全てのご感想

＊

最近お客様から頂いたご感想をまとめましたので、商品選定のご参考にしてください。レビューはそれぞれ個人的なもの
であり、全員に同じ効果が表れると保証するものではありません。下記の「免責注意事項」をよくお読みのうえ、商品購
入の意思決定はユーザーご自身の責任において行ってください。

○いつもお世話になります・・先日、姪が風邪をひいたときに、家にあったニーム、シラ
ジット、アムラ、、アシュワガンダなどをあげたら、翌日にはすっかり良くなっていたそ
うで、すっかり気に入ってしまったようなので、サフランロードさんを紹介しておきまし
た(^-^)

アーユルベーダ、すごいです！（6 月 30 日、Ｋ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）

○前回送って頂いた、ブラフミーオイル、香りはあまり好みではないのですが、使用感が
良いですね。シャンプー後に頭皮と毛先に付けていますが、肩の辺りまで楽になります。 サ
フランタイラムは夜に使っています。よくあさはだがもっちりふくらんでいます。テクス
チャーは、こっくりしていてしっとり感が特に冬に合いますが、夏でもエアコンの乾燥か
ら守ってくれる気がします。（6 月 27 日、Ｋさん）

○お世話になっております。骨や関節痛関連サプリは年齢的な物もあり、周りの人たちも
興味津々です。到着楽しみにしております。（6 月 26 日、さん）

○いつも ありがとうございます。カイラスクリームもさらそうじゅくりーむもその他み
んな大好きです。よろしくお願いいたします。（6 月 26 日、Ｈさん）

○先ほど初めて注文致しました。 今でも、ちょっと大丈夫かなぁと、失礼な事ですが心配
しています。そんな折 インドの子供達が目にするカジャルは鉛が入ってる物があると言う
記事を ネットで見ました。 まさかねぇと、思いながらヤッパリお聞きしたいと、メール
をしている次第です。 安心させて頂けると、楽しみにして銀行に向かえます。 どうぞよ
ろしくお願いいたします（6 月 25 日、I さん）
★サフランロードは一般的なインド・アーユルヴェーダ商品の個人輸入をお手伝いしてま
すが、医者ではないので診断・処方などはできないことになってます。薬事法という法律
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で禁止されています。皆さんのご感想や、インターネットなどで検索してみて、ご自分の
判断で、バッチテスト的に少しづつ試してみるか、あるいは日本にあるアーユルヴェーダ
学会に連絡して、アーユルヴェーダの医師に聞いてみるのがよろしいと思います。お役に
たてなくてごめんなさいね。法律なので、守らなくてはいけません。 初めてのご注文で不
安なのはよくわかります。 私自身も初めてのネット注文はやはり不安ですし、しかもこち
らはインドですから、たいへんな勇気が必要なことと思います。 どんなものにでも、それ
ぞれ肯定的な意見と、否定的な意見がありますよね。 たとえば砂糖や化学調味料などにつ
いても、アーユルヴェーダの品についても、同じことが言えます。アロパシー（西洋医学）
とアーユルヴェーダ（東洋医学）では反対意見が出てくるのが常です。 ですから、自分が
信頼できるかどうかという一点と、それがあるなら少しづつ自分の身体で試しながら、効
果が出るか出ないか確かめていく、という気持ちがあるかどうか、だと思います。 アーユ
ルヴェーダ自体は何千年にもわたって実証されてきているものですし、今でも日常生活（イ
ンド）の中で使われ続けている品なので、私自身は信頼して使っています（まじゅ）

○本日無事に届きました。おまけのハーブテイは「におい袋」の様にして使っています。
異国のエキゾチックな香りがしておもしろいですよ。（6 月 24 日、Ｋさん）
★トゥルシーのハーブの香り、気に入っていただけたようでよかったです。インドと日本の
植物では、生息がかなりちがいます。 シソの葉（オオバ）はトゥルシーと親戚だと思うの
ですが、こちらにはありません（ばるだ）
○ナマステ！商品届きました！！ おまけも沢山頂き有難うございます！！梱包も素敵す
ぎて！！ 以前インド料理店で勤めていた事もあり、何だか懐かしく、温かい嬉しい気持ち
になりました。有難うございました！ トリファラもアムリも何故か苦くなく飲みやすいで
すね！昨日から娘に朝晩飲ませ始めました。娘の体調がよくなりますように。様子を見ま
してまたお願い致します！ そちらの皆様も、お身体に気をつけてお過ごし下さいませ（6
月 23 日、S さん）
★インドは不思議な国ですよね。 娘さんの体調がよくなるいことを祈ります（まじゅ）
○一つ質問ですが、ルマラヤとルマラヤフォルテでは、どちらが指の関節が痛みながら腫
れていく、ヘパーデン結節という痛みには効果ありますでしょうか？（6 月 22 日、A さん）
★ご質問については、治療・投薬に関するアドバイスは、わたしたちにはできないことにな
っています。（薬事法）ですが、わたしもへバーデン結節で、なにかよい方法はないかと
探しています。 両手の中指と親指、右手の薬指には（まだ）発症していません。左右の薬
指で、右は大丈夫というのには心当たりがあって、マウスを 20 年以上毎日使っていますの

2

全てのご感想

で、右の薬指はマウスを支える上で重要な指で、この指への少量の付加が功を奏している
のではないかと思っています。これをすればへバーデン結節が治る、という動画を売って
いる、同じ人が、ユーチューブでよさそうなエクササイズを紹介しています。なかなかよ
いと思ったのですが、わたしは体操は実行できないまま（不精）今日に至っています。漢
方ではへバーデン結節は腎経にかかわっているそうです。腎臓は悪くなっても自覚がなく、
慢性腎不全になると治療法がないという怖さです。へバーデン結節は、信号のようなもの
として、指が痛いと感じるときには、注意しています（ばるだ）
○荷物届きました。有難うございます。いつもプレゼントも送って頂き有難うございます。
サフランクリームとっても良いです。肌にツヤが出てシワが薄くなってきた気がします。
ハーブも全種類の相乗効果で体調が良いです。これからもよろしくお願いします（6 月 21
日、O さん）
★サフランクリームはちょっと不思議なクリームですよね。 私も愛用してます（まじゅ）
○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）
○ヨガをやっておりますが、経年劣化で、目や気管支がわるいため、興味をもちました。
今回は初の利用になります。よろしくお願いいたします。（6 月 21 日、Ｙさん）
○本日商品が届きました！ありがとうございました。 ひとつ質問ですか、シャタドルタの
軟膏をアトピーの息子に塗布した所、すぐに痒くなってしまったようでかきむしってしま
いました。ギーの匂いと酸化したような香りがしますが、こちらの商品が性質上酸化する
という可能性はありますか？ アトピーに酸化したオイルは厳禁なため、確認させてくださ
い。 お忙しい中とは思いますが、お返事をお待ちしております（6 月 20 日、S さん）
★サフランロードは一般的なインド・アーユルヴェーダ商品の個人輸入をお手伝いしてます
が、医者ではないので診断・処方などはできないことになってます。薬事法という法律で
禁止されています。 私個人的には、モノはすべて酸素に触れるかぎり酸化するものだと思
ってます。が、はっきりどういうものだというほどの確信はありませんから、やはりアー
ユルヴェーダの医師に聞くことがいちばんだと思います。 日本にあるアーユルヴェーダ学
会に連絡して、アーユルヴェーダの医師に聞いてみるのがよろしいと思います。 お役にた
てなくてごめんなさいね。 シャタドルタはだめでも、沙羅双樹クリームやカイラシュ・ク
リームがよく聞いたというご感想などもありますから、バッチテスト的にいろいろ少しづ
つ試してみてはいかがでしょうか？（まじゅ）
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○今回も gift を頂き、ありがとうございます。キャンディやティーパックの香りと、なん
と！カトラミデまで頂き驚いています。荷物を受け取る時、インドの風が運ばれて来たよ
うで、なんだか毎回嬉しいです（6 月 20 日、K さん）
○お世話になっております。いろいろと試したくなってまた注文しちゃいます。 お水代わ
りにアーユルヴェーダウォ―タ―を毎日作っています。 はじめは怪訝な顔をしていた旦那
さんもいまでは気に入って飲んでくださってます。 腰痛のマッサージもしているのですが、
アビヤンガオイルでいい匂いの中、気持ちいいーとされるがままにされています。次の荷
物が楽しみです。よろしくお願いします（6 月 19 日、M さん）
○いつもありがとうございます。２回ご利用させていただきました。 その中でルマラヤ・
フォルテとルマラヤ・ジェルについてですが、 こちら、夜の寝る前にお風呂あがりにルマ
ラヤ・フォルテを一錠飲み、痛みのある関節にルマラヤ・ジェルを塗って寝ています。 痛
みは軽減してきた感じですが、この作用は本来痛みを感じるものを鎮痛のような役割でお
さえている役割なのでしょうか？ それとも関節症など、根本的な不足しているものを補
ってくれるものなのでしょうか？ 毎日、飲み続けているものなので、どういったものなの
か知りたくて質問させていただきました。 ご回答できる範囲で構いませんのでよろしくお
願いいたします（6 月 19 日、T さん）
★サフランロードは一般的なインド・アーユルヴェーダ商品の個人輸入をお手伝いしてます
が、医者ではないので診断・処方などはできないことになってます。薬事法という法律で
禁止されています。私個人的にも使っていて効果は感じてますが、医学的にはっきりした
ことはわかりません。 日本にあるアーユルヴェーダ学会に連絡して、アーユルヴェーダの
医師に聞いてみると教えてくれるかもしてませんね。ルマラヤ製品は「ヒマラヤ」という
アーユルヴェーダの大きな会社が作っているメジャーな製品です。お役にたてなくてごめ
んなさいね（まじゅ）
○ニルドーシュ。たくさん注文すると割引とかありますか？（6 月 19 日、K さん）
★6 個セットだと少し安くなってます。個人輸入の規定では 24 個以上は買えないことにな
ってます。サフランロードのお店では、20 個を限定にしてます。 税関でチェックされると、
ときどきたばこ税を請求されたりしますから、あまりたくさん注文しないほうが賢明です
（まじゅ）
○本日、石鹸が届きました*¥(^o^)/* 毎日毎日いつ来るかなと待っていたので、凄く嬉し
かったです 早速、デトックスの石鹸を使ってみました あまりにも、良い香りで心もスッ
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キリしました 本当に素敵な商品をいつもありがとうございます(^-^) またよろしくお願
いします m(_ _)m（6 月 16 日、T さん）
○本日無事に小包を受領いたしましたので そのご報告と、おまけを付けてくださったお礼
を申し上げたくメールいたしました。 海外から荷物を受け取るのが初めてだったため追跡
サービスに INDIA の文字があることが不思議で…実際に包みを見た時、これが海を渡って
きたのかと…こういう風に送られてくるのかと感動しました。本当です！ 品物は、大切に
使わせていただきます。ありがとうございました。 まとまらない内容で、申し訳ありませ
ん。またお世話になることがあろうかと思いますがその節はどうぞ、よろしくお願いいた
します（6 月 14 日、H さん）
★遠いインドからのお荷物を喜んでいただくことが出来て私も嬉しいです。 アーユルヴェ
ーダの品々、いろいろ楽しくお試しくださいね。 ご感想をお待ちしています（あき）
○初めての注文した商品は、予定通り昨日届きました。使用感ともに、大変満足しており
ます。 ありがとうございます。早速、昨夜また注文しました。 その商品について、詳し
く教えてください。 お風呂上りに顔に塗る順番は、まず紗羅双樹クリームを塗ってから、
次にサフランデュークリームが良いですか？ その際、手持ちの化粧水を塗ってから～クリ
ームを塗る方がよいのでしょうか？化粧水なしは、あまり良くないかしら。 また、シミに
効果のあるサフランクリームとサフランタイラムは、他のクリームを塗る前がいいです
か？ すみません…たくさん質問してしまいましたが、教えていただけると幸いです。 商
品到着を楽しみにしています。よろしくお願いします。（^人^）
★到着のご連絡を頂きありがとうございます。気に入って下さり良かったです。 「お風呂
上りに顔に塗る順番は、まず紗羅双樹クリームを塗ってから、次にサフランデュークリー
ムが良いですか？」良いと思います。 「その際、手持ちの化粧水を塗ってから～クリーム
を塗る方がよいのでしょうか？化粧水なしは、あまり良くないかしら。」私は化粧水をぬ
ってから沙羅双樹クリームを使っております。 「また、シミに効果のあるサフランクリー
ムとサフランタイラムは、他のクリームを塗る前がいいですか？」私は化粧水の後に塗り
ますね。決まりはございませんので色々とお試しになってみて下さいね。 ありがとうござ
います（あき）
○ルマラヤ錠剤 3 個セット、アムラの粉(DR Amla50g)、ブラフミー粉(DR Brahmi 50g)。こ
の 3 点を購入しました。使用方法等教えてください。よろしくお願いします（6 月 13 日、M
さん）
★お問い合わせ頂きありがとうございました。摂取の仕方は下記です。 ルマラヤ錠剤は 一
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日２回、１～２錠。アムラの粉(DR Amla50g)は一日２回、食事の前、空腹のときに、小さ
じ半分から１杯をあたたかいお湯にとかして、ハチミツなどで甘みをつけて飲んでくださ
い。ホット・ミルクに溶かして飲んでもいいです。ブラフミー粉(DR Brahmi 50g)も同じで
す（あき）
○商品届き、早速試してみたところ感動です。ありがとうございます（^人^） アビアンガ
オイルの使用は、入浴前と入浴後どちらでもよいのでしょうか？ 塗ったまま長くおくと、
老廃物がまた体内に戻ってしまう為、入浴前が良いと聞いた事があるのですが、お店の商
品によって違うのかしら？(*^^*)（6 月 13 日、K さん）
★インドでは一般的にトリートメント後にオイルは洗い流すようです。 （ばるだ）
○はじめまして。アユールヴェーダのオイルマッサージを受け、とても興味がわきました！
身体に良いものを自分、家族にも使用していきたいと思い、色々と購入して、どれが合う
か試していきたいと思います。よろしくお願いします(^^)☆（6 月 12 日、C さん）
○いつもありがとうございます。 ブラフミーを飲んで、30 分くらい歩くと心臓がチクチク
すると言うのですが、そのような副作用があるのでしょうか？他には薬は飲んでいないそ
うです。わかれば教えて頂けますでしょか（6 月 10 日、K さん）
★心臓がチクチクですか？今まで聞いたことは無いですね。 もし気になるようでしたらア
ーユルヴェーダの医者に聞いてみるのをお勧めいたします。 気になるようでしたら 1 度ス
トップするのも良いかもしれないですね（あき）
○こんばんは。お世話になります。昨日無事に 2 度目の荷物が届きました〜！お陰様で、
今度は粉も爆発せずに届きました。開けてビックリ、沢山の素敵なオマケ、ありがとうご
ざいます。大切に使わせていただきます。 今後とも、サフランロードさんを応援させてく
ださい。これからもよろしくお願いします。 この度は親切丁寧なご対応本当にありがとう
ございました（6 月 10 日、H さん）
★到着のご連絡を頂きありがとうございました。 無事に到着して良かったです。 おまけも
お楽しみ下さいね。 こちらこそ今後とも宜しくお願いいたします（あき）
○やっと今日受けとりました。ありがとうございました。 バルダさんの日本語の上手なの
にはびっくりしました。漢字も上手ですね！ おまけに目薬までありがとうございます！そ
の他いろいろ入っていて嬉しかったです。 私、動物病院でもらう目薬がどんどん強い目薬
になってしまってネットで、たまたまサフランロードを見つけて、ここに懸けてみようと
神にすがる思いで注文しました。届く日にちがかかるとはメールで伝えて頂いたのですが、
もしかしたら少し早く着くのではないかと毎日ポストを見たり郵便配達の人が来ないかと
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待ちに待って、少しでも愛犬の目がが楽になればとそんな思いでの生活でした。 初めての
買い物でインドからだし不安になってしまいメールしてしまいました！ 犬を愛し過ぎて
の行動を許して下さい。今日受け取って箱を急いで開けて目薬つけてあげました。 それで
お聞きしたいのですが目薬の方は、未開封も開封も冷蔵庫に入れた方がいいのでしょう
か？目薬は１日何回くらいつけていいのか？それもお聞きしたくてメールさせて頂きまし
た。 お忙しいでしょうが返事お待ちしてます。よろしくお願いします
★目薬の保存ですが、常温で、冷蔵庫には入れないほうがよいです。 点眼の回数は、標準
で 1 日 2 回ですが、症状がひどい場合には、 点眼回数を増やす（1 日に 4 回くらい）と、
説明書にあります。 ワンちゃんの目の助けになるとよいですね（ばるだ）
○いつも素晴らしい商品をありがとうございます。最後の 1 個が開封済みのため、先に 10
個送っていただき助かりました。ありがとうございます。 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）
★ご返信、ありがとうございます。カトラミデ目薬、入荷しましたのであとの 10 本も数日
中に発送いたします（ばるだ）
○本日 下記の商品が無事届きました。 キャンディとオーガニック・ティーのプレゼント
もありがとうございます。 さっそく 開封してプラスチックの蓋を 手の甲に軽く押し当
てたところ、 爽やかな香りのベールに包まれているような感じになりました 香水はもと
より濃縮したエッセンシャルオイルも苦手な私ですが、この香りなら 大丈夫そうな気が
します。 それから、布袋のパッケージ、庄司さんの文字や筆跡も含めて いたく気に入り
ました。 小物入れとして実用させていただきます♪

この度は ありがとうございました

（6 月 8 日、T さん）
★サンダルウッドのエッセンシャルオイルを気に入っていただけたようで、私もうれしいで
す。お楽しみくださいね。 私はこのオイルが世界一だと思っておりますから、お使いにな
ってみて、また何かご感想などあれば、ぜひお寄せください（まじゅ）
○黒ごま使用のアビヤンガオイルを探していて、こちらに辿り着けました！楽しみにして
います（6 月 1 日、K さん）
○こんにちは！いつも丁寧、迅速な対応をありがとうございます！ それでは、さらにシル
クシャインをもう一つ追加でお願いいたします。 昨日、娘が虫にさされてすごく痒がって
いたのですが、沙羅双樹クリームを塗ってあげたら、一日で治ってしまいました！ それで
は、料金など詳しい情報がわかりましたら、またご連絡頂ければ、と思います（6 月 6 日、
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F さん）
★沙羅双樹クリームやカイラシュ・クリームを虫刺されややけど、切り傷のときにすぐぬっ
ておくと安心です。また、カイラシュ・クリームは日焼け止めや普段の保湿に、わたしも
愛用しています（ばるだ）
○いつもお世話になりありがとうございます。今年は更に日差しが強く感じます。日焼け
止め、もっと早く注文すべきだったと後悔しております。御手数お掛け致しますがよろし
くお願いいたします（6 月 6 日、N さん）
○前回はニームのプレゼントありがとうございました。丁度風邪を引いてしまい、喉が炎
症起こしたので飲んでみたら、翌日には良くなり、病院に行かずにすみました！。ニーム
素晴らしいですね。今回もう一個注文しました（6 月 5 日、T さん）
○薬事法・・そうでした、サプリメント等、効果を言う事は禁止でしたね💦 シラジットも
読ませて頂きました。良さそうですね。感想を読むと色々欲しくなってしまいますが、1 番
実感出来るものが人それぞれなのでしょうかね？ １つづつ飲んでみて、自分に 1 番合うも
のを探してみます。 粉は瓶に移したら、湿度の高い日本だと冷蔵庫に入れるのが良いでし
ょうか？ ありがとうございました^_^（6 月 5 日、Y さん）
★乾燥した冷暗所に保存してください。カビが生えてこないように、ということです。場合
によっては、保存剤などを入れてもよいかと思います。もちろん、何も入れないで保存で
きれば、それがいちばんです（まじゅ）
○お世話になっております。お願いしました商品は、一昨日到着いたしました。 ありがと
うございます。目薬もお送りいただき感謝しております。 目薬はサフランロード様の一番
人気商品なのですね。

お医者様に勧められたニルドーシュの購入から始まりましたが、

アーユルヴェーダ製品にはまりつつあります。前回購入しました歯磨き粉も 磨いた時の爽
快感と、何よりも様々な添加物が少ない点が安心で気に入りました。 トリファラも胃腸が
すっきりしない時にとてもよく効きます。こちらも自然のもので 出来ているお薬なので嬉
しいです。

ルマラヤは早速使い始めました。少しですが肩の痛みが和らいできた感じが

しま す。（6 月 5 日、N さん） ★カトラミデはサフランロードのベストセラー商品です。
歯磨き粉も自然ですから、安心ですね。トリファラは私もよくとっているサプリです。 ル
マラヤは、とくにフォルテがよく聞いているように思われます（まじゅ）
○いつも大変お世話になっております。おかげさまで以前より体調も良く過ごせています。
神経科の医師なのですが、アーユルヴェーダの勉強も始めました。感謝申し上げます（5 月
29 日、I さん）
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○いつもありがとうございます。孫のアトピーが見違えるようにキレイになりました。シ
ラジットを自分から飲んでます。皮膚科の薬は飲んでいません本当にありがとうございま
した（5 月 9 日、A さん）
○今飲んでいるハーブ（ニーム、シャタバリ、アムラ）で血管年齢が実年齢より１８歳も
若返って、わたしも保健婦さんも驚きました（５月７日、S さん）
○コカムはうまい。コーヒーに入れてます。また宜しくお願いいたします。（5 月 6 日、T
さん）
○先日注文した商品が昨日無事手元に届きました。まだ効果はわかりませんが、続けて試
してみたいと思います。届いたばかりですが気になるものがまだあり、また注文したいと
思います。インドのものは興味深いものが多く、ホームページを見ているだけでも楽しい
です。これからもよい商品（特にオーガニックのもの）をたくさん紹介いただけると嬉し
いです。よろしくお願いいたします。（5 月 3 日、M さん）
○ニーム・トゥルシ石鹸、とても良い香りで気に入りました！洗い上がりもさっぱりしっ
とりです。あまりにも良かったので、ほかの石鹸も試してみたくなり注文しました。楽し
みです。よろしくお願いします。（4 月 26 日、K さん）
○シャタバリを飲み始めてから生理前の不安定や体調不良がかなり楽になりました♪ 更
年期世代なので続けていきたいです。（4 月 24 日、Ｙさん）
○ちなみに今息子がブラフミーを取り始めました。毎朝食卓に置いていますが毎日欠かさ
ず飲んでいるとこを見ると良いみたいです。私は飲むとすぐにわかります。頭の中がシャ
キーンとします。できればいちにちでも早く商品が届くことを祈っています。
（4 月 21 日、
I さん）
○前回注文したシャタバリとアシュワガンダ、飲み始めて１０日ぐらいで効果がでました。
寝起きが良く、疲れにくくなったと思います。今回はお通じも気になるので、トリファラ
もお願いします。（4 月 18 日、H 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。 今後ともよろしくお願
いいたします。（4 月 14 日、H さん）
★目薬がお役に立って良かったです。（あき）
○歯磨き粉！！これは好みです！！ハーブ＆スパイスの効果か口内が暖かくなり気持ちが
いいです。なにより歯磨き後もさっぱりすっきり感が継続するのが素晴らしい！ 一日使っ
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てみて口臭も軽減されたような気がします。インドハーブ恐るべし！（4 月 6 日、Ｔさん）
★歯磨き粉のすっきり感最高ですよね。口臭も軽減されたなんて素晴らしいですね。自然の
力は素晴らしいですね。（あき）
○イタリアに１月から３月初めまで行っていて(荷物減らさなくてはいけなかったため)サ
プリ持参できず。 空気が乾燥していて、小ジワが日々目に見えて増えていき焦りました。
帰国してサフランロード生活復活！ 沙羅双樹たっぷり、サフランデュでカバー、小ジワも
少しづつ回復！ ツヤがでてふっくら。鏡を朝見る時自然に笑顔になります。ありがとうご
ざいます！（４月５ 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。サンダルウッドの石鹸も洗顔後手に残った香りが最高
にいいです！チャンダンの香りが好きな人にはたまらないと思います。インドから布を縫
って作られた袋で梱包された小包が届いた時は何とも言えず感激でした！また目薬を購入
しようと思い、いろいろ見ているうちにシラジットがとても気になり購入しようと思いま
す。実は 1 年半ほど体調が悪く歩行困難でしたが、ようやく快方に向かっている今とても
自分に必要なものじゃないかと思うのです。銅のカップも注文してみます。これからもア
ーユルヴェーダパワーにお世話になりたいと思います。よろしくお願い致します。（3 月
31 日、I さん）
★インド目薬は面白いですよね。体が元気に過ごすことが出来るとよいですね。自然のパワ
ーは素晴らしいです。（あき）
○今朝早速モリンガ粉を飲んでみました。新たな元気をいただいたという感じがします。
おまけでも一袋入れて下さり、嬉しいです！この冬、沙羅双樹クリームに肌を守ってもら
えて、とても助かりました。しっとりだけどサラッとして、香りもすっきりで、とても心
地よいです。（3 月 29 日、T さん）
★沙羅双樹クリームがお役に立ったようで良かったです。 もりんがパワーも実感されたよ
うですね！（あき）
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○沙羅双樹クリームとシャタバリを注文してから毎日使用しています。どちらが効いたの
か分かりませんが少しお肌が綺麗になったように思います。シャタバリも生理時に大変良
かったです。続けてみたいと思います。（3 月 24 日、S さん）
○初めて注文します。最近加齢のためか体中あちこち不調です。個々の不調に対症療法的
薬剤を処方され長期連用していますが治りません。良くなったと思うとまた悪化の繰り返
しです。はちみつ目薬を調べていてこちらにたどり着きました。一つ一つ商品説明を見て
不調に対応するものがいろいろありましたので、試してみたいと思いました。よろしくお
願いいたします。（3 月 24 日、M さん）
★わたしの経験では精製した塩や砂糖をやめ、天然のものを使うようにするだけでも、体調
に変化がありました。またアーユルヴェーダの品は、自然のものなので、副作用がありま
せん。日ごろから気をつけて、重篤な病を避けたいものですね。（ばるだ）
○いつもお世話になり感謝しています。お陰さまで家族みんなの疲労感は軽減し、長引い
た咳や痰も治りました。家族で飲むので大量に頼んでしまいますが、本当に助かっていま
す。物忘れ対策を忘れるくらい、忘れっぽいので追加でお願いいたします。（3 月 22 日、N
さん）
○いつも色々なおまけを付けて下さりありがとうございます。スパイスから作る本格マサ
ラチャイの美味しさにハマっております。それでトリファラカプセルについてお聞きした
い事があるのですが、前回トリファラパウダーを購入させて頂き、便秘解消に大変効果が
あった為、 今回はトリファラカプセルを注文させて頂きました。（どうしてもあのお味に
は慣れず…） そしてホームページに記載してあった通り、食事の時に摂取しているのです
が、パウダーの時のような効果はなく、便秘にもなかなか効果が出ません。やはりパウダ
ーの方が効きが良いのでしょうか？お手隙の時で結構ですので、ご回答頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。（3 月 19 日、Ａさん）
★オーガニックのカプセルの件ですが、オーガニックで育てられているハーブはきちんと整
えられた土地での栽培になります。普通のオーガニックという名の無いハーブは、自然の
力の中で自生しているハーブです。自然の中の土地で元気に育っている野性のハーブの方
がハーブの効能としてはパワフルに感じます。どちらがお好みかによりお選びいただくこ
とをお勧めいたします。（あき）
○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１
１日、S さん）
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○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）
○このところ家族の不調が続いているため、いろいろ試させていただいております。効果
があるようなので、家族皆で飲んでおります。今後ともよろしくお願いいたします。（3 月
１日、N さん）
★ご家族でハーブをご愛用頂きありがとうございます。家にハーブがあると心強いですよね。
（あき）
○お久ぶりです やはりシラジツトがないと生きていけません 宜しくお願いいたします
（３月１日、Y さん）
★シラジットなしでは生きて行けなくなったんですね！！ハーブが役に立ってよかったで
す。（あき）
○アロエヴェラジェル、シャタバリ、シルクシャイン、カイラシュクリームの感想 アロエ
ジェルはリピート決定です。秋ごろはじめて口コミをみて一つ試しに買ってみたら余計な
ものが入ってない上に、使用感はべたべたせずさらっと仕上がり、手持ちのクリームやオ
イルなどを少量まぜて顔につけるとしっとりもちもちが朝まで続いて、とても気に入って
いましたが先日なくなり、次注文するまでの間別の日本のドラッグストアにある普通のジ
ェルを使っていました、そして３個セットを注文したのが届いて、またつかってみたら、
やっぱりこっちが良いと実感がわきました。今回の３個セットは友達にもおすすめして分
けてあげました。アロエヴェラ仲間を広げていこうと説明書の訳もつけてあげて良さを力
説しちゃいました。友達はパーマの髪につけるつもりのようです。もっと以前から使って
るシャタバリはホルモンバランスによって出始めた不調、重だるさなどを軽やかになくし
てくれました。これも当然リピートです。みなさんにぜひ使ってほしいです。もうひとつ
のリピートはシルクシャインで、アジアっぽくない素敵な香りのインドのハーブシャンプ
ーは唯一これだけな気がします。私は他社のハーブシャンプーに使われているインドの独
特のお花の香りが苦手でしたので、そういう人にはぴったりかも。使用感もしっとり、ふ
わっと、つるっとなめらかに、まっすぐになりますし。まとめ買いです。あとカイラシュ
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。たまにおまけに入れていただけてとてもうれしい一品です。しばらくアーユルヴェー
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ダの本をたくさん読んで実践したりしていますがとても素晴らしいなと思います。海外の
品なので届くのには時間がかかるけど、決して遅い対応でもなく、梱包もしっかりだし、
記入もたくさんあって大変そうですが、とても丁寧にやっていただけて信頼できるなと思
います。安心して注文できるのでありがたいです。今後も良い品紹介していただけるのを
楽しみにしています。（2 月 21 日、A さん）
★大変ためになるご感想をお聞かせ頂きありがとうございました。私もアロエヴぇるジェル
は家族で愛用しております。結構万能だし使い心地が良いですよね。インドのハーブシャ
ンプーシルクシャインもすばらしい香りですよね。カイラシュクリームもかなりの万能で
すよね。インドにはたくさん面白いものがありますね。喜んでいただけてうれしいです。
（あき）
○ヘナシャンプーは年頃の娘も使っているお気に入りです！催促されてたので、なくなる
前に届いて良かったです！（2 月 20 日、N さん）
★娘さんお気に入りのヘナシャンプーが間に合って良かったです！気に入って下さりうれ
しいです。（あき）
○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）
★わたしも、カトラミデ目薬を毎日 1 回使っています。M さんもおっしゃるように、カトラ
ミデは使用後顔がよごれます。カトラミデの使用説明書にも、点眼したあとは顔を洗うよ
うにと書いてあります。涙に混ざって、老廃物がけっこう出てくるためだと思います。こ
れは、カトラミデがそのように、目をきれいにする効果のあるように作られているからで
す。かなり顔がよごれるので、出先などで気軽に点眼するわけにいきませんよね。トリフ
ァランジャンも、さすとけっこう痛い点では似たような目薬ですが、カトラミデほど顔が
メトメトにはならないです。サフランロードでは 4 種の目薬を紹介していますが、どれが 1
番よいとか、効果があるかは、人によってさまざまだと思います。ご自分で使ってみてよ
い感じの目薬をしばらく試して、お決めになればよいと思います。わたしの場合は、もと
もと近視で、最近は老眼がかってきたため、近くも遠くも見えにくく、目が疲れた感じに
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なります。朝起きたとき、すぐにカトラミデをさすようにしてから、1 日目のことがあまり
気にならなくなりました。（ばるだ）
○日本ではなかなか良いカジャルが手に入らないので、とても嬉しいです。丁寧な梱包に
も感謝です。うまく使いこなせたら、またお願いしたいと思います。（2 月 2 日、T さん）
★インドのカジャルを思う存分お楽しみくださいね。（あき）
○コルダービンはほんのり甘味があって大変気に入っています。心なしかお通じも快調で
す。（1 月 28 日、S さん）
★コルダービン気に入って下さり嬉しいです。（あき）
○無事にはるかインドより到着しました。マサラボール素晴らしいですね！さっそく ホー
ムページを参考にお米でお掃除してますがすでに楽しいです。一緒にオーダーしたスパイ
スはもちろんいろいろ擦ってみたくなります。（1 月 23 日、A さん）
★マサラボールで美味しいマサラ作って下さいね。（あき）
○Dr.カディワレのシラジットはとても良いです。今までは自分のために飲んでいましたが、
今回は 83 歳の母のために購入します。飲んでみて急に元気になっているので。 配送時間
帯はいつでも大丈夫です。よろしくお願いいたします。（1 月 21 日、T さん）
○2 回目の利用をさせて頂きます。ハーブのお陰で今年の冬は風邪をひかず、寒さにも強く
なりました。これからも宜しくお願いします。（1 月 19 日、K 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）
○初めてのアーユルヴェーダ目薬で痛みが心配でしたが、思ったよりも我慢できる痛みで、
痛みがひいた後は今までに感じたことのない爽快感が得られて大満足です。クリームが半
分離？状態で水っぽかったのにはびっくりでしたが、肌はつるつるになるのでよかったで
す。使いきりましたら、また是非注文させていただきます。この度はありがとうございま
した。（1 月 9 日、T さん）
★インドの目薬は爽快感が素晴らしいですよね。沙羅双樹クリームはどうしても水分が分離
してしまいます。混ぜながら使ったり色々と工夫して下さいね。私は水分を化粧水のよう
に使っております。（あき）
○先程荷物が無事に届きました。今日ちょうどカトラミデが無くなったところだったので
ビックリです。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
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のをありがとうございます。それから、早速沙羅双樹クリームを使ってみましたが、すご
く良いですね！1 回目からハリが出て、これは違うぞと感じています。また追加で注文入れ
されていただくことになりそうです。クリームに戻す方法があれば良いのですけれどね。
最初ビックリしましたが、説明書きのページを読んで納得いたしました。他もいろいろ試
させていただきますね。すごく楽しみです！（12 月 30 日、I さん）
★カトラミデ気に入って頂き良かったです。沙羅双樹クリームも素晴らしい商品ですよね。
私は水分は別に取っておいて化粧水として使っています。残りのクリームは自分で混ぜて
使っております。（あき）
○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）
★ニルドーシュはお医者様に薦められたんですね。自然の物は素晴らしですね。（あき）
○沙羅双樹クリーム、サフランデュークリームもう手離せません。今回頼んだカイラッシ
ュクリームも使うのが楽しみです。（12 月 22 日、I さん）
★沙羅双樹クリームなど気に入って下さり嬉しいです！（あき）
○コルダービンは、仕事場で皆で飲んでいます。身体が温まり、良い香りでホッと致しま
す。モリンガ、初めて頼んでみました。健康で過ごしたいと思います（12 月 17 日、K さん）
★コルダービン皆様でご愛飲頂き嬉しいです。（あき）
○今回もありがとうございました。箱を開けたら、何とも言えない爽やかな香り。ブラフ
ミーオイルのレモングラスの香でしょうか、ココナッツオイルベースだけに物の見事に固
まっていましが・・・。体温で温めながら使っていこうと思います。カトラミデのギフト
本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。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。サフランタイラム、以前購入した物
がなくなって依頼、アビヤンガオイルを使っていたのです。サフランタイラムの方がさら
っとしているのですね。久々に使って違いを実感。でも、朝起きた時の肌のむっちり感は
どちらも凄い、若干アビヤンガオイルの方が保湿力があるような気がします。アヌラタイ
ラオイルはもう手放せません。炎症が酷い時はものすごく沁みて、正直挿すのがイヤだな
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と思うのですが、挿していると薬局で出される点鼻スプレーなんかより格段に治りが良い
です。現在販売中のシュリ・シュリ・アーユルヴェーダの方も好きなのですが、ナガルジ
ュナ製は今後入荷予定はありますか？少し、使用感が重めですが、とても好きなお品でし
た。今の乾燥の強い時期にまた使ってみたいです。最後にのど飴、おまけもありがとうご
ざいます。トゥルシ＆レモンも出たのですね。どんなお味か、楽しみです。今回も素敵な
お品物をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。（12 月 15 日、K
さん）
★カトラミデは私も 1 日に数回点眼したりしております。ワンちゃんも好きだったんですね。
アヌタイラも大活躍されているようですね。ナガルジュナのアヌタイラは空輸中にどうし
ても漏れてしまう為に取り扱いを止めました。（あき）
○ニームを使って 3 日後ぐらいから 30 年来のアレルギー性鼻炎が治りました。息子 2 人も
アレルギー体質でのアレルギー性鼻炎、手のアトピーなどもよくなっております。 とても
うれしいです。ありがとうございました。(12 月 14 日、H さん）
○ターメリックを塗る療法も紹介し、また自分にも塗りました。耳たぶの膿が減ってきて
びっくりしてます。それと以前送っていただいたサフランですが、母ともどもとっても気
に入ってます。お湯に溶かして飲んだりしてます。インドアーユルベーダというのは、ほ
んとにすごいと思います。今回送っていただいたモリンガもなにかいいようです。（12 月
11 日、T さん）
★サフランも気に入って頂き良かったです。本当にアーユルヴェーダは面白いですよね。自
然の力は計り知れないですね。（あき）
○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。主人が歯茎の調子が悪いとの事で今回はオーラルケアの商品も購入します。よ
ろしくお願いします。（12 月 10 日、K さん）
○前回お願いした、サフランタイラムは肌馴染みが良いうえに、少ない量で朝起きるとも
っちり、しっとりしています（12 月 4 日、K さん）
○商品が 2 日前に届いたばかりですが、追加注文させてください！沙羅双樹クリームのお
かげで慢性湿疹の痒みが軽くなり、カイラシュクリームのおかげでずっと悩みだった背中
ニキビが薄くなってきました。このまま治ってくれるかも！と思うとうれしくなってきま
す。サフランロードさんありがとうございます^_^（12 月 4 日、U さん）
★クリームがお役に立てて良かったです。自然の力は素晴らしいですね。（あき）
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○コルダ―ビン、飲みやすいですね。会社に行く時にポットにつめて持参しようと思いま
す。（12 月 4 日、H さん）
★コルダービンで温まって下さいね。(あき)
○貴社のサフラン、シナモン、カルダモン、本当にいい香りがします。料理に使うのが楽
しみです。それから、おまけ、いつもありがとう！（11 月 29 日、H さん）
★スパイスの香りは最高ですよね。 美味しいお料理を作ってくださいね。（あき）
○シャタバリを愛飲しているお陰か、いわゆる更年期障害というものを感じる事なく過ご
しております。モリンガも加えて、更に体調管理に役立ていきます。
（11 月 29 日、H さん）
★シャタバリ素晴らしいですね！（あき）
○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）
★色んな治療法がありますものね。 ご自分にあった治療法が見つかる事が 1 番素晴らしい
事ですよね。（あき）
○近頃急に寒くなり、うっかり風邪をひいてしまいましたが、インドハーブのおかげで回
復が早いです。ごく軽いアレルギーがあるので風邪をひくと咳が長引くのですが、常日頃
からリコリスを摂っていたせいか快適です。また注文させて頂きます。（11 月 12 日、S さ
ん）
★インドハーブで元気に過ごす事が出来て良かったですね。自然の力は偉大です！（あき）
○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）
★万能のクリームは我が家でも大活躍です。（あき）
○さっそくですが、コカムを顔全体に塗り込んでいます。ものすごく乾燥していて、こわ
ばっていたのですが、塗れば塗るほど肌が柔らかくなって、あー気持ちい、あー気持ちい
と言いながら塗ってます！本当に気持ちよいしっとり感です(*´-`)（11 月 7 日、T さん）
★コカムのご感想お聞かせ頂きありがとうございました。コカムの大活躍の時期ですね！！
お肌も喜んでいる事でしょう。（あき）
○ヨギソープは香りもよく、気持ちがほぐれて良いソープです。（11 月 1 日、N さん）
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○シャタバリとアシュワガンダはとてもよかったです。この２つ飲んでいると 40 代半ばで
も色々と元気に過ごせます。またよろしくお願いいたします。（10 月 31 日、H さん）
★インドハーブで元気に過ごす事が出来て良かったです。インドハーブはパワフルですよね。
（あき）
○こちらは急に寒くなり、温かいチャイが美味しい季節になりましたココナツジャグリも
活躍しています。（10 月 30 日、Y さん）
★チャイのおいしい季節ですね！ ココナッツジャグリーご愛用頂きありがとうございます。
（あき）
○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）
★カトラミデのご感想をお聞かせ頂きありがとうございました。カトラミデの感覚は不思議
ですよね。私は点眼後の爽快感が大好きです。（あき）
○沙羅双樹は、肌にハリが出る感じがして、サフランデュークリームと共に気に入ってい
ます。 品物の到着を楽しみにしております。（10 月 28 日、H さん）
○いつもありがとうございます。おまけでハーブの 4 種類入りのなかにシナモンが入って
おりあまり好きではなかったシナモンが美味しくてとっても好きになりました。できたら
商品化して販売してください。（10 月 27 日、T さん）
★シナモンを気に入って下さってありがとうございます。 下記のページで販売しておりま
す。 http://saffronroad.net/india_spice/cinamon.html（あき）
○いつもお世話になっております。８４歳の姉が貴社のシャンプーを使って大変良いと購
入を頼まれました。私も気に入っております。今後ともよろしくお願いします。（10 月 27
日、N さん）
★シャンプーの方気に入っていただけて良かったです。 インド商品は面白いですよね。
（あ
き）
○本日、到着しました。布に包まれて、手縫いで口が閉じられており、感動しました。 開
けた途端に異国の香りが・・。チャイや飴まで入れて下さりありがとうございました。 早
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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！ 歯も磨いてみました。この味、好きです。ただ残念なことに、沙羅双樹クリームが分
離していました。水が出てモロモロ状態に・・。これは、どうしたらいいでしょうか？（10
月 23 日、K さん）
★カトラミデは爽快感が最高ですよね。歯磨き粉も気にいっていただけて良かったです。沙
羅双樹クリームの水分は大変良い物ですのでお使いになる時に混ぜてお使いになるか、水
分のみを化粧水のようにお使いになったりしてみて下さい。私はいつも化粧水として使っ
ています。（あき）
○薬を飲んでいたので、インドのサプリをとめていましたが又、復活したいと思います。
ブラフミーを最近、飲み出したら、頭が冴えたみたいで気持ちがいいです。（10 月 23 日、
A さん）
○商品無事届きました。アムラなどおまけありがとうございました。ハジモラ、これをイ
ンドの子供達が食べてる、その環境をうらやましく思います。たいへんな効果です。ちょ
っとした頭痛など不調がなくなります。コルダービン、すばらしい。落ち着いてぐっすり
眠れて。温まるのがいいのでしょうね。タング・クリーナー、これなしではやってゆけな
いくらいです。舌の苔のとれかたが全然違います。今回 2 つ父母に買わせていただきまし
た。気に入ってくれると思います。チャイ、これもからだがポカポカして、ぐっすりです。
黄色の頭痛に効くクリーム、アムルタンジャン、気に入りました。母は気に入りまくって、
とる量が多いので注意したくらいです。 おまけでいただいたコフレットアメ、これもいい
です。次はこれも注文したいです。以前買わせていただいた赤い歯磨き、やにもとれてる
感じで好きです。インドの人は歯がとっても白いですね。納得です。アムラ、朝イチで飲
みます。イライラが消えるように思います。目薬セット、トリファラジャンとアイトーン
を使いました。アイトーンは大人にもとってもいいと感じました。 コカムバター、これを
カレンドゥラクリームとギーに混ぜて使いました。いいように思います。 いただいた香辛
料も混ぜてみたいと思ってます。なにしろ香辛料の効果もすごいと感じてますから。アヌ
タイラ、気に入ってて寝る前に鼻に入れるとぐっすりです。またお願いいたします。 最高
の商品を取り扱ってくださり感謝です。ありがとうございました。（10 月 23 日、T さん）
★今からの時期はコルダービンやチャイの美味しい季節ですね。我が子たちもハジモラは大
好きで食べ過ぎてよく下痢になったりしています。私も毎朝タングクリーナー無しでは気
持ちが悪い感じです。（あき）
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○カトラミデがメインの注文でしたが、サフランデュークリームを早速塗ってみたら……
良いですねぇ(笑)自然な感じの良い香りでベタベタせずしっとりします。これもお気に入
りになりそうな予感です。（10 月 21 日、M さん）
★サフランデュークリーム気に入って下さって良かったです。自然成分は安心して使えます
ね。（あき）
○母親にも、シラジット・アシュアガンダ・ブラフミーを飲んでもらっています。８０近
い年ですが、少し元気になってきたような。。。継続して飲んでいきたいでてす。 また、
私は夜になると原因不明（疲れやストレスかも）の蕁麻疹がよく出ていたのですが、 ニー
ムを飲むとおさまります。瞼と唇の腫れや、痒みはすっかりよくなりました。今年の春先
から肌のトラブルでスキンケアは何を使ったらいいのか困っていましたが、インドの クリ
ームにたすけられています。（10 月 18 日、O さん）
○いつもありがとうございます。そろそろコカムが恋しい季節になりました。またお願い
します。ブラフミーもシラジットもいいみたいです。モリンガも楽しみにしています。（10
月 17 日、T さん）
○白檀粉の香りはとても優しく品があり、うっとりしますね。顔にパックしたらしっとり
します。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。ニーム・トゥルシ石鹸は凄
くさっぱりして、肌はしっとりさらさらです。アーモンドローズもレモングラスもうっと
りする香りです。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。 シルクシャインはまだ使っていませんが楽しみです。どれも質の良い商品で大満足
です。 また他の商品も購入させていただきます。（10 月 8 日、K さん）
★白檀粉は素晴らしいですよね。ニルドーシュも面白い商品ですよね。私も石鹸の香りは大
好きです。インド商品お楽しみ頂けている様で嬉しいです。（あき）
○いつもありがとうございます。プレゼントもありがとうございました。ともかく感動し
てます。いろいろと劇的な効果をもたらせくれてます。これからもよろしくお願いいたし
ます。（10 月 7 日、Ｔさん） （Ｔさんはいつも、使った製品の感想を書いてくださいます。
先回も、おまけのハジモに「おまけでいただいたチャイやアメやタブレットもすばらしか
ったです。どうもありがとうございます。ニームタブレットのほかに、紫色の小さな袋に
入ったタブレットもおまけでいただきましたが、飲んだらあつくなって元気になりました」
と書いてくださいました）
★アーユルヴェーダ製品、気に入っていただけてよかったです。今回はコルダービンやタン
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グ・クリーナー、チャイをつくると美味しいタージマハル・ティーなどもご注文いただき
ました。またぜひ、ご感想をお聞かせください。ハジモラのご注文、ありがとうございま
す。（ばるだ）
○先月送っていただいた商品を楽しみながら毎日使っています。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。またシラジットとシャタバリは毎日寝る前にの
んでいますが、朝弱い私がすっきりと目覚められ、体調も良いです。
（１０月７日、T さん）
★カイラシュクリームは素晴らしいクリームですよね。シラジットもシャタバリもご愛用頂
き嬉しいです。 （あき）
○石鹸 とっても体にいい感じがします。溶けにくいのでリピします。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。ヨガをやっていて、ジャパマーラが欲しくて、すでに１
２mm を購入し、糸もジャパ用に自分で作り変えたんですが、大きい！ 長い！ ジャパす
るにはいいのですが、後一つの６mm。買っときます。以上、お願いします。（10 月５日、K
さん）
★石鹸気に入ってくださり良かったです。目薬の爽快感は病みつきになりますよね。アーユ
ルヴェーダ商品は面白いです。（あき）
○他のハーブ類も飲んでいますが、やはり私にとっては、｢何はなくとも、シラジット｣で
す！ これからも､よろしくお願いいたします。（10 月 4 日、さん）
★シラジット後愛用頂きありがとうございます！！すばらしい自然の恵みですよね。
（あき）
○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。石鹸、香りがとても良く洗い上がりがさっぱりして気持ちが良いのでリピートし
ます。前回おまけで付けて下さったクリームが肌荒れに良かったので家族の分も購入しま
す。 いつも届くのが楽しみです。よろしくお願いいたします。（10 月 1 日、N さん）
○毎度、お世話になります。ハーブを飲み始めて一か月。体調がだいぶととのってきまし
た。 ありがとうございます。（9 月 28 日、O さん）
★インドハーブが健康のお役に立てて嬉しいです！！（あき）
○母姉と共に、アシュワガンダとブラフミーのお世話になっており、元気に過ごしており
ます。先日、義兄が 風邪から喘息の咳が出たのでアシュワガンダをすすめたところ、咳
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の症状が緩和されまたそうで続けて飲んでみようと思ったみたいです。また、リコリスが
気管に良いとの事で今回 初めて頼んでみました。最近 今いる猫が元気なのですが時々
咳をするのでアシュワガンダの粉を与えてみようと思い注文致しました（9 月 26 日、K さ
ん）
○みなさんのコメントが役に立ちましたので、私のコメントがどなたかのお役に立てば 嬉
しいです。さて、５月の連休頃から ブラフミー、シャタバリ、アムラ、ニーム、アシュ
ワガンダを各小さじ１、シラジット小さじ 1/4 を日に朝、夕２回飲むようにして４ヶ月た
ちました。最初は、苦いと思いましたが、健康のためなら飲めるタイプなので今は大丈夫
です。 劇的な変化は無いのですがひどいアトピーの痒さが軽減されていること、更年期に
さしかかり、生理不順が収まって、ゆるーく終わりに近づいてくれてる感じです。 便通は
もともといいのですが、更によくなっているのはインドハーブの力だと思ってます。 石け
んで洗うのをやめ、ニーム、ブラフミー、アムラ各小さじ１をひよこ粉大さじ２−３ と混
ぜ、肌に塗り その上から安いヨーグルトで全身洗い、お風呂上がりにココナッツオイル
や curing をしたごま油を塗るだけでアトピー肌がしっとりしてきました。かき傷後や色素
沈着はまだまだですが、これからの乾燥の季節にどうなるか様子をみてまたレポートした
いと思います。（9 月 22 日、E さん）
○バルダさ〜ん。 ちょっと、戸惑い！！真っ白だった髪が、ごま塩になってきてしまいま
した。雰囲気が変わってしまい、ちょっと戸惑っています。髪は、真っ白のままで良かっ
たかな〜〜〜。でも身体は、若返っているのでしょうか？？？？ちょっと複雑・・・・・。
（9 月 20 日、Y さん）
★Y さん、他の方からも、白で気に入っていた髪が、ごま塩になってきて困惑している、と
いうご感想をいただいたことがあります。ハーブも、なかなかですね！ （ばるだ）
○（シャタ・ドルタ・グルタム）妹が顎にきびに使ったらすぐ治ったということで気に入
り注文をたのまれました。ぼくも気に入ってます。ただぼくは料理の油にも使ってました。
問題ないようです（9 月 19 日、T 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。ニームティのうまさもたまり
ません。おまけでいただいたチャイやアメやタブレットもすばらしかったです。どうもあ
りがとうございます。ニームタブレットのほかに、紫色の小さな袋に入ったタブレットも
おまけでいただきましたが、飲んだらあつくなって元気になりました。目薬、鼻薬、耳薬、
どれもお気に入りです。めぐり会い感謝します。（9 月 17 日、T さん）

22

全てのご感想

○ニームが主人のひどい湿疹に早速効きだしており、大変感謝しております。 ありがとう
ございました（9 月 17 日、S さん）
○前回に初めてサフランロードさんを利用させていただきました。去年スリランカに行っ
てアーユルヴェーダを受けてからトリファラは毎日欠かさず飲んでいたのですが…ネット
で他社で頼んだトリファラよりも断然サフランロードさんの品物の方が良いです。これか
らも利用させていただきます（9 月 17 日、K さん）
○先日、トリファランジャンを注文した H と申します。昨日無事に品物が届きました。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）
★目薬の爽快感は病みつきになりますよね。おまけも喜んでいただけて嬉しいです。
（あき）
○はるばるインドより貴重な品々を送っていただきありがとうございました。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。 またよろしくお願いします。（9 月 15 日、A さん）
★カトラミデの爽快感は気持ちが良いですよね！（あき）
○シラジット…飲んですぐ、なんだかいいなと思いました。二日目ぐらいから力が湧いて
くるのを感じ、身体を動かしたくなりました。 ニーム…具体的には表現できないのですが、
体が欲している感じがします。 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。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）
○オマケで入っていたチャイセット、早速試してみました。もう少し紅茶を入れておけば
もっと美味しかったなぁーと思いつつ、若い頃にアルバイトしていたインド料理屋さんを
思い出しました。 ちなみに質問なのですが、カトラミデを使用した時にちょっとゴロゴロ
する感じがあるのは成分の油分とかによるものなのでしょうか？アイ・トーンは透明なの
に対してカトラミデはかなり色がついているので、様々なハーブのエキスかオイルが混ざ
ってそうですし。涙も黄色というか緑というか、最初はかなり驚きました。販売されてる
チャイセットはカルダモンはパウダーじゃないんですねー。自宅のミルで粉になるかな？
などと思ってますが、多分次回の注文でお願いすると思います。（9 月 15 日、T さん）
★チャイをお楽しみいただけて良かったです。カルダモンは私はそのままチャイに入れて煮
出しますが、粉がよければ見るで大丈夫だと思います。カトラミデはハスの花の蜜が入っ
ているのでねっとりしていて透明ではありませんね。ねっとりしている分、目の中でゴロ
ゴロ感じるのかも知れません。（あき）
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○本日、目薬届きました、ありがとうございます。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）
★目薬はすっきり感が良いですよね。 少しでも良くなると良いですね。（あき）
○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。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）
★カトラミデ、カイラシュクリームと気に入っていただけて良かったです。 自然の恵みは
素晴らしいですね。（あき）
○カトラミデ、しみますねー。でもクセになりそう。カジャルも使いやすいし、最高です。
また注文させていただきます。（9 月 14 日、T さん）
★カトラミデは病みつきになる人続出です！
○作日、届きました。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。シャタバリ、アシュワガンダを早速、飲んで効果はまだ分
かりませんが継続していきます。 クリームも使い小さなイボがあったので塗ってみると、
小さくなっていたので驚きました。（9 月 13 日、T さん）
★目薬と沙羅双樹クリームの効果素晴らしいですね～。 自然の物はパワフルですね。（あ
き）
○いつも、注文を受けてくださりありがとうございます。そろそろかなと、待ってました
ら昨日、商品届きました。おまけもありがとうございます m(__)m 商品の感想ですが、アイ
ラインの、ペンシルとクレヨンタイプ、マスカラは私の顔の構造では目の下につき日常で
は使えそうもありませんでした(笑)前回同様のはけタイプがにじまず良いみたいです。ヘ
ナシャンプーは、洗い心地が良かったです。タオルドライすると、きしんだ感じがします
が乾くと気になりませんでした。以上です。また、色々と使って見たいと思います。あり
がとうございます m(__)m（9 月 11 日、T さん）
★ご感想お聞かせ頂きありがとうございました。 アイライナーなど自然成分だと安心して
使えますね。
○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）
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○アヴィアンカオイル、とても使い勝手が良かったので 二回目の注文となります。 届く
のを今から楽しみにしております。（9 月 8 日、S 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）
★目薬のご愛用ありがとうございます。アーユルヴェーダは素晴らしいですよね！（あき）
○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
♪私はそろそろ更年期に突入する年齢なので、今から飲んでおくと軽く済むと説明が書か
れていたシャタバリを、次回にいただこうと思っています。パートナーが８歳下なので、
いつまでも元気で過ごしたいです(*^^*)（9 月 5 日、S さん）
★カトラミデの爽快感には参りますよね。花粉症にも効果があると良いですね。本当に何時
までも元気に過ごして生きたいものでですね。（あき）
○いつもありがとうございます。 ニームオイルが特に気に入っているのですが、まとめて、
あるいは大きなボトルでの購入は難しいでしょうか？庭の虫対策にニームオイルを混ぜた
水で霧吹きしてます。分離しちゃうのが問題といえばその通りなのですが、農薬と違って、
顔に着いても保湿成分があったり、口に入っても胃腸に良いので、虫対策が楽しくなりま
した。（９月 2 日、H さん）
★ニームオイル楽しんでいただけているようで良かったです。 自然のものは安心して使え
るので最高ですよね。 水物は発送できない決まりがあります。 オイルも小さいのを 1 つ
とかなら大丈夫なようなのでそれ以上は送ることは出来ないのです。 お役に立てず申し訳
ございません。（あき）
○娘は 腸が思わしくなく、 トリファラを飲み始めましたが ニキビが治ってきました。続
けるそうです。又 これからも 宜しくお願い致します。私も 体調すこぶる良いです。（8
月 30 日、T さん）
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★娘さんのニキビが良くなって良かったですね～。 皆様でお元気でいられて最高ですね！
（あき）
○前回アイライナーを注文させていただき、目の刺激やアレルギーも出ることなくなれる
と使いやすいです。思いの他落ちにくいので良かったです。まじゅさんにお世話になり、
３～４ヶ月になりますが、アシュワガンダ・ブラフミ・ニーム・シャバタリ・シラジット・
シラキー等毎日欠かさず飲み体力が回復しまず市販の食器洗剤を使っても、手荒れや爪が
割れなくなったと思います。沙羅双樹クリームは、しわに張が出てきたようです。サフラ
ンクリームはシミが薄くなったような気がします。ハーブも合わせて飲んでいるせいか肌
のトーンが白くなりお化粧、お手入れなど時間をかけず楽になりました。今後ともよろし
くお願いいたします。（8 月 25 日、T さん）
★市販の食器洗剤も大丈夫なくらい強くなったなんてすごいですね。 アーユルベーダハー
ブはパワフルです！ アーユルヴェーダアイラインナーも目に優しいのは嬉しいですよね。
沙羅双樹クリーム、サフランクリームでお肌も元気になったことでしょう。 お楽しみ頂き
こちらも嬉しいです。（あき）
○飲みにくいという理由でしばらくインドハーブから遠ざかっていた神経性腹痛持ちの娘
が、やはりその効き目が恋しいようで、また服用を始めました。トリファラとアシュワガ
ンダがお気に入りです。娘を通じ、私自身改めてインドハーブの効果を確信致しました。
旅行に行く時も、何かあった時のために家族の分まで必ず持ち歩いています。インドハー
ブのおかげでとても心強いです。（8 月 16 日、S さん）
★インドハーブは心強いですよね。 私も家族に何かあったらまずインドハーブ！と思って
色々と常備しております。すごい役に立ってます。（あき）
○送って頂いたアロエのジェルはとても重宝しています。暑い夏でも、さっぱりとして心
地よいです。（8 月 16 日、S さん）
★暑い夏にアロエヴェラジェルが大活躍しているようですね。ご愛用頂き嬉しいです。（あ
き）
○前回、注文したサンダルウッド日焼け止めは肌がしっとり潤いました(^-^)v 今まで色ん
な化粧品を試しましたが、皮がめくれて苦労したのが嘘のよう。 同封してくれていたコフ
レットのアメは喉と鼻がとてもすっきりしました。有難うございました(^_^) （8 月 1 日、
Ｈさん）
○商品を無事受け取りました おまけもついてうれしかったです 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
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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 カイラ

スクリームは以前使ってとても便利でした サプリメントはこれから飲むので改めて感想
を寄せたいと思います 植物由来の製品は日本もヨーロッパも高額です でも医師や病院
の薬だけに頼るのは限界があります 古くから使われ、安全性と効果が認められているア
ーユルヴェーダ製品はこれからも使われていくでしょう サフランロードさ んの存在は
ありがたいですまた取り寄せたいものがありましたらよろしくお願いします

どうもあり

がとうございました（7 月 29 日、S さん）
★目薬、カイラシュクリームなど楽しんでいただけているようで良かったです。 昔から使
われてきたアーユルヴェーダ品は安心して使えます。 体も自然のものの方が喜んで元気に
なるでしょうね。（あき）
○いつもお世話になります。サフランロードさんの商品を、私は変わった活用の仕方をし
ているのでメールしてみました。サフランクリームなんですが、現在それを、リップのか
わりにしています。私はくちびるが弱いようで、年中リップを塗っていたいのですが、ど
のリップでも、くちびるが白くなり、皮がめくれるので、困っていました。最初顔に使っ
ていた、サフランクリームですが、赤い色がつくし、くちびるにもどうかなと試したとこ
ろ、ほぼ皮向けしなくて、黒くなりやすいくちびるが今年はまだきれいなんです！なので、
完全にリップになりました（笑）インドグッズ大好きです。これからもいろいろと試して
いきたいなと思います。以上、ご報告でした。いつもありがとうございます。（7 月 28 日、
M さん）
★これはすごいためになるご感想お聞かせ頂きありがとうございました。サフランクリーム
の赤い色もリップみたいですもんね～。これは私も試してみなきゃです！楽しみが出来ま
した～！！(あき）
○初の国際郵便なのでそれだけでも何だかウキウキしてしまいますが、中にアメとクリー
ムとチャイ？が入ってました(*'▽'*)ありがとうございました！待ちに待ったクリーム。こ
れで長年の皮膚の悩みから少しでも解放されますように。良ければまた、注文させていた
だきますね。ありがとうございました(^-^) （7 月 28 日、S さん）
★ 国際郵便でウキウキワクワクして頂いて本当に嬉しいです。おまけも喜んで頂けて良か
ったです。（あき）
○近頃益々アーユルヴェーダのハーブの力を実感しています。アムラパウダーを新たに飲
み始めたのですが、以前より身体がスッキリした感じがします。疲れにくく、身軽で動き
やすい様な感じです。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
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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）
★アムラパウダーで体が軽くなって良かったですね。カイラシュクリームも大活躍の時期で
すね。（あき）
○主人が逆流性胃腸炎になり、今まで私が勧めても飲もうとしなかった【トリファラ】を
やっと飲んでくれるようになりました。私はこれで逆流性胃腸炎が治ったので、ほっとし
ているところです。これからもよろしくおねがいいたします（＾ｖ＾）（7 月 21 日、Ｍさ
ん）
○最近アーユルヴェーダに興味をもっていくつかの製品を試してみたら効果がとてもいい
ものでした 安価で安全性が高いのも魅力です。初めての取引ですがよろしくお願いしま
す。（7 月 18 日、S 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は魔法のようなクリームですよね。 自然の物で即効性もあるので我
が家でも欠かしたことはありません。 色んな使い方があるのでお楽しみ下さいね。
（あき）
○この暑さでバテてしまったところに、ニームの粉と蜂蜜が届きました。 ニームだけだと
とても飲みにくいのですが、お薦めのはちみつを入れると、不思議なことにおいしく感じ
られます。飲んだ後、汗がいっぱい出て体がすっきりします。 食欲がなくて体が重かった
のが、少し回復して元気になりました。（7 月 11 日、K さん）
★蜂蜜でニームが美味しく飲めて良かったですね。 元気に夏をお過ごし下さいね。
（あき）
○毎日インドのクリーム、ハーブにとても助けられいます。 使っていて幸せな気持ちにな
ります（7 月８日、F さん）
★インドハーブで幸せになって頂き、私も嬉しいでっす！！（あき）
○昨日 1 つ目の荷物が届きました。目薬ありがとうございました💦40 歳から老眼になって
しまい、どうにも不便で困っていて、カトラミデ試してみたかったんです。老眼に効くか

28

全てのご感想

は分かりませんが、間違いなく私の目にいい刺激をくれそうです。カディワレの歯磨き粉
も口の中でふわっと広がる香りにとても癒され、歯磨きの後もとてもスッキリします。先
月から色々ハーブを試していて、歯周病が落ち着きニームが 1 番効いている感じがしてい
ました。数日前からローフードを始めたらハーブとの相互作用で上手くハーブを吸収出来
ている感じがしてきました。しっかり続けて様子を見ようと思います。暫く注文しなくて
いいようにたくさんハーブを注文しましたが、今日急に身体に湿疹が出て、沙羅双樹クリ
ームで治りました。沙羅双樹クリームを 1 つしか持ってないので、また暫くしたら注文す
るかもしれません。その時は宜しくお願いします。（7 月 4 日、I さん）
★歯磨き粉もさわやかな自然の味ですよね。歯周病が良くなって良かったですね。目にもカ
トラミデがお役に立つと良いですね。（あき）
○前回では、カイラシュのチューブをおまけに入れて頂き、ありがとうございました。買
おうか迷ってやめていたので、驚いたと共にとても嬉しかったです。店主様は超能力でも
お持ちなのでしょうか(笑)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･クリームは服用もできます。粘膜の炎症にもよいようです。いまちょうど、
風邪で喉が痛いので、ふと思いついて、口に含んでみました。（ばるだ）
○商品受け取りました。なんと、布に包まれてはるばるインドから。。。？！カルチャー
ショックでした。サービス？の飴とお茶が嬉しかったです。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。 あとはシラジット
です。まだ封から出してもいないのですが、なにかに移した方がいいんですよね。ちょっ
と不安もありますが、ためしに飲んでみますね。諸々ありがとうございました。（6 月２４
日、U さん）
★布でのお荷物可愛いですよね。インドのすべての地域の決まりでは無いようで私達のとこ
ろは布で包まないと受け取ってくれません。ニルドーシュも気に入っていただけたようで
良かったです。シラジットも湿気が入らないように何かに入れたほうが良いでしょうね。
素晴らしいミネラルが詰まっていますよ。（あき）
○知識のない私が、色々ハーブを混ぜてしまい、それでも苦いと思いつつも毎日朝晩飲ん
でましたら、肌の調子、体力、集中力がついてきたような気がします。ニームで目も洗っ
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て見ましたら（水で溶かした上澄み）目の疲労も改善してきているような気がします。ニ
ームで頭を洗うと良いと、サフランロードさんの中に書いてありましたがどのように使っ
たら良いのですが？（6 月 24 日、T さん）
★ハーブで体が喜んでいるのでしょうね。素晴らしいですね。ニームの成分の入っているシ
ャンプーなども色々とあるようですね。お使いになっているシャンプーやお粉に混ぜてお
使いになるとかされては如何でしょうか？私はヘナにも混ぜたりしています。（あき）
○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）
○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、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）
★カトラミデ目薬、すばらしいですよね。（ばるだ）
○今朝、国際郵便で無事、受け取りました。とても早くてびっくりです。商品の間違え、
破損もありません。いつもオマケを入れてくださりありがとうございます。アシュワガン
ダのお陰か、母も姉も皆、元気です。私が冷え性なので、今回、コルダービンをお願いし
ました。試してみようと思っています。ありがとうございました。（6 月 17 日、K さん）
★皆様アシュワガンダで元気にお過ごしになっているようで嬉しいです。（あき）
○シャンプー（ヘナ･シャンプー）がとても良いです。またアシュワガンダもいいように思
います。御社のページを見ていると楽しくて時間が経ってしまいます。今度ともよろしく
お願いします。（6 月 10 日、N さん）
○オーガニックハーブ３点セット×２は、全て「体重のコントロール」でお願い致します。
２回目のリピートです。髪や肌、そして、体調の悩みがすべて改善されて来ています（6 月
10 日、Y さん）
○シャタバリ・シラジット

リピしています。代謝が良くなった様で、足の浮腫みが取れ

細くなりました。シラジットは、疲れた時少し多めに飲むと即効性があります。前回、サ
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フラン・クリームとオイルを購入しました。少しずつシミの部分に塗り込んでいます。以
前よりシミが薄くなってきた様です。今回、おまけで、トリファランジャンの目薬が…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）
★トリファラジャンの爽快感はくせになりますよね。シラジットも元気の源ですね。色々と
楽しんでいただけているようでこちらも嬉しいです。（あき）
○前回のリコリスやアロエジェルとても気に入りました。関節痛があるのでシャラキを試
してみようと思います。はるばるインドから無事に届くのか・・と心配でしたが、しっか
りとしたパッキングで送付して頂き感謝しております。これからも、善いものをどんどん
紹介して下さい。（6 月 4 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）
○沙羅双樹クリームはかゆみが治まるので家族や友人の分も含めての購入です。 最近「な
ぜかあちこち痒い」という人が増えています。空気や土壌汚染の影響が大きいと思ってい
ます。 余計な添加物が入っていないので安心してつけられます。 あとカジャルは落ちな
くていいですね。私はまばたきが多いのでにじみやすいのですがこれはにじみません（5 月
26 日、I さん）
○元々花粉症もひどく、眼球を取り出したいほど毎日眼の痒みに悩まされ、自分でハチミ
ツ水を作り眼を洗っていました。色々と調べていたところ、サフランロードさんのページ
にたどり着き、皆さんの感想を信じて購入に至りました。使用感良ければリピート致しま
すので宜しくお願い致します。（5 月 26 日、Ｉさん）
★花粉症にカトラミデが助けになるというご感想をいただいたことがあります。ぜひお試し
になってみてください。（ばるだ）
○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！！ そして、若年更年期のためあんなに不安定だった症状があっけなく落ち着いて
(笑) 狐につままれたようですよ。つづけてみます！ 日本で良質のインドの物を買える
事に店主さんや現地の方に本当に感謝しています。（5 月 14 日、Ｓさん）
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★カディワレ歯磨き粉はもうお使いになられたでしょうか。Ｙさんの特性ニーム粉はみがき
と同じくらい良かったらいいと思います。ご感想、ぜひお寄せください。（ばるだ）
○ニーム粉には若干、刺激物が含まれているようで、ニーム粉と塩を混ぜた歯磨きを続け
ると歯茎が過敏になるようです。やはり、お勧めのカディワレ歯磨き粉の方が良いようで
す。他、ニーム粉にフェイスオイルを混ぜて皮膚に使用していましたが、続けると同様の
結果になるようです。上記の理由で、ニーム粉を飲む時は、熱いお湯をそそぎ、少し蒸ら
して、冷ましてから飲むようにしています。長い間、飲んでいますが、血液検査の結果も
良い状態です。但し、少し乾燥肌の傾向がでてきていて、フェイスオイルを使っています。
植物を扱う場合には、程度の差はあれ、注意する必要があるようです。ニーム粉のオイル
は、マッサージオイルのキュアリングの手法で処理し問題ないか試してみる予定です。現
在、自宅にニームの木を植え、自然農薬としての活用も考えています。※農家ではありませ
んが。他、沖縄のインドカレーの店(ラジャー）にも良く行き、店長のブラビン氏には、と
ても良くしてもらっています。（5 月 10 日、Ｙさん）
○ニーム石鹸を使っていると、身体もバスルームも浄化されているように思います。ずっ
と使い続けたい。お気に入りです。（5 月 6 日、Ｍ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）
○先日沙羅双樹クリームを母にわけてあげたところ、毎日イボにぬったら無くなったと非
常に喜んでおりました母とともにアーユルヴェーダの力にびっくりです、ありがとうござ
いました（5 月 3 日、A さん）
★お母様のイボがなくなって良かったですね。アーユルヴェーダミラクルですね！
○あれから、本格的に風邪を引きました。しかし・しかし、なんとなんと、何時もなら一
ヵ月位はゴホゴホして長引き、なかなか復活しませんが、今回は、３日で立ち直りました。
何がどのように効いているのか分かりません。周りの皆さんもびっくりされています。ふ
ふふ・・・何といっても本人がびっくりです。ジムに通い始めたのも功を奏しているのか
もしれませんが、とにかくデトックス効果大です。体内から菌が一掃された感じです。そ
れと不思議が一つ。これまで、お風呂が嫌いな訳ではないのですが、物心ついた頃から、
湯船につかると、けだるい感じがして、シャワーがほとんどでした。ところがところが、
最近は、何と湯船につかる事が、一日の最も至福のときとなったではありませんか。この
歳になって始めての経験です。バルダさん、これまでに、こんな変化をおっしゃった方は
いらっしゃいますか・・・。わたしもびっくりです。毎日、お風呂につからずにはいられ
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ないのです。（もちろんこれまでもシャワーは浴びてましたが・・。）仕事から帰ったら
まずお風呂の準備、家にいる時は、夕方になるのが待ち遠しい。時には、朝から入ります。
この変化は何なのでしょうね。アーユルベーダに触れ始めて約２ヵ月、便通快調・胸の動
悸解決・アグレッシブな行動力・肌の血色の変化、これが顕著に表れた今の状況です。ま
だまだ、顕われそうですね。又ご報告します。（5 月 2 日、Ｙさん）
★お元気そうで何よりです。いろいろな変化のなかの、お風呂が楽しみになられたというの
は、どういうことなのでしょうね？ 心身がデトックスに目覚めた？？ お風呂はデトッ
クスによい、代謝を助けるとよく聞きます。わたしもカラスの行水タイプで、お風呂でゆ
っくりしたことがありません。いまはインドで暮らしていて（バスタブもないし）、変わ
る機会がなかったですが、Ｙさんのお話を伺い、驚きました。もしかして、わたしもいつ
かお風呂好きになることがあるかもしれないですね。（ばるだ）
○いつもお世話になります(*^_^*) クリーム類は全て気に入りました。毎日愛用していま
す。目薬も楽しみになっています。今回はサフランの商品色々試してみようと思います。
（4 月 30 日、M さん）
○ブラフミー 届きました。沢山のオマケ ありがとうございます。シャタバリと 量を加減
しながら 自分に合うパターンをさがしてます。ハーブを続けてますが 風邪もひかず 体調
はいいです。（4 月 29 日、W さん）
★インドハーブで元気を維持できているようで良かったですね。 （あき）
○アシュワガンダ、早速届きました。プレゼントも有難うございます。昨日からあと一粒
しかなくなっていたので不安で大事に残していたのですが、今晩から、また安心して飲む
ことが出来ます。日本のこの季節、赤血球が入れ替わる時期なので心身ともに具合が悪く
なるんだそうです。心身ともに健康にしてくれるアシュワガンダは私の強い見方です。サ
フランロードさんに出会えて本当に有難いです。これからもよろしくお願いし ます。（4
月 27 日、O さん）
★アシュワガンダ間に合って良かったです。アシュワガンダでこの時期を乗り切って下さい
ね。 （あき)
○＊カディワリトゥースパウダー、歯茎が引き締まる感じがします。（歯ブラシの毛が、
まっ黄色になりました！ 歯は、どうでしょう）＊チャンダン粉、もったいなくて、使え
ないです・・・ ＊ブラックソルト、舐めるとゆで卵の味がします。なんでか、ちびちび、
毎日舐めてしまいます。（動物のようですね）＊シラジット錠剤、微妙な臭いですが、効
きそうな雰囲気が漂っているので、服用しています。（4 月 26 日、H さん）

33

全てのご感想

★シラジットはすごいパワーの素です。ブラックソルトもミネラルたっぷりで硫黄の香りが
大好きです。インドでは屋台でよくブラックソルトが使われていますよ。味にパンチがで
て美味しいです。チャンダン粉もお楽しみ下さいね。 （あき)
○やはりシャタバリを飲んでいると調子が良いのでまたお願いします。ココナツの蜜も毎
日チャイに入れて飲んでいますが少量でもチャイの風味がグンと良くなります。（4 月 25
日、Y さん）
★ゴアのココナッツ・ジャグリは、ほんとうに美味しいですよね。ミネラルたっぷりなのも
うれしいです。（ばるだ）
○四月から三男坊が就職をし、三月末に県外に引越しをしました。今までずっと一緒に居
たので子供が居ないことがとっても寂しくて、頭がおかしくなりそうなくらいでした。ア
シュワガンダを余分に飲むと、さみしさでワ～～ってなっている頭がスーっとして楽にな
りました。子供が居ない寂しさにやっと慣れてきつつあるんですが、五月の連休に会社の
方針で家に帰らせるらしく連休明けの自分に自信が無く、余分に飲んで 在庫が少なくなっ
たのでまた注文をしました。今回、本当にアシュワガンに助けて頂きました。知り合いか
ら、子供が就職で引っ越してから鬱病になったと聞いた時には、そこまで…と思っていま
したが人ごとではありませんでした。こんなに寂しいものかと痛感しました。（4 月 22、、
O さん）
★いつもお世話になっています。シェアリングをありがとうございます。アシュワガンダが
助けになるのですね！ じつは、大好きで読んでいるブログの書き手の方が、今月 4 月、
がくっと更新回数が少なくなっていて、体調も、もしかしたらあまりよくないようなので
心配していました。そ の方には息子さんが 2 人いらっしゃって、おふたりともこの 4 月か
ら、実家を離れてそれぞれひとり暮らしをはじめたということです。そのことで、さびし
いと いうようなことは、まったく書かれていないのですが、もしかしたら……。わたしは
気がつきませんでしたが、О さんのメールで、はっとしました。アシュワガンダ、早くお
手元に届くようにいたしますね。（ばるだ）
○前回は沙羅双樹クリームを同送して頂きまして有難うございました。花粉で肌が反応し
てしまうこの時期、沙羅双樹クリームとシャタクリー ムとアロエジェルに助けて頂きまし
た。サフランタイラムも使用し始めて３か月、お肌がモッチリして綺麗になってきました。
何がどのように効いて効果がある のか分かりませんが、インドのスキンケアにちょっと感
動しています。（4 月 18 日、Ｈさん）
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○ニームパウダーに塩を混ぜて、歯磨き、歯肉のマッサージをすると歯周病にとても有効
なハーブです。とても良いものです。重宝しています。（4 月 11 日、Ｙさん）
★ニームの歯磨きはないかと、時々お問合せをいただくことがあります。ニームパウダーに
塩、とてもよさそうですね。わたしも試してみたいです。(ばるだ)
○長年、苦しんできた鼻づまりが解消しました。これまで使用してきた点鼻薬では、鼻の
粘膜が乾いて、あれてしまい、鼻の通りはしばらくは良いのですが、常に不快な状態でし
た。アヌタイラは使用してまだ 3 日目ですが、ボロボロになっていた鼻の粘膜にうるおい
と、癒しを与えてくれているのがわかります。求めていたものにようやく出合えました。
感謝です。（4 月 11 日、Ｍさん）
○先日、初回注文の際は、大変お世話になり、ありがとうございました。早々ですが、2 回
目のオーダーお願いいたします。前回同様に、振込み完了後にご連絡いたします。すっか
り、アーユルヴェーダにハマってしまいました。宜しくお願いいたします。（4 月 11 日、
Ｍさん）
★メッセージをありがとうございます。アーユルヴェーダのお品、びっくりするようなよい
ものがたくさんありますよね。いろいろとお試しになってみてください。(ばるだ)
○30 歳になったばかりなのですが、長年の食生活の乱れにより、薄毛が進行してしまい、
皮膚科ではびまん性脱毛症と診断されました。頭皮も痩せて、髪の毛も細く頼りない状態
です。そして、今は妊娠中なのもあり、産後の対策のために…。との思いもあります。食
生活の改善とともにサプリとシャンプーを併用したいと思って思いきって注文しました。
他になにか良いハーブがあれば、教えて頂きたいです。（4 月 10 日、Ｆさん）
★F さんがすでにご注文していらっしゃるハーブのアムラ、とてもいい選択だと思います。
洗髪ですが、インドの水不足ということもあって、シャンプーを使わず、しばらく水で洗
っていました。これがなかなかによい感じなので、続けています。(ばるだ)
○一昨日無事に荷物を受け取りました。おまけで入れていただいたコフレットを早速パク
リとしました。アシュワガンダを飲んでいる方が、「なんだか元気が出る」と喜んでいま
す。私もアーユルヴェーダのハーブで随分救われました。コカムバターを毎晩入浴後に使
います。この冬あかぎれゼロ、は残念ながらダメでしたが、最小限にとどめられたと思い
ます。何よりかかとのバリバリが見違えるほど良くなりました。 沙羅双樹クリームも入浴
後か洗顔後に使います。しっとりスッキリして大好きです。 ところで、今更ですが、以前
送っていただいた箱の側面に、可愛い木の絵が描かれていました。 どなたの絵でしょう
か？可愛いのでそのままサフランロード BOX にしています。ではでは、今回もありがとう
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ございました。またよろしくお願いします。（4 月 10 日、T さん）
★コカムは寒い時期は大活躍ですね。沙羅双樹もご愛用頂き嬉しいです。アーユルヴェーダ
は本当に素晴らしいですね。箱の絵は梱包をしているゼビアさんの子供さんたちが描いて
います。 可愛いですよね～。では、又何かございましたらお気軽にご連絡下さいね。（あ
き）
○先日荷物が手元に届きました(^^)コカムがゴロゴロとかわいかったです(*^^*)初めて試
すものもあり、これから使うのが楽しみです♪プレゼントもありがとうございました☆また
よろしくお願いいたします。（4 月 10 日、H さん）
★コカムは愛着がわきそうな 1 品ですよね～！ わが子も良くニギニギしています。
（あき）
○すっかり、インドハーブのファンになってしまっています。最近は子供(11 才)も一緒に
アムラを飲んでいます。ニキビが出始めてたのですが、なくなり喜んでいます。
（4 月 8 日、
Y さん）
★ナチュラル・ビタミンＣのアムラ、お子様からお年寄りまで、健康に過ご助けになるよう
です。わたしも愛飲しています。(ばるだ)
○初めまして宜しくお願いします。50 代で目の下のたるみ、縮緬皺、法令線、顔に少し盛
り上がりイボがありシミの色をしているのがいくつかあり、またかなりの乾燥肌、皮膚が
薄くシミをどうにかしたくて…何かがあうかわからないのですが。（4 月 6 日、H さん）
★メッセージをありがとうございます。美容のことは気になりますよね。カイラシュ･クリ
ームもおすすめです。(ばるだ)
○インドには、何度か訪問し、その都度、違った独特の魅力を感じました。カシミ－ル地
方には、パキスタン側から訪問しました。サフラン初めて使用します。楽しみにしていま
す。（4 月 5 日、A さん）
★メッセージをありがとうございます。インドは 4 月と 5 月がとても暑いです。室内で 30
度以上あるときも外から帰ってくると涼しく感じます。(ばるだ)
○ハーブを飲み始めてから目に見えて良いこともあります。白髪が驚くぐらい減りました。
あと、カイラシュクリーム本当に良いです。（4 月 5 日、S さん）
★アーユルヴェーダハーブで白髪が減ったんですね！！面白いですね。カイラシュクリーム
も万能クリームなので色々とお試しになって下さいね。（あき）
○こんにちは(*^_^*)今回が 3 回目の注文になります。可愛い小包にワクワクします（≧∇≦）
沙羅双樹クリームは毛穴が引き締まる感じが！こんな体験はじめてです。ギークリームは
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しっとりして。おまけでいただいたカイラシュクリームが良さそうなので、今日荷物届い
たばかりですがまた注文したいと。欲しい物がいろいろあり、また届く日が楽しみになり
ます。よろしくお願いします❤️（3 月 26 日、M さん）
★アーユルヴェーダのクリーム、気に入っていただけてうれしいです。(ばるだ)
○先程の注文で、クレジットカード決済の途中でエラーが発生したので、再注文します。
先の注文で使用したポイントは、今回使えないので、元に戻るのでしょうか？（3 月 24 日、
I さん）
★メッセージをありがとうございます。前回のご注文（2686 番）までに付いたポイントは
お使いになれます。完了しなかったお申し込みのポイントはキャンセルされます。(ばるだ)
○配達時に事前連絡願います。午前中または、夜間２０：３０～２１：００の配達ですと
受け取りがスムースです。（3 月 24 日、K さん）
★メッセージをありがとうございます。発送後に配送状況をチェックできる発送番号をお知
らせします。国際郵便ですので、差出人からの配達時間の指定はできません。不在配達票
で郵便局に再配達の依頼をするときに時間指定ができます。(ばるだ)
○いつもありがとうございます。沙羅双樹クリームで、年頃の孫の、二の腕のプツプツが
きれいになるようです。リピートお願いが来ました。よろしくお願いします。（3 月 21 日、
T さん）
★沙羅双樹クリームがお孫さんの助けになってよかったです。(ばるだ)
○ニルドーシユ、頑張って息子に送っています。禁煙できればいいのですが…f^_^; （3 月
12 日、A さん）
★メッセージをありがとうございます。インドでも禁煙キャンペーンがさかんになっていま
す。映画のなかに禁煙シーンがあると、画面に喫煙は健康によくないといった字が出てき
ます。(ばるだ)
○本日申し込んだ注文品ですが、前回もそうだったのですが個数増量が出来ません。 A-086
アムラ・リタ石鹸 75g（Neev_Amla 75g） がどうしても 1 個しか入りません。 すばらしい
使い心地だったので、友人達もほしがっています。 ６個にして戴けますか。（3 月 14 日、
Y さん）
○（カイラシュ･クリームが）大人ニキビに効くといいのですが・・・。サフランクリーム
とどう違いますか？(3 月 19 日、A さん)
★メッセージをありがとうございます。カイラシュ・クリームはたいがいの皮膚のトラブル
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に対応します。サフラン･クリームはかなりねっとりとしています。美容によく、ナイト･
クリーム的に使います。(ばるだ)
〇無事に商品を受け取りました。今回注文致しました理由は、年齢的にホルモンバランス
が不安定になり顔の吹き出物がひどくなったこと。いろいろ試すものの、身体の冷えも取
れないこと。ネットなどで調べて、ココナッツオイルが良いとのことでコーヒーに入れて
飲み始めましたが、胃腸が頑丈でないために胃もたれし^^;ココナッツオイルを豆乳で乳化
させてからコーヒーに入れてカフェオレにして飲み始めたところ、胃もたれせずお通じも
良くなり、顔の吹き出物も少し落ち着いてきました。しかし、新たな吹き出物ができる状
態は変わらず。待ちに待った、商品が届き。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。エッセンシャルオイルと共にうっかり冷蔵庫に入れてしまったら、分離して
しまいました。優しい成分でできている証拠ですね。次回からは、冷蔵庫は避けようと思
いました。シャタバリ・ブラフミー・ニームは、覚悟はしておりましたがニームの苦さに
困り果てて、少量の水で団子にして自家製丸薬？のような状態で服用しています。最近疲
れやすく腰痛にも悩んでおりましたが、身体が温まり快調です。チャイやスパイシーな飴
が同梱されており、素敵な心遣いうれしい限りです。本当に、ありがとうございます。今
後とも、宜しくお願い致します。（3 月 27 日、H さん）
★

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ですごい効果がでたんで

すね～！たったの 1 日で痛みがなくなるなんて素晴らしいですね！ニームの自家製タブレ
ットは素晴らしいアイデアですね！苦いからって飲まなくなったら勿体無いですものね。
良薬口に苦しで、ニームは素晴らしいハーブです。（あき）
〇インドのハーブは私の健康にかかせないものになっています。本当に感謝しております。
また次回もよろしくお願い申し上げます。（3 月 24 日、K さん）
★インドハーブが健康に欠かせないものになっているようで良かったですね。 お役に立て
たようでこちらも嬉しいです。（あき）
○丁寧な連絡ありがとうございます。到着しましたら、確認をして連絡致します。私もア
ーユルヴェーダを少しかじっているので、インドの色んな面でのクオリティは少しは分か
ります。でも、日本人の方が運営してるサイトなので、対応面で安心して利用出来ます。
今度は、異物が混入してないと嬉しいです。サフランクリームとサフランタイラムにデュ
ークリームの代わりにナイトクリームを夜、寝る前に塗って寝ています。（真っ赤になる
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ので、大きなマスクをして）肌がモチモチして、少しハリが出てきた様な気がします。 ナ
イトクリームをデュークリームに変えて使えるのを楽しみにしています。宜しくお願いし
ます。（3 月 24 日、S さん）
★今度はちゃんと綺麗な状態のサフランデューが到着すると嬉しいです。サフランクリーム
とサフランオイルでお肌が元気になったようですね。さすがサフランですね～。もう少し
到着までお待ちになって下さいね。（あき）
〇今回、注文した沙羅双樹クリームが敏感肌の私には、合っている様で、厚めに塗ると肌
にハリが出る様です。アロエベラ・ジェル、カイラシュ・クリームも使用してみたいと思
います。 また、宜しくお願い致します。（3 月 17 日、S さん）
★沙羅双樹クリームも素晴らしいですよね。（あき）
〇丁度、1 週間前に商品が到着しました。御丁寧な包装、そして沢山のサンプル品を頂き、
ありがとうございました。インドハーブは、以前から生活に取り入れていて、持病がある
私にとっては、とても大事な物になっています。身体の変化を知る為に、注文した商品を
少しずつ摂っています。胃腸が弱いので、トリファラを飲むとお腹がとても楽になります。
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。皆
さんの感想を読ませて頂きながら、他の商品も試してみたいと思っています。質問ですが、
アロエベラ・ジェル、カイラシュ・クリームの注文を数本したいのですが、保存方法は冷
蔵庫に入れておいた方が良いですか？アロエベラ・ジェルの使用期限を教えてください。
（3 月 17 日、S さん）
★カトラミデなどがお役に立っているようで良かったです。 アロエベラ・ジェル、カイラ
シュ・クリームは冷暗所で保管で宜しいです。アロエヴェラジェルの使用期限は製造年月
日より 2 年です。（あき）
〇心温まる対応、ありがとう。振込を済ませました。毎回、宝物が到着するのを、首を長
くしてまっています。先日、宝箱到着御礼のメールをお送りしたら、あきさんに、”そろ
そろ Y さんのお宅が宝の山になりそうですね”という返信メールを戴きました。ほんとう
に・・・。アーユルベーダの不思議な世界にのめり込みそうです。先日のギフト、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。
今ではどこが痛かったのかと思うくらいです。沙羅双樹も既に使い切ってしまいました。
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次が届くのを、お肌が待っています。シャタ・ドルタ・グルタムもこの便が届くまで、ケ
チケチと使って、心待ちにしています。大学で教鞭をとっていますが、花粉症の学生にカ
トラミデを・・・。とたんに、これ欲しい・・・となり、注文数が増えた次第です。一日
も早い到着を、心待ちにしています（3 月 15 日、Y さん）
★カイラシュ･クリームは、お腹の調子の悪いときには服用もできるクリームです。粘膜に
効くらしく、口や鼻の中の炎症、痔がよくなったなど、たくさんのご感想をいただいてい
ます。神経痛も楽になったというご感想もありましたので、それっぽい痛みのとき、わた
しも試してみたのですが、やはり痛みがやわらいだので、驚きました。大学で教えていら
っしゃるのですね。アーユルヴェーダの目薬もほんとうによいです。わたしも目を酷使す
る学生時代にこれを知っていたら……と思います (ばるだ)
〇宝箱第３弾、今日、無事に届きました。さあこれから、インドの不思議とのご対面です。
楽しくて楽しくて、いくら注文してもし足りません。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。次の宝箱を楽しみ
にしています。（3 月 15 日、Y さん）
★ そろそろ Y さんのお宅が宝の山になりそうですね（笑）！カトラミデは素晴らしい目薬
ですよね。病み付きになる方たくさんいらっしゃいますよ。本当にアーユルヴェーダは面
白いです！（あき）
〇商品を受け取りました。早速１回目を飲んでみましたが特に飲みにくいということもな
く続けられそうです。仕事はゴルフ場のキャディ。趣味で競技ダンスをしていて膝、腰の
痛みに悩まされています。これから体がどう変わっていくか楽しみです。（3 月 14 日、S
さん）
★ 膝と腰の痛みが無くなって、ダンスを楽しく踊れると良いですね。 （あき）
〇いつもお世話になります。３月７日に商品を受けとりました。風邪の後長引いていた咳
が、リコリスで治まり嬉しいです。リコリス 100%でないのが意外でしたが、甘い味で水な
しで口に含めば子供でも 飲みやすいと感じました。 最近中 2 の娘もインドハーブにはま
り、よく効いている様で、ハーブがあっという間になくなってしまうのでまた注文させて
頂きます（3 月 10 日、S さん）
★リコリス･タブレットはのどが痛いときにとても助けになるようですね (ばるだ)
〇こんにちは。 東京は一昨日までは、24 度と春のような暖かさでしたが 昨日、今日は 12
度と冬に逆戻り、寒暖の差が激しく体調管理が大変です。 お荷物先ほど無事受け取りまし
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た。 沢山のギフトをありがとうございました。 モリンガありがとうございます。 早速、
モリンガ開けてみました。 直ぐに飲み比べてみました。 ☆香詩苑モリンガパウダー
ナのような香りと色（以前髪を染めるのに粉を購入していたので）
きいのかジャリジャリ、粒子が口の中に残ります。

パウダー粒子が大

・見た目も飲んだ感じも泥水を飲ん

でいるような感じでした（過激な発言です が正直な感想です）
ってしまうくらいです（＾＾；）

ヘ

ヘナではないかと疑

初めて飲んだ翌日、沢山出て便秘解消だったのです

が、その後止まってしま いました（唖然）

結局、昨日ニームとブラフミー（アムラ

は切れてなかったので）飲んで何と か解消しました。 ☆サフランロード モリンガパウダ
ー

とても色鮮やかで香りも良いです

パウダー粒子が細かくサラサラ

・見た目

も飲んだ感じも雲泥の差でした。お抹茶を飲んでいるようでとても飲 みやすかったです。
飲んだ時の香りも若草のような香りで抵抗なく飲めました。

ちょうど青汁を飲んでい

る感じでした。 ＊長く続けて飲んでいくのでしたらサフランロードさんのモリンガパウダ
ーが良 いかと思います。 後はお値段次第ですね。あまりお高いと長い間続けられなくな
ってしまいますので。 ☆モリンガ錠剤

ネットで幼児がボリボリと噛んで食べているの

で感想を聞いてみると、美味 しいと書いてあったので

私も早速、ボリボリ噛んで食

べてみました。美味しいとは思いませんでした が、食べるのにそれほど
せんでした。

抵抗ありま

大人は色々なものを食べ過ぎているので、本物の美味しさが分からな

いとか…

・日本で売られている錠剤は固めるのにコラーゲンが入っていると書いてあり

ました。

コラーゲンが入っていると私はちょっと食するのは無理です。私はヴィーガ

ン（ベジタリアン）で

動物性のものを食べてそれが身体に吸収されると、酷い吐き気

や頭痛に襲わ れます。

鰹や煮干等のだしも身体が受け付けませんので、食べ物には

細心注意を払わ なければなりません。

南インドに住みたいです（＾＾）

っていただいた錠剤には、コラーゲンが入っているんでしょうか？

今回送

試しに 1 錠食べ

てみた所、ボリボリ噛むと口の中で崩れるので入っていない のでは…と思いますが
まだ、食べて 1 時間もたっていませんので分かりませんが、入っていれば反 応がでるか、
もしくは、

入っていたらモリンガ自体がコラーゲンを毒消し（私の場合）してくれて

反 応が出ないかもですが…

でもそうだとしたら栄養価がプラス、マイナス０になっ

てしまいますね（苦笑） 大きなカイラッシュクリームあるんですね。びっくりしました（＠
０＠）（ギフ トありがとうございます） 天候が異常なせいか、いつもは 5～6 月にかけて
顔周りの肌が痒くなり酷いのです が…今年はもうすでに （ちょうど花粉が飛び始まった
くらいから）痒くて（特にフェイスライン）仕方 ないので髪を顔に触らないように ヘア
ピンで留めています。 カイラッシュクリームと、沙羅双樹クリーム以外は何も付けられま
せん（涙） せっかく早めにアロエベラジュエルを試そうと思っていたのですが…。 肌が
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落ち着いたら試そうと思います。 モリンガ試して報告していきますね。 沢山のお気遣い
ありがとうございます。心より感謝いたします。 それではまたご報告しますね（3 月 10 日、
K さん）
★ 錠剤 K さんもご指摘のとおり、錠剤ですと、錠剤としてかためるために何かを使うこと
になります。 今回お送りした錠剤について、インターネットで何を使っているかわかるか
な、と思ってみてみましたら グルコースとスターチでした。品は 100 パーセントナチュラ
ルとは書いてありました。 アーユルベーダの製品はみな植物性なのかというと、一部の大
手アーユルベーダ製薬会社のカプセルは植物性ではない、などということも聞いたことが
ありますが、今回お送りした錠剤は、動物性のものではありませんでした。インドの人は
菜食者が多いので、動物性を使うと売り上げにもかかわると思います。 この錠剤について、
いろいろ見ていて気がついたのですが、同じモリンガでも 3 種くらいのグレードがありま
した。お送りしたのはどれだかわかりませんでした。（ボトルは皆同じようで、値段もイ
ンドルピー表示ではなかったので） わたしもパウダーを試し始めて 4 日目くらいです。植
物なのにカルシウムが多いということで、四肢が弱ってきている（すぐ足をくじいたり）
ような感じがなくなる助けになればよいなぁ、と思っています。 錠剤とパウダー、ちがう
会社のものをお送りしましたが、それぞれにまた錠剤、パウダーがあるようです。パウダ
ーをお送りした会社から出ている錠剤もなかなか人気があるようです。 お値段については、
店長のまじゅさんとも相談します。びっくりするほど高くはならないと思います(ばるだ)
○昨日に商品を受け取りました。ちょうどシャタバリが切れそうだったので、助かりまし
た。サンダルソープ、香りがとても気に入っています。前回オマケでサンダルソープを頂
いて気に入り、今回注文してみました。私は朝の洗顔時に使用しています。眠たい朝でも、
何だか楽しんで起きられてます。お手配下さりありがとうございました。（3 月 5 日、S さ
ん）
★シャタバリが切れる前に到着して良かったですね。サンダルソープで心地よい朝のお手伝
いが出来てよかったです。我が家では石鹸を使わないところでも石鹸を置いています。部
屋中香りが広がって幸せな気分になります。（あき）
○3 年ぶりくらいのカトラミデとサンダルソープ使うのがたのしみです。（3 月 1 日、I さ
ん）
★3 年ぶりに思う存分お楽しみくださいませ！（あき）
○２月に入って鼻や目がムズムズし始めたので、先日購入したアヌタイラを試したところ、
点鼻した当初は苦くて気持ち悪いのですが、その後半日ぐらいはムズムズが収まります。
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なので、カトラミデと合わせて一日二回使っています。アヌタイラ、いいですね。抗ヒス
タミン剤のようにのどが渇いたり眠くなったりしないのがいいです。ただ、アヌタイラは
カトラミデより減りが早く、２週間ぐらいで１本使い切りました。今日から花粉症の症状
が激しくなり、一日中鼻をかんでいる状態です。減りを気にせずたっ ぷり点鼻できるのを
楽しみにしています。（2 月 29 日、H さん）
★カトラミデとアヌタイラが花粉症にお役に立っているようで良かったです。今から本格的
に始まりますね。 今回のお荷物が到着しましたら思う存分お使いになって下さい。
（あき）
○一つお尋ねしたいのですが、アシュガワンダの色や味が変わったように思います。飲み
にくくなったような…？？もし成分が変わったり？何か変化がありましたら教えてくださ
いませ。特に問題があるわけではないのですが、ちょっと疑問に思ったもので…。（2 月
29 日、K さん）
★アシュワガンダなどの錠剤は手作りの為、作った時の気温や湿度等によっても味は変わっ
てきます。 自然の物なので機械製造と違って毎回同じ色や味を保つ事は不可能です。カデ
ィワレ先生がそうおっしゃっておりました。製品には問題はございませんのでご安心して
下さい。（あき）
○コカム早速使いました。やっぱりいいですね。ホッとします。（2 月 20 日、S さん）
★コカムは乾燥時期には大活躍ですよね。（あき）
○２年前にインドハーブに出会って以来１度も風邪にかかった事のなかった私が、この度
不覚にも風邪をひいてしまい、ニームやトリファラを１回２錠に増やしてみたのですがな
かなか良くならず…職場に迷惑がかかるので市販のかぜ薬を求めて店に行ったところ、食
前に服用する漢方を目にし、インドハーブを空腹時に飲むようにしたらたちまち楽になり
ました！アムルタンジャンを鼻の下に塗ると鼻づまりやつらい咳も治まります。ただ体の
他の部位では感じなかった塗った直後のヒリヒリ感があり、しばらくして赤くなり皮がむ
けてきてしまいました。職場などの出先では塗ってしまうと楽ですが、やはり顔の皮膚は
薄く、直塗りには向かなかったようです。また注文させて頂きます。よろしくお願い致し
ます。（2 月 18 日、S さん）
★インドハーブが空腹時に体に良く吸収されたのでしょうね～。風邪も良くなって良かった
ですね。私の娘は鼻づまりの時はアムルタンジャンのボトルに鼻を近づけてにおいを嗅い
でいます。色々と使い方の研究をしなきゃですね。（あき）
○ニルドーシュと一緒に今回送っていただいたサンダルウッドオイル。ありがとうござい
ました。とても香りすばらしく感謝いたします。またおまけもたくさん付けていただきあ

43

全てのご感想

りがとうございました。（2 月 17 日、A さん）
★サンダルウッドオイルは素晴らしい高貴な香りですよね。たくさん癒されて下さいね。
○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）
★我が家でもカイラシュクリームはかなり重宝しております。気に入って頂けて良かったで
す。（あき）
○先日はいろいろと丁寧にご対応していただきましてありがとうございました。マサラの
感想です。インドのマサラを使って手作りルーを作る事が多いのですが、キッチンキング
のマサラよりエベレスト社の方が香りも味もまろやかで使いやすい感じがしました。キッ
チンキングのマサラはどちらかと言うとパンチがある気がしますが、エベレスト社のマサ
ラはより優しい味わいで、ハンバーグや野菜料理に、カレーお鍋に、これから大いに活躍
してくれそうです。 以下、トリカツの感想です。初めてトリカツ 3 点セットを購入しまし
た。1 ヶ月目で人ケースの半分くらい使いきりました。初めはお湯で溶いて飲んでいました
が胡椒の効きが強すぎたので、オススメの量を１日３回くらいに分けてジンジャーティー
に加えて飲み始めました。飲むと身体の芯からポカポカしてきます。（2 月 16 日、N さん）
★我が家でもエベレスト社のマサラは大活躍です。マサラ無しでは生きていけない位（笑）！
（あき）
○お世話になります。目薬とどきました。また、一緒に入っていました紅茶や飴なども有
難うございます。また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）
★ 目薬等楽しんでいただけているようで良かったです。（あき）
○今回、友人にトゥルシティーを頼まれ、自分用と２つ買いました。商品も対応もとても
良く、毎回気持ちの良い買い物をさせていただいてありがとうございます。私が好きな商
品は、どんどん友人に勧めますね。（2 月 13 日、S さん）
★色々とうれしいお言葉ありがとうございます。お友達も喜ばれると良いですね。（あき）
○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）
★カトラミデ病み付きになられたようですね♪アーユルヴェーダ商品は面白いですよね。
○本日２／１１に商品を受け取りました。間違えも破損等も無いです。ありがとうござい
ました。ティーマサラは始めてなので楽しみです。私も姉、母もアシュワガンダ＋ブラフ
ミーで元気に乗り切っております。 母は乳癌が見つかってから３年ですが、高齢のため経
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過観察してます。やはりアシュワガンダとブラフミーを飲んでおります。癌の種類にもよ
るとは思いますが他に何の治療も服薬もしていませんがステージ０のまま大きくならず
元気に生活しております。（2 月 11 日、K さん）
★ お母様もお元気で良かったですね。アーユルヴェーダのものは安心して服用できるのが
良いですよね。 これからもお元気でありますように♪（あき）
○荷物が到着しました。早くてビックリしました。毎回ギフトをありがとうございます。
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）
★おまけのカイラシュクリームも喜んで頂き良かったです。（あき）
○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。シラジットは粉
では少し苦いので 少量の湯に溶かしてグッと流し込んでいます。健康で動きやすい身体に
近づけるよう 感謝しながら、飲み続けてみます。又 連絡させて頂きます これからも宜し
くお願いします。 （2 月 10 日、K さん）
★トゥルシーティーは美味しいですよね～。体も喜んでいることでしょうね。健康って素晴
らしいですね！ （あき）
○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）
★インド目薬で瞳が綺麗に輝き始めたのはアーユルヴェーダマジックですね！ 自然の力は
素晴らしいですね。（あき）
○ブログ、いつも見ています。空がきれいで、気持ちよさそうですね！ こちら、金沢市も
今日は、冬にはめずらしく青空でした。夕暮れ時、バス車中からの眺めです。 金沢市の武
蔵ヶ辻という場所、百貨店の前あたりです。 正面のきらきらしているのは、金沢市の雪吊
りというものを模したかざりです（2 月 8 日、M さん）
★写真をありがとうございます。 インドも 1 月は寒かったですが、このごろはまた気温が
上がってきています。 来月下旬にはもう猛暑に入ります (ばるだ)
○荷物を開けたら インドからの良い香りがして 幸せな気持ちになりました。おまけのプ
レゼントもありがとうございます。感謝しております。（2 月 8 日、K さん）
★インドの香りに癒されて頂いたようで良かったです。（あき）
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○先日、送っていただいた初めての商品でとても気にいったのがあります！一つ目は、ハ
チミツです。皆さんの感想の通り、すっきりした後味で癖がなく、幸せな気持ちになれま
す。二つ目は、ブラックソルトです。二分の一ほど浴槽に入れました。温泉の硫黄のよう
な匂いがして、お湯がトロトロで、身体が芯から温まりグッスリ眠れました。本当にお気
に入りばかりでとっても幸せな気持ちでいっぱいです❣ サフランロードさん、有難うござ
います(^o^)（2 月 6 日、A さん）
★幸せをお届けできることが出来て、私たちも嬉しいです。アーユルヴェーダのある生活、
素晴らしいですね。（あき）
○目薬など使用し、何日かがたちましたが、とても症状が良くなり助かっております（2 月
4 日、A さん）
★早速目薬効果が現れているようで良かったです。アーユルヴェーダは素晴らしいですね！
（あき）
○荷物無事届きました。おまけ？のお茶や飴美味しかったです。コカムバターが特に今の
時期使い心地が良いです。

（2 月 4 日、Y さん）

★ おまけの品もお口に合った様で良かったです。冬はコカムバターが大活躍ですね。（あ
き）
○早速 カトラミデを 点眼。ゴミの様な 肌色の物が 出ました。使ってみます。目が綺麗
になると嬉しいです。（1 月 31 日、W さん）
★カトラミデで目の中の要らない何かが出てきたのでしょうね。 アーユルヴェーダで目が
綺麗になると良いですね。（あき）
○シャタ・ドルタ・グルタムと沙羅双樹クリームともつけてみましたが、とてもしっとり
としていて良いです！ 特にシャタ・ドルタ・グルタムのしっとりとミルクの香りが好きで
す。（1 月 29 日、S さん）
★シャタ・ドルタ・グルタムと沙羅双樹クリームは、素晴らしいクリームです。 本当にア
ーユルヴェーダは素晴らしいですよ。（あき）
○シラジットもシャタバリも、何だか体の中の風通しが良くなるような、清々しさが感じ
られると言いましょうか、しっかりと体内のいろいろなもにが巡る手助けをしてもらえて
いるようで、しみじみ良いなあと思えます。シャタバリにはもっとずっと前に出会えてい
たらなあ、なんて考えてしまいます。（1 月 28 日、T さん）
★アーユルヴェーダのハーブは素晴らしいですよね。 私も随分と助けられています。（あ
き）
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○冬虫夏草ティーやトゥルシ・マサラ・ティーは色が出ている間は何度か飲んでも OK？お
教えいただくと嬉しいです。（1 月 26 日、さん）
★冬虫夏草とトゥルシーティーは、何度でもお使いになって問題ないと思いますよ。衛生上
気をつけてくださって、味が薄くなっても問題なければお好きなように飲んで下さい。私
は良くケチって 2 回とかティーバックを使います。（あき）
○無事に荷物が届きました。ニンジンの絵とおまけと共に（笑）取り急ぎにて・・・。い
つもありがとうございます（1 月 24 日、K さん）
★にんじんの絵のお荷物の到着のご連絡、ありがとうございます（あき）
○先週末、土日とも出勤で、今週も仕事がとても忙しかったので、ようやく今日が休みと
なり、リラックスしています。冬は肌がとても乾燥するので、Ｋａｒｎ Ｓｕｄｈａ 気
に入ってます。おまけにトリファラジャンを入れてくださってありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします（1 月 23 日、K さん）
★年が新たになり、あっという間にもう２０日過ぎですね。忙しいなか、ご感想ありがとう
ございます。 インドもさすがに冬で、日中建物の中にいると寒さを感じます。いつのまに
か手の先が荒れて、ばりばりになってしまいました(ばるだ)
○こちらで、ハーブサプリ買って、毎日飲むようになって、身体や気持ちが、しっかり大
地を踏みしめていて、パワーが出てきたと感じます。（1 月 23 日、K さん）
★インドハーブはすごいパワーですよね。（あき）
○注文した商品を本日受け取りました。インドからのお買い物は初めてだったので、私の
好みの香りの数々に癒されます。ただ、ヨギ・ソープ（Yogi Soap）が 1 個しか入っていま
せんでした。ひとつ友人にプレゼントしようと思っていたのですが‥どのようにしたら良い
でしょうか？これから、クリーム等使用してみて良かったらまた購入したいと思っていま
す。お手すきな時にお返事いただけたらと思います（1 月 22 日、S さん）
★申し訳ありませんでした。ヨギソープの足りなかった 1 個、すぐにお送りしますね。数を
間違えて梱包してしまったようです。（もしなにか、ご入用のものがありましたらお知ら
せください。送料はこちら負担ですので）よろしくお願いいたします (ばるだ)
○優しい心遣いをいただき、とっても温かい気持ちになりました！風邪はだいぶ良くなっ
たのですが、こちらは冬はまだこれからなので、体調を崩した時のために大切にとってお
きます♡どうもありがとう！！（1 月 22 日、M さん）
★風邪がよくなってよかったです。アムラ･パウダーですが、なかなかよいです。少し疲れ
たようなとき、けっこう助けになりますよ～ (ばるだ)
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○こんばんは。沙羅双樹クリームの蓋を開けたまま一晩放置してしまいました。(既に半分
くらいは使用しています)匂いなど異常がなかったので今朝普通に使用し今のところ変わ
ったことはありませんがこのまま使い続けても大丈夫でしょうか？（1 月 22 日、I さん）
★ふたを開けたままで 1 晩位なら問題ないと思いますよ。我が家でもよく子供が蓋を閉めな
いで放置しています。沙羅双樹クリームお楽しみ下さいね（あき）
○いろいろ自分にも愛犬（今年 13 歳のミニチュアダックス、少し白内障と慢性ヘルニア、
でもまあまあ元気）にも試してみたいので、一度にたくさん購入しました。粉類は、冷凍
庫保存でも良いですか？10 年前に早期胃癌を体験し、胃を 3 分の 2 切除、現在慢性甲状腺
炎（薬は飲んでいせん）ですが、摂取していけないようなものはないと効能などを読んで
いて勝手に判断しましたが、もしもこれはダメというのがあればお教えください（1 月 20
日、N さん）
でも！カディワレ歯磨き粉とヒマラヤンクリスタルを頼むの忘れてた～ショック！でした。
実は買い物かごにいれて、手続きに進むときに 2 回失敗していて、失敗するたびに金額が
膨らんで、はじめに買い物かごに入れていたものを押し忘れていました^^;ニーム粉でも歯
磨きできる？（苦そう）実験してみます。粉を飲むときに、2 種類とか 3 種類を一緒に飲む
場合、すべて小さじ半分から 1 杯を摂取して OK？牛乳が苦手なのでお湯だけで OK？犬に上
げる場合（ミニチュアダックス 5kg 弱、12 歳慢性ヘルニアと少し白内障）ブラフミー粉と
アシュワガンダ粉（レビューで見て）をあげようと思っていますが、どのくらいの量が適
量になるでしょうか？お教えいただいたらありがたいです（1 月 21 日、N さん）
★何度も失敗しても挑戦してお買い物して下さってありがとうございます！ニーム粉でも
歯磨きは出来ると思いますが私はしたことが無いです。是非お試しになって教えて下さい
ね。 (サフランロードは一般的なインド・アーユルヴェーダ商品の個人輸入をお手伝いし
てますが、医者ではないので診断・処方などはできないことになってます。薬事法という
法律で禁止されています。皆さんのご感想や、インターネットなどで検索してみて、ご自
分の判断で、バッチテスト的に少しづつ試してみるか、あるいは日本にあるアーユルヴェ
ーダ学会に連絡して、アーユルヴェーダの医師に聞いてみるのがよろしいと思います。お
役にたてなくてごめんなさいね。法律なので、守らなくてはいけません)牛乳の変わりにお
湯で飲んで下さってもちろん大丈夫ですよ。量はご自分で色々とお試しになられてあった
量をお探し下さいね。犬にあげる場合も少量から初めて合う量をお探し下さい。では、お
荷物の到着を楽しみにお待ちになって下さいね（あき）
○ギーを使いました。びっくりしたことがあります。１日使っただけなのに、顔の小さな
イボが消失しました。２０年前からずっとある小さなイボでした。。。。どうしてでしょ
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うか・・・・びっくりです！！ありがとうございます！！ありえない！なにをしても取れ
なかったのですが・・・・（1 月 19 日、Y さん）
★ギー効果素晴らしいですね！！1 日でいぼがなくなったなんて魔法に近いですね！！さす
がアーユルヴェーダ！（あき）
○昨日商品を受け取りました。ハーブがよく効いて有り難いです‼ 服用を止めるとまた体
調が元に戻ってしまうので、これからもお世話になりますが、どうぞよろしくお願い致し
ます。（1 月 17 日、S さん）
★ ハーブがＳさんのお体に合っているんでしょうね。自然の恵みは素晴らしいですね。
（あ
き）
○昨夜に商品を受け取りました。お手配ありがとうございました。継続しているチャワン
プラッシュですが、調子良く体調が崩れないので私にはとても合っているようです。（1 月
15 日、S さん）
★私も チャワンプラッシュ大好きです。体が喜んでいる感じですよね。（あき）
○目薬で副作用が起きた事例ありますか少し心配があります。（1 月 8 日、H さん）
★アーユルヴェーダは自然の物なので人工的なお薬などと同じような副作用は見られない
と思いますよ。 少しづつ点眼して様子を見られてみたら如何でしょうか？（あき）
○年明け前に発送していただき「ありがとうございましたいつも届くのをワクワクしてい
ます 箱を開けた瞬間から漂うインドの香りが好きですおまけもありがとうございます.ブ
ラフミータブレット早速受験生の娘に飲ませています.チャワンプラシュ美味しいです毎
日スプーン１杯そのままやヨーグルドに混ぜて食べています.サフランも素晴らしくお茶
にしていただいております.又注文するのが楽しみです.今年も宜しくお願いします（1 月 7
日、K さん）
★インドの香りを楽しんで頂けて良かったです。ワクワクするって素晴らしい事ですよね！
ワクワクを届けることが出来て光栄です.ご感想も頂きありがとうございます。チャワンプ
ラッシュも体が喜ぶ味ですよね。娘さんもブラフミーパワーでお受験がんばって下さい！
（あき）
○ご連絡ありがとうございます。到着を楽しみに待っております。 インドに１０年くらい
前からあこがれを持っています。 ＜私の尊敬するマハルシの国だからです＞ いつか行っ
てみたいと思っています。 庄司様はインドに魅かれてそちらで暮らしていらっしゃるので
しょうか？ インドでも涼しい場所はあるのでしょうか？ などなど 気になることがたく
さんあります。 ありがとうございました！（1 月 7 日、Y さん）
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★是非インドにおいで下さい～！！ 私はインドが大好きで旅行をしていて虜になってその
ままこちらにいます。 インドは広いので北の方は寒いですよ。 私は寒いのが苦手なので
南から離れられませんが（笑）。 では、インドに来られるのを楽しみにお待ちしておりま
す～（笑）！ 到着の方も楽しみにしていて下さいね（あき）
○新年、明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 シラジット錠剤
は、1 日何回何錠を目安に飲んだら良いですか？(1 月 7 日、K さん)
★新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。 シラジ
ット錠剤は大体 1 日に１～2 回、１～２錠づつ位が目安です。 ご自身の体調を見ながら多
くしたり少なくしたりと調節してみてください。(あき)
○返信を、ありがとうございます。トリファラの購入を考えています。トリファラは 1 日
何回何錠を飲んだら良いですか？整腸効果はハーブによりですか？どんなハーブで、どの
ように効果が出るのか教えてもらいたいです。(1 月 7 日、K さん)
★トリファラの摂取量もシラジットと同じく 1 日に１～2 回、１～２錠づつ位が目安です。
様子を見ながらご自身にあった量を見つけてみると良いでしょうね。トリファラは整腸に
優れていると言われているハーブです。トリファラについては下記に書かれております。
http://ayur-indo.com/ayur/triphala.html 血液や肝臓をもきれいにしてくれて、腸内を
お掃除してくれて、ビタミンＣ豊富なハーブです。 尚、効果のほどは個人差がございます
ので、このハーブはこの効果があります！というよりかは お試しになられて色んな効果を
感じられると思います。(あき)
○早速、購入させて頂きました。明日、振込しますね。 先日、送って頂いたサンプルセッ
ト？の中にあった青いボトルの絵がある液体は何でしょうか？ あと、小さい四角い赤っぽ
いサンプルも何でしょう？オイルと書かれていたのですが。。何のオイルで、どうやって
使うのでしょうか？(1 月 7 日、K さん)
★ご注文頂きありがとうございました。先日のお荷物の中にあったおまけの青いボトルはコ
コナッツオイルです。髪の毛につけたり、お肌に塗ったりとお楽しみ下さい。小さい赤っ
ぽいものはナブラトナオイルです。こちらは髪の毛、頭に塗ると気持ちが良いです。下記
をご参照下さい。 http://saffronroad.net/ayur_oil/navratna_oil.html 又何かございま
したらお気軽にご連絡下さいね。(あき)
○こんばんは。いつもお世話になっています。 先ほど注文をしましたが、支払い方法をク
レジットカードにしてクレジットカード番号を入力していましたが、そのカードではなぜ
か受け付けてくれませんでした。今日はあいにく持ち合わせがそのカードしかなかったの
で、画面を戻し終了するしかありませんでした。後日カードのお支払いができるのでしょ
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うか？その場合どこからクレジットの支払い画面にいきますか？ もし無理でしたら銀行
口座に入金しますが、大丈夫でしょうか？ 注文は完了しているので問い合わせくださいの
画面が出たので連絡させてもらいました。 お手数をおかけして申し訳ございません。お返
事お待ちしています（1 月 7 日、M さん）
★カードでのお支払いを選択された場合は、お申し込みと同時に入金していただくことにな
ります。何らかの理由で未決済となったときには、・支払い方法を銀行振り込みに変更し
て入金・新たにご注文をしなおす...の２つの方法があります。 M さんは、銀行振り込みに
変更されてもよいとおっしゃってくださっているので、そういたしますね。 もうひとつ、
お申し込みのなかにシャラキがありましたが、 製造元のヒマラヤ製薬が、以前はカプセル･
スタイルだったのを錠剤に変えました。 スタイルは変わりましたが、内容と量については
同じです。 サフランロードではひきつづきシャラキ錠剤を扱っていきます。 こちらをお
送りすることになりますが、それでよいでしょうか

(ばるだ)

○サフランロードさんの製品が、当たり前のように我が家に常備され、家族で使っている
のがたのしい毎日です。ありがとうございます。 ところで、サービスでつけていただいて
いる商品の用途がわからないので教えていただけませんでしょうか？ お忙しいとは存じ
ますが、よろしくお願いします。 こちらは暖冬です。ご自愛下さいね（1 月 5 日、O さん）
★おまけについてです。 トゥルシー･ティー2 種のティーバッグ。１バッグに３５０～５０
０cc のお湯を注いで、できあがりです。 コフレットはインドののど飴です。 チャイ･セッ
トでのチャイのつくり方 http://ayur-indo.com/ayur/ayurveda6-6.htm カイラッシュ・ク
リームは、アーユルベーダの万能クリームです。 切り傷、やけど、虫刺されなどのトラブ
ルから、日常のお肌の保湿、お手入れまで幅広くお使いになれます。また、お腹の調子の
悪いときには内服します。粘膜にもよく効くようで、口や鼻の中の炎症、傷にも使えます。
なめてもだいじょうぶなので、動物にも安心して使えます (ばるだ)
○この度はお世話になり、ありがとうございました。 本日小包を受け取り、早速チャイを
楽しみました。 皆さんの感想にあるとおり、とても香りが良くておいしいです。 このカ
ルダモンを使って、お料理作りたいな、と今レシピを考えているところです。 また宜しく
お願いします（1 月 5 日、S さん）
★美味しいサフランライスでもお作りになってみて下さい。（あき）
○お世話になっております。お陰様で、注文した目薬が年内に届きました。ありがとうご
ざいました。 また、お茶やキャンディもありがとうございました。 最後になりますが、
４箱のうち、２箱開けましたが液漏れしていました（箱が濡れていたため開封しました）。
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残りは未だ開封していないため、わかりません（1 月 4 日、S さん）
★目薬の漏れについては、サフランロードのご利用案内
http://saffronroad.net/guide.html でもお断りしていますが、空輸中の気圧や温度の変化
のための多少の漏れの場合はご容赦ください。 目薬は 10 ミリ･リットルいりですが、3 分
の 1 以上漏れがあるなど、漏れのひどいときには再発送いたしますのでお知らせください
(ばるだ)
○私は思い付いた時や、ニームを補給したい！と感じた時、ニーム粉末とお湯をマグカッ
プに注いで、かき混ぜてそのまま飲んじゃっています。慣れるまではハチミツやオリゴ糖
や玄米糀で作った甘酒など、何とか飲みやすくしようと四苦八苦していろいろ添加してい
ましたが、酷く体調を崩した時にそういうことをする余裕も無く、ストレートでニームを
飲んで以来、ストレートでもいけるようになりました。「その方が手軽だから」に尽きる
ので、ズボラここに極まれり、ですが。 さて、今回はシャタバリ粉末をお願いしたりした
のですが、そこで素朴な疑問なのです。複数の種類のハーブ粉末を飲む場合、粉をブレン
ドして飲んでもＯＫなのでしょうか。 皆さんのご感想を読みましても、複数のハーブを飲
まれている方は結構いらっしゃいますが、実のところどういう風に飲んでおられるのかま
では掴めず、ちょっとお尋ねしたくなった次第です（1 月 4 日、E さん）
★おたずねの、複数のハーブを同時に飲むことに関してですが、 アーユルヴェーダのハー
ブ薬の成分などをみますと、ブレンドされているものがたくさんありますから、混ぜるこ
とはできると思います。が、ハーブ同士の相性などはあるのではないかと思います。 わた
したちはお医者ではないので、（薬事法などにより）投薬に関するアドバイスはしてはい
けないことになっています。その点はご理解ください。 自分自身の直感にしたがって、う
まくゆきそうだという自信があるときにはそれに従うか信頼できる専門家に相談するとい
うのもよいと思います(ばるだ)
○あけましておめでとうございます！ 前々回に注文したニームの粉末ですが、最初は「何
の罰ゲームだろう？」と思いました。半年に満たない間ですが飲み続けるうちに、苦いけ
ど体がニームを喜んで受け入れる感じがするようになりました。苦いけど全く問題ない！
と今では言えます。財布の都合であれもこれもと購入できないのが残念ですが、よろしく
お願い申し上げます（1 月 1 日、E さん）
★メッセージをありがとうございます。ニームはほんとうに、良薬は口に苦し代表のような
ハーブですよね(ばるだ)
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○いくつか商品を購入したいのですが、今私が住んでいるイギリスに送っていただくこと
は可能ですか？ 実は日本の家族が貴社の商品を愛用しており、この間一時帰国した時に使
わせて貰ってからすっかり虜になってしまいました。お返事お待ちしています（12 月 30 日、
S さん）
★こちらから送ることは可能ですが、荷物を受け取る国の法律的な対応がどうなるかわかり
ません。そのため税関などで問題が起こったときには、お客様の責任において対応してい
ただかなくてはなりません。 いままでのケースでは、ドイツではアーユルヴェーダ製品は
輸入禁止で、送った荷物は没収か差し戻しになります。 イタリアでは、正式なインボイス
（納品書・請求書）を求められたことがありました。 ほかの国々では、いままでのところ
問題はありませんでした。トライすることは可能です。 ですが、何かあった場合、サフラ
ンロードでもできるだけのお手伝いはしますが、 最終的な対応・責任はお客様に持ってい
ただくようになります。それでよろしければ、お申し込みください。よろしくお願いしま
す(ばるだ)
○こんにちは、昨日は、目薬とカイラシュを無事に受け取りましたことを、 お知らせいた
します。 いつも丁寧にご発送くださりまして、有難うございます。これからも、宜しくお
願い申しあげます。 今回もプレゼント有難うございました。まじゅう様に宜しくお伝え下
さい。 １２月２８日に届きました。 今年もお蔭様で、目や皮膚のことで、悩むこともな
く、無事にすごすことができまして、ありがとうございました（12 月 28 日、T さん）
★冬は乾燥しますから、カイラシュ･クリームが活躍しそうですね。 良い年末年始をお過ご
しください (ばるだ)
○おはようございます。昨日、商品が届きました。 おまけもありがとうございます♪とて
も嬉しいです。 今かなり太りぎみなので、元気にダイエットも頑張りたいと思います。 い
つもご丁寧な対応に感謝します。 良いお年をお迎えください（12 月 28 日、K さん）
★お使いになってのご感想、ぜひお寄せください。 お待ちいたします(ばるだ)
○本日、無事 商品が到着しました！ 今回もしっかりとした梱包のおかげで商品もキレイ
な状態で届きました！ ご丁寧なご連絡をいつもありがとうございます。 今回も安心して
楽しみに商品を待つことができました。 そして、ギフトまで💦 本日、クリスマスという
こともあり、なんだかとてもハッピーな気持ちにさせていただきました。感謝します！ま
た、利用させていただきます！ 良い年末年始をお迎え下さいませ（12 月 27 日、S さん）
★クリスマスの日にちょうどお受けとりになったのですね！ もうあと数日で新しい年を迎
えるのが信じられないくらい速い 1 年でした(ばるだ)
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○お世話になります。インドではクリスマスなんてやらないのでしょうね。＾＾； さて、
下記追跡情報がまだ確認できません。 この混雑時期のせいもあるでしょうが、通常どれく
らいで配達されるのでしょうか？ 30 日から数日家を空けるものですから、その前に受領で
きればいいのですが…（12 月 27 日、F さん）
★お知らせした番号で配送の追跡ができないのですね。番号を確認しています。 18 日に発
送していますので、到着は 28 日前後になるとおもいます。 インドにはクリスチャンもい
るからでしょうか。クリスマスは祝日ですが、 日本のようにイベント化はしていません。
30 日までに配達されるといいですね。 もう少々、待ってみてください(ばるだ)
○ばるださん、メール有難うございます。 ニルドーシユ、息子の反応をおしらせしますね
💦 私は甘いもの大好きで糖尿になるのではと気になりながら、やめられなくて困っていま
す。 やめられて、すごいですね💦 苔癬がなかなかよくならないので、甘いもの、よくな
いのはわかっているのだけど、やめられないです。嫌になります💦（12 月 27 日、A さん）
★A さんも甘いものがお好きなのですね。 わたしも痛くならなければ、やめないと思いま
す。 痛いのはどうしてもいやで、以前は甘いコーヒーなど飲んでいたのを 砂糖なしのチ
ャイ（ミルク･ティ）に変えました。インドではまだ、美味しいケーキなどが簡単には買え
ないので助かっています。 砂糖を摂るとわたしの場合、口内と関節が不調になります (ば
るだ)
○１．ポイントはどのように使えるのでしょうか？ ２．ホームページに載っていない製品
も扱っていただけるのでしょうか？（12 月 24 日、E さん）
★ポイントは次のご注文以降に 1 ポイント 1 円としていつでも使えます。 探す製品にもよ
りますが、特別注文のばあい、かなり時間がかかることがあります。 品によっては手に入
らない場合もあります。 また、特別注文には、ポイントがつきません (ばるだ)
○日本は、めっきりクリスマスモードです。街のあちこちにサンタが出現しておりますよ、
笑ガソリンスタンド、ケータイショップ、ケータリングのバイクのお兄さん、、、 インド
人もびっくり！な島国です(^^♪（12 月 24 日、W さん）
★12 月 25 日のクリスマス、インドは祝日になっていますが、 キリスト教以外の宗教の人
びとはとくに祝うことはないようです。 日本のクリスマスは、すごいですよね！ (ばる
だ)
○こんばんは！お世話になります。品物、今日の夕方に届きました。 いつも、おまけを有
難うございます。 お正月にタバコがやめられない息子が帰ってきます。 Nirdosh をプレゼ
ントしたいと思います。反応はどうなることか楽しみです(^o^) 来年もよろしくお願い致
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します。よいお年をお迎えくださいね♪（12 月 24 日、A さん）
★お酒やタバコや甘いもの、といった嗜好品は 量のかげんが適していれば、楽しめるし癒
しにもなると思うのですが、 習慣でつい、ほんとうはそんなに楽しくないのにつづけてし
まう、 ということが、ありますね。 このごろ、甘いものを食べると不調になりやすいの
がわかり、 お菓子はやめました。チョコレートを見ても、もう心ときめいたりしません。
そういう自分がちょっとさびしい気もしますが…… ニルドーシュ、効果があったかどうか、
ぜひお聞かせくださいね (ばるだ)
○お世話になっております。荷物昨日着きました、ありがとうございます。 おまけの、カ
イラッシュクリーム,トゥルシティー、のど飴ありがとうございます。 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。 感想：アビヤンガオイル：昨夜、お風呂上がりに早速使って
みました。 手にとってマッサージをするように塗り込んでいくと・・・あっという間に吸
収されてサラサラ。 でも、肌はしっかり潤いました。また、塗布しているとふっと身体が
緩む感じ：知らずに力が入ってしまっていたのが抜けていく感じです。鳩尾、首から肩ま
で塗り込んでみました。身体が少し軽くなったような気がします。 香はとても甘く優しい
香ですね、アヌタイラの香と似ていると思います、好きな香です。 一つ注意するとすれば、
中栓がない・・。傾けすぎると結構な量が出てきます。 また、うっかり倒さないように要
注意ですし、液だれしやすい形状ですね。 手持ちのフロー瓶がスポイト瓶に移し替えよう
と思っています。 中栓タイプの物があれば、そっちの方がこぼしにくくて良いかもしれま
せんが。 サフラン・ホール：サフランロードさんのサフランは本当に品質が良いですね、
香りが豊かですし。寒い夜にゆっくり飲むと芯から身体が温まります。 コルダービン
450ml のマグボトルに小さじ 1 で作ってみました。薄めでしたが、お白湯代わりのつもりだ
ったのでちょうど良かったです。ほんのり、ジンジャーの味がしました。 お茶として楽し
むのであれば~350ml 位/小さじ 1 がちょうど良いのかもしれないですね。 香りも好きな香
りで嬉しいです。 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。特にカトラミデ、目薬の中で 一番気に入っています。アヌタイラはサイト
に書いてあるように、ナガルジュナ製の方がガツンと来ますね。 こっちの方が効きそう。
今回はナガルジュナが売り切れでちょっと残念です。 サフランタイラム まだ使っていな
いので、また後日感想を送りますね。 あと、アビヤンガオイルボトルの成分（Ingredients）
の部分、字が小さすぎて見えない・・・・。 目薬やアヌタイラのように成分表をアップし
てくれると嬉しいです、ご検討いただけると嬉しいです。 それでは、よいお年をお迎えく
ださい（12 月 21 日、K さん）
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★ご感想をありがとうございます。 アーユルヴェーダの品、よいものが多くてうれしいの
ですが、インドは容器がむずかしいです。 日用品などでもそうなのですが、まず封を切る
のがたいへんで、ハサミを常備して何でもこれで切って開けるようになりました。容器の
ふたのねじり具合なども、まったく工夫されていない作りがほとんどです。 インドの人は
そういうことを気にしないのか、と思ってしまいます。 （多くはまだ量り売りで、包装な
どしないのが実情かもしれません） アビヤンガオイルの容器も、ご指摘のとおり、使いず
らそうですね。 オイルの成分、ちかいうちにホームページにアップするようにします。 ま
たどうぞ、よろしくお願いいたします (ばるだ)
○久しぶりの購入です☆ ヨギソープの香りが頭から離れません(笑) アーユルベェーダウ
ォーターも欠かさず飲んでいるので、色々楽しみです‼（12 月 20 日、K さん）
★メッセージをありがとうございます。ヨギソープを気に入ってくだＳっているのですね。
アーユルヴェーダ水、とってもよいですよね(ばるだ)
○今日夕方に届きました 思ったより早く届いて嬉しい 箱を開けると懐かしい

イン

ドの香り おまけのチャイもありがとうございました（12 月 18 日、M さん）
★暮れも押し迫ってきましたが、 寒さに負けぬよう、ハーブが活躍するといいですね。 チ
ャイであたたまってください (ばるだ)
○この前の商品がとても良かったのでまた注文した次第です。

商品が届くのを楽し

みにしております（12 月 18 日、H さん）
★前回のお品、気に入っていただけてよかったです。 アーユルヴェーダのハーブ、元気を
助けますよね (ばるだ)
○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。 娘
たちの手荒れにもクリームを試したいと思います。 楽しみにお待ちしています（12 月 18
日、H さん）
★カトラミデのご感想をありがとうございます。 しみるけれど人気のある目薬です。 冬は
とくに、乾燥するせいか手あれが辛いですよね。 娘さんたちが、気に入るものがみつかる
といいですね (ばるだ)
○ネットで書いてあったような刺激がないので『あれ？』て感じですが、ドライアイが軽
減されるとあったので使ってみます(^^ ) 他にもオススメあったらまた教えてください m(_
_)m（12 月 18 日、T さん）
★カトラミデ目薬、
しみて痛いというご感想が多いですが、
T さんは刺激がなかったですか？
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わたしが自分で使った感じでは、目の状態がよくなるにつれ、あまり痛く感じなくなるよ
うです (ばるだ)
○無事、注文できました！ 色々見ていたら、うちの年老いたわんこにも・・なんて思って
あれこれと増えてしまいました。 他にも気になるものはあるのですが、まずはこれでお願
いします！ 商品の到着、楽しみに待っています（12 月 18 日、K さん）
★発送のほうですが、在庫の都合で 2 ヶ所から発送いたします。ハーブのパウダーがワンち
ゃんに、たいそうよいというご感想をいただいています。K さんのワンちゃんにも効果があ
るとよいですね(ばるだ)
○送って頂いた荷物を今月始めに受け取りました！ シャラキやフレキシビリティのおか
げで、膝の痛みがほぼ完治してとても嬉しいです💦💦💦 また注文させて頂きます。よろし
くお願い致します（12 月 16 日、S さん）
★アーユルヴェーダのハーブが役に立っている様子で、私たちもうれしいです（まじゅ）
○こちらは新暦の師走の 12 月。バタバタしそうですが、インドからのものを楽しみにゆっ
たりしようと思います（12 月 16 日、A さん）
★インドも 12 月はさすがに寒さを感じます。日本は寒そうですが、冬を元気にお過ごしく
ださいね(ばるだ)
○前回、注文したとき メールできちんと連絡があり 安心して買い物ができました。また、
商品も 1 週間ほどで届き、中身もちゃんとしてました！ありがとうございます。またよろ
しくお願い致します！（12 月 16 日、S さん）
★メッセージをありがとうございます。今回もよろしくお願いします(ばるだ)
○先程振り込みました。宜しくお願い致します。 ホームページ新しくなったんですね💦。
商品は同じなので、安心しました（12 月 15 日、T さん）
○先日送って頂いたカトラミは朝夕使ってとても良いです。 プレゼントも沢山付けて頂い
てありがとうございました！（12 月 15 日、Y さん）
★カトラミデはサフランロードのベストセラーです。 気持ちがよいから、人気もあります
ね（まじゅ）
○無事に届きました（届いてからちょっと日にちが経ってしまいましたが） 今回も丁寧に
梱包いただき、無事に届きました。 初めて注文させていただいたシルクシャインの使用感
が気に入っています。 髪のごわごわ感がなくなってきて良い感じです。 他の商品も楽し
みに使用させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします！ ありがとうございま
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した（12 月 14 日、U さん）
★ シルクシャインは超繊細な私の友人も「これはすばらしい」と太鼓判を押してくれまし
た。自然なものは、やさしいですね（まじゅ）
○目薬ですが、老眼もあると思いますが、かすみ目に合うのは、どの商品でしょうか？ 自
分に合う食事が、1 番のお薬と思います（12 月 14 日、K さん）
★サフランロードの目薬の紹介ページです。
http://saffronroad.net/ayur_eye/eyedrop.html 私自身近視なのですが、最近は老眼が入
ってきて近くも遠くもよく見えなくなってきています。 それで目が疲れますが、カトラミ
デやトリファランジャンを点眼してみました。 視力回復ということはないようですが、目
の疲れには効果がありました。 また、ハーブのトリファラ、アムラを摂るようにしました
ら、目の疲れをやわらげる助けになりました。（トリファラにはアムラが含まれています。
ビタミンＣが、目にはたいせつなようです）(ばるだ)
○先日アムラ、トゥルシー、リコリス届きました。 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）
★ハーブのティーがごくごく飲めるのは身体が必要としているからなんでしょうね。 そう
いう身体の信号がわかるようになると、生活の仕方も変わってくると思います。 「明るく
楽しく、幸せ」な生き方がいちばん素晴らしい生き方だと思います。 すばらしいですね（ま
じゅ）レモンも好きで使いますが、ハーブには敵わないですね。
○はじめまして！ 私はまだ 20 代なのですが、歳を重ねるごとに目の黄ばみが増していき
ます。そういうのも、この目薬で効くのてしょうか？？まずは試してみますね…（12 月 13
日、K さん） ★メッセージをありがとうございます。目薬、おためしになってみてくださ
い。白目がきれいになったというご感想をいくつもいただいたことがあります(ばるだ)
○無事届きました。今 シャタバリが あってるようで 続けています。また 宜しくお願い
します（12 月 13 日、W さん）
★ シャタバリは私のパートナーも使っていて、元気がでるとよろこんでいます（まじゅ）
○いつもお世話になります。先ほど荷物を受け取りました。 いつもありがとうございます。
おまけ、ありがとうございます。 英語が全く分からず、使い道がわからないのですが ど
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うやって使いますか？（今回、関税で開封されていましてもしかすると同封してくださっ
ている紙などがないのかも知れません。注文したものは全て揃っています。）お手数です
が教えてください（12 月 13 日、M さん）
★今回は 3 回目のご利用でしたので、おまけは目薬でしたでしょうか。
http://saffronroad.net/ayur_eye/eyedrop.html サフランロードの目薬紹介ページです。
どの目薬も 1 日 1~2 回を 1 または２滴点眼が標準です。 目に問題がないときにさしてもだ
いじょうぶです(ばるだ)
○ところで「コカムバター」の表面にカビが発生しています。使用に問題はありませんか？
お手数をお掛けしますがよろしくお願いします（12 月 11 日、H さん）
★コカム･バターにカビが発生していたということですが、驚かれませんでしたか。 すみま
せん。ただ、確かにカビでしょうか。 コカム･バターを作るときに種の一部などが混ざっ
て、濃い色になっていることもあります。 カビのにおいがしていれば、やはりカビだと思
います。 カビが出ても削り取ると、中はだいじょうぶで使えますが、 ひどいようでした
ら再送しますので、お知らせください(ばるだ)
○迅速に対応いただきありがとうございます。 コカムバターの件ですが、包装紙にもつい
ていた黒っぽいものはにおいで確認したところ、やはりカビのようです。 商品の性質（防
腐剤等不使用）や国際郵便での配送等を思うと仕方のない事かも知れませんが、 今回は黒
ずんだ部分が広範囲なので、本当に恐縮ですが、アトピーの子供の顔や唇に安心して使え
るよう、再送いただければ幸いです。なお、その際の手順（手続き）はどのようになるの
でしょうか？※早速目薬を使ってみたところ、痛さ（！）もその後の爽快感も評判通りの期
待通りでした！！ 初回から会員登録すべきだったと後悔しています（12 月 13 日、H さん）
★それでは、コカム･バターを再送しますね。 お手元のコカム･バターについては、廃棄ま
たは足のかかと、ハンド･クリームのかわりなど、差し支えなさそうなところでお使いにな
るなどしてください。 再送については、広瀬さんは荷物の受け取りだけで、ほかにはてつ
づきはありません。 発送完了後にお知らせいたします(ばるだ)
○こんばんは。 商品、今日届きました。チャイのセットもおまけで入れていただいてあり
がとうございました。チャイセット、今度は日本の豆乳で作ってみようと思っています。
どんな味になるか楽しみです(*^_^*)（12 月 13 日、M さん）
★牛乳の代わりに豆乳で作って、おいしいというご感想を以前いただいたことがあります
（まじゅ）
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○商品受け取りました！お世話になりました！！ ありがとうございました！早速親戚の
白内障のおばちゃんにあげました。 良い結果がでるといいです！！！ ちなみに

サプ

ライズのプレゼント、、、、！！！ チャイとお菓子が一個ずつ入ってました！ WOｗ！！
ありがとうございました！（12 月 13 日、T さん）
★健康で暮らせるのがいちばんですね（まじゅ）
○本日、荷物が届きました、有難うございます。

毎日健康に過ごすことが出来、感謝し

ています。 今後とも宜しくお願いします（12 月 13 日、S さん）
★ 毎日を何事もなく平和に暮らすことができる…これがいちばんですね（まじゅ）
○商品についてのご質問なのですが、 カディワレ診療所のハーブの中にモリンガ製品は
ないでしょうか？

モリンガのサプリメント等を探しております。

いて何か情報がありましたら教えていただけないでしょうか？

モリンガ等につ

よろしくお願い致しま

す。

モリンガの苗木を先月購入して育成中ですが、日本の気候では冬場は落葉してし

まい

家の中に取り込まないと難しいようです。

それでは商品到着を楽しみにして

おります♪（12 月 11 日、K さん）
★おたずねのモリンガ、探してみますね。 じっさいにご注文いただけるまでには少し時間
がかかるかもしれません。 何かわかったらお知らせします。 寒くなりましたよね～。ワ
ンちゃんたちはお元気でしょうか (ばるだ)
○先日、ご注文いたしました。商品が、サフランロード様より届きましたことを、お知ら
せいたします。目薬とカイラッシュ、大変助かりました。 とても、感謝いたしております。
また、宜しくお願いいたします。 どちらも、大好きな商品です（12 月 11 日、T さん）
★12 月になり、インドも寒いと感じる日があります。 日本はくらべものにならないほど寒
いんですよね。 冬は乾燥もしますから、カイラシュ･クリームが活躍しそうですね (ばる
だ)
○どうもこのようなメールをいただき嬉しいです。 お香に火をつけるときにたまに「あ、
旧商品は見つからないのかなぁ・・」と思うときがあったのですが、これだけで送ってい
ただくのも悪い気がして、なのでこちらからメールもしませんでしたが、 忘れないでいた
だいて、本当に嬉しいです！ 沙羅双樹のクリームもカイラシュもまだいくつか手元にスト
ックがあるので、次の注文はまだ少し先になりそうです。もし前のサンダルウッドのお香
が見つかった時に一緒に注文するかもしれないので、そうしたらそれだけ送ってもらう送
料がうきますので、その時は一度ご一報下さいね。 どうもありがとう（12 月 10 日、M さ
ん）
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★ご返信、ありがとうございます。 連絡するのもゆるゆるなインド時間で、すみませんで
した。 仕入れに行く者が飛行機チケットのブッキングをしました。 品を持って帰ってく
るのが 1 月の 12 日になる予定です。 元のお香が手に入りますように～ ここのところ買い
物にいく先々で、あのお香がないかしらと聞きまくっていました。 もしもお買いものの時
期が一致するようでしたら よろしくお願いいたします(ばるだ)
○いつもお世話になります。 家族も元気になってきました。 今回もよろしくお願い申し
上げます（12 月 7 日、K さん）
★いつもありがとうございます。寒くて何かと忙しい 12 月ですが、お元気でお過ごしくだ
さい(ばるだ)
○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）
★カイラシュ･クリーム、いいですよね。ほんとうに万能クリームです (ばるだ)
○サフランデュークリーム、香りもほのかで肌にすーっと馴染んでいき、使い心地良かっ
たです（12 月 7 日、H さん）
★冬でお肌も乾燥しがちですよね。 クリームを気に入っていただけてよかったです (ばる
だ)
○本日、楽しみにしていた商品が届きました。インドの香りがするような素敵な梱包でし
た。 おまけもたくさん入れていただきありがとうございました。うれしいです。 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。 他にも色々使ってみたいと思っていますのでよろしくお願いしま
す（12 月 7 日、Y さん）
★カトラミデ、人気のある目薬です。評判どおり、しみたようですね (ばるだ)
○こんばんは。昨日商品が届きました。待ってましたで嬉しいです。 ありがとうございま
す。インドから届いたなんて、ドキドキしています。サフランロード様に、感謝致します。
商品の中に、ブレゼントも入っていて嬉しいです。 これからも、どうぞよろしくお願い致
します（12 月 7 日、K さん）
★アーユルヴェーダの品々、いろいろ楽しくお試しくださいね (ばるだ)
○本日届きました。

おまけを同封下さり、ありがとうございます。 今年もとうとう１

２月になりました。

少し早いですが、よいお年をお過ごしください（12 月 7 日、H さ

ん）
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★あっという間に 12 月になってしまった感じです。 時の経つのがどんどん速くなっていっ
ている気がします (ばるだ)
○お世話になっております 商品を受け取りました、この度丁寧なご対応くださいまして感
謝いたしております 有難うございました 早速試してみたいと思います。 今回は認知症
で物忘れが激しい親のためにアシュワガンダ、ブラフミー、シャタバリ、シラジットを購
入させていただいたのですが 一日どれくらいの分量を飲めばいいかわからないので教え
ていただけるとありがたいと思います また、介護の疲れにも効果的な飲み合わせがあれば
教えてください（12 月 5 日、S さん）
★標準的な摂取の量は、サフランロードのホームページで紹介しています。 カプセル・タ
イプは一日に二回、食事のときに１－２カプセルをとります。 親御様の介護をしていらっ
しゃるのですね。疲労にもアシュワガンダ、ブラフミー、シャタバリ、シラジットは効果
的だと思います。ナチュラルビタミンＣのアムラもすすめです(ばるだ)
○前回注文した沙羅双樹クリーム、原因不明の湿疹に効き大変助かりました。 近々、沙羅
双樹クリームの他にカイラシュクリームをまとまった個数 注文しようと思うのですが使
用期限はどれぐらいでしょうか？ お忙しいところ申し訳ありませんが教えていただきた
いです（12 月 3 日、I さん）
★沙羅双樹クリームはたいへん素晴らしいクリームですよね。役立っているようで、わたし
もうれしいです。 カイラシュクリームの使用期限は、製造日から３年です（まじゅ）
○前回の買い物では大変お世話になりました。全部素晴らしいです。ありがとうございま
した（12 月 2 日、O さん）
★メッセージをありがとうございます。前回はいろいろなクリーム類とゴアのスパイスのご
注文でしたね。気に入っていただけてよかったです(ばるだ)
○さきほど商品到着しました。発送していただいて 10 日ほどでしたが、追跡番号で確認で
きましたので安心して到着を待つことができました。 お菓子とお茶のオマケもありがとう
ございます。 ニームとアムラは、きちんと密閉されていましたので、カビなどの問題はあ
りません。 カイラシュ・クリームも密閉されていて、ちゃんと衛生管理されている商品な
んですね。 コカムバターは、サイトの写真どおりのなぞな感じで、早速試してみようと思
います。 はじめての注文でしたが、素早く丁寧にご対応いただいたので 先払いでも不安
を感じる事はありませんでした。 また機会がありましたら利用させていただきたいと思い
ます（12 月 2 日、HO さん）
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★インドからの発送で、10 日くらいが標準的です。 コカム･バターは毎日使ってもなかな
かなくなりません (ばるだ)
免責・注意事項: 当サイトで取り扱うハーブ等の情報は、健康に関するインド・アーユル
ヴェーダの一般的な情報を提供するものであり、資格をもった医療従事者（医師や薬剤師
等）が行う医学的なアドバイスや、それに代わる情報を提供するものではありません。医
療に関するいかなる記述や引用文も、それが真実、正確、最新、適切であるという保証は
一切ありません。サフランロードは医師ではありません。医学の専門家による助言を強く
おすすめします。また、当サイトに掲載された情報・資料・商品等を利用、使用するなど
の行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、理由の如何に関わらず、サフランロ
ードは一切責任を負いません。ユーザーご自身の責任において行っていただきますようお
願いいたします。
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