試してみたいと思います♪（8 月 3 日、K さん）  

 

★目薬は何種類か試しましたが、自分的にはカトラミデが 一番合っているようです。（8 月 2

日、T さん）  

 

★私が目薬を使う前に まず旦那さんで試してみよう(笑)と思い目にいい目薬だからと ぽち

ょんぽちょんと点したら「なにこれ？しみるよ」と言うだけ。あれ？のた打ち回らない？と思い 

これなら私も大丈夫 V と安心してました。入浴後 さ～てとウキウキしながら点すと 「ギャ

～！！！痛い！沁みる！目が開けらんない！」旦那さんで試そうとした 罰が当たったんでし

ょうかね？(汗)でも、沁みるのが治まったらスッキリでした♪（8 月 1 日、S さん）  
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★カトラミデはやはり始めは沁みますけれど、とても目がスッキリとして輝きが増しますね。ビ

ーズワークなどで目を良く使うので助かっています。ロータスハニーというのも魅かれます。

先日、植物園に蓮や睡蓮を見に行って来ました。本当に美しく、その姿は涼をを運んでくれる

ようでした（7 月 31 日、K さん）  

 

★眼薬も使ってみましたが、本当にしみますね。涙がたくさん出ます。自分の体がどのように

変化するか楽しみです。（7 月 16 日、Y さん）  

 

★早速カトラミデをさしてみました。涙がでてうれしかったです。（ドライアイで悩んでいるので）

毎日使ってみたいと思います 7 月 15 日、K さん）  

 

★早速色々試しています。特に目薬、カトラミデがいいですね！これからじっくり試していきま

す。ありがとうございました。（7 月 9 日、W さん）  

 

★アイトーンは、とくに染みもせずで、日常的に注せそうですね。カトラミデは最初しみました

が、怖がってたほど痛くはなかったです、シロップみたいな甘い匂いがして、日本では無い目

薬ですね。他のも順に試してみたいです。 (7 月 6 日、Ｎさん)  

 

★カトラミデ、かなり沁みました。 …が、心の汚れ…目の汚れが取れてスッキリ！どなたかが

書いておられた様に白目がクッキリしたんとちゃう？と言うくらい。今までは目を閉じただけで

（疲れで）ポロポロと涙が落ちていたのにここ最近はそれがないんです。スゴイですねー(7 月

1 日、S さん)  

 

★目薬は、初めてさしたとき、あまりの刺激に驚きました。私は１分くらいで収まりましたが、

母や息子は１０分くらい、しみていたそうです。特に息子は「うぉぉぉぉ」と七転八倒して、思い

っきり身体で表現していました。さしたあと、私は茶渋のようなものが、目やにに混じって出て

きました。息子はあふれ出た液体が、濃い茶色に染まっていました。うーん、どれだけ汚れて

いたんでしょう。 刺激が収まると、レンズの汚れを落としたように、視界がくっきりしていました。

息子は、濁り気味だった白目が、青白い色合いに近づいていました。白内障の母も、くっきり

スッキリするのが気に入ったそうで、今回、家族と友人へのプレゼント分を、注文させて頂きま

す。(6 月 30 日、Y さん)  
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★先日は、素敵な商品(注；カトラミデ）をありがとう御座いました！とっても気に入ったので、

早速追加注文させていただきました。そして、つい勢い余って、ブログにもＵＰしてしまいまし

た。 http://tiktak2006.blog85.fc2.com/blog-entry-280.html (6 月 30 日、Y さん)  

 

★カトラミデ、早速さしてみましたが、ほんとにしみますね～。目が真っ赤になってビックリしま

したが、しばらくするとスッキリしました。またなくなりそうになったら、再注文したいと思います

(6 月 30 日、K さん)  

 

★カトラミデはしみるものの、その後目がはっきりする感じで気に入っています（6 月 8 日、N さ

ん）  

 

★カトラミデをやってみました。結構沁みますね！でももっと強烈なものを想像していたので、

これぐらいなら普通にオッケーです。涙が出た後、白目がとっても澄んで美しくなりますね！

(５月 11 日、S さん）  

 

★目薬、アイトーンは最高に気に入りました。長年ドライアイで目薬に悩んできたのですが、こ

れは注した途端に非常によい、と感じました(５月１２日、E さん）  

 

★主人は目薬が気に入ったようで、今まで目薬など差したこともなかったのに、すっきりすると

言って喜んで差してます(５月６日、Ｔさん）  

 

★さっそく 目薬を試してみました。  もぉー最高に痛かったです。  でも なんか 効いてる

ような気がします５月１３日、Ｎさん）  

 

★インドハーブのお陰で、風邪もひかずにハードなスケジュールをこなすことができました。ま

た色々なハーブを試してみたいと思っています。目薬がとても良いですね、感動しました！（4

月 28 日、Ｋさん）  

 

★さっそく、いろいろ試しています。カトラミデ思っていたよりはしみなかったですが、なんだか

効きそうで楽しみです(４月１３日、U さん）  

 

★目薬も色々で楽しいですね。家族全員サフランロードのファンです、宜しくお願い致します。

（4 月 3 日、Ｙさん）  
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★あ、あと目薬は皆で点眼しては痛い痛いとギャーギャー騒いでいます。ちなみに私はこれ

を使用すると眼球がビクビク反応して芯まで効くぅ～！と言った感じです。その後も眼精疲労

も取れて、白目も白くなります。薬の効果で潤す日本の目薬と違って、自分の涙で潤うのが気

に入っています。本当、この目薬を●●製薬辺りに送って「こうゆうものを作って下さいと」言

って差し上げたいです（笑…） （３，３１、Ａさん）  

 

★カトラミデ本当しみました～。だいぶ慣れてきましたが毎日寝る前につけるのですが「く～っ」

ってきます。視力があがるといいなって願いをこめてさしてます☆（３，３１、Ｍさん）  

 

★アヌタイラもカドラミデも花粉症シーズンで活躍しています。 目薬は痛いですがそうとう効

きますね。視力が良くなりました。(３月２１日、I さん）  

 

★早速、目薬を使ってみましたが疲れ目にとても良さそうです。(３月１５日、Ｆさん）  

 

★カトラミデ、気に入りました。(３月１５日、Ｓさん）  

 

★久しぶりのカトラミデもスカッと気持ちよいですね。(３月５日、Ｉさん）  

 

★カトラミデとシラジット、その即効性と強力さに驚きました。急にパワーが出て視野が開けた

ように感じます。(２月２８日、Ｓさん）  

 

★目薬は、初めてさした時には衝撃的でしたが朝の習慣になっちゃいました。とても目がすっ

きりしますね。そしてその爽快感は、目の表面だけでなく奥からのものなので日本の既存のス

ッキリ系とは全然違うんです。それに眼の白いところがきれいになるので見た目的にも効果

的ですね。(２月１８日、M さん）  

 

★カトラミデは最近は一日４回点していて、４本目の途中です。白内障の改善を期待して続け

ていますが、6 年前から症状があるので効果が出るまで時間がかかるのかもしれません。な

お、目薬を「さす」は漢字でどう書くのかパソコンで調べていて以下のような記事を見つけまし

た。『目薬をさした直後、目をパチパチとまばたきされる方は多いようですが、これは間違いで

す。せっかくの目薬が鼻涙管を通って鼻に抜けてしまいやすくなり効果が落ちてしまいます。

←目薬の量が少なくなって一瞬目が楽になるになるため 「効いている!!」 と錯覚するのかも
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しれません。目薬はさしたとたんに終了!! ではありません。目薬は目の表面から５分ほどか

けて眼球に吸収されるので、それまで薬剤を目の表面に留めておかなければ、ス～ッとした

だけで終わりということにもなりかねません。』これからは、まばたきしないようにして、より効

果を高めようと思います。(２月１８日、K さん)  

 

★着きました。使いました。しみました。まだカトラミデしか使ってませんが気持ちいい沁み具

合で、使った後すっきりします。いいものを紹介してくれてありがとう！ アーユルヴェーダに

興味を持ちました。ホメオパシーと菜食を最近始めて興味をもったんですが、アーユルヴェー

ダも勉強してみます。それでは！（２月１６日、Ｉさん）  

 

★早速カトラミデ使用してみましたが、予想以上にフィットした感じです。刺激がたまらないで

す。久しぶりにたくさんの涙を流しました。（１月１８日、ｆさん）  

 

★目薬早速使ってみました！ 本当にすっごくしみて涙も出て、そのあとスッキリでした。 これ

は癖になりますね。 夫も気に入ったそうです♪(１月２６日、Ｎさん）  

 

★アヌタイラ；とカトラミデが非常に良かったので、追加で６個づつ送っていただけますか？（２

月１０日、Ｉさん）  

 

★カトラミデ 試しました！ちょっと恐る恐る・・・すごーく ねっとり・・・というか べっとり？目薬

って感じではなくて、本当にハーブ！！！いいっ！！痛みは、一瞬ありましたが、気持ちいい

ですね♪ 最近視力が落ちてきた私には強い味方となってくれそうな予感が（＾０＾）(１２月１９

日、Ｋさん）  

 

★また、白内障があるので、カトラミデにも期待しています。最初の数日は痛くて涙が出まし

たが、１週間が過ぎると結構慣れてきました。  

 

★トリファランジャン使ってみました。今までの目薬で一番な気がします。まだ使い始めなので

すが、目が白く澄んで、スッキリ！はまりそうです。(１月５日、Ｋさん）  

 

★日本の医療現場(東洋医学)にいる者からの視点でちょいとレポートさせていただきます。参

考になれば幸いです。アーユルヴェーダ目薬。まずはカトラミデを試してみました。かなりびっ

くりですがほんとにサッパリします。かなり元気になっちゃって、精神にも効いちゃう感じです。
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きっとドライアイや眼精疲労と合併して視力の落ちてきている方などには視力の回復にも一

定の効果が期待できるかもしれません。あと、白内障に という事ですが、日本の高齢者や保

守的な医学観をお持ちの方達には要注意、ですね。これだけ刺激があると、怖がってしまっ

てマイナスなプラセボ効果がかかってしまう方が少数ですがでると思います。しっかり理解し

て頂いた上で自己責任で使用していただく事をオススメします。きっとインドでの臨床では素

晴らしい効果をあげているのでは？と思います。それと、コンタクトレンズを使っている方には

外してから使わないとおそらくくっついてしまって大変な事になるので要注意です。私個人とし

ては大変気にいりました。法的に許されるのならば、患者さんにもオススメしたいくらいですね。

ありがとうございました。いい勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。(１２月５日、Y

さん)  

 

★カトラミデをさすのが日課となって かれこれ１ヶ月ほど経ちます。相変わらず、 イタ気持ち

いい感じで 涙を流しています。大きな変化はまだ見られませんが、 目 きらきら です。視

力があがることを願いつつ・・・。 姉が知人にアイトーンをプレゼントしたところ、 見えないは

ずの看板の字が読めた。 と 報告があったそうです。カトラミデをさしたらどうなるんだ！人そ

れぞれ ってところが面白いですね。(１１月１５日、S さん）  

 

★カトラミデしみましたー。 おどろきました。 いたきもちいといったところですね。１分ほどで、 

痛みと 涙は おさまります。 黒い目やにのような、 ゴミのようなものもが出ました。 大変

に気持いいです。それと鏡をのぞくと、 眼球にきれいに映っているんです、 鏡をのぞいてい

るところが。カトラミデ使用前は気にもならなかったので・・・、 たぶんカトラミデ効果ではない

かと思います。 それほど汚れが付いていたんでしょうか。気持ちいい！と、 わたしとおなじ

く気に入った様子の姉はゴミもでず、 眼球に何も映らない様です。 汚れてないということか

しら。ひとそれぞれなんですね。初めて使用した翌日の朝は 視界が広かった・・・。視力が上

がった方の話もありましたが うなずけます。(１１月１５日、S さん）  

 

★目薬、しみました。目が兎くらい真っ赤になって、涙やら目やにやらが沢山出て、ホラー映

画さながらの恐ろしい状態になるのですが、そのあと、充血もとれて目の中がごろごろしなく

なりました。夜に一滴ずつさしたのですが、朝から、目の調子がすごくいいです。目につやが

でたような気がします。ハーブとともに、毎日続けるのが楽しみです。(１１月１１日、さん）  

 

★目薬は、かなり覚悟していたのですが数秒痛かっただけですみ何故か残念でした(笑) か

なりの涙が出、充血も凄かったです。(１０月２６日、Ｔさん）  
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★私の、お気に入りは、目薬でしょうか。一滴たらした後のあの痛みと、あのすっきり感が好

きです。。(８月３１日、K さん）  

 

★とっても気持ち良くてかなりはまっています。特に、蜂蜜の物が目の汚れを気持ちよ～くと

ってくれて、使った後、暫らくすると白目が本当に綺麗になり、もう手放せない感じです。（８月

２２日、N さん）  

 

★カトラミデ、これはしみるから～目を閉じるとあまり沁みません。なので、がんばって瞳を開

けて、じっと何かを見るようにします。すると、キンキンジンジンきいてきます！痛くて なみだ

ぼろぼろです。でも目をつぶっていてはいけません。がんばって目を開けます！究極の目の

ゴミ出しですね ＾＾(１０月２４日、Ｎさん）  

 

★カトラミデ、昨日会社でさした時は一瞬しみたけど平気でした(笑) 職場の人がカトラミデ使

ってみたいと言いはったので貸してあげてその後に健康診断があったんですね、 ぬわん

と！視力検査の結果、0.7～0.8→1.0～1.2 に左右よくなってたと驚いてました！スゴイパワー

がありそう！！（１０月２１日、Ｉさん）  

 

★カトラミデ、全くしみなかったです。個人差があるのですかね？(１０月１８日、Ｉさん）  

 

★さっそく、目薬をためしましたが、書いてある通り、とてもすっきりしました。涙と鼻水も出て、

脳まで浄化されたような感じです。（１０月１日、Ｎさん）  

 

★恐る恐る使ってみました。確かにしみるけれど、嫌なしみ方ではありません。むしろアイボ

ンより優しい感じです。でもしみますけれど（＾＾；） とてもうれしいです。。。と、ここまで書いて

きたところで、何だか目がすっきりしてきた気がします。カトラミデのせい？ひょっとして、これ

はやみつきになるかもしれません… サフランロードさま。新しい出会いに、感謝です！(１０月

１日、A さん）  

 

★早速カトラミデを使ってみました、本当に病みつきになるほどはまってます。さすのが楽し

みです、涙と鼻が繋がっていることが実感出来ます。涙の後に少し時間をおいて、くしゃみの

連発ですが、鼻まで爽快になります(９月２０日、Y さん）  
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★カトラミデは仕事から帰って来てコンタクトレンズをはずして点眼。じわ～んとしみた後、涙

がつつつーと出てきて面白かったです。思っていたより痛くなかったので、旦那さんにさしてあ

げたら・・・いででででで！！あいででででで！！！！なんっっじゃこりぁ・・・なんっじゃこりゃ

ー！！？いでででで！！ぐうぅと片目ずつ繰り返し騒いでいました（笑）(９月１７日、TS さん）  

 

★本当、号泣もしてないのにすごい涙！しみますけど、日本で売っている疲れ目用の目薬の

さし心地とは、また違うものですね。(９月１１日、Ａさん）  

 

★最初は使って大丈夫！？というくらいしみて涙がぽろぽろ… けれど５分もすればクリアに

なりさらに爽快感あり、やみつきになりそうです。（８月２７日、H さん）  

 

★前回注文致しましたアーユルベーダの目薬は、とっても気持ち良くてかなりはまっています。 

特に、蜂蜜の物が目の汚れを気持ちよ～くとってくれて、 使った後、暫らくすると白目が本当

に綺麗になり、もう手放せない感じです。（８月２２日、N さん）     

 

★カトラミデは本当にいいですね。 いつまでたってもしみる。 まったく慣れません。 だからこ

そ、使うといつも目がすっきりし、以前のような 目を開けていることさえ辛い、と言う状態はな

くなりました。 コンタクトを使っているので、乾燥したり充血したりはありますが。 日本の市販

目薬のように、成分が鼻から口に入ってくることもないので、 気持ちよく使えます。 大好きで

す。。。（６月２７日ＹＮさん）  

 

★カトラミデはいいですね～！！すっきり～さわやか～って感じです。 涙があふれる感じも

好きです。そのあとの爽快さが・・・＼(^o^)／（５月１２日、U さん）  

 

★インドの目薬目４種類の目薬たち ですが、あたしの使い方だと、朝起きて「カトラミデ」をま

ず。 目を綺麗にしてくれて毒素を抜いてくれるんですって。 そして、夜寝るぐぅぐぅ前には「ネ

トラプラバ」で目を綺麗にしてからおやすみなさい。 「アイ・クリアー」は、ちょっと目が疲れて

きて、刺激がほしいわってとき。 この三つは、まーーーー！しみるしょぼん涙がもーぼっろぼ

ろ。 片目ずつ交互に使います。 で、「アイ・トーン」はまったくしみることもなく、ちょいと目が

渇いたかなって時につかいます。 これが「ネプラトラバ」。蜂蜜入り目薬  かなり ねっとり 

しておりまして、いざ目薬を！！とやってもですね。 ねっとりしてるから、出てこないんですよ

ね。 しばらく逆さまにしてからじゃないと、使いにくいけれど。 そのねっとり感が目にやさし～
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（すっごいしみて涙をながしながら）。 ４種類本当に特徴があっていいので、私はこれからも

インドの目薬を使っていくと思いますよグッド！ （５月９日、姫猫さんブログより） 

 


