
-----------------------  アムラのご感想  ---------------------- 

 

〇こんにちは。アムラとシャタバリを飲み始めてひと月ですが、更年期後のトラブル

がよくなってきてとっても喜んでいます。インドのハーブって私にはあまりなじみが

なく、どうなん？と思っていたのですが、なかなか良い感じですので、色々他にも試

してみたいものがたくさんあり、また注文させていただきます。ありがとうございま

す。こちらのサイトが興味深すぎて毎日見てしまいます。(4月 9日, Tさん) 

 

〇アムラ粉。目にいいと聞き、毎朝飲んでいます。酸味がフルーツみたいで好きで

す。パソコン使うので、目のサプリは重宝。ピントが合いやすくなった気がします。

(1 月 31日, Ｓさん) 

 

○アムラの粉ビタミン豊富なだけあり、酸っぱさあります。朝イチ飲み続け肌荒れ予

防します。パックすると肌が明るく白くなりました。洗髪にお湯と混ぜてながした

ら、髪にハリがでました。定期的に肌と髪の毛の手入れに使っていきます。（1月 20

日、Ｎさん） 

 

○アムラの粉。お世辞にも美味しいとか飲みやすいとか言えませんが、飲んでるのと

飲んでいないのとでは違います！ 子供の風邪が移らずに済んでいるのは、アムラ・ニ

ーム・アシュワガンダを飲んでるからだと思います。（1月 5日、Ｍさん） 

 

○アムラの粉粒子が細かい。粒子が細かくサラサラで溶けやすく、毎朝飲み続けやす

いです。（12月 6 日、Ｎさん） 

 

○オーガニック・ハーブ３点セット。よく眠れるようになりました。 

アムラ、アシュワガンダ  、ブラフミーを飲んで3ヶ月位になります。 

更年期障害で常に睡眠不足でしたが、よく眠れるようになりました。何が効いている

のかはわかりませんが眠れるのですごくありがたいです。（10月21日、Kさん） 

 

○３回目の注文です。色々なハーブを試しているため、何が効いているのかはわかり

ませ んが、調子は良いです。今回もよろしくお願いいたします。(2 月 20 日、I さ

ん） 

 ★(I さんは今回、ブラフミー、アシュワガンダ、アムラ、シラジットをパウダーで

注文さ れました）  

 



○アムラを気に入って飲んでます。黒糖とまぜて飲んだら顔がか～っと熱くなり、し

かも ほっぺたがまるでチークを塗ったみたいにピンク色になり、びっくり。嬉しい効

果です ね！（1 月 19 日、A さん）  

 

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

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

消えたこ とでした。胃もたれと時々あった痛みから解放され、辛かった便秘にも さ

よなら出来ま した。1 ヵ月を過ぎた頃には慢性的に充血していた目がきれいに な

り、1 年前から毎日欠 かさないカトラミデ目薬との相乗効果のおかげだと確信 して

います。それから毛髪が艶 やかになり、冬の地肌のかゆみも治まりました。 季節の

変わり目のゆらぎ肌とも無縁に なり、体質だと諦めていた症状が改善され てきてい

ます。旅行時にも欠かせませんでし た。以前摂取使用していたサプリや化粧品では得

られなかった ことが安価で体感できて いて毎日がとても快調です。(9 月 28 日、T 

さん）  

 

○おかげさまで最近、気がついたら頭痛薬と胃薬を飲んでいませんでした。これから

もお 世話になると思います。(9 月 20 日、Ｈさん）アムラとニームをご購入。  

 

○先日娘が出産しました。産後の回復のためシャタバリを頼もうとしましたらちょう

ど割 引きになっていたので助かります。私自身 50 代、シャタバリ、ブラフミー、ア

ムラに先日 ムクナ、モリンガも飲み始めました。更年期の不調もなく元気に過ごせて

いるのはインドの サプリのお陰だと思います。インドのような暑い国の物は日本人に

は合わないのでは‥？ と友人に言われましたがその様なことはないと実感していま

す。(7 月 21 日、O さん）  

 

○アムラ(カプセル) 飲用 3 週間ですが、酸味が苦手なので、これなら続け られそう

で す。便秘薬常用もパタリと止まりましたが更にトリファラを 追加し TRY すること

にしま した。 髪、肌への効果もものすごく期待しています。（3 月 25 日、T 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） 

 

○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。（10月 23日、Tさん）  

 

○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。（7月 27日、Tさん）  

 

○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）  

 

○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） 

 

○私の肌にハッキリとした変化が起きています。  この一年近く、シャタバリ、アム

ラは毎日欠かさず飲み、アシュワガンダ、ニーム、ブラフミーは時々飲み忘れますｆ（＾

＾）；  肌につける基礎化粧品として、カイラッシュクリーム、沙羅双樹クリームだけ

です。  これだけだと冬は少し肌が突っ張るのでとりあえず、コカムバターを塗って

凌いでいます。  私はファンデーションを塗らないでスッピンで過したいと 5 年くら

い前から思っていましたが、シミ、くすみ、そばかすがあり  ファンデーションを塗

らないと色黒く汚くに見えるので仕方なくファンデーションは毎日欠かせませんでし

た。  ところが、飲み始めて半年くらいした頃から、くすみが少しずつ薄くなり始め

ているのに気づきました。それからと言うもの  毎日朝晩、顔を洗うときに必ずシミ、

くすみ、そばかすのチェックが日課になりました。  どんどん、くすみが薄くなり、

それと同時にシミも薄くなり、8ヶ月位したら娘に「お母さんこのごろ薄化粧になった

ね」と言われ  ホッホー！！とにんまりしながら「お母さん最近ファンデーション全

然塗っていないよ！」というと娘は「化粧しているのかと思った！」と驚いていました。  

最近ではノーメイクで外出できるくらい肌がキレイになりました。くすみも今年の冬く

らいには完全に消えるのではないかと 楽しみです！ 都心や祭事事で出かける時も

ファンデーション塗らなくても OKになりました。  また、唇の色も以前はくすんだ暗

い色でしたが、最近は薄いピンクになってきたのでリップクリームだけで全然 OK です。  

市販の口紅や色のつくリップクリームを塗ると唇がガサガサに荒れてしまうのですが、

唇の色が悪かったので外出時は  塗らないわけにもいかずガサガサ覚悟で塗っていま

したが、おかげさまでもうリップクリームだけで OK になってとても嬉しいです！！  

ただ、リップクリームは天然オーガニックのものでないと唇は荒れます。今はアルガン

オイル配合のものを使っています。 ・それと、そういえばなのですが、毎年 5 月末～



6 月になると顔や首の周りが、かゆくなり、自分の髪の毛が触っただけでもかゆくミミ

ズバレ  状態になって、その時期だけファンデーションはおろか基礎化粧品すら使う

ことが出来ない日々が続いていましたが、不思議なことに  今年は全然平気でし

た！！ 花粉症は大丈夫なのですが…なぜかこの時期になると肌が荒れていました。  

ですから、今年も覚悟していたのですが「嘘みたい！！」でした。 おそらくアーユル

ヴェーダの服用とカイラッシュ・沙羅双樹クリームのおかげで体質も変わったのではな

いかと思っています。 サフランロードさんに出会えて本当に感謝です！！心より感謝

いたします（8月 2日、Kさん） 

 

○アムラも、飲み出してから顔のシミが薄くなってきたように思います。 もう少し飲

み続けてみようと思いますのでよろしくお願いします（6月 15 日、Yさん） 

 

○アムラは髪に良いと書かれてありましたが 飲んでも効くのかな？って思っていま

した。 でも飲み始めてから明らかに抜け毛が少なくなって、 地肌のベタつきも無く

なり、 年齢と共に少なくなっていた髪が段々生えてきました。 不思議です。 あり

がとうございました（4月 8日、Hさん）  

 

○アムラ（粉）をコルダービンとともに飲んでいたのですが、明らかに顔のシミ・くす

みが薄くなってきています。 生まれて 1ヶ月の孫に頬ずりをしようとしたら、娘に「フ

ァンデーションが付くからやめて！」と言われてびっくり「え、スッピンだよ！」 と

言うと「本当に？ファンデーション付けているみたいに見えるよ」 「へぇーそうなん

だ！」スッピンでの外出を目指していたので嬉しかったです（4月 6日、Kさん）  

 

○アシュワガンダとアムラで疲れがたまらないかんじがします。 いつも安定した体調

でいられるので嬉しいです（3月 31日、Nさん）  

 

○アムラとニームも、毎日タブレットを 2 つずつ飲んでいます。 ちょっと寒気がして

風邪をひきそうな予感がした時は、 ニームを少し多めに摂りました。 そのせいか、私

も風邪はひきませんでした！（2月 24日、Sさん）  

 

○アシュワガンダとアムラを飲むようになって元気になった気がするので、また注文し

ます（2月 24日、S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）  



 

○免疫力をあげようと思って、アシュワガンダとアムラを注文していますが、最近は体

調の波があまりなく、常に安定しているかんじで過ごしやすいです（12 月 1 日、N さ

ん）  

 

○ブラフミーはシラジット・アムラなどとともに毎日摂っておりますが、調子が良いで

す。 日々の生活でも、以前より直感が冴えるような気がします（10月 5日、S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。 ありがとう御座います。  

 

○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♪ サフランロードさんの商品にハズレがないので、お友達にも紹介

しています。 お安いですし、商品も中身が充実していて本物を提供されていますので

すっかり愛用者になりました＾＾（１月２２日、Oさん）  

 

○またアムラ、シャタバリで安眠するようになり、寝起きが良くなり、軽いホットフラ

ッシュがあったのですが １０日間くらいでほとんど自覚がないほどになりました。 効

果は人それぞれなので、なにが自分に合うか、いろいろためしてみようと思います（１

月２１日、Ｎさん）  

 

○ハーブセットの組合せを アムラ 4 本、ブラフミー 2 本に変更をお願い出来ます

でしょうか。 今回は、母のオーダーです。飲んでいる内は、はっきりと何かが改善さ

れたとうの自覚は無かったようですが、 アムラは無くなってからしばらく経っており、

切らしてから"また、涙が（過剰に）出てくるようになった"といっており、 飲んでい

る間は、効果が出ていたんだなと実感したようです（７月２６日、Ｋさん）  

 

○トリファラ、アムラは強烈な味ですね(>_<) でも、効果はすぐあり、お通じも良くな

りました。 今からの季節、紫外線で黒くなってしまうので、アムラを摂取して、肌の

健康を守りたいです。 まだまだ長いお付き合いになりそうです(^_^)（６月１４日、Ｎ

さん）  

 



○こんにちは 前回注文したアムラですが、いつもより疲れにくくなりました。 貧血な

ので改善してきているのかしら？と、思ってまた、リピします（４月１５日、Ｋさん）  

 

○アムラも最近風邪の時に多めに飲んでいましたが、治りが早かったようです。また、

ふたを開けたときのアムラの香りはとても癒されます。(1月 21日、Kさん)  

 

○アムラとシラジットとブラフミー、シャタバリを毎日飲み始めて１ヶ月、沙羅双樹ク

リームは１ヶ月半になります。始めはよくわかりませんでしたが、１ヶ月以上たった今、

以前より毎日が元気で、気持ちが前向きなことに気づきました。肌も乾燥で困っていた

のですがしっとりして、顔にいたっては、プルプルして皺が浅くなり、眼力が戻ってき

たようです。どれがどう効いているのかはわかりませんが、全部とても気に入ってます。

毎日飲むのが楽しみです♪ 娘はトリファラを飲んでいるのですが「最近毎日快便！」

と言ってました。～感謝～ (12月 16 日、Nさん)  

 

○ブラフミー、シャタバリ、アムラの他にシラジット、トリファラの二つを加えて 5種

類を一度に飲用しても構わないでしょうか気になることはいっぱいありますが、更年期

障害、老眼は軽減させたいです。先の 3種類はどれがどう効いているのか、とっても良

い感じです。肌?髪の乾燥も収まり、ハリ、ツヤもすこしずつ出てきました(11 月 21日、

Ｙさん)  

 

○ニームとシャタバリとアムラですが、飲み初めて最初はよくわからなかったのですが

最近肌の調子がなんだか前よりもいい感じで身体も少し軽い感じがします。(10月９日、

Y さん)  

 

○今は顔が皮膚炎になってしまったのでニームとトリファラー アムラを飲んで 1 週

間位たちますけど 赤みが薄らいでいます。 (４月 12日、Iさん）  

 

○アムラは、洗髪でもとても良かったですし、ビタミン Cが多いそうなので単体でもか

かせないなと思いました。（12月 24日、Yさん）  

 

○オーガニックハーブ（シャタバリ、アムラ、アシュワガンダ）は、母にも飲ませてま

したが、お腹がいっぱいになると言ってました。 私は、飲み出してから肌がツルツル

で、顔色も良くなって来たようにも感じます。（11月 7日、Kさん）  

 

○先日届いた日からアシュワガンダ・アムラ・ニームと毎朝夕飲んでいます。粉を頼ん

だのでニームを初めてのんだ時は、正直にがすぎる～!!と、どうしようかと思いました



が、薬と思いスプーンで小さじ半杯を舌のなるべく奥のほうに入れ一気にぬるま湯で飲

むようにしました。今日で一週間位が経ちましたが、３日目位からむくみがない事にき

がつきました！すごいです！！足は、仕事から帰ってくると、ひどいときは靴の跡がつ

くくらいだったのに今は、足の甲がペッタンコです あと、風邪ぎみだったのですが、

いつから治っていたのか？！全く治っていました。これからも、がんばって飲みます（10

月 5日、Ｋさん）  

 

○アムラ粉は濃厚な感じで、日頃ビタミン不足になりやすいのを防いでくれているよう

に感じます。美容にも欠かせない成分ですから助かっています。（9 月 30 日、Ｅさん）  

 

○アムラはやや独特の味と、他のハーブに比べて溶けにくい感じがありますが美容の為

に摂取しています。また、お茶パックに入れて煮出した液体を、目に入れたりヘアオイ

ルに混ぜたりと、内側外側からと活用しています。（7月 15 日、Ｋさん）  

 

○アムラ、ブラフミー、アシュワガンダを愛犬とともに毎日飲んでいます。私も老犬も

元気に過ごしています。（7月 15日、Ｋさん）  

 

○アムラは確かに効果があるとおもわれます。私は白髪が多くほとんど白かったのです

が、少しづつ黒い髪の毛が増えてきたように思います・まだ白髪の法が圧倒的におおい

ですが。女房に言わせると、変わらないというのですが、自分のほうが毎日みてますの

で、確かに数が増えていると感じてます。（5月 26日、Nさん）  

 

○お世話になります。我が家の老犬は一週間に一度、のブラフミーとアムラを混ぜた粉

を耳かき一杯ほど蜂蜜に混ぜて、ミルクで溶かして飲ませています。のど飴みたいな味

がしますのでおいしいらしく喜んで飲んでいますよ。これを飲ませて二ヶ月ほどで白目

の白濁は両目とも消えましたが、続けています。先々月安心して飲ませるのを忘れてい

ましたら、再び白濁し始めたので、あわててまた週に一度飲ませ始めました。体重のす

くない犬には一回分を多くすると、刺激が強いようで下痢しますので少しずつ続けてい

ます。（3月 12日、Kさん） 


