目薬のご感想

〇トリファランジャン、不思議。なんとなく使ってます。ドライアイも改善されてます。(12 月 9 日,
P さん)
〇エラニール・クザンブ、泣けます(o^^o) 以前ケララ州でアーユルベーダの処方を受けた時
に出た目薬です。涙が出た後、スッキリして嬉しいです。(10 月 1 日, T さん)
〇カトラミデ目薬。早速使ってみましたところ、目の疲れがすっきりして大満足です。(9 月 18
日, S さん)
〇トリファランジャン目薬をリピート。他の目薬も試しましたが私には一番馴染みました。(9 月
5 日, P さん)
〇トリファランジャンで白目クリア。長時間パソコンを使う上に、スマホも使うので白目が濁っ
た感じでした。寝る前にトリファランジャンを差しています。かなり染みますが、今では、それが
クセになっています。白目はきれいになりました。(8 月 10 日, N さん)
〇1 瓶で効果があった。93 歳母がテレビが見えづらいと言うのでトリファランジャン目薬を渡し
ていましたが、1 瓶使い終わった頃には見えやすくなったと喜んました。それ以来リピーターで
〜す。(8 月 5 日, S さん)
〇眼球がキレイと言われます。カトラミデ目薬をさすとどこから出るのか分からないけど黒い
ゴミが出てきますよ。何年か使ってますが、とにかくスッキリします。(8 月 5 日, S さん)
〇ネトラプラバ目薬、沁みなくなった。以前の瓶入りのネトラプラバは一滴目に落とすだけで、
激しく沁みたけれど、今のは、国内の市販の目薬みたいにあまり沁みなくなっている。良いか
悪いかは別にして、ずっと使用するつもりです。使用後のスッキリ感が好きです。(6 月 21 日,
V さん)
〇カトラミデは何年も使っていますが、最近右眼に雲がかかった様になり、カトラミデを右眼の
み 1 日 2 回にした所大分改善されてました。(6 月 12 日, E さん)
〇目薬セット、爽快です。インドの小学生も使っているという刺激の少ないやつは、外出中に
使ってます。それ以外は、痛いくらい刺激的ですが、涙がポロポロ溢れた後の爽快感がクセ
になります。(6 月 2 日, Ｎさん)
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〇初めてカトラミデを使った時、肩の凝りがスーッととれたような感じがして、いかに目の疲れ
ているのか実感しました。かなり刺激が強いものなので、様子を見ながら使っています。(5 月
24 日, A さん)
〇目薬セット、最高！ もうこの目薬以外は使う気にならないくらいカトラミデを愛用しています。
さっくり使いたい時は、アイトーンで使い分けています。明らかな老廃物、黒いのが目尻に出
てくるのが快感です。(5 月 18 日, S さん)
〇目がスッキリ‼ この春、カトラミデのおかげで、花粉症の目の痒みがありませんでした。も
のすごい刺激で、涙がでますが、そのあとのスッキリ感は最高です。頭まで、スッキリした感じ
になります。(5 月 14 日, Ｍさん)
〇カトラミデ・アヌタイラ・セット、鼻がスッキリ！ 寝る前に使用しています。先にアヌタイラを
鼻にさし、その後カトラミデを目にさします。さしたあとは刺激でしばらく「うー！」となりますが、
しばらくすると非常にスッキリします。翌朝の目覚めもよく、スッキリ感がやみつきです。(5 月
12 日, K さん)
〇トリファランジャン、初めて知った。スギ花粉時期試してて今もお試し中。病院で処方される
ものより信用できる。(4 月 28 日, C さん)
〇カトラミデ、初めて知った。私にはよく分からないが母が喜んでいた。(4 月 28 日, C さん)
〇カトラミデ、クザンプを朝と夜にそれぞれ点眼しております。とてもスッキリして目の疲れが
気にならなくなりました。不思議なことに、股関節が緩み身体が軽くなりビックリしました。トリ
ファラも効いているようで、お便りが素晴らしいです。ブラフミーも、天気が悪くボーッとする際
に飲むと冴える感じです。シラジットは、今のところミネラル足りているのかさほど効果感じな
かったので中断してます。カイラシュクリーム、沙羅双樹クリームどちらも肌に馴染んで気に
入っております。カイラシュクリーム塗ると、凝りなどすぐ緩和され、万能なので常備薬ですね。
(4 月 22 日, K さん)
〇前回注文した商品も、昨日無事に届きました。早速、エラニール クザンプ、カランスーダを
試してみたところ、目、耳、頭スッキリで調子とても良いです。また、カイラシュクリームも浸透
が素晴らしく、深層筋まで効果あるのか、長年凝り固まってた筋肉も緩み、嬉しさと驚きでいっ
ぱいです。ありがとうございました。(3 月 31 日, K さん)
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〇カトラミデ・アヌタイラセット。本日、商品を受け取り早速使ってみました。酷いアレルギーの
為、一年中、処方された薬を飲み点鼻薬、点眼薬、漢方を加えても 1 月から 6 月までは、目も
鼻も喉の粘膜もはれてしまい痒いし痛いしで大変だったのですが。。。凄く楽になりました！
今日は外出をしなかったので、その為かとも思いましたがそれにしても、と驚いております。ま
た購入させて頂きますので、よろしくお願い致します(^-^) (3 月 26 日, H さん)
〇エラニール・クザンブ、沁みる爽快感。カトラミデなどで強い目薬に耐性があるつもりでした
がこれには参った。初めてさしたときは立っていられないほどの刺激と涙! しかしじっと呼吸を
していると目玉がすっきりとして鼻水が流れてきます。疲れ切った目を強制的に癒すほどの
力。癖になります。(3 月 18 日, S さん)
〇早速目薬(エラニール・クザンプ)使用しました。目の奥に目薬が入っていき、涙が沢山出て
目がすっきりしました。日本では手に入らない貴重な目薬、ありがとうございました。(3 月 16
日, K さん)
〇本日、注文の品無事に届きました。早速、カトラミデを使用してみました。期待通りの沁
み！ そして、点眼後のスッキリ感と眼球の奥の筋肉の軽さに感動しました。とても、いいです
ね。(3 月 14 日, K さん)
〇カトラミデ目薬。目の赤い充血が減って、白目がきれいになりました。(3 月 9 日, T さん)
〇目薬セット、なくてはならない逸品。すごく沁みるが、慣れると病みつき。涙が出ない時には、
物足りないけど目からゴミが出ます。そうするとスッキリ。沁みる度合いも日によって全く違い
ます((3 月 1 日, N さん)
〇カトラミデ、２回目のリピートです。注した瞬間は何度注しても慣れずに衝撃的ですが、日本
の強めの目薬でも取れない疲労感もスッキリします。(3 月 1 日, Ｓさん)
〇カトラミデ・アヌタイラ・セット、茶色い目薬。カトラミデは説明通り痛いです。生姜汁が目に
入った感じ。でも自然薬の刺激と違い痛いけど穏やか⁈です。でも痛いです。涙がたくさん出
るので汚れも流れる感じです。アヌタイラはアーユルベーダのマッサージで使うごま油の香り
がします。カトラミデでスッキリしてアヌタイラで保護？する感じで花粉対策に使っています。
外出前にアヌタイラを刺しておくと花粉で涙が出にくいように思います。(1 月 26 日, B さん)
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〇目薬セット・涙がポロポロです。インドの目薬、とにかく使い終わった後スッキリします。ネト
ラブラバがお気に入りかなー。(1 月 21 日, R さん)
〇カトラミデ、よく眠れます。1 日酷使した目に、就寝前に使用しています。刺激があって使用
後は目がしばらく開けられないので、ぎゅーっと目をつぶっているうちに眠りにつきます笑 目
の疲労感がすっきりと取れている気がします。(12 月 2 日, Ｃさん)
〇カトラミデ、目の疲れに欠かせません。いつも「アイトーン」といっしょに使っています。「アイ
トーン」は、パソコン仕事の合間に数回。「カトラミデ」は、寝る前に使い、涙が止まったら眼球
を回す“目の体操”をやったりしています。コロナ騒動で個人輸入が制限されて困っていたので
すが、偶然にも手に入れることができてホッとしています。日本にもパソコン用などいろんな目
薬がありますが、「カトラミデ」が一番です。(11 月 9 日, S さん)
〇エラニール・クザンブ目薬は日本の目薬にはない爽快感。ナチュラルな成分で安心できま
す。大好きなアイテムのひとつ。(10 月 31 日, S さん)
〇カトラミデ目薬、思ったよりマイルドでした。他の目薬も購入して見ようとおもいます。(9 月
29 日, Ｍさん)
〇アイトーンは潤い充実。ドライアイなので、運転時やいつでも使えるのでとても助かってま
す。白目が綺麗になったと言われるようになりました。(9 月 29 日, R さん)
〇毎日お風呂の中で使う事を日課にしています。目は水道水で洗わない方がいいと眼科の
先生に聞いたので、カトラミデを使って汚れを流すようにしています。液（涙？）で顔が濡れる
ので、頭と顔を洗った後に、お風呂の中で使っています。少ししみますが、スッキリします。(9
月 17 日, S さん)
〇エラニール・クザンブは刺激的。リピ買いです。ｶﾄﾗﾐﾃﾞやﾄﾘﾌｧﾗｼﾞｬﾝと同様に、しみて涙が
たくさん出ます。液が黒っぽいので、黒い涙が出ます。初めての人はびっくりされます。岩塩
入でジャリジャリとする感じがあり、粘度もあるので、いつまでもしみます。刺激が欲しい人は
こちらを好んで使われます！ 終わったあとの爽快感は癖になりますよ♪ (9 月 7 日, H さん)
〇カトラミデ。無しでは生きられない^_^。市販の目薬と全然違います。眼球に膜ができるよう
なネットリ感がクセになります。ものすごく染みるのだけど、たくさん涙が出てホントよく見える
ようになります。ずっと使い続けます！(8 月 27 日, A さん)

4

目薬のご感想

〇カトラミデは私には合った目薬です。アレルギーがあるのでよく目が痒かなります。目薬を
差した時は痛みがありますが痒みがすぐに治り繰り返す痒みもないのでとても助かってます。
(8 月 19 日, S さん)
〇目薬セットは安心して使えます。アイトーンは強い刺激がなく、清涼感のあるやさしい使い
心地です。私は目薬特有の鼻から薬っぽさが伝わってくる感じが苦手なのですが、それが一
切ないので安心して使えます。(8 月 2 日, Ｔさん)
〇目薬セット（カトラミデ、トリファランジャン、ネトラプラバ、アイトーン、エラニール・クザンプ）
大量の涙が出て気持ちいい 最近、歳のせいか、疲れてくると PC 画面が見にくくなり、困って
いました。大手製薬メーカーの目薬は不自然な成分が多く、使いたくなかったので、それ以外
の目薬を探していましたが、これが中々難しい。英語の URL だったりして、私の英語力では、
中々カード番号を入力する勇気がわきませんでした。そんな中、サフランロードさんの URL に
行きあたり、アーユルヴェーダの目薬を日本語で発注することができました。よく沁みて、涙
が一杯出るので、老廃物が排出されるのかな？老化現象は、結局は血など、色々なものの
流れが悪くなり、白内障などになるのだと思っています。これらの目薬は、アイトーン以外は、
大量の涙を流すという自然治癒力を助長して、目をクリアにしてくれる感覚があります。日本
語で安全に、アーユルヴェーダの目薬を手配してくれるサフランロードさんに感謝しています。
(7 月 25 日, J さん)
○クセになる爽やかさ。ネトラプラバは一滴で、しばらく目をつぶってしまうのですが、その後、
じわっと涙が出て、すごくスッキリします（6 月 27 日、Ｆさん）
○目薬セット 痛いけど、クリアな視界に！ お気に入りは、カトラミデです。少し独特な匂いが
ありますが、視界がとてもクリアになります。スッキリしたいときは、トリファランジャンが良かっ
たです。ちょうど一ヵ月で使い終わりました。また、注文したいと思います。（6 月 25 日、T さ
ん）
○ネトラプラバ とても気に入りました アーユルベーダの目薬を使うのは初めてだったので少
し不安もありましたが、はちみつのはいったこちらは目の栄養にもなりそうな感じがしてとても
良いです。最初はマイルドなものからと思ってこちらを選びましたが、予想以上にしみました。
でも心地よい感覚です。涙がいっぱい出て、自分の涙で目を洗う感じです。つけたあとは黒目
がつやつやになっていい感じです。インドの方の目がキラキラしている理由はこれか?! と思
いました。しみる感じも栄養が目に浸透している感じもとても気に入ったので、リピートしたい
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と思います。あと、箱に入っていた英語とヒンドゥー語の説明書もとても詳しくて参考になりま
した。（6 月 6 日、C さん）
○トリファランジャン 気持ちがいいです 思っていたよりもしみないです。さらっとした液体なの
で使用感もよく、つけた後は爽快な感覚があり、朝晩使うのが楽しみです。（6 月 6 日、C さん）
○カトラミデ まだまだ大変な状況にあるなか、再びカトラミデを購入できたこと、深く感謝して
おります。おかげさまで花粉症にも黄砂にも負けずに過ごせております。ありがとうございまし
た。（6 月 2 日、Y さん）
○カトラミデ 白目が白くなりました 兄弟から目に蜂蜜を塗ると良いという話を聞きました。実
際彼は塗っていて、白目がきれいになっていますが私には痛くてできません。蜂蜜入りの目
薬を探していてカトラミデを見つけました。インドでは白内障の予防目薬として使われている
そうです。初めて使ったときに、少し濁っていた私の白目が白くなって、とてもスッキリしたので
それ以来使い続けています。もうそろそろ白内障になる年齢になっていますが、いまのところ
大丈夫です。80 歳台半ばで 90％以上の人が白内障になると言われていますがさあどうなる
か、楽しみです。（5 月 14 日、M さん）
○カトラミデ これがないと生きていけない タイトルに偽り無しです。もう何度も購入していま
すが、これが無いと手仕事もできませんし、やる気も起きません。自分の一部と言って良いで
す。目の調子が悪い時は点けると物凄く痛い。そうでもないときは点けても何も感じない。そう
いう目薬。これを作った人は天才だと思っています。（5 月 1 日、U さん）
○カトラミデ 以前よりつかってますが、眼がスッキリし、視界も良くなりました♪ これも長く使っ
ていこうと思ってます。（4 月 29 日、E さん）
○ネトラプラバ まあまあの刺激 エラニール・クザンブほどではないですがこちらもまあまあ
の刺激で気に入っておりますが、容器がとにかく使いづらい。なので評価は３。これはオスス
メできない使用法になりますが、私は別の点眼容器に入れ替えて使っております。（4 月 24 日、
N さん）
○エラニール・クザンブ これが一番刺激強くて好き 初めて点眼した時は目がつぶれるかと
思うぐらいのすごい刺激でびっくりしましたが、慣れると実に心地よい。もう 3 年ほど使用して
おりますが、実際に目がつぶれることはありません。点眼してしばらくは涙がボロボロ出るし
目も開けられないのでお風呂でゆっくりした時に使用。使用後はすっきりします。使い続けて
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実感したのは白目がきれいになっていること。老眼改善目的で使い始めたのですが、そちら
はまだ実感できず。（4 月 24 日、N さん）
○トリファランジャン スッキリします。 容器が使いやすく気に入ってます。トリファラジャン自
体は適度にスッキリし、さわやかな感じです。点眼すると涙がいっぱい出るので外では使わず、
お風呂で使用しております。（4 月 24 日、N さん）
○エラニール・クザンブ

しみますが。。 ネット情報の通り大変しみますが、茶色い涙が流れ

た後はスッキリします。パソコンで疲れた目にも花粉症で痛んだ目にもとてもいいと思います。
また、何年か前健康診断で視神経乳頭陥凹と言われ、この目薬に行きついたのですが、一
年続けて次年度は、視神経乳頭陥凹とは言われず、それ以来ずっと使っています。オススメ
です。（4 月 13 日、Ｔさん）
○カトラミデ 癖になります笑 目に塩が入ったかと思うくらい痛いですが、続けてると目が少
しクリアに見えるような感じがします。プレゼントした友人も痛いけど癖になると言って喜んで
使ってます。（4 月 8 日、Ｎさん）
○こんにちは！ 目薬、昨日無事に届きました(^^)v 早速昨夜使用。久しぶりにギュインギュイ
ンに染み渡る「痛気持ちいい」を実感しました。(≧▽≦)ありがとうございました。ｍ(__)m い
つも入れて下さるおまけにも感謝感謝でございます。まだまだ大変な時期が続きますが、お
互い頑張りましょうネ(^-^) （4 月 2 日、Ｋさん）
○約 10 年、目薬はインドのものが、安心して使えるし汚れも目に見えてとれるから好きです。
先ずはカトラミデで汚れをとり、その後トリファランジャンを使っています。目薬をした次の日は、
視界もスッキリしていると感じています。買い置きも底をつく頃、注文が再開し無事に届いて
安心しました。ありがとうございます。（4 月 1 日、Ｙさん）
○カトラミデ・アヌタイラ・セット 我が家の家族は、花粉症やら副鼻腔炎、白内障、緑内障予備
軍、ハウスダストと色々とありますがカトラミデ·アヌタイラセットのおかげで、かなり楽に過ご
せていました。その証拠にコロナにてサフランロードさんお休みになりセットが切れてしまい…
少しずつ不調に。また再開し強い味方が！！（3 月 29 日、Ｙさん）
○現在使っているのは catramide です。とにかく涙が出て出たあとスッキリします。一年半位
前から毎晩使うようになり、初めの頃は目に染みて痛かったのですが使っているうちに心地
よいくらいに…多分ですが目に傷がある時は痛くて、ない時は大丈夫なのではないかと勝手
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に解釈しています。特に花粉症の時期は手放せませ。痒みが減り今は眼科で薬を貰わなくな
りました。鼻の通りも良くなるように感じています（私の花粉症は目だけです）（3 月 26 日、Ｒさ
ん）
○トリファランジャン目薬 私は、朝目が覚めたらすぐに差します。染みます。5 分ほどは目が
明きません。もう何年も、コロナ禍で貿易中止以外は使っています。
アイトーン目薬 あまり強烈に染みないので昼間に使用しています。すっきりはします。少し染
みるのが長く続きはします。
カトラミデ目薬

夜寝る前にさします。朝枕に目の汚れがびっしり着いていますので、タオル

が必要です。
ネトラプラバ 濃いです。速く使わないと、白濁しやすいです。花の蜜です。パンにつけてもい
いかも。(笑)
いつも有難うございます。コロナ禍の輸出輸入禁止が一年におよびました。大変でしたね。再
会できてうれしいです。とくに私の眼が喜んでいます。（3 月 24 日、Ｈさん）
○トリファランジャン、スッキリします.１滴点眼した瞬間にギュ～ッと痛み、涙が出てきますが、
しばらくするとスッキリします。痛いだけに、それが通り過ぎると心地よさすら感じます（4 月 28
日、T さん）
○カトラミデ・アヌタイラ 、使用後のクリア感。初めてカトラミデを購入しました。レビューを見る
ととても痛いとあったので、最初は恐る恐るでした。まずは躊躇する夫に試し、自分もそのあ
とに続きましが。確かにとても痛いのですが 痛みが引いて目を開けると目の前がとてもクリ
アになり、その後病みつきになりました。痛みも点すごとにそうでもなくなり、娘や息子にも点
してあげましたが、割と好評です。また購入したいのですが、できなくて今は残念です。また購
入したいです（4 月 9 日、S さん）
○目薬セット、必需品となった。かなり沁みますが・・・ビフォーアフターで見え方が全然違い、
毎日使用しています。カトラミデをリピートします。 子供にはアイトーンですね。（3 月 16 日、Ｄ
さん）
○エラニール・クザンブ目薬。5 段評価できません。おもしろい（3 月 11 日、Ｍさん）○カトラミデ
丁寧な包装で届きました 最初は数年前に日向に住む娘が白内障のトリパラスプレーをワー
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クショップが何かでつくったのか大きな容器で送ってくれてその後に目薬も届きました 目薬
が無くなりネットで注文し始めて二度目てが 読書出来ないのと楽譜が見づらいのが辛いの
で 何とか今より悪くならないようケアしたいです またいい商品があればご紹介下さいませ
（3 月 5 日、Ｎさん）
○カトラミデ・アヌタイラ・セット一年中。家族で花粉症対策にと思っておりましたが、ハウスダス
トや白内障予防に毎日使用しております。 母は、かなり前から白内障と言われいましたがカ
トラミデを使用してから進みが見られないようです。私は、鼻が少しつまったかな？と思っても
アヌタイラで解消されてしまいます。 家族 1 人 1 本ずつｾｯﾄで使用継続です。（3 月 2 日、Ｙさ
ん）
○目薬セットリピート。ドライアイ、疲れ、アレルギーにとても効果感じます。コンタクトで目のト
ラブルが減ってきました。（2 月 28 日、Ｎさん）
○カトラミデすごい。オススメされていたセットを購入しましたが、私は特にカトラミデが気に入
りました。 1 回でで飛蚊症が治り、視力が今も回復しています。（視力に関してはアムラ、ブラ
フミーを飲んでいることも関係しているかもしれません。) アヌタイラは普通に使うと吐きそう
になってしまうので、お風呂に入る直前に点鼻するようにしています。身体を温めるとあまり
辛くないですよ。（2 月 23 日、Ｙさん）
○アイトーン愛犬用。マイルドなので愛犬専用にしています。 嫌がらないので助かります。（2
月 18 日、Ｓさん）
○エラニール・クザンブ強烈。かなり刺激的！ 花粉症や痒みのあるときなど、一回点眼すると
強烈な痛みと流れ出す涙、、、。 でもその後スッキリ！痒くはなりません‼（2 月 5 日、Ｒさん）

○お世話になりました。お陰様で、昨日届きました。 いろいろプレゼントも頂き本当に、ありが
とうございます。 インドから、貴重な品々をお送り頂けて、感謝しております。 １年程まえか
ら、左目が見えにくくなってしまい、白内障かもです。早速さしてみました。 少し痛みはありま
すが、スッキリ感があり、続けてみます。（2 月 4 日、Ｔさん）
○アヌタイラ花粉の季節にはなくてはならない！！ お風呂にてゆっくりとさす。 ちょっと苦味
のあるオイルだけど、やった後は頭もスッキリします。カテドラミと一緒に使うとより効果的（2
月 2 日、Ａさん）
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○目薬セット。眼の調子整う。コンタクトによるドライアイやトラブルが軽減されてま
す。寒い時期にはネトラプラバ固まります。（1 月 20 日、Ｎさん）

○カトラミデ説明分以上に・・・説明では目がスッキリして少し強めに 感じるとあり
ましたが私はどの目薬でもスッキリと感じた事はありませんでしたが コレはその通り
です。スッキリして目の疲れが感じなくなります。オススメです。（1 月 19 日、Ｓさ
ん）

○カトラミデ・アヌタイラ・セット。しみるー。カトラミデは噂通りしみます。最初は
勇気がいりましたが、慣れるとスッキリして良い気持ち。（1 月 14 日、Ｌさん）

○カトラミデ爽快です。白内障の兆候があるため、すこしでも改善できればと考え注文
しました。強烈にしみますが涙が出た後は爽快そのものです。 仕事中は長時間にわた
りパソコンとにらめっこですが、おかげで疲れ目はありません。（1 月 5 日、Ｎさん）

○カトラミデ痛いがスッキリ。ずっとリピート買いしています。 痛いくらいの刺激で
すが、その後のすっきり感を味わうと他の市販薬などに手が出なくなりました。(1 月 3
日、Ｎさん）

○カトラミデ・アヌタイラ・セット、カトラミデを使用して。家族が使いたいと購入し
ました。涙がボロボロ出てスッキリと沢山の方が仰ってたので、期待してたのですが使
用した本人から涙が出ることなく・・・スッキリの感覚もなく・・・でした。ですが、
白内障予防とあるので使用は続けてます。（12 月 20 日、Ｐさん）

○カトラミデなかなか良いです。評判通り結構沁みて涙がでます。ただ、それが爽快に
感じます。（12 月 20 日、Ｅさん）

○カトラミデ凄いですよ。カトラミデを使いだして 3 年ほど経ちます。 きっかけは母
親の白内障と私の眼精疲労でした。 母親が白内障と分かり手術も検討していましたが、
幼少期に出来た目の傷があり病院では 難しい手術と言われました。 何かないかと思い、
辿りついたのがサフランロードさんでした。 最初は半信半疑でしたが、母親は定期検
診に行ってますが手術しなくても良いと言われてます。私は夕方になると目が開けられ
ないほどの眼精疲労でした。 使ってみると、大量のゴミみたいなものが出ました。今
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はお陰様で目が開けていられます。 友人や知り合いにも勧めると感動してすぐ欲しい
と言われます。 おそらく日本では作ることのできない目薬です。カトラミデに私と母
親は救われました！（12 月 8 日、Ｍさん）

○カトラミデ健康維持の救世主よ！年齢を重ねると同時に体の心配は常に頭にありま
すが、目に関しては気付きにくい部分です。先の杖として…カトラミデは手放せませ
ん！！自然の力に感謝❣（12 月 2 日、O さん）

○カトラミデ慢性的眼精疲労はなくなった. 初めの差した衝撃は凄いです。切り傷に消
毒液塗った痛みが目に来る感じ。しかし毎日続けていると、眼球を押して目が痛かった
頃の苦痛がさっぱり無くなりました。本当にビックリです。またスマホやパソコン画面
を見る時間が長く少し視力がぶれたかな？と感じてましたがそれも最近は感じなくな
りました。毎日続けていくことが大事だと思います。目薬に爽快感、涙が流れる衝撃希
望の方はオススメです。（11 月 29 日、A さん）

○カトラミデ勇気がいります。痛くて涙が出ます。 最初使う時は勇気がいりましたが
使ってみると、スッキリします。 白目が綺麗になる気がします。リピートしました！
（11 月 11 日、K さん）

○カトラミデ。最初にケララのドクターに処方されてから気に入って使ってます。さし
た時はすごーくしみるけど、その後はすっかり。（10 月 23 日、P さん）

○カトラミデ久々に使います。老眼と目の疲れが気になっていたので、久々に購入しま
した。この痛み懐かしい～と思いながら使っています。目が疲れると頭痛や肩こりもひ
どくなるので、改善されることを期待しています。（10 月 22 日、M さん）

○アイトーン日常の目薬として。「カトラミデ」と共に愛用しています。
「カトラミデ」は通常、就寝前に使います。
「アイトーン」は、日常持ち歩き、目が気になったときに使うようにしています。
「アイトーン」が切れたとき、パソコン疲れによいという日本の目薬を使いましたが、
やはり「アイトーン」がよいですね。（10 月 18 日、S さん）

○カトラミデ滲みる。スカッとしたくて、購入。
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最初は少し怖くて躊躇いましたが、すっかり慣れました。しみるのは間違いないですが、
涙が出て目が綺麗になるような。朝はこれで目が覚めます。（10 月 16 日、K さん）

○お世話になります。日本の目薬は使えなくなりました( ╹▽╹ )90 歳の母の目がパッ
チリになっていますよ(. ❛ ᴗ ❛.)無くなりそうなのでよろしくお願い致します。（10
月 14 日、S さん）

○目薬セット。どれも涙が大量に出る。カトラミデ、エラニールクザンプ、ネトラプラ
バの 3 種類を使ってみました。どれもしみて涙ポロポロ、その後の視界はスッキリ鮮明
に感じます。
使いはじめて 3 ヶ月程ですが、ドライアイの状態が楽になってきました。
（10 月 12 日、
N さん）

○他の目薬はもう物足りない.
かれこれ 10 年は愛用しています。スマホ見過ぎなどかなり辛い症状でも、カトラミデ
を３回させば視界はクリア、ものすごく見えるようになります！
目の奥のゴミも良くとれ、涙もたくさん出てきます。
これからも、永遠に、死ぬまで使います！（9 月 3 日、A さん）

○今まで目薬は買っても大概使い切る事なく、近年は酵母液をたまにさすくらいです。
でもインドの目薬を試したくてセットで各一個ずつ購入しました。まずトリファランジ
ャン、結構しみて気持ちいいですが刺激の強さにさすのをためらいがちになり、途中で
アイトーンも開封。アイトーンは抵抗なく刺激もほぼ無くて良いのに、習慣無いからか
使い切れずあっという間に数ヶ月。一ヶ月以上たってしまっても使った事はありますが、
さすがにもう使っては目に良くないのだろうか と、置いてあります、残念‥。
残りの 2 個はそのような事無いように、使ったらまた感想書きます‥。（8 月 25 日、K
さん）

○目薬セット。タイトルにあるように色々試せます。
欲しい目薬のチョイスにも応じてもらえるのでありがたい。
欠点があるとしたら消費期限内に全種類使い終わるということが難しい点。 一度に二
種類ずつ使うという（朝晩違うのを使うとか）方法もありかも。
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目の中から黒い粒が出たというようなレビューをどこかで読んで、ほんとか！？と疑っ
ていましたが、本当に黒い粒が出ました。 目薬の成分の塊なのか？ アイラインなど
のかすが目の中に溜まっていたのが出たのか？ 謎です。
朝晩使っていて目がすごく痛くなってきたため眼科に行ったらドライアイでした。
刺激の強い目薬はものによってかえってドライアイになると言われたので今は毎日使
うのを控えています。でも使った時は目がスッキリするのは確かです！（8 月 13 日、P
さん）

○サフランロードさんで目薬セットを購入しました。毎日職場でお昼の休憩時と夜寝る
前に一差し。カトラミデ, トリファランジャンの２種類。どちらも強烈な痛みがありま
すが、涙が溢れた後、目の疲れが取れるのが実感出来ます。朝の目覚めも良くなりまし
た。
目の不具合からくる不定愁訴のような感じがなくなり、目の濁りも薄くなりました。遠
視で老眼の目をいたわる目薬として使い続けたいと思います。本当にお薦めします。
（8
月 11 日、H さん）

○年齢と共に乱視が酷くなり、ネトラ、目薬、このスペシャルトリファラの 3 つを続け
て居るのでどれが効いているのかが定かでは無いのですが・・・。乱視の進行が止まっ
たのと乱視が軽減して来て居ます。（8 月 6 日、Y さん）

○早速、カトラミデを試しました。
涙と一緒に小さなゴミが出てきて、スッキリしました。
インドの目薬は良いとヨガの先生に勧められましたが、購入して良かったです。(8 月 1
日、A さん）

○アレルギー体質、スギ花粉症持ちにとって、春は憂鬱な受難の季節でもあります。
市販の目薬もいろいろ試してみましたが、自分にはそんなに効果なく、お医者様の薬も
効かなくなってしまいました。遠くインドからのカトラミデ、アヌタイラセットには不
思議に助けられています。家の洗面台と職場に置いて安心です。いつもありがとうござ
います。（6 月 4 日、N さん）

○ お世話になります。目薬は全部トリファランジャンを２セットお願い致します。家
族とか、友達とかも病院の目薬よりも良いととても気に入って使っています(∗ ˊωˋ ∗)。
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ルマラヤジェルは速攻、ホントに良く効きますよね、ビックリです。(お安くして頂い
て有り難いです(*ฅ́˘ฅ̀*) .｡.：*♡。宜しくお願い致します。(4 月 30 日、S さん）

○早速、カトラミデを試しました。
涙と一緒に小さなゴミが出てきて、スッキリしました。
インドの目薬は良いとヨガの先生に勧められましたが、購入して良かったです。(8 月 1
日、A さん）

○トリファランジャンここはいつもよくしてもらっています。自分は一度刺しただけだ
が、眼に良く、伝統的な薬は、副作用は無いと感じました。また使うし家族にも効いて
るみたいです。（7 月 12 日、U さん）

○目薬セット。主人は花粉症で目が痒くてしょうがない時に使っています。沁みますが
スッキリすると言っています。
私は白内障の調子が悪い時に使っていますが視界が明るくなり調子が上がります（6 月
30 日、P さん）

○カトラミデを差すと涙が沢山出て不純物を出しているような気になります。まずは
「出す」というアーユルヴェーダの基本を思い出します。サフランクリームは塗ると温
かくなってきます。少し凹凸のあるシミに効いている感じがしています。（6 月 26 日、
I さん）

○カトラミデ しみるけど···なくてはならない！！
PC などの目の疲れ、肩こり、首こりなどの時はかなりしみるが
さした後の視界の明るさ！が違います。(6 月 21 日、A さん）

○何度もカトラミデとトリファランジャンをセットにして購入しています。
いつの間にか 4 個セットと同じ値段で 5 個セットになっていて
うれしいし驚きました！
カトラミデを使用し始めてからは PC 作業後に
瞼が腫れたり目が痒くなることが減り本当に助かっています。
元々アレルギー体質で眼科へ頻繁に通う日々でしたが
カトラミデのおかげで眼科へ行くことがなくなりました。
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本当にこんな良いものをありがとう！という気持ちです。(6 月 15 日、A さん）

○カトラミデはなんどもリピートするほど大のお気に入りです。
仕事でパソコンを使うので、疲れ目とドライアイには気を使っています。
化学薬品の入った目薬は一時的にしか効きませんが、カトラミデはすっきりが持続する
ので私には合っています。友人たちにもオススメしたら、皆さん気に入ってくれている
ようです。(6 月 12 日、K さん）

○エラニール·クザンブ、しみるけど心地いいです（6 月 9 日、S さん）

○前回が購入させていただいた、カトラミデ、アヌタイラのお陰で花粉症の症状が今年
はとても軽くすみました。毎年この時期になると、重度の花粉症で寝込むほどの母にも
プレゼントしたところ、病院の薬でも良くならなかったのに、とても調子がいいと、と
ても喜んでもらえめした。特にカトラミデはドライアイや目の奥の痛みも無くなり母娘
ともども喜んでおります。本当にありがとうございます。(4 月 10 日、N さん）

○カトラミデ、アヌタイラには本当に助けられました！ひどい時も病院に行かなくても
症状が改善されました。沙羅双樹クリーム、サフランデュークリームにも感動しており
ます！大好きです。（4 月 7 日、O さん）

○酷いドライアイの母にカトラミデを試してもらっています。私も使用しましたが、す
っきり見えるような気がします。（3 月 25 日、I さん）

○春先花粉症対策にカトラミデ＆アヌタイラつづけてます。おかげさまで私は今のとこ
ろ花粉症無しです。今回も宜しくお願い致します（3 月 20 日、O さん）

○カトラミデを使ってみて、皆さんの感想どうりに大変痛く、すごいみんなチャレンジ
ャーなんだな！感想で後に「爽快感が」とか読んでなかったら、ちょっと怖いよ！この
痛み w。花粉症で酷い目の痒みがありましたが、効きました。液体の色が凄いんですけ
ど！残らない不思議。アヌタイラの醤油くさい香りは、花粉に効く匂いだと思うといい
匂いに思えます。鼻が通ります。リピートです。（3 月 20 日、I さん）
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○先日、無事に商品を受け取りました。ありがとうございます。 中々、しみますが、 そ
のあとのスッキリ感が心地よく、花粉症のピークをこれで乗り切れそうな感じがしま
す。本当にありがとうございました！（3 月 11 日、A さん、カトラミデ・アヌタイラ・
セットをご注文）

○早速昨日の寝る前と翌朝に目薬を使用してみました。 視界良好で、かすみ目でボヤ
っとし ていたのが嘘のようです！！ 朝に目薬を点して現在８時間以上経ちますが、ほ
ぼハッキリし てます（＾＾） 年齢からもくるものだから仕方ないと諦めていましたが
感動ものでした。。 （3 月 ７日、D さん、目薬はトリファランジャンをご購入）

○こんにちは。日本は花粉が飛び始めました。インドにも花粉症はあるのでしょうか？
前回購入していた目薬がとても良かったので再購入です。宜しくお願い致します。
（2 月
27 日、F さん。前回カトラミデ・アヌタイラセットをご購入）

○友達が、カトラミデをひどく気に入りまして！やみつきになったようで。これは最高
だ！もう、手放せない！！と、大絶賛。わたしは、激痛がこわくて、…試したい気持ち
にはなりませんが…友達は、モリンガとカトラミデを最高に気に入っています！カトラ
ミデをさしたとたん、友達は ぎゃあーって悶絶するも結構すぐに、落ち着いてめを開
けたら目がキラキラ輝いており、ひとみに、星☆を見ることができました(*´▽｀) (2
月 15 日、A さん）

○白内障気味ですがまだまだ手術は考えなくても良いです･･･と眼科医に言われました。
時々思いだしたようにカトラミデを注していたからでしょうか。これを機に真面目に注
すことを習慣にして、白内障の進行を遅らせたいと多めに注文させていただきます。
（1
月 25 日、O さん）

○アイトーン犬に使っているのですが 嫌がらずに使ってくれています・ 思ったより
早くなくなりそうなので、まめに頂くようになるかもです。(1 月 9 日、Ｎさん）

○目薬セットはカトラミデ 3 本、トリファランジャン 1 本でお願いします。8 年前か
ら 雪目で困ってましたがサフランロードさんの目薬のおかげで涙の量が減ってきまし
た。 (1 月 5 日、F さん）
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○さっそくカトラミデ使用してみたら期待通りの痛みとスッキリ感で病みつきになり
そうです。（11 月 6 日、Y 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）

○家族みんなで愛用の目薬が気付けば使い切ってしまいました〜 慌てて購入です♪
（8 月 31 日、K さん）

○カトラミデを試してみました。 説明にあったように、物凄く沁みて痛くて涙が出ま
した。それとゴミも少し出てました? 差した後はスッキリして視界が良くなった様に感
じました(7 月 30 日、T さん）

○早速カトラミデを使っています。とてもスッキリしていい感じです(^-^) （7 月 12
日、K さん）

○前回おまけでつけていただいた目薬がダンナに好評で、私も最近目の見え方に不便を
感じ始めたので、色々試したいと思いました。（6 月 21 日、E さん）

○今回もよろしくお願いします。もう、日本の目薬は使えないかも…という感じです。
(4 月 18 日、Ｈさん）

○花粉症対策セットの感想 元々、家族でカトラミデ・アヌタイラを使わせて頂いてお
ります。 主人は長年酷い花粉症ですが、昨年から使用まだ半年経たないくらいですが
以前より楽になっているようです。 私は、今までさほど花粉症の症状がなかったので
すが、入院・手術後免疫力が下がったのか今年は花粉症の症状が出て来てしまい、耳鼻
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科と内科で薬を処方されました。しかし副作用で悩まされ中止。そこでカトラミデ・ア
ヌタイラを使ってみたところ、あっという間に症状が改善。 サフランロードさんのイ
ンドサプリ・スパイス効果も相乗効果があったようで元気に。 このまま使用を継続し
たいと思います。（4 月 10 日、O さん）

○おまけでつけていただいたカトラミデがすごいです！しみますが涙がポロポロ出て
爽快感があります。目のトラブルが多く疲れやすいのでなるべく何もつけないようにし
ていたのですが、カトラミデはどうしてもっと早く試さなかったのだろうと思いました。
疲れ目対策のためコンタクトの度を落として遠くが見えにくくなったのですが、カトラ
ミデを使ってから視界がクリアになるようになりました。不思議です。（4 月 1 日、M
さん）

○カトラミデ目薬を使用し半年が過ぎましたが、常時、充血していた白目が がかな り
白くなり、花粉にもこの目薬だけで対応できているので 手放せません。開封 1 カ 月
で新しいものと取替ることを守った方が 効きが違うと感じています。
（3 月 25 日、 T
さん）

○長い間アレルギー性鼻炎で辛かったのですがｶﾄﾗﾐﾃﾞとｱﾇﾀｲﾗを毎日使ってから 薬を
飲まなくなりました。ほんとうに助かっています。 （3 月 23 日、Y さん）

○毎年花粉症の薬を飲んでも顔や目がかゆかったり鼻水がずるずるしていましたが、今
年は病院へ行かず、ニームを飲んでカトラミデを差して沙羅双樹クリームを顔に塗って
大丈夫そうです‼ （3 月 10 日、M さん）

○カトラミデとても気にいってます。花粉症でかゆい目がスッキリするようです。
（3 月
5 日、Ｍさん）

○家族中でカトラミデを点しましたところ、久々の刺激に悶えつつ、その後の爽快感に
又もや感激しておりました。（2 月 8 日、Ｆさん）

○ 目薬はどれもいいですがアイトーンは特に、主人が会社で使うのにとても重宝して
います。市販の目薬では主人の目の周りがかぶれてい ましたがアーユルヴェーダ目薬
はかぶれがなく、 目の潤いもいいようです。（1 月 28 日、Ｎさん）
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○眼薬痛いです。でも、後が、スッキリ気持ちいいです。と子供達。（1 月 11 日、Ｋ
さん）

○目薬、おっかなびっくり、涙ボロボロ。でも、後すっきりですね。 優しい目薬アイ ト
ーンは、うちの 10 歳のシェパードにも、使ってみています。目やにが、少し減って き
たみたいです。(12 月 27 日、Ｋさん）

○さっそくネトラプラバから使ってみましたが、思ったよりしみませんでした。 4 本
使うのが楽しみです。（12 月 16 日、Ｈさん）

○ カトラミデ、恐々さしてみました。思っていたよりしみる時間が短く、スッキリそ
して潤う感じでとても良かったです。（11 月 3 日、M さん）

○ カトラミデを試しましたが、噂通り沁みました。 でも、それほど沁みる感覚は長引
かず、その後は本当にスッキリしました！ 視界もクリアになります。気のせいかもし
れないけど、なんだか寝つきもよかったです。 私よりもドライアイがひどい主人はほ
とんど涙が出ないのですが、 点眼後にすごく涙が出てかなりスッキリしたようです。
他の目薬だと、点眼後に瞼や目の周りの皮膚がかゆくなってたんですが、カトラミデで
はならなかったようです。(10 月 7 日、N さん）

○カトラミデ使わせていただきました。 とってもスッキリしてお気に入りです。 4 本
セットで購入したのですが、カトラミデが 1 番痛いとネットに載っていたので私はネト
ラプラバから使いました。2 本目にカトラミデを使い痛みに耐えられるか不安でしたが、
ネトラプラバの方が痛かったような気がします。（9 月 16 日 F さん）

○アイトーン子供に差すと「目がしぶしぶする～」といいながらも気持ちよさそうです。
（9 月 11 日

A さん）

○カトラミデを初めて使用しましたがとても具合がいいので また利用させていただく
と思います。（9 月 4 日 M さん）
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○インドの目薬のお陰で、春の花粉の時期に西洋医学の薬無しでも不都合なく過ごせる
ようになりました。目から鼻の内側を通って口まで、すーっと通るものがあって、ドラ
イマウスの口も潤う感じがしてありがたいです。(8 月 23 日 E さん）

○カトラミデは期待を裏切らない素晴らしさでした。最初は沁みますが、本当に目がク
リアになるのを感じます。強風でコンタクトが飛んで行くほどのドライアイも改善され
ましたし、日々の PC 仕事での眼精疲労も感じなくなりました。 アーモンドカジャルも
相乗効果があるようで、目のトラブルがなくなりました。私はどうしてもにじんでしま
うため、夜間に使用しています。(8 月１７日 T さん）

○目薬は早速つかいました。目にしみるのは覚悟していましたので 相当かと思いまし
たが大丈夫の痛さでした。ありがとうございました。使わせていただきます。（8 月 9
日 K さん）

○目薬は３種類試しましたが、私はトリファラジャンが合うようで、疲れ目が楽な感じ
です。毎年辛い乾燥する季節に調子が良くなるといいなと思い使い続けてみようと思い
ます。 （7 月 25 日、I さん）

○カトラミデ、アイトーンを愛用中です。もう何本リピしたか分かりません。カトラミ
デは夜、お風呂から出た後に使っています。５分位は目が開けられません。目薬はそう
することで万遍なくいきわたると薬剤師さんに教えてもらったので、その間軽く目を閉
じ、眼球をぐるぐる回しています。その後、ティッシュで目頭を押さえると、目に入っ
ていたらしいマスカラの粉とかごっそり取れます。かなりスッキリして目の疲れも軽減
されます。アイトーンは仕事中に使用しています。挿した時にちょっとひんやりしてこ
ちらも気持ちいいです。どちらも天然成分のみなので、安心して使えますし、栄養もた
っぷり。これからも愛用していきたいです。（7 月 19 日、S さん）

○目薬カトラミデを使ってみての感想: 皮膚炎症があり病院でステロイドをいただき
長年使っていましたがそれをやめましたので白内障が心配で以前からこの目薬がとて
も気になり購入しました。とてもしみそうだからしばらくは目を開けられないという皆
さんの感想を見て私は片目にさして、その目が開けられるようになってからもう片方の
目にさしました。目から沢山の涙が出ました。はじめは鼻からも！さした後は目が赤く
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なりますが、時間が経つとキレイな白目になりとてもとてもスッキリします。とても気
に入りましたので昨日リピートしました。（7 月 18 日、M さん）

○ カトラミデ、欠かせないものになりました。会う人会う人に凄～く痛い目薬だけど、
目がスッキリすると勧めています。私は今ではドライアイが気にならなくなり、モヤが
かかったような感じもいつの間にかなくなりました。点眼後は痛みに襲われますがそれ
も病みつきです。 これからもカトラミデの伝道師頑張ります??（7 月 3 日、Ｈ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）

○ 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）

○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。（4 月 14 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。（3 月 31 日、I さん）

○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１１日、S さん）

○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
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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）

○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）

○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）

○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。良いものをありが
とうございます。（12 月 30 日、I さん）

○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。（12 月 15 日、K さん）

○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。（12 月 10 日、K さん）

○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、
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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）

○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）

○早速、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！（10 月 23 日、K さん）

○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。（10 月 1 日、N さん）

○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。（10 月５日、K さん）

○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）

○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。（9 月 15 日、A さん）

○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）

○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）
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○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。（9 月 14 日、T
さん）

○カトラミデ、しみますねー。でもクセになりそう。（9 月 14 日、T さん）

○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。（9 月 13 日、T 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）

○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♪（9 月 5 日、S さん）

○ 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

（7 月 29 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）

○トリファランジャンの目薬を早速使ってみたら、やはり「痛っ!」と叫んでしまいま
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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）

○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）

○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）

〇カトラミデは、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。（3 月 17 日、S さん）

○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。（3 月 15 日、Y さん）

○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）

○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）

○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。（12 月 21 日、K さん）

○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
（12 月 18 日、H さん）
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○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（12 月 7 日、Y さん）

○カトラミデ。アーユルヴェーダの目薬はしみますね！ただし心地いいしみ方。 目か
らゴミのようなものが出るとありますが、目薬の成分も少しあるかもしれません。 そ
れでもかなりのデトックス効果を感じますし、眼球をマッサージされているかのような
気持ち良さがあります。次回はもう少したくさん注文しようと思います（9 月 8 日、H
さん）

○前回目薬のセットを注文し、特にカトラミデが気に入りましたので再度注文させて頂
きました。 カトラミデは目が洗えるような使用感が気に入っています。 意外と私の目
には染みませんでしたが、私の姉は涙が止まりませんでした（9 月 6 日、K さん）

○今年は花粉の影響でしょうか、目が痒いという友人知人が多かったです。

私はア

イ・トーン、トリファラジャンで予防できたように思います（9 月 4 日、H さん）
○目薬 4 種類の中で、私にはカトラミデが一番合ったような気がします。 眼球につい
た汚れが涙と一緒にスッキリ流れ出ちゃうし、 白目も綺麗になる ような気がしたから
です。 でも、強烈な痛さに 2 本目の購入には至らずその後は国産の目薬を使っていま
したが、 最近目のごろつき感がひどくて・・・カトラミデの威力をもう一度再確認し
たいと思った 次第です（7 月 14 日、N さん）

○眼薬カトラミデは、初めは自分用に買い、友人に話すと欲しい人が続出(^◇^;)！良
い‼って事で再々注文です。眼薬を点眼したら暫く瞼を閉じたまま液が目全体に浸透す
るのを待ってから目を開ける様にしてます。 一瞬、涙がポロポロ出ますが風景が明る
くなって感激です（7 月 13 日、Y さん）

○点した時はかなりしみますが、その後涙がわ～っと出て、目の中がきれいになります。
長年ドライアイで苦しみましたが、カトラミデのお蔭で今では気にならなくなりました。
毎日欠かさず使っています（7 月 7 日、S さん）

○子供に、アイ・トーンを使用させたところ、いつも充血していた白目がきれいになっ
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ていました。いつも目薬を差してもとれなかったのに子供がびっくりしていました（7
月 4 日、S さん）

○私はやはり、カトラミデが一番、今の自分に合ってるように思います。使用前まで、
飛蚊症のようなものが日々、強くなっているように感じていました。が、使用して約 2
か月と少しですが、この症状が治まってきているように思います。 しかし、なんと言
っても、痛気持ちいいのが、お気に入りです（6 月 21 日、H さん）

○まずカラトミデです。前回 私用に購入しました。初めて見た主人は、これ何？、大
丈夫？なんて笑っていましたが、ある日どうしても目薬が必要となり、やむを得ず使っ
たのが始まりでした。主人は仕事柄目を酷使し、目の中にゴミがよく入り、目の洗浄剤
がかかせなかったのですが、何回洗ってもスッキリとれなかったゴロゴロ感が一度でス
ッキリしたと大感激でした。とても滲みますが、大量の涙とともに汚れもとれ、頭も目
もスッキリすると言って私用に買ったはずのカラトミデを持ち歩いている主人です。今
回もうじきなくなるので主人からのリクエストでお願いしました（6 月 8 日、M さん）

○目薬トリファランジャンは

母が特に気に入ってます。目の奥が痛いとき治るそうで

す。 あと私もですが、容器が目薬の中で使いやすいです。（べたつかない）（6 月 1
日、M さん）

○カトラミデの感想ですが、使っている時と使っていない時の差は大きいです。 特に
眼の乾燥には効果があります。花粉症による目の痒みも今年はほとんど 出ませんでし
た。トリファラジャンも好きな挿し心地でしたが、なにせ、うちの チビがカトラミデ
の方が好きなようなので、今回もカトラミデをリピートです（5 月 29 日、K さん）

○やる気が出るように思います。 3 日ほど眼精疲労？からの頭痛が続いていたのです
が届いた目薬で直ぐに楽になりました。 ありがとうございました。友人に頼まれて目
薬の再注文です（5 月 25 日、Y さん）

○早速寝起きのまなこにカトラミデを使ってみたのですが、寝起きだったせいか、何だ
か色々な汚れが出てきました(笑) 液体自体はとろっと柔らかいのに、使用後とてもす
っきりしました！ 自分は感想にあったほどしみることもなかったです。 すぐにでも他
の目薬も試してみたいのですが、繁用は良くないので我慢しています^^（5 月 22 日、T
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さん）

○カトラミデ、どんなものかと緊張しながら使いました。 思ったとおり？それ以上に？
ものすごーく沁みましたが、 涙を流すのも気持ちがよく、目の奥か浄化されるようで
すね。 すっかり癖になり、リピート注文です！（5 月 22 日、K さん）

○アイ・トーンは娘と 1 コずつ持ち歩いて日常的に使っています。 疲れた時や目が乾
いた時など、気持ちいいさし心地です。 カトラミデは夜寝る前にさしています。 朝起
きた時の目の感じがとてもさわやかです（5 月 14 日、T さん）

○カトラミデとトラファルジャンは、点眼後の大量のなみだと、爽快感がたまりません
（5 月 9 日、J さん）

○今回は、カトラミデをどうしても体験したくて購入しました☆ デスクワークが多い
ので、目の疲れがなんとかなればと思いながら……。 初めての使用感は、痛い！の一
言ですが(笑) シカカイが目に入った痛みに比べたら充血もないし、視界がクリアにな
ったとゆう爽快感のほうが大きいですね。 気にいりました！引き続き使用します♪（5
月 1 日、さん）

○今年の花粉の季節はかなりきつかったですが、サフランロードさんのカトラミデとア
ヌタイラで、なんとか乗り切ることができました。 目が炎症っぽくなって辛いところ
にはカジャルを少しだけ塗ると、スッとしてよく効きました（4 月 15 日、M さん）

○カトラミデ、売れてますねぇ。 結構ブログなどで取りあげている人が増えてますも
のね 。 あるアーユルヴェーダものサイトに「ご要望の多かったカトラミデ、アイトー
ンの取り扱い始めました」 というのがあったので、相当話題になっているようですよ。
お陰様で花粉症、まったく何ともなくなりました。 たった数回使っただけですよ。鼻
粘膜にも塗りました。 それっきり何ともなくなったんですよ。著効も良いとこ。 サフ
ランロードさんで目立つところに私の感想を出していただけたので 他の人にも効くと
いいですね（4 月 8 日、E さん）

○母は最近の花粉症で目がほとんど空いていなかったのが、昨夜カトラミデを点眼して
寝たところ、今朝は目が三倍くらい開いておりました（笑）（3 月 23 日、M さん）
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○カトラミデ、以前薬箱に買い置きしておいたものを今出してきて、毎日使っています。
毎年花粉症がつらいのですが、自宅と仕事場にアヌタイラとセットにして置いて、随分
と助けられていると思います。病院で出される目薬も効くには効くのですが、私はカト
ラミデのほうがすっきりするので愛用しています。家人がさしているのを横で見ている
と、目がきらきらぱっちりと開き、本当に綺麗になりますね！（3 月 18 日、M さん）

○早速カトラミデ、使ってみました。 刺激がとてもシャープでしたが、覚悟したほど
ではなく、使用後の眼の潤いがいままでと全く違いました。愛用していきたいと思いま
す（3 月 17 日、H さん）

○＜アイトーン＞は刺激がないので、主に我が家の老犬に使っています。 わたしは適
度な刺激の＜トリファラジャン＞がお気に入りです（3 月 17 日、S さん）

○目薬は、主人共に、トリファラジャンがお気に入り、目の充血などとても良くなって
来ました。 視力も良くなるといいなあと期待している次第です（3 月 10 日、U さん）

○待ってましたとばかりにカトラミデを開封し、私と主人で試しました。 はじめての
感覚です。 敏感肌、アレルギー体質の私でも大丈夫そうです。 一瞬染みるのですが、
市販の目薬のようにいつまでも痛くありません。 しかも、まだ試したばかりですが、
視界のモヤモヤがはっきりしたような？ え？うそでしょ？という感想です。笑とても
嬉しい買い物です（3 月 9 日、S さん）

○カトラミデ素晴らしい効果です、ところでブログではあまり沁みなくなった時は第二
段階の差し方が有ると書かれていましたが、 数回使い最初程は沁みなくなったので第
二段階の差し方を教えてもらえますか？（3 月 8 日、U さん） ★ええっ！ 第二段階の
差し方？ そういう差し方があったのかしら？？ と、わたしもびっくりしたのですが、
あります。 カトラミデ目薬を差しなれてくると、最初に差したときほど痛くなくなっ
てきますよね。 （確かにそうだと思います） 点眼したときに、目をゆっくりと上下左
右に動かすのです。 斜めなども含めて、カトラミデがいままであまりいっていなかっ
た部分に行きわたらせる、 第 2 段階とは、これだと思うのですが、いかがでしょうか。
ブログを書いたまじゅさんの第 2 はもしかしたら、また別のものかもしれないので、確
認してみますね。 それと、別の目薬ですが、カトラミデとはまたちがう痛さです。 ネ
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トラプラバも、トリファランジャンもしみて痛いのですが、その痛さが同じではありま
せん。 (サフランロードでは扱っていないのですが、もっと痛い目薬もあります。友人
が試してみて、あまりに痛そうだったので、まだ自分で試す勇気が出ないほどの目薬も
あります）(ばるだ)

○カトラミデはしばらく購入していませんでしたが、最近よく目が乾くため、瞬きの回
数が異常に増えたので、注文をしました。 市販の目薬を使っていましたが、効き目が
ないようでした。なので、今回またカトラミデを使ってみようと思い立ちました（3 月
8 日、O さん）

○私６５歳にして花粉症デビューしました。これまで眼が痛くなることはあったのです
が 鼻までひどくなって始めて花粉症と自覚しました。病院で処方された薬よりカトラ
ミデが効きます！偶然眼に差して、直後に鼻が通ったので気がつきました。ここに詳細
を書いていますのでご覧下さい。
http://blog.livedoor.jp/libri-haheo/archives/43023771.html 花粉症の方に朗報な
ので、サフランロードさんも「カトラミデが花粉症に効く」とお知らせ下さい（3 月 6
日、E さん）

○カトラミデ、思ったほどしみませんでした。 それでも目がよく見えるようになった
気がします。 疲れもとれて、これほど即効性のある目薬ははじめてです。 毎日続けた
ら充血がとれるかと期待します。 開封後の保存は冷蔵庫の方がもちますか？ ネトプラ
ハは変わった注し口で、もしかしたら棒の方が使い易いのでしょうか（2 月 28 日、Y さ
ん） ★目薬は室温で保存してください。 成分にはちみつが入っているので、冷蔵庫に
入れると固まってしまう恐れがあります。 ネトラプラバは付属の差し口を装着して、
びんを逆さに持つようにして差し口の頭を押すとうまく点眼できます （ばるだ）

○今回ネトラプラバを友人が使い、視界がクリアーになり、白眼がキレイになったと 好
評でした。私のはしばらく使用しなかったら固まってしまい（ハチミツだからでしょう
か？）そのままです。でもカトラミデとアイトーンは痒みが治まる気がして毎日使って
ます（2 月 28 日、O さん）

○カトラミデ、凄くイイですね!! 思ったより沁みたり涙が出たりはなかったのですが
(HP では涙が 10 滴くらい出るとありましたが、私は 2～3 滴くらいでした)、黄色い涙
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が出た後、ドロッとした目脂が……。よく見ると、茶色の汚れ(?)が沢山取れていまし
た(なんだか汚い話ですみません…)。目脂が取れると、なんだかスーッとして、目が凄
くイイ感じなんです!! まだ使い始めて 2 日ですが、今まで使用した目薬とは全く違っ
ていて、すっかり虜になってしまいました。本当に素晴らしい商品だと思います（2 月
24 日、S さん）

○目は、できるだけの努力はして大切にしたいです。 そういえば最近目が痛くならな
いので、カトラミデをつかっていなかったことを思い出し、差してみたら少し沁みて後
すっきり、視力も少し上がりました。 思い出させてくださって、ありがとうございま
す。 汚れが溜まっているような時は沁みるような気がします。 市販の目薬や流水で、
どうしてもとれなかった目の中の違和感がカトラミデですっきりするので、とても気に
入っています。 インドのお薬のラベルの字は日本ではまず見かけないほどの細かさな
ので、もしかしてインドの人はとても視力があるので、このくらいはほぼ皆んなが読め
るのではないか？と勝手に想像をしています（2 月 12 日、M さん）

○目薬はカトラミデとトリファラを併用して、使っていたので、どちらが、とはわかり
ませんが、白内障の症状である、まぶしさや、白いかすみが、薄れてきているのを、感
じました。 目薬が残りあと 1 つになってしまったので、１ヶ月ほど、使っていなかっ
たら、まぶしさや、かすみが、また、元に戻ってきているのに気づき、慌てて、目薬を
使いはじめたしだいです。そのような体験がありましたので、しばらく、続けて、使用
していきたいと思い、また、注文をお願い致しました（2 月 12 日、M さん）

○目薬は、10 分痛かったという方がいたので、恐る恐る使いましたが、 1 分くらいで
した（笑） 毎日してると慣れてきますね。 今はたまに目が汚れたかな？という時にし
ていますが、 疲れ目の時は、バツグンに沁みますね（笑） でも、充血もさっくり取れ
て、目が本当に綺麗になるので気に入ってます(^^)（2 月 2 日、K さん）

○久しぶりの、目薬、カトラミデ??。大好きです。 目が開く気がします。2013 年に亡
くなった父に、病室で、カトラミデを目に挿すと、 「気持ちいい。これがいい。」と
言っておりました。もう、83 年生きてきた父だったので、こんなのあるよともっと早
く言えたら良かったなぁ、でも、その時も気持ちよさそうだったから、良かったと思い
ました（1 月 24 日、A さん）
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○カトラミデなどの目 薬の強烈な刺激には驚きましたが、時間がたてばすっきりしま
した。 私の場合、カトラミデは眼を開けなければあまり沁みなかったので、目を瞑り
ながら眼球を回して目の運動をしていました。ネトラブラバの方が何をしても沁みるの
で、カトラミデの方が使いやすかったです（1 月 20 日、S さん）

○カトラミデを射すと、目がガンガンしているのが少し収まるので、重宝しています。
ただ、勤務先(学校)ではコンタクトレンズをしているので、コンタクトの上からだと、
しばらく時間を置かないと(涙をたくさん流さないと)前が見えないほど曇ってしまう
ので、学校では放課後利用しています（1 月 20 日、H さん）

○アイトーンは目がすっきりして、1 日パソコンの前の私には必需品です。目に入れる
のは安心なものが良いです。 カラトラミデはグーとしみますが、そのあとは爽快です。
ハチミツが入っているので甘いです。2.3 日に一度しますが、私はしっかりメイクなの
で、目の中のメイク残りもすっきりします（1 月 20 日、T さん）

○カトラミデはやっぱりしみました。でも痛気持ちいいのがクセに。夜と朝にさしてま
すが、眼の調子がいいです。左目がゴロゴロして酷かったので、病院行きかな？と思っ
てましたが、気付いたらゴロゴロもなくなってました。 IT の仕事をしている友人に一
つあげたら、痛くてのたうちまわったけど疲れ目がなくなった！目の充血が綺麗になっ
た！と喜んでました（1 月 17 日、F さん）

○カトラミデはお試しで購入。 確かにかなりしみたけど、我慢できる範囲でしたよ。 目
もアレルギーで、眠っても眠っても眠たい感じで、朝起きずらいのですが、 今朝はす
っきり目が覚めました（1 月 2 日、Y さん）

○目薬がすごく良いので母親へプレゼントしようと思います。 私は普段コンタクトレ
ンズをしているからか、 カトラミデとトリファランジャンは点眼をした後に茶色のゴ
ミがでてきておもしろいし視界がクリアーになります。 すごくしみますが、しみる感
覚がほどけていくときは、頭の疲れもとれます。 視界がクリアーになるのは

4 つの

目薬全部に言える事ですが 私は、カトラミデは寝る前に。 トリファランジャンは朝。
アイトーンは、仕事中に。
れたり かすむと

たまにソフトコンタクトレンズをしているときに 目が疲

点眼しますが 裸眼のときと同じく調子よいです。 と、使い分け

て使用しています。とにかく

日本で市販されてる目薬は もう使えません（12 月 26
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日、H さん）

○カトラミデ…最初とても沁みました。本当に目が開けれないほどでした。 そして、
目からゴミ？が出てきたのには驚きでした。 今は、慣れてきたのかそんなに沁みるこ
とがなくなりました（12 月 19 日、S さん）

○【カトラミデ】はさっそく夫婦で試しました。 「シャープな痛みがしばらく続く」
の前振りに、ドキドキでしたが 我が家はふたりとも、それほどでもないというか、確
かにしみますが、目薬の範 疇のしみ具合で、痛くなるわけではないので、そんなに脅
かさなくても大丈夫で はないかと（笑）個人差があるんですね。涙が止まらない程は
涙も出ませんでし た。べとっとした感じで１、2 分、目を開けることは出来ません。
というか、目 を閉じたまま、良く目を動かして、しばらく味わっていたいような「痛
気持ち良 さ」でした。目を開けられる頃には目が軽くなっているような感じがしまし
た。 なるほど、皆様が言うように癖になりそうです。（12 月 17 日、N さん）

○カトラミデは、朝の寝起きにさすと、一発で目が覚めて、視界もスッキリするのでお
気に入りです（12 月 17 日、O さん）

○カトラミデは、とっても沁みるけど、白目が白くなってきた気がするし とってもす
っきりしますね！（12 月 15 日、S さん）

○前回はカトラミデともう一つ瓶？に入ったものを使用しましたが、カトラミデのサラ
サラとした液体と容器が使いやすかった記憶があります。普段は目薬を使い切らないこ
とが多いのですが、使用後のスッキリ具合が癖になり、1 滴も残らないまで使いきりま
した（12 月 12 日、S さん）

○まずカトラミデから使い始めてます。凄い刺激ですね(笑) クセになると感想を書か
れている方の気持ち、よーくわかります！！！！ 起きてすぐと就寝前に使ってますが、
コンタクトしていても目が乾く感覚がかなり軽減してます。 白目が綺麗になるように
使い続けますー！（12 月 7 日、Ｈさん）

○私はドライアイがひどいので、この季節カトラミデは離せません。 前は薬局の目薬
では全然効かなくて、眼科で処方してもらっていました。 カトラミデを点すと涙がい
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っぱい出るので、 目が潤うし、目のごみが取れてきれいになります。 今では、目のト
ラブルを感じなくなりました（11 月 27 日、S さん）

○前回注文した トリファランジャン、気に入りました。 市販の目薬をもう使いたくな
いし、白目も、心なしか青く澄んできたような♪そこで今回セットを注文しました（11
月 24 日、K さん）

○今回は目薬を注文したのですが、私にはトリファランジャンが合うようです。 とい
うより、カトラミデは液漏れしやすくて使いにくいのが本音です。 使い終わってキャ
ップをして、次使うときたいてい液が漏れているんです。 口コミ見てもどなたもそん
なこと書いていないので、私だけかなｗ ドライアイが治りかけていたところ目薬がな
くなったので再度注文です（11 月 23 日、F さん）

○カトラミデ！もっとしみるということでしたがあまりしみることもなく、涙が出てス
ッキリ！！娘（13 歳）と一緒に使ったのですが、とても気に入りました。使った後、
心なしか黒目が大きくなったような気がします。目が、キラキラして気持ちいいですね
（11 月 23 日、T さん）

○今回の「カトラミデ」ですが、あっという間に欲しいという人が集まり、私の分１本
を確保するのがやっとという状態でした。 その中の１人は、次のようなことをいって
ました。 「以前この目薬（カトラミデ）を使用していたとき、眼圧が 16 ミリ or18 か
ら 12 まで下がり、医師が大変驚き、何をしたのか？と尋ねられました。緑内障の方に
も、効果は期待できると確信しております…経験から」。ありがとうございました（11
月 19 日、H さん）

○ 日本は、秋から冬に季節が変わる時期で、アレルギーの出やすい時期でもありま す。
カトラミデのおかげで、くしゃみがよく出ることはあっても、目はかゆくならな いで
す。カトラミデは 1 日の目の疲れをリセットしてくれる感じで気に入っています（11
月 18 日、H さん）

○目薬は今回 2 回目で、到着するまでとても待ち遠しかったです。 今回は私の目の白
いの見て、欲しいと言う人続出で、友人にも配った？所、目がスッキリして、視力が良
くなった感じ。 白目が青っぽくなった。 など、みんなお気に入りの 1 つになったみた
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いです。 ありがとうございました（11 月 13 日、H さん）

○カトラミデ」ですが、知人の評判もよく、パソコンで仕事をしている私には必需品と
なっています。 私のはあと１つ残っていたのですが、知人数人から催促され、申し込
ませていただきました（11 月 12 日、H さん）

○早速一番のおたのしみ、まだ使ったことのないトリファラジャンとネトラプラバを時
間をおいて点眼してみました。 トリファラジャンは書いてあるとおりかなりスッキリ
しますね！カトラミデと違うしみかたでしたがこれが一番白眼が白くなる気がしまし
た。 ネトラプラバはさすがはちみついり。なかなか落ちてこず落ちてきたらビクッと
なります。痛かったです笑。 これがわたしは一番涙がでました。しばらくするとスッ
キリして眼球がつるんとします。 アーユルヴェーダの目薬最高です。もうなしではい
られません。 あと、しみないと物足りなくなりました。慣れってコワイですね。 また
このふたつもリピートしたいです！（11 月 12 日、I さん）

○この前、購入したカトラミデなんですが、友人が「ものもらい」になってしまって、
市販の目薬で効かなかったみたいなので、カトラミデをさしあげました。使用後、すぐ
に効果があったみたいで喜んでいました。シミたみたいなのですが効いている感がすご
くあってよかったみたいです。今回もその友人とカトラミデを再購入します（11 月 11
日、U さん）

○植木職人の家族がいつも目にゴミが（木屑）入ってどうしてもとれずに眼科でしょっ
ちゅうとってもらっていましたが、カトラミデで面白いように取れるようです（11 月
10 日、Ｎさん）

○カトラミデは私には沁みませんでしたが、潤い感はとてもあります。 沁みない人は
何か、あるんですかね? きっとまたリピートします（11 月 10 日、H さん）
★私も、カトラミデの存在を初めて知った時は、まったく沁みませんでしたが、いろん
な事がかさなり体調を崩した時に再度使ってみたら・・・考えられないほどの激痛でし
た。 ちゃんと体のことを考えてというメッセージだったのでしょうね。（現在はやは
り潤いますが沁みません）（リーラ）

○カトラミデを一本つかいきりました。目の調子が大変よく、老眼鏡をかけることがほ
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とんどなくなりました。また、まぶたにハリがっもどって、目の下もすっきりとひきし
まってきました。もう年だからしかたないとあきらめていたので、嬉しいびっくりです。
友人に聞かれて、一本譲ると、さらにその友人からも頼まれての追加です（11 月 7 日、
M さん）

○前回送って頂いたカトラミデ 使って２０日たちます 凄く良いですね 少し白内障
と老眼がありましたが ハッキリ見えるようになり
白眼も段々綺麗になって

メガネなしで過ごしております

ビックリです（11 月 3 日、H さん）

○アイトーンは眼球がぎゅっ！と縮む感じがして面白いです（10 月 31 日、I さん）

○早速、目当ての目薬カトラミデを使ってみましたよ。 覚悟して使ったのですが、思
ったよりも痛くなくて、目の中のゴミが取れてスッキリした感じで気持ち良かったです。
買って良かったです。ありがとうございます（10 月 31 日、K さん）

○アイトーンは人肌に温めてから使うと、何の違和感もなくさせますよ♪友人曰く『チ
ーズバーガーの匂いがする』らしいです(笑) （10 月２０日、I さん）

○最初に使ったカトラミデは衝撃的でした。痛さは、聞いていたので予想通り(？)でし
たが、 目だけでなく、その奥の方まですっきりした感じが、たまらなく心地よかった
です。 出会って数日間は何度も使いたくなり、飛蚊症のような症状が気にならなくな
りました。 思っていたよりも速攻で、疲れ目もなくなり、つい予備で買っていた分を、
疲れ目で悩んでいた知人にプレゼントしてしまいました。 もうこれは手放せないので、
直に、お願いすることになると思います。 最近アイトーンを使い始めましたが、かす
かに花の香りもして潤いがほしいとき、 気持ちも潤う気がしています。目の大切さを、
改めて実感しています（10 月２０日、S さん）

○アイトーン、さっそくさしてみましたがこれも白眼が白くなりますね！ アヌタイラ
をまちがって目にいれてしまってからしばらく調子が悪く、カトラミデでも充血とれな
かったのがよくなりました！しみないけどさっぱりしてとても良いです。ありがとうご
ざいます！！（10 月９日、I さん）

○お尋ねの目薬の件、友達,が、カトラミデを使用していまして、点眼後、非常な痛み

36

目薬のご感想

がありますが、目の中の汚物が出てきて、目の中がスッキリすると、ききました。 以
前、アロエを点眼していた事がありましたので、痛みには、大丈夫と思い、4 種類を購
入し、最初にトリファラジャンを使用しています。 私は、コンピューターと、帳簿を
手書きしているので、視力が、非常に落ちてきています。 それで、朝と夜に点眼して
いるのですが、毎回、非常な痛みを伴いますが、点眼後は、目全体が、スッキリして、
軽い 感じになります（10 月８日、Ｔさん）

○ドライアイに悩まされてまして １日に何度も目薬を入れていましたが カトラミデ
を朝に入れたら 日中のドライアイも少し緩和されてきたような・・・ トリファラジ
ャンは 入浴後にさっぱりとした後に使っています。 仕事の疲れも取れるような刺激
です。（笑）（9 月 30 日、Y さん）

○カミカンデを早速、目にさしてみました。私の場合あまり刺激を感じませんでした。
一時間くらいして目が若いころのようにみずみずしく潤い楽になっていることに気が
付きました（9 月 24 日、O さん）

○目薬が慢性的な充血がとれて白目もきれいになって長年の悩みが解消されました！
（9 月 24 日、N さん）

○カトラミデは良かったです。 すごい刺激があるのでちょっと不安でしたが 今では眼
の乾きが全く気になりません。 ついでに視力も良くなることを願って再注文しました
（9 月 10 日、O さん）

○一昨日から、目薬を使い始めました。 目にしみますが、予想以上に良いです。 疲れ
目が、こんなにすっきりする目薬は初めてで、気がつくと手にしており、何度も使って
しまいます。 目の疲れが少なくなると、なんだか気持ちまですっきりとしてきます。
（9 月 7 日、S さん）

○口コミで痛い痛いと評判のカトラミデを恐る恐るさしてみしたが、1 分くらいは目を
つぶっていましたが、全然大丈夫でした。 スッキリした気がします。 ありがとうござ
いました（９月４日、S さん）

○カトラミデは前回初めて使いましたが、最初はとても痛いですが、涙を流すことで自
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分の目を実感するような気が します。また充血気味なので、すこしそれが改善した気
もします（９月１日、O さん）

○目薬ですが、普段ハードコンタクトをしてるのでぜんぜん目薬の痛みは 気になりま
せんでした むしろアレルギーなのでアレルギーの目薬みたいにしみてよかったです
（8 月 28 日、I さん）

○初めてカトラミデを使いましたが、疲れ目に効きます。寝る前に使うと翌日、充血解
消です。白目部分が以前よりきれいになったような気 がします。 アイトーンは昼間
使っています。パソコンを使うので、インドの目薬は重宝しています（8 月 2４日、H
さん）

○目薬の方は、わたしはほとんどしみることがなくなったのですが…少しさみしい気が
します…母は痛い痛いと相変わらずな感じです（笑） しかし、そこもかなりのお気に
入りのようで、悪い方の目にも効いている気がするとご満悦です（7 月 29 日、S さん）

○ネトラプラ は、どろろしていて、目がとてもすっきりします。目が浄化されたよう
な感じがします。病院でもらったドライアイの目薬をささなくても 潤い感があり、と
ても気に入っています（7 月 28 日、M さん）

○さっそく「カトラミデ」、「シャタ・ドルタ・グルタ」、「沙羅双樹クリーム」全て
を使ってみました。 カトラミデは、みなさんの感想を読むとかなりしみるとのことだ
ったので、緊張しましたが、少ししみただけで、涙も 2~3 分でおさまりましたので、ほ
っとしました。涙がおさまったあと、視界がクリアになり、すっきりして使い心地が良
いので、これから使うのが楽しみになりました（7 月 24 日、T さん）

○カトラミデを使用してから、目のかゆみがなくなりました。 大変気に入っています
（7 月 22 日、I さん）

○まず、今回一番の楽しみはみんな(友人と共同で注文させていただいたので)揃いも揃
って目薬セットだったのですが、これが期待を裏切らずのヒットでした！ 特にカトラ
ミデは説明文を拝見していてかなり覚悟していたのですが、思っていたほどの衝撃（笑）
はなく…しかし、夜にさして翌日はゴミのような目ヤニが…！これは友人、母も同じで
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した！ 特に母は眼底出血で片目がほとんど見えない状態で、日中酷使している良い方
の目は夜になると疲れ目でテレビを見るのもイヤだという有様でしたが、こちらの目薬
をさすようになってから、目が疲れない！テレビが夜でもはっきり見えると大喜びでし
た（7 月 22 日、M さん）

○大本命のトリファランジャンの目薬は普段から使っている自分の目薬が結構しみる
ので 思ったほどしみなかったです。 涙は大量に出ましたが（笑） ただ日本で市販さ
れている、目がクールになる目薬 と比べて、涙が出終わった後の感じがトリファラン
ジャンの方がはるかに良かったです（7 月 16 日、I さん）

○真っ先に目薬のカトラミデを使ってみました。使われた方の感想や説明文などから、
どんなんだろうと興味深々でした。 使用してすぐはとっても痛いですが、後がすっき
りして、不思議な感じでした。 誤って、唐辛子を触った指で目をこすってしまうこと
があるんですが、唐辛子は痛いだけ。カトラミデは、 痛いけれど、それをずっと味わ
って変化を見守っていられる感じなのです。くせになってしまうかも・・・（笑） 時
を同じくして友人に紹介したところ、注文したようで、商品が届いた日がいっしょでし
た。共通の話題がひとつ増え嬉しいです（7 月 12 日、F さん）

○目薬の感想・・・ とっても効きます。他の人も言ってると思いますが 目が疲れにく
くなってる気がします。 点眼後はすっきりという以上に、視力にいいように感じます。
目が疲れてるときは半端なく痛いです。 が、朝起きてすぐだとあまり痛くないように
感じます。良い目薬をありがとうございます（7 月 6 日、K さん）

○「悲鳴をあげるくらい」と説明にあったので、気合を入れて注しましたが、 意外と
平気で、ジーンと来る刺激はあるものの、物足りなく感じました＾＾ 注した後は、白
目も青みがかるように思えます（７月２日、Ｋさん）

○カトラミデ :ドライアイですが、さした後に潤いが長続きする上に視界が明瞭になり
ます。母も使用していますが、今回のカトラミデを待ちわびていました。視界に浮遊物
が見えるということですが、点眼すると見えなくなると喜んでいました。液体がドロっ
としていますので、目の中の異物を取り去ってくれている感覚も好きです（６月２６日、
Ｍさん）

39

目薬のご感想

○前回、購入させていただいた目薬、とっても良かったです！ 特にアイトーンは気に
入っています。これを使ったら、もう他のものを使う気がしなくなりました！（６月２
２日、S さん）

○サフランロードでの、目薬は、気持ちいいです。 目に栄養と元気が入る感じです（６
月２２日、A さん）

○いろいろ日本の目薬をさしましたがやはり私にはカトラミデよりしっくりくる目薬
はありません。白内障予防にもなるしインドの目薬は最高ですね（６月１９日、O さん）

○４本セットのうち、カトラミデは容器が使いやすいのでリピートしました。疲れてい
る時はしみますが、普段は気になりません。 寝る前に点すと翌朝は目が楽です！（６
月１９日、O さん）

○トリファラジャン 気に入ってます。 涙が出にくい母がこの目薬だと涙が出るので
特にお気に入りです（６月１６日、Ｍさん）

○ユナニの目ぐずり凄くいいですよね。昨冬インドに行ったのですが、見つけられず、
友人にお土産をとして購入できなかったのでプレゼントしたら皆、また欲しいと大評判
でした（６月１６日、Ｋさん）

○以前購入させていただいた目薬のカトラミデ。ほんとうに目の奥までゆっくりじっく
りまとわりつく感じがたまらずこれぞ目薬って気分になりますし今まで目薬をさして
特別気にしなかったけれどカトラミデを注すようになってこみあげてくる涙をふき取
ろうと目頭をペーパーで押さえるとあきらかに目やにとはちがう「ごみ」のかたまりを
確認できて目の表面からかもしくは裏側からか今まで気づかなかった目に見えないく
らいなサイズの汚れが出てきてるのかな～と勝手に盛り上がっています。 いろんな意
味でものすごくスッキリして大好きです。

○ユナニの目薬もとても氣に入っていて今では友人も巻き込んでリピートしています
（６月１４日、Ｓさん）

○カトラミデをさした少しの痛みがクセになっております w。 ほんとに目やにとか、

40

目薬のご感想

たまに 黒いゴミのようなものが涙と一緒に出てくるので目が洗浄されている感じが
嬉しいです。 また、視界がクリアになります。 普段コンタクトレンズなんですがドラ
イアイも軽減されています。 こんなすごく良い調子なので他のものも試してみたくな
りました。 アイ・トーンは PC 作業時、リフレッシュしたくなるとさしています。 全
然痛みを感じません。 こちらもカトラミデと同様に

視界がクリアになります。 市販

のものは一生使わないと思います（６月１２日、さん）

○カトラミデが気に入ったのでまた注文よろしくお願い致します。 今ではさした後ど
のくらいゴミが出るか確認しないと気が済まない くらいになっています笑（６月５日、
Ｙさん）

○前回も購入いたしました、ネトラプラ！ 仲間うちでも大好評です。 眼球のうらから
虫が出てきて気持ちいい！ 朝、目覚めた時の目の開き具合が違う！ 市販の目薬では味
わえない、点した後の爽快感！ 異物混入時には絶対必要！などと、みんながはまって
います。それも、お医者さん歯医者さん整骨院の先生をしている友人たちが興味津々で
す（５月２９日、Y さん）

○アイトーンは、使用感が最高によく、安心して使ってます。 目がかゆいときもすっ
きりし、気持ち良いです！（５月２８日、Ｋさん）

○カトラミデは口が閉じてあるのを、横からスバッとナイフで切り落としました。 針
で刺して空けるより、口が大きく開いたので 中の目薬がたっぷり出てきます。 その分
しみるので気合い入れてますが、爽快感が捨てがたいです（５月２７日、E さん）

○カトラミデも使わせていただきました。さしたところ、茶色っぽい ものや黒っぽい
汚れが出てきました。びっくりです。 パソコン作業が多く目が疲れるため、重宝させ
ていただきます（５月２０日、Ｋさん）

○それと、前回いただいたネトラプラバですが、すごく良かったです?重度のドライア
イなのですが、これを使ってから涙の出が増えたのか、調子がかなりいいです（５月１
８日、Ｇさん）

○アイトーンのつけごこちが良かったのでリピートをさせて頂きました^_^（５月１３
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日、Ｎさん）

○アヌタイラ、カトラミデの効果でしょうか？ 今年はまだ、カモガヤ花粉症の症状が
出ていません。 また購入します（５月１２日、O さん）

○今日、カトラミデを試してみました。 75 歳の母の白内障が、手術をするより他ない
状態なのですが、心臓の人工弁置換術を受けている母にして、目の手術は絶対にイヤと
のことで、困っていました。ふと、日本以外の医学ではどう対応しているのかを調べよ
うと思い、アーユルヴェーダから始めて、カトラミデにたどりつきました。 感想欄を
本人に読ませて、痛いらしいことを納得してもらった上で、コンタクトレンズも入れて
いない、ほぼ見えない右目にまずは差しました。しみるという程度で我慢できない痛み
ではなかったようです。(すでに目が悪すぎるから？) ドライアイでもある目からは、
少し涙が出てきました。 すっきりしたそうで、視界がよくなった気がする。気がする
だけ？と言っていました。 夜にレンズを外したら、左目も差してみるそうで、気に入
ったようです。使い続けてみます。ありがとうございました（５月１０日、Ｍさん）

○カトラミデは花粉シーズンにはピッタリの目薬でした。日本の目薬には無い清涼感
(？)が痒みを鎮めてくれるのです。ただ、白い服に垂らすと大変なので、外出時はアイ
トーンを使用。寝起きにカトラミデって感じです(^^)（５月８日、I さん）

○目薬も、初めて差した時、噂通りの強烈な刺激でしたが、その後目の充血や痛みが取
れ、スッキリ爽やか！とても調子がいいです！ ありがとうございます（５月２日、Ｋ
さん）

○カトラミデは良く効いてます。花粉症と公害（PM2.5）で腫れていた目 が１発で治り
ました（４月２４日、K さん）

○また、目薬もたいへん気に入っています。おかげさまで、ドライアイの症状が緩和さ
れました。今はアイトーンだけで充分潤いがあります（４月２４日、I さん）

○前回注文のカトラミデは花粉の時期に大活躍でした（４月２３日、Ｓさん）

○カテドラミは、この日本のビジネス社会に絶対必要。 今はスマホなどで一日中画面

42

目薬のご感想

とにらめっこ。 目も肩も首も頭もカチカチです。 カテドラミをさす事で目の周りの筋
肉まで和らぐので目、鼻、頭がすっきりします。 私は、お風呂の中でさします。 する
と、肩、首頭すっきりですよ～～～。 さすときは痛いけど特に目を酷使した日は特に
痛い。 良くなると、しみるのも穏やかになってきます（４月２２日、ｋさん）

○カトラミデのシャープな痛みが癖になってます！さしたあとの爽快感が、たまらない
ですね！あとは、アヌタイラ、風邪を引いた時にさすと、喉まで痛くて苦しみますが、
しばらくするとスーッとします！次の日には、鼻の不調も解消され、風邪の治りも 早
くなる気がします！病院に行く前に、カトラミデとアヌタイラをするべきだなぁと言う
ほど、効果抜群です^_^（４月２１日、Ｎさん）

○カイラシュクリーム、本当に愛用しています。 毎年この時期には、黄砂で目とまぶ
たがすごく痒いんです。 目の中にも塗れるものなので安心して塗りまくってます。 カ
トラミデ眼球の痒みもケアできるし、いつもよりずいぶん楽な春を過ごしてます（４月
１７日、Ｈさん）

○目薬はいろいろな人に差し上げて喜んでいただいています。 若い人にはサイトを教
えるだけでよいのですが年寄りはインターネットをしませんので勢いプレゼントとい
う形になってしまいます。 私もカトラミデなどで視力がよくなり拡大鏡やメガネなし
で作業が出来るようになりました。 又ほかの方からも同様の報告を受けています。 あ
る方は白内障の手術をする前段階で角膜の手術が必要だったのですが手術せずに済ん
だそうです。 もちろん白内障の手術も棚上げ。 おまけに検査の結果視力もよくなって
いると… もちろんお医者様での検査の結果です（４月１７日、Ｎさん）

○日本にはあの様な目薬がないので、助かります。 よろしくお願いします（４月１５
日、Ｙさん）

○夫とともにカトラミデに完全にハマっています。 使用以前は、ドライアイでどの目
薬を使ってもかゆくなっていましたが、カトラミデを使用してからはかゆみがなく快適
です。 今後とも継続して注文したいと思っております（４月１５日、I さん）

○目薬早速使ってます。 アイトーンはやや刺激に欠けますが、そのは他の目薬は、効
果抜群！ 長年、悩んでいたドライアイが改善してきたのか、仕事中に何度も目薬さし
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てましたが、今は全くささなくなりました。 白目にあったシミ、万年充血も改善され、
まだ使い始めて１週間くらいなのに、よく見ないと分からないくらいに改善されました。
すっかりハマって周りの友人に勧めまくってます。 もう日本の目薬はさせないですね
（笑）（＾∇＾）（４月２日、Ｓさん）

○ネトラプラ大好きですよ。カトラミデよりも沁みます。ただはちみつのせいなのか、
冬はなかなか出てきません（笑）。それと使っていると容器がかなりベタベタになって
くるのでいちいち手を洗わないといけないのが面倒。今使用しているのは穴が小さいの
かなかなか液が出てきてくれないのが欠点です。製品によってはばらつきがあるようで
す（４月２日、Ｋさん）

○目薬のカトラミデは本来の効用とは違うのかもしれませんが、花粉症なのか目がかゆ
くて仕方ない時に使うとスッキリしてかゆみが収まります。病院でもらう目薬では効い
ている気がしなかったので、これも手放せません＾＾（３月３１日、Ｔさん）

○まず、カトラミデを使ってみました。 甘い香りがして、目に入れるとかなりしみて、
10 分程、目をつぶってじっと していました。 普通の目薬と比べて、目の奥に浸透し
ていく感じがしました。 使用後、べたつき感があったので、簡単に目を洗いました。 そ
の後、眼鏡をかけると、いつもより視界がクリアでした。 他のと併せて、継続して使
ってみます（３月３０日、Ｎさん）

○あと、カトラミデがとても良いです。数滴さすと茶色い目やに汚れ？のようなものが
出てきて、さした後はスッキリします！（３月２７日、Y さん）

○カトラミデは、１日 1 度さしております。 さした時は痛いのですが涙はあまり出ま
せん。 涙が出ない時は張り合いがないです。 3 日くらいささないでいて、それからさ
せば涙が出ると思ったのですが、 3 日ぶりでも大した涙は出ませんでした。＾＾： し
かし、日に一度は点眼しようと思っております（３月２３日、Ｎさん）

○「カトラミデ」他の方のレビューを読んで、どれだけ沁みるんだろうとわくわく（？）
していましたが・・・予想していたよりもマイルドな刺激でした（それでも結構な沁み
具合ですが）。とにかく涙がたくさん出てすっきりします。使い続けるのが楽しみです。
「アイ・トーン」 こちらは子ども用に購入しました。黄砂だか PM2.5 だかその他もろ
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もろ、よろしくないものでほこりっぽいこの頃ですので、外から帰宅してうがい手洗い
のついでに使っています。さっぱりして気にいってるようです（３月１８日、Ｓさん）

○カトラミデとアイトーンのおかげで今のところ花粉症がだいぶ楽で、病院に行かずに
すんでいます！（３月１６日、Ｇさん）

○アヌタイラ！！！毎年花粉症で薬が手放せないのですが、薬の副作用で悩んでいまし
た。病院の点鼻薬は気休め程度なのに、アヌタイラは明らかに粘膜を強くしてる気がし
ます。カトラミデは痒みがとれるというより、すべて流し出してくれる感じで、外出後
はかかせなくなりました。勿論評判どうり痛いですが、もう普通の目薬にはもどれそう
もないです（３月１６日、Ｇさん）

○目薬もとーっても良くて、ドライアイで悩んでたのですが今までで一番付け心地がい
いです！また宜しくお願いします＼(^-^)／！ありがとうございました！（３月１６日、
Ｎさん）

○目薬がなくなってしまったのでリピートです。以前は 4 種セットを購入したのですが、
どれもとてもいい！おそらくこれからずっとこちらの目薬を使っていくと思います。今
回はカトラミデ・トリファラジャンの注文です。点すと、体が（目が）浄化されていく
みたい。大好きです（３月１３日、Ｋさん）

○カトラミデ早速さしてみました。確かにしみて 5 分ぐらい眼が開けられませんでした
が、 その後はすっきりさわやか、PC 画面もクリアに見える気がしました。 ありがと
うございました（３月１１日、I さん）

○カトラミデ最高です！汚れやゴミが取れる取れる！毎日注すのが楽しみです(^ー^)
今、花粉症や黄砂で鼻水や目が痒くてたまりません(>_<)早急の発送をお願い致します
m(._.)m（３月１１日、Ｈさん）

○お世話になります。以前、透明瓶の方のエッセンシャルオイルを購入させて頂きまし
た、とても良いオイルで本当に購入して良かったです。また購入をしたいと考えており
ますが、もう以前の透明瓶のものは在庫 0 との表示ですが、入荷のご予定はあります
か？また違う瓶のものが入荷されているようですが、中身は、透明瓶のものとはグレー
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ドなど違いますか？お手すきの時、お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいた
します（３月１０日、Ｔさん）

○また、目薬のおかげで疲れが残らず、とても助かります。目力がアップしましたよ！
笑 （３月９日、O さん）

○カトラミデいいですよ。 かすみ目や白内障予備軍や PC による疲れ目の方々にプレゼ
ントして、喜んでいただけています。今回はその方々の追加です。 多少しみますが、
眼の奥からの爽快感というかぷはぁっとした感じは、いかにも眼が若返っている感があ
ります（３月９日、Ｋさん）

○花粉症がはじまり、病院の薬を飲むと頭痛やむくみ等副作用がひどくて悩んでいたの
で、カトラミデとアヌタイラが大活躍しています（３月７日、Ｇさん）

○目薬は今はトリファラジャンを使っています。スッキリして目が潤い気持ちが良いで
す。一番、感覚的に眼の芯まで沁みて効いてるような気がするのはカトラミデで、眼の
筋肉が引き締められる気がします。どちらもしばらくの間、視界が明るく感じて気持ち
いいです（３月５日、Ｎさん）

○目薬をさっそく試しました。刺激があって、びっくりしましたがとても良さそうです
ね。弟も使っていました（３月４日、さん）

○前回、送っていただいたカトラミデは、あまりに滲みるので、最初ビックリしました
が、 眼がキレイになっていくのを感じました。 もうひとつのトリファラジャンは、な
かなか液体が出てこないので、使いにくかったですが、 良い製品でした。 使いやすさ
重視で、今回もカトラミデを購入させていただきました（３月４日、Ｃさん）

○待望の目薬！ どれもいいですね！ 目が本当にスッキリしました。 老眼予防と視力
が落ちないように願いをこめて！（２月２８日、Ｙさん）

○アヌタイラとカトラミデを早速試してみました。続けると花粉症が軽くなりそうです
（２月２７日、Ｍさん）
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○日本はそろそろ花粉症が出る時期になりました。アイトーンでケアします。また、す
ぐに紫外線も要注意の季節になります。紫外線で疲れた目にもアイトーンでケアします
（２月２３日、Ｈさん）

○カトラミデについて 私はドライアイで、前は市販の目薬を使っていたのですが、全
然改善されなかったです。 カトラミデを使い始めてからは、だんだん涙が出るように
なって、目の痛みもなくなってきました。細かい字を読むのも苦になりません。 特に
冬場は重宝しています（２月１１日、Ｋさん）

○歯磨き粉や目薬がすばらしい！（１月２９日、K さん）

○Ｃａｔｒａｍｉｄｅは、白目の濁りを取り、ＫＡＪＡＬは、アイライナー代わりに使
っているのですが、あれ程痛かった目の渇きと痛みが全くなくなりました（１月１９日、
Ｍさん）

○目薬は、アイトーンがマイルドでとても気に入っていますが、近いうちに勇気を出し
て、他のも試してみようと思います（１月１９日、Ｋさん）

○また、目薬は友人に差し上げたりしています。大変効果が高く喜ばれています（１月
１２日、Ｎさん）

○ヤミツキです。 目を酷使したときは、ものすごくしみますが白目もキレイになる気
がします。 パソコンの後やネイル施術の後なんかはとても良く実感できます。 頭痛の
時もいいです。 日本では、今ネトラバスタがはやってますがこの目薬があれば、ネト
ラバスタをしたときのような使用感！！（１月１２日、さん）

○目薬を早速つけてみました。目にしみますが、しばらくするとおさまりスッキリとし
た感じです。 はちみつの甘い香りがするのですね（１月１１日、Ｗさん）

○目薬は、最初は、とてもとても、痛くて、滲みました。が、その後が、スッキリで、
何回も、点眼して、毎日を快適に、過ごしています。 今回は、目薬を、点眼された方々
と、一緒にの注文にｌなりました。皆様、再度注文、されたいと言われるほど、みなさ
ん絶賛されておられました（１月８日、さん）
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○「カトラミデ」は、とにかく気に入っています。 パソコンを使っている人に試して
もらいたいと…友人・知人に勧めたりしていますが、気に入る人と気に入らない人と
半々といったところでしょうか。 私は毎晩寝る前に使うようにし、日中は「アイトー
ン」を使っています（１月７日、H さん）

○目薬は、とても、目が、スッキリしまして、目の疲れも、一日の仕事の終わりにも、
まだ、現れておりません、こんなに、すごい、目薬は、はじめてです。どんどん、視力
が、よくなりそうです（１２月２０日、Ｔさん）

○目薬セットを購入したのですが、まだアイトーンしか使っていません。アイトーンの
使用感が気持ちよく、早速リピートしました（１２月１７日、Ｋさん）

○前回の目薬は開封後、４ヶ月ほど使いましたが、特段問題ありませんでした（１２月
１０日、さん）

○カトラミデとてもいいですね！アイトーンは使いやすくて、日中の眼の疲れをスッキ
リさせてくれます（１２月８、Ｔさん）

○インドの目薬もとても気に入りました。 ものすごくしみますが目がとてもスッキリ
し 目がぱっちりあくので目が大きくなったように感じます。特にカトラミデが気に入
りました（１２月１日、A さん）

○点眼剤、最近外が埃っぽいので、とても重宝しています。コンタクト越しでも痒みが
無くなるので手放せません（１１月２７日、Ｔさん）

○カトラミデは涙がたくさん出て目がきれいになる感じで、気持ちいいです。主人もカ
トラミデを大変気に入りましたので再注文します（１１月２１日、Ｍさん）

○目薬四種類使ってみました。 もともと東京のハタイクリニックに通っていたときに
アーユルヴェーダの目薬を紹介してもらったことがあって、前から気になっていました。
最近眼精疲労と目の充血が気になったので、自分で買ってみたのですが、目の上の細か
いキズ？にパックされている感じと自分の涙で目が浄化されている感じがしました！
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染みる感じは個人差はあると思いますが、毎日使ってたら、あんまり染みなくなってき
ました。 無色透明のものは、物足りなくなりそうです… 黄色の蜂蜜が多い粘り気があ
るものが一番気に入りました。喉を通っても甘かったです！顔のパックをする感覚で、
週に２～３回使って、他のサラサラしている目薬は、毎日朝か夜使おうかなと思ってい
ます（１１月１８日、A さん）

○うちではネトラプラバの目薬が好評で、母の体験なんですが 昼間自転車に乗ってい
て、見えづらかった標識が クリアに見えると言っていました。瞳も本当にキラキラし
ますね！（１１月１４日、Ｋさん）

○今回私が リピートしたのはカトラミデとマイソールサンダルソープです。 どちらも
これからずっとお付き合いしていきたいアイテムです（１１月１４日、O さん）

○目薬愛用しています。 どの目薬商品もだいたい朝夜に使って一ヶ月で消費していま
す。 目薬をさすと、目ヤニと一緒にアイシャドウやアイライナーのキラキラがズズッ
と糸を引くように出てきます(･･;) その後はスッキリ！ 重宝してます（１０月２９日、
I さん）

○前回頼んだ目薬セットですが、現在アイトーンとネトラプラバを使っています。 ネ
トラプラバは最初思っていたよりもしみて痛かったのですが、なんだかスッキリして毎
日 3 回さしています。 最近になっていつもよりパソコン中の充血がしにくくなってい
るように感じています。 アイトーンは普段目の乾燥が気になった時にさしています。
白目が真っ白とはいきませんが、さしてしばらくすると充血はひきます。 あとの 2 種
類はまだ使っていないのですがなんだか楽しみです（１０月２８日、Ｋさん）

○目薬、とてもしみて、初体験な痛さでしたが、使って行くうちに白目がキレイになっ
てきま した。夜、寝る前はハチミツ入りの目薬、ネプラ…？で朝と日中はカトラミデ
を使っています。どちらも痛いけど使用後はスッキリくっきりしてとてもグッドで
す！もう手放せません（１０月２４日、Ｈさん）

○カトラミデはとても目がスッキリするのですが、コンタクトをしているので持ち歩い
て点眼というわけにはいかないと思い、コンタクト装着前か外した後に使っています
（１０月２３日、O さん）

49

目薬のご感想

○カトラミデは痛かったけど、想像していたよりは痛くなかったです。

ドライアイ

なのですが今日はいつものヒリヒリする感じがしません。 現時点での感想は以上です。
なんとなく、継続するともっと効果が出そうな手ごたえがあります（１０月１７日、K
さん）

○カトラミデをさっそく試してみました。しみると聞いていたので、初めはおそるおそ
るでしたが、さした後の爽快感がたまらなく、くせになりそうですね。 鼻の奥もすっ
きりします（１０月１６日、Ｔさん）

○目薬にはまりました！白目が綺麗になってきた気がします。パソコン作業の後のトリ
ファランジャンは目がスキっとして頭痛もなくなる感じです！今回は職場の後輩にカ
ラトミデプレゼントします！（１０月１４日、Ｎさん）

○ドライアイに悩まされていて、色々調べていたところ、サフランロードのホームペー
ジに辿り着きました。 前回は、お試し４本セットを購入し、その名の通り、お試しし
てみました。笑 最初にカトラミデをドキドキしながら試してみました。皆さんの感想
を読んで覚悟は していましたがもの凄くしみました！が、涙とともに汚れも出て、し
ばらくするとスッキリ！！ ドライアイも楽になったような気がしたのですが、日本で
はちょうど梅雨入りした頃 で湿度が高くなったせいかな～？とも思ったり。（疑い深
くてすみません。笑） ４種類を使い切り目薬をささなくなったころ、ドライアイが辛
くなってきたので やっぱり目薬の効果だったんだ！と実感し、再度購入することにし
ました。 なんとなくカトラミデとトリファラジャンが気に入ったので、この２種類を
使って冬 の乾燥を乗り切ろうと思います（９月２９日、F さん）

○以前、購入させていただいたトリファランジャンを使用して、 最初はすごく沁みま
したが、使用後１０分くらいすると目が生き返ったような感じで 国内に流通している
目薬を使った後と比べると、別格の良さを感じました。 もっと手軽に購入できたらい
いのにと切に願っています（９月２６日、Ｋさん）

○今回、目薬を体感しましたが、私はあまり染みること無く、パートナーは大変痛がっ
ており、個人差があるんだな～と感じています（９月１３日、Ｍさん）
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○トリファランジャン目薬、大変気に入りました☆ おそるおそる差しまして、最初は
ほんとうに痛かったのですが ３０秒後にとてもすっきりし、視界が明るくなり感動い
たしました！ ドライアイなので目薬は必要なのですが、 日本のドラッグストアで販売
されている目薬は、ケミカルな成分がとても苦手でしたので こちらのアーユルベーダ
の目薬が大変助かりました☆ （９月６日、O さん）

○目薬はやはりトリファランジャンが一番好きです（９月５日、I さん）

○やっぱり、アイトーンは私の生活には欠かせないもので、 必ず買いだめしちゃいま
す。 母が、目薬は合うかどうかと不安がっていたのですが、 一度アイトーンを使った
ら、彼女にとっても欠かせないものになりました（笑） （９月５日、Ｋさん）

○カトラミデは我が家には欠かせないアイテムになりました。離れて暮らしている兄も
試してみたところ、大変気に入って今回ストック分が欲しいということでまとめて購入
しようと思っているのですが、購入個数にもし問題がございましたら（税関の関係等）
お知らせください（９月２日、Ｇさん）

○インドの目薬は、目の疲れからくる 片頭痛にも効くので、とても助かります。もう
日本の市販薬は買えません。 頭痛薬と同じくらい必需品です。 ありがとうございます
（１０月６日、Ｋさん）

○旅にでておりました。いつも使用している インド目薬を持っていかなかったのです
が 持ってくれば良かった・・・と後悔。 （目薬なしではとても疲れました） 何気な
くサポートしてくれていることを実感しました～（１０月３日、A さん）

○今回、自分用と友人用として沢山目薬とクリームを買わせて頂きましたが、目薬は最
初あんまり痛いので、さすのが嫌でした。でもさした後、必ずクリアな視界となり重か
った目がスッキリするのにつられ、やむを得ずさしていました。 １ヶ月が経過したあ
たりだったでしょうか。震災後あたりから気になり始めていた消えない充血(眼科に行
ったら医師殿は「加齢によるもので戻りません」と言いました)が。 …薄くなってる？
気のせい？そんなこんなで。 今、使い始めて 2 年目程度でしょうか。いつもカトラミ
デだった訳ではありませんが、ネトラプラバだったり他のものだったり。 でも私にと
って一番、視界クリア効果が高いのがカトラミデなような感じです。 最近では白目は
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時々、青く見える程です。 コレ見たらあの時の医師殿はなんとおっしゃるのかしらん
と思いますが、人は自分の思っているもの以上の物は得られないと言いますし…(他人
事ではなく恐ろしい言葉です@_@;))でもパソコンやり過ぎるとすぐに戻ります。 リセ
ット出来る存在があるという事はとても有難いです（７月２３日、Ｔさん）

○ 毎度片目に点すともう片目に点すのがためらわれるほどの 目薬ですが、目が楽にな
ってきているほうに思えます。 朝には目やにが出てきます。毒素がでているのでしょ
か？ またよろしくお願いします（７月４日、Ｋさん）

○メグスリ、大変気に入っております＾＾。 「キター！」って感覚が日本製のものと
は段違いです７月６日、Ｙさん）

○3 年ぶりの注文です。最近目の調子が悪く目薬のことを思い出しました！（７月１５
日、A さん）

○カトラミデはいいみたいです。朝、携帯の文字がぼやけて見えていたのが、はっきり
としてきました。インド恐るべしです（７月１６日、Ｙさん）

○ 目薬、マジ痛いですね(笑) （７月１８日、Ｓさん）

○ さっそく使ってみましたが、ものすごく気持ちよくて、もう他の目薬を使うことが
できないかもしれません（７月１９日、Ｈさん）

○目薬。早速使ってみました。 噂にたがわずどれも皆沁みますが、とても良いカンジ
です …が、残念なことに、 ネトラプラバを開栓するときに、 見るからにこれは危険
だから要注意と十二分に注意して作業したにもかかわらが、 アルミの蓋で指を切って
しまいました。 今後もリピしたいとは思いますが、刃物を使ってのアルミ栓の開封が
恐怖です。 もう少し開封しやすいと良いですね。 あと、日本の目薬に慣れてしまうと、
容器の形状・仕様が少々使いづらく点眼しにくいと感じましたが、 使っている他の皆
さんはどうなんでしょう？？ 慣れでしょうかね（６月２７日、Ｋさん）

○カトラミデは本当に痛くて・・・大丈夫？と不安になりました(笑)。私の場合はかな
り目が疲れているからなのか・・・最初は夜寝る前にさすとウサギのように真っ赤にな
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り、翌朝も赤みが残ってました。でも、続けていたら、見えにくくなっていた看板や、
細かい遠くの景色など・・・良く見えるようになったんです。２回目の注文に期間が開
いてしまったので、元に戻ってしまいました(笑)が、継続して使ってみたいと思ってい
ます（６月２４日、Ｍさん） ○ カトラミデを早速使って見ました。ものすごい痛さに
涙が止まりませんでした！でも一回で飛蚊症の症状に変化がありました。見えていた異
物が激減したのには感激です（６月２３日、Ｋさん）

○かなり痛いとブログに書いてあったので最初の１滴を点すのに勇気が要りましたが、
やはり痛かったです（＾＾；） この目薬点してからなんだか目蓋の内側がゴロゴロす
るようになった感じがしますが、点し続ける事によってゴロゴロがそのうちなくなるよ
うな気がして～（ゴロゴロは目の中にある余計な塵を目薬によって取り除く作業のよう
気がします） しばらくがんばって続けてみたいと思います。それに痛いけどなんとな
く癖になってつける習慣が出来つつあります。（６月２２日、Ｋさん）

○目薬セットも、すべて気に入りましたが、私はコンタクトレンズを使用していて日中
させない為、朝はカトラミデ、夜はネトラプラバのような使い方をしていると、どうし
ても 1 ヵ月以内に使いきれないので、今回はカトラミデのみにしましたが、ネトラプラ
バもすごく気に入りました。 どちらかというと、私は、ネトラプラバの方が、痛気持
ち良かったです（６月１日、Ｈさん）

○以前に注文した目薬４種類は全部使用しています。 一番使用頻度が高いのがアイト
ーンです。 これはしみて涙を流すタイプではなく、手軽に眼を潤す目的で使用するの
で当然そうなります。 他の３種類は状況で使い分けています。 仕事先に持っていって
いるのがアイトーンとカトラミデで、カトラミデは休憩時間に使用しています。 ネト
ラブラパは風呂に入っているときに使っています。はちみつが主原料で一番べたべたす
るので浴槽のなかでお湯に浸かって涙を流しています。 それ以外の自分の部屋では状
況と気分で使い分けています。 ネトラブラパとトリファランジャンは点眼容器に移し
替えて使用しています。 あまりよくないのはわかっていますがそうでもしないと非常
に使いにくいので仕方がありません。もちろんアルコールでしっかり消毒して、精製水
で流してから移し替えています。 どれも特徴があって日本の目薬よりあっているよう
なのでまた注文するとおもいます（５月３１日、Ｓさん）

○昨日夜、無事に荷物が到着しました。 早速、目薬を使ってみました しみて痛いとの
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感想を見ていたので覚悟してたのですが 点したときだけ、ちょっとピリッとしただで
大丈夫でした。 今朝、目をみると、キラキラしていてきれいです （５月２９日、Ｓさ
ん）

○以前購入した目薬、さすとものすごく痛いですが、白目の充血が消え真っ白になりま
した。すごくいいです。さすの毎回怖いですが（５月２７日、Ｔさん）

○口コミどおり、効果のある目薬だと実感しております（５月２１日、Ｓさん）

○そして目薬。点した直後は、当然強烈にしみました。が、覚悟していたような痛みを
伴うしみ方とは違い、目の表面からジワッと染み入るようなしみ方で、「目 にいいコ
トをしている」というような感想をもちました。また話の種にと軽い気持ちで家族に貸
してみたところ、やはり加齢に伴う様々な症状への効果を期待し てなのか、母がとて
も気に入っていたようでした（５月２３日、I さん）（１月２１日、I さん）

○早速届いたハーブや目薬を毎日愛用しています。私は、目の乾燥が酷く悩んでいまし
たが、眼科に掛かっても、ただ目薬を処方されるだけで、何の解決にもならないと思い、
何年も何もせず過ごしていました。でも、年々乾燥が進み、疲労や視力の低下など悩み
続けていましたところ、こちらのサイトに行き着き、オススメを購入してみました。目
に入れた瞬間、目を開けていることができず、「うわぁっ」っと思いながら、しばらく
浸透させました。翌日の朝、目ヤニが出ていて、何だかいいかも～って感じを受けまし
た。他のハーブたちも、何だか効いているようで、仕事の効率が上がったような気がす
るのと、イライラせず落ち着いているような気がします（５月１８日、Ｎさん）

○前回注文した目薬セットのう ち、まだカトラミデしか試していないのですが、 私も
家族もあの強烈な痛みの後の爽快感にすっかり虜になってしまいました（笑）。 話を
聞いたご近所さんも『欲しい！』とのことで、今回早速の大量購入となりました（５月
１０日、Ｆさん）

○目薬はとても良いです。ドライアイなのですが未だに治るというわけではありません
が点した後は楽になりますし続けて使ってみようと思っています５月１０日、I さん）

○目薬の感想 前回、前々回で送って頂いた目薬はカトラミデとトリファラジャンが気
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に入っています。 沁みますが、私にとっては心地の良い沁み方です。 白目の部分もカ
トラミデを使っていたときの方が澄んでいたので、きっと体質的に合うのだと思います。
朝と晩、眼を使った後等、挿すときによって沁み具合とか沁み方が違うので、 自覚し
ていなくても自分の目の疲れ具合がわかる気がします（５月６日、Ｋさん）

○昨夜 早速寝る前に付けてみました。 今 ちょっと名前が思い出せないのですが、ト
ラファルデ？(粘度が 2 番目に強いやつです) ネットで、かなり痛いような感想が多か
ったので、恐る恐るだったのですが 思った程ではなく とは言っても、もちろんかなり
ジーンとしましたが、市販の爽快感をうたっている物とは全く違う体験した事がないジ
ーンでした。 目を閉じたまま眼球を動かすと、またジーン。 ちょっと目を開けて空気
に触れると またジーン。 このジーンが、ステキに気持ち良く癖になりそうです！ 涙
もポロポロ流れて、ドライアイで涙が出にくいので、これも気持ち良かったです。 結
局、1 番トロミのあるやつにも挑戦してしまいました！ 今朝、夜勤明けで帰宅した旦
那さんに教えてあげたら、旦那さんもやってみたいと言い出し早速点眼。 旦那さんは、
年齢的な事もあるし仕事でパソコンを長時間見たり。 いつも目が疲れたと言っては目
薬を購入して、さっぱり効かないとボヤキながら、それでも気休めのように使っている
のですが。 点眼後、視界が明るい ワンコ達の散歩で外に出たら、世の中が綺麗に見え
る！ と感激していました。 そして、顔を洗って鏡を見たら白眼の部分が白くなって
る！ と またまた驚いていました！ 実は、密かに気にしていたらしいんです。 私も 目
のゴロゴロがないし痒みもないし、視界も明るい。 そして、やっぱり白眼が白くなっ
て嬉しいです。 注文して 本当に良かったです！ （５月６日、Ｓさん）

○慢性的なドライアイと充血で、市販の目薬を頻繁に差していたのですが、とくに改善
せず、成分がまぶたについて赤みがでたりかゆくなったりしていました。こちらの目薬
は、ネットのクチコミを見て、思いきって購入してみたした。カトラミデ、トリファラ
ジャン、ネトラプバはすごく刺激があって、私は痛みに強いほうですが、あまりに痛く
て驚きました。しかし涙を流し終え、数分すると視界が爽快で、しかも、時間がたって
も目が乾燥しません！医者からもらっているヒアロン酸目薬よりはるかにいいです！
なので、リピートしたいと思い今回はまとめ買いしました（５月３日、Ｙさん）

○今の季節は花粉も飛び始め目の調子が悪くなるので目薬は重宝します（＾＾）（４月
２日、Ｎさん)
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○目薬、毎日さしています。 ドライアイが次の日からすごく改善されたので驚いて い
ます。 すっごく、しみるのですが涙が出た後はとてもすっきり するので癖になります。
目がキラキラになるので女子力アップ目指しがんばります！！（４月４日、Ｋさん）

○最近は、カトラミデを差してもそれほど目が痛くならなくなりました。 涙の量も減
ってきています。 あの刺激が薄れてしまって、何だか物足りなくなりました。＾＾ と
は言いますが、いい傾向なんだと、嬉しく思っています（４月３日、Ｎさん）

○沙羅双樹クリームも目薬も気に入って愛用しています。 もうすぐ無くなるのでリピ
ートします（４月７日、Ｔさん）

○目薬が届いて、母も喜んでおります（４月９日、Ｈさん）

○花粉症で眼がかゆくて腫れてましたが

カトラミデで楽になりました（４月１２日、

Ｋさん）

○目 薬もこわごわ使い始めました。沁みないアイトーンは初めきしきしする感じでし
た。 カトラミデは薬草を煎じたような色が怖かったですが、覚悟して使ったせいか痛
みも 思った程でなく安心してたら二回目差したとき目が真っ赤になって目ヤニみたい
な膜 に覆われて大変なことになったと驚きましたがサフランロード内の感想文を思い
出 し、しばらく待ってみたら気持ちよくなって来ました。目の状態によって差し心地
は 変わるみたいですね。痙攣はまだありますが、あとの二種類にも期待しております
（４月１２日、Ｔさん）

○早速、カトラミデを試してみました。 他の方がネットで書いていたような凄い刺激
は無かったのですが、独特の感覚で涙がでて、すっきりしました。ドライアイでなかな
か涙が出なかったのがうそみたいです（４月１５日、Ｓさん）

○お奨めの目薬、ものすごく沁みますけど、 そのあとの爽快感が素晴らしい。 けっこ
う癖になります。 視力回復しそう！（４月１８日、Ｈさん）

○前回カトラミデを使用して、化粧品を売っていた女性に「白目がきれいですね」と褒
められたんですよ!(^^)!びっくりしました（４月１９日、Ｋさん）
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○先日は、目薬を送って頂いてありがとうございました。どれもすごく目に染みますが、
涙を流した後、瞳がすごく楽になります。 質問なのですが、目薬を差す間隔はどの程
度でしょうか？私は一日 5 回はいずれかの目薬をさしているのですが、差しすぎです
か?説明書が読めなったので、教えていただけますか（４月２４日Ｙ、さん）
★目薬の使用説明書によりますと、 目の疾患があるときには点眼回数を増やし、 とく
に問題はないけれど使用するときには、１日１回で充分とあります。 目薬は１本１０
mlKA15ml 入りですが、開封後は１月をめやすに使い切るのがベストと 説明されていま
す。この量ですと、１日１滴を両目にさして２回程度ということになります（ばるだ）

○昨日、商品が到着いたしました。まだ、カトラミデのみの使用ですが、皆さんのおっ
しゃるとおり、すごいしみて痛かったのですが、本当にその後のスッキリして白目が綺
麗になったのには、驚きました。(3 月 29 日、K さん)

○目薬はこれじゃないとダメというぐらい好きになりました。痛くて気持ちよくて病み
つきです。(3 月 27 日、I さん)

○原発事故後、放射性物質のよるものと思われる、急激な視力低下や、若年性の白内障
や角膜障害が関東でも増えていて自分も最近、急激な視力低下に、目がかすむ、と言う
症状が酷くなり怖くなっていたのですが、サフランロード様のカトラミデを定期的に使
用する事により、かなり軽減 されて来ました。目は大切なので、本当に助かってます。
ありがとうございます。 (3 月 18 日、N さん)

○カトラミデは噂通り強烈でした。今まで使っていた普通の目薬とは使用目的自体が違
うように感じました。使用すると涙がドバドバ出るのですが、その後、実際に泣いたよ
うなスッキリした感じがあり、ストレス発散の作用が強いようです。寝る前に使うと、
とてもリラックスして眠りにつけます (3 月 18 日、T さん)

○カトラミデは思ったほど沁みませんでしたが、涙がポロポロでて、とても視界がすっ
きりしました。アーユルベーダ、本当にいいですね。 (3 月 11 日、K さん)

○商品が無事届き、使用させていただいております。プレゼントも有難う御座いました
☆今回、一番楽しみにしていた目薬はとてもお気に入りになりました。家族全員で使用
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しています。初めてさした時は目やにや汚れが出て、白目がスッキリとした感じがして
気持ちよかったです＾＾。家族全員がドライアイなので、なかなかみなさんほど涙が出
ないのですが使用し続けると良くなっていくかもしれないので続けていきたいと思い
ます＾＾ (3 月 4 日、K さん)

○パソコンでの仕事がほとんどなので、年とともに目の疲れがひどくなり、目に優しい
目薬はないものかと思ってネット検索しました。実は、私は健康ショップをやっていて、
それまでは自分で目薬をつくって使用していました。自作のものも気に入っていたので
すが、またゴマ油でつくる目薬もあるのですが（これは目にしみて、アーユルヴェーダ
の目薬みたいです）、日持ち等の関係で「何かよいものを…」と探し始めたわけです。
そして、サフランロードのホームページにたどり着き、興味を引かれました。アーユル
ヴェーダというインド医学は少し知っていましたので、到着するのを楽しみにして注文
しました。「アーユルヴェーダの目薬４個セット」です。まずは「カトラミデ」…確か
に目にしみて、とっても痛くなるのですが、寝る前につけると朝がとてもスッキリ。こ
れまで目の痛さに困っていたのが、嘘のように改善されました。ゴマ油の目薬に匹敵す
るしみ方です。私の店のスタッフに「いいよ?」と話したところ、とても興味を持ち、
「カトラミデ」を取られてしまいました。かなり気に入ったようです。そして「同じよ
うなのが欲しい！」ということで、「ネトラプラバ」をあげました。このスタッフはイ
ンドに２回も旅行しており、大のインドファンです。結局は「カトラミデの方がいいな
ぁ?」でしたが…。そういう経緯で、私が次に使ったのは「トリファランジャン」と「ア
イ・トーン」です。「アイ・トーン」は日常で目が疲れたときに、「トリファランジャ
ン」は夜寝る前に点眼しました。ただ、「トリファランジャン」は容器的に安心できる
気はするんですが、使いづらいですね。この体験から、今度は「アイ・トーン」と「カ
トラミデ」を使っていこうと思います。よいものに出会えたことに感謝しています。(3
月 1 日、H さん)

○毎日、朝に晩にこちらの目薬を使っています。長年ハードコンタクトを使用し続け、
あまりのひどい充血に人と目を合わせるのが恥ずかしくて嫌でした。夕方はほぼ毎日、
白目の部分が真っ赤になり乾燥と疲れで目を開けているのがとても辛く、日本で売られ
ている目薬で評判の良いものはほとんど試しましたがどれも効果は得られず、さした時
だけですぐに充血しだしました。こちらの目薬はもう何年か使わせていただいてますが
現在は信じられないくらい白目がきれいになりました。何より乾燥をあまり感じない、
もちろん夜まできちんと目を開けていられますし人から充血を指摘されることもなく
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なりました。しみるのは確かですが、確実に効果があります。本当に目が美しくなるな
ら怖がっている場合ではありません。美しさと引き換えなら全く何てことない痛みです
よね（笑）私はインドの恵みに救われました。心から感謝します。いつも目薬を送って
いただいても、ついついコメントするのをうっかりしてしまいましたが、上記のとおり
毎日使わせていただいてます。今後も宜しくお願いします。 (2 月 18 日、I さん)

○ネトラプラバを使ってみました。私はハウスダストなどのアレルギーからくる痒みの
せいで目を擦るのですが、やめたくても痒みがある以上難しいのです。病院に行って目
薬を処方してもらって、それは確かによくきくのですが、ステロイドが入っているので
いつまでも頼るのはいやでした。しかも今年は花粉が例年より多く、中国からの大気汚
染、さらには核実験をした砂漠から飛んでくる放射能を含んだ黄砂のトリプルパンチで
目の状態が悪化してもおかしくないのでなんとかしなければと思っていました。天然の
ものでできた目薬を見つけることができてよかったです。痛いですが目がとてもスッキ
リします。これだけパンチがあれば痒くても擦る必要はありません。カトラミデと一緒
にしばらく使ってみようと思います。ありがとうございます (2 月 22 日、K さん)

○カトラミデは白目がきれいになって驚きました！ 母に使ってあげたら気に入ったよ
うなので再購入です（＾＾） (2 月 16 日、S さん)

○ 目薬ですね p(^^)q ドライアイが とても 解消されちゃいました。 目の 凝り も楽
ですね p(^^)q。 鼻は、 いっぱい出ます 。またいろいろ 試してみま～す。 ありがと
(2 月 12 日、A さん)

○目薬は、少しづつですがすっきりしているみたいです。アイトーンで少しづつ慣らし
て行きたいと、主人が申しておりました。 (1 月 28 日、S さん)

○ ネトラプラ、 この２～３年で急激に視力が落ちており、日常的にドライアイのため、
今回、最も楽しみにしていた商品です。ねっとりした目薬で、横になり、目薬を差し、
目を閉じて眼球をぐるぐる動かしたりして、感覚を楽しんでみました。日常的に目がし
ぶしぶするのですが、そのしぶしぶ感に効いているような。滲みますが、思ったほどで
はなく、涙が溢れる感覚が温かく、その感覚を楽しんでいました。どちらも効果の出る
のが早いので、インドのハーブには驚いています (1 月 26 日、K さん)
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○目薬は、私の周りの人間にはしみるのがきついらしく 2 度目のリクエストはなかった
のですが、実は一緒に暮らしている犬（12 才）が眼が白くなり始め、目の縁にいぼが
あるため結膜炎もよく起こしているので、試してみました。痛いのが嫌い（そもそもお
手入れ一般が嫌い）な子なので無理かと思いましたが、目薬を挿しあごをあげたままに
するために軽くあごを支えているとじっーっとそのまま受け入れています。眼を細めに
し、しょぼしょぼ？させているので沁みてはいると思うのですが。調子に乗って、沙羅
双樹もいぼに効果があるそうなので目の縁に塗ってみるとこれも、OK でした。去年か
ら、人間と一緒にハーブシャンプーをしていますが、それも気に入っているようでアー
ユルベーダ系の物と相性が良いようです。(1 月 22 日、K さん)

○カトラミデ１日２回の点眼で４０日もちました。本当は１ヶ月で使い切らないといけ
ないようですが、他の目薬はちょうど１ヶ月で使い切ったのに、同じ用量のカトラミデ
は１滴の量が少なかったようです。 そして最後のアイトーン開封。 ほかのようにに
確かに沁みませんが、点した瞬間軽くしびれるような感覚。他のに比べると地味な感じ
ですが、これはこれであり かなと思います。 目薬注文させていただきました。当初は
４種から気に入ったのを、追加購入予定でしたが、使ってみたらどれも良くて 、結局
またセットでお願いしました。 各製品には説明書が入っていますが、当方英語も苦手
でほとんど意味がわかりません。日本語訳の説明書などが今後出来ましたら、その時は
是非コピーお願いします(1 月 3 日、K さん)

○目薬の感想ですが カトラミデもネトラも目には良いかんじだったのですが、 刺激が
強かったのか目の周りの皮膚が痒くなってしまいました。 なかなか目のみに、ピンポ
イントにさすのも難しくて。 なのでこの度刺激の少ないアイトーンにチャレンジする
ことにしました。 (1 月 4 日、K さん)

○今回で二回目の利用となりますが、前回購入した中で特に良かったのがカトラミデで
す。どうしても欲しくなって今回リピートしました(1 月 5 日、Ｓさん)

○前回、初めて注文して、とても効果があったので、感激し、周りの多くの人に話した
ので、何人かは注文したようです。皆、とても喜んでいます。中には、リピーターもい
るようです。元気になったと喜んでいるので、私もうれしいです。私は、特に、ブラム
ミとカトラミデがよかったと思います。齢を取って来て、物忘れが多くなって困ってい
ましたが、ブラフミは効果があるようです(1 月 6 日、M さん)

60

目薬のご感想

○目薬もとても使い心地が良いです。感想で"しみる"と聞いていたので覚悟が出来てい
たせいか、思ったほどではありませんでした。これから、花粉の季節になるので期待し
ています。(1 月 21 日、K さん)

○カトラミデはどの人にしても大変好評でした。父は近々免許の更新なのですが、左目
が白い膜が張ったように見えにくいと言っていましたが、カトラミデを挿したところ、
とても目が見えやすくなったと驚いていました。(12 月 3 日、M さん)

○目薬をさっそく使わせてもらいました。噂どうりとってもしみましたが、後はすっき
りとしました (12 月 5 日、T さん)

○トリファランジャンすごいです！！ 視界に霧がかかったようにもやもやしていた
のが、一回点眼しただけできれいに晴れてしまいました。数時間するとまた戻ってしま
うので、一日３～４回使用しています。点眼するとすっきりするので気に入っています
(12 月 14 日、T さん)

○カトラミデ、皆さんが痛いとおっしゃっていたので、弱虫の私は恐る恐るですが挑戦
してみました。ホントにしみます('_')最初の数分は。思いっきり涙して５分から１０
分位たつと何とも不思議な爽快感、何故か頭の重さや肩こりまで楽になったような、、、
調子にのって彼にもさしてあげました。５分から１０分我慢したら、違う世界が見える
よと。彼は近視なのですが、視界がクリアになった、首から上全部に薬効がまわってる
ような感じがするとも。二人とも何故か精神的も効いている感じがしました。自然の物
なので、効果はゆっくりと分かるのではないかと思ってましたが、嬉しい誤算でした(12
月 15 日、K さん)

○カトラミデ、やはりすごいです。一回目は立ったままさしたので流れたのでしょう。
今は横になってさして、じっくり泣いてます (12 月 18 日、A さん)

○カトラミデ１日２回の点眼で４０日もちました。本当は１ヶ月で使い切らないといけ
ないようですが、他の目薬はちょうど１ヶ月で使い切ったのに、同じ用量のカトラミデ
は１滴の量が少なかったようです。 そして最後のアイトーン開封。 ほかのようにに
確かに沁みませんが、点した瞬間軽くしびれるような感覚。他のに比べると地味な感じ
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ですが、これはこれであり かなと思います。 目薬注文させていただきました。当初は
４種から気に入ったのを、追加購入予定でしたが、使ってみたらどれも良くて 、結局
またセットでお願いしました（1 月 3 日、K さん)

○カトラミデがあると、目の痒みが楽というか、ほとんどなくなって調子がいいんです
(11 月 29 日、Y さん)

○母がこの前注文した目薬をすっきりする！といたく気に入っていて、近日中に、また
注文させていただくことになるかと思います。(11 月 28 日、T さん)

○カトラミデをすぐに使ってみて主人の目のアレルギーが良くなったのに本当に驚い
ています。いつも寝ている間に目をこすって、朝起きるとお岩さんもびっくりの腫れた
瞼と赤い目がすっきりさわやか！ 彼が言うにはお風呂から上がると温まって、目がか
ゆくて仕方なかったのが全くかゆくなくなったそうです。目薬をさすと痛くて騒いでい
る割に毎日しっかりとやっているなと感心していたのですが、やはり効いているのが実
感できたからでしょうね。余りの痛がりようで見ているとおかしくてたまりません。私
は痛くないのですがね(11 月 27 日、F さん)

○今はネトラプラバを寝る前に注してます。気のせいではないと思いますが、注した後
の暫くは左目のコンタクトに油分が着くのが少し改善された気がします。とっても嬉し
いです。このままずっと着かない事を願うばかりです(11 月 26 日、Y さん)

○昨日からネプラトラを使い始めましたが、私にはカトラミデより痛みが感じました。
カトラミデは、しみると言う感じですが、ネプラトラは痛くて、うっ～って感じで居て
も立ってもいられない位でした。思わず足をバタバタしたくなるといった感じ。大袈裟
ではなくて本当に痛いです。このままつけていて良いのかなと一瞬思いましたが、痛み
がなくなった後は少し目の汚れが取れた様な気がします。まだ使い始めたばかりですか
ら、これからどう変化していくか楽しみです♪(11 月 22 日、Y さん)

○目薬も毎日欠かさず、点眼しています。バソコンを絶えず使用するのでもうこれは手
放せません、とても爽快で、疲れが確実に軽減しますね。 (11 月 21 日、Ｙさん)

○目薬は犬に毎日さしています。又宜しく。(11 月 21 日、Ａさん)
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○私自身、トリファラジャンを使ってみて、とてもよかったことを身をもって体験して
います（11 月 20 日、Ｈさん)

○トリファランジャン使用約一ヶ月でなくなり、いよいよカトラミデを開封しました。
ノズルに穴が開いてないので自分で開ける必要があり、針を除菌して穴開けました。眼
に入る薬ですから変な菌入らないようにと、そうしましたが出来るならこれは面倒なの
で普通のがいいと思いました。点し心地は最初かなり沁みますが、他のより特別に沁み
るとは思いません。点した後は眼がスッキリします(11 月 20 日、Ｋさん)

○目（薬）も痛いですが、眼精疲労がなくなることが実感でき、ずっと続けていきます。
(11 月 20 日、Ｓさん)

○前回購入した目薬の感想ですね。友人と１セット（４種類）づつを試してみまして、
二人とも感想は全く同様でした。「黄色のハチミツみたいのが刺激も一番強いし一番効
く！」一滴垂らしただけで２、３日は効果が続き、視界がスッキリしてる感じがします
(11 月 19 日、Ｏさん)

○さっそくカトラミデを試してみました。日本の目薬でもかなり刺激を感じるので、覚
悟してさしましたが・・爽快感の強い目薬と同じぐらいの刺激でした。これなら抵抗な
く使えそうです(11 月７日、M さん)

○カトラミデは視界が霞むようになったので、改善できないかと思って使ってみました。
使い心地はきゅーっとするところが好きです。点眼した後、痛みで開けられない瞼を
時々開けながら上下左右に眼球を動かすと、沁みるところから植物さんの成分がひたひ
たと浸み込んでいるようで、なんだか嬉しい気持ちになります。使い始めてしばらくす
ると、新聞や文庫本の文字ははっきり読めるようになりましたが、全体的にはまだもや
もやしています。特に離れた所の看板などはほとんど読めません。年齢的なものもある
と思いますが、引き続き使用して、それが改善されればいいなぁと期待しています。(11
月３日、T さん)

○今回はトリファランジャンの感想です。ネトラプラバは１日 2~3 回点眼で２８日持ち
ました。開封して１ヵ月で使い切るようにとの事でしたが、ほぼギリギリでした。さて
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次はトリファランジャンを開封しました。開け方の説明と少し違い取り付けるノズルの
ようなのはまっすぐでした。見た感じは目薬というより薬のアンプルといった感じ。ネ
トラプラバよりもかなり沁みるかと、期待？ してましたが、ほぼ同じくらいか、逆に
少ないくらいでした。ネトラプラバよりさらっとしていて、点した後は涙がたくさん出
てその後は目がスッキリしています。現在１日２回の使用で十分です。もう日本の目薬
は点す気にならないです。来月はアイトーンかカトラミデか今から楽しみです。 (10
月 15 日、K さん)

○加齢の為か目が霞んでいたのですが、送って頂きました目薬を使用する様になって視
界が非常にクリアになり快適です＾＾素晴らしい商品の販売をありがとうございます。
(10 月 1 日、N さん)

○カトラミデ。しみるのが怖く感じすぎていたためか、使用してみると思ったほどでも
ありませんでした。気持ちよかったです。（9 月 25 日 U さん）

○目薬はネトラプラバ 2 個追加でお願いします。この目薬、目がとても奇麗になるので
大変気に入っています。(9 月 24 日、I さん)

○目薬は、すごくしみるのでちょっとびっくりしましたが、涙がいっぱい出切ったあと
はスッキリしてなかなかよいです。 (９月 20 日、Ｓさん)

○目薬はどれも甲乙捨てがたいほど、目に染みて気持ちが良いです。持ち運びに便利、
ねっとり感がないため、会社ではカトラミデを使用しています。トイレにいったついで
に目薬を差し、眠気防止にも役立てています。朝起きたらネトラブラバかトリファラン
ジャン。寝起きのバッチリ乾いた目に、ジワーっと広がっていくのが気持ちいいです。
使用して思ったことは、市販の目薬と違うことです。目薬を点した瞬間は潤い気持ちが
いいのですが、すぐ乾いてしまうこと。その点、インドの目薬は潤いが持続することで
す。インドの目薬を知ってしまってからは、もう市販の目薬は使えません。商品が届く
のを楽しみにしています。(９月 18 日、Ｉさん)

○カトラミデさいこー！！（9 月 18 日、Ｍさん）

○取り急ぎ３日間の感想です。４品の内まずはネトラプラバを使ってみました。沁みる
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快感？は嫌いな方ではないですが、日本の目薬と比べたらかなり強烈に沁みてしばらく
は目が開けれない状態でした。が説明にある通りあとはスッキリ。今までは１日５～６
回以上目薬ささないと目が不快でたまらなかったのが、今は１日２回の点眼でスッキリ
してます。他の目薬も試してみたいのですが併用しても問題ないのでしょうかね？ ら
ないから、まずこれを使い切ったら他のを使おうと思ってます。また違うの点眼したら
感想送ります。 (９月 1４日、Ｋさん)

○先日、目薬セットなど色々注文した N といいます。無事、商品が届きました。ありが
とうございました。目薬は本当にとても刺激的ですね。でも、たくさん涙を流して爽快
です。 (９月 14 日、N さん)

○カトラミデはすっごく沁みて涙がたらりとでるけど、その痛さももうすでにはまって
おります。（９月１０日、Ｈさん）

○先日、目薬セットを購入し、すっかり気に入ってしまいました。日本では薬の作用に
よっておさえてるだけの対処療法の目薬で症状を悪化させ、目薬なしの生活ができなく
なってしまうものばかりでした。そして、根本の考え方が違う、インドの目薬。。目が
浄化されとっても気持ちがいいです（９月１０日、Ｋさん）

○目薬は大変お気に入りなようです。仕事で目が疲れてくると、老眼のためよく見えな
くなってくるようになってきて、でも飲食店という仕事上、老眼鏡をかけるとレンズが
くもるので困っていた義母でしたが、カトラミデをプレゼントして使い始めるとすぐに
目に気持ちがよく、すっきりすると大好評で、翌日くらいからは前のようによく見える
ようになったそうです。今では、ちょっと目が疲れたらカトラミデを仕事の合間に使っ
ているそうです。目にしみるとか痛みはなく、気持ちの良い刺激だそうです。（９月４
日、S さん）

○目薬は一生使い続けたいくらいお気に入りとなりました。（８月２５日、T さん）

○カトラミデは みなさんも言われているように、本当に視界がすっきりとして爽快に
なります。 冷蔵庫に入れておいて使っていたので、冷たさもプラスされて良かったで
す。 ４０歳をすぎてから（早い？）老眼が進んできましたが、カトラミデで視界がク
リアになると、 本が読めるようになります。 (７月２８日、K さん)
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○「Catramide」早速試してみましたが、使用者の声にあるようにすごーく沁みまし
た！！でも、やさしい痛みという感じです。使い続けてみますね＾＾視力がよくなるこ
とを願いつつ・・・(７月２３日、T さん)

○ネトラプラバ、カトラミデ、トリファラジャン、眼の感覚として何かが変わったとい
うのは無いですが、この前鏡をみたら、黒目の淵がハッキリしていました。 「瞳の部
分が黒い淵のコンタクト使ってる？」と聞かれた理由はこれか！と思いました。 念の
ため(笑)、黒目の淵について調べてみると、加齢に伴い黒目の淵がぼんやりしてくると
のこと、淵がハッキリしてきたというのは、眼が若返っているということですよね！ こ
れからも、自分にとって健康な体を目指していきたいと思います！(７月２１日、S さ
ん)

○カトラミデ良かったです。期待したほどシミなかったですが、目が乾燥しなくなりず
いぶん楽になりました。これからどんどん年を取っていくので白内障の進行も少しでも
遅くなればいいなぁって期待しています。他の目薬も試してみたくてセット購入です。
(７月１７日、さん)

○目薬のセットも試してみたんですが、どれもそれぞれ良かったです。カトラミデはさ
した瞬間から痛いので１滴しかさせないんですが、ネトラプラバはじわじわくるので何
滴かさせて良いです。この痛みがクセになってきます。どの目薬もさしてからすっきり
するので良いですね。 (７月１５日、K さん)

○アイトーンを使ってから、目やにが少なくなりました。白目も少しきれいになってき
たように思います。(７月１３日、H さん)

○さっそく、職場の同僚と一緒に試しました。痛い！しみる！！とあちこちから悲鳴が
聞こえてきましたが、その後は疲れ目がスッキリ、充血も取れて、皆その効果に驚いて
いました。 (７月５日、T さん)

○トリファランジャン目薬の爽快感がやみつきです。 (７月４日、Ｍさん)

○昨晩カトラミデを試しました。 以前トリファランジャンを使ったことがありました

66

目薬のご感想

ので、思ったより抵抗なく[痛さも]使え安心いたしました。ネトラプラバも試してみよ
うと思っております。(6 月 20 日、K さん)

○目薬は、前回セットで購入した中でトリファランジャンが一番よかったので注文しま
した。友人にもとても評判がいいです とろっとしたトリファランジャンが汚れを取り
去ってくれて、目がとてもすっきりします。 (6 月 15 日、U さん)

○早速目薬を使用したところ、市販の目薬では味わえないスッキリ感がやみつきになり
そうです。またまとめて注文させて頂きます。ありがとうございました。(6 月 14 日、
Y さん)

○カトラミデは相変わらず目にしみますが余分な汚れもとれそうでいい感じです。試し
たいものもあるのでまた注文しますね。ありがとうございました。(6 月 14 日、W さん)

○昨日、無事商品が届きました。ちょうど私の誕生日でした。なんだかバースデープレ
ゼントのようで嬉しさ２倍でした。早速、カトラミデとネトラプバを使ってみました。
カトラミデ、とってもしみますね。どろっとしていて、一瞬、こんなもの（と言っては
失礼ですが）目に入れて良いのか？と思いましたが思い切って入れてみました。しみて
目が開けられず閉じたまま、目の体操をしてみました。右左上下、右回り、左回りと。
５分くらいしてからでしょうか、やっと目が開けられるようになったのは。しみるので
すが、目の奥まで疲れがとれた感じがします。ヤミツキになるというのが分かる気がし
ました。ネトラプバは目の汚れを取ってくれるというのを期待しています。こちらもか
なりしみましたが、ヤミツキになるイタさですね。これで、目の使い過ぎによる疲れや
充血が少しでも良くなることを期待しています。 (6 月 13 日、K さん）

○カトラミデを初めて使ってみましたが、目にものすごく滲みて涙が止まりませんでし
た。でも、とても爽快感があって気持ちいいです。また切らしたら注文させていただき
ますね。素早い対応に大変感謝いたします。ありがとうございました。(6 月 13 日、M
さん）

○アーユルヴェーダの目薬のしみるのにも慣れてそのしみるのが快感になってきまし
た！ 視力がよくなった感想もあったので期待しています！
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○カトラミデは、本当にしみます(涙)が、その後に軽くなったような感じがするので、
しばらく頑張って使ってみようと思います。日本の医薬品は pH や浸透圧が調節されて
いるので、このような体験はあまりありません。新鮮な体験です（笑）黄砂が来るのは
昔からですが、この時期に目や鼻の症状が出るようになったのはこの数年です。中国が
経済大国になるに伴って、化学物質の混じったものを排出するようになったからではな
いかと推測しています。少し離れた日本でもこのような被害が出るので、中国の方では
もっと深刻だと思われます。 日本でもそうですが、あまり経済が発達してくると、人
の心は逆に衰えてくるのかもしれません。アーユルヴェーダなどの自然なものに関心が
集まるのも、人が自然に戻りたいという欲求の現れではないかと感じます。。この度も
本当にありがとうございました。(５月３０日、Ｆさん）

○１番恐れていた目薬ですが、本当にさすまでびくびくしてましたが、さしてみると
思ってた通りしみて涙ぼろぼろでましたが、すっきり爽快です。私は近視がひどく目か
らくる頭痛にこまっていましたが、目の奥がすーーっと楽になって視界がクリアになっ
た気がします。 続けたいと思いました。 (５月２９日、Ｓさん）

○カトラミデは 1 滴だったせいか、皆さんの言うほどの激痛ではなく（もちろん沁みて
痛いけど）、それでも首のコリがほぐれて軽くなった感じがしました。 (５月２９日、
Ｗさん）

○白目の変化というより、黒目がキラキラ濃くなる感じがします。 (５月 22 日、N さ
ん)

○私は白内障で、カトラミデが、あってるようです。明るいところを眩しく感じること
が、減しました。アイトーンは、目が乾いた感じになった時に使ってます。(5 月 18 日、
J さん)

○ネトラブラバは、カトラミデが無かったので代わりにと購入しましたが、粘性があっ
て、目薬をさすのが下手な私でも簡単に差せます。爽快感にハマリますね。白目もきれ
いになったように思います。今回注文はカトラミデにしましたが・・・楽しみです。 (5
月 16 日、K さん)

○目薬、いいですね。目の奥の痛むような疲れが数日の使用でかなり軽くなりました。
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（５月１５日、Ｍさん）

○今目薬をさしてみました。・・・・痛い・・・尚且つ目の中がとっても赤くなり「お
っと」と思いましたが今は収まってきました。白目が濁ってきたような気がしているの
で使ってみて変化するかを観察していきます。シャンプーも早速使ってみます！(５月
９日、A さん）

○目薬は一瞬で効きましたし、カイラシュクリームは傷が治るし、インドの奥深さが面
白いです。また利用させて頂きます。(５月７日、E さん）

○昨日トリファラジャンの目薬を恐る恐る使ってみました。とってもしみます！でも不
思議と嫌な感じではなくじわじわとしみこむ感じでした(４月２７日、F さん）

○ネトラプラを使ってみました。とても沁みて涙がでましたが、花粉症と黄砂で目が痒
くてたまらないのが、少し、ましになった感じがします。 (４月 2３日、T さん）

○前回購入したカトラミデは最高でした。ちょっとピントがあわせにくくなった目がす
っきり楽になったようです(４月 10 日、M さん）

○目薬 母が花粉で目がかゆくて目玉を出してかきたい位でしたが、入れたらピタリ止
まりました。 すごいです！！ありがとうございました（４月 6 日、M さん）

○前回購入した目薬もギーもローズウォーターも喜んで使わせてもらっています。チャ
イのスパイスセットもおいしくいただきました。目薬は母の白内障のために購入したの
ですが、今度眼科の検診があるそうで結果を期待しながら毎日つけています(２月１日、
Ｙさん）

○送っていただいた目薬はまだ３日目ですが、点眼後は爽快感と保湿力も感じます（２
月１６日、I さん）

○目薬アイトーン、最高です。初めて使ってから、これがないと困るので、これのため
に注文しています。ドライアイなのですが、これまでもうどれだけ目薬を試したかしれ
ません。いまはこれと、涙と同じ成分、病院で処方するものそれだけにしています。こ
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の目薬に出会えたことは、本当にラッキイでしたよ。ありがとうございます。（1 月 22
日、E さん）

○目薬のアイトーン大好評で、私も花粉症で目がくしゃくしゃしていたのが、きれいに
おさまりました。東京の大学に行っている娘も、乾燥と花粉でものもらいが治らないと
いうので、泣く泣く？手放しました・・（笑）到着、心待ちにしています（1 月 22 日、
K さん）

○Catramide だけ、試してみました。覚悟していたよりは、痛くないものの、ザックリ
としみました。目から一気に

とー。と、水分がこぼれ落ちたので、目薬がちゃんと浸

透していないのでは、と、拭き取ったティッシュをみると確かに薬の黄色なのですが、
私は一滴注しただけなのに、それにしては量が多すぎます。鏡を見ると、目が充血して
いましたが、数分後には白目が戻り、。。。。どなたか書いてらっしゃいましたが、ふ
と、 眼球にくっきり、自分の姿が反射して映っていることに気づきました。不思議な
気分を味わっております。（1 月 18 日、H さん）

○目薬は蜂蜜入りのネトラプラバを試してみたのですが、ドライアイの症状がかなり楽
になりますね。（1 月 17 日、H さん）

○目薬のカトラミデは、眼球の中を一気に毒素をぬいて浄化してくれました。眼球の奥
の周辺まで、ハーブの成分がいきとどく感じで、さした後、スッキリスカッとします。
目がクワ～と外側まで 開くような感じで、瞼も開けやすくなります。 若干粘着性があ
り、成分のエネルギーが強いので一日１回では多い感じがするほどです。１週間に２、
３度で十分だと思いました。 日本の眼科では取扱いのない目薬だけに、１週間に３度
程度でさすならば、眼の病気などにも効果を期待できる目薬だと思いました。（12 月
20 日、M さん）

○目薬効果ものすごいです！！うちの父がとても気に入り毎日つけていた所、健康診断
で去年より視力が３段階も上がっていました！！こんな目薬は他にはないですよね～
（＾＾）（12 月 19 日、K さん）

○カトラミデは強烈な痛みが、病みつきになりそう。。。気に入りました！（12 月 17
日、K さん）
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○目薬はまずカトラミデを使用してみましたが、思ったより染みなかったですねちょっ
と拍子抜けしてしまいました（笑）使用した後は、皆さんの感想にあるようにスッキリ、
白目も綺麗になりました。 (12 月 14 日、K さん)

○父はカトラミデをさしたあと、目を開けると視界が広がる！と言ってました。目つき
も変わって（小さなおめめが少しパッチリ）皆で笑ってしまいました。面白いですね。
（12 月 12 日、A さん）

○ドライアイの充血がひどかったのですが、1 回使用しただけでだいぶ充血がましにな
りました。毎日使いたいと思います。（11 月 23 日、W さん）

○目薬は使用感がとても良く、あの独特な刺激にやみつきになりました。なくなり次第
ご注文するかと思いますので、またよろしくお願いします。（11 月 21 日、A さん）

○放射能の影響で東京から九州へ越してきた友人が目の不調を語っていましたのでカ
トラミデを差し上げたらとてもいいと喜んでくれました。（11 月 18 日、A さん）

○カトラミデの感想・うわさどうりで、目にさした後の痛みはすごいです。だけど、そ
の後、目がスッキリして視野が広がって見えてるものが、クッキリハッキリ色鮮やかに
見えるような気がします。目の充血にはまだ効果を感じませんが、(使い始めて 4 日目）
こちらの商品もやみ付きになりそうです。（11 月 8 日、Y さん）

○目薬はあの刺激にはまっています。（11 月 3 日、O さん）

○目薬ですがすごく目に効いてだんだん白目がきれいになってきました。よい商品をご
紹介下さりありがとうございます。（10 月 29 日、Y さん）

○さっそく目薬（カトラミデ）を試してみました。目がビリビリとしびれる感じですが、
そのあとスッキリでクッキリ見えるような気がします。（10 月 27 日、O さん）

○目薬セットまずは、トリファラジャンから使ってます。爽快系の目薬好きなもので、
刺激の強い男性向けの「効く～！」と CM してるものを使ってましたが、なれると物足
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りない。。トリファラジャンは別次元のしみる爽快感があります。まだちょっと慣れま
せんが、目をきれいにしてくれる感があるので、継続して使います。（10 月 27 日、Y
さん）

○早速目薬使ってみました(*^□^*)まずはカトラミデ…「さぁ、やってやろうやないか」
「…でも怖い怖い超怖い！！」と手元が震えながら…ポタリ。痛い！…あれ？んん？思
っていた程痛くない…10 分位のたうち回って苦しむかと覚悟を決めたんだけど…普段
使ってたサンテ FX ネオ(目薬は染みる方が効くような気がするので染みるのが好きで
(笑))の方が染みるかも。少しの間充血して、少々涙と鼻水。今、カトラミデで、血走
ってた目がキレイになってます♪（10 月 25 日、M さん）

○目薬のカトラミデやトリファランジャンもいいですね。気に入っています。〔10 月
22 日、Y さん〕

○カトラデミ、しみて痛かったけど、かすみが取れた感じ！凄く良く効きますね！！恐
るべしアーユルベーダ！！！（10 月 13 日、Ｎさん）

○カトラミデは目が爽快で素晴らしいです。（10 月 11 日、Ｍさん）

○私的には、カトラミデがお気に入りです。なくなって何か月がたちますが、なんだか
毎日一回は使わないと物足りない感じになってしまうくらいです。姉から、白目がきれ
いになったと言われました。ほかの目薬も楽しみです。（10 月 9 日、Ｋさん）

○目薬がリピーターも含め大好評です！というか目が疲れている人がとても多いんで
すね…目薬をつけてから目やにの量が減った、視力が上がったような気がする…と喜ば
れています（＾＾）（９月１１日、Ｋさん）

○早速カトラミデを使ってみました。話の通り本当に痛いですね。いままでにない痛さ
ですが、おちつくと視界がクリアになったような気がします。（9 月 8 日、Ｎさん）

○ネトラプラヴァ、悲鳴が出ました。最高です。カトラミデより好きです。次はネトラ
ビンドゥーでしょうか…………（9 月 3 日、Ｓさん）
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○目薬アイトーンとともに必須アイテムになりそうです。（8 月 30 日、Ｅさん）

○こんにちは！目薬が大好評なので追加注文します（＾＾）「インドの目薬よ～」と言
うとみんな興味津々…ちょっと恐々…差してみてそのジワッとくる刺激にやみつきに
なり「私も欲しい！！」という感じです（*＾＾*）（8 月 12 日、Ｋさん）

○息子が昨日スカイプで、カトラミデが良いので、半年分位多めに送ってと頼まれてし
まいました。（8 月 2 日、Ｎさん）

○最近目が充血しなく良好です。（8 月 2 日、Ｂさん）

○２回めの注文になります。カトラミデ効きますね。秘かに話題になっています。（8
月 1 日、Ｓさん）

★長時間、ライトの下で目を使う仕事なのですが、目薬のおかげで目の奥の鈍い痛みが
緩和されました。心なしか透明感も出てきたような。 (7 月 27 日、Ｙさん)

★津波の影響は、いまだにあって、海のヘドロや重油や汚水が混ざったほこりで目がご
ろごろしたり、皮膚炎にかかっている人も沢山います。私も、毎日仕事で東松島市に行
きますが、帰って来て目薬をさすと、黒い目やにが沢山出てきます。目薬を知り合いな
どにあげて、喜ばれています。 (7 月 26 日、Ｍさん)

★カトラミデは最初は強烈な刺激でしたが、涙が大量に出た後、とても気持ちが良くな
りました。また視界も見え方も良くなった気がします。トリファラジャンもカトラミデ
とは違う強烈な刺激で涙が結構出ました。その後潤ってとても目が楽になりました。私
はドライアイだったのですが、日本の処方薬と違い、インドの目薬は即効性があり、す
ぐに体感できました。また購入したいと思います。（7 月 21 日、Ｉさん）

★痛い（かなりしみる？）と評判だったので、目薬をさすのを恐る恐るしてみましたが、
思っていたより痛くなく、目がスッキリして気に入りました。（7 月 19 日、Ｙさん）

★ネトラプラバは自分に合っているようです。カトラミデも試しましたが、それよりも
粘りがあって、より目に密着してじわっと浸透する感じが好きです。今回はトリファラ
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ンジャンを目的に。バラより安くなるのでセットで買ってみようと思いました。（7 月
18 日、Ｓさん）

★アイトーンは、すごく良いですよ。こちらで普通に買うものは、少し刺激があり、そ
れは殆どがペパーミントのもので す。私はあれが嫌いなので、これが最高ですね。同
じ刺激、浸みるにしても、ペパーミントのような刺激が嫌いですね。 かといって他の
もの、刺激たっぷりの、あれに挑戦する気合いはありません。（笑）これで理想の目薬
にたどり着いた、という思いですよ。価格的にも、送料無料にしていただけるのでこち
らで買うのと変わらないし助かっています。ありがとうございます。（7 月 15 日、Ｅ
さん）

★目薬のパッケージ、インドらしいデザインですね。さっそくアイトーンを試してみま
した。とてもすっきりして違和感もなくいい感じです。（7 月 15 日、Ｍさん）

★目薬を点すと「痛い」とは噂に聞いていましたが、想像をはるかに超える痛みで毎回
悶絶しています。私は遺伝の緑内障と極度のドライアイで、防腐剤が入っていない目薬
が欠かせないのですが、これらの目薬を点し始めてから目やにが少なくなったり、不快
感が少なくなった気がします。（7 月 13 日、Ｙさん）

★目薬、毎日使っていますが、毎回しみています。目やにもでます。私の目はいったい
どれだけ悪いんだ？って感じです。（7 月 13 日、Ｔさん）

★目薬がとてもスッキリしてとても良かったです。徹夜続きで疲れていた友人に試して
みたところ、ショボショボだった目がスッキリはっきりしたのを目の当たりにして驚き
ました。目薬を勧めたい人がたくさんいるので今回多めに注文することになりました。
（7 月 10 日、Ｋさん）

★前回、到着早々プレゼントした先輩の息子ですが長い時間 PC の前にいるのでかなり
のドライアイらしいのです。（うちと同じですな）、ニコニコしながら先輩にさしても
らった。キターーーーーーーーーーーーッ！！！ですよね？笑、暫らくベッドの上での
たうちまわっていたそうです（大爆笑）その後、スッキリ！！重症なドライアイだった
のか？カトラミデをさしたあとの充血も凄かったそうですが今は充血もなく安心感と
爽快感で病みつきになったということです。余りにも息子の機嫌が良いので先輩も欲し
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くなった様です。それと同僚（62 歳くらい）は涙腺が壊れて？いるらしく殆ど涙が出
ないそうなんですが世間の人の様にボロボロではないけど涙が滲んできて、その後スッ
キリすると感謝してました。で、お友達の方に話が行って在庫があれば欲しいと言うリ
クエストをもらい私のを渡したのです。ハワイは普段でも風が強くて乾燥しているので
ドライアイの人が多いと思うんです。 これだったらお世話になった人にもＯＫだし熊
本や横浜の家族にもプレゼントしようと思いましてね。ケミカルの物を渡したくないし、
「ロータスハニー」って聞いただけでも効果ありそうじゃないですか！去年の夏から老
眼に拍車がかかった私ですが（涙）カトラミデを毎日さしていると老眼が進まないんで
すよ。そして疲れ目にもならないのです。前は目を閉じただけでも涙がポロポロだった
のに。有難や、有難や。 (7 月 7 日、S さん)

★カトラミデ早速試しました！(笑)怖くて、目薬が垂れるまでに時間がかかりました。。
笑ってしまうくらい痛いですね。。(笑)けど、涙がでて、その後がスーッと気持ちよく
なりました。疲れが取れる感じで嬉しいです。(７月５日、N さん)

★一番楽しみにしていた目薬をまずお試し。思ったほど痛くありませんでした。という
かあまり痛い痛いという思いが強すぎて私はタバスコ眼にさすくらいの勢いを想像し
ていたのです。（←あり得ない）とはいってもやっぱり涙はポロポロこぼれ涙と一緒に
薬効も流れてしまうのではと上を向いてみたり……（ケチ？）そうこうした後、確かに
目すっきりです。すばらしい。 (7 月 3 日、S さん)

★主人が目薬をたいそう気に入りまして（笑） IT で酷使している眼だから違いが判
るそうです。日本の目薬にはない爽快感と潤いを感じるらしく、注文してほしいと言っ
てきました。彼はカトラミデがお気に入りです。 (6 月 16 日、Ｉさん)

★カトラミデ、そんなに沁みなく、ありゃ？と思いましたが、トリファランジャンはジ
ワジワきました。満足です(笑)。(6 月 16 日、Ｔさん)

★目は煙の中にずっといるような感じで、ずっと痛くて充血し、目ヤニが大量に出てま
した。早速、カトラミデを使ってみました。カトラミデ、すごくしみますけど、少し目
が楽になりました。 (6 月 14 日、Ｋさん)

★カトラミデ痛いけど、キラキラするので最高です.またなくなった注文します！(6 月
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6 日、Ｙさん)

★カトラミデも、あの痛いけど気持ちいい感じにはまりそうです。父用にも購入したの
ですが、気持ちいいみたいで使ってくれています。(6 月 3 日、Ｋさん)

★トリファラジャン早速ですが、使ってみました。しみましたが、強烈ってほど私は感
じませんでした。鼻からほのかに甘い味がします。そう思うとやっぱり、自然のものつ
かう方が体によいのだなと感じますね。私が激痛と感じなかったので、白内障の母に、
早速渡し、1 ヵ月後の感想をききたいと思います。(6 月 2 日、Ｔさん)

★目薬はまるでラー油の様な色だったのでちょっと使うのをためらいましたが、いざ使
ってみると不思議と頭がスッキリしました。（5 月 26 日、I さん）

★カトラミデをさっそくさしてみました。目が痛くて真っ赤になって涙と黒い目やにが
ティシュにつきました。その後目がクリアになっていたのがわかりました。すごい目薬
です。これからカトラミテ゛をさすのが楽しみです。（5 月 25 日、I さん）

★インドの目薬とアヌタイラは、かなり気に入っています。目薬は、若い時から眼精疲
労に悩まされてきた私には必需品でありアヌタイラは、使用すると本当に白髪の防止に
なっているような気がします。（たいしてない白髪でしたが、髪染めの間隔が明らかに
あいてきました）（5 月 20 日、A さん）

★ここのところ、黄砂が結構きてるようで、アイトーンを頻繁に使っています。すぐに
ゴミが出てくるので、とても助かっています。眼科で処方してもらったものでは、なか
なかゴミは出てきません(^^ゞ（5 月 16 日、K さん）

★カトラミデは、以前もお話ししたように、白内障の母用に購入したのですが、１か月
で１本使い切っているようで、とりあえず半年続けて、再検査する予定です。さすと痛
いらしいのですが、それが心地よくなっているようです。私も時々使わせてもらってい
るのですが、それほど痛みを感じないんですよ。さして、目を閉じて、じっと待ってい
ると、じわっと涙が出てくる感じです。でも、さした後、視界がクリアになる時がある
ので、やっぱり効果があると実感しています。（5 月 1 日、H さん）
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★目薬を使ってみたのですが、アイトーン、さっぱりして、すごくいいです！！しみた
りはないけど、キュッと眼球がしまる感じ？がしますね。トリファラジャンとカトラミ
デは、思ったよりもしみませんでした（笑）ネトラプラバはかなりしみました(>_<)目
がよごれているのかしら・・・。でも、どの目薬もとても気に入っています。（4 月 29
日、K さん）

★目薬を友達に貸したら 強烈な痛みのあとのスッキリ感が好評で急遽注文しました。
（4 月 28 日、Y さん）

★カトラミデは相変わらず痛いのですが、あのすっきり感や、目の病気の予防になると
思うと自然と毎日使います。ストレスからまぶた内側にできものができやすいので、か
なり頼りにしています。（4 月 22 日、Y さん）

★ドライアイなので、自分の涙で潤せる目薬として重宝させて頂いてます♪ 目が痒い
ときなんかにもあの爽快感が最高ですよね。（4 月 17 日、H さん）

★目薬のアイトーン トリファラジャン だけ試しました。トリファラジャン

ビクビ

ク ワクワクしながらさしました。 入れても痛くないけど、なぜか目が開けられない
（笑）どうしても開かない。でも後がなんとなくいい感じでした。こういう事なのです
ね。。。気に入りました。他の目薬も楽しみです。（目薬が楽しみなんて変ですけど。。
日本の品はやはり薬だからあまりさしたくないですけど）ありがとうございました。
（4
月 8 日、M さん）

★目薬、すごい！です。いつも眼やにがでている相方も翌朝まったくでなかったそうで
す。眼圧が高いという母にもプレゼントしようとおもっています。
（3 月 25 日、S さん）

★旦那さんの職場ではカトラミデの、あの痛みがつらい！って方もいるみたいですが、
評判も上々のようですよ♪本当日本で気軽に買える日が来るのを楽しみにしています。
旦那さんはモチロン！大好きで毎日さしてます（3 月 24 日、H さん）

★カトラミデは夜さすと、ものすごく痛いです。朝は目が疲れていないのか痛くないで
す。暖かい涙が気持ちよく視野が明るくなる気がします。（3 月 2 日、M さん）
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★早速、目薬を試してみました。ぬおぉ～～という感じで、視界も一瞬黄色に。でもそ
の後、とってもすっきり。この刺激は良いですね、、。起きれない寒い朝とかやってみ
よう。一発で起きられますね。（1 月 13 日、Ｔさん）

★目薬も色々と何が合うか楽しみに使っています。一つ疑問に思ったのですが、日本の
目薬はさしすぎると良くないといいますが、この目薬たちは一日何回でも問題ないもの
なのでしょうか。たぶん日本の化学品と違って天然成分のみなので好きな時に使っても
問題ないのでしょうね☆最初は刺激的すぎて充血しますがだんだん充血がひくと共に
眼もスッキリするので手放せなくなりそうです。どうぞまたこれからよろしくお願いし
ます♪（1 月 12 日、Ｈさん）

★目薬の使用説明書は、キャップの装着方法でなく封の開封方法を入れるべきですよー。
金属部分をはがすのにナイフ使いましたもの。でも使ってみてとってもスッキリ。液が
髪につくとおじいちゃんのニオイになってしまいますけどねー。
（1 月 14 日、Ｆさん）

★カトラミデＧＯＯＤですね。あのしみる感じがかえって安心です。市販のはしみない
ように麻酔入ってますからね（１月２５日、Ｋさん）

★カトラミデのみ使っていますが、殴られたような刺激と、その後のすっきりした使い
心地が気に入っています（1 月 24 日、Ｓさん）

★昨日、寝る前に目薬を試して見ました。最初に「アイ・トーン」暫くしてから「トリ
ファランジャン」を注してみました。アイ・トーンは目玉の周りがギスギスした感じと
なりましたが直ぐに動きが滑らかになり私が今まで使っていた目薬よりいい感じでし
た。トリファランジャンは目にしみる感じで暫く瞼を閉じていなくてはならない感じで
したが其の内涙が数滴こぼれその後、すっきり感がありました。今朝も早速使いました。
時間が経っても目のすっきり感が持続し、気に入ってしまいました。ネトラプラバとカ
トラミデも来年早々に試して見ます。きっとこれも気に入ってしまうと思います(12 月
29 日、Ｔさん)

★まず、目薬、 試しました～。日本の目薬とは違う
ながら…（笑）（12 月 20 日、T さん）
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★今は 実家にきたのですが、以前父が目が曇るし目やにと痒みがあるといってたので、
インドのカトラミデ目薬を置いていったのです。 父は 始めは大丈夫かな？と半信半疑
でしたが、 一ヶ月ぶりに帰ったら、 なんか目が綺麗になっててまじまじと見てしまい
ました 。本人も、痒みもなくなったし曇りがよくなったんだと。 母は怖くて目薬は使
ってないみたいですが、今回ネトラプラハを父に置いていきます。私は ネトラプラハ
使い始めたけど ねっとりしすぎてて 茶色いのがまつげについてて、 回りの人に 何か
ついてるよっていわれます （笑） 。カトラミデは涙がドーットでたら、 あとはさら
っとしてるから今後使うにはカトラミデにしようかなー？（12 月 17 日、S さん）

★早速ネトラプラバ使ってみました。はちみつが入ってるのでちょっとさしにくいです
が、すっきりしました。また絶対注文したいです♪（12 月 15 日、K さん）

★カトラミデは癖になります（笑）先日のコンタクトレンズのための目の定期健診で度
数が両目とも 2 段階も良くなっていました！これにはびっくりです。コンタクトが取れ
るまでに回復できたら奇跡ですよねーっ。(12 月 10 日、M さん)

★私はアイトーンをドライアイで使っていますがこれまで使ったこちらの市販の目薬
とは段違いに良いです。これを見つけるまでは、涙とまったく同じ成分の病院処方で買
うモノを使ってましたが、これだと潤いが続かないというか、ただうるおすだけなので
す。なので、一日のうち、たまには薬剤の入った目薬を使っていました。抗アレルギー
剤とか、充血を抑えるとか、そういうのがあまり入っていないものですね。栄養するた
めのような。そういうのはたいていメンソールが入ってますね。あれがイマイチ。それ
だけでなく、何がどうなのか知りませんがとにかくこのアイトーンがいちばん感じが良
いんです。1 滴の量も適量で、無駄がないし。疲れ目に良いんですかね。あ～あ、目薬
が必要だーと言うときに使っています。アムラを精製水に溶かしたものでの洗眼も続け
ていますよ。これも、どこがどういい、という説明は出来ないのですがｗスッキリする
ので続けています。(12 月 3 日、E さん)

★カトラミデははじめて試したアーユルベーダの目薬で、日本にはない刺激的な使い心
地に感動しました。なんといっても涙がたくさん出るので、目が洗われる感じがいいで
すね。なくなるころにはこの刺激にも慣れたのか、少し涙の出が少なくなったようにも
感じましたが。ネトラプラバは液体に粘り気があるで潤いが保たれるようでいいです。
ただ、黄色っぽい色なので、目のまわりに残ったとき、すぐにふきとらないと粘ってと
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りにくくなり、目だってしまいます。粘り気は目の汚れもとってくれるでしょうか。白
目がきれいになるとうれしいです(11 月 30 日、O さん)

★おととい荷物がとどき、きのうさっそく目薬をさしてみました。思ったより痛くなく、
差したあととても視界がクリアになり気にいりました(11 月 29 日、T さん)

★カトラミデ・・主人と涙を流しながらつけました。痛いですっ！！でも癖になりそう
ですね（11 月 26 日、M さん)

★カトラミデは皆さんがだいたい「しみる～」と書いてあったので本当にどきどきして
後回にしてました笑かなりのびびりなので。。でも好奇心の方が勝って、結局試したら
じわじわとじんじんした感じが。。。「あ、これか～」と思いながら眼をつぶり時折眼
を開け、涙がぽろぽろ。。の繰り返しでしたが、しばらく時間が経ってから何とも言え
ないすっきり感が！！「お～」と感動しました。女性は特にアイメイクしたりするので、
メイク後にさすのはゴミがとれて良いかもしれないですね。もう少し多めに買えば良か
ったかしら。。なんて思いました。(11 月 23 日、W さん)

★ちなみに、前回注文の目薬ではカトラミデと、トリファラジャンがどちらもお気に入
りです。どちらも涙が出ますが、痛みも心地いい程度なので、本当に愛用してます。日
本の目薬はどうしても色々入っていて、安心して使用できなかったので、こちらで発見
できて本当によかったです(11 月 11 日、S さん)

★目薬など、どれもとても使い心地がよくて、驚きました(11 月 9 日、K さん)

★カトラミデも気に入っています。効果の程に関しては、もう少しよく見極めてから、
お知らせしますが、とてもよい感触をもっています(11 月 4 日、Y さん)

★カトラミデをさっそくさして、涙を流した後、メールしてます。(10 月 26 日、T さん)

★ちなみにさっそく ジラジット一粒なめて飲み込み、めぐすりは アイトーンは 何も
注しても 特に目には感じなかったのですが、 カトラミデはなんですか！ 目が真っ赤
になり 涙がグワーってでてきたけど 充血しちゃったけど なんか目がぱっちりしたか
んじ しばらく鏡みたら充血はひきました 。 あんな刺激があって眼球には 大丈夫なん
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ですかね？ 成分はハチミツ？ 日本の目薬しかさしたことない私は あの刺激にちょっ
と戸惑ってます さしつづけても平気かなって でも視界がくっきりしてるんですよね。
気のせいではないような 、 たしかにクリアにみえてるし、シャタバリは 牛乳にいれ
て飲むのが飲みやすいですかね？ わぁーなんか おもしろいですね(10 月 23 日、S さ
ん)

★目薬が衝撃的に良かったです(１０月２２日、Y さん)

★体験談など参考に色々トライしています。以前購入の目薬類は確かに白目部分がくっ
きりして視界がクリアになりますね。気に入っています（10 月 14 日、T さん）

★目薬すごーいしみますけど、すっきりしていいですね。（10 月 14 日、K さん）

★目薬から試してみました刺激的なさしごごちです！目をつむるとあまりいたくない
ですが、開けてるととても痛いです〔10 月 6 日、T さん〕

★注文した目薬のパッケージは何とリアルで色にも驚きました。恐る恐る付けてみるこ
と、やっぱりコメントで読んだ通りすごかったです。でも２，３分で何もなかったよう
に普通に戻りました。(10 月 3 日、Y さん)

★目薬最高に気持ちいいです。ありがとうございました(9 月 23 日、K さん)

★早速、目薬カトラミデを試しました。刺激が恐かったのですが、思ったより長引かな
いし、刺した後すぐにすっきりするので、すっかり気に入りました。市販の目薬は、不
自然なものを加えているようで逆に調子が悪くなり長くは使えませんでしたが、これは
毎日の習慣になりそうです。(９月１０日、J さん)

★前回注文したカトラミデも夫と一緒に使っています。最初はやはり沁みるので、二人
とも足をバタバタさせながら、うめきながら、その後にくる爽快感にハマっています。
夫は「パソコンで目を酷使している割に眼が疲れにくくなった」と言ってます。私は、
アイラインを睫毛のはえ際にひくと、頻繁にぽつっと小さいできもの？のようなものが
でる時があったのに、カトラミデを使ってから全くでません。市販の目薬は保存料が入
っているので使う気がせず、比較はできませんが・・・ 体に入るものはなるべく自然
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のものを、それでいて効果がある「目薬」って、アーユルヴェーダならではですね。(９
月３日、K さん)

★さっそくカトラミデのふたに針で穴をあけ、使ってみました。こちらはさらに刺激が
あって、疲れた目にしみました。このしみる感じがいいです！ドライアイなので、液体
に粘度があって目にとどまっている（？）のもいいですね。しばらく使ってみます。あ
りがとうございました。(8 月 3 日、O さん)

★目薬カトラミデも「脳天に来るっ。でもつけたあとまわりがくっきりはっきりみえる」
と好評でした(9 月 1 日、M さん)

★前に友人がこのサイトで注文したと聞き、目薬を試してみたところーーーーとっても
気持ちがよく、目がキラキラした★と言われ嬉しくなりました！！痛かったけれどあと
スッキリ！さっそくわたしも購入します！！（9 月 1 日、F さん）

★早速！！カトラミデを試してみました＾＾かなり覚悟して臨んだのですが… 確かに
しみました（＠o＠）が、思ったよりも大丈夫でした！大事な大事な"目"のために続け
ていこうと思います。これからもよろしくお願いします。（8 月 30 日、M さん）

★カラトミデの目薬もとってもよく、疲れ目に良く効きます。私は眼の下の筋肉がよく、
ピクピクするのですがカラトミデをさすとすぐに治ります（8 月 19 日、H さん）

★商品が届いてからというもの、虜になっています（笑）目薬は、私はもちろん実家の
両親、友達にも気に入って(爆笑)もらいまた買ってあげようとおもってます♪（8 月 15
日、S さん）

★花粉の時期にはカトラミデとアヌタイラ（ちょっぴり苦手）が大活躍でした（8 月 8
日、U さん）

★先日、眼科で検査をしたところ、視力がアップしていたので驚きました。目薬はカト
ラミデとＩＴＩＳを併用していました。目薬の効果すごいですね！！ＩＴＩＳが入荷中
止で残念ですが、今回はセットで購入したので、他の目薬もいろいろ試してみたいと思
います♪（8 月 3 日、K さん）
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★目薬は何種類か試しましたが、自分的にはカトラミデが 一番合っているようです。
（8 月 2 日、T さん）

★私が目薬を使う前に まず旦那さんで試してみよう(笑)と思い目にいい目薬だから
と ぽちょんぽちょんと点したら「なにこれ？しみるよ」と言うだけ。あれ？のた打ち
回らない？と思い

これなら私も大丈夫 V と安心してました。入浴後 さ～てとウキウ

キしながら点すと 「ギャ～！！！痛い！沁みる！目が開けらんない！」旦那さんで試
そうとした 罰が当たったんでしょうかね？(汗)でも、沁みるのが治まったらスッキリ
でした♪（8 月 1 日、S さん）

★カトラミデはやはり始めは沁みますけれど、とても目がスッキリとして輝きが増しま
すね。ビーズワークなどで目を良く使うので助かっています。ロータスハニーというの
も魅かれます。先日、植物園に蓮や睡蓮を見に行って来ました。本当に美しく、その姿
は涼をを運んでくれるようでした（7 月 31 日、K さん）

★眼薬も使ってみましたが、本当にしみますね。涙がたくさん出ます。自分の体がどの
ように変化するか楽しみです。（7 月 16 日、Y さん）

★早速カトラミデをさしてみました。涙がでてうれしかったです。（ドライアイで悩ん
でいるので）毎日使ってみたいと思います 7 月 15 日、K さん）

★早速色々試しています。特に目薬、カトラミデがいいですね！これからじっくり試し
ていきます。ありがとうございました。（7 月 9 日、W さん）

★アイトーンは、とくに染みもせずで、日常的に注せそうですね。カトラミデは最初し
みましたが、怖がってたほど痛くはなかったです、シロップみたいな甘い匂いがして、
日本では無い目薬ですね。他のも順に試してみたいです。 (7 月 6 日、Ｎさん)

★カトラミデ、かなり沁みました。 …が、心の汚れ…目の汚れが取れてスッキリ！ど
なたかが書いておられた様に白目がクッキリしたんとちゃう？と言うくらい。今までは
目を閉じただけで（疲れで）ポロポロと涙が落ちていたのにここ最近はそれがないんで
す。スゴイですねー(7 月 1 日、S さん)
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★目薬は、初めてさしたとき、あまりの刺激に驚きました。私は１分くらいで収まりま
したが、母や息子は１０分くらい、しみていたそうです。特に息子は「うぉぉぉぉ」と
七転八倒して、思いっきり身体で表現していました。さしたあと、私は茶渋のようなも
のが、目やにに混じって出てきました。息子はあふれ出た液体が、濃い茶色に染まって
いました。うーん、どれだけ汚れていたんでしょう。 刺激が収まると、レンズの汚れ
を落としたように、視界がくっきりしていました。息子は、濁り気味だった白目が、青
白い色合いに近づいていました。白内障の母も、くっきりスッキリするのが気に入った
そうで、今回、家族と友人へのプレゼント分を、注文させて頂きます。(6 月 30 日、Y
さん)

★先日は、素敵な商品(注；カトラミデ）をありがとう御座いました！とっても気に入
ったので、早速追加注文させていただきました。そして、つい勢い余って、ブログにも
ＵＰしてしまいました。 http://tiktak2006.blog85.fc2.com/blog-entry-280.html (6
月 30 日、Y さん)

★カトラミデ、早速さしてみましたが、ほんとにしみますね～。目が真っ赤になってビ
ックリしましたが、しばらくするとスッキリしました。またなくなりそうになったら、
再注文したいと思います(6 月 30 日、K さん)

★カトラミデはしみるものの、その後目がはっきりする感じで気に入っています（6 月
8 日、N さん）

★カトラミデをやってみました。結構沁みますね！でももっと強烈なものを想像してい
たので、これぐらいなら普通にオッケーです。涙が出た後、白目がとっても澄んで美し
くなりますね！(５月 11 日、S さん）

★目薬、アイトーンは最高に気に入りました。長年ドライアイで目薬に悩んできたので
すが、これは注した途端に非常によい、と感じました(５月１２日、E さん）

★主人は目薬が気に入ったようで、今まで目薬など差したこともなかったのに、すっき
りすると言って喜んで差してます(５月６日、Ｔさん）
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★さっそく 目薬を試してみました。

もぉー最高に痛かったです。

でも なん

か 効いてるような気がします５月１３日、Ｎさん）

★インドハーブのお陰で、風邪もひかずにハードなスケジュールをこなすことができま
した。また色々なハーブを試してみたいと思っています。目薬がとても良いですね、感
動しました！（4 月 28 日、Ｋさん）

★さっそく、いろいろ試しています。カトラミデ思っていたよりはしみなかったですが、
なんだか効きそうで楽しみです(４月１３日、U さん）

★目薬も色々で楽しいですね。家族全員サフランロードのファンです、宜しくお願い致
します。（4 月 3 日、Ｙさん）

★あ、あと目薬は皆で点眼しては痛い痛いとギャーギャー騒いでいます。ちなみに私は
これを使用すると眼球がビクビク反応して芯まで効くぅ～！と言った感じです。その後
も眼精疲労も取れて、白目も白くなります。薬の効果で潤す日本の目薬と違って、自分
の涙で潤うのが気に入っています。本当、この目薬を●●製薬辺りに送って「こうゆう
ものを作って下さいと」言って差し上げたいです（笑…） （３，３１、Ａさん）

★カトラミデ本当しみました～。だいぶ慣れてきましたが毎日寝る前につけるのですが
「く～っ」ってきます。視力があがるといいなって願いをこめてさしてます☆（３，３
１、Ｍさん）

★アヌタイラもカドラミデも花粉症シーズンで活躍しています。 目薬は痛いですがそ
うとう効きますね。視力が良くなりました。(３月２１日、I さん）

★早速、目薬を使ってみましたが疲れ目にとても良さそうです。(３月１５日、Ｆさん）

★カトラミデ、気に入りました。(３月１５日、Ｓさん）

★久しぶりのカトラミデもスカッと気持ちよいですね。(３月５日、Ｉさん）

★カトラミデとシラジット、その即効性と強力さに驚きました。急にパワーが出て視野
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が開けたように感じます。(２月２８日、Ｓさん）

★目薬は、初めてさした時には衝撃的でしたが朝の習慣になっちゃいました。とても目
がすっきりしますね。そしてその爽快感は、目の表面だけでなく奥からのものなので日
本の既存のスッキリ系とは全然違うんです。それに眼の白いところがきれいになるので
見た目的にも効果的ですね。(２月１８日、M さん）

★カトラミデは最近は一日４回点していて、４本目の途中です。白内障の改善を期待し
て続けていますが、6 年前から症状があるので効果が出るまで時間がかかるのかもしれ
ません。なお、目薬を「さす」は漢字でどう書くのかパソコンで調べていて以下のよう
な記事を見つけました。『目薬をさした直後、目をパチパチとまばたきされる方は多い
ようですが、これは間違いです。せっかくの目薬が鼻涙管を通って鼻に抜けてしまいや
すくなり効果が落ちてしまいます。←目薬の量が少なくなって一瞬目が楽になるになる
ため 「効いている!!」 と錯覚するのかもしれません。目薬はさしたとたんに終了!! で
はありません。目薬は目の表面から５分ほどかけて眼球に吸収されるので、それまで薬
剤を目の表面に留めておかなければ、ス～ッとしただけで終わりということにもなりか
ねません。』これからは、まばたきしないようにして、より効果を高めようと思います。
(２月１８日、K さん)

★着きました。使いました。しみました。まだカトラミデしか使ってませんが気持ちい
い沁み具合で、使った後すっきりします。いいものを紹介してくれてありがとう！ ア
ーユルヴェーダに興味を持ちました。ホメオパシーと菜食を最近始めて興味をもったん
ですが、アーユルヴェーダも勉強してみます。それでは！（２月１６日、Ｉさん）

★早速カトラミデ使用してみましたが、予想以上にフィットした感じです。刺激がたま
らないです。久しぶりにたくさんの涙を流しました。（１月１８日、ｆさん）

★目薬早速使ってみました！ 本当にすっごくしみて涙も出て、そのあとスッキリでし
た。 これは癖になりますね。 夫も気に入ったそうです♪(１月２６日、Ｎさん）

★アヌタイラ；とカトラミデが非常に良かったので、追加で６個づつ送っていただけま
すか？（２月１０日、Ｉさん）
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★カトラミデ 試しました！ちょっと恐る恐る・・・すごーく ねっとり・・・という
か べっとり？目薬って感じではなくて、本当にハーブ！！！いいっ！！痛みは、一瞬
ありましたが、気持ちいいですね♪ 最近視力が落ちてきた私には強い味方となってく
れそうな予感が（＾０＾）(１２月１９日、Ｋさん）

★また、白内障があるので、カトラミデにも期待しています。最初の数日は痛くて涙が
出ましたが、１週間が過ぎると結構慣れてきました。

★トリファランジャン使ってみました。今までの目薬で一番な気がします。まだ使い始
めなのですが、目が白く澄んで、スッキリ！はまりそうです。(１月５日、Ｋさん）

★日本の医療現場(東洋医学)にいる者からの視点でちょいとレポートさせていただき
ます。参考になれば幸いです。アーユルヴェーダ目薬。まずはカトラミデを試してみま
した。かなりびっくりですがほんとにサッパリします。かなり元気になっちゃって、精
神にも効いちゃう感じです。きっとドライアイや眼精疲労と合併して視力の落ちてきて
いる方などには視力の回復にも一定の効果が期待できるかもしれません。あと、白内障
に という事ですが、日本の高齢者や保守的な医学観をお持ちの方達には要注意、です
ね。これだけ刺激があると、怖がってしまってマイナスなプラセボ効果がかかってしま
う方が少数ですがでると思います。しっかり理解して頂いた上で自己責任で使用してい
ただく事をオススメします。きっとインドでの臨床では素晴らしい効果をあげているの
では？と思います。それと、コンタクトレンズを使っている方には外してから使わない
とおそらくくっついてしまって大変な事になるので要注意です。私個人としては大変気
にいりました。法的に許されるのならば、患者さんにもオススメしたいくらいですね。
ありがとうございました。いい勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。(１
２月５日、Y さん)

★カトラミデをさすのが日課となって かれこれ１ヶ月ほど経ちます。相変わらず、
イタ気持ちいい感じで 涙を流しています。大きな変化はまだ見られませんが、 目
きらきら です。視力があがることを願いつつ・・・。 姉が知人にアイトーンをプレ
ゼントしたところ、 見えないはずの看板の字が読めた。 と

報告があったそうです。

カトラミデをさしたらどうなるんだ！人それぞれ ってところが面白いですね。(１１
月１５日、S さん）
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★カトラミデしみましたー。 おどろきました。 いたきもちいといったところですね。
１分ほどで、 痛みと 涙は

おさまります。 黒い目やにのような、 ゴミのような

ものもが出ました。 大変に気持いいです。それと鏡をのぞくと、 眼球にきれいに映
っているんです、 鏡をのぞいているところが。カトラミデ使用前は気にもならなかっ
たので・・・、 たぶんカトラミデ効果ではないかと思います。 それほど汚れが付い
ていたんでしょうか。気持ちいい！と、 わたしとおなじく気に入った様子の姉はゴミ
もでず、 眼球に何も映らない様です。 汚れてないということかしら。ひとそれぞれ
なんですね。初めて使用した翌日の朝は 視界が広かった・・・。視力が上がった方の
話もありましたが

うなずけます。(１１月１５日、S さん）

★目薬、しみました。目が兎くらい真っ赤になって、涙やら目やにやらが沢山出て、ホ
ラー映画さながらの恐ろしい状態になるのですが、そのあと、充血もとれて目の中がご
ろごろしなくなりました。夜に一滴ずつさしたのですが、朝から、目の調子がすごくい
いです。目につやがでたような気がします。ハーブとともに、毎日続けるのが楽しみで
す。(１１月１１日、さん）

★目薬は、かなり覚悟していたのですが数秒痛かっただけですみ何故か残念でした(笑)
かなりの涙が出、充血も凄かったです。(１０月２６日、Ｔさん）

★私の、お気に入りは、目薬でしょうか。一滴たらした後のあの痛みと、あのすっきり
感が好きです。。(８月３１日、K さん）

★とっても気持ち良くてかなりはまっています。特に、蜂蜜の物が目の汚れを気持ちよ
～くとってくれて、使った後、暫らくすると白目が本当に綺麗になり、もう手放せない
感じです。（８月２２日、N さん）

★カトラミデ、これはしみるから～目を閉じるとあまり沁みません。なので、がんばっ
て瞳を開けて、じっと何かを見るようにします。すると、キンキンジンジンきいてきま
す！痛くて なみだぼろぼろです。でも目をつぶっていてはいけません。がんばって目
を開けます！究極の目のゴミ出しですね ＾＾(１０月２４日、Ｎさん）

★カトラミデ、昨日会社でさした時は一瞬しみたけど平気でした(笑) 職場の人がカト
ラミデ使ってみたいと言いはったので貸してあげてその後に健康診断があったんです
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ね、 ぬわんと！視力検査の結果、0.7～0.8→1.0～1.2 に左右よくなってたと驚いてま
した！スゴイパワーがありそう！！（１０月２１日、Ｉさん）

★カトラミデ、全くしみなかったです。個人差があるのですかね？(１０月１８日、Ｉ
さん）

★さっそく、目薬をためしましたが、書いてある通り、とてもすっきりしました。涙と
鼻水も出て、脳まで浄化されたような感じです。（１０月１日、Ｎさん）

★恐る恐る使ってみました。確かにしみるけれど、嫌なしみ方ではありません。むしろ
アイボンより優しい感じです。でもしみますけれど（＾＾；） とてもうれしいです。。。
と、ここまで書いてきたところで、何だか目がすっきりしてきた気がします。カトラミ
デのせい？ひょっとして、これはやみつきになるかもしれません… サフランロードさ
ま。新しい出会いに、感謝です！(１０月１日、A さん）

★早速カトラミデを使ってみました、本当に病みつきになるほどはまってます。さすの
が楽しみです、涙と鼻が繋がっていることが実感出来ます。涙の後に少し時間をおいて、
くしゃみの連発ですが、鼻まで爽快になります(９月２０日、Y さん）

★カトラミデは仕事から帰って来てコンタクトレンズをはずして点眼。じわ～んとしみ
た後、涙がつつつーと出てきて面白かったです。思っていたより痛くなかったので、旦
那さんにさしてあげたら・・・いででででで！！あいででででで！！！！なんっっじゃ
こりぁ・・・なんっじゃこりゃー！！？いでででで！！ぐうぅと片目ずつ繰り返し騒い
でいました（笑）(９月１７日、TS さん）

★本当、号泣もしてないのにすごい涙！しみますけど、日本で売っている疲れ目用の目
薬のさし心地とは、また違うものですね。(９月１１日、Ａさん）

★最初は使って大丈夫！？というくらいしみて涙がぽろぽろ… けれど５分もすればク
リアになりさらに爽快感あり、やみつきになりそうです。（８月２７日、H さん）

★前回注文致しましたアーユルベーダの目薬は、とっても気持ち良くてかなりはまって
います。 特に、蜂蜜の物が目の汚れを気持ちよ～くとってくれて、 使った後、暫らく
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すると白目が本当に綺麗になり、
もう手放せない感じです。
（８月２２日、
N さん）

★カトラミデは本当にいいですね。 いつまでたってもしみる。 まったく慣れません。
だからこそ、使うといつも目がすっきりし、以前のような 目を開けていることさえ辛
い、と言う状態はなくなりました。 コンタクトを使っているので、乾燥したり充血し
たりはありますが。 日本の市販目薬のように、成分が鼻から口に入ってくることもな
いので、 気持ちよく使えます。 大好きです。。。（６月２７日ＹＮさん）

★カトラミデはいいですね～！！すっきり～さわやか～って感じです。 涙があふれる
感じも好きです。そのあとの爽快さが・・・＼(^o^)／（５月１２日、U さん）

★インドの目薬目４種類の目薬たち ですが、あたしの使い方だと、朝起きて「カトラ
ミデ」をまず。 目を綺麗にしてくれて毒素を抜いてくれるんですって。 そして、夜寝
るぐぅぐぅ前には「ネトラプラバ」で目を綺麗にしてからおやすみなさい。 「アイ・
クリアー」は、ちょっと目が疲れてきて、刺激がほしいわってとき。 この三つは、ま
ーーーー！しみるしょぼん涙がもーぼっろぼろ。 片目ずつ交互に使います。 で、「ア
イ・トーン」はまったくしみることもなく、ちょいと目が渇いたかなって時につかいま
す。 これが「ネプラトラバ」。蜂蜜入り目薬

かなり ねっとり

しておりまして、

いざ目薬を！！とやってもですね。 ねっとりしてるから、出てこないんですよね。 し
ばらく逆さまにしてからじゃないと、使いにくいけれど。 そのねっとり感が目にやさ
し～（すっごいしみて涙をながしながら）。 ４種類本当に特徴があっていいので、私
はこれからもインドの目薬を使っていくと思いますよグッド！ （５月９日、姫猫さん
ブログより）
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