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○ニルドーシュ禁煙目的で購入。禁煙したく、購入しました。ハーブを燃した香りが心

地よかったです。吸い終わったあとは清々しい気持ちになりました。（12 月 17 日Ｃさ

ん） 

 

○ニルドーシュ禁煙できそう。電子タバコを吸う数回が減り徐々に禁煙できそうです。

ニルドーシュの独特の香りはタバコのような臭さなく、渋みを感じます。（12 月 6日、

Ｎさん） 

 

○心も身体も落ち着きます。ニルドーシュを使うようになってから、風邪をひくことが

少なくなりました。ニルドーシュに使われているさまざまなハーブのおかげでしょうか。

ほっと一息つきたいときに、安心して吸うことができます。(9 月 6日、Yさん） 

 

○ニルドーシュはハーバルの効用か、呼吸がしやすく、非喫煙者の前で吸っても臭くな

く、匂いも残りませでした！また、無くなりましたら購入検討いたします！（7月 3日、

Hさん） 

 

○ニルドーシュのおかげでほぼ禁煙できました。ありがとうございます。(7 月 24 日、 

I さん）  

 

○ニルドーシュを吸うようになってから、気持ちも落ち着くのか体調も安定しています。 

(7 月 19 日、N さん）  

 

○ニルドーシュや歯磨き粉等など、生活のさまざまなところで、アーユルヴェーダ製品 

に助けられています(7 月 8 日、Ｎさん）  

 

○ニルドーシュは喉が何かすーとすると言うてます。有難うございます。（1 月 11 日、 

Ｋさん） 

 

○ニルドーシュもすっかり生活の一部となり、気持ち穏やかに過ごしております。（10

月 14 日、Nさん） 

 

○今日初めてサフランロードを通じて注文したインドの逸品「ニルドーシュ」を（とい

うより喫煙自体が…。）喫煙しました。箱を開けてみると中に今回注文した「ニルドー
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シュ」が！ …とそれに加えて何やら飴が入っていました。もしかしておまけサービス？

よく見ると紅茶も入っており、「さすがインド！」とはたと膝を打ちました。 さてさ

て早速お目当て商品「ニルドーシュ」！味わった感想は、「ナニコレすっごいおいしい！」

と思わず声をあげました(笑) N さんの言う通りまさに「お香」そのものでした。まる

で沸かしたてのほうじ茶をハッカで香り付けしたような？ リラックスできる香りで、

個人的にはすごく気に入りました。 味は前述のとおり、「ハッカブレンドのほうじ茶」

のような味わいです（？？）。 なお、私は煙草を吸ったことがなく、喫煙経験すら乏

しいので、 煙草と比較しておいしいのか吸いやすいのかどうかはほかの方たちのレビ

ューがより詳しく的確だと思います。 吸い終わった後も、部屋の中に香りが残るので、

煙草のように不快な煙たさが皆無なので煙草よりいい意味で二段階で楽しめる商品で

すね。 Kさんの投稿に書かれていたように、「正に理に適った「禁煙タバコ（メディ

スン葉巻？）」と「アーユルベーダの叡知」の奥深さと恩恵」であり、健康になりたい

けど吸いたい願望を抑えようとイライラしてしまう愛煙家の方には「逆説的な逸品」と

いえるかもしれません。 友人や父に紹介してみようかと思います。 長くなってしまい

ましたが、これからも愛顧させていただきます! 次は何を試そうかな？(10 月 2 日、S

さん） 

 

○前回の 6月にお願いしたニルドーシュは、すでに到着し使わせていただいております。

良い香りのする石鹸も頂戴し、ありがとうございました。元々すでに禁煙はしていまし

たが、たばこを手にする習慣への依存はなかなか断ち切りがたく我慢するしかなかった

のですが、ニルドーシュのおかげで何よりも気持ちが落ち着きますし、身体の中がだん

だんすっきりする感じがしてきています。（7月 25日、Nさん） 

 

○かかりつけのお医者様から勧められて吸い始めたニルドーシュですが、なかなか手に

入れづらく、今回 20 箱購入させて頂き、大変助かりました。今後とも、どうぞよろし

くお願い申し上げます。（12 月 29 日、Nさん）  

 

○ニルドーシュは味も香りもいいし、深呼吸をする様に吸えてリラックスできます。い

つもの煙草を吸うと体がしんどくなるのがよく解りました。（10 月 8日、Kさん）  

 

○ニードシュを吸ったらほかのが吸えません。うますぎる。（9月 17 日、Tさん）  

 

○ タバコは、さっそく肺気腫になっても禁煙できない知り合いに差し上げました。と
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ても喜んでくれました。最初は物足りないと言っていたのですが、ゆっくり吸うとほの

かなミントの残香がすがすがしいと、、それ以降吸いかたを変えたそうです。またお願

いするかもしれません。 （6月２４日、Uさん）  

 

○前回、購入いたしましたニルドーシュは、禁煙タバコとして身内にプレゼントしたの

ですが、禁煙タバコというよりも、香りが良く美味しいので私自身の瞑想やご褒美タバ

コとして愛用しています? とても気持ちが落ち着きますし、邪気を払えるような感覚が

あります。 身内のヘビースモーカーも、だんだんとニルドーシュが好きになってきた

みたいで、とても嬉しいです。 もっともっとハマらせたいと思っています?（6月 2日、

Yさん） 

 

○ 二年前から煙草が再開した私には、ニルドーシュは心強いし良い香りで 無くなる

と困ってしまいます（5月 18 日、Nさん）  

 

○一本一本手作りなのが、素朴できにいっています。たまにはずれなものもありますが

愛嬌があって良いと思います（2月 7日、Kさん）  

 

○ニルドーシュ、大人気でした！ インドでもユーロピアンがよく吸ってるみたいです

ね（2月 5日、さん）  

 

○ニルドーシュの感想は、葉巻みたいな味で友人が気に入ってるので、購入しました（1

月 7日、Sさん）  

 

○前回届いたニルドーシュ、 まるで吸うお香。美味しいです。 お香は大好きで車の中

でも焚くし、 メディスンパイプでセージを吸いたいと思っているんで、 それに近い感

覚で味わえました。 メディスン葉巻（笑）（12 月 1日、Ｎさん）  

 

○ニルドーシュの感想ですが、仕事の休憩中や食事の後などに楽しんでおります。とて

もリラックスできるので気に入っています（11 月 12 日、Kさん）  

 

○ニルドーシュについて。禁煙して２０年になるのですが、またパイプかシガーを始め

ようかと思っていたところでサフランロードでニルドーシュ を見つけた次第です。ニ

コチンフリーのためか習慣性がないように感じられます。だから一日１本か 2本ほんと
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うに欲しい時に吸うということが可能です。それに、味も結構良いと思います（10 月

31 日、Nさん）  

 

○喫煙者の自分自身にとって、ニルドーシュと出会えたことは非常に幸運でした。 そ

れはニルドーシュを見ているだけでは分からず、吸ってみなければ分からない事でした。 

喫煙により多くの弊害があると言われて続けている事ですが「まさか自分が？」と思っ

ていたのです。 喫煙者である以上、自分も例外なく身体的な弊害を受けていた事を体

感しました。 吸いなれた煙草は長い時間をかけて、自身の肺を収縮させていたことを

体感したのです。 普段吸いなれた煙草を吸えば肺が吸気と共に大きく開きます。 同じ

くニルドーシュも吸えば肺が大きく開きますが、吸いなれた煙草のそれとは体感が全く

違いました。ニルドーシュを吸えば吸う程、収縮した肺が活性・回復し、本来の健康な

肺活量に戻っていくのを感じています。ニコチンを始めホルムアルデヒドを含む煙草の

煙を「有害」と判断した身体は、それらの吸収と循環を防ぐ為・ダメージにより肺や喉

の呼吸系機能が長い時間をかけて低下していきますが、ニコチン及び有害化学物質を一

切含まないハーブ・スパイス由来のニルドーシュの煙は「無害」であると免疫系統が判

断し、今までの喫煙習慣により気道を閉塞しようとする防衛機能が緩んできました。そ

して、ニルドーシュを服用する毎に肺に活性化の方向付けを与える事と本来の肺活量で

呼吸する爽快感を思い出させる事により喫煙から遠ざかっていくという、正に理に適っ

た「禁煙タバコ」と「アーユルベーダの叡知」の奥深さと恩恵を受けることが出来まし

た。 何より初めの一本目、肺いっぱいに広がるニルドーシュを感じ、「ああ、何て気

持がいいんだろう。。。」 生き返る様な、空を飛ぶ様な、自分の本来の肺の大きさと

広がりを体感しました。日本にはニルドーシュの様な品物が有りません。また、代用可

能と思しき品物も有りません。サフランロードさんがこの様な品物を紹介してくれなか

ったら、肺気腫への片道切符でした（笑）紹介して頂いた事、送って頂ける事、心から

感謝しています。以上、ニルドーシュに思う事を述べさせて頂きました。(^。̂)y-..oo000

（10 月２2 日、kさん）  

 

○ニルドーシュがとても気に入りましたので追加購入させていただきます。家族が禁煙

出来そな気がします。 煙自体がとても好きな香りなので、これならご褒美的に吸い続

けて欲しいと思います 本当は、もっとたくさん欲しいところですが、我慢して１２個

♪ どうぞよろしくお願いいたします（9月 11 日、Yさん）  

 

○ニルドーシュはかなりいい感じでしたよ。 確かに刺激は強いけど私的には癖になり
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ます（９月１日、Kさん）  

 

○ニルドーシュは知人が禁煙したいと聞きいい煙草があるよ！とお話したところ ぜ

ひ！と言う事で購入させていただきました。知人は大変なヘビースモカーで・・・ ニ

ルドーシュを始めてから、のどに変化が！！！咳も出なくなり、のどの調子が良いとの

事でリピートさせていただきました。 知人もとっても気に入ってます。ありがとうご

ざいます（8月 19 日、さん）  

 

○前回初めてニルドーシュを味わってみて、すっかり気に入ってしまいました。 まだ

少し残ってはいるのですが、切れる前に注文しておこうと思った次第です(笑)（8月 13

日、Iさん）  

 

○着火する前から漂う薫りがまず素敵です。ホッとするような癒し系ですね。 実際に

吸ってみると、スーッと爽やかな吸い心地と、少しピリリとした味わいで、漂う薫りと

合わせて 即、気に入りました。 長年タバコを吸ってきたもので、ニコチンをスッパリ

と断てるかはわかりませんが、タバコよりもむしろ美味しいのではないかと思いました

（7月 30 日、Tさん）  

 

○ニルドーシュとても気に入りました。吸ってみるとリラックスできて良いものである

と実感できました。 タバコ好きの友人にプレゼントすると、とても喜ばれました（７

月２日、Ｋさん）  

 

○お世話になります。先日依頼しましたニルドーシュの件で添付のような書留（福岡税

関）が届いたのですが、どのように対応すれば良いでしょうか？ ご確認宜しくお願い

します（６月２４日、Aさん）  

★初めてのご注文なのに、税関でトラブっているようですね。 ニルドーシュはスパイ

ス・ハーブであって、煙草成分はまったく入ってませんから、「タバコ」とは言えませ

ん。 通常は、こういう問題もなく、こちらから日本にお届けになってます。 日本でも

売ってるものですから、そのあたりを聞いてみたらいかがでしょうか。 日本で売って

いるサイトを参考として、ここにあげておきますね。

http://itoshoji.shop-pro.jp/?pid=42397904◎このニルドーシュは、天然のハーブ（バ

ジル、ターメリック、インド・シナモン、クローブ、ビショップ・ウィード、リコリス、

テンデュ葉、インド・ベデリウム）８種類を柿の葉で巻いた吸うハーブです。 
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http://item.rakuten.co.jp/h-maruhan/nirdosh/#nirdoshNirdosh は、アーユルヴェー

ダと呼ばれる癒しの古代アジアのテキストに基づいて、一本一本手作りで生産されたハ

ーブ製品（草）です。 税関も仕事ですから、ときどきピックアップして税金を徴収し

ようとするのでしょう。が、とりあえず、電話などで詳しい事情をきいてください（ま

じゅ）  

◯電話で問い合わせたところ薬事法に該当する物ではあるが今回の個数（２４個）なら

個人で受けとることが出来るとの回答をもらい、無事受け取ることが出来そうです！ 

ありがとうございました！！（６月２５日、Aさん）  

 

○仕事に出る直前でしたので ニルドーシュを持って出ました。 すごく良い香ですね

（５月２３日、Ｈさん）  

 

○ニルドージュですが、ニコチンフリーで、発ガン物質が入っていないのですね。タバ

コからこちらに代えてから、からだが楽になった気がします。たまにタバコを吸ってみ

ると、違いを実感出来ます。ストレスでイライラした時に吸うと、リラックス出来ます。

いつも有り難う御座います（５月２０日、Ｋさん）  

 

○ Nirdosh、タバコを吸わない人にも、吸う人にも大好評です（５月８日、Ｍさん）  

 

○ニルドーシュは、家族のために購入していますが、くせがなくて吸いやすいそうです

（４月２７日、Oさん）  

 

○ニルドージュは禁煙の為に欠かせません。いらっとした時に、吸っています（２月２

１日、Ｋさん）  

 

○ニルドーシュだけ、早速吸ってみました。 凄く煙草を吸いたいタイミングだったの

で、脳味噌が違います！と叫んだので、普通の煙草の方も吸ってみたら、直後は煙草が

すっごい不味かったです（２月５日、Ｓさん）  

 

○購入した アーユルヴェーダの煙草も大満足でした。 不思議な煙草ですよね☆香りも

大好きです。 吸った後、30分後くらいに、いつもの煙草を吸うと...... いつもの煙

草の味が不味い....... いつか禁煙できる日が来るかも?と思いつつ知り合いにも 2箱

あげた所、気に入った様で追加を頼まれました（１月１７日、Ｈさん）  
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★ニルドーシュはスパイスだけで、タバコ成分はまったく含まれていません（まじゅ

注）  

 


