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〇ニーム粉。思い出せない香りと味。また購入したく思います。青笹？とかを連想しました。(4

月 4 日, Ｄさん) 

〇ニーム粉で血管のお掃除。他のハーブと混ぜてお湯に溶いて飲みますが、このハーブを入

れると全ての味をニームに変えられる程苦い。でも効いてるって感じがたまらない。特に冬は

手足が冷えて、血管もドロドロ血で滞りがち。ニームパワーで血管のお掃除出来ればと購入

しました。血健年齢が若返ると弾力性も出来るので、これからも続けたいです。(12 月 7 日, F

さん) 

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

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

〇ニーム粉、クレンズの代わりに飲んでいます。他のクレンズを検討した時に、成分にアレル

ギーがあったのでニームを飲む事にしました。クレンズに比べ身体への負担がほぼなく穏や

かに聴いていると感じます。(1 月 26 日, B さん) 

〇ニーム粉は正直マズイです（笑）コーヒーとか味濃いめで飲んでもニームの味が勝ちます。

しかし、良薬口に苦しと思い必ず 1 日 1 回は飲んでいます。その時のタイミングで（笑）数週間

飲み続けて感じたことは、食欲を抑えれているように感じます。(11 月 4 日, Ｒさん) 

〇Sri ニーム錠剤は風邪引いた時の安心材料です。風邪引きそうになると必ずトゥルシとリコ

リス、シラジットを飲みます。お蔭様でアーユルヴェーダに出会ってから風邪は引きません。

引きそうになっても 4 点セット一回飲むと治ってしまいます。家中で飲んでいます。(10 月 1 日, 

P さん) 

〇ニーム・タブレット、効果はこれから？ 以前シャタバリを服用したら、顔にニキビができてし

まい、サプリメントには慎重になっていたのですが、免疫力の低下を感じたためこちらを購入。

ニキビもできませんでした。調子は悪くないと思います。もう少し続けてから再度レビューした

いです（4 月 29 日、K さん） 

〇ニーム・タブレット、便秘にもいいようです！ 血液にいいとのことだったので、デトックスに

なるかな？と購入してみました。便秘気味だったのが、すっかり解消してしまい、びっくりしまし

た！（4 月 15 日、Y さん） 
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〇ニーム粉体内浄化と体質改善に。昨年より高残留系香料の化学物質に過敏に反応するよ

うになり、呼吸器粘膜の炎症が止まらなくなりました。血液の浄化と解毒が必要と思い調べた

ところ、ニームが良さそうということで、すでに購入していた錠剤（ほとんど飲まずに放置して

いた）を毎日飲むようにしたら、なんとなく良い感触がしたので、粉を購入してみました。相当

苦いとサイトに書いていましたが、その通り！やはり苦かったです、、、が、全身に染み渡る感

じが気持ち良く、錠剤より効いているような気分になれます（気のせい？）。飲み方は、あらか

じめ白湯を口に含み、小さじでニーム粉を口の中に放り込みます。そして一気に白湯で流し

込みます。それでも苦味は口に広がりますが、個人的にはお茶にするより飲みやすいと思っ

ています。おかげさまで、化学物質による炎症症状はだいぶ緩和しました。最近はウィルス感

染予防を期待して、調子が優れない時に飲んでいます。様々な場面で頼れる強い味方で

す！（3 月 19 日、Ｓさん） 

○アムラの粉は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） 

 

○前回購入させて頂いたニームを、起床時に、水に溶いて空腹の胃に流し込むことにハマっ

ております。苦いので一気に目が覚めます。（9 月 26 日、U さん） 

 

○子供が小さい時ベビーマッサージでニームオイルに出会い、肌トラブルを何度も救われて

きました。 

今回は娘のニキビが酷くて薬ではなく何か良いものはないかと思い、やっぱりニームオイルを

試してみようと思いました。 

ホルモンの影響もあるので、スッキリとまではいきませんが炎症をおこしている箇所は小さく

なっています。 

継続して使ってみたいです。（8 月 11 日、K さん） 

 

○肌の調子が良くなったのはニームのお陰かと、親子で気に入りました！マイソールの石鹸

お気に入りになりました！ (5 月 13 日、Ｍさん） 

 

○ニーム、肌荒れにもきいて、アシュワガンダ 、疲れにくくなる！ 

カイラシュクリーム、この前買ったらすごくよくてリピです。（7 月 29 日、S さん） 
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○ニーム粉を飲んでから皮膚の痒みが治まったと、70 代の母が申しております。それでリピ

ートです。アトピーの姪にも飲ませたいのですが、苦くて飲めないと…。残念。（6月 23日、Aさ

ん） 

 

○アシュワガンダ・トリファラグックル・ニーム・シラジットを飲んでいます。飲み始 めてから体

がかなり疲れにくくなり、驚いてます。もうやめられません。目薬のカトラ ミデもしみるんです

が、気持良くてやみつきです。アーユルベーダすごいです。（2 月 22 日、O さん） 

 

 ○寒い時期を乗り越えるためにもインドパワー継続させていただいております(^^) 母 は高

齢ですが、風邪の引き始めにリコリスやらニーム・その他色々インドハーブで治っ てしまうよ

うです。私は術後免疫力が落ちている時期も風邪１つ引きませんでした（11 月 18 日 O 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。 

 

 ○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）  

 

○ ニームとシャタバリを飲み始めて半年以上が経過しました。ニームの苦味は数日で 慣れ、

甘みを加えない方が飲みやすいと感じます。少し食べ過ぎた食後も、ニームを飲 むとスッキ
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リします。シャタバリは、子宮筋腫による月経過多が軽減され、ひどかった 貧血もかなり良く

なってきています。（2 月 9 日、Ｔさん） 

 

○ ニーム、リコリス、トゥルシーと同時に飲用し始め、全体に心身の調子が良い様に感じて

います。（10 月 15 日、I さん） 

 

○ニームのおかげで蕁麻疹が出なくなりました。息子も飲み始めました。（10 月 10 日、M さ

ん） 

 

○ 夕方から夜になると蕁麻疹が出て、以前は毎日アレルギーの薬を飲んでいましたが、最

近は 3～4 日に 1 回かゆくなった時に飲んでいました。やめられるなら薬をやめたいと思い、

ニームを購入してみました。まだ飲み始めて間もないので、完全に出なくなったわけではない

ですが、出る頻度は減ってきたので、このまま続けていこうと思います。(9 月 15 日 M さん） 

 

○いつもお世話になり、ありがとうございます・・紹介した姪も早速購入しとても良いとのことで

した。姪の父親にニームを差し上げ、緑内障の薬でいつも目の周りがただれていましたが、

すっかりきれいになっていてびっくりでした。 （８月 17 日 K さん）  

 

○前回はニームのプレゼントありがとうございました。丁度風邪を引いてしまい、喉が炎症起

こしたので飲んでみたら、翌日には良くなり、病院に行かずにすみました！。ニーム素晴らし

いですね。今回もう一個注文しました（6 月 5 日、T さん） 

 

○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） 

 

○二ームは、ジュクジュクといつまでも治らなかった湿疹に塗ると、２日ほどでジュクジュクが

ひいてきました（3 月 27 日、Y さん）  

○前回お伝えしましたように私の慢性蕁麻疹は大人しく影を潜めていてくれています。私はニ

ームのお陰、サフランロードの皆さんのお心のお陰だと感じています（9 月 26 日、O さん）  

○私は夜になると原因不明（疲れやストレスかも）の蕁麻疹がよく出ていたのですが、 ニー

ムを飲むとおさまります。瞼と唇の腫れや、痒みはすっかりよくなりました。今年の春先から肌

のトラブルでスキンケアは何を使ったらいいのか困っていましたが、インドの クリームにたす

けられています。（10 月 18 日、O さん）  
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○ニームが主人のひどい湿疹に早速効きだしており、大変感謝しております。 ありがとうご

ざいました（9 月 17 日、S さん）  

○ずっと悩んでいた蕁麻疹がほとんど気にならないくらい治ってきました。 ニームとシラジット

が本当に効いているのか。。。でもそれしか変わったことをしていないのです。 手作りなのが

本当に安心でありがたいです（1 月 7 日、S さん）  

○この夏まだ、毎年の恐ろしい蕁麻疹がでてきてません。 正確には２回出かけましたが数日

で消えてくれました。 まだ、夏は続きますので油断大敵ですが…泣きたくなるほど嬉しいので

す。 ニーム、シラジット、シャタバリ、トリファラ絶対にこれだって思っています！ だって、朝か

ら掃除が出来るんです。 元気なんです。.痒くないのです(T∇T)（8 月 12 日、O さん）  

○９月に入り少し残暑がかえってきた日本です インドハーブを愛飲、愛用し始めて３ヶ月にな

ります この五年間梅雨入りから始まる難治性じんましんの全身に及ぶ辛い辛い痒みに苦し

められてきました。仕事も家事もこなせなくなった時などは自分の存在が無くなっていました 

その他にもホルモン代謝の異常だったり喘息、アレルギーなど現代社会の映し鏡のようです 

特に痒みは生活にかなりの影響があり強いステロイドのお薬は大学病院でさえ処方をためら

って最後に懇願するまで頂けません。じんましんを、発症する私がいけないんだと罪悪感をい

だくぐらいです 今年も春頃から不安と闘っていました なんせやっと北風が吹く頃にやっと消

えた痒み(ステロイドの副作用で顔に痒みのある吹き出物ができそれが消滅した時期です。)

なので身体が痒みを記憶しているのです。そこで、出会ったサフランロードはそれまでの過程

での直感がありました ６月に初めて頂いてから今日です。メインはシャタバリ、ニーム、シラ

ジット、トゥルシ、沙羅双樹クリームです。 結果、この時点でじんましんは出てきててません 

正確に言いますと７月初めに右膝に親指大のが出ましたが３日後に消え、その後左肘近辺

でも同じ事が１度だけありましたが消えました そして、この１週間前から急激に涼しくなったと

きには湯船でのムズムズさえも起こりませんでした。本日は久々の残暑で湿度も高く右肘で

痒みの疼きがありましたが少し冷やしてキチンとハーブを摂取したおかげか今は何ともありま

せん。１０月までは気を抜けませんが気持ちはとても明るいです 体質を変えたいはハーブだ

けに頼るのではなく自律も必要ですね 生活を見つめ自分も見つめ他にも目を向けて世界に

も… 全ては繋がっていますね 通常の夏は病院以外に外出しなかったのですが今年は昼も

出かけるようになり友人知人から『肌がピカピカツルツル』『張りがある！』とお褒めをいただき

ました。 そして、これも引き寄せなのかシャタバリを必要とする友人や私の旦那様もインドを

初めたい！！！と仲間がドンドン増えています それはそうだと思います だって、私が夏だと

いうのにめちゃくちゃ元気だからです！((o(^∇^)o)) サフランロードのまじゅさんはじめスタッフ

の皆様が心をこめて紹介してくださったことで身体も心も苦しさから解放されました 同じく痒

みや不調に苦しむ方々に押し付けなく穏やかにインドの良いお話をしていきたいなって思って
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います 私と私に携わる周りの方々に幸せを頂きありがとうございました 感謝感謝です（9 月

7 日、O さん）  

○ニームは薬として飲んで良し、ヘナに混ぜて使って良し。 ニームは歯周病に良く効くため、

最近はニームに塩を混ぜて歯磨きにしていました。 今回、カディワレの歯磨きが届いたので、

さっそく使い始めています（5 月 11 日、Y さん）  

○ニームパウダーに塩を混ぜて、歯磨き、歯肉のマッサージをすると歯周病にとても有効な

ハーブです。とても良いものです。重宝しています。（4 月 11 日、Ｙさん）  

○前回、ブラフミーとニームとリコリスをお願いしました。とても良かったです。体も気分もいい

感じになります。ニームのにがさははじめは驚きましたが、だんだん平気になり、美味しく感じ

るようになりました(^^)（11 月 28 日、I さん）  

○私は思い付いた時や、ニームを補給したい！と感じた時、ニーム粉末とお湯をマグカップに

注いで、かき混ぜてそのまま飲んじゃっています。慣れるまではハチミツやオリゴ糖や玄米糀

で作った甘酒など、何とか飲みやすくしようと四苦八苦していろいろ添加していましたが、酷く

体調を崩した時にそういうことをする余裕も無く、ストレートでニームを飲んで以来、ストレート

でもいけるようになりました。「その方が手軽だから」に尽きるので、ズボラここに極まれり、で

すが（1 月 4 日、E さん）  

○ニームは最初飛び上がるほど苦かったです。 ですがすぐに慣れました。 元々生姜紅茶を

常飲していまして、それに足して飲みましたので辛い苦いには順応性があったかと思います。 

チャイ風味にしていただくと美味しいです。 葉を乾燥させたものを粉末にしてあるのですね？ 

茎？でしょうか多少残っているので茶こしで濾しています。 それでもザラザラとなにか細かい

粒のような物が残りますが、気にせずいただいています…それと、ニーム石けんですが、これ

は素晴らしいですね。 香りがとても良く、浴室がほのかに良い香りが漂っています。 全身、

これで洗いますが髪はさらさら、肌はしっとりです。 いっぺんにファンになりました。インドの

不思議大好きです（笑）（3 月 8 日、O さん）  

○ニームは飲んだり化粧水にしたりお風呂に入れたりと本当に多様です！ 不妊作用がある

というのをどこかで見たので、わたし自身はあまり服用出来ませんが…あの苦味が好きなの

で、本当に少量をお茶にして飲んだりしてます…母は胃がムカムカしたり、調子がおかしいと

すぐにニームニーム！です。 また友人は胃が痛くて眠れない時に飲んだら、いつの間にか

眠れていたとか…ニーム素敵ですね！ またわたしはニームを煮出して濾したものと、ホエー

液を混ぜた化粧水を作ってます。 あまりに使用感が良いので周りに配ると、みんな気に入っ

てくれて市販の化粧水に戻れないと好評です。ニームの多様性は底しれませんね！（1 月 8

日、M さん）  
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○ニームのドリンク、写真解説を見ながら作りましたので失敗もなく、苦くおいしく、身体にエ

ナジーがめぐり、ありがたいです（5 月 9 日、M さん）  

○ニーム…苦い…ですね！ でも緑茶をにが?くした感じの苦味で、緑茶抹茶大好きな私とし

てはクセになる感じです！ とは言っても小さじ一杯分というのは私には苦すぎて飲むのが辛

いので、耳かき山盛りくらいを何回かに分けてお湯で溶かして飲んでます。 汚い話で恐縮で

すが、便通が素晴らしいー！あと、食べすぎてお腹がしんどいときに飲んでみるとなんだかす

っきりします（11 月 25 日、M さん）  

○この暑さでバテてしまったところに、ニームの粉と蜂蜜が届きました。 ニームだけだととて

も飲みにくいのですが、お薦めのはちみつを入れると、不思議なことにおいしく感じられます。

飲んだ後、汗がいっぱい出て体がすっきりします。 食欲がなくて体が重かったのが、少し回

復して元気になりました。（7 月 11 日、K さん）  

○ 前々回に注文したニームの粉末ですが、最初は「何の罰ゲームだろう？」と思いました。

半年に満たない間ですが飲み続けるうちに、苦いけど体がニームを喜んで受け入れる感じが

するようになりました。苦いけど全く問題ない！と今では言えます。（1 月 1 日、E さん）  

○従姉妹はニームが初インドハーブ。ニームの話をしたり、リンクを送ったりして見せた結果、

『化粧水にしてもいいんでしょ？』と煮出して化粧水に使ってみたところ、使用後肌がツルツル

する！とかなりお気に入りのようです。 また、母が原因不明のかぶれで肌がカサカサしてい

たのが、いろんなクリームを塗って寝ても翌朝カサついていたのが、ニーム化粧水を作ってつ

けて寝てみたら、翌朝もしっとりしていたようです。 またニームは鳥の止まり木にも使われて

いるとのことで調べてみたら、風邪引きのインコが回復したとか…！鳥にも良いというのはイ

ンコ飼いのわたしにとってこの上ない話です！ 少量しかとらないので、ちょっと濃度濃いめで

すが、平気で飲んでます（笑） 排出物の調子も良くいい感じです！ この子たちの健康にも役

立ちそうで、ニーム最高です！（12 月 1 日、M さん）  

○こんにちは｡ この間注文した中では､ニームがすごく良い気がします｡ 肌がつるつる?（8 月

2 日、S さん）  

○アロエジェル、ニーム粉はすでに使い始めて 5 年以上になります。本当に肌の調子はいい

ですよ。中からニーム、表面はアロエってところでしょうか？（9 月 12 日、さん）  

○昨年、子宮筋腫が見つかり、生理不順や肌荒れなど体調が悪かったです。  試しにと思

い、シャタバリを一年間飲用してますが  今年の検診では子宮筋腫は大きくなってなかった

です。肌荒れもよくなりました。  ニームを飲用するようになったら、生理前の下腹の膨満感

も減ったようです。  しばらく、この二つを飲用しながら、体調の様子をみたいと思います（10

月 17 日、O さん）  
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○ニームを使って 3 日後ぐらいから 30 年来のアレルギー性鼻炎が治りました。息子 2 人もア

レルギー体質でのアレルギー性鼻炎、手のアトピーなどもよくなっております。 とてもうれし

いです。ありがとうございました。(12 月 14 日、H さん）  

○ニームは、パートナーが喉の痛みと発熱をうったえてきた時に １錠飲んでもらったら、その

あと喉の痛みがなくなって飲んだり、食べたり出来るようになりました。 朝晩１錠の服用で、

熱も１日半で下がりました（12 月 19 日、S さん）  

○ニームのお話をしたところ、大変に良い効果をご存知でした。 事前にカプセル入りを、1 瓶

服用してみていましたからか？長年の不整脈や、心房細動が大分治まっていた検査結果に

驚き ました（11 月 19 日、T さん）  

○ニームとトリファラを昨日の夜一粒づつと今日の朝飲んだら何ヵ月かぶりに普通の便がで

ました(´；ω；`)? 何ヵ月も便秘と下痢をくりかえしてたので感動です。。(;_;)ありがとうございま

した(*^^*)（9 月 22 日、K さん）  

○ニームタブレットは友人が風邪なのが咳が続いていたので、少しおすそ分けしたところ、飲

み終わる頃には咳も止まり、いつもなら一カ月以上続くようなところを短期間で治すことが出

来たようです！ アムラはもっぱらトリートメントとして使っています。 ニームを混ぜて使ってい

るのですが、髪がふんわりツヤツヤになります。 いろいろ自分で開発しながら試せるのもす

ごく楽しいことですね！（3 月 23 日、M 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）  

○２年前にインドハーブに出会って以来１度も風邪にかかった事のなかった私が、この度不

覚にも風邪をひいてしまい、ニームやトリファラを１回２錠に増やしてみたのですがなかなか

良くならず…職場に迷惑がかかるので市販のかぜ薬を求めて店に行ったところ、食前に服用

する漢方を目にし、インドハーブを空腹時に飲むようにしたらたちまち楽になりました！（2 月

18 日、S さん）  

○庭の虫対策にニームオイルを混ぜた水で霧吹きしてます。分離しちゃうのが問題といえば

その通りなのですが、農薬と違って、顔に着いても保湿成分があったり、口に入っても胃腸に

良いので、虫対策が楽しくなりました。（９月 2 日、H さん）  

○前回注文させていただいたシャタバリ、ニーム、ブラフミー、そしておまけでいただきました

アシュワガンダ、どれも非常にパワーが強く、効果がすぐにあらわれました。 友人は「インド

すごい！！」と驚いてました。 そして優しさのこもった梱包もありがとうございます。 うちの子

猫はインドから送られてきたダンボールがお気に入りです！（9 月 8 日、W さん） 
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○ニーム粉は愛猫の食事にキャットフードに混ぜて食べさせています。この夏に 12 歳になり

ましたが、元気です（11 月 3 日、Ｍさん）  

○ニームは、効果あったと思います！ ジョギングの時、心臓の負担が軽減されましたし、ガ

ングリオンも出にくくなりました。 少しやめてしまったら、ガングリオン出てきましたので、ニー

ムの効果だったのだなぁと思ってます。またたのしみながら飲んでみたいと思います（10 月 25

日、Ｓさん）  

○ニームの石鹸すごくスッキリした感じで気に入りました（12 月 2 日、T さん）  

○ニーム…具体的には表現できないのですが、体が欲している感じがします。（9 月 15 日、O

さん）  

○カディワレ診療所の製品は、とっても、上質なものです。前回、注文したニームは、現在 6

人で分けて飲んでいます（4 月 22 日、Y さん）  


