サフランのご感想

○サフラン・クリーム美肌。 量が少ないですが肌が滑らかになります。（12 月 11 日、Ｙさん）
○サフラン・クリーム。肌の保湿が良くなり、ハリとツヤが出て来ました。まだ 1 本使いはじめな
ので、シミには変化無いです。（12 月 6 日、Ｎさん）
○サフラン・クリーム,シミ消しに…知り合いから貰ったのをきっかけに使い始めました。 のび
が良く、薄くのばして目の周り、頬のシミを集中的に塗って寝てます。最近は、寒くなって唇が
乾燥してきたので、ヌリヌリしてマスクをして寝ると、お肌も唇もしっとりします。まだシミには効
果は出てませんが、塗るのと塗らないのでは翌朝の肌のしっとり感が違うので、無くてはなら
ないアイテムになってます。まとめ買いだと少しお安くなってたので、これからもサフランロード
さんで購入します！(11 月 21 日、N さん）

○サフラン・クリーム.シミが薄くなりました！このクリームすごいです。シミ消しに行こうかなと
思っていたところでしたが、1 か月くらいで薄くなりました！完全には消えませんが薄いのでシ
ミ消しは却下です。笑保湿も高く、お肌がやわかくなります。（11 月 5 日、N さん）

○サフラン・クリーム。以前勧められてオイルを使っていたけど日本の冬ではかたまってしまっ
て使いづらかったのでクリームとってもよいです！（10 月 23 日、P さん）

○サフラン・クリーム。これなしでは不安です。ヘナでヘアケアをしてから一般の化粧品が使え
なくなりました。このサフランクリームは保湿が素晴らしくなくてはならないものとなりました。こ
れなしでは本当に不安です。（10 月 15 日、K さん）
○サフランライス。白米をさっと洗い小量の玉ねぎのみじん切りをオリーブ油で
炒め、次に水を切っておいた米をいれて炒め、サフランを少々、ハサミで細かく切っていれて
水か薄いコンソメスープで炊き上げます。カレーをかけたり、そのままでも美味しいです。プロ
の味です。（9 月 8 日、I さん）

○サフランタイラムを使い始めて 1 ヶ月、大変満足しています。
サフランオイル購入にあたり、ブログ｢サフランの道｣を読んで、サフランロードさんからの購入
を決めました。
毎晩 2 滴ほど掌に取り、まず指先で頬のシミのあたりを集中ケア、残りのオイルを両手の掌で
伸ばし顔全体を軽くマッサージしています。べとつかないテクスチャーも気に入っています。
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サフランの香りが心地よく一日の疲れが癒やされます。（9 月 8 日、I さん）
○サフランクリーム初めて塗って寝た翌朝、洗顔してビックリしました､本当にぷるぷるしっとり
で。私はベタベタするのが嫌いでクリームは殆ど塗らないのですが､シミが消えたという記事
を見て､コスパの良さにも惹かれて試してみたのです。ベタベタが嫌で石鹸洗顔したのですが､
（普段は水のみで洗顔してる）その後もツルツルしっとりではないですか？！これはホントに
綺麗になるかも？シミはすぐには消えないと思いますが､心なしか薄くなったような気がします。
迷ってる方ぜひ 1 度お試しになっては？今では洗い流すのはもったいない気がして､朝は水
洗顔のみに戻しています。（9 月 8 日、A さん）

○サフラン 5g。紅い宝石。娘の生理痛改善してます！（8 月 14 日、K さん）

○沙羅双樹クリームの後にサフランクリームを毎晩使ってます。一本目が終わる頃にあれ?頬
にあった 1 円サイズのシミが目立たなくなりました。しっとりするので小じわも。
コンシーラ、ファンでなしで大丈夫。感激です。（8 月 13 日、S さん）

○サフラン・クリームシミに効くようなので購入しました。まだ効果は分かりませんが、肌はしっ
とりします。（8 月 9 日、S さん）

○こんにちは。先日購入させて頂きました、石鹸とクリームが大変良かったのでまとめ買いさ
せて頂きます。（5 月 3 日、A さん。サンダルソープとサフランクリームをご注文）

○沙羅双樹クリーム、サフランオイル、サフランクリームを使い始めて 2 ヶ月が経ちました。
沙羅双樹クリームは肌馴染みが良く徐々にサラッとする感じで使い心地が良かったです。サ
フランオイル、サフランクリームはしっとりスベスベになります。良い商品をありがとうございま
した。また、宜しくお願い致します。(5 月 2 日、T さん）

○サフラン·クリームは安いのに、浸透し次の日の朝もちもち 敏感肌なので頻繁に化粧直しし
ませんが、ひとつはポーチに入れて血色欲しい時に頬や唇に塗ります♪
長期的にはニキビ跡に塗り込んでシミにしない （6 月 30 日、P さん）
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○さすがサフランロードさんのサフラン。ずっと愛用させて頂いています。とても質が良く安心し
て毎日サフランティーにしたりと取り入れております。香りが良く色が綺麗に出て、とても癒さ
れます。サフランロードさんのサフランシリーズは病みつきです(*^-^)（6 月 28 日、Y さん）
○沙羅そうじゅクリームの匂いと使い心地に癒されてます。サフランクリームと一緒に使ってま
す。少しシミが薄くなったような気がします。これからも使い続けたいです。(4 月 17 日、H 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）

○サフランクリーム。これ太字にしたいくらいですが、本当にシミが薄くなってきまし
た！2 ヶ月くらい毎晩寝る時や昼間もこまめにつけていますが、あれ？なんか目立たな
くなった？とビックリ。こちらも手放せません。（9 月 21 日 I さん）

○サフランタイラムですが、キャップがオレンジ色のワンタッチキャップ（前はねじ蓋
式でロールオンタイプでした）に変わっていました。 片手で開閉できるのですっごく
使いやすくなっていました。（9 月 17 日 K さん）

○サフランデュークリームを塗るようになって顔が締まって皺もうすくなって若返っ
た気がします。アシュワガンダとの相乗効果だと思いますがとっても嬉しいです。（9
月 13 日、O さん）

○サフランはお気に入りで、毎日送って頂いたシナモン&カルダモンと一緒にサフラ
ン・ティ飲んでいます。とにかく香りが良いです。綺麗なサフランの色も気持ちが落ち
着き癒されますね～。今までのハーブティの出番がなくなってしまいました(笑) この
前「おいしいサフランライス・プディング」の作り方を見て、早速バスマティライスを
買いに行き作ってみました。ゴアミルクはないので普通のミルクでしたが、温かいま
ま・冷してと美味しく頂けました。次はサフランライスに挑戦してみます 最近送って
頂いたサフランクリーム・サフランデュクリームも香り良く肌の調子が良いようで気に
いってます。 身近の人からインドパワーを感じる色々な物をオススメしてます。（9
月 1 日 O さん）
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○サフラン・タイラムは、ずっとガサガサして治らなかった肌荒れの箇所が数回の使用
で落ち着いて綺麗になってきました。 （7 月 30 日、O さん）

○先 サフランクリームも、かなり優秀です!ほんの少量ですごくのびます。つけてしば
らくすると、お肌が明るく、血色良くなり、朝までしっとりです。シミが薄くなること
を期待して、こちらは夜のお手入れに使っています。（7 月 4 日、F さん）

○ サフランタイラムは夜に使っています。よくあさはだがもっちりふくらんでいます。
テクスチャーは、こっくりしていてしっとり感が特に冬に合いますが、夏でもエアコン
の乾燥から守ってくれる気がします。（6 月 27 日、Ｋさん）

○ サフランクリームとっても良いです。肌にツヤが出てシワが薄くなってきた気がし
ます。 ハーブも全種類の相乗効果で体調が良いです。（6 月 21 日、O さん）

○イタリアに１月から３月初めまで行っていて(荷物減らさなくてはいけなかったた
め)サプリ持参できず。空気が乾燥していて、小ジワが日々目に見えて増えていき焦り
ました。帰国してサフランロード生活復活！沙羅双樹たっぷり、サフランデュでカバー、
小ジワも少しづつ回復！ツヤがでてふっくら。鏡を朝見る時自然に笑顔になります。あ
りがとうございます！（４月５ 日、Ｈさん）

○サフランタイラム、以前購入した物がなくなって依頼、アビヤンガオイルを使ってい
たのです。サフランタイラムの方がさらっとしているのですね。久々に使って違いを実
感。でも、朝起きた時の肌のむっちり感はどちらも凄い、（12 月 15 日、K さん）

○前回お願いした、サフランタイラムは肌馴染みが良いうえに、少ない量で朝起きると
もっちり、しっとりしています（12 月 4 日、K さん）

○カトラミデがメインの注文でしたが、サフランデュークリームを早速塗ってみたら…
…良いですねぇ(笑)自然な感じの良い香りでベタベタせずしっとりします。これもお気
に入りになりそうな予感です。（10 月 21 日、M さん）

○サフランクリームはシミが薄くなったような気がします。ハーブも合わせて飲んでい
るせいか肌のトーンが白くなりお化粧、お手入れなど時間をかけず楽になりました。
（8
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月 25 日、T さん）

○サフランクリームなんですが、現在それを、リップのかわりにしています。私はくち
びるが弱いようで、年中リップを塗っていたいのですが、どのリップでも、くちびるが
白くなり、皮がめくれるので、困っていました。最初顔に使っていた、サフランクリー
ムですが、赤い色がつくし、くちびるにもどうかなと試したところ、ほぼ皮向けしなく
て、黒くなりやすいくちびるが今年はまだきれいなんです！なので、完全にリップにな
りました（笑）インドグッズ大好きです。これからもいろいろと試していきたいなと思
います。（7 月 28 日、M さん）

○前回、サフラン・クリームとオイルを購入しました。少しずつシミの部分に塗り込ん
でいます。以前よりシミが薄くなってきた様です。（6 月 7 日、T さん）

○前回は沙羅双樹クリームを同送して頂きまして有難うございました。花粉で肌が反応
してしまうこの時期、沙羅双樹クリームとシャタクリー ムとアロエジェルに助けて頂
きました。サフランタイラムも使用し始めて３か月、お肌がモッチリして綺麗になって
きました。何がどのように効いて効果がある のか分かりませんが、インドのスキンケ
アにちょっと感動しています。（4 月 18 日、Ｈさん）

○サフランクリームとサフランタイラムにデュークリームの代わりにナイトクリーム
を夜、寝る前に塗って寝ています。（真っ赤になるので、大きなマスクをして）肌がモ
チモチして、少しハリが出てきた様な気がします。ナイトクリームをデュークリームに
変えて使えるのを楽しみにしています。宜しくお願いします。（3 月 24 日、S さん）

○サフランロードさんのサフランは本当に品質が良いですね、香りが豊かですし。寒い
夜にゆっくり飲むと芯から身体が温まります。（12 月 21 日、K さん）

○サフランデュークリーム、香りもほのかで肌にすーっと馴染んでいき、使い心地良か
ったです（12 月 7 日、H さん）

○また、SaffronCream もとても気に入りました（6 月 8 日、M さん）

○今年は、肌が乾燥しやすく、いつもより多めにクリームをつけたので、吹き出物が出
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来てしまいました。 そういう時には、サフランクリームです。吹き出物にも安心して
使えます。 乾燥対策と吹き出物対策の両方できます。 口の近くに出来た吹き出物は、
赤見も取れて、目立たなくなりました（3 月 31 日、H さん）

○サフランデューは クリームなのに肌がべたつかずサラサラ でもしっかり保湿し
てくれて シワに効きそうです（2 月 9 日、H さん）

○サフランクリームは、他のお客様の感想に書いてある通り、皮膚の状態が改善され、
素晴らしい商品です。それは、今回注文を致しましたサフランオイルにもいえることで
す（1 月 24 日、I さん）

○サフラン・デューは沙羅双樹クリームの次に使っています。 今は乾燥がひどい季節
なので、二つを一緒に使うと、おなしっとりする気がします。 私の肌を見て、家族も
注文をしたいと言ったので、まとめて注文させて頂きました（1 月 20 日、A さん）

○サフランとシナモン、すごく良くて毎日のようにサフランチャイを飲んでいます。 サ
フランティーは寝る前に、カルダモンとグローブを少し入れて飲むのが好きです。 色
がとても綺麗^ ^（1 月 20 日、T さん）

○サフラン・クリームとサフラン・タイラムはとても良いようです。 サフラン・タイ
ラムとサフラン・クリームをまぜて夜顔にしっかり塗布して寝ます。 朝は顔がふっく
ら、小じわがめだたないような気がします。 主人の背中は乾燥で（透析をしているの
で）、アビヤンガ・オイルにサフラン・クリームを混ぜて背中にお風呂上り塗っていま
す。 かさぶたの治りが良いようです（1 月 17 日、Y さん）

○サフランデュー・クリームを使って次の日から、肌の色が明るくなり張りが出てきて
驚きました。それ以降ずっとお世話になっています（＾∇＾） サラッとして、肌にす
ごく合うので使いやすいです、ありがとうございました（1 月 15 日、K さん）

○前回注文したサフラン・タイラムとサフラン・クリームがとても良いです（1 月 11
日、Y さん）

○秋口までは沙羅双樹クリームで問題なかったのですが、湿度が低くなるに連れ目の回
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りなどがヒリヒリするようになり、困っていました。 そこでクリームに、サフランタ
イラムを 3～4 滴混ぜて使ってみたら、もうバッチリ！！こころなしか、ドライアイの
症状も緩和したようです。 本当にアーユルヴェーダって、すごいですよね！（12 月 3
日、S さん）

○小包からはサフランの香りが漂いしばし幸福でした（11 月 27 日、I さん）

○サラクリームもしっとりして肌の乾燥も防いでくれとてもお気に入りです（11 月 25
日、F さん）

○昨夏に買った日焼け止めのサフランクリームですが、真夏の日光にはあまり効かず、
ひりひりしましたが、冬の光にはちょうどよいのではないかと思っています。 栄養ク
リームのようなつもりで使いたいと思います。サフランクリームは日本では考えられな
いインドならでは感触ですが、あっという間に使いきってしまいましたので、アンコー
ルです。 赤い色が肌にしみ込んでいく感じがとても不思議です。保湿力もあるようで
すし、肌が元気になる感じもします。 先日友人に肌がきれいとほめられました（11 月
25 日、O さん）

○サフランクリームはこれから乾燥の季節なので、必需品です。唇の荒れには、今まで
使ったどのリップクリームやオイルより効いてます（10 月 25 日、S さん）

○サフランクリームは真っ赤でビックリ！ サフランオイルとクリームと沙羅双樹クリ
ームで、翌朝お肌がすべすべになりました（10 月２2 日、I さん）

○サフランデューは朝、洗顔すると肌が柔らかく、良い感じです（10 月 5 日、K さん）

○先日購入したサフランデュークリームはとても気に入りました。 暑い時期のため初
めはべたつく感じがしましたが、使っていくうちに肌が若返っていくように思います。
元気になっていくようです。なくなりそうなので追加注文しました（9 月 9 日、H さん）

○サフランも毎日お茶として飲んでいます（９月４日、Y さん）

○サフランなどのは昨日着いたばかりで１回だけですが気に入りました！
（8 月 22 日、
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S さん） ○昨日の夜さっそく、サフランタイラムとアロエジェルを使ってみたら、皆
さんのコメント通り本当に肌が違う感じで、これからが楽しみです（７月２日、Ｓさん）

○おまけのサフランでサフランライスを初めて作りました。美味しかったです。本物の
サフランライスを食べたのは初めてです。香りがいいですね。ありがとうございました
（６月１４日、Ｓさん）

○サフランティー、だんだん良さが感じられるようになった気がします。味、というよ
り、飲み心地がなんともいえず安まる感じがします。購入してよかったです。 しばら
く飲み続けてみます。 いつも良い品物を購入させていただきありがとうございます（５
月１０日、Ｔさん）

○サフランデューは、手に馴染んで気持ちいいなと思いました（２月２１日、A さん）

○サフラン・クリーム、実はわたしのシミが みるみる薄くなってきたので、母にプレ
ゼントしたのですが、使い始めてすぐに効果を実感したようで、今回は母からのリクエ
ストでまとめ買いです。笑（２月２日、N さん）

○サフランタイラムは私のフェイシャルマッサージオイルや美容液として 朝晩の洗顔
後のお気に入りのオイルになりました☆ 浸透性自体はあまりないのですが、今まで使
用している美容液を付けた後皮膚の表面の保湿としてサフランタイラムを付けマッサ
ージしサフランクリームを付けて夜そのまま寝ますと、朝皮膚が乾燥せずもっちっとし
ていて嬉しいですね。 朝も夜とサフランタイラムでフェイシャルマッサージをしたあ
と、サフランクリームを付けお化粧しますが、乾燥しないでしっとり保湿された状態で
ファンデーションが付けられるのでとても助かります。 おかげで法令線も薄くなり、
こちらの数々のアーユルベーダハーブを毎朝摂っているせいもあるのか年齢より若く
見られるようになりましたよ＾＾体力も去年より格段にアップしました！ サフランク
リームは最初、エスニック料理のハーブのような香りがして化粧品としてつけるのに抵
抗があったのですが、それ以上に保湿としても効き目が凄かったので、今では全く気に
ならなくなり、特にリップクリームの変わりとして愛用しています。冬に乾燥する唇は
今年は全くなく潤っています＾＾ シミも消えてくれたらいいな?と思いながら使用し
ています。 ゼロにはなりませんがサフランクリームを使用してから薄くなったような
気がします（１月２２日、O さん）
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○こんにちは。すっかりインドのクリームと目薬のファンになってしまいました。また
よろしくお願いします（１月１６日、Ｋさん）

○サフランデュークリームは使った感じは、濃厚な感じで、伸びがよく肌によくなじみ
しっとりします。塗って時間が経ってもしっとりしていてベタベタもしないので、今回
また購入いたしました（１月１１日、Ｗさん）

○おまけが嬉しい。 マイソールの石?はもちろん（小さいサイズは旅行用に最適）、
紅茶やオイルも使うのが楽しみです。 それからサフランまで！ 立派なサフランです
ね。パエリアをつくろうか、スープに入れても良いし。悩んじゃいます。 そうそう、
サフランタイラムを使ってから、生理痛が軽くなりました。使い始めてから、急に楽に
なったので、おそらくサフランのおかげだと思います。どうもありがとうございました
（１月１０日、U さん）
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