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〇トゥルシ・リコリス・ティー、全てにおいてのキングティーと呼ばれているもの。トゥルシーそ

のものが欲しかったんですけど、リコリスが入っているのは初めてだったので、試しに飲んで

みました。そしたら、なるほど、何かリコリスって甘い感じがするので、砂糖やシロップがなくて

も飲めるんですね。(12月 8日, N さん) 

 

〇トゥルシー(粉)は放射能対策、デトックスを主な効果として購入しています。そのほかの栄

養素も素晴らしいですが今ちょうどタイムリーなデトックスハーブはもう暫く手放せないです。

今のところ体調も大変いいのでちゃんとデトックス出来てると安心しています。(12月 7日, F さ

ん) 

 

〇Sri トゥルシー錠剤、寝る前に飲むと良く眠れるようになりました。風邪の引き始めにトゥル

シとニームと一緒に飲むと治ってしまいます。常に常備しています。(6月 7日, Y さん) 

 

○トゥルシ・ティー美味しい♪ノンカフェインでなんともいえない、奥の深い味わいでオマケで

貰って以来、大好きです。喉にも良さそうで飲むと癒されます。（11月 20日、M さん） 

 

○トゥルシ・リコリス・ティー、スッキリします。もともとお茶が好き、ハーブ類も好きなので、抵

抗なく、むしろ美味しいと思いながらいただいています。（10月 29日、K さん） 

 

○前回サービスで入っていたハーブティを飲み飴をなめたところ４月に引いた風邪で咳だけ

がなかなかとれなかったのですがなんと一度で治ってしまいました。びっくりしました。 

もう一年半近くキ～ンという耳鳴りに悩まされているのですがこういう症状にもひょっとして効

くハーブがあるのでしょうか？（6月 20日、T さん） 

 

○トゥルシー粉。味以外は良いと思う。体が浄化されているような感じです。（12月 25日、Ｐさ

ん） 

 

○トゥルシ・ティー美味しい♪ノンカフェインでなんともいえない、奥の深い味わいでオマケで

貰って以来、大好きです。喉にも良さそうで飲むと癒されます。（11月 20日、M さん） 

 

○トゥルシ・リコリス・ティー、スッキリします。もともとお茶が好き、ハーブ類も好きなので、抵

抗なく、むしろ美味しいと思いながらいただいています。（10月 29日、Kさん）（3 月 16 日、H 

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

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

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

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

の凄さを感じます(^^)。（2月 24 日、O さん）  

 

○３種類のトゥルシーとリコリス（甘草）、ペパーミントの組み合わせが最高です！ ト ゥルシ

ーだけのティーを飲んでもらったときには、あまりいい顔をしなかった友人たち が、みな「これ

はおいしい」と言います。日本ではまだ販売されていないようなので、 友人たちのためにも、

また購入しますね。＾＾（2月 8 日、M さん）  

 

○寝る前にはトゥルシティー♪どれも、からだが喜んでいる感じ(2月 5 日、A さん）  

 

○トゥルシ・リコリス・ティー、気になって説明をよく読まずに買っていたのですが、 好きな味で

す！会社の同僚にもあげましたが、意外とウケが良いです。のどがイガイガ する季節なので、

朝飲むとすっきりして快適です。仕事でイライラしたらティーバッグ の匂いを嗅いだり、飲むよ

うにしていますが、イライラすることもあまりなくなりまし た。パッケージも好きです。（10月 19 

日、M さん）  

 

○今年の冬はかなり寒く、風邪をひきかけたりしましたが、前回、注文しましたトゥル シー・テ

ィーに助けられています。（2 月 20 日、Ｎさん）  

 

○トゥルシー・ティーの力も借りて、風邪をひかずにこの冬を乗り切りたいと思ってい ます。（1 

月 12 日、Ｎさん） 

 

○トゥルシーは家族全員でお世話になっています。中学生の娘は頭痛が少し和らぐようです。

小学生の娘は緊張するとひゃっくりがよく出るのですが、トゥルシーを飲むと症状が落ちつき

ます。主人はメンタルの時に最初は三ヶ月ほど漢方を飲んでいまして、トゥルシーに変えたと

ころこちらの方が合っていたみたいです。飲むと落ち込みにくくなるような気がしています。トゥ

ルシーのお茶も美味しいですよね。飲むとホッとします。（10月 18日、S さん） 
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○ ニーム、リコリス、トゥルシーと同時に飲用し始め、全体に心身の調子が良い様に感じて

います。（10月 15日、I さん） 

 

○ 初めての注文の際にプレゼントでいただいたトゥルシティーが大変美味しく、２度目に迷わ

ず注文しました。身体の内側はじんわりと温まるのに、爽快感もあり、夏にもぴったりです。(8

月１７日 T さん） 

 

○トゥルシーティーはとても温まり、ホッとする美味しさですね。（８月 1日、K さん） 

 

○以前、giftでいただいたトゥルシーティーがとてもおいしかったので、注文させていただきま

す。（6月 21日、I さん） 

 

○トゥルシティーもトゥルシマサラティーもとても美味しく、体が温まります。 （10月 8日、K さ

ん） 

  

○つい先日、トゥルシとシラジットを摂っている所を両親が見て、2点の説明をして食べてみて

貰ったところ、身体が温まりスッキリする！との事でした。これは素晴らしいので継続して摂り

たい！と私と同じ事を言っており、思わず笑ってしまいました。 同じ屋根の下、同じ物を食べ

ている為に体質も似るのでしょうか。 思いがけず、両親を喜ばせていただいたサフランロード

さんに感謝です！ 嬉しかったので、ご報告させていただきました（12月 22日、K さん） 

  

○トゥルシティーも、とても気に入ったのでリピート購入です。 トゥルシティー、飲むと身体が

ポカポカし、身体の中の余分な物を出してくれるような気がします。風邪気味の時などにはか

かせません。 娘も、初めは味と香りに微妙な反応でしたが、風邪で咳が酷いの時に飲ませ

たら美味しく感じたらしく、今では虜です(笑) お友達も気に入ったようで、頼まれたので今回

二箱注文しました（６月２日、Ｓさん）  

 

○きょうはトゥルシティーを飲んだ後に始めてトリカツも飲んでみました。 ジワーッと内側から

暖まり、足の先がぽかぽかして身体が軽くなりました。 今年の冬は暖かく過ごせそうです。ア

ーユルヴェーダのお陰でどの位 助かっているか、サフランロードさんに感謝です（１０月２４

日、Y さん） 
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○トゥルシとシラジットは両方摂取しているのでどちらの効果が出ているのかわかりませんが、

冷え症に効果がありました。あと精神状態が落ち着きます。おまけで付けて頂いたトゥルシの

ティーバッグの方が粉を煎じて飲むより香りが良いのでコストを気にしない人や薬効を強く求

めていないならティーバッグの方が良さそうです。トゥルシマサラティーも美味しいです（５月２

４日、Ｍさん）  

 

○トゥルシマサラティー、低血圧の方には是非おすすめしたい商品です。特に冬の朝には一

杯飲むだけで、足元から身体全体にかけてエネルギーが溢れる様に温まり、一日が快適に

過ごせます。また、胃腸にも優しく疲労回復の成分が配合されているため、体調管理にも適し

ています。シナモン系の香りやテイストが好きな方は、抵抗なく召し上がれます (2月 20日、S

さん)  

 

○先日いただいたトゥルシーハーブティーがとても良い香りで他の飲み物を忘れてしまうくら

いです。朝夕に、トゥルシーマサラティーにシャタバリ ブラフミーを溶かして飲んでいます。ホ

ッと一息の時間もトゥルシーティーにお世話になっています。（2月 10日、K さん） 

  

○トゥルシティーは香りが本当に素敵ですよね（7月 28日、K さん） 

  

○おまけのティーパクが、日本で売ってるものより香りも強く、体に染み渡る感じでとても気に

入ってます♪（１月２１日、Ｇさん）  

 

○今トゥルシーマサラチャイを味わいながらメールをうっています。香りが抜群でこの味は自

分ではだせないなと思います。 (2月 22日、K さん)  

 

○今日、トゥルシーとアムラのお茶作って飲んでいます。 癒しのやさしさ、身体が欲しがって

いたかのように、 ごくごく飲めます。目にビタミン Cなんですね。 トゥルシーだけも美味しいで

すが、混ぜた方が効能が大きくなるのでしょうね。 気持ちが安心しています。メンタル面が良

いと、生活が、明るく楽しく、幸せ になるなと思います。 アーユルヴェーダに癒しを感じるの

が解り、出会えて、サフランロード様に出会えて 幸せです（12月 14日、K さん）  

○トゥルシ マサラ ティーとても美味しいです。 ココナツ蜜で飲むと最高! （4月 1日、Aさん）  

○トゥルシーのお茶も大変美味でした（12月 10日、M さん）  

○オマケで入ってたトゥルシーティー ものすごく飲みやすくて美味しかったです? ?´∀`? ?（10

月 12日、S さん）  
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○その中に入れていただいた２種類の内の一方の「マサラ～」という名のティーバッグなので

すが、あちらと「全く同じの品物」はサフランロードさんでお取り扱いは無いでしょうか？？ あ

んなにおいしい飲み物はかつて飲んだ事が無く、、身体が欲しているという感じです 10月 12

日、K さん） ○トゥルシーティ：妹が、「飲むと、なんかわからんが落ち着く」と言うため、買って

あげたいと思います（9月 12日、M さん）  

○先日おまけでいただいたトゥルシーティーがおいしくて！ 好きになりました。注文します（8

月 28日、T さん）  

○マサラトゥルシーのティーバッグは本当に重宝しています。 以前ネパールに行った際にマ

サラのティーバッグを買って帰ったことがあって、日本でも探していたのですが、オーガニック

のものはなかなか見つからずおまけでいただいた時に、わぁ！と感激しました笑。  スパイス

から作るものはやはり圧倒的においしいのですが、ティーバッグの手軽さとトゥルシーティーと

一緒になっているところがとても嬉しいです（５月８日、U さん）  

○以前プレゼントでいただいたトゥルシーマサラのお茶がとてもおいしくて忘れられず注文し

ました～いつもいい商品を提供してくださって感謝です（３月２０日、U さん）  

○トゥルシーティーとても美味しいですね！ お客様にも好評で、今回まとめて追加注文しまし

た。 またリピートすると思います(^^)（１月１３日、Ｋさん）  

○また、トゥルシーマサラティー、とても美味しかったです。 甘いチャイでマサラティーを使うこ

とが多かったのですが、 いつも飲むポットのお白湯をマサラティーにして飲んでいました（１２

月９日、Ｔさん）  

○トゥルシ粉は、ティースプーン４分の１くらいを粉末緑茶のようにお湯に溶かして飲むと、紅

茶のティーバックより簡単でおいしいです。また、鍋で湯をわかした中にトゥルシ粉を入れて、

タオルを頭から被って、顔に蒸気を浴びるなど、美容にも使っています。 (1月 22日、Oさん)  

○トゥルシーの香りも好きなのですが、自分に合っているのか速効性の効き目があります（6

月 30日、S さん） 

○お世話になっております。先日はありがとうございました！アシュワガンダ、シャタバリ、トル

ゥシ、シラジット、とても効き目が早く、飲んですぐにパワーを感じました！体力があると仕事も

余裕が感じられて、うれしいですｏ(＾-＾)ｏ（３月９日、O さん）  

○先日、お送りしていただいたトゥルシは飲んでいると気分が安定していて調子がよく、明るく

いられるのでとても気に入っております（5月 25日、N さん）  

○ブラフミー、 アシュワガンダ、トゥルシーは特に、精神の鎮静効果とともに、体力をつけてく

れていると思います。 そして、更年期のわたしや妹には、トゥルシーがもっともあっています。 

いろんな種類を試しましたが、トゥルシーは、即効性があると思います。 薬のような効果とは

違うんですが、口に含んだ瞬間から、治療されていくような、不思議な感覚です。トゥルシーの
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お茶も最高！体にしみまくってきます。 この、不思議な魔力を持っている、インドの草たちに、

これからなが～くお世話になりそうな気がします（12月 10日、M さん）  

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

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

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

す。? 知り合いが元気だと私まで元気になれるので、とても嬉しいです。  

○トュルシとニーム、サプタアムリットは毎日飲み続けていて、 仕事等のストレスから解放し

てくれているような感じです。お世話になり始めて１年以上になると思うのですが、段々使用

するものが決まってきて、 サンダルウッドのソープも当初から気に入っている商品のうちの一

つです。 この季節になるとトゥルシティーとマサラティーのティーバッグを会社で飲んでいます。 

トゥルシ本当に大好きです（１２月４日、Ｔさん）  

○トュルシとニーム、サプタアムリットは毎日飲み続けていて、 仕事等のストレスから解放し

てくれているような感じです。お世話になり始めて１年以上になると思うのですが、段々使用

するものが決まってきて、 サンダルウッドのソープも当初から気に入っている商品のうちの一

つです。 この季節になるとトゥルシティーとマサラティーのティーバッグを会社で飲んでいます。 

トゥルシ本当に大好きです（１２月４日、Ｔさん）  

○ツゥルシのお茶は体温調節とストレスによく効きますね。 今年みたいに 4月に 48年ぶりの

寒さがきたり、翌日 10度も上がったりで自律神経の酷使にとても効果があります（４月２６日、

Ｙさん）  

○トゥルシーの嬉しい効果が出ています。軽いぜんそく状の咳は直ぐにおさまり、１回 1錠を 2

錠に増やしたら毎年来る憂鬱な花粉症状がとても楽になりました。そして何より、インドハーブ

を摂り始めてちょうど１年になりますが、その間１度も風邪にかからなかったのは驚きです。健

康維持に欠かせないインドハーブに出会えたことが嬉しく有り難いです（2月 18日、S さん）  

○トゥルシマサラティーに豆乳を入れますとかんたんで美味しいティーが でき、重宝してます

（11月 25日、Aさん） ○またトゥルシーティーもおいしいだけでなく体が軽くなって内側から整

えてもらっている感じがします。今まで、身体に良いと言われるサプリメントやドリンクなどを摂

っても効果がよく分からなかったのですが、今回初めて実感しました！インドのハーブは、本

当にすごいですね（11月 13日、N さん）  

○シャタバリとブラフミーの効きめはまだ分かりませんが、トゥルシは少し鼻炎が楽になったよ

うな気がします（12月 16日、M さん）  

○トゥルシは風邪ひきそうだなと思う時、アムラやエキナセアと一緒に摂っています 今の所こ

じらせないでいます。身体が温まる感じがするのでそれがよいのかもしれません（12 月 14 日、

K さん）  
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○（トゥルシ）早速 頂いてみた所とても美味しかったです ホットヨガに行き始めたのですが、

汗の出方が違うようです 代謝が良くなったようです アシュワガンダも続けていきたいです

（11月 19日、S さん）  

○トゥルシティーは緊張が緩みますし温度の変化にも効きますし、風邪の引き始めはすぐ治

ります。 いろいろ活用させて頂いています（５月２８日、Ｙさん）  

○トゥルシティー大好きです。身体に優しく働きかけてくれる気がします。 それから、シラジッ

トタブレットまで！ 今やお守りのよう。日々に欠かせなくなってしまいました。 必須アイテム

が揃って、向かうところ敵無し!? 元気に過ごして行けます(o^^o)（５月２８日、Ｔさん）  

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

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

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

くつもりです（６月２８日、A さん）  

○今年の花粉症は、短期間で、症状も軽く済みました。 トルゥシーを１２月初旬から加えてい

たせいかも？（４月１１日、Ｙさん）  

○できれば夜寝る前に飲めるハーブティがもう少し増えるとよいと希望しています。カフェィン

なしのコルダービンやトゥルシティもとても暖まってよいのですが、お通じがよくなりすぎるため

少し気をつけています（４月１日、0 さん）  

○アーユルベーダハーブは、アシュワガンダ、シラジット、アムラ、トｳルジー、時折シャタバリ、

トリファラを摂っております。 何が効いているか分かりませんがとにかく調子よいですよ♪（１

月２２日、O さん）  

○アシュワガンダ、トリファラ、ニーム、トゥルシーは全部一緒に 飲んでるので、どれが効いて

るのかわからないのですが 2 ヶ月近く良くならなかった喘息や咳の症状が 一回ハーブを飲

んだだけで劇的に良くなったので 驚きました。 その後体が慣れたのか少し咳や喘息が出ま

すが 前に比べるとだいぶ軽い症状ですんでます。 風邪をひいてから、持病の喘息が悪化し 

漢方薬でしのいでましたが漢方薬は常用してると鬱っぽい感じになってしまいひどい時だけし

か飲んでおらずすっきりなおってなかったのでインドのハーブ良く効いて症状がかなり良くな

ったのが本当に嬉しかったです。 漢方薬の時のような副作用もありませんしインドのハーブ

のパワーに驚きました。また飲み始めてから疲れにくくなった気もします（１２月１日、A さん）  

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

が効いてるのか判りませんが、最近、元気がでます（４月１０日、Ｙさん）  

○前回届けていただいたインドハーブ、私には合っているようです。 まだ短期間ではありま

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

感じます（４月２１日、E さん）  
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○昨年流産してしまったのですが、その後体調がずっとすぐれず、重たい身体を引きずって

…という感じだったのですが、毎朝トゥルシ、シャタバリ・アシュワガンダを飲ませていただき、

身体が軽くなりました。昨日生理が来たのですが、流産後は生理痛も重かったのですが、今

回は全く生理痛もありません！本当に有難いです。感謝いたします（3月 19日、S さん)  

○息子もトゥルシで鼻の調子が良さそうです(2月 19日、H さん)  

○トゥルシーがすごく鼻炎に効いています。また、注文します！(1月 30日、S さん)  

○トゥルシーの粉について質問なのですが、溶かした時に、繊維みたいな細かい糸っぽいの

と、小さな小さな枝みたいなのが混ざっているのは、トゥルシーの特徴なのでしょうか？ 美味

しいですし、問題なく飲めるのですが、教えて下さい（6月 15日、S さん） 

★お問合せの繊維のようなものですが、 トゥルシーの本体の粉になりきらなかった部分です。 

ゴミなどの混入ではありませんので、安心してお使いください。 ハーブの種類によって、葉が

使われるもの、根の部分が使われるもの、といろいろですが、 トゥルシーは、葉と実のような

部分も使われるため、多様な繊維がパウダー内に含まれます(ばるだ) 

○前回注文したトゥルシーがとても良く合いました（9月 13日、S さん）  

○毎回、トゥルシティーを注文していますが、和菓子、洋菓子となんでも一緒に楽しんでます。

カフェインフリーなので夜に飲むことが多いです。 また注文させていただきます（６月１１日、

Ｋさん）  

○実はトゥルシーのお茶は以前にも同封して下さり、気に入ってしまい通販で購入したことが

あるのですが、パッケージも味もインドから送って頂いたものと違うのです。個人的にはインド

からの方が好きです（５月１日、さん）  

○トゥルシーティは、先日おまけで入れていただいたのが美味しかったので、注文します。ど

うぞよろしくお願いいたします（４月７日、A さん）  

○トゥルシー茶は好きで、インドに行った時も買って行っていたのでうれしいです（３月２０日、

Ｋさん）  

○ツゥルシティーも毎回入れて頂き、毎日飲むのが 日課になってしまうほど気に入っていま

す（２月２７日、Ｙさん）  

○カイラシュクリームもトゥルシも我が家では必需品です（１２月４日、Ｓさん）  

○トゥルシはなんとなく自分に合っているような気がするので、リピートします（６月９日、A 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)  
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○いつもおせわになっています。商品着きました。待ってましたトゥルシー！！ ない期間とて

も不安でした。これ、まじめに放射能対策として使ってます。私の主観では効くと思いま

す！！(12月 11日、K さん)  

○サプタアムリットは目を楽にしてくれるし、トゥルシーは身体と心を落ち着かせてくれると実

感しています（11月 26日、M さん)  

○トゥルシとリコリスのおかげで今年はまだ風邪をひいていません。今回初めて試したコルダ

ービンは二歳の息子もお気に入りの飲み物みたいで喜んでいます。(11月 13日、Ｏさん)  

○これから秋の花粉症になるので、トゥルシーはとても重宝します。お陰さまで、今年の春の

花粉症はサフランロードさんから注文したトゥルシーで、大分軽減されました！これからも続

けて飲みます。寝る前に飲むと、とてもリラックスでき良く眠れます。(9月 27日、K さん)  

○トゥルシーのおかげか、慢性の蕁麻疹の出る頻度が減りました。 (８月６日、O さん)  

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

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

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

○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）  

○年明けに初めてインドハーブが届いてから、なんだか善い感じです。毎朝、薄めのチャイに

ハーブを入れて飲んでます。トルシは放射能を危惧する気管支疾患の友人にプレゼントした

ところ、非常によいそうです。私は、ハーブもよい感触ですが、特にシラジットが気に入ってま

す。暫く愉しみに様子をみてみます(２月１日、Ｈさん）  

○トゥルシーマサラチャイは個人的にも大好きです。サロンでお客様にもお出ししています。

みなさん、おいしいと気に入ってくださります。胃腸が弱い方で後々気分が悪くなったという方

がお一人いました。でもそういう方には「アーユルヴェーダ水」を温めてお出しすると、胃もす

っきりして、とても飲みやすい、とご感想頂けましたよ(２月６日、Ｈさん）  

○トゥルシーは飲みやすくて香が好きです（２月 24日、N さん）  

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

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

○トリファラ、シャタバリ、トゥルシですが、最初飲み始めは逆に体調が悪くなったかの様な、

ダルさを感じましたが、最近はとても調子が良くなってきました。なんだか、むくみなどかとれ

てスッキリしてきてますし、だるくて動けないとか、めまいがするとかいうようなことも減ってき

ています。（１０月１６日、Ｔさん）  

○トゥルシーとトリファラの効果だと思うんですが、呼吸器系は以前より強くなった実感があり

ます。（9月 28日、Ｅさん）  
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○母は、トゥルシをきらしてからアレルギー症状が出ているらしく、私よりも荷物をまっていた

かもしれません（笑）今回も、迅速に発送いただきまして、お世話になりました。（9月 28日、Ｋ

さん）  

○トゥルシは、放射線による体内のダメージに良いということで、最近多めに取っています。こ

のあたりは、0.5～0.6マイクロシーベルト/時あり、自然の状態と比べてまだまだ高いですので、

自衛が必要だと思っています。（7月 11日、Ｋさん）  

○トゥルシは、毎日カプセルでも飲用しています。ストレスの緩和に効いているみたいで、私

には相性のいいハーブです。 (6月 9日、Ｋさん)  

○トゥルシーは、この風邪の季節、早めの予防ができるので大変、重宝しています(*^^)v（12

月 21日、H さん）  

○届いた三種類（トリファラ・シャタバリ・トゥルシー）のサプリのお陰かそれとも、今日行った鍼

灸のおかげか（笑）カラダがポカポカ温かくて汗がでるほどです。このカプセルは何錠はいっ

ているのでしょうか？！効果がでてきたころになくなりそうなので、、、、。ストレスを溜めやす

いので、これを頼りにしばらく続けてみようかと考えています（10月 10日、O さん）  

○前回、シラジットとシャタバリ、アシュワンダ、トゥルシを購入しました。まだ、ひと月たたない

のですがものすごく心身ともに元気になってきています。 5年近くパニック症候群に悩んでき

ましたが飲むようになって予期不安もほとんどでなくなり、以前は休みの日も家の中に引き込

んでいましたが最近は何をしようかな…？誰かに会いに行こうかな・・・。と思えるほどになり

ました！！！本当にありがとうございます！！(7月 6日、Ｈさん)  

○トゥルシもいいですね。ストレスのエネルギーから、ストレスのラベルを剥がして、ただのエ

ネルギーに変えて流してくれる感じです。ラベルを剥がしたり、ラベルを付けないようにする効

果があると思いました(7月 1日、M さん)  

○カパヴァータ体質で喘息が出やすいのですが、Tulsi を飲んでから喘息があまりでなくなり

ました。 調子に乗って飲むのをしばらく忘れていたら、最近少し調子が悪いので効いていた

んだなぁと実感しているところです。(５月３０日、O さん）  

○他にもいろいろ試していますが、最初に飲んでいたトゥルシが飲まなくなったら、なんとなく、

ストレスがたまっているような気がしているので、今回からもう一度飲み始めてみようかと思っ

ています（8月 19日、H さん）  

○私は夏でも体が冷たい程の冷え症で汗もあまりかかないのですが、サプリ（シラジット、シャ

タバリ、トゥルシ）を服用し始めてからはしっかり汗が出るようになりました。代謝がよくなって

るようです。(9月 22日、H さん)  


