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〇カイラシュクリームは日常的にお世話になっています。前のものが無くなってしまったので

欲しいと思っていました、こちらでは親切なお値段でしたので購入させて頂きました。やりとり

もスムーズでよかったと思います。(3 月 30 日, Ｊさん) 

〇不思議なカイラシュクリーム。効果はまだわからないのですが、大きいサイズがほしくなり

ました。香りも好きですしたっぷりと使いたいので。(3 月 29 日, IＳさん) 

〇カイラシュ・クリーム 20g、家族の必需品に。以前、息子のお嫁さんにひとつあげたところ、

ニキビにとても効果があったと、まとめ買いを頼まれました。(3 月 29 日, I さん) 

〇カイラシュ・クリーム 60g、秋から冬の必需品。とても気に入っているクリームです。毎年秋

口から乾燥のせいなのか痒みのある湿疹とカサカサがの症状がありましたが、カイラシュクリ

ームをこまめに塗ることで気がついたら治っています。先月知り合いが蜂蜜石鹸を使って顔

の腫れと大量の吹出物が出て皮膚科で飲み薬と軟膏を処方されたのですが 1 カ月経っても

治らず見ていてかわいそうだったので試しに使って！とカイラシュクリームを渡して 1 週間、ナ

ントあんなにひどかった腫れが治まり顔中の湿疹も半減していました。あと 1 週間頑張ったら

元に戻りそう！と大変喜んで涙ぐんでいました。私も彼女の弾んだ声を聞いて凄く嬉しかった

です。何歳なっても顔中に湿疹が出るなんて誰でもイヤですよね。カイラシュクリームは皮膚

疾患に適した常備薬です。(12 月 28 日, Ｋさん) 

〇カイラシュ・クリーム (20g チューブ入り)、旅行やプレゼントに。肌荒れ、やけど、切り傷など

のトラブルはもちろん、基礎化粧品の 1 つとしても使っているので、ポーチに入れて持ち運べ

るタイプとして購入。大切な人にプレゼントもできるので重宝しています。(12 月 1 日, K さん) 

〇カイラシュ・クリーム、救世主。ちょうど良く？肌荒れした日に届きました。塗って 3 日で鎮静

しただけでなく、その後も使い続ける事で肌が再生し、肌が荒れる前よりも強く美しくなりまし

た！もはや必要不可欠な基礎化粧品です。(11 月 8 日, K さん) 

〇身体に 1cm 程のアテロームができまして、ネットで検索したところカイラシュクリームがよい

とのブログを見つけました。サフランさんで購入し、毎日朝晩と塗布しましたら数日で徐々に

小さくなりました。完全に消えた訳ではないですがほとんど気にならない程になり、ほっとして

います。今回も注文したものが届くのを楽しみにしています。(10 月 24 日, E さん) 

〇カイラシュ・クリーム 20g、持ち歩き用に万能クリーム。肌のトラブル全般、あせもや虫刺さ

れの痒み、引っ掻き傷や顔の乾燥時などに使用しています。あと火傷や日焼け後にも使える
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ので旅行時や外出時はこれのチューブタイプが１本あれば安心です。プチプレゼントにお友

達や親戚にあげたりもしています。(9 月 25 日, K さん) 

〇カイラシュ・クリーム、痒みが治まりました。時々虫刺されのようにポチっと赤くなり、痒くな

ることがあります。そんな時にすぐこのクリームを塗ると、翌日には赤みが引いて痒みも治ま

ります。また、目じりに湿疹ができて痒かったので、薄くステロイド剤を塗りましたがなかなか

治らず、ふとカイラシュ・クリームを 2、3 回続けて塗ったところ、痒みも湿疹も治まりました。こ

れだけの効果があるなら、何にでも試してみたくなります。(4 月 27 日, C さん) 

〇カイラシュ・クリーム、万能常備薬。イラ蛾の毛虫刺されは直後に塗ると、腫れたり痛みも出

ずびっくりしました。軽い火傷に塗ると、次の日にはほぼ痛みが引きます。子どもが痒がった

り、蚊に刺された場合、冷蔵庫に冷やしたカイラシュ・クリームを塗ってあげると気持ち良いみ

たいで落ち着きます。(4 月 27 日, Y さん) 

〇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) 

〇カイラシュクリーム、お気に入りです。私は特に痛みに効くように思います。腰周りの筋肉

が張って痛いときはマッサージもしますが、カイラシュクリームもぬります。寝て起きたら痛み

が引いて元気！ マッサージ無しでカイラシュクリームのみでも痛みが引いたので、マッサー

ジ必要ないのか!? 火傷や痒みにも効きました。(3 月 9 日, M さん) 

〇カイラシュクリーム、万能。口内炎から肌荒れ。皮膚を柔らかくします。(3 月 1 日, N さん) 

〇私も冬は手荒れが酷く水に触れるのが辛かったのですが、カイラシュクリームの即効ケア

力のお陰で、安心感を得ることができています。日々人体に馴染む自然界のパワーを感じて

います。時間が掛かっても、身体がナチュラルに受け入れるものを手にしていきたいと思いま

す。良い商品を提供くださり、本当にありがとうございます。(2 月 1 日, Ｍさん) 

〇カイラシュ・クリーム、安心して使えます。目の周りやマスク荒れなど敏感なところにもたっ

ぷり塗っています。肌に優しい感じがして安心して使えます。私は乾燥肌なのでコカムバター

もあわせて使っていますが、この組み合わせは病みつきです。カンフルの匂いがしますが馴

染めば気になりません。(1 月 26 日, B さん) 
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〇カイラシュ・クリーム、この匂い、私は好きです！ 荒れた手指、顔のマッサージなどに使っ

てます！ 肌に良さそう。使い心地は、クリームというか、オイルにカッテージチーズみたいな

感じです。(1 月 21 日, R さん) 

〇初めてカイラシュクリームを購入してみました。薬草独特の香りがあります。効能はとても

良いと思います。腫れたり痛みのある出来物に塗ってテープしていたのですが、かなりの効き

目を実感しております。市販のクリームを塗っても指によくささくれが出来ていたのですが、こ

のカイラシュクリームを使い始めてから、ささくれが未だに出来ていません。凄いです。このク

リームのファンになってしまいました。おまけも頂いてしまい感激です。(12 月 26 日, A さん) 

〇カイラシュ・クリーム 20g、良いです◎ 水虫にも口内炎、歯肉炎にも使え、繰り返しなかな

か治らなかった足のかぶれにも効果がありました♪万能薬で友人に差し上げても喜ばれまし

たのでチューブタイプを纏めて購入させて頂きました(*^^*)ずっと取り扱って欲しい御品です♬

ありがとうございます。(12 月 9 日, Ｍさん) 

〇カイラシュ・クリーム 、かゆみに効きます。以前、おまけでいただき、それ以来このクリーム

で肌のトラブルに対処しています。特に虫刺されに効きます。刺されたら、すぐに塗るとほとん

ど治ります。(11 月 20 日, M さん) 

〇カイラシュ・クリーム、万能。火傷に吹出物に寝る前の儀式のような目の下とこめかみとマ

スクで擦れた鼻の下に塗っております。無くなる寸前でインドから到着して一安心です。(11 月

14 日, M さん) 

〇カイラシュ・クリームを夏前から使い始めましたが、暑い時期もベタつかず、とても気に入っ

ています。他のハンドクリーム等と比べて、香りも自然だし、水を使っても、ちゃんとクリーム成

分が残っていて、これからの季節（冬）にも重宝しそうです！ お値段も安いので、友達にプレ

ゼントして、とても喜ばれています。(10 月 23 日, S さん) 

〇カイラッシュ・クリームよかったです。カイラッシュ・クリームは、つけたとき根っこのような匂

いがします。時間と共に匂いはなくなりますが、まずこの匂いでとても効くような気がしました。

ある日娘の顔を見たら肌がとても綺麗だったので、何かしてるの？と聞くと、夕べカイラッシ

ュ・クリームをつけて寝たと言うんです。それしか思い当たらないらしく、でもたった一日で？ 

そして娘も私を見て「お母さんだって綺麗になってるよ！」と。娘は一度つけただけですが、私

は 20 日ぐらい経ちます。意識してみると、洗顔のとき肌が滑らかになっているのに気付きまし
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た。キメも整ってきたようです。すごい効果！今度は大きいサイズを注文しようと思います。

(10 月 16 日, K さん) 

〇リピートです。切り傷、肌荒れ、口内炎にもつかえ、毎朝夜の化粧水後の最後にも使ってい

ます。全身使えてすぐなくなってしまいます。(10 月 2 日, N さん) 

〇我が家では「魔法のクリーム」とよんでます！ちょっとした傷や痒みなどはカイラッシュクリ

ーム。火傷や皮膚の悪化した状態は沙羅双樹クリームと別けて使用しております。我が家の

ワンコが皮膚病になり沙羅双樹クリームをつけたところみるみるうちに改善！毛が抜け皮膚

が見えていた状態が今では毛も生えてきています。母や知人の火傷にも効果覿面でした。な

いと困るクリームなので冷蔵庫に数個常備しています。(9 月 26 日, Y さん) 

〇8 年位前に 友達と子供達と花火をしていた所、火をつける際に手の平のなかで花火が爆

発して火傷をした時に友達が塗ってくれたのがカイラシュクリームとの出会いでした。すぐにク

リームを塗り込み 15 分くらいした頃には嘘のように痛みを忘れ、水ぶくれになるこ事もなくそ

のまま治りました。それ以来絶大な信頼を置いていて切らした事はありません。病院など 1 時

間以上はかかる山の中に暮らした時もとにかくカイラシュクリームを使用して助かった事が

多々ありました。眼に小枝が弾いて当たり、眼を開ける事も出来ず涙が止まらず失明を心配

した時もカイラシュクリームを塗り込んで助かりました。ちょっとした虫さされや不眠時にも役

に立ち、眼の中やデリケートゾーンまで使えて手放せない存在となっております。おかげさま

で少々の事は医者いらずです(^^)(9 月 16 日, O さん) 

〇火傷に。何年も我が家にはかかせないカイラッシュ·クリーム。火傷には沙羅双樹クリーム

を使っていましたが、切れておりカイラッシュ·クリームをベタベタと惜しみなくつけたところ、あ

っという間に痛みが消えました。ちょうど同じ時期に知り合いが火傷したので持っていたカイラ

ッシュ·クリームをつけさせたところ「ヒリヒリが消えた！」とビックリ。「この不思議なクリーム何

処に売っているのですかー？」と。追加注文しました(笑)(8 月 19 日, Y さん) 

〇カイラシュ・クリームを、あらゆるところに使っています。カトラミデと共に本命のアイテムで

した。ずっと試してみたかったので……。結果はとても気に入っています。開けた時の印象は、

なんか色（象牙色をしています）や見た感じの質感が、うわ……という感じだったのですが、香

りはハーブっぽくて好みでした。肌に伸ばしてみたら、じゅわっと水分が出てくるような不思議

な感触。昔某資〇堂などから出ていた水滴の出てくるジェルみたいな感触ですが、こちらの

方がしっとり感が強く、長く保湿される感じがします。何より、飲んでも大丈夫なほど優しい成

分でできている、という安心感がすごいです。普段は目にはアイクリーム、唇にはリップクリー
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ム、と顔それぞれのパーツごとに塗るものを変えていますが、これは唇まで一気に塗り伸ば

せるし、目に入っても嫌な感じが全くしません。特に私はメイクが好きなのですが、目元のメイ

クを落とす時、市販のポイントメイク落としを使うよりも目に優しくて、尚且つスッキリ落とせる

（その上眼球のケアにもなりそう）のでお気に入りです。メイクを落とした後ですが、目のキワ

までしっかり塗って瞬きごとに目に入るようにして眠ったりもします。後、何となくおへその掃除

にも使えるかなと試してみたのですが、綿棒につけてこちょこちょするだけで綺麗になりました。

終えた後もすーっとして気持ちが良いです。万能クリーム、と言われる所以がよくわかりまし

た。他にもいろんな使い方を試してみたいと思います。家族も気に入って使っているので、す

ぐなくなりそう。また購入します。良いものをありがとうございます。（6 月 14 日、S さん） 

〇カイラシュクリームがとても良い！ どこでもつけられるので便利です。服用もできるクリー

ムなので口内炎ができたときとかにいいかもしれません。沙羅双樹クリームの方が効き目は

あります。（5 月 28 日、K さん） 

〇私は、胃が痛い時にカイラシュ・クリームを小さじ一杯を舐めると痛みが消えるので気に入

っています。（4 月 29 日、E さん） 

〇リピートで購入しました。 1 回目は、ひとつだけ購入したのですが、あまりに万能な為、家

族みんなが使い始めあっという間になくなってしまいました。 幼い子のイボに凄く効き目があ

りました。また、主人の水虫の痒みにも効いたようです。 ちいさな火傷も、ヒリヒリがすぐにな

くなり、あとに残るませんでした。 私の指先の赤ギレも、優しくガードしてくれ痛みを和らげて

くれています！ ありがたいです（4 月 26 日、N さん） 

〇家族皆で使っています！  カイラシュ・クリームは傷、湿疹、火傷何にでも効きます。飼っ

ているポメラニアンの鼻の乾燥にも良いようです。母は何にでも効くので、魔法のクリームと

呼んでいます^ ^ さすがに飲む勇気はまだありませんが。。そのうちチャレンジしてみたいで

す。最近、すぐに無くなってしまうので、一番大きなサイズにしました。これで安心です！ （4

月 20 日、Ｃさん） 

〇カイラシュ・クリーム、我が家の常備薬的クリーム。何にでも使える常備薬クリームです。な

ので今回の注文では 1 番大きなサイズを求めました（4 月 18 日、K さん） 

〇カイラシュ・クリーム 12g、今までは持ち歩き用に容器に移し替えてましたが、チューブタイ

プを購入。使用時最初に水分が出てきてしまうので☆ー1 です。それ以外はコンパクトでとて

も良いです（4 月 18 日、K さん） 
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〇欠かせません。絆創膏のガーゼ部分に多めに塗って寝ます。治りが早くて助かります。寝

る前にもよく眠れるように塗っています（3 月 29 日、M さん） 

〇カイラシュ・クリーム 230g 入り ―ホント万能― 火傷や、怪我した時にも使える上、乾燥肌

にも使えます。食べても大丈夫と書いていたので下痢の時に恐る恐る食べてみた所なんとも

言えない味でしたが下痢は治ってました。虫刺され、水虫にもききます。インド恐るべし。そろ

そろ買い置きの底がついてきた所営業再開されたので家族分含め大量に買いました。これか

らも利用しますね。（3 月 25 日、Ｙさん） 

〇カイラシュクリーム。痒み、火傷、擦り傷、、、我が家では必需品のカイラシュクリーム。 子

供の虫刺されや汗疹、アトピー、乳児湿疹にも効果抜群で子供も痒みが治るのでカイラシュ

クリームは、おとなしく塗らせてくれます。 なるべく薬を使いたくないので皮膚のだいたいのこ

とは、カイラシュクリームを使っています。友達にも勧めたら手放せないと言っていました。（3

月 15 日、Ｍさん） 

〇ありがとうございます。前回、購入したカイラッシュクリームが万能に、家族みんなのお悩み

皮膚に効いて、再度の購入です。手元に届くのが、楽しみです！（3 月 5 日、Ｋさん） 

〇花粉症やものもらいにも！毎年花粉症のせいで顔にブツブツができるのですが、カイラシ

ュクリームを塗ったら翌朝には収まっていました。 久しぶりにものもらいができ、目の中に塗

り込んでみたら効きました。すぐ治りました。 手の赤切れにも！もう手離せません。（3 月 4 日、

Ｇさん） 

〇カイラシュ・クリーム万能薬です。ハーブ独特の香りがします。毎年冬の手荒れ、あかぎれ

がこのクリームのお陰で予防できてます。（2 月 28 日、Ｎさん） 

  

〇カイラシュ・クリーム 12g リピートです。カバンに入れていつでも使えるようにこのサイズをま

とめ買いです。 手荒れ、火傷、顔の乾燥予防にこのクリームで全て使えます。カバンに入れ

ていつでも使えるようにこのサイズをまとめ買いです。 手荒れ、火傷、顔の乾燥予防にこの

クリームで全て使えます。（2 月 28 日、Ｎさん） 

〇母や妹にもシラジットなどを渡し、とても世論でおり、一緒に注文させてもらっています。母

はカイラシュクリームで外反母趾の痛みが消えたり、口角にできていたデキモノが、沙羅双樹

で消えたととても喜んでいます。感謝申し上げます。（1 月 27 日、Ｎさん） 
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○カイラシュ・クリーム 12g、持ち運びはコレ。冬場は乾燥による痒みが出やすかったり、ちょ

っとしたことで傷になりやすいため持ち運びに便利なこれを買いました。（1 月 1 日、Ｐさん） 

 

○カイラシュ・クリーム万能クリーム。常時チューブを 1 本持ち歩いています。 虫刺され、切り

傷、火傷の際これを塗ると緩和されます。 多くの友人に薦めたところ、気に入ったようで、皆

リピーターです。（12 月 25 日、Ｓさん） 

 

○カイラシュクリームを使用して。香りは好きですし、使用感もべたつきなく手に塗ったりした

後でも作業がしやすい。肌荒れ感も落ち着いた感じがあります。5 個セットで良かったと思って

ます。（12 月 20 日、Ｐさん） 

 

○カイラシュ・クリーム万能すぎるクリーム。万能クリームというレビューを見て気になって使っ

てみたら、、本当に万能すぎます！！痒みは消えるし肌はめちゃ潤うし。乾燥からトラブルか

ら何かあったらカイラシュクリーム塗ってます。（12 月 15 日、Ｍさん） 

 

○万能クリーム!!家庭常備薬としてのカイラシュクリーム 。 元々アジア系のハーブ、特に伝

承医薬の代名詞タイガーバームなど大好きでしたが、『塗っても食べても良し』なんて凄いも

のがあったとは!!笑 こちらもシャタバリ同様、友人のお奨めで買ってみたのですが、夏は蚊に

刺されたときのかゆみ止め、汗疹かぶれ対策や湿疹・にきび等皮膚の感染性トラブルに･･･

また冬は手あれ対策にと年中御用達です。初め小さめのボトル[120g]を購入していたのです

が、今年夏[2019]の余りの蒸し暑さに突然発症した酷い掻き壊しケアに大量消費してしまい、

ずっと使うものだからとこちらの大きいボトル[230g]を購入しました。携帯用のカイラシュチュ

ーブは友人知人にも配りまくって、大好評･･･自身も何時も持ち歩いていますよ^^（12 月 4 日、

K さん） 

 

○カイラシュ・クリーム、万能クリームです。皆さんのレビューが良かったので気になり購入。

娘の虫刺されや肌の痒み、あせも、私の肌のお手入れに…と、なにかと皮膚のトラブルに使

用してます。咳が出て寝付けない時に胸と背中に塗ると、不思議と、スゥーっと寝れます。 2

個目を使ってますが、無いと不安になってくるカイラシュクリーム。まとめて買って良かったで

す。（11 月 21 日、N さん） 
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○カイラシュ・クリーム火傷に良い。腕の柔らかいところに熱い鍋を当ててしまった時、いつも

はなかなかひかない痛みが、スーっとなくなり、火傷のことを忘れているほどでした。とても良

いと思います。（11 月 15 日、H さん） 

 

○カイラシュ・クリーム 120g 10 個入良いです！！小さなサイズを知人から頂き、使ってました

が、愛用して、すぐになくなってしまい、大きなサイズを発見、購入させて頂きました！ 万能

で、巡りあえて、感謝です！！（11 月 6 日、G さん） 

 

○カイラシュ・クリーム常備薬。洗顔後、沙羅双樹クリーム→こちらを使用しています。独特な

香りですが、化学的なものではないので気になりません。 

虫さされ、火傷、擦り傷、乾燥肌に使用しています。（10 月 29 日、K さん） 

 

○過日、お世話になったばかりなのですが、さっそく追加で注文させて頂きたい商品に出会っ

てしまいました！カイラシュクリームです！ 鼻と口の粘膜に効果がございますね！ 折しも，

デワリ祭セールのお知らせメールを頂いた事もあり、欣喜雀躍で再び注文させて頂きます。

（10 月 23 日、U さん） 

 

○カイラシュ・クリーム。万能クリーム。切り傷、虫刺されに塗ると跡形なく綺麗に治りました。

顔にも縫ってみたら肌がしっかりしてきました。（10 月 12 日、N さん） 

 

○カイラシュ・クリーム いろんなところに使っています。子どもの虫さされにつかったところ、1

日くらいで痒みがひきました。口内炎にも塗ったところ、これも 1 日くらいで小さくなりました。

私は首にデキモノが出来たので塗り込んだところ、そのデキモノが潰れたので更に塗り込み

ましたら、キレイに治ってしまいました。私には美容的に使うより、お薬として使ったほうが合

ってるようです。。（9 月 29 日、K さん） 

 

○カイラシュ・クリーム不思議なクリームですね！独特な香りと、使い心地ですがクセになりま

す。顔に安心して使えるので、ちょっとの肌荒れでしたら効果てきめんです。（9 月 23 日、R さ

ん） 

 

○カイラシュ・クリーム。沙羅双樹と一緒に愛用。私は超敏感肌な為、電動シェーバーが使え

ません、T 字カミソリです。ヒリヒリと痛みが強い時は沙羅双樹と合わせて使用しています。塗

った後はベタつかず潤いが保たれるので冬の乾燥した肌にもぴったりです！痒みや虫刺され、
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火傷、切り傷等々毎日使用しています、残量が少なくなると不安になるので次回は大容量の

230g を購入する予定です！（9 月 20 日、V さん） 

 

○先日注文したものが届き、二種類のクリーム（沙羅双樹クリームとカイラシュ・クリーム）を

はじめて使ってみました。アトピー肌で、なかなか合うものがないのですが、ものすごーく良か

ったです！小さいサイズだったので、無くなる前に追加で注文しました！まだ 2 日目なのに、

薬も効かずなかなか治らなかった手湿疹も良くなりつつあります。手元にあるものが無くなる

前に、こちらに届くことを祈ってます。。笑 

これから愛用させて頂きます♪ （9 月 19 日、A さん） 

 

○カイラシュ・クリーム最強クリーム。ニキビや背中のブツブツにも使っています。香りもよくす

ぐにニキビ等もすぐに落ち着くのでとてもありがたいです。これからも使います！！（8 月 30 日、

K さん） 

 

○カイラシュ・クリーム手放せなくなった. 

もっと早く出会いたかった商品です。 

蚊に刺されたときも塗ると痕が残りずらくなります。 

それよりもすごいのは、顔全体に塗って寝ると翌日の肌のハリが今までと全然違って、特に

目の周りに擦り込むと目薬を差したかのように目がスッキリします。 

あとは鼻の穴の奥のほうに少量塗り込むと頭痛が治る！ 

このクリームを使ってから鎮痛剤は使わなくてよくなりました。 

また寝る前に足の裏に塗ると疲れがスーッと取れ、ぐっすり眠れます。夜中目が覚めてもすぐ

にまた眠れるのがすごい。 

とにかく今後ずっと愛用していきたいクリームです。(8 月 29 日、Y さん） 

 

○カイラスジーバンのチューブを友達に差し上げたら、アトピーの方や薬局の薬が苦手な方

にとても喜ばれて、何本か欲しいと言われるのでお渡ししていたら、前回沢山注文したのに自

分の分がオマケに頂いたものと、持ち歩き様に持っているチューブだけになってしまいました。

セール延長して頂いたおかげで、またお安く購入出来るのは、とてもありがたいです。（8月 26

日、S さん） 

 

○カイラシュ・クリーム。自宅ではチューブよりも容量がある物をと 30ｇを注文してみましたが、

毎日顔や湿疹の出来やすい背中に付けていたら減るのが早くてビックリです。このお値段＆
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ケミカルな物が入って居ないので安心してケチらないで使えます。次回注文する時はもっと大

きいサイズにしようと思いました。（8 月 14 日、Y さん） 

○カイラシュ・クリーム 12g 。安価なのに万能で感激しました。 

自分のバッグにいつも入れておきたくて多めに購入しましたが 

この良さを知って欲しくて家族や友人達に殆どあげてしまいました。皆、とても気に入ってくれ

て自分で注文したり、無くなると離れて暮らしている家族からはせがまれて既に殆ど在庫が

無い状態です。（8 月 14 日、Y さん） 

 

○カイラシュ・クリーム。本当に万能薬だった。虫刺され、やけど、日焼けに良いです。 

あと、20 代の娘のニキビ。これはしつこかったんですが 2 週間程で乾燥して綺麗に治ってしま

いました。（8 月 13 日、S さん） 

 

○カイラシュ・クリーム。老人特有の乾燥が、背中の部分にあり、自分では塗れないので、娘

の私が風呂上がりに、塗っています。掻いた後の赤みが、塗った直後から引いていき、ツルツ

ル肌になっていきます。（8 月 11 日、K さん） 

 

○カイラシュ・クリーム 12g。持ち歩き用にも小さいチューブ入りは便利です。（8 月 9 日、S さ

ん） 

 

○カイラシュ・クリーム 30g。12ｇを購入後、効果の凄さに感動して大きいサイズを購入してみ

ました。それでもほぼ毎日使うのであっという間に減って行くので次回はもっと大きいサイズ

でも使い切れそうです。虫刺され、深爪、湿疹、1 日で痒みや痛みが無くなってます。赤みが

引くのには数日かかってますがそれでも他の軟膏に比べると治りが早いです。肌の弱い私に

は最適です。（8 月 6 日、Y さん）<br></p> 

<p>○父が何を塗っても肌が痒くて仕方ない状態だったのですが、カイラシュクリームを塗ると

痒みが治り落ち着きます。匂いが独特なので気になる方はきついかもですが、慣れるとそう

でもありません。塗るとスッとします。（8 月 4 日、A さん） 

 

○カイラシュ・クリーム。大変スムーズな取引で配達日の延長も了承してくれて本当に助かり

ました！またオーダーお願いしたいです。オーダーした沙羅双樹クリームとカリラッシュクリー

ムも肌に合い使いやすいです。（7 月 30 日、M さん） 

 

○ニーム、肌荒れにもきいて、アシュワガンダ 、疲れにくくなる！ 
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カイラシュクリーム、この前買ったらすごくよくてリピです。（7 月 29 日、S さん） 

 

○カイラシュ・クリーム 120g 嬉しい大容量。 

カイラシュクリームたっぷり使えるのでとても嬉しいです。洗顔後に化粧水のあとに塗ります。

キメが整います。母もお気に入りで色んな方にすすめているようです。また注文させていただ

きます。ありがとうございました！（7 月 25 日、M さん） 

 

○クリーム（カイラシュ・クリームと沙羅双樹クリーム）とても爽やかで気に入りました。家族で

使っています。（7 月 17 日、S さん） 

 

○カイラシュ·クリームは 食べても大丈夫な塗り薬というインパクトに惹かれて、購入してみま

した。肌が弱く湿疹が出やすいので、ちょっと付けてみたら水分とクリームが肌の上で分離す

るような初めての感覚でした。湿疹に効果があったので、友人が目の周りが乾燥して触って

居たらものもらいのようになって痛いと言うので 1 個送ってあげました。つけたら直ぐに痛みや

目の周りの乾燥＆赤みが数時間で無くなったそうで大喜びしてすぐに大量に購入したいと頼

まれました。家族にもあげましたがこのお値段で物凄い効果と皆から大好評です。今日も擦り

傷がヒリヒリしたのでつけたらあっという間に痛みが引きました。（7 月 8 日、Y さん） 

 

○夏、素肌に直接アクセサリーをつけると汗と反応して湿疹が出来、ひどい場合はアクセサリ

ーを取り外しても治らず皮膚科へ行く場合もありました。カイラシュ·クリームをつけたらアッと

言う間に何事もなかった様に治りびっくりでした。一晩おいて、又少し湿疹が出たのでもう１回、

塗ったらその日のうちにすっかり治りました。（7 月 7 日、I さん） 

 

○朝に、顔を洗って塗る、昼間はブヨや蚊にやられて掻きつぶした所に塗るし、夜も顔を洗っ

て塗るのでコレがないとダメかも知れません。カイラッシュクリームに依存してます。そういえ

ば転けておでこが腫れた方に塗ると見る見るうちに腫れが引き、 

魔法のクリームやね！って喜んでおられましたよ。（7 月 6 日、S さん） 

 

○カイラシュ·クリームは化粧ポーチに必ず入れてます。 

急なお泊りにオールインワンのクリーム替わりにたり、湿疹や深爪のケアに使ったり。 

先日は口内炎に塗りました。改善スピードが違いますね。 

後飲用OKならばと鼻の中のニキビのために右鼻穴に塗布しまして、気持ちよくドロッとした鼻

水が出たので、なんでもない左鼻穴にも塗布♪ 変な鼻水でて爽快です。（6 月 30 日、P さん） 
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○長い距離を歩いてると、右足に出来たマメが痛くて気になってました。マメは火傷の一種な

ら、カイラシュクリーム効果が期待できるかも！と思い、今日で 3 日目、マメが小さくなってきた

ので、期待通りでした。内服もできるから、舌を噛んだとき塗ったら早目に治りました！（6 月

17 日、S さん） 

 

○カイラシュクリームがやけどや虫刺されに良いのは体感してわかっていました。数年前から

頭皮にできものができて痛くも痒くもなかったのですが少しづつ大きくなってきて、櫛にも当る

ようになりました。皮膚科にも行かず過ごしておりましたが、手指のささくれに付けていて何気

に頭皮のできものにも付けました。2-3 日続けると小さくなっているのです。気のせいかと思い

ましたが続けてみると今や何処にあったかカイラシュを付けた指ができものを探せないほど

になっているのです。驚きです。(5 月 5 日、O さん） 

○この度は予想より 1 週間早く到着致しました。ありがとうございます。アシュワガン ダが

切れてしまい焦っていたので大変嬉しく思います。お守りです。また、カイラッシ ュクリームで

すが、喉が腫れて余りにも痛むので直接指で扁桃腺にすり込みました。即 効でした。アーユ

ルヴェーダの薬草などは使ってみないとわからないもの。しかし、試 してみるにしても価格が

それほど高くないので助かります。しかも効果は絶大だと思い ます。(4 月 2 日、T さん) 

○以前にカイラッシュクリームのチューブを付けていただき、使い心地がよく気に入り 今回注

文しました。 また、アロエベラローションは日焼け止めにも関わらず皮膚呼吸 をしている感

がありお気に入りです。(3 月 18 日、Y さん) 

○昨日高齢の母が家で転倒し、あわや骨折というようなこけかたをしました。 母は 84 歳 

昨年の春に家でかるくポテっとこけただけで肩の骨を粉砕骨折し手術しました 昨日はよりひ

どい転倒をし、しかもわたしの目の前でした、だけどとっさのときは、す ぐに助けてやれず、ス

ローモーションで見ていただけでした。 だけど、不思議なこと に、骨を折っておらず、顔をう

ちつけたところに、カイラシュクリームをつけたらあざ にもならず、第 3 の目のところにぬる

と夜いつも、熟睡できており、今朝から元気に動 いています。これは、...毎日モリンガとシラジ

ットを飲ませているから、と確信しまし た。モリンガで、カルシウムなどがとれていたのではな

いかと。 母は普段は、何気に 飲んでいて、とくに変化もなく、何に効いているのかわからな

い、とか言ってましたが、 やはり、こんなときに、あらためて、続けているモリンガたちのパワ

ーを知った次第で す。素晴らしい!!️ありがとうございます( * ́艸`)    (2 月 26 日、A さん) 

○沙羅双樹クリームに、カイラシュクリーム、必需品になりそうです♪ どちらも香り がわたし

は大好きです。(2 月 5 日、A さん) 

○初めての注文で、恐々^_^使ってみました。 結論から、すべて、頼んで大正解です! カイラ



 

 

 
カイラッシュクリームのご感想 

 

  

13 

シュは、ベタベタせず癖になる使用感で、脂漏性湿疹やニギビも日に日に落ち着 いてます。

サフランオイルは、思ったより小さかったです^ ^香りは、かなり強烈です が、1.2 滴なじませ

て、カイラシュをつけると、今まで感じたことのないほど、荒肌が 安定します。 アロエジェル

は、髪につけると、驚くほど、ツルッツルになります!顔 にも髪にもつけれて、安心できて、さら

に、効果も素晴らしいものに出会えて、ラッキ ーです。(1 月 10 日、H さん) 

○カイラシュクリームをいつも愛用しています。毎日のスキンケアだけでなく、湿疹や やけど

などにも効果があるのでいつも持ち歩いています。チューブ入りがあるので便利 ですね。(12 

月 9 日、U さん) 

○やけどをしてしまい、カイラシュクリームを届いてすぐに塗ったら治りが早くて、や はり素晴

らしい!と、もう少し買っておけば良かった...と思ってました。(11 月 26 日、 S さん) 

○前回おまけでいただいたカイラシュクリームよかったです。ありがとうございまし た!(11 月 

23 日、A さん) 

○カイラシュクリームおまけに入っていて 嬉しかったです。1 週間前扁桃腺が腫れ 塗 って

みましたら、一瞬腫れが引きました。お気に入りの一つになりました。それが お まけで付い

て来て大変喜んでいます。今 犬の耳掃除にも使っています。私の顔も高級 化粧品より肌が

柔らかくなります。ありがとうございます。(11 月 22 日、I さん) 

○カイラシュクリーム: 風邪気味の時に出る症状で、喉から奥歯にかけてひりひりと 痛みが

あったので、歯茎にや直接塗りつけてみたら、痛みがかなり軽減したのでビック リです。今回

も楽しみにしております^^ (11 月 20 日、Y さん) 

○Kailasku クリームもありがとうございます。 昨日、テニスでひじが少し痛かったの で、その

部分にクリームをすりこんだら、 傷みが消えたようです・・・? 不思議で すね。ありがとうござ

いました。(10 月 10 日、K さん) 

○前回買ったクリーム等がなかなかよかったのでサプリも試してみたいと思います。よ ろしく

お願いします。※前回沙羅双樹クリーム、カイラシュクリーム、サフランクリー ム等お買い上

げ※(10 月 8 日、S さん) 

○おまけに頂いたカイラシュクリームがあまりにも素晴らしいので注文致します!顔 に長い間

ウイルス性イボがあったのですが、塗っているうちにポロっと取れました!イ ボが出来る度に

皮膚科に行っていたのですが病院に行かずに取れたのは初めてで本当に嬉しいです! 今ま

で購入した全てが本当に素晴らしいです!ありがとうございま す!(9 月 30 日、T さん) 

○前回購入したカイラッシュクリームを、足の裏が火照ってなかなか寝付かれないとい う知

人にさし上げたのですが、塗って寝たところ火照りが消えて安眠できたという報告 をいただき、

今回その知人の分も注文させていただきます。(9 月 26 日、O さん) 

○乾燥肌で ”夏にシャタ・ドルタ・グルタムは重いかな?” と思いながら、水で濡 れている状
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態で少量を夜だけつけていまいた。 ミルクの香りがなかなか良いです。吹 き出物もなく、気

が付けば長年開いたままの鼻の毛穴が少し閉じつつあります。年齢肌 と諦めていたけれど

洗いすぎや乾燥があったのだと思います。 イボなら沙羅双樹のク リームの方が効きそうで

す。 傷にはカイラシュ・クリームを多めにつけてカットバン をして寝ると軽く塞がり助かってい

ます。シャタ・ドルタ・グルタムは秋冬にも付けて いきたいと思います。(9 月 12 日、S さん) 

○ギフトでいただいたカイラッシュクリーム。すごくよく効きました!ステロイドでも あまり効かな

かった母の耳の奥のジュクジュクしたかゆみも たちまち収まり、犬の足 のアレルギーによる

腫れも効きめがあります。すごいですね!(8 月 23 日、U さん) 

○前回の注文でギフトでいただいたカイラシュ・クリーム、子どもの湿疹にとても効果 がある

ようです。今回注文させていただきます。(7 月 23 日、Y さん) 

○おまけのカイラシュ・クリームもとても嬉しいです。猛暑の日本、屋外で蚊の襲撃に 

会うことも多いのですが、このクリームだと、刺された跡が残らずきれいに治ります。 

これもインドの逸品ですね。優れものです。(7 月 19 日、N さん) 

○田舎に住んでおり、毎年虫さされが酷い為購入しました。 掻く前にすぐにつけると 更に効

果抜群です。蚊くらいであれば、すぐにかゆみが収まり掻かずに済みます。 掻 いてしまった

ところも、しっかりつけ続けていたら掻いた跡も残らずきれいに治りまし た! 日本で売ってい

る虫さされの市販薬はステロイド剤や、強いお薬が入っているも のが多いので 使用に抵抗

があったのですが、カイラシュクリームは安心して使えるの で大変ありがたいです。(7 月 6 

日、I さん) 

○前回注文したカイラシュクリームとサフランクリームに惚れました。アーユルヴェー ダには

まりつつあります。 (6 月 22 日、H さん) 

○ギフトのカイラシュクリーム、ありがとうございます。 たまたまですが、火傷と裂 傷があり

ましたので塗ってみました。痛みがスッと消える感覚があり、驚きました。レ ビューを拝見し、

皆さん上手に使っておられるのを知り、私も 購入することにしまし た。(5 月 25 日、S さん) 

○4 月 7 日に内腿に熱湯を落としてしまい、8cm×15cm の範囲に火傷をしてしまいまし た。

すぐ冷水で冷やしふと思いついたのが依然おまけでいただいていたカイラッシュク リームで

した。すぐ塗布しましたが翌日には大きな水ぶくれができ、周囲からは絶対跡 が残るし色素

沈着するわよと言われていました。10 日後には患部が乾き、そして今や 日ごとにピンクが

薄くなっています。すごい!(5 月 23 日、O さん) 

○ 皆の感想を読んでみて良さそうだったのでカイラシュクリームが気になり購入し てみまし

た。届くのは遅かったですけど届いてすぐ赤ニキビのとこに塗ってみたところ 赤みが薄くなっ

た気がしました。 まだニキビの腫れはあるけど赤みが塗ってすぐに薄 くなったのはビックリ

です。 市販の薬でも病院の薬でも赤ニキビは全く変化ないし治 らないのにすぐに効果があ
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らわれたカイラシュクリームに驚いてます。 5 個セットで 頼んで良かったと思いました。絶対、

リピします。(3 月 19 日、S さん) 

○カイラシュクリームは、私の手の関節のひび割れや夫の化膿したおでき、孫の日焼け 後

のお手入れに使いました。 ひび割れもおできもクリームをたっぷり厚目に塗って絆 創膏を貼

っておくと治りが早いです。 一番驚いたことは、孫が日焼けし過ぎてしまい、 痛々しい状態

で遊びに来たので、一日三回クリームをたっぷり塗っていたところ、三日 目の朝、蛇が脱皮

したように顔の皮が布団に落ちてました。剥けたところはシミになら ず綺麗になってました。 

アーユルヴェーダは凄いです。(3 月 14 日、K さん) 

○滋養ナイトクリーム、とても伸びが良いです。夜、化粧水で肌を整えた後に、カイラ シュクリ

ーム→滋養ナイトクリームを塗ってます。翌朝、キメが整って肌がモッチリと します。周りから

肌が白くなったと言われました。(2 月 28 日、S さん) 

○アーユルヴェーダは本当にすごい。高級なコスメは要らないですね。 沙羅双樹とカ イラッ

シュがあれば、お肌はいい感じ。(2 月 3 日、S さん) 

○現在、抗癌剤治療中、副作用で手足の末端と顔が黒く変色しました。担当医師に「ど うし

たらこの黒みが取れますか?」と質問したら、「残念なことに、効く薬が有りませ ん、」と云われ、

いろんな薬を試しましたが効果なくあきらめておりました。ところが 白檀の粉を顔に塗りその

あと、カイラッシュクリームと沙羅双樹クリームを付けていた ら以前のように肌色に戻り感謝

しております。(1 月 29 日、T さん) 

○うちの旦那さんが最近ずっと足の甲に湿疹ができて赤くはれ上がり痒がっていたの でカイ

ラシュクリームを塗ってあげました。次の日には痒みが治まったようです。(12 月 25 日、M さ

ん) 

○疲れがたまると知覚過敏がひどくなるのですが、カイラシュクリームを歯茎に塗って 寝ると

次の日には全然痛くなくなります。本当に不思議です。無くてはならないものに なっています。

(11 月 7 日、A さん) 

○ サフランタイラム、アロエジェル、沙羅双樹クリーム、カイラシュクリーム、この 4 つがすご

く相性が良く今使ってます。肌あれがひどく化粧品は何も使わないようにし てましたが乾燥で

肌の修復がうまくいかないらしく困ってました。そこで色々気になっ たものを頼んでみたとこ

ろ、私にはこの 4 つが相性がよく、その時の気分により組み合 わせて使っています。ニキビ

はなくなってきたし、さらさらした肌ができあがってきて 嬉しいです。(12 月 6 日、K さん) 

○先日頼んだ、カイラシュクリーム届きました!!私は、事務職で、PC 作業をするの ですが、カ

イラシュクリームを目の周りに塗ると眼精疲労がすごくよくなりました!! それに、PC してても

疲れにくくなりました。乾燥しづらいというか、ドライアイにな りにくいです!! 目には脂が必要

なのですね!!目の表面には、脂膜があると聞いた ことはあるんですが、カイラシュクリームす
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ごーいって感じで感動です!! 興味本位 で頼んでみたカイラシュクリームすごく良かったです!

匂いもいいし!!(10 月 10 日 M さん) 

○かゆい時、私は沙羅双樹クリーム。息子のニキビにはカイラッシュクリームが効いて いる

ようです。(10 月 10 日、M さん) 

○カイラッシュクリーム届きました。もうこのクリームなしでは朝も夜も 来ません。 いつも助

かっています。(10 月 8 日、S さん) 

○先日は、プレゼントでカイラシュ・クリームをお送りいただきましてありがとうござ いました。

インドのスキンケア商品は私の肌に合っているようで、使っていて気持ちが いいです。使い

続けてみてもっと効果を実感したいので今回まとめて多めに注文しまし た。(10 月 1 日、U 

さん) 

○肌の調子が悪く、先日おまけでいただいたクリームを使ったところ少し良くなりまし た。続

けて使用したくて、今回注文しました。(9 月 22 日 Y さん) 

○カイラシュクリームですが、すごく重宝しています。愛犬の皮膚のタダレも直ぐに良 くなりま

した(9 月 11 日、K さん) 

○カイラシュクリームは、ニキビや痒みによく効きますね。今回分は、母の為にチョイ スして

みました。 (9 月 2 日、H さん) 

○前回サンプルで頂いたカイラシュクリームがブヨに刺された痒みに大変よかったの で、今

回注文させて頂きます。(8 月 18 日 H さん) 

○孫がアトピーなので早速 KAILAS クリームを塗ってあげました。痒みが治まったよう です。

(8 月 9 日 K さん) 

○カイラシュクリームの感想です。母の乾癬がだいぶ良くなりました。 母の乾癬がひ どく、

以前はステロイドを使用してました。しかし約 4 年前に母が食道癌になったきっ かけに、ス

テロイドをやめさせ、カイラシュクリームに切り替えました。ステロイドが 嫌な母は徐々にでは

なく急にカイラシュクリームに切り替えましたが、痒みがひくし、 明らかに乾癬の範囲が狭く

なり治ってきました。何と言っても、ステロイドではない安 心感が捨て難いです。使用して約 

3 年程経ち、まだ完全には治ってませんが、カイラシ ュクリームに助けられながら過ごしてお

ります。因みに、母は八王子に近いところに引越してからはブヨに刺され、毎回腫れあがって

ました。それこそカイラシュクリームを 

塗りなさい!と指導しましたら、「カイラシュクリームを塗ると明らかに治りが早い!」 

と今更ながら喜んでおります。(7 月 30 日、T さん) 

○カイラシュクリームは虫刺されのシーズンに入り、重宝しています。蚊に刺されても、 少し

つけておくだけでかゆみは止まるし、概ね二日程度であまり跡も残らず治ります。 食べても

大丈夫、というのが不思議ですが、これも安心ですね。(7 月 25 日、N さん) 
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○カイラシュクリーム;このクリームは万能です。世の中にこんなすごいものがあるな んて信

じられません。 蚊に刺されやすい私は、毎年足がぼこぼこになります。 市販の 強力なかゆ

み止めを使用してもぶり返すかゆみにとてもイライラしていました。 所が、 カイラッシュを塗

るようになって 何と二度とかゆくなりません不思議でたまりませ ん。先日、ツアー旅行で一

緒になった方がすごい咳をされていました。 私は風邪がう つりやすい体質のなで、うがい薬

を購入しようにも店がありません 案の定、のどがか ゆくなってきてしまいました。 そこで、は

っっとカイラッシュクリームが浮かびまし た。 化膿を素早く治すこのカイラッシュですから の

どの炎症にも効くはずだとひら めきました! 寝る前に、恐る恐る小さじで一杯舐めました。味

は全然大丈夫。 予防の ためと思い毎晩。おかげで風菌におびえることなく過ごせました。 

もうもう、すごい 効果はいっぱいあって語りつくせません(7 月 21 日、C さん) 

○虫に刺されやすく毎日痒みに悩まされていたところ、サフランロードさんのカイラッ シュクリ

ームと出会いました。色々な痒み止め使い効き目がなかったのに、カイラッシ ュクリームは

塗って直ぐに痒みが止まりビックリ。皆さんの感想を参考にし注文しまし たが、高評価に納

得。チューブタイプは持ち歩きにし便利だし、思わず追加注文させて 頂きました。良い物に出

会え感謝しております。(7 月 18 日、O さん) 

○カイラシュクリームなどはココナッツオイルに混ぜて湯上りの子供たち の肌に延ば してお

きますと厄介な汗疹に発展することもなくご機嫌でよく眠れるようです。 使用 されている皆さ

んの記事などを参考に今後も楽しみにしております (7 月 8 日、A さ ん) 

○カイラシュクリーム、下肢静脈瘤に効くといいなぁと思い、踵からふくらはぎにかけ 

て毎晩塗ってもイマイチ効果を得られないのですが、ナント足が攣らなくなりました。 

運転中、寝てるとき、仕事中など時間場所など関係なく攣って困っていましたが、カイ ラシュ

クリームで痛みと悩みが解消しました。 △沙羅双樹とサフランクリームを毎日 使っています。

皆さんの感想を拝見するとシミにも効果があると記載ですが、私にはま だその効果は出てい

ません。その代わり何気にシワ、たるみの改善が見られます。 (7 月 7 日、Y さん) 

○カイラシュクリームは、虫さされや、突然の湿疹にすぐに効きます!子供たちは、「イ ンドの

クリームつけて!」と言ってきます。これからも、宜しくお願い致します! (7 月 4 日、F さん) 

○カイラシュクリームも常備薬決定です。説明書にもあるように、口に入れて胃腸にも 良い、

蚊に刺されても、吹き出物にも、やけどにも、痔にも使えるなんてすごいと思い ます。万能薬

ですね。(2 月 21 日、A さん) 

○本日、カイラッシュクリーム届きました。ありがとうございます。このクリームは痒 みや、 打

ち身、歯茎の腫れに塗ったりと便利です。(11 月 9 日、N さん) 

○カイラシュクリームは湿疹によく効き、いつもだと治るのに結構時間がかかるところ、 一週

間経つ頃にはほぼ完治してしまいました。すごく助かりました。(10 月 7 日、T さん) 
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○カイラシュも、肌になじみます。助かっております。(9 月 14 日、T さん) 

○KAILAS JEEVAN がとても気に入りましたので今回注文させていただきます。虫さされ の

かゆみがすぐに治まる他、火傷に塗ってみたら早くきれいに治りました。(9 月 10 日、Y さ

ん) 

○カイラッシュクリーム...眼のまわりと口のまわりの腫れ、痒み、皮むけがほとんど改 善しま

した。病院の薬をのんでも、薬を塗ってもずっとよくならなかったのに。。。 ありがたいです。

どのクリームもしみることなく使えました。(9 月 15 日、O さん) 

○敬遠して絶対に塗らせなかった息子(10 才)が、今は「虫刺されに良く効く」とチュ ーブを手

放さなくなったのにも驚きです。今回のお買い物も、到着を楽しみにお待ちし ております。よ

ろしくお願い致します。(7 月 1 日、Y さん) 

○カイラシュクリームをオマケに入れて下さり、ありがとうございました。毎日どこか しらに使

っています。特に夏は虫刺されに塗って効果ありですので、 とても重宝して ます。では、ま

た次回よろしくお願いします。(7 月 27 日、T さん) 

○カイラシュクリームがすごくて驚きました!やけどが軽度だったからかもしれませ んが。 しっ

かり冷やして。カイラシュクリーム塗って絆創膏貼って。しばらく我慢し てると、皮膚表面の熱

さと痛みがなくなり、どんどん深いところまで熱さを吸収してる ような?一晩たって起きたら、全

然痛くない。水ぶくれにもなってませんでした。よが った〜〜。。と安心しながら、これすごい

なぁと。。中身が、沙羅双樹やサルダルウッ ド...。名前聞いただけでも神聖な気分になります。

すーすーして気持ちよく、癒されま した。いろいろなところに効果があるようなので、試してみ

ようと思います!(7 月 17 日、S さん) 

○カイラシュ・クリームをアトピーの友人が試したら「塗ってすぐにかゆみが止まった 薬は初

めてだ」と感激していました。背中ニキビにもいいし蚊に刺されに は、ぶり返 すかゆみもなく

塗った後には蚊に刺されたことを忘れてました。刺されやすい私は毎年 かきむしった後がし

ばらく残ってしまうのですが、刺された後 も分からなくなってい ました!本当に助かります。(6 

月 24 日、S さん) 

○いつもオマケありがとうございます! カイラシュジーバンクリームの凄さに驚き ました!!(5 

月 14 日、S さん) 

〇顔のスキンケアでティートリー入りのアロエローション+カイラシュクリームを塗 って、一晩。

驚くほどの、抗炎症作用がありました^^触ると痛みがあった箇所の痛み がありません。この

まま、保湿クリームとして使おうと思います。(3 月 27 日、H さん) 

〇カイラシュ・クリームちょうど腰が痛く、股関節までいたかったので、歯の痛みに効くのだか

ら、ひょっとしたら痛みには全て効くのではと思い、お風呂上がりに塗ってみ ました。びっくり、

何と楽になったではありませんか、翌日も、半信半疑でマッサージ しながらヌリヌリ。今では
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どこが痛かったのかと思うくらいです。(3 月 15 日、Y さん) 

○カイラシュクリームは毎日使っているので嬉しいです。オデコに塗ると、よく眠れま す。(2 

月 10 日、S さん) 

○カイラッシュクリーム、使いやすく重宝しています。(2 月 17 日、M さん) 

○このサイズのチューブに入ったカイラッシュクリームは、本当に便利です。 鞄の隅 に入れ

ておいて、ちょっとした時に気楽に使えます(12 月 21 日、K さん) 

○カイラッシュクリームを周りの方に勧めていますよ! 魔法の薬、有難いです(12 月 7 日、S 

さん) 

○友人から頂いて昨夜、痒みのある出来たて吹き出物に塗ってから寝たら今朝は炎症も 痒

みも引いていました!一晩で凄いですね! 吹き出物用でサフランクリームも買って みたのです

が、カイラシュクリームでも、こんなに効果が出て嬉しいです。子供の汗疹 にも凄く良かった

です(8 月 16 日、K さん) 

○カイラッシュクリームはもう無くてはならないクリームになりました。先日 紙で指 を切りまし

た。紙で切った傷はとても痛くて...その時にカイラッシュクリームをつけま したら、痛みは直ぐ

にひき、次の日には傷口も塞がっていました。 保湿力もあり、つ けた後にベタベタしないの

も気にいっています。 少し勿体無いですが、肘や膝 踵など につけるとしっとりとしていいで

す(6 月 21 日、I さん) 

○前回 注文させて頂いた商品で、カイラッシュクリームは本当にびっくりする程用途 が広い

ですね。 今ではお顔につけるクリームもカイラッシュクリームになっています し、なにより皮

膚の炎症、傷は 1 日で驚く程効果がありました。カイラッシュクリーム があんなに優秀なク

リームだとは...一個しか注文しなかった事を悔やんでいます(笑) 次回は複数個お願いするつ

もりでいます。(5 月 26 日、I さん) 

○金曜日無事到着しました。 カイラシュクリームはリップクリームの前に塗ってリッ 

プクリーム→口紅 で使っております それまでリップだけの後口紅を塗っていた時は、 

夕方には唇の皮がむけていましたがカイラシュクリームを使ってからは、皮がむけなく なりま

した(5 月 18 日、N さん) 

○カイラシュ・クリーム、家と仕事場に置いて使っています。 自分の皮膚にぴたっと なじむ感

じがとても気に入っています。 先日、虫に刺されたところにも塗ってみまし たが、よく効きま

した。 顔に塗るとカイラシュ・クリーム香りが嗅げるので、それも 楽しんで使っています。 い

つもよいものをありがとうございます(5 月 18 日、M さん) 

○カイラシュクリームですが、前回 5 つ注文したのにあと一つしか残っていない状況で す。

好きすぎて、 また、万能すぎて何にでも使っているからでしょうね。今年は四国 にお遍路に

行きましたが、そこでも大活躍です。 基礎化粧品はカイラシュクリームの み(化粧水使用せ
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ず)で荷物がかさばらないし、足にマメが出来たときもカイラシュク リームを塗ってテープ貼っ

ておけば治癒が早いしで大助かりでした(4 月 20 日、I さん) 

○飼い犬が老犬でウジが皮膚にわき、温泉で洗い流したあと、膿んでいる箇所にカイラ ッシ

ュクリームを擦り込むと、かなり効きました。 こんな魔法みたいなクリーム、素 晴らしいです

(4 月 12 日、W さん) 

○サービスで頂いたチューブのカイラツシュジーバンは、右手中指が霜焼けのような状 

態になって腫れて痛くて痒くて、ダメもとで塗ってみたところ 何と、2 日間で完治し ました! こ

れには本当に本当に感動しましたヨ(^o^; 余録ですが、そんなに素晴 らしいカイラツシュジー

バンクリームなのですが、最初に開けた時から水だけ出てきて 何度押してもクリームが出て

来ませんのでハサミで切って中のクリーム出して指にヌ リヌリしました^_^; (3 月 23 日、I さ

ん) 

○カイラシュクリームは大ファンです☆ いつも毛穴からぽろぽろと黒いごまのように ...肌に

のばしてる最中にとれます!お肌がとっても柔らかくなります! はじめに沙羅 双樹くりーむをの

ばしてからその上にカイラシュクリーム! くちびるにカイラシュク リーム!やさしく甘皮がめくれ

ます!独特の匂いはなれました☆(3 月 19 日、O さん) 

○何よりも嬉しいのは 半年前から悩んでいた娘の指の湿疹、夜になると膿が溜まり痛 痒く

辛い毎日でした。 何を試しても改善せずにいましたが カイラシュクリームを塗 り 2 日目に

は痒みがひき 3 日目には 見た目にも赤みも痒みも無くなり お陰様 で夜も深く眠れるよう

になったようです。 とにかく嬉しくて 感謝しております(3 月 9 日、M さん) 

○カイラシュクリームをうちのワンコに使用しているのですが在庫があると思ったら もう無く

て・・注文します。できるだけ急いでくださると助かります(3 月 4 日、K さ ん) 

○カイラシュクリームは、妹のために購入したのですが今回も頼まれたので 昔アトピ ーだっ

た敏感な彼女の肌には良かったみたいです。(2 月 28 日、R さん) 

○カイラシュクリームは万能クリームですね。 夏場は虫さされに塗布すると腫れるこ とも痒く

なることもなく、すぐに赤みも引きます。 原因不明の痒みにも即効性があり ますし、ぱっくり

割れの手指のあかぎれも一晩でくっつきました。びっくりします。 イ ンドの不思議さに魅せら

れますね(2 月 24 日、O さん) 

○洗顔の後肌荒れの箇所につけていると赤みが取れてきて毛穴も引き締まってきてい ます。 

原因不明の虫に刺された跡がアザになっていましたが少しづつ薄くなってきて ます(^-^) 黒

かったのが今はピンクになってきました。 一番衝撃だったのが今日猫に 噛まれたのですが

以前は病院で点滴されるほどに痺れと腫れと痛みがありましたが、今回は軽症ではありまし

たがまた痺れと麻痺が出てきたので家に帰ってカイラシュク リームを塗り絆創膏で押さえた

所毒素が早く体を循環して行くのが解り 10 時間後です が痺れと痛みも引き指が動かせる
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ようになりました! 多分明日には治りそうです (^-^) マッサージの仕事なので本当に助かりま

した(2 月 1 日、K さん) 

○カイラシュクリームは主人のアトピーっぽくなってた乾燥と化繊負けに大活躍して ます。一

番ひどかった部分はほぼ完治!凄いです(1 月 30 日、F さん) 

○カイラシュ・ジーバンは、これもすばらしく、ハンドクリームにしたり、傷薬にした り、と大活

躍ですが、胸やけしたときなどにちょっとなめておくと、すっきり治ってし まうのにも驚きです(1 

月 20 日、M さん) 

○沙羅双樹クリーム・おまけでいただいたカイラシュクリーム、塗り心地がいいです ね!塗った

瞬間、水分がジュッと出てくる感じ...日本のクリームにはない、不思議な感 覚で楽しいです。 

そして、ガサガサ乾燥で化粧ノリが悪い私の肌(シャタバリのお陰な のか、それでも例年より

はマシだったのですが)がツルツルフワフワになったのには驚 きです。 さらに、主人の足や

お腹のアトピーみたいな金属アレルギーも、しっとり感 が出てきて 2 人で驚いてます。 何を

塗ってもダメだったのに!(1 月 17 日、F さん) 

○カイラシュは目の中まで入れれるほどなので目の際まで塗ってたらかゆみや腫れが 和ら

ぎました。あと日焼けしてしまい、愛用している沙羅双樹クリームの上にカイラシ ュも重ねて

ぬりました。 唇も日焼けしてしまって痛かったのですが、カイラシュをた っぷり塗って治まり

ました。 内服も出来る商品なので、どこに使っても安心ですよね、 便利さを実感しました(1 

月 17 日、M さん) 

○母がとても気に入って使っています。足・腰の痛みを和らげてくれます。 アムルタ ルジャ

ンとカイラシュクリームがあれば、傷、筋肉・腱の痛みなどたいがいの痛みには OK です。 出

会えてよかったです(1 月 7 日、N さん) 

○カイラシュクリームは本当に重宝しています。 主にフェイスクリームとして使って います。 

肌が荒れている時やニキビがある時にも刺激が無くて安心して使える上に、 治りも早いので。 

おまけでいただいたチューブタイプは化粧ポーチに入れて持ち歩い ています(^-^)(1 月 4 

日、H さん) 

○カイラッシュクリームは、私の周りではとても人気があります。 妹の子供は、やけ どや傷

がよく治ったと評判です(1 月 4 日、T さん) 

○カイラシュクリームですが、万能なクリームでした。匂いもあまりなく、べたつかず 使いやす

かったです。常備しておくと便利だなぁと思いました!(1 月 4 日、S さん) 

○カイラシュクリームがスゴい。南国に暮らしていますが冷えるのか霜焼けになります。 

足先に塗ると 効果ある気がしています(12 月 22 日、S さん) 

○さっそくカイラッシュ・クリームをガサガサの手に塗って、ひび割れのところにはコ カム・バタ

ーを溶かして塗り込みましたら、手指を動かすのがすごく楽になりました! コカム・バター、唇
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にも溶かして塗ってみましたが、べとべとしすぎずに丁度良い感じ で唇を覆ってくれていて、

これは冬にいいですね!!家族みんなで使います (^^♪(12 月 19 日、N さん) 

○今回カイラシュクリームをまとめ買いしました(^.^)このクリーム本当に万能で毎日 使ってい

ます(^_^)v 夏は虫刺されや汗疹に使用したら痒みも炎症も治まりました。そ して、ずっと治ら

なかった顔の吹き出物みたいな?イボみたいな?〓物にも効果があり 少しずつ小さくなり数も

減少してます!何より食べられる程の優しいクリームだからど んな部位にも安心して使えるの

が良いです! とにかく皮膚のトラブルはカイラシュク リームつけときゃ間違いないと思ってあ

ちこち塗ってます! 今後も使い続けて行きた いクリームです(*^_^*)(12 月 12 日、H さん) 

○私は手荒れがひどく、関節や手の細かいシワがすぐに切れてしまい、いろいろなヒビ ケア

製品やハンドクリームを試してみましたが、全然よくならず悩んでいました。 先 日、友人から、

知り合いから分けてもらったというインドのハンドクリームを少し手に 付けさせてもらったので

すが、翌日になるとヒビの部分が半分ぐらいふさがっていて、 ガサガサの指先もしっとりして

いて、一回も手から血が出ないという、信じられないく らいの効果があり、これからも使い続

けたいと思ったのですが、その友人も知り合いか ら別の容器に少し分けてもらったということ

で、製品名がわかりません。 無臭で、ワ セリンのような感じで、手荒れだけでなく、口内炎な

どにも効くという情報だけもらい ました。 ネットで調べたら、御社で扱っている、「カイラシュ・

クリーム」がそれっぽいかなと思い、一応確認してから購入したいのですが、ワセリンのような

使用感で、 

色は透明に近い感じのクリーム(というか、軟膏に近い感じ)のものでしょうか?(12 月 7 日、N 

さん) 

○【カイラシュクリーム】 これは前回注文時にサンプルをおまけでいただいて試して みてお

気に入りになり、今回 5 個注文しました。 かゆみのある部分に、寝る前におへ そなどに塗っ

て、また歯茎が腫れていたかった時に直接塗って。 今回、ものもらいの 初期にプクっとなっ

ていたところに塗ってみたらひどくなりませんでした。 色んな用 途に、どこへでも塗れるので

活躍しています(12 月 2 日、M さん) 

○母親の乾癬を昨日確認しましたが、だいぶ改善されていました!(11 月 23 日、T さ ん) 

○おまけの塗り薬(カイラシュクリーム)ですが、猫の爪がくいこんで腫れていたのが 即効!に

効きました(11 月 23 日、S さん) 

○クリームは旦那が仕事に持っていくそうです。相変わらずすごく効きます(11 月 16 日、O 

さん) 

○カイラス軟膏も、いつも持ち歩いています。 草木でかぶれて、治ってはぶり返して いた腕

の発疹がなくなりました。 こめかみに塗ると、ほんとに良く眠れますね(11 月 13 日、S さん) 

○特にカイラシュクリームのチューブタイプ重宝してるので嬉しい !ありがとうござ いまし
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た??(11 月 12 日、I さん) 

○カイラシュクリームについて.。下記色々感想です。 カトラミデもアイトーンも、日 によって

眼球がピカピカになるときと、逆に白目のはじの充血してとれないときがあり ます。 本当に

疲れてる時はそうなるのかもしれませんね。好転反応なのかなと観察し ています。 カイラシ

ュクリームは本当に手触りや匂いが好きすぎて用もないのにいろ んなところに塗っています。 

アーユルヴェーダ製品のすごいところはこのものぐさな わたしが手にとって何度も使いたくな

るところです(10 月 31 日、I さん) 

○前回購入したカイラッシュクリームがとても気に入りましたので、また購入させてい ただき

ます。乾燥肌に効果がある感じがします(10 月 14 日、N さん) 

○わたしのほうはカイラシュクリームたっぷり顔にも使っていますが朝起きるときめ がこまか

くなっています!カイラシュクリームすごいですね。おへそとこめかみと眉間 に塗ると熟睡でき

るとかいてあったのでためしてみましたが寝る前に意識が一点に集 中するような感覚(子供

の頃はよくあった)になり朝までぐっすりでした。ありがとう ございます。知り合いにすすめまく

っていますよ。匂いと質感がとても好きなのでどん どん使いたいと思います(9 月 30 日、I 

さん) 

○カイラシュクリームは虫刺されに本当に効果あります。ぶよに刺されたのですが、あ っとい

う間に治りました。また、蚊に刺された友達につけてあげたら、かゆみがすぐに ひいたという

ことでした(9 月 29 日、O さん) 

○おまけでいただいたクリームを、早速吹き出物につけてみましたが、すごくいいです。 

ティーツリーでもなかなか治らず、ステロイドで一気に直そうとしていたのですが、 カ イラシ

ュクリームで落ち着いてきました(9 月 26 日、H さん) 

○カイラシュクリームは何ヶ月も治らなかった金属アレルギーがきれいになおりまし た。治り

かけたらかゆくなり皮膚がきれて血がでたりしていたのに。 油断してまたぶ りかえしたらい

やなので毎日カイラシュクリーム塗ってます。見た目にも触った感じも 全くアレルギーの箇所

わからなくなりました。 匂いも質感もとてもいいですね!カイ ラシュクリーム(9 月 26 日、I さ

ん) 

○カイラッシュクリーム、すばらしいですね。 私は、寝る前、たっぷりと鼻の外側に 

塗っています。 内側の粘膜ではなく、外側、というところがポイント。 そうすると、 

数分後に、鼻づまりがズーっと解消されるのです。 これはいいですよ。 あと、やはり 寝る前

なのですが、カイラッシュクリーム を小さじ 1 杯ぐらい、お水といっしょに飲 んでいます。 私

はベッドに入ると足の裏が焼けるように熱くなって(ピッタ体質らし いです)なかなか寝付けな

いのですが、 カイラッシュクリームを飲むと、15 分ぐらい 後に、足の裏が冷めてきて、カラ

ダがとても楽になるのです。 同じような症状で苦し んでおられる方々にはぜひともお試しい
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ただきたいです(* ́∀`)(9 月 17 日、N さん) 

○先日問い合わせした、猫へのカイラシュ・クリームの塗布ですが、 なかなか治らな かった

耳の中に出来た傷が数日で良くなりました。 ケンカの傷が悪くなり、3?4mm 程 の肉の塊み

たいなものが出来てしまい、 さらに何度も自分で掻いていたのでなかなか 治らず困ってい

ましたが、 消毒後に塗布すると傷が凝固しやすく、数日かけ塊がぽろ りぽろりと取れていき

ました。 今はほぼ完治に近い状態です。 大変助かりました、あ りがとうございました(9 月 4

日、K さん) 

○かゆみのあるところに使ってみましたが、カイラシュのほうが優しい感じで、さらそ うじゅの

ほうは強力な感じがしました(9 月 3 日、O さん) 

○カイラッシュクリームは、非常に色々に活用できてとてもいいです。 主に虫刺され、 擦り傷、

口内炎などに使っています(9 月 1 日、K さん) 

○カイラッシュクリームを、父の痛む虫歯に塗ってみたら、速攻で痛みが治まりびっく りです!

私の胃の痛みにも速攻です(笑)インドって不思議(笑)(9 月 1 日、S さん) 

○虫刺されには、カイラシュクリームが大活躍でした!感謝しています(8 月 28 日、S さん) 

○カイラシュクリームは日焼けしてヒリヒリした肌に塗ったら翌日には治まっていて 驚きです

(8 月 22 日、S さん) 

○あ!それと・・・カイラッシュクリームは凄いです!! 痒みはもちろん!湿疹やや けど・・打ち身に

歯の痛み・・喉の痛みまで!!家族や親戚。。友達に大好評です!! いとこが先日、結婚式の前日

に顔中に湿疹が出来えらいこっちゃ!!とカイラッシュク リームを塗りこんだところ・・・次の朝、

きれ~いに湿疹が消えていました!! まさ に、魔法のクリーム!!インド人もびっくり!!です。 母も

気に入り、一家に一個や な~と感動しておりました!! 私も先日、転倒してしまい・・・あごを 3 針

縫う怪我 をしました。 切った直後、カイラッシュクリームを塗りバンドエイドを貼って次の日、 

出血も止まり痛みもありませんでした。 傷口がぱっくりだったので、病院に行って縫 いました

けど(笑) とにかく凄い!!です!!(8 月 19 日、さん) 

○カイラスクリームを寝る前におでこ・おへそ・こめかみ・のど・鼻の中に塗り、食べ物が消化

されていない場合は小さじ半分たべてから 横になると、眠りに付くまでに時 間は宇宙を漂う

ような気分です(すっきり・さわやか・満たされてる) カイラスクリ ームを舌の先の痛みのある

口内炎に塗りつけてみたらすぐに何処が痛かったのかもわ からなくなりました カイラスクリ

ームをノミに噛まれた痕に摺りこむと年齢的に諦め ていた痕がどんどん薄くなっています 身

体も顔も頭髪もインドハーブだけで洗ってい ますが、いままでのオーガニック製品は何だっ

たのだろうと その効果、使い心地に毎 日驚いています。40 歳女性ですが、今後も他のもの

は使いません。 今まで 15 年間オ ーガニック製品と日本の薬草を使ってきましたが(今でも

日本の『いい水』は宝だと思 っています) 「インドってスゴイ」と実感勉強不足でよく分かりま
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せんがインドの先 人方を尊敬(8 月 17 日、O さん) 

○さらそうじゅクリーム、カイラシュクリーム試してみたら、1 度少しだけ痒いところ に塗った

だけなのに、痒み、赤み、痛みがひき、ビックリで凄くよさそうです(7 月 28 日、H さん) 

○クリーム ( 沙羅双樹クリーム, カイラシュ・クリーム, シャタ・ドルタ・グルタム) どれも湿疹

によく効きました(7 月 22 日、I さん) 

○前回は、義父の湿疹でカイラスジーバンとさらそうじゅクリーム 、ニーム石鹸、サ プリ等購

入しました。本人より、私と娘がはまりました。(原因不明の湿疹?が出て) 病 院の強い薬は

嫌なので、ニームのサプリと石鹸、クリームの併用 で治りました(義父は、 病院にいきました

が) 今回、ニームの石鹸がなくなりましたので、注文いたします(7 月 15 日、S さん) ★カイ

ラッシュ・クリームはすごいですよ~。 1 年近く、右下奥歯 の一部の歯茎が変で、歯周病か

歯槽膿漏のはじまり?! とおそれていました。 歯医 者さんに行ったけど、ぬりぐすりをくれた

だけ。つけてもぜんぜん回復しなくて、つい にカイラッシュ・クリームぬってみました。クリーム

が歯茎にのらず、つるつる動くの で、脱脂綿につけて固定。なんと、2 週間くらいで、治りま

した。もっとはやく試せば よかったです(ばるだ) 

○カイラシュクリームも、こちらで虫刺され等に大活躍しています(7 月 2 日、I さん) 

○カイラシュクリームとてもよかったです! 病院の薬も、色々試した薬、クリームも 効かなかっ

た私の手荒れに効きました!即効性はないですけど、ジワジワアカギレが塞がっています! 凄

く驚いているところです(笑) 子供達の乾燥肌、食べ物によるかゆ みにもさらそうじゅクリーム

と、カイラシュクリーム活躍中です。 この感じで行くと、 今まで使ってきた、化学物質漬けの

クリームとステロイドとお別れできそうです☆☆ インド凄いです!(7 月 2 日、さん) 

○カイラシュクリームは、愛犬の歯茎の出血に使っていますが、ほんの少し指先に取る のに

チューブだと出し易いのです。 いろいろ良い物を紹介して下さって、本当に感謝 しています

(7 月 2 日、S さん) 

○たまにオマケで頂いているカイラスクリームのミニチューブタイプは、小さめなバッ グで外

出の持ち歩きに良いので、無くなると欲しくなります。 目が痒くなった時に目 にも入るように

目の縁につけるとすぐ善くなります。口内炎や傷の手当にも使っていま す。 今回カイラスク

リームを 5 個注文したのは、この夏の蚊除けクリームや美容クリ ームを手製にする為です。 

蚊除けクリームは、カイラスクリームにミントオイルを混 ぜるだけなんですが。 山歩きや農

作業の蚊がいる野外活動では水とエタノールとミン トオイルのスプレーでバッチリ効くのでそ

れでいいのですが、肌の衰えが気になる年頃 になってきたので普段使いはクリームタイプの

蚊除けにしようと思いました(6 月 24 日、W さん) 

○娘はカイラシュ・クリーム気に入って使ってます。のどあめも良いですね(6 月 23 日、Y さん) 

○カイラシュクリーム、すごく良かったです! 顔にニキビが出来やすいので、使用し てみた所、



 

 

 
カイラッシュクリームのご感想 

 

  

26 

すぐに腫れが引きびっくりです!! 沙羅双樹クリームの方が保湿力がある ようで、こちらを愛

用しています(≧∇≦) ニキビ跡にも効果絶大ですね!(5 月 2 6 日、K さん) 

○ところで、私は日光アレルギーなのですがカイラシュクリームがとてもよく合うので 嬉しい

です(5 月 22 日、N さん) 

○カイラシュクリームは我が家でも万能クリームになっています。 べたつかずさら っとしてい

るところと、内服もできる成分の優しさ、青くかさばらない素朴なパッケー ジが好きです(5 月 8

日、U さん) 

○肌がかなり敏感なので少し不安はありますが...この季節、自分の髪が顔に触れるだけ で

も顔がかゆくなりぶつぶつが出てしまい、また手作り基礎化粧品を作ってもらいまし たがでも

ダメでした。 沙羅双樹クリームに出会ってから、沙羅双樹クリームとカイラ ッシュクリームで 

ずっとしのいでいました。日中はアロエの日焼け止めクリームをプ ラスしていました(4 月 22

日、K 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(4 月 17 日、H さん) 

○寒い季節の乾燥期にはカイラッシュクリームが私にとりまして必需品になっております。旅

行等 遠出をするときにも携帯して出かけます。寒い時にはクリームが所どころ粒状になって 

いますから少量を温かい掌の上で練って粒を溶かして使用致します。化学合成されてい な

い自然からの恵みは安心して使えます(3 月 20 日、S さん) 

○カイラシュクリームは、手の擦り傷にもよく効きました。止血や消炎作用があるので しょう

か。届く荷物からインドの香りが漂うのも楽しいですし、おまけ付きなのも嬉し いです(3 月 18

日、K さん) ★胃腸の調子のよくないときには、服用するとよいそ うです。なめてもだいじょう

ぶなので、口の中の傷や炎症にもおすすめです(ばるだ) 

○お客様の感想は役に立ちますね。私もおまけにもらったカイラッシュクリームが火傷 の痛

みが直ぐに治まったのには感激しました。今家族の背中に一面ブツブツが出来てい るので、

5 個セット購入した方が良いと判断しました(3 月 16 日、K さん) 

○カイラッシュクリームは、スーとしまして、かゆみが、すっかり、よくなります。 カ トラミデは、

ほとんどしみなくなりました。 視力の方も、良くなってきました。光が、 とても強く感じていまし

たけど、パソコンの光も、今は、楽になりました(3 月 12 日、 T さん) 

○カイラシュクリーム、母の全身を転々とする謎の痛み(一巡したら良くなった)に効く ようで、

今じゃ予防に塗っておかないと不安だそうです。インドグッズ、はまってます! (3月7日、Kさん) 

○カイシュラクリームですが、食べても良いと言うことで、ずっと痛みがあった親知ら ずの周

りの歯茎に塗ってたら、腫れも引き、落ち着いてます。助かりました。次回まと め買い予定で

す(3 月 4 日、Y さん) 
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○家族で毎日使っています!この冬の乾燥対策、インドのクリーム(カイラシュ・クリ ーム、沙羅

双樹クリーム、シャタ・ドルタ・グルタム)がほんとに良かったです。とっ ても良かったです。在

庫少なくなり、注文しました(3 月 4 日、K さん) 

○カイラシュクリームの感想です。 2 年ほど前から、頬に老人性のイボができていま した。

通常のシミとは違って盛り上がっているので、メイクでも隠しようがないし、美 容整形でとるの

も高額。ネットで情報を集めても、お手入れで治るものでもない・・・ という感じで、すごく憂鬱

だったんです。 それがカイラシュクリームを塗った翌日、 なんだか小さくなってる!そのままマ

メに塗っていたら、完全に消えたわけではないけ ど、メイクしたら目立たないレベルになりま

した。 それと先日、調理中にフライパン を落としそうになって、反射的に柄の金属の部分を

握ってしまって、かなりのヤケドを したんですけど、クリームをべったり塗った上にラップをし

て絆創膏でとめて寝たら、 次の日には水膨れも痛みも消えてびっくり。普段ならしばらくシャ

ワーのお湯に耐えら れないくらいのヤケドだったので。 これはもう絶対欠かせません!これ

からも提供よ ろしくお願いします(2 月 21 日、H さん) 

○前回オマケで頂いたカイラシュクリームは急に飼うことになった子猫に引っ掻かれ た傷に

家族みんなでお世話になり、大活躍しました。 本当にありがとうございました (2 月 9 日、S さ

ん) 

○カイラシュクリームを友人にプレゼントしたら、 久しぶりにステロイドを塗らなく てもすんだ、

と喜んでくれました。 本当にいいクリームですね!(2 月 2 日、M さん) 

○カイラシュクリームは、ハンドクリームや 家族の背中のマッサージに、使っていま す。調

子がいいです(1 月 23 日、Y さん) 

○おまけでいただいたカイラス・ジーバン愛用しています。顔と手にまず馬油を浸み込 ませ

たあと、たっぷりと塗っています。カイラスはこってり感がいいです、保護クリームとして使って

います。顔のアトピーのあとがガサガサだったのが、試しに 2 晩ほどカ イラス・クリームを塗り

こんでからもうすっかり治ってしまいました。仕事で洗い物な どもするのですが、寝る前にカ

イラス・クリームで両手をマッサージしておくと、あく る朝にはしっとりしてうれしいです。薬っ

ぽい匂いも気に入ってます、冷たい風からの 保護にもいい感じです(1 月 7 日、K さん) 

○以前購入したもの(カイラシュクリーム)も大事にちびちび使っています。この時期 悩みの種

のしもやけに とても効果があります(1 月 6 日、T さん) 

○前回の沙羅双樹クリームとカイラッシュクリームはべたつかず、香りもよくとても気 に入り

ました! こまめに塗っていたら手のアトピーがだんだんおさまってきてビック リです。 じわじ

わ効いてくる感じで、安心して使えます(12 月 17 日、K さん) 

○またカイラシュクリーム、よく効くので驚きました。 軽い火傷は塗ってすぐに痛み もひいて

よくなりましたし痔にもとても効きました。 痒いところや乾燥しているとこ ろにもよく効くので
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助かってます。 ニキビの治りもすごく早かったです(12 月 8 日、 A さん) 

○以前、おまけで頂いたカイラシュクリームが打ち身にすぐ効いて良かったです。 食 べても

大丈夫とのことで、食べてみたら美味しくないんだけど なんだかくせになって しまいました。 

体が必要としてるのかな、と思うので注文してみました(12 月 1 日、 O さん) 

○カイラッシュクリーム皆さんの評判がいいので、初めての注文でしたが 5 個注文して 正解

でした。肌なじみが良く、水のように浸透していいですね。友人にも分けます。 こ れは普通

のフェイスクリームとしても使えるんじゃないですか? *眼精疲労なので、 寝る前に瞼の周り

にたっぷり塗っています。 *それと私はいつも自分でリップクリー ムを作っていますが、今回

はコカムを混ぜて作ったところ、凄くしっとりした質のいい リップが作れました(11 月 16 日、さ

ん) 

○カイラッシュ・クリームも痒みによく効きます。いずれも合成の薬品ではないのがい い。 安

心して使えます(11 月 14 日、O さん) 

○おまけでつけていただいたカイラシュクリームが私には一番合うみたいです。 沙羅 双樹

クリームや、シャタ・ドルタより正直合いました♪ 今まで目の周りのアトピーの ような赤みに、 

目元用のステロイドを使えばよくなっていたのですが、 止めればまた ひどくなるのくりかえし

でしたが、 カイラシュクリームのおかげでひどくなることが 少なくなりました(11 月 10 日、K さ

ん) 

○カイラシュクリーム すごくいいです! 皮膚が落ち着いてきました(11 月 10 日、 

Y さん) 

○先日届いたカイラッシュクリームとギークリーム、コカムバターがあまりに良いので 追加注

文です。 皆様の評判の良い沙羅双樹クリームも使ってみたく、注文します。 9 0 歳になる舅

が老人性乾皮症で長いこと悩んでおりますが、カイラッシュクリームが効 果があるようです。 

インド秘薬?の不思議さにすっかりはまってしまいました(11 月 5 日、O さん) 

◯カイラシュクリームは安くて万能です。 サルバターも効果はいいのですが、長期保 存する

とゴマ油の香りが強くなってしまうのと、持ち運びを考慮するとカイラシュクリ ームの方が使

い勝手がいいですね(10 月 14 日、M さん) 

○私は今までの化粧品をやめてカイラッシュと沙羅双樹のクリームだけで過ごすよう になり

ました。 その使いよさいいですねー、だからストックがないと不安です(9 月 27 日、I さん) 

○こんにちは。お久しぶりです。うちのワンちゃんが足に悪性腫瘍が 出来て、液体窒 素の

治療を受けたのですが中々血が止まらなくて カイラッシュクリームを塗ったとこ ろ、2 回目ぐ

らいで止まり始め 薄い膜まで出来て来ました。大至急お振込致しますの で、1 日も早く お

願いいたします(9 月 12 日、S さん) 

○目薬は前回注文してすでに頂いています。そのときカイラシュクリーム 1 個だけ 一 緒に
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送って頂いたのがよく効いているようなので、今回 2 回目の注文でカイラシュクリ ーム 15 個

と他 2 種をお願いしました(9 月 9 日、M さん) 

○2 年くらい一進一退で痒みが完全に治らない湿疹が快方に向かっています。 他の家族も

肌のトラブルがあり使ってみたいと言っています。 私は 1 日数回塗ってしまい、 大量に使

うので、数が多いですが大丈夫でしょうか?(9 月 8 日、M さん) 

○カイラシュクリームも、使える化粧品が限られる私にとっては必需品です。 顔がヒ リヒリす

るときや、肌が弱っているときなど、化粧下地の代りに使っています!!! (9 月 5 日、K さん) 

○私は数年前から夏になるとあせもができるようになりました。 (最近では子供に できる「あ

せも」とは別の症状であるとして大人にできるものは「汗荒れ」であるとい う説もあるようで

す。) 今まではベビーパウダーでやり過ごしていたのですが シャ タドルタ・カイラシュクリー

ム・アロエジェルいずれも非常に良いですね。 肌に水 分を補っているという感じが心地良い

です(9 月 4 日、E さん) 

○カイラシュクリーム凄いです。息子のニキビは二回塗っただけで赤みが取れ、大きか った

ぶつぶつが目立たなくなってきました。主人のアトピーは自分で塗るといって部屋 に持って

いったのに背中もなので塗れなかったらしく、夕べ初めて塗りました。臭い臭 い...を連発しな

がら本当に良くなるのか~?と疑いながら塗ったんですが、早くも今日 は赤みが取れジクジク

していた皮膚が乾いてきました。アトピーの引っかき傷はやけど の痕のようになっているの

で時間はかかるかと思いますが絶対綺麗になると思います。 病院に二年間くらい通っても良

くならなかったので諦めながら塗りましたが、こんなに 早く良くなって嬉しいです。もっと早く知

りたかったです(7 月 21 日、O さん) 

○カイラッシュ・クリームはなくてはならない存在になりました。 私は疲れるともの もらいが

出来て困るのですが、 先日、できかけのときにまぶたの縁に塗ってみたら 翌 日には腫れ

がひいていてとても助かりました(7 月 4 日、W さん) 

○カイラスジーバンは目尻がちょっとかゆくなった時に少し目にも入るように塗って みたとこ

ろ、すぐに痒みが止まりました!あと寝る前におへそにカイラスジーバンを塗 り込んでます(7

月 8 日、W さん) 

○カイラスクリームは、猫も人も目の縁がかゆくなった時、目の上から少し目に入るく らい塗

るとかゆみが消えました(7 月 13 日、W さん) 

○ カイラッシュクリーム(チューブタイプ)携帯にとても便利で助かっています。犬の 散歩の時

に虫刺され用にいつも持ち歩いています。 蚊に刺されてすぐに塗ると痒みが 収まり、皮膚

下に毒も残らず刺された痕も残らずとても助かります(7 月 20 日、K さ ん) 

○乾癬の母にカイラシュクリームを塗ってますが、今の所良いようで、治りつつあるよ うに見

えますので続けてみます!(7 月 20 日、T さん) 
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○おまけで頂いたカイラッシュ・クリームを蚊に刺されたところに塗ると痒みが止まり ました。

あと、耳の内側の皮がよく剥けていつも気になっていたのでそこにも塗ってみ たところ、翌日

には綺麗にツルツルになっていました。 昨日、舌に口内炎らしきもの が出来ていて夜寝る

前に塗って見ました。今朝起きたらほとんど口内炎は消えていまし た。驚きです! 最初、流

石に口の中にカイラッシュ・クリームを塗るのには抵抗があ りましたが・・・口内炎がつぶれ

かかっていた ので明日朝食事するのが辛くなりそう なので思い切って塗ってみました。塗っ

てよかったです(^^)v (6 月 22 日、K さん) 

○吹き出物が悪化して病院で切開しなければいけないかと悩んでいたのですが、カイラ シ

ュ・クリームを朝晩ぬったところ、数日で腫れがひきしかも、膿みたいなものが内に こもること

なく徐々に外に排出されている感じです。 日本の塗り薬ではなんの変化も なかったの

に・・・!(6 月 14 日、G さん) 

○以前いただいたカイラシュクリームは、湿疹とニキビに使ってます。伸びが良いから 少量し

か塗らないけど、それだけでも赤みがおさまるんですよー。 家でサルバター、 職場でカイラ

シュクリーム使ってます! 肌が、クリームを使う前より強くなってる気 がするのでこのまま塗り

続けようと思います! 今年は、日光湿疹とおさらばしたい(6 月 6 日、H さん) 

○サルバターとカイラシュクリームはかなり体質に合っていた様なので嬉しいです。特 にサ

ルバターは水分が分離してしまっているのですが、むしろこの水分だけを化粧水と して売っ

て欲しい位気に入ってます。 実は数日前カッターで指をザックリ切ってしま ったのですが、

最初出た血を拭ったあと即効でカイラシュクリームを少し多めに塗った ら、余り出血もせず、

3 日でほぼ完治しました。結構深めに切ってしまったのに治りが早くてビックリしました。 で

はよろしくお願いします(5 月 27 日、M さん) 

○軟膏クリームはちょうど吹き出物が出ているので 使わせてもらっています。一回の 使用

で炎症は治まりました(5 月 24 日、M さん) 

○サルバターとカイラシュクリームはほぼ同じ作用ですが、ニキビにはサルバター、切 り傷、

火傷にはカイラシュクリームの方が効果が高い様です。匂いの強さや容器のもれ を考えると、

外へ持ち運ぶならカイラシュクリームが良さそうです。サルバターの方が より自然のもので

作られているので、なるべくこちらを使用したいです(5 月 24 日、 M さん) 

○カイラシュクリーム、アロエジェルは家族で愛用しています。 購入している石鹸も 肌がもち

もちしてきて調子が良いです(5 月 12 日、N さん) 

○カイラッシュクリーム 私のまわりで 大好評で 今回の 注文になっちゃいました(4 月 1 日、

A さん) 

○カイラッシュクリームありがとうございました。小さな首のイボが乾燥と共に 2 つ 取れまし

た。感謝(4 月 12 日、T さん) 
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○春先のせいか、体に湿疹がでているので全身に使っています。 思ったより減りが早 く、カ

イラシュクリームをたくさん注文させてもらいました。 これで安心です。 顔に は下地クリーム

代わりにカイラシュクリームをつけてとても調子がいいです。 日本は 今、花粉、黄砂、PM2.5 

と肌にとっても悪い環境なので アーユルヴェーダのクリー ム、ハーブで防御したいと思いま

す(3 月 30 日、K さん) 

○カイラシュクリームは使い心地がよく、いろんな使い道がありそうでいろいろ試して みます。

(3 月 8 日、R さん) 

○友人に勧められて使ってみたのですが、ローズウォーターの香りや沙羅双樹クリーム の

清涼感などどれも素晴らしくて感動しました。特にカイラシュクリームは、切り傷に 塗ったとこ

ろ治りがとても早く、これは欠かせないなと感じました(2 月 14 日、W さん) 

○福袋、ありがとうございます。トゥルシティーやカイラシュクリーム、スパイスは普 段から使

わせてもらってる、気に入っているものなので、うれしかったです(1 月 4 日、 K さん) 

○私はカイラシュ・クリーム大ファンで、毎日使っているので、とても嬉しいです。あ りがとうご

ざいます。私はカイラシュ・クリームとサル・バターが合っていて、湿疹や 肌荒れがだいぶよく

なりました。シャタ・ドルタ・グルタムは、残念ながら私には、油 分が多いようで、湿疹には合

わなかったのですが、冬の肌荒れには効きます。ですが、 弟には合っているようで、前から

首に出来ていた湿疹が良くなってきたようです。初め に私が勧めた時は、弟も「インドのクリ

ーム...怪しい」と言っていましたが、今は「さ すが、ガンジス川のクリーム!」とよく分らないこと

を言って毎日使っています(笑) また別の商品を注文するのが、楽しみです。 (1 月 4 日、A さ

ん) 

○カイラシュクリームを再送していただいたそうですみません. 大事に水分も使って います

から 大丈夫ですのに。 おかげさまで猫の皮膚も正常に 戻ってきています。 こ れから手放

せなくなりそうです (1 月 4 日、H さん) 

○カイラシュクリームですが、足のヒビ割れが痛かったのでつけてみたらすぐに痛みが ひき、

時間がたってもずっと潤っていりので威力にビックリしています(1 月 7 日、Y さ ん) 

○ カイラシュクリームはいろいろな所に使えるとのことで、まぶたなどにも安心して 使わせ

て頂いております!(1 月 16 日、T さん) 

○前回の福袋に入っていた軟膏(カイラシュ・クリーム)を鼻にぬってみたところ、鼻 炎が和ら

いだ気がします(12 月 7 日、K さん) 

○カイラッシュクリームはサンダルウッドの香りが良い感じ、次の日にも自分からフワ ッと残

り香が立ち上がってきてビックリ。いつも背中にかゆみのある彼に塗ってあげた ところ、毎日

あれだけかゆがっていたのにしばらくしたらかゆくないと言いました。背 中をめくって見たとこ

ろ、なんと赤みが引いているではないですか! 恐るべしアーユ ルベーダ、しばらくは家の常
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備薬になりそうです。(12 月 15 日、K さん) 

○カイラシュクリームが、とても重宝しました。 恥ずかしい話ですが、運動のために と自転

車で遠出をしたところ、痔になってしまいました(泣) 最初は、沙羅双樹クリ ームを塗りました

が、カイラシュクリームを試してみようと思い塗ったところ、いつの まにか治っていました。と

てもうれしかったです☆☆ カイラシュクリームのおかげで、 病院にも行かずに治すことが出

来ました。 ホントに助かりました、ありがとうござい ます!! (12 月 18 日、Y さん) 

○カイラッシュ・クリームは口角炎に即効性が有りました。 口角炎は一回なると癖に なり、治

っても、疲れたり暴飲暴食をしますと すぐ再発して困っておりました。 病院 の塗り薬は、塗

った時だけ皮膚を柔らかくするだけで 治るには一週間位かかります。 そこで、夜、寝る前に

口内を洗浄して清潔にしてから 送っていただいたカイラッシュ・ クリームを、塗って寝たとこ

ろ 翌日には無残にパリッと割れていた口角がくっつき 大 きな口が開けれました (^○^) そ

れからは手放せません(12 月 20 日、K さん) 

○私もトゥルシのキレート効果を知って注文したクチですが、 カトラミデやカイラシ ュ・クリー

ムも良くて、改めてアーユルヴェーダってすごいなと・・・。(12 月 23 日、 K さん) 

○カイラシュクリーム、猫にあっているようで 皮膚の状態が良くなってきています。 ありがた

いです (12 月 25 日、H さん) 

○カイラシュクリームも、沙羅双樹クリームもたくさん在庫があるので安心して年を越 すこと

が出来ます(笑) (12 月 29 日、Y さん) 

○送っていただいたカイラシュクリームとっても気に入ってます。 固いものを食べて たら歯

茎にささって そこが腫れてずきずき痛かったのでさっそく傷の部分に塗ってみ ました。 次の

日歯医者にいこうと思ってるぐらいの腫れだったのに 次の日 少し腫れ がおさまってて、2

日ほど塗りつづけたら良くなってしまいました! 普通はクリーム をなかなか口の中まで塗るの

は勇気がいるけど カイラシュクリームは飲んでも良い! とあるので 安心して塗れました。 イ

ンドのクリームすごいですね!ありがとうござ いました。(12 月 30 日、S さん) 

○カイラッシュクリームが子供のニキビと顔のひっかき傷によく効きます。朝起きたら治ってま

した、すごい!(11 月 27 日、F さん) 

○沙羅双樹、カイラッシュクリーム、私の乾燥肌にばっちりでした。最高です。(*^_^*) 11 月 

12 日、I さん) 

○カイラッシュクリーム顔につけたらかなり良いですね。どうも有り難うございます (11 月 8 日、

K さん) 

○カイラシュ・クリームとハジモラが気に入ったので、注文します。(11 月 8 日、N さ ん) 

○カイラシュクリーム、やけどに効果ありました。知人の料理人さんからもっと欲しい と頼ま

れました。よろしくおねがいします(9 月 9 日、K さん) 
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○カイラシュクリームは湿疹が良くできる私に、とても良く合っているようです。(9 月 1 日、A 

さん) 

○カイラシュクリームは、ちょっと痒いとすぐ塗って、という気軽な使い方ができて気 に入って

います。効きそうな香りも好きです。アーユルヴェーダは思いのほか即効性が あるように思

います。 (8 月 6 日、O さん) 

○先日急にじんましんがでたのですが、カイラシュクリームに助けられてひどくならず にすみ

ましたなくなるのが怖いので追加注文させていただきました ^^(7 月 4 日、U さん) 

○カイラシュクリームは、産後皮膚が過敏になって何も塗れなかったんですが、なぜか これ

は大丈夫なんですね~。重宝しています。ありがたいですね(7 月 4 日、N さん) 

○カイラッシュ・クリームは漢方のタイツ膏よりすっきりしていて、薬効ありますね。 シャタドル

タグルタムはかゆみを鎮めます。どちらも、膿の流出は妨げないので、安心 です。(6 月 20 

日、A さん) 

○カイラシュクリームも耳の後ろのなんとなくざらざらしてきた部分につけたら、1 回ですでに

よくなった感じがあります 爪のよこのささくれにも、脚の虫刺されにもよか ったです。 (6 月 

15 日、U さん) 

○ いつもお世話になっております。私は、アトピーなのですが、カイラシュクリーム を使うと

症状が落ち着きます。また、保湿剤として使用をしています。(6 月 5 日、I さ ん) 

○前回購入したカイラシュクリーム素晴らしいです。ここ何年もステロイド剤でしか痒 みのと

れなかった湿疹に朝塗ると夜まで痒くなりません。赤みも少しずつ薄くなってき てます。 (5 

月 17 日、N さん) 

○友人からトゥルシパウダーとカシュラクリームをもらったのがきっかけで、今はすっ かり、こ

れなしではいられません。(5 月 8 日、S 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) 

○私はもともと敏感肌なのですが、最近、季節の変わり目による肌のゆらぎや、花粉症 の為

に使用するマスクにかぶれて、赤い湿疹が両頬にでき、今までの化粧品が使えなく なり、お

化粧もできない状態でした。それで 100%自然派の化粧品なら、肌が良くな るかと思い、色々

調べてサフランロードさんにたどり着きました。インド通販の中でも、 良心的価格とクレカ払

いで即発送してもらえるので、助かります。ローズウォーターと カイラシュクリームでケアをし

たところ、だいぶ肌が落ち着きました。湿疹も出なくな り、肌の調子が戻りつつあります。あり

がとうございます。これから今回の注文分を使 用するので、楽しみです。(5 月 1 日、A さ

ん) 

○早速カイラシュクリームを塗ってみました。ここ何年も治らない湿疹に、今のところ 痒みも
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なくいい感じです(4 月 28 日、N さん) 

○カイラシュクリームは、しもやけに効きそうですし、顔も手も、もっちりすべすべに なります。

早速、追加注文をお願いいたします(2 月 1 日、H さん) 

○先日送っていただいた、カイラシュ・沙羅双樹が気に入りすぎてどんどん使っているので、

なくなる前にまとめ買いします(*^_^*)★よろしくお願いいたします★ すごくア トピーきれいに

なりましたよ。自然の恵みの優しいクリームは薬でかえってぼろぼろに なったお肌をつるつ

るにしてくれています★ ほんとは、フランスとかの、アロマやハ ーブが興味あったのですが、

どうもインドの製品のほうが合うようです♪(2 月 8 日、 S さん) 

○早速カイラシュクリームを使ったのですが、しもやけがひどくて痛みがあり病院でも らった

薬でも治らなかったのにクリームを塗って寝たら 1 日で痛みがひきました。これ にはビックリ!!

ますますインドのファンになりました!ハジモラも食べてみたので すがお菓子なので甘いもの

を想像していたらカレー味(?)に甘酸っぱい味の混じった なんとも不思議な味・・・そして辛い!!

インドの子供たちはこの辛さが好きなんです かね。私は口の中が痛くなりました。。。(2 月 

13 日、Y さん) 

○カイラッシュクリームは顔や湿疹の箇所に塗りとても肌がつるつるし突っ張らない とまた感

動。・・・私としては、カイラッシュクリームは、会社にひとつ、持ち歩きに ひとつ、家にもひとつ

といつでも使える場所においてます。化粧の下地に使っています。 カイラッシュをぬり、その

上からミネラルファンデーションをパタパタはたいての簡単 なお化粧です(2 月 18 日、S さん) 

○アトピーのひどいところにカイラシュクリームをぬったところ、2 晩でだいぶん赤み が引きま

した!もっと頼めばよかった・・・・(>_<)元の肌に戻るまで、せっせとぬり ます!(1 月 30 日、S 

さん) 

○クリーム(さらそうじゅ、シャタグルタ..、カイラシュ、コカム)も全て愛用してます。 すーっとし

てなんともいえない感じですね。カイラシュを口内炎に塗ると改善が早いよ うに感じます。無

くなったらまた頼みますね!(1 月 24 日、I さん) 

○カイラシュクリームを、ひじの内側のアトピー部分に使用したら、1 晩で赤味が落ち 着いて

きてビックリです。沙羅双樹クリームより臭いがマイルドなので、仕事中にも使 用できそうで

すね (12 月 14 日、K さん) 

○季節の変わり目に口唇ヘルペスができやすくて、昨日からプチッ出そうなと気配を感 じ、カ

イラシュクリームを早々に塗っておいたら、少し膨らみましたが、ヘルペス独特の痛みが全く

ないです。経過も早そうに思います。食べても害がないと思うと患部にタ ップリ塗れていいで

すね。(12 月 2 日、O さん) 

○カイラシュクリームは、本当に手放せません!!つい先日のことですが、料理中、指 にザック

リと包丁で切れ目が入ってしまったので、カイラシュクリームを傷に塗って絆 創膏を貼ってい
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たら、すぐに傷がふさがりました。息子の通う保育園の園長先生も、「こ れ、本当にいいです

ね~」とおっしゃっていました(*^_^*)私は肌が乾燥して荒れる と、夜寝るときに薄くのばして塗

っています。(11 月 16 日、K さん) 

○カイラシュクリーム、やっぱりいいですね!!母が火傷したときに塗ってあげたら、 

すぐに治ったそうで、母が買いだめするそうです(笑)(11 月 6 日、K さん) 

○奥が深いクリームですね。熱湯を指にかけてしまい、飛び上がるほど焼けるような痛 みが

ありましたが、カイラシュクリームをたっぷり塗り込んだら二、三分で痛みがなく なりました。

仕事のツメの大事なときだったので、煩わしい怪我にならずにとても助か りました。クリーム

の効果なのかはわかりませんが、水ぶくれもできませんでした。す っかりお気に入りです。 

(10 月 27 日、Y さん) 

○カイラシュクリーム、沙羅双樹クリームは気分によって使い分けていますがスースー する

のと香りがたまらないです。先週まで台湾にいたのですが、持っていって正解でし た。秋が

近づいてきたとはいえムシムシっと暑い台湾でスースー感が大活躍でした。(10 月 3 日、N

さん) 

○前に求めたカイラッシュ・クリームは、娘が親知らずの抜歯の際、前後に塗ったら痛 みもな

く無事に済んで大変助かりました。沢山求めたので、ご近所さんやお友達にも配 ったりしまし

た。クリームで使いやすく、用途も広いので皆さんに喜んで貰って戴けま した。(9 月 13 日、

T さん) 

○カイラスジーハンが主人の手湿疹に効果が出てきているようで、追加注文を催促され 

ました。 ステロイドを使わず完治してくれたらいいなと思っています。(9 月 12 日、 

K さん) ○カイラスジーバンやアロエジェルは、以前同じものを使ったことがありすごくよかっ

たので今回まとめてお願いしました。特にカイラスジーバンは、顔の吹き出物やアレル 

ギーにつけると一晩ですーっとおさまって悪化することがないので本当に助かります。 

(8 月 31 日、I さん) 

〇父の湿疹にカイラシュクリームも良いようです。家族で吹き出物や虫さされに塗って、 

いつもより治りが早かったと感じています。。(6 月 15 日、N さん) 

〇カイラシュクリームは、塗ってすぐに痒みが止まりました、すごいですね。(6 月 14 日、K さ

ん) 

○以前少し書いた日光アレルギーの友人は、医者の処方した薬では、なかなか引かない 赤

味が カイラシュクリームで治ったと話していました。私は 顔にできたしみの上に のっかった

いぼっぽいできもの(できて一ヶ月したもの)が 1 週間で消えましたよ。(4 月 27 日、K さん) 

○カイラシュクリームを日光あれるぎーの友人に勧めたところこのクリームが一番効 くよ!!も

っと欲しいと言うので再度注文しています。(4 月 16 日、K さん) 
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○特にカイラシュクリームは、説明書に内服可と書いてあったので驚きました(笑)。 

口内炎ができてしまったときにも使えて重宝です(4 月 5 日、M さん) 

○鼻水・鼻のムズムズ感もあったので、カイラシュクリームの上澄み液を鼻から吸い込 んで

みました。...苦かったです(笑) でも、すぐにムズムズや鼻水が止まったのでこれ にも驚きまし

た。リコリス同様、時間が経つとまた出現するのですが、その度に繰り返 すと治まっています

(1 月 16 日、S さん) 

○カイラシュ・クリームは我が家の必需品になっています。(10 月 27 日、S さん) 

○あとは、カイラスクリームもよかったです(11 月 11 日、S さん) 

○目薬も良かったのですが、私的には、あのクリームがびっくりでした。食べても大丈 夫と書

いてあったので、ちょっとガサガサ気味の唇に塗ったらすぐにしっとりしてきま した。あと、か

さかさ踵もびっくりする位なめらか踵に大変身!塗ってすぐにあれだけの効果はびっくりでした。 

恐るべし、アーユルヴェーダ。またお願いするかと思いま すが、その際には宜しくお願いしま

す。それでは。(8 月 22 日、A さん) 

○かかり付けの治療院の先生からカイラシュ・クリームを 1 本頂き、とても重宝してい ます。

そろそろ無くなりそうなので注文しました。(8 月 16 日、S さん) 

○カイラシュクリームは、二男(17 歳)が顔のニキビやひげを剃る時に使っています。 私は、

10 年ほど前に二男からうつった水痘症が、顔にシミになって残ってしまったと ころに塗って

います。(眉尻・目じり・ほほ周辺) 塗ってから半月位になりますが、こ の周辺は少~しづつで

すが色が薄くなってきたうえ、小さいシワが目立たなくなってき ました。それと、両手の甲にも

小さい水痘症の痕が複数あるのでそこにも塗っています。 手の甲の痕もゆ~くりですが、痕が

表面に動いているようです。 自然のクリームはす ごいですね。ビックリしています.。クリーム

が届くのを待っています。(^ ^)(8 月 17 日、S さん) 

○カイラシュクリームは万能と言うのは本当で、原因不明の腕全体に出来てしまった湿 疹に

は一度塗っただけできれいに治ってしまいました。 犬が歩く時に足を引きずって いたので足

裏につけたところ翌朝には元気に走りまわっていました(8 月 8 日、U さん) 

○カイラスクリーム、多めに買ったのですが、友だちにあげたらもうない・・・(笑) 日がな、顔に

でている皮膚炎に塗り続けてます。(化学薬品だと怖くてできませんね) カイラッシュは安心だ

から助かってます。重金属系の排出を、身体が皮膚から出そうと して見た目がゾンビですが、

ハーブで排出できるので、平行してケアしたいと思います。 カイラッシュでケアしないと、ウロ

コ星人になってしまいます。輸入できるようにして くださってありがとうございます。(8 月 4 

日、M さん) 

○先日、カイラシュクリームのすごさにまたまた驚きました。とても肌が弱い職場の上 司がブ

ヨに足を 2 ヶ所刺され、赤い硬結になって腫れ上がり、エラいことになっていた ので、これを
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塗ってみてとカイラシュクリームを翌日まで貸してあげたところ、腫れは あまり変わらなかっ

たのですが、赤みと痒みがほぼ消 

○前回送っていただいたカイラシュクリームとアロエベラジェル、どちらも良かったで す(7 月 

28 日、K さん) 

○早速、日焼けした所にクリーム(注;カイラシュクリーム)を添付してみました!ホ ント、効きが

早いんですね!びっくりですよ!また、近いうちに注文させていただくと 思いますがその時また、

よろしくお願いいたします。(7 月 21 日、H さん) 

○何気ない日々・・・さんのブログで紹介され大変気になりまして今回購入にいたりま した。

とにかく早く、そのインドの万能クリームを試してみたいと思っております。(7 月 14 日、H さ

ん) 

○何年も続いた皮膚の痒みもカイラシュ・クリームで治まったので、カイラシュ・クリ 

ームも中断しました。素晴らしい商品を紹介してくださり、ありがとうございました。 

(4 月 29 日、K さん) 

○カイラシュ・クリームで、皮膚の痒みが軽くなっています。(2 月 18 日、K さん) 

○私は半年前から皮膚の痒みに悩まされていて、いくつか軟膏も試してみましたが効果 は

いまひとつで、夜も痒みで目が覚める状態でした。ところが、カイラシュ・クリーム を塗った瞬

間に痒みが止まり、その劇的な効果に驚きました。今も毎日夜寝る前に塗っ ていますが、以

前ほどではないものの痒みが戻ることがあり、しばらく続けようと思っ ています。 (12 月 26 日、

K さん) 

○ほんのたま~にできる貨幣状湿疹(非常に痒い難治性の湿疹)が久方振りに二の腕の 内側

にでき、かなり大きく広がってきた為、皮膚科に行こうかどうしようか迷っていま した。貨幣状

湿疹に処方される外用薬はかなり強いステロイド剤なので、あまり受診し たくなかったんです

よね。 そこで、ものは試し!と思い、カイラシュクリームを 1 日 3 回 (朝・昼・晩)塗ってみました。

最初の 2~3 日はあまり変化がなかったように思 えたのですが、4 日目を過ぎた辺りからだっ

たか、痒みと赤みが大幅に軽減してきて、 掻いても湿疹があまり広がらなくなり、なんと、2

週間後には綺麗に治癒しました! (自作のリタのローションも併用したので、ダブルで効いたの

かもしれません。)。 ス テロイドを使うと、湿疹ができていた部位は色素沈着が残って黒っぽ

くなり、元の皮膚 の色に戻るまで相当な時間が掛かるんですが、カイラシュクリームは色素

沈着を消して くれるのか、何となくう~っすらと跡が残ってるかな?って程度で、湿疹の跡が殆

ど目 立ちません。 これはすごいです! それと、先日は風邪をひき掛けたみたいで、鼻の奥

がムズムズして鼻水が少し出始めたので、ふと、カイラシュクリームには殺菌作用があ るん

だよな~と思い出し、鼻の中に塗り込めてみました。丁度 1 時間後にはムズムズが ピタリと治

まったので、再度塗って様子を観てみると、今度は 1 時間後に鼻水が止まり ました! 次の日
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も何とな~く怪しかったので、1~2時間おきに鼻の中に塗っていた ら、夜には風邪症状がピタリ

と治まりました。 う~ん 恐るべし!カイラシュクリー ム!...インドハーブって、本当に素晴らしいで

すね。 ハーブだけじゃなく、インド料 理(カレー)専門店のカレーやナンにもめっちゃハマって

て、しょっちゅう行ってるんで すよ。(お陰でインド人の料理人さんから顔を覚えられてしまい

ました(笑)) 友人から は、「そのうち、インドに旅行に行って、向こうに住み付いちゃうんじゃな

い?」など とからかわれております(^^;) (10 月 1 日、SH さん) ○それにしてもカイラシュ クリ

ームの説明書には笑ってしまいました。飲めるのもびっくりですが、他の用途の挿 絵も今時

こんなのないなーーなんて。ともあれ無事に届いてうれしいです(10 月 1 日、 N さん) 

○カイラシュクリームもとてもいいですね。深爪をして、いつもなら 2~3 日は傷みが 残るの

ですが、カイラシュクリームを塗りこんで絆創膏でガードして寝たら、朝には全 快!!主人は半

月ほど前からずっと額にあせもができていたのですが、試しにカイラシ ュクリームを塗ってみ

たら・・・これまら翌朝には 80%治ってました。とにかく 5000 年の歴史(?)のアーユルヴェーダ

の知恵に我が家はどっぷりつかっています。(9 月 28 日、A さん)            


