沙羅双樹クリームのご感想

〇沙羅双樹クリーム、好きな香り。つけた瞬間サラッとしてしっとりします。今はオーダー出来
ないので残念。(3 月 1 日, N さん)
〇沙羅双樹クリーム、お化粧水+クリームの役目。本当に水分が出てくるので、お化粧水とし
て使えます。そして、クリームをぬると、この沙羅双樹クリームだけでお化粧水とクリームの役
目をしてくれる。便利。(1 月 16 日, M さん)
〇沙羅双樹クリームは不思議な質感のクリームで、天然のモノだけで作られている感じがし
ます。カイラシュ・クリームを愛用していますが、こちらも好きです。肌にピタっと密着して、塗っ
ているというより、皮膚になった感じ。少しスーっとするので、痒みがある箇所にも良かったで
す！(10 月 23 日, S さん)
〇我が家では「魔法のクリーム」とよんでます！ちょっとした傷や痒みなどはカイラッシュクリ
ーム。火傷や皮膚の悪化した状態は沙羅双樹クリームと別けて使用しております。我が家の
ワンコが皮膚病になり沙羅双樹クリームをつけたところみるみるうちに改善！毛が抜け皮膚
が見えていた状態が今では毛も生えてきています。母や知人の火傷にも効果覿面でした。な
いと困るクリームなので冷蔵庫に数個常備しています。(9 月 26 日, Y さん)
〇沙羅双樹クリームを出来物に。こめかみの辺りに小さなつぶつぶの出来物が治らなくてマ
ジュさんが塗ったら無くなっていたと言うので試してみたらほぼ今無くなって気にならなくなり
ました。最初匂いも独特なのでうーんと思ってましたが慣れてきたら清涼感があっていい感じ
です。ありがとうございます（4 月 12 日、A さん）
〇白ニキビが…！ 乾燥に悩まされてサフランタイラム、サフランデュークリームと一緒に沙
羅双樹クリームを購入しました。ずっとなくならない白ニキビが 2 つ、使い始めて 1 週間も経っ
たかな？と言う時点で気づいたらなくなっていました。感動です！ 使い心地は少しスーッとし
ます。 テクスチャーはカイラシュクリームのような感じです。サイズが小さいのですぐになくな
ってしまいそうです。（3 月 4 日、Ｇさん）
〇沙羅双樹クリーム切らせません。すーと肌に馴染んで肌に気持ち良いクリームです。分離
してできた水もしっかり使っています。（2 月 25 日、Ｍさん）
〇サフラン・クリームお気に入り。始めの頃は、沙羅双樹とカイラシュクリームのセットで使っ
ていましたが、沙羅双樹とサフランクリームに変えたところ、保湿の効果が一日中持続してる
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のと、肌の内側からの潤いをとても実感してます。今後も使い続けて行きたいです。（2 月 22
日、Ｍさん）
〇沙羅双樹クリームは保湿力スゴイ。初めて購入しましたが、保湿力が良くビックリしました。
日によって目の周りに多少ヒリヒリとしみるときもありましたが私的にはさほど問題ない使用
感でした。（2 月 5 日、Ｒさん）
〇母や妹にもシラジットなどを渡し、とても喜んでおり、一緒に注文させてもらっています。母
はカイラシュクリームで外反母趾の痛みが消えたり、口角にできていたデキモノが、沙羅双樹
で消えたととても喜んでいます。感謝申し上げます。（1 月 27 日、Ｎさん）
〇長年苦しんでいた手湿疹に、沙羅双樹クリームが大変効きました。サンダルソープも親子
で気に入り、我が家の必需品になりました。リピート注文させて頂きます。よろしくお願い致し
ます。（1 月 26 日、Ａさん）
〇２回目の利用です。今回は乾燥肌対策にレビューを参考にいくつか注文させて頂きました。
顔全体に粉をふく肌の乾燥で、手持ちの美容オイルやクリームなどを重ねて塗っても効果が
なく困っておりました。今は夜お風呂あがりに沙羅双樹クリームを付けた後、サフランデューク
リームにサフランタイラムを 3 滴混ぜてしっかり顔全体に塗ります。朝は洗顔後、サフランデュ
ークリームにサフランタイラムを 1 滴混ぜて塗り込みます。数日続けたら顔の乾燥が劇的に
改善しました。ファンデーションを塗りやすくなり感謝しています。また、ずっとなくならなかった
2 つの白ニキビが沙羅双樹クリームを付けていたらあっという間に綺麗に取れました。期待し
ていなかったので驚きです！ サフランロードさんがなかったら今頃もカサカサのお肌だったと
思います。嬉しくてお伝えさせて頂きました。（1 月 23 日、Ｋさん）
○沙羅双樹クリーム保湿潤い継続。ハーブ独特の香りがします。乾燥肌が潤い継続し、
肌にツヤが保たれます。（1 月 20 日、Ｎさん）

○沙羅双樹クリーム使いたくなる。ちょっと変わった臭いがしますが、肌にすっと馴染
む感覚が好きで使っています。お陰で今年の冬は乾燥知らずです。（1 月 14 日、Ｍさ
ん）

○沙羅双樹クリームすごいです。久しぶりに母にあったら、肌が綺麗だけど、なんかし
た？と。。え？何もしてないと答えましたが、いえいえ、、最近のスキンケアは沙羅双
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樹クリームのみでした。ケアはシンプルで長持ち、香りは独特だけど私には合ってるみ
たいですー！ ありがとうございます！（1 月 2 日、Ｈさん）

○沙羅双樹クリーム素晴らしい。元々顔が敏感肌で吹き出物も出やすく、オーガニック
系の化粧品などを使ったりしていたのですが肌の状態はいまいちで、そんな中、沙羅双
樹とカイラシュクリームに出会いました。使い始めて最初、吹き出物が多く出てビック
リしたのですが、好転反応だったようで二週間ほどで落ち着き、その後はみるみる肌が
改善されて毛穴も小さくなりとても綺麗になってきてて、日々鏡を見るのが楽しみです。
この二点でのシンプルなお手入れだけですが、リフトアップ、シワにも効果を実感して
ます。 他にも、ヘルペスにも効果ありでした。本当に万能で、もう手放せないです。
（12 月 29 日、Ｍさん）

○前回はおまけの沙羅双樹クリームをありがとうございました m(_ _)m 前回のクリー
ムはかなり水分の多いクリームでしたね(^^; でも、それはそれで滑らかで使いやすか
ったように思いました。（12 月 28 日、Ｈさん）

○沙羅双樹クリーム保湿力素晴らしいです。カイラシュクリームと併用していますが、
肌が滑らかになりました。また吹き出物が出やすく、顔に痒みもありましたが、こちら
を使って治りました。冷房暖房で乾燥してカサカサになっていましたが、今は全く気に
なりません。リピート確実です！（12 月 21 日、Ｎさん）

○沙羅双樹クリーム、肌がピーン。ネーミングで気になり購入(笑) クリームが容器の
中で分離してましたが、水分→化粧水に。クリーム→下地代わりにぬってみたところ、
凄く肌がしっとりもっちりして、ピーンとなる感じがします。夏から使い始めたのでこ
れからの真冬の乾燥に勝てるかはまだまだわかりませんが、使い続けてみようと思いま
す。分離するのは自然な証と思っています。(11 月 21 日、N さん）

○沙羅双樹クリーム 1 年中使えます。クリームを敬遠されている方にも、塗った感触
は軽くて、程よく保湿されていて、化粧水がいらない程です。洗顔後これを薄く塗るだ
けで、夏も冬も気持ちよく過ごせています。（11 月 20 日、M さん）

○カイラシュ・クリーム常備薬。洗顔後、沙羅双樹クリーム→こちらを使用しています。
独特な香りですが、化学的なものではないので気になりません。
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虫さされ、火傷、擦り傷、乾燥肌に使用しています。（10 月 29 日、K さん）

○沙羅双樹クリームツヤがでます。初めて使う時は変わったクリームだと思いましたが、
顔にすり込むと少しの量でも艶が出てびっくりしました。お試しで買いましたが、次は
もっとたくさん買おうと思います。（10 月 16 日、K さん）

○沙羅双樹クリーム。独特の香りがします。肌がしっかりしてきました。つけた直後は
テカテカしてけど、ベタつく事なく肌のキメも整ってきた感じです。（10 月 12 日、N
さん）

○沙羅双樹クリーム。傷の治りが早いです。足に少し大きな傷をしてしまったのですが、
沙羅双樹クリームを塗って 1 週間、膿むこともなく治りました。
それに皮膚の痒み、炎症にも使用しましたが、変な市販の塗り薬を使用するより、断然
良いと思います。（9 月 22 日、N さん）

○カイラシュ・クリーム。沙羅双樹と一緒に愛用。私は超敏感肌な為、電動シェーバー
が使えません、T 字カミソリです。ヒリヒリと痛みが強い時は沙羅双樹と合わせて使用
しています。塗った後はベタつかず潤いが保たれるので冬の乾燥した肌にもぴったりで
す！痒みや虫刺され、火傷、切り傷等々毎日使用しています、残量が少なくなると不安
になるので次回は大容量の 230g を購入する予定です！（9 月 20 日、V さん）

○先日注文したものが届き、二種類のクリーム（沙羅双樹クリームとカイラシュ・クリ
ーム）をはじめて使ってみました。アトピー肌で、なかなか合うものがないのですが、
ものすごーく良かったです！小さいサイズだったので、無くなる前に追加で注文しまし
た！まだ 2 日目なのに、薬も効かずなかなか治らなかった手湿疹も良くなりつつありま
す。手元にあるものが無くなる前に、こちらに届くことを祈ってます。。笑
これから愛用させて頂きます♪ （9 月 19 日、A さん）

○沙羅双樹クリーム。いぼが取れるという記事を見て､首いぼが悩みの私はこのクリー
ムに飛びつきました。しかし使い出してしばらくして発疹が出たのです､それは意外に
クリームが小さかったので、追加に三個セット注文した後でした。しょうがないなぁと
しばらくは足の裏の魚の目に塗っていました､それは取れませんでしたが、もう一度首
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に塗り始めたら発疹は出なかったので､気長に塗っています、夏は冷蔵庫に入れておく
と分離した水も気持ちよく塗れますね。
そろそろ半年くらいかな～？毎晩塗るようにして、結果いぼが取れた～までは行きませ
んが､増えてないしもしかしたら減ってる？という感じになってきましたよ。首いぼに
いいと言われるありとあらゆるモノを試したので､この値段でこの効果だと、とてもい
いものだと思いますね､私の首いぼも 10 年以上のモノなので一年くらいはかかるだろ
うと割り切ってます。分離しちゃうのが惜しいですね。（9 月 8 日、A さん）

○沙羅双樹クリームを使いはじめて半年が経ちました。頬にあったイボのようなものが
小さくなり、ほうれい線も薄くなってきた感じです。そして使う度にスーっとした匂い
に癒されてます。お肌の調子が良いのでずっと使い続けたいです。
今まで高い化粧品を使ってたことが馬鹿らしいと思います。サフランロードさん、良い
商品に出会わせてくださってありがとうございます(^-^)（8 月 17 日、S さん）

○沙羅双樹クリーム。とても落ち着く香りでした。
水分との分離が凄くて驚きましたが、分離した水分も一緒に肌に付けてました。
カイラシュクリームとの差は私には香り以外感じられなかったので、たまに香りの為に
購入しようかなと思いました。（8 月 14 日、Y 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）

○沙羅双樹クリーム。初対面はビックリのクリーム。届いた時は正直、これは大丈夫な
ん?でしたが使っているうちに肌にすごく馴染む。匂いも最初はやや抵抗がありました
が、暫くすると匂いは消えます。冷蔵庫に入れて使ってます。今の時期はひんやりで最
高（8 月 13 日、S さん）

○沙羅双樹クリーム日焼けた肌に。お風呂上がりや洗顔後に薄く塗り込むだけで良いも
のです。自分の好きな香りで、何ら肌に負担をかけません。男性にも良いクリームです。
特に冬に重宝するように思います。（8 月 11 日、H さん）
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○オーダーした沙羅双樹クリームとカリラッシュクリームも肌に合い使いやすいです。
（7 月 30 日、M さん）

○沙羅双樹クリーム リピート決定のクリームです。上に浮いている水も化粧水のよう
に使えるし大変効果があるクリームです（7 月 30 日、M さん）

○沙羅双樹クリーム 首の 細かいイボが、なくなりました。アーユル 流石です。たく
さんの ギフトも ありがとうございました。（7 月 27 日、I さん）

○クリーム（カイラシュ・クリームと沙羅双樹クリーム）とても爽やかで気に入りまし
た。家族で使っています。（7 月 17 日、S さん）

○寝る前に沙羅双樹クリームのあとに滋養ナイトクリームまたはサフランクリームを
塗っています。沙羅双樹クリームは塗ると肌にスーッと馴染んでいきます。目元にあっ
たイボがなくなりました。なくてはならない商品です。（7 月 16 日、Y さん）

○沙羅双樹クリームは私にはカイラシュ·クリームとの差が感じられなかったのですが、
香りはとても良いです。（7 月 8 日、Y さん）

○沙羅双樹クリームはカイラシュ·クリーム。との違いを知りたく買いました。此方の
方が、ステロイドの副作用で出来たイボ？には、
早く効く感じがします。ただ、樟脳の匂いが気になるかも。私は好きで大丈夫ですが。
（6 月 26 日、O さん）

○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）

○沙羅双樹クリームは万能薬ですね。蚊、毛虫に刺された時も、火傷の時も、吹き出物、
擦り傷などの時も何にでも塗っています。すぐに治ります。 最近は、化粧水の後にも
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塗っていますが、肌にとても張りが出てきました。小じわが目立たなくなってきまし
た！びっくりです！（4 月 25 日、S 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）

○86 歳の祖母に沙羅双樹クリームをあげたらたいそう気に入ったようで、リピートを
おねだりされました。下手したら 30 歳の私より肌年齢ピチピチな祖母、喜んでくれて
嬉しいのでまたほかのものも勧めてみようと思います。病院はしごの薬漬けより、自然
のものの方がなんだか心落ち着く気がします(3 月 11 日、M さん)
○今年の冬は手足がものすごく乾燥して、ひび割れができているので、沙羅双樹クリー
ムとても重宝しております。(12 月 19 日、K さん)
○前回注文した沙羅双樹クリーム、足の指の皮が剥け、痒みも出てきて水虫!?︎と心配 に
なった時にお風呂上がりに塗ってみたところ、数回で症状が改善されました。 おか げ
で病院へ行く事もなく治ってしまいました(病院へ行く必要がなくなってしまったの
だ結局、水虫だったのかは不明ですが...)。(11 月 25 日、E さん)
○沙羅双樹クリーム、水分がビニール袋の中に出ていましたが化粧水として顔や肘、膝
にも!使ってみました。とてもよかったので、、また次回は一個だけではなく、いくつ か
注文しようと思います。(11 月 9 日、I さん)
○前回買ったクリーム等がなかなかよかったのでサプリも試してみたいと思います。よ
ろしくお願いします。※前回沙羅双樹クリーム、カイラシュクリーム、サフランクリー
ム等お買い上げ※(10 月 8 日、S さん)
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○母は沙羅双樹クリームでシワが減ったように感じます。すごい効果です!(10 月 7 日、
H さん)
○乾燥肌で ”夏にシャタ・ドルタ・グルタムは重いかな?” と思いながら、水で濡 れ
ている状態で少量を夜だけつけていまいた。 ミルクの香りがなかなか良いです。吹 き
出物もなく、気が付けば長年開いたままの鼻の毛穴が少し閉じつつあります。年齢肌 と
諦めていたけれど洗いすぎや乾燥があったのだと思います。 イボなら沙羅双樹のク リ
ームの方が効きそうです。 傷にはカイラシュ・クリームを多めにつけてカットバン を
して寝ると軽く塞がり助かっています。シャタ・ドルタ・グルタムは秋冬にも付けて い
きたいと思います。(9 月 12 日、S さん)
○アトピーで困っていたのですが、先日購入させていただいて肌荒れと痒みが嘘かのよ
うに消えています。本当に感謝いたします。(8 月 6 日、T さん)前回サフラン・クリ
ー ム、シャタ・ドルタ・グルタム、沙羅双樹クリームをご購入。
○沙羅双樹クリームに感動し、さらにサフランクリームでビックリ!肌弱・スッピン五
十路女に初めてスキンケアの喜びを味あわせて頂きました。(6 月 29 日、H さん)
○顔のプツプツに沙羅双樹のクリームが効いたので、クリームが終わると困る母に頼ま
れて注文します。私も 1 つ小さなプツプツ取れました。(5 月 15 日、S さん)
○先日沙羅双樹クリームを購入しました。口コミには良い感想ばかり書いてありますが、
譲り受けて頬に塗ったら次の日、頬が腫れ上がりかぶれました。パンパンに赤く腫れて
医者に行くことにしました。コメントは良い事だけではなく、悪いことも載せるほうが
いいかと思います。(3 月 26 日、K さん)
○沙羅双樹クリームは花粉による顔の痒みが使用しない時とでは段違の差が ありま
す。さっぱりした使用感で物足りなく感じますが、スキンケアに 欠かせないものに な
っており、自然に足裏にまで塗るようになっていました。 皮膚の固いところは柔 らか
くなり、イボも柔らかくなってきました。 黄ばんでいた足の爪もキレイに変化 してき
ていて...何の期待もなく使用し始め ましたが、長年諦めていたことが改善さ れてい
くので日々、ささやかな幸せ を感じています。(3 月 25 日、T さん)

8

沙羅双樹クリームのご感想

○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)
○沙羅双樹クリームは、塗ると翌朝肌がピンと張ってツルツルになるので、手放せアイ
テムとなりました。(2 月 26 日、K さん)
○アーユルヴェーダは本当にすごい。高級なコスメは要らないですね。 沙羅双樹とカ
イラッシュがあれば、お肌はいい感じ。(2 月 3 日、S さん)
○現在、抗癌剤治療中、副作用で手足の末端と顔が黒く変色しました。担当医師に「ど
うしたらこの黒みが取れますか?」と質問したら、
「残念なことに、効く薬が有りませ ん、」
と云われ、いろんな薬を試しましたが効果なくあきらめておりました。ところが 白檀
の粉を顔に塗りそのあと、カイラッシュクリームと沙羅双樹クリームを付けていた ら
以前のように肌色に戻り感謝しております。(1 月 29 日、T さん)
○沙羅双樹クリームは乾燥した手に塗っています。市販のクリームだと痒くなるのです
が、全く痒くならず、べとつかないので重宝しております。(1 月 14 日、N さん)
○ サフランタイラム、アロエジェル、沙羅双樹クリーム、カイラシュクリーム、この 4
つがすごく相性が良く今使ってます。肌あれがひどく化粧品は何も使わないようにし
てましたが乾燥で肌の修復がうまくいかないらしく困ってました。そこで色々気になっ
たものを頼んでみたところ、私にはこの 4 つが相性がよく、その時の気分により組み
合 わせて使っています。ニキビはなくなってきたし、さらさらした肌ができあがって
きて 嬉しいです。(12 月 6 日、K さん)
○ひとつ嬉しい報告があります。首にイボが複数出来てしまったので、沙羅双樹クリー
ムを塗っています。一つは 1 カ月もしないうちに取れて、先日もう一つ取れました!(5
カ月くらい)全部取れるように頑張ります!(12 月 6 日、M さん)
○頂きものの、化粧品のサンプル(雑誌でも取り上げられてて、すごく人気らしい)を使
ってみたら、肌がかさかさに乾燥してしまい、すぐに沙羅双樹クリ－ムでケアしたら、
次の日にはすっかり治ってしまいました!やっと自分の肌に合うものに出会えて嬉しい
です(10 月 26 日、F さん)
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○ かゆい時、私は沙羅双樹クリーム。息子のニキビにはカイラッシュクリームが効い
ているようです。（10 月 10 日、M さん）

○ 沙羅双樹クリームはさらさらしていて使い心地がよかったです。 これからの乾燥時
期にちょうど良かったです。 (10 月 7 日、N さん）

○今回は初めて沙羅双樹クリームを購入。ひと塗りして良さがわかりました！スーっと
なじむ感じと樟脳の香り、スースーするところも好きですが、皮膚に良いものが入って
いく～という感じが素晴らしいです。平家物語の一節なども頭に浮かび、なんとも素敵
な気分になるクリーム。これからも愛用したいです。（9 月 21 日 I さん）

○蕁麻疹が出た時も、沙羅双樹クリームをつけるとスーッとしてかゆみが治まります。
(9 月 15 日 M 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、小ジ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、小ジワも少しづつ回復！
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）

○この冬、沙羅双樹クリームに肌を守ってもらえて、とても助かりました。しっとりだ
けどサラッとして、香りもすっきりで、とても心地よいです。（3 月 29 日、T さん）

○沙羅双樹クリームとシャタバリを注文してから毎日使用しています。どちらが効いた
のか分かりませんが少しお肌が綺麗になったように思います。（3 月 24 日、S さん）

○早速沙羅双樹クリームを使ってみましたが、すごく良いですね！1 回目からハリが出
て、これは違うぞと感じています。また追加で注文入れされていただくことになりそう
です。（12 月 30 日、I さん）
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○沙羅双樹クリームのおかげで慢性湿疹の痒みが軽くなり、カイラシュクリームのおか
げでずっと悩みだった背中ニキビが薄くなってきました。このまま治ってくれるかも！
と思うとうれしくなってきます。（12 月 4 日、U さん）

○沙羅双樹は、肌にハリが出る感じがして、サフランデュークリームと共に気に入って
います。（10 月 28 日、H さん）

○クリームも使い小さなイボがあったので塗ってみると、小さくなっていたので驚きま
した。（9 月 13 日、T さん）

○沙羅双樹クリームは、しわに張が出てきたようです。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 月
25 日、T さん）

○今日急に身体に湿疹が出て、沙羅双樹クリームで治りました。沙羅双樹クリームを 1
つしか持ってないので、また暫くしたら注文するかもしれません。その時は宜しくお願
いします。（7 月 4 日、I さん）

○沙羅双樹クリームはかゆみが治まるので家族や友人の分も含めての購入です。最近
「なぜかあちこち痒い」という人が増えています。空気や土壌汚染の影響が大きいと思
っています。余計な添加物が入っていないので安心してつけられます。（5 月 26 日、I
さん）

○先日沙羅双樹クリームを母にわけてあげたところ、毎日イボにぬったら無くなったと
非常に喜んでおりました母とともにアーユルヴェーダの力にびっくりです、ありがとう
ございました（5 月 3 日、A さん）

○沙羅双樹クリームで、年頃の孫の、二の腕のプツプツがきれいになるようです。リピ
ートお願いが来ました。よろしくお願いします。（3 月 21 日、T さん）

○沙羅双樹クリームは毛穴が引き締まる感じが！こんな体験はじめてです。（3 月 26
日、M さん）

11

沙羅双樹クリームのご感想

○沙羅双樹クリームも入浴後か洗顔後に使います。しっとりスッキリして大好きです。
（4 月 10 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 ムとアロエジェルに助けて頂
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）

〇今回、注文した沙羅双樹クリームが敏感肌の私には、合っている様で、厚めに塗ると
肌にハリが出る様です。（3 月 17 日、S さん）

○シャタ・ドルタ・グルタムと沙羅双樹クリームともつけてみましたが、とてもしっと
りとしていて良いです！（1 月 29 日、S さん）

○前回注文した沙羅双樹クリーム、原因不明の湿疹に効き大変助かりました（12 月 3
日、I さん）

○沙羅双樹クリームはとてもいいです。子供のニキビは治るし、姪の背中の湿疹も完全
に良くなりました（10 月 5 日、S さん）

○いつもお世話になってます。 沙羅双樹クリームのおかけで肌が元気になり、今は沙
羅双樹クリームを切らしているんですが…アロエベラジェルを使わせていただいてま
す！ ニキビ跡が酷いのですが、人から肌が綺麗とよく言われるようになりました（10
月 2 日、K さん）

○お尋ねしたいのですが〜前に頂いた沙羅双樹のクリームが中身が変化してきて、水分
に粘りが来てて、クリームも形状がザラとした感じだったのがネトとしたものになり
使用していても別に違和感は無いのでそのまま使ってますが〜臭いもなく、肌にも痒み
も赤くもならないから、使い続けたいと思ってますただ、使用期限とか、保存条件とか
あるのかな? 未開封含め常温保存ですが〜（7 月 14 日、I さん）
★沙羅双樹クリームは、使用期限は 1 年と表示されていますが、 わたしが自分で使っ
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てみたところでは、1 年を過ぎてもだいじょうぶでした。 保存はインドの常温（20～
30 度Ｃ）でしています。 日本での使用期限は、実験などに基づいて実際的な期限を表
示してあると思います。 期限が６ヶ月のものは、ほんとうに 6 ヶ月を越えると変質す
るとおもいますが、 のものは、決まりなので期限を表示しているけれど、実証された
期限ではないことが多いと思います(ばるだ)

○沙羅双樹クリームはとても良かったです。火傷に効果てきめんでした。また、洗腸を
していた際、少し高温で行っていたせいか、肛門にかゆみが出て困ったことがあったの
ですが、そのときに塗るとだんだんとかゆみがおさまってきて助かりました（7 月 7 日、
H さん）

○ハーブの粉を何種類も飲んでいて、サラソージュのクリームも 使っているので、何
が効いてるのかわからないのですが 最近、目のまわりのシワがなくなってきているよ
うに思います。＾＾）（6 月 13 日、S さん）

○早速 Sala Cleam が役に立ちました。 外で蚊に 2 ヶ所刺され、プクッとはれてとても
かゆかったのが、家に帰りさっそく 試してみようとｸﾘｰﾑを塗りました。 すると 5 分も
すると、ふくらみは残っているもののすっかりかゆみがとれました。 今年の夏はこれ
で安心です。うれしいです（6 月 8 日、M さん）

○沙羅双樹クリームは、かなりの効き目があります。あごの周辺のにきび痕がきれいに
なりかけています。引き続き使用したいと思い注文します（5 月 30 日、M さん）

○沙羅双樹クリームは、すごいです！ 口コミどおり、血豆のあとは治るし、かゆみも
すぐにひくし、足首のむくみと痛みにも効きました。 つくってくださるインドのみな
さんと、届けてくださるサフランロードのみなさんに感謝します。本当にありがとうご
ざいます（5 月 25 日、I さん）

○沙羅双樹はやはり必需品です。 普通のリップクリームでは治らない口角のあれもこ
れを塗ると 治ります。 ないと不安です（5 月 14 日、I さん）

○沙羅双樹クリームですが、サラッとしているので朝用にしました。花粉症のため鼻の
頭の皮が剥けるほどなのですが、すぐに治りました！ 今日はオフィスにクリームを持
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ち込んでトイレへ行く度に塗っていたので乾燥せずに過ごせました（3 月 31 日、
M さん）

○保湿系のクリーム類は、どれも肌に優しく、その日の状態に合わせて使っています。
使い始めて半年位ですが、かなりはまってしまいました（3 月 17 日、K さん）

○今、沙羅双樹クリームを化粧下地に使っており、かなり肌の調子が良かったので(ベ
トつかず夕方になっても脂っぽくならず…重宝してます)コカムバターはどうなんだろ
う？と頼んでみました。 ちなみに沙羅双樹クリームのお陰で顔に粉が吹かない冬でし
た。初めてかも（3 月 10 日、F さん）

○実は昨日、あやまって調理中のフライパンに触ってやけどしてしまったので ここぞ
とばかりに沙羅双樹クリームを塗りました。 すぐに痛みがひきました。やはり即効性
がありますね！ これのおかげで、ステロイドとも縁を切ることができそうなので 本当
に嬉しいです（3 月 9 日、S さん）

○沙羅双樹クリーム、試してみました。本当によく効きますね。驚きました。 ちょう
ど花粉症の季節のうえ、仕事でストレスがたまり、肌がボロボロだったのですが二晩う
すく顔に伸ばしただけで、肌荒れがうそのようにおさまりました。 届いて開封してみ
たときは、水分が漏れ出していて驚きましたが（厚手のビニールでパウチされているの
で、ほかのものが濡れることはありませんでした）HP を拝見し、この水分も肌に塗っ
て有効活用しました（3 月 6 日、S さん）

○私も妹も沙羅双樹クリームが一番好きです。 夫がキッチンでちょこっと火傷してし
まった時、つけてあげたら一瞬で痛みがなくなったのには驚きです。神のお力が働いて
いるなあと思います（2 月 28 日、R さん）

○特に沙羅双樹クリームが秀逸です。何をしてもすぐに皮脂が出てきてしまう肌質なの
ですが、このクリームを塗ったら肌がしっとりして余計な皮脂が出てこなくなりました。
毛穴も少しずつですが気にならなくなってきてキメも整ってきているようです。自然な
ものなのに即効性があるのでもう少し使い続けたいと思わせてくれる素敵な商品です
（2 月 24 日、S さん）

○2 ヶ月位使っていますけど、 毛穴が少しずつ、目立たなくなってきてるようです。
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楽しみです（2 月 9 日、Ｓさん）

○9 月から使用して約 4 ヶ月、この夏は日焼け知らずでした。 夜、顔と首のイボにた
たきこむ様に塗っています。 肌がキメ細かくなり、また首のイボ（ウィルス性）のザ
ラザラは少しずつですが 綺麗になってきています。唇にも塗ってみたところ、タール
色素の黒ずみが薄くなりました。 沙羅双樹クリームは安いのにもの凄く効果が高いと
びっくりしています（1 月 31 日、U さん）

○沙羅双樹クリームが切れると肌がボロボロになってしまうので、私の必需品です。 こ
れを使っていると家族に肌が綺麗といわれます♪（1 月 28 日、A さん）

○正直、前回あまり期待せずに何気なく注文した（沙羅双樹）クリームでしたが使用感
が抜群に良くびっくりしました。 夜の保湿クリームとしてはもちろんですが塗ってし
ばらくすると肌がサラサラになるので化粧前の下クリームにもぴったりです。しかも
ちゃんと潤っているので化粧ノリも 良くなります（1 月 20 日、M 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）

○沙羅双樹クリームは、 馬油とあわせてナイトクリーム代わりにつかっています。と
ても肌の状態がいいです（1 月 20 日、M さん）

○沙羅双樹クリーム・おまけでいただいたカイラシュクリーム、塗り心地がいいです
ね！塗った瞬間、水分がジュッと出てくる感じ…日本のクリームにはない、不思議な感
覚で楽しいです。 そして、ガサガサ乾燥で化粧ノリが悪い私の肌(シャタバリのお陰な
のか、それでも例年よりはマシだったのですが)がツルツルフワフワになったのには驚
きです。 さらに、主人の足やお腹のアトピーみたいな金属アレルギーも、しっとり感
が出てきて 2 人で驚いてます。 何を塗ってもダメだったのに！（1 月 17 日、F さん）

○沙羅双樹クリームは大好きな香りで 皮膚の湿疹によいかんじです。家族のしもやけ
にも 使ってもらっています。これは一家に欠かせないものに なりそうです！（1 月 15
日、Y さん）
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○沙羅双樹クリームは日焼けで肌が乾燥し赤みを伴い荒れていたところ、これだけをつ
けたところ、吹き出物が何度か出たのですが、それが収まった後は綺麗になりました（1
月 11 日、I さん）

○早速カサカサで痒くなっていた顔に沙羅双樹クリームを塗ったのですが、痒みがなく
なりましたー。凄いです！ 今日には乾燥も解消されそうな感じです（1 月 10 日、F さ
ん）

○さっそく、アヌタイラ・カトラミデ目薬、沙羅双樹クリームを使ってみました。 ど
れもすごく気に入りました。沙羅双樹クリームは、評価が良かったので購入。 すごく
保湿力がありますね。しかもべたべたしません。持続力あり。 伸びはあまりよくない
感じがしたので、家にあった馬油と合わせて伸びやすくして 使いました。 お肌の乾燥
対策では、今までナンバーワンかも!（1 月 2 日、Y さん）

○サラクリームは擦ると私は肌に刺激あるので、優しく包み込むように使用しています。
しっとりして乾燥知らずでお気に入りです＼(^o^)／（12 月 10 日、F さん）

○ 沙羅双樹クリーム 前回使ったときに湿疹の様なものが出来、あわないのかな?と、
おもっていたんですが、少し使い続けるうちに湿疹の様なものもなくなり、しっかり保
湿してくれています（12 月 7 日、M さん）

○沙羅双樹クリーム、日本ではなかなかお目にかからないフォルムに最初は少し驚きま
したが、使ってみるとベタつかずにサラサラシットリで少しスーッとした感じがとても
気持ちいい♪ 今まで添加～無添加の色んなコスメを試して、季節によってはトラブル
続きだった敏感混合肌もフローラルウォーター＋沙羅双樹クリームのシンプルお手入
れで今のところトラブル知らずです(*´▽｀*) 当人同様わがままなお肌なのでいつヘ
ソ曲げちゃうかわかりませんが、それまではお世話になります！！(笑) （12 月 3 日、
F さん）

○先月に家に泊まりに来た母(59)は肌が敏感で、自然な化粧品しか使用できない乾燥肌
ですが、沙羅双樹クリームを使用してビックリ。塗ってすぐに感動。リフトアップし張
りがでて法令線が薄くなったと。 しかも沙羅双樹クリームのみでも乾燥しないと更に
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感動。 今回頼まれ５個注文しました（12 月 2 日、M さん）

○前回注文の沙羅双樹クリーム、夜中にかゆくて目が覚め塗りましたら、ぴったりかゆ
みがなくなり朝まで熟睡出来ました。すごーい効き目ですね。!(^^)!

（12 月 1 日、

I さん）

○沙羅双樹クリーム、とても良かったです。猫ちゃんのいぼがとれました。私の吹き出
物も早く治りました（11 月 18 日、O さん）

○沙羅双樹のクリームはとてもいいですね！ ベタベタしないのにしっかり保湿してく
れます。 お香のようなありがたい匂いも気に入りました（11 月 3 日、Y さん）

○先日送って頂いた荷物 特に沙羅双樹のクリーム…ものすごく良かったです！ うち
の母が気に入って シミが大きくなってポコポコしていたのがポコポコが気にならなく
なった！使い続けてたらシミもなくなるかなぁ?︎♪って言ってました(^^)
（10 月 12 日、
S さん）

○沙羅双樹クリーム オーガニックの化粧水の後にこのクリームのみ塗ってみました。
なんかスクラブのような触感だけど体温でのびていくのかな？ちょこちょこっとのせ
てクルクルとのばして顔全体にまわりました。張りがでますね??！すごいな、なんか他
の化粧品では無い感触の肌になりビックリ！ 冬にこのクリームだけで乾燥をしのげ
るか、楽しみです。いや?、この張りは凄いな・・（10 月 12 日、M さん）

○沙羅双樹クリーム早速使用して見ました。さらりとしていてべとつかずいいですね。
私はこのところアトピーなのか、皮膚に湿疹ができて相当かゆく大変なのです。 おま
けのカイラスクリームと沙羅双樹クリームで頑張ってみます（10 月 12 日、N さん）

○沙羅双樹クリーム、とても気に入りました。 使い始めた時は肌がごわついたので使
用をやめました。 でも皆さんの感想を読み、もう一度使ってみました。 ごわつきを取
るのに洗顔後にピーリングをしてみると、ツヤツヤの肌が現れました。 まだ使い始め
て１０日ぐらいですが、ハリが出て顔が変わってきました。 楽しみに使わせていただ
きます（10 月 12 日、O さん）
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○沙羅双樹クリームにおいと肌がきめが整う感じが好きです。 もともと化粧はしない
ので、ごま油か ココナッツオイルで クレンジングのみの生活でしたが、沙羅双樹ク
リームをそのあとにぬったり 混ぜたりして使ってます 汗荒れにききました。 すっ
きり感と満足度でやみつきに なりました。もっとたっぷり使いたくて頼もうと思った
のですが、ほかもどうしても 試してみたくて とりあえず毎月少しずついろいろ購入
する予定です。 日本では最近沙羅双樹の入ったクリームも販売していますが、いろい
ろな種の成分などが 入っていてバカ高いです。それなりにいいものみたいですが… サ
フランロードさんで 本当に良いものに巡り合えました（9 月 9 日、I 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、シラジット、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げか今
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
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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）

○前回注文しました沙羅双樹クリームですが、夜、おでこや目の周りに塗っています。
肌が少しツルツルしてきたように思いますがまだよくわかりません。。また報告します
（8 月 28 日、T さん）

○沙羅双樹クリームは肌が柔らかくなりいいですね！（8 月 26 日、S さん）

○沙羅双樹クリームがとても気に入りました!!肌なじみがとてもいいですね。朝は沙羅
双樹クリームの後にパウダーファンデを直につけてますがメイクのノリがいいです!（8
月 22 日、S さん）

○今回、沙羅双樹クリームを注しました。 何年か前にも購入したことがありますが、
アレルギーのような湿疹が出てしまいました。 購入者で合わない方もいらっしゃいま
したか？ たいていのハーブは大丈夫ですが、ニームにもアレルギーが出ます。 沙羅双
樹クリームをどうしても使いたいため、今回懲りずに再挑戦してみます（8 月 21 日、O
さん）

○沙羅双樹クリームは、なくなってからしばらく違う物を使って 荒れてしまった肌が
喜んでいます。 つけてからしばらくすると乾燥するんですが、コカムバターで補って
います（8 月 19 日、F さん）

○前回初めて注文させてもらいましたが何をしても治らなかった肌の炎症が沙羅双樹
クリームで治まったので、慌てて追加発注させてもらいました！（8 月 13 日、Ｆさん）

○沙羅双樹クリームは友人、わたし共々、吹き出物のようなものが出来たり治ったりを
繰り返しております…けれど、うっすらと出来ていた目の下の笑ジワがなくなり、毛穴
も目立たなくなっていて、肌の調子はいい様子…特に痛みや痒みがあるわけでもなく、
すぐに治るのです。 友人はベビーパウダーを沙羅双樹クリームを塗った上に叩けば、
吹き出物がマシになったと言うので、わたしも参考に試しながら、様子を見ようと思い
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ます（8 月 7 日、M さん）

○沙羅双樹クリーム 普段クリームは、つけると痒くなったり、ニキビができたりする
のですが、 沙羅双樹クリームは、トラブルも起きず肌が潤いました♪ 自然の力と、ア
ユールヴェーダ、良い品物を届けて下さる事に感謝します♪（7 月 28 日、S さん）

○さらそうじゅクリーム、カイラシュクリーム試してみたら、1 度少しだけ痒いところ
に塗っただけなのに、痒み、赤み、痛みがひき、ビックリで凄くよさそうです（7 月 28
日、H さん）

○暑い日が続いていますが、お元気ですか？ 7 月 24 日、無事に荷物が届きました。今
回は、母と犬(共に高齢)のためにブラフミーとアシュワガンダを注文しました。他の方
たちの感想を参考にして、いろいろ試してみたいと思います。 カイラシュクリームで
すが、犬の歯茎、お尻、痒がる部分(アレルギー)、そして人間の虫刺されと、大活躍で
す！本当にこれがあって良かった～!! それに沙羅双樹クリームは、汗の匂いを消すと
いうコメントがありましたが、本当に効きますね。加齢臭にはどうかしら？今度試して
みますね！ いつも、気前の良いおまけをありがとうございます。感謝してま～す！（7
月 24 日、S さん）

○カイラシュクリームですが、犬の歯茎、お尻、痒がる部分(アレルギー)、そして人間
の虫刺されと、大活躍です！本当にこれがあって良かった～!! （7 月 24 日、S さん）

○クリーム ( 沙羅双樹クリーム, カイラシュ・クリーム, シャタ・ドルタ・グルタム)
どれも湿疹によく効きました（7 月 22 日、I さん）

○沙羅双樹クリームもなんだか懐かしい香りで、塗っていてホッとします。 二の腕の
ガサガサもツルツルになりました！ これも想像以上で本当に驚きです（7 月 22 日、M
さん）

○首のあたりと手首が一週間ぐらいかゆさが続いていたのですが、一晩でかゆみがおさ
まってきました。 匂いはちょっと慣れが必要かもしれませんが、やっぱりみなさんが
言っていた通りすごいです（7 月 15 日、Ｔさん）
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○前回は、義父の湿疹でカイラスジーバンとさらそうじゅクリーム 、ニーム石鹸、サ
プリ等購入しました。 本人より、私と娘がはまりました。(原因不明の湿疹？が出て) 病
院の強い薬は嫌なので、ニームのサプリと石鹸、クリームの併用 で治りました(義父は、
病院にいきましたが) 今回、ニームの石鹸がなくなりましたので、注文いたします（7
月 15 日、S さん）

○沙羅双樹クリームは使うたびにショウノウの匂いに驚いています。 朝顔につけたら
一日中保湿されてるのがわかります。 夕方からの頬の縮緬シワが無いので続けてみま
す。 オデコのシワにきくとよいな～と思ってつけています。 今回は三個セットで沙羅
双樹クリームを買いました（7 月 9 日、Y さん）

○シャタ・ドルタ・グルタムを昨年より愛用させていただいています。 昨年からなぜ
かこの時期になると首のアトピーが悪化してしまいます。 今年は昨年より大分良いの
ですが、首にアトピーがまた再発してしまったので、 シャタ・ドルタ・グルタムが活
躍中です。 沙羅双樹クリームも荒れた肌に良いですね。平行して利用しようと思いま
す（7 月 4 日、A さん）

○子供達の乾燥肌、食べ物によるかゆみにもさらそうじゅクリームと、カイラシュクリ
ーム活躍中です。 この感じで行くと、今まで使ってきた、化学物質漬けのクリームと
ステロイドとお別れできそうです☆☆ インド凄いです！（７月２日、さん）

○沙羅双樹クリームは今回で三回目の注文です。手足に使っていたのですが、なんとな
く顔のシミに塗ってみたらだんだん薄くなってきたようです。 肌の調子もいいし多め
にお願いしました。 美白までできるのは有難いです、消えるまで頑張ってみます（６
月２８日、Ｔさん）

○妹のアトピーの皮膚に、sala cream が、気持ちいいと言ってます。 いつもは、何塗
っても"痒い"という彼女ですが、これはいい感じだそうです。 いっぱい使っていいよ。
と言いました。^ - ^では。お元気で（６月１６日、A さん）

○使用し始めて 3 日ですが沙羅双樹クリームは私の穴だらけだった指を治してくれま
した もともと汗かきですがここ数年春から首や下着の締め付けなどから痒みが始まり、
そこから両手の指が主婦性湿疹となり痛痒くなり、そこから全身にへと広がり強力なス
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テロイドの服薬以外は鎮まらないというのがこの 4.5 年です。痒いというのは本当に辛
く１日中保冷剤を張り付けての生活になるのです それが恐ろしく梅雨時からビクビク
と過ごす日々になるのです 今、まさにその時期に差し掛かりこの指の改善は希望の光
りです（６月１１日、O さん）

○沙羅双樹クリームは清涼感があって気持ちがいいので、夏のスキンケアに利用させて
いただいております。 痒みが出やすい敏感肌ですが、とても快適に使えて助かってお
ります＾＾（５月３１日、O さん）

○カイラシュクリーム、すごく良かったです！ 顔にニキビが出来やすいので、使用し
てみた所、すぐに腫れが引きびっくりです！！ 沙羅双樹クリームの方が保湿力がある
ようで、こちらを愛用しています（≧∇≦） ニキビ跡にも効果絶大ですね！ （５月２
６日、Ｋさん）

○使い始めて半年くらいになりました。 今まで使っていたジェルはもう購入やめるこ
とにしました。 サラソウジュがスキンケアのメインになっております。 自分には欠か
せないクリームです。 巡りあって幸せです（５月２３日、Ｎさん）

○さらそうじゅのクリームとても気に入りました。肌もキレイになるし数ヵ月治らなか
った大きめの腫れが１ヶ月もしないうちに治りかけてます！（５月１６日、Ｆさん）

○沙羅双樹クリーム早速つけてみました。香りもいいし、べたつかないし、まだ乾燥し
ているこの季節、とってもいい塗り心地です（４月２５日、Ｓさん）

○肌がかなり敏感なので少し不安はありますが…この季節、自分の髪が顔に触れるだけ
でも顔がかゆくなりぶつぶつが出てしまい、また手作り基礎化粧品を作ってもらいまし
たがでもダメでした。 沙羅双樹クリームに出会ってから、沙羅双樹クリームとカイラ
ッシュクリームで ずっとしのいでいました。日中はアロエの日焼け止めクリームをプ
ラスしていました（４月２２日、Ｋさん）

○沙羅双樹クリーム、子がアトピーで痒くて夜中に起きて、痒いてしまった肌に塗った
ら、 赤みと腫れが引いて寝てくれました。良い物をありがとうございます（４月６日、
Ｎさん）
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○沙羅双樹クリームはとてもいいです＾＾！！歳とともに目の下のしわがとれなくな
っていましたが、本当に目立たなくなりました。もう手放せません＾＾（３月３１日、
Ｔさん）

○沙羅双樹クリームありがとうございました。 とても、浸透して肌が、柔らかくなり
ました。顔の疲れもとれました。 これからも、愛用していきたいと思いました（３月
２７日、T さん）

○沙羅双樹クリームを待ちわびていました。 今回切れていたので、花粉症のマスクの
肌荒れと相まって肌がかさかさでした。沙羅双樹クリームは保湿効果が高いですね！つ
けると一日で肌がだいぶ回復しました♪ 私にとって必需品だと実感しました（３月２
５日、A さん）

○沙羅双樹クリームをいただいてから、お肌も元気になりました、ありがとうございま
す（３月２３日、Ｔさん）

○沙羅クリームは匂いも好きで使い心地がいいように思います。もう使い切ってしまっ
たので、慌ててオーダーしてます（３月１８日、I さん）

○「沙羅双樹クリーム」 お水もこぼさないように大切に使っています（最初開けると
きにうっかりたくさんこぼしてしまいました）。まだ 3 日目くらいですが、顔と首、手
などなど、かなりいい調子です！（３月１８日、Ｓさん）

○沙羅双樹クリームが、とても気に入りまして、再度のご注文を、お願いいたします（３
月１６日、Ｔさん）

○沙羅双樹クリーム、とっても気に入って毎日使ってます！（３月７日、Ｔさん）

○沙羅双樹クリームを使い始めてから顔全体がリフトアップしたみたいでリピートし
ました。今回は殆ど分離していなくて、超嬉しいです（３月４日、Ｙさん）

○家族で毎日使っています！この冬の乾燥対策、インドのクリーム（カイラシュ・クリ
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ーム、沙羅双樹クリーム、シャタ・ドルタ・グルタム）がほんとに良かったです。とっ
ても良かったです。在庫少なくなり、注文しました（３月４日、Ｋさん）

○日本は寒さが緩む日が続きましたが、仕事場はまだ暖房が入っているので、沙羅双樹
クリームで乾燥を防ぐつもりです。沙羅双樹クリームを使いだしてからは、乾燥でほほ
が粉が吹いたように肌荒れすることがなくなりました（３月３日、Ｈさん）

○沙羅双樹クリームは顔に二か月近く使っていますが、とてもツヤツヤになります。母
親も気にいって一緒に使っています。とてもいいので、友達にあげたりしてすぐなくな
ってしまいます（＾＾；）（２月２７日、O さん）

○今回は、とても沙羅双樹クリームが、顔の疲れが、とれましたので、もう少し続けて
みたかったので、ご注文をお願い致します（２月２７日、Ｔさん）

○以前購入した沙羅双樹クリーム、母と使っております。踵が割れなくなったし、ベタ
つかないのが気に入ったようで、また注文します。私は顔に塗ってみたのですが、口周
りにだけ、ニキビが吹き出しました。デトックスなのか、合わなかったのか、謎ですが、
出来たニキビにしつこく塗ってみております。すぐに治ってまた別のが出来ての繰り返
しです。ニキビが治ると口周りの透明感が出ますので、寧ろ良いのかと、人体実験中で
す。今回も、宜しくお願いします（２月２５日、Ｓさん）

○沙羅そうじゅクリームは、スゴくてビックリしています。主人の手の甲の荒れが気に
なり、塗ってみると、一日で正常な皮膚に。 同じく、手の甲の荒れがひどくな ってい
た、小学校 5 年の息子と、5 才の娘に塗ってみると、日に日に良くなっています。 チ
リチリする痛痒さで、タオルに手の甲を擦り付けて、余計に酷くしていた娘は、「スー
ッとして、気持ち良い。」と、うっとりしています。匂いも大好きで、落ち着くようで
す。 息子も、「塗って。」と、言ってきます。 有りがたいです（２月５日、Ｙさん）

○購入された方の感想を拝見し早速、沙羅双樹クリームとマイソール石鹸で身体と顔を
手入れを開始しましたが、肌に透明感ができて毛穴が目立たなくなり全身スベスベでい
い感じです(^^) （１月２６日、I さん）

○さらそうじゅクリームを朝夜２回顔、手、足に使っています。 毛穴がひきしまり肌
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がつるつるになるので朝起きるのが楽しみになりました。（１月２１日、Ｎさん）

○沙羅双樹クリームも家族で使ってます。ちょっとすっとした感じが気持ちよく、乾燥
したこの時期なくてはならないものになってしまいました！！（１月１９日、Ｋさん）

○沙羅双樹クリームは肌にあっている気がしています。分離しているのも全然気になり
ません(笑) 朝晩たっぷり塗っているせいか、乾燥知らずです。 良いお品を見つけられ
て嬉しいです。ありがとうございました（１月１５日、Ｋさん）

○前回お願いした沙羅双樹クリームがとっても肌に合うようで、毎晩のクリームがわり
に、また、ローズウォーターは化粧水がわりに使っていました。 数人から「お肌の調
子いいね」と褒められることも。今まであまりそのようなことはなかったので、このク
リームとウォーターのおかげだと思います。これからまだまだ乾燥が厳しい季節が続く
ので、これらがあると心強いです！（１月１２日、Ｓさん）

○まじゅさんがチャイはインドの奇跡ですといっていますが、沙羅双樹クリームの奇跡
について報告します。実は１年ほど前に交通事故にあったのです。それまでずっと田舎
を旅していて旅の疲れもあり、夜のペナンの４車線を渡りそびれたのです。その瞬間に
は次の車線に落ちてはならない、という内からの声のまま丸くなった身体がふたつの車
線の間をクルクルところがって、難をのがれることができました。連れによると、バン、
バンとあたったのは２回だそうですが、本人は夢中だから気がつかない。ひとつは白い
ブラウスの肩先に車軸のあとがくっきり、そのわりに擦り傷は軽くて、あたって割れた
のは腕時計だったので、ラッキー！ただ、もろに車体にあたったのは片ひざで、そのと
きはなんだか虚ろな感 じがして、これはまずいことになるかもと思いましたが、一晩
眠ればわかるさという連れの言葉どおり、あくる朝パンパンにふくれあがっていました。
もうはち切れそうに腫れていたのです。いったいどうしたものかと考えて思い出したの
が、沙羅双樹クリームは虫さされの腫れによく効いたという一文です。オマジナイのよ
うに持ち合わせの沙羅双樹クリームをひざに塗ってみたところ、まさかと思いましたが、
丸１日で腫れは引き始めて３日でほぼ治まりました。５日めには荷物なしでぐんぐん歩
けるようになり、１週間目には旅を続けることができました。このクリームは打ち身の
腫れに効きます。沙羅双樹クリームは実にインドの奇跡です（１月７日、K さん）

○沙羅双樹クリーム待ってました。 アトピーがひどくなった息子がシャタドルタクリ
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ームよりこちらの方が気持いいというので再度注文しました（１２月２５日、Ｓさん）

○前回の沙羅双樹クリームとカイラッシュクリームはべたつかず、香りもよくとても気
に入りました！ こまめに塗っていたら手のアトピーがだんだんおさまってきてビック
リです。 じわじわ効いてくる感じで、安心して使えます（１２月１７日、Ｋさん）

○沙羅双樹クリームは実は水とクリームが分離していたのですが、水を化粧水かわりに
使ったら肌の調子がすごく良くなりました（１２月８日、A さん）

○沙羅双樹クリームは使用していて効果がよく分かりました！ 顔に出来たイボのよう
なものも一か月も経たないうちに消えてビックリです。 化粧水の後にこのクリームだ
けでも十分なので重宝しております（１２月２日、I さん）

○沙羅双樹クリーム、ヨギソープ、カイラシュクリームは、 いつの間にか我が家の定
番になりました(*^_^*) 先日やけどをした時は、沙羅双樹クリームのおかげで 綺麗に
完治する事ができました。 本当に家族皆助かっています。(*^_^*)（１２月１日、S さ
ん）

○昨夜、沙羅双樹クリームを使ってみたのですが、 すごい気持ちの良い使い心地でび
っくりしました。 す?っと肌に馴染んでベタベタしないのに、潤う感じです。 あまり
にも効果がありそうなので、強すぎないかちょっと心配です！（１１月２９日、M さん）

○沙羅双樹はべっとりせず、さすがに変わらぬ良さですね！（１１月２９日、Ｙさん）

○評判の良い「沙羅双樹クリーム」というのも使ってみたくて取り寄せました、第二弾！
メンタムの匂いを薄めたような、個人的には大好きな匂い。くんくん 水分と分離しや
すいようで、分離した水分は化粧水として使っています。 クリームの方は、湿疹によ
く効きます。 冷えとりのめんげんで出ている足の湿疹にばっちり。 ギークリームの次
に沙羅双樹クリームを塗布。 しっとりとして痒みも治まります。 日本で言うオロナイ
ン、メンタムだと思って使えばいいみたいです。 気軽にたっぷり使えるのが気に入り
ました。 値段も手頃だし、すっかり虜です。（笑）（１１月１４日、O さん）

○サラクリーム、早速塗ってみました。 サラっとしていて使い心地はいいです。 香り
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もいいですね。 先日のギークリーム、カイラッシュクリーム、コカムバターに加え、
サラクリームも大活躍してくれそうです（１１月１３日、O さん）

○あとはサラソウジュクリームです。これも保湿効果が高いようで 乾燥しやすい箇所
につけています（１０月３０日、S さん）

○沙羅双樹クリームは、新発売の化粧品お試しをあれこれ取り寄せて使ってみた結果た
どり着いたのですが、本当にシミが薄くなり今やノーメイク（眉のみペンシル使用）で
出勤しています。サフランロードに出会えて本当に良かった（１０月２３日、O さん）

○沙羅双樹クリームは乳液のように肌にしみこむクリームではないのですが、
塗って朝起きると毛穴が目立たなくなっているのがわかります。

顔に

結構分離していた

のでがんばって混ぜました（笑）（１０月１７日、K さん）

○二度目の買い物です。 沙羅双樹クリームは付け心地が良く、家族みんなで使いあっ
という間になくなってしまいました。再注文します（１０月１７日、O さん）

○前回購入した沙羅双樹クリームには驚きました！ 銅の鍋で火傷をしてしまって、３
時間氷を当てていましたが、離すとすぐに痛くなるので、もう病院に行くしかないかと
思っていたのですが、３日前に届いた沙羅双樹クリームを思い出し、塗ってみました。
氷を離したせいで最初は痛みがひどく、指先まで痺れていて、塗っても何の感触も感じ
なかったのですが、１０分くらい経つとスーッとした感覚と共に、どんどん痛みが取れ
ていきました。 多分、今までで一番ひどい火傷だったと思いますが、沙羅双樹クリー
ムのおかげで翌日何の差支えもなく仕事が出来ました。 友人に話したところ、ぜひ欲
しいというので今回も注文します（１０月１３日、Ｔさん）

○私は今までの化粧品をやめてカイラッシュと沙羅双樹のクリームだけで過ごすよう
になりました。 その使いよさいいですねー、だからストックがないと不安です（９月
２７日、I さん）

○沙羅双樹クリームですが、前回、届いた直後に、首に単純疱疹がまたではじめました。
さっそく、つけてみたら、なんとなくいい感じだったので、その後続けてみたら、水疱
は、すぐに乾燥しはじめて、一週間後くらいには、もともと赤く、ちりめん状態だった
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肌が、きれいになりはじめました。 薬を飲まず、状態が良くなるというのは、本当に
嬉しかったです。送ってくださってありがとうございました！ 主人も、やけどや、足
の指が乾燥して、パックリ割れてしまうところなどに愛用しています（９月２６日、Ｔ
さん）

○沙羅双樹クリームは確かにみなさまがおっしゃるとおり 見た目は？と思いますが使
用感は良かったです。 肩や首こりのマッサージクリームに使用しましたが、 筋肉のこ
りが柔らかくなったように感じました☆（９月６日、O さん）

○家族で使っているのですが…みんな喜んでいます！ 母が足が腫れていたのですが…
ｻﾗｿｰｼﾞｭｸﾘｰﾑを使い始めて腫れがひきよくなってきているそうです。 私も首にイボがあ
るのですが…毎日ぬっていく塗っていくうちにイボが小さくなってきました！（９月３
日、さん）

○私は沙羅双樹クリームを知ってからは、基礎化粧品として毎朝晩使っています。 他
は何も使っていません。お蔭様で肌のくすみとシミが大分取れてきました\(^0^)/ （１
０月１日、K さん）

○ブッタのラベルのクリームは万能クリームですね。虫さされ、日焼け後、汗疹には必
ず塗ってます。市販の虫さされ薬は抗生物質が入っているせいか、肌の弱い私には強す
ぎてかぶれてしまうのですが、このクリームはスースーして付け心地もいいのに、肌は
荒れません。小さい子にも安心して使えそうです（９月１日、I さん）

○くりーむ（沙羅双樹クリーム）は。私の場合、意味の分からない手のひらの皮の剥け
る(皮膚科のセンセーは「主婦性湿疹ですね」と…ホントニソノメカニズムワカッテル
ノカナ)症状が 2 日で落ち着き、7 日で見た目ほぼ分からなくなりました。 人各々、相
性等もありましょうが、愛すべきくりーむです。 有難いです（７月２３日、Ｔさん）

○以前購入した沙羅双樹クリームが凄く良かったので再注文させて頂きます。 長年ず
っと消えなかった頭の出来物が沙羅双樹クリームでどんどん小さくなっていくのに驚
きです！ 綺麗に消えるまでもう少しかかりそうなので塗り続けようと思っています
（７月８日、Ｆさん）
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○これは良過ぎて私は何度もリピってます。 何がいいって顔に塗ると、 保湿力が半端
じゃない！ 日本で売ってある化粧品の べたつき方とはまたひと味違った べたつき方
なのですが、 水分すんごい守ってくれる感じがします。 そして、何よりも何にでも使
えます。 蚊に刺された所に塗れば、 ぴたーーーっとカユミを止めてくれ、 切り傷に
塗ればびっくりする程、 痛みが消えます。 使ってみてわかる、 自然の力。。。。（７
月１６日、Ｎさん）

○沙羅双樹クリームがもうなかったので、早く届いて良かったです。日焼け止めのサン
ダルウッド・ローションは、アトピー肌で乾燥肌の娘と過敏症の肌の私と使用していま
す。朝、化粧水の次に沙羅双樹クリーム、サンダルウッド・ローションをその次にミネ
ラルファンデーション、お粉と使用しています。肌トラブルなく使用できています。サ
ンダルウッド・ローションは香りが強いですが、好きな香りですので、大丈夫です、肌
に優しく、しっとりする感じですね（７月３日、Ｎさん）

○沙羅双樹クリームはまだ効果は見られないのですが、おでこと眉のいぼが 取れると
祈りつつ使用したいと思います。 爽快感はあなどれないし、痒みも減って来ました。 こ
ども達にも送ってやろうと思っています（７月４日、Ｋさん）

○沙羅双樹クリームは塗ってのばした後のスーッとクリーム感が水っぽい感覚になる
瞬間が好きです。あせもや虫さされのかゆみには沙羅双樹クリームの方が私には早く効
いてます（７月８日、Ｗさん）

○さっそく夕べは、アロエジェルと沙羅双樹クリームを顔のお手入れに使ってみました、
朝のはだの手触りが柔らかく感じました。皆さんが言っていたとうりです（７月１０日、
O さん）

○毎年夏は汗疹で首回りの皮膚がトラブルを起こします。 沙羅双樹クリームはそうし
た状況によく効く気がします（７月１５日、Ｎさん）

○沙羅双樹クリーム、ワキに試してみたら、気になる匂いしてないです、バッチリ効い
てます！（７月１３日、Ｗさん）

○サンダルウッドソープで洗顔して沙羅双樹クリームをつけると、翌朝、本当にすべす
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べで嬉しくなってしまいます（７月１６日、Ｔさん）

○沙羅双樹クリームすごくよかったです！ 肌がすごく元気になりました！（７月１８
日、I さん）

○沙羅双樹クリームは冷蔵庫に入れて保存した方がいいでしょうか？（７月３日、Ｙさ
ん）
★沙羅双樹クリームは、半年以上使わないときには冷蔵庫に入れての保存もいいですが、
いったん使い出したら常温の冷暗所に置いて、冷蔵庫に入れたり、出したりはしないほ
うがいいです（ばるだ）

○沙羅双樹クリームはとてもいいです。水と分離していて、ちょっと使いにくいですが、
肌がふっくらしてきました。しばらく使いつづけたいです（６月２９日、Ｒさん）

○ 沙羅双樹は体内に溜まっている毒素を排出する作用があるような気がしました（６
月２２日、Ｍさん）

○まずは沙羅双樹クリームで、ずっとかぶれていた首の赤みがひいたことに驚き、かき
むしったかさぶたも跡ものこらず綺麗になりつつあります（６月１４日、Ｇさん）

○早速、評判の沙羅双樹クリームを使っていますが、みなさんの書き込み通り、本当に
素晴らしいクリームです。最初は、匂いと塗る際の伸びの悪さに驚きましたが、手でプ
ッシュすることで、浸透し、肌が喜んでるのが分かります。私は、普段からケミカルな
ものは極力避けてきたので、毎日ローズ水と精油のクリームだけだったのですが、今は、
ローズ水と沙羅双樹だけです。化粧前も同じですが、ハリが全然違いますね(^_^) シミ
もとれてくれることを期待しながら、毎日楽しんでスキンケアしま～す(^_^) （６月１
４日、Ｎさん）

○沙羅双樹を日焼けした顔に沢山塗って寝てみたところツルツルすべすべになってい
ました！ 正直イボもないし使い道に困っていたのですが、日焼け後に効果てきめんで
嬉しかったです♪ また注文したいと思います（６月５日、Ｓさん）

○沙羅双樹クリームですが、我が家にとって、なくてはならないものになっております。
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洗顔後、これと シャタ・ドルタ・グルタムをつけると、アトピー気味の私の肌が落ち
着きます。 ただ、 沙羅双樹クリームだけだと、つっぱります。 また、去年から、小
学生の息子は夏が近づくと原因不明の発疹が出て、治るのに半年もかかり困っていたの
ですが、今年もまた、少し前に発疹が出たので、すかさず沙羅双樹クリームを塗ったと
ころ、3 日くらいで治っていまいました。そんなんで、今回は 10 個セットを注文させ
て頂きました。 ハーブに関しては、前回のメールで書いたとおり、主人がとても気に
入っていて、これを飲んでから、体がすごく動くようになったと申しております（６月
１日、Ｈさん）

○サルバターとカイラシュクリームはかなり体質に合っていた様なので嬉しいです。特
にサルバターは水分が分離してしまっているのですが、むしろこの水分だけを化粧水と
して売って欲しい位気に入ってます（５月２７日、Ｍさん）

○ サルバターとカイラシュクリームはほぼ同じ作用ですが、ニキビにはサルバター、
切り傷、火傷にはカイラシュクリームの方が効果が高い様です。匂いの強さや容器のも
れを考えると、外へ持ち運ぶならカイラシュクリームが良さそうです。サルバターの方
がより自然のもので作られているので、なるべくこちらを使用したいです（５月２４日、
Ｍさん）

○まず沙羅双樹クリーム。これはちょっとした火傷や肌の不調時に使用したときの効果
が抜群に良かったです。 個人的に製品の使用法などを調べていたところ、カイラシュ
クリームと成分的に似ているのかな？と思いましたが、使用感は沙羅双樹クリームの方
が即効性を感じました（５月２３日、I さん）（１月２１日、I さん）

○ 妹は、アトピーなのですが、沙羅双樹のクリームをつけると、「今までしたのと違
うー！」肌当たりがいいそうで、次回は、もう少し、注文しようと思いました（５月１
６日、A さん）

○前回購入したサラソウジュクリームでイボがたった２日で消えてしまい、とても驚い
ています（５月１０日、Ｆさん）

○沙羅双樹クリームはやはり気持ちいいですね。 ばるださまもお顔に使用されている
といわれていましたね！ 今年の夏は、沙羅双樹クリームとアロエベラジェルで立ち向
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かいます～（５月９日、Ｓさん）

○前に手の指（甲側）に料理中、蒸気でやけどしてしまいましたが、沙羅双樹クリーム
をたっぷり塗ると、ジンジンとした痛みが取れました。 その後も毎日数回塗ったら、1
週間後皮がぼろぼろ?けたら、きれいになっていました。良かったですよ（５月７日、
Ｎさん）

○沙羅双樹クリームが化粧水＋乳液がわりになってよかったので、リピートしたいと思
い、ついでに色々頼んでみました＾＾ （５月１日、Ｈさん）

○ 身体に溜まった水を排泄すると言われる漢方薬を飲んでいたのですが、必要以上に
水を絞り出すのが指先や顔の水分まで奪われてゆく様にシワシワカサカサだったのが、
沙羅双樹クリームの陰で、肌の艶とハリが戻ってきたようです（４月３日、Ｔ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）

○沙羅双樹クリームの使い心地が、とにかく気持ちよくて最高です。 運命的なクリー
ムと出会ったなと思っています（４月１２日、Ｋさん）

○沙羅双樹クリームですが、主人の象のような皮膚になってしまった 足の甲の皮膚も、
すごくきれいになってきました（４月１５日、Ｆさん）

○ 沙羅双樹クリームは、浸透も早く、さっぱりしていて毛穴が目立たなくなって来ま
した。 暑くなるこれからの季節には、あのひんやり感は良さそうですよね!（４月１８
日、Ｈさん）

○前回購入した商品（シラジット錠剤、アロエベラ・ジェル、沙羅双樹クリーム、オー
ガニック・ブラフミ）はどれも良かったです。身体が疲れやすく、仕事中はよく眠くな
ったりしたのですが、頭がクリアーにななり、スッキリ感を感じます。又、夜は良く眠
れるようになりました。沙羅双樹クリームも香りにびっくりでしたが、今は慣れて凄く
気に入っています(3 月 29 日、I さん)
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○沙羅双樹クリームは大好きです！長年化粧品会社に勤務していましたが、こんなに肌
のハリを実感した商品はありません!! (3 月 22 日、K さん)

○沙羅双樹クリームは以前購入し大のお気に入りなので嬉しいです。古いのと比べてみ
たら色が濃く変わってしまっていたので新しいのがきて良かったです。(3 月 8 日、R さ
ん)

○前回は何点か注文したのですが、沙羅双樹クリームがすごかったです。口角炎や吹き
出物ができてしまったところ、このクリームを塗ったら次の日には炎症がなくなり、小
さくしぼんで治りかけていました。今まで薬を塗っても何日かかかっていましたので、
驚異的な効果だと思います。原材料はシンプルですが、きっとインドの秘密の力が加わ
っているのでしょうね。たまに普段のお手入れとしても使いますが、肌が柔らかくなり
しっとりして気に入っています。老廃物も排出しやすくなるように思います。 (2 月 27
日、R さん)

○友人に勧められて使ってみたのですが、ローズウォーターの香りや沙羅双樹クリーム
の清涼感などどれも素晴らしくて感動しました（2 月 14 日、W さん)

○ 沙羅双樹クリーム、メントールのような匂いがちょっと苦手ですが、傷があるとこ
ろにつけても浸みなかったので、メントールではないのでしょうね。肌がしっとりすべ
すべになるのがいいです。(1 月 26 日、M さん)

○サフランオイル夜つけてますが、朝しっとりの少しふっくらという感じで昨年から使
い始めたサラソージュクリームとサフランオイルのおかげで肌の乾燥しらずです(1 月
12 日、I さん)

○本日、ケワダ・ウォーター到着致しました。福袋もまたもらってしまい、恐縮です。
私はカイラシュ・クリーム大ファンで、毎日使っているので、とても嬉しいです。あり
がとうございます。私はカイラシュ・クリームとサル・バターが合っていて、湿疹や肌
荒れがだいぶよくなりました。シャタ・ドルタ・グルタムは、残念ながら私には、油分
が多いようで、湿疹には合わなかったのですが、冬の肌荒れには効きます。ですが、弟
には合っているようで、前から首に出来ていた湿疹が良くなってきたようです。初めに
私が勧めた時は、弟も「インドのクリーム…怪しい」と言っていましたが、今は「さす
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が、ガンジス川のクリーム！」とよく分らないことを言って毎日使っています（笑）ま
た別の商品を注文するのが、楽しみです。 (1 月４日、Ａさん)

○期待していたクリーム類は、劇的に変わるわけではありませんが、沙羅双樹クリーム
は痒みを減らすのに効くように思います (1 月 6 日、S さん)

○沙羅双樹クリーム、保湿力がかなり高く気に入りました！(1 月 15 日、H さん)

○サフランタイラムは、しみにいいというのでサフランクリームと一緒に期待を込めて
使っています。なんだか顔色が明るくなってきた気がします。沙羅双樹クリームを併せ
て使うとすごい効果なので、びっくりです。おかげで、いままでちいさなぶつぶつがあ
ったのが、きれいになくなってつるつるになっています (1 月 21 日、K さん)

○沙羅双樹クリーム、最近ひどい火傷をし、ここぞとばかりに塗ってみましたら二日ほ
どで痛みどころか肉が盛り上がったような感じになっていたのも引き、また、1 週間も
していないのに何事もなかったかのように綺麗な状態になっています。もう手放せませ
ん。知り合いにも(少しずつですが）お裾分けしていたら、もう、容器の底が見えて・・・。
朝晩の顔のお手入れの最後にも使っており大変調子が良いです。送って下さるサフラン
ロードの皆さん、手間暇をかけて作って下さる方に感謝です(1 月 21 日、K さん)

○火傷の時は、沙羅双樹クリームを塗り、銅の抗菌作用を期待して、ガーゼにシャタド
ルタの水分をしみこませ患部を覆いました。沙羅双樹クリームのすっとする感じとシャ
タドルタの水分でヒヤッとし痛みはすぐ楽になりました。今までは、ラベンダーエッセ
ンシャルオイルとひまし油（これも、かなり痛みがひきます）や蜜蝋クリームで手当を
していましたが、治りの良さは匹敵しています。ただ、香りの面で、接客するとき（ア
ロマ関係）や調理をするときには沙羅双樹＆シャタドルタの方が香りが邪魔にならず便
利ですね。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げ
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。
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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)

○おかげさまで本当に沙羅双樹クリームはよく効きました。何を付けても治らなかった
顔の湿疹が随分きれいになってまいりました。あともう一息と言うところですので、な
くならないうちに注文をしたいと思いますのでよろしくお願い致します 12 月 1 日、S
さん)

○クリームは、結構水が出てきてしまっていましたが、仰せの通り水でぺたぺたした後、
湿疹ができていた場所に塗ってみました。膝の裏にできていた寒冷アレルギーっぽい湿
疹は一晩寝たら割と範囲が小さくなっていたので驚きです。手のひらの汗泡は一旦悪化
しましたが、悪いものを出しているため一旦増悪してる感じで…何気に効いてる感じが
しますのでもう少し使ってみます(12 月 5 日、S さん)

○やっぱりさらそうじゅクリームはいいですね！ 母も気にいってます！ アシュワガ
ンダも疲れているとき、がんばりたいここ１番のとき飲んでました！ (12 月 5 日、S さ
ん)

○前回購入した商品は、みんな気に入っています。サラクリームはつけすぎて？ あっ
という間になくなってしまいました（笑）。サフランタイラムは、毎日つけてます。乾
燥からお肌を守ってくれて、心強いです。毎日持ち歩いていて、ハンドクリーム代わり
にも使っていますよ。実は今年、春頃から気持ちが落ち込むことが増えて、秋頃から、
明け方暑くて目が覚めるようになり、まさしく、更年期の症状に悩まされていました。
毎日、どんよりした気持ちで医者に行こうか、迷っていたときにサフランロードを見つ
けました。すがる思いで、ブラフミー、シャタバリ、アシュワガンダを飲み始め、現在、
２週間くらいですが、疲れにくくなり、朝もすっきり起きられます。明け方、暑くて目
は覚めますが、すぐにまた眠れるので以前のような疲労感はなくなりました。症状が少
し改善して、明るい気持ちになれたことがうれしいです(12 月 6 日、T さん)

○沙羅双樹クリームがとても気に入りました。小さいニキビに効果的です。(12 月 9 日、
Ｓさん)

○沙羅双樹とギークリームは評判通りアトピーに良いです。乾癬にもいいみたいです
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(12 月 9 日、S さん)

○沙羅双樹クリームは、開けた時水がばしゃばしゃして、インド製品買って失敗したな
あと思ったんですが、顔に塗って翌日とても肌がふっくらしていてびっくりしました。
また注文します。(12 月 11 日、T さん)

沙羅双樹クリームですが、二年前位に顔に小さい白ニキビのようなものが、目と鼻の間
に出来て気になっていました。そろそろ皮膚科に行かなきゃと思っていた頃沙羅双樹ク
リームに出会い、一つ半位でポロッと無くなりました！ 出張でイタリアに行った夫は、
塩分の濃い食事の変化で顔にニキビが出来、沙羅双樹クリームをつけていたら出張中に
治ってしまったそうです。それからと言うもの夫のアーユルヴェーダコスメの信頼大と
なったみたいです(＾ｰ^)ノ (12 月 11 日、I さん) ○２日ほど使用しての感想ですが、
沙羅双樹クリーム、子供の手首が象のようにごわごわで痒みが伴いひどい状態だったの
ですが、すぐに痒みがひき、良くなってきています (12 月 14 日、S さん)

沙羅双樹クリーム、とてもいいです！ 匂いを嗅いだ時「メンソレータムだぁ！！」と
思ってしまったのは私だけでしょうか？ 踵のひび割れが治まってきました。柔らかく
なって、ひび割れの皮膚が薄くなってきました。このまま使い続けるとつるつるになる
のかしら？ サフランロードの商品は楽しいです＾＾(12 月 14 日、T さん)

○沙羅双樹クリームは冬なので、保湿に良いかもと注文しました。なるべく自然の物で
お化粧したいのでミネラルのファンデを愛用しています。乾燥してるとお化粧のノリが
悪ので、ミネラル粉と沙羅双樹クリームを混ぜてしまおうと思いつき、早速混ぜてぬっ
てみました。リキッドファンデのような仕上がりに大満足です！これで１００％天然Ｂ
Ｂクリームの出来上がりですねお風呂上がりはもちろん、日中も沙羅双樹クリームで乾
燥肌とおさらばしたいです。(12 月 15 日、K さん)

○前回いただいた沙羅双樹クリームの使用感が気に入り 再注文させていただきました。
自分の肌は、柔らかめで色白、表皮が薄い肌感ですが 顔への数回使用で、もっちりし
っとりとしてハリ感が出てきました。 アレルギー反応も出なかったし、続けてみよう
と思います(12 月 19 日、K さん)

○ 沙羅双樹クリームですが、液体が袋の中にしみ出ていましたので （丈夫な袋に感謝）、
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早速！痒いところに余すところなく塗ってみました。 塗ったところは痒みがひき数時
間後の今でも落ち着いています。 素晴らしいクリームですね(12 月 27 日、K さん)

○カイラシュクリームも、沙羅双樹クリームもたくさん在庫があるので安心して年を越
すことが出来ます（笑） （12 月 29 日、Y さん)

○沙羅双樹クリームは懐かしのメンターム臭ですかね、首と、こめかみのぶつぶつにつ
けているのですが首のは小さくなり、こめかみのはポロリと取れてしまいました。良い
ものと人の出会いに感謝しています (11 月 27 日、F さん)

○ 沙羅双樹、カイラッシュクリーム、私の乾燥肌にばっちりでした。最高です。
（*^_^*）
（11 月 12 日、Ｉさん)

○ 沙羅双樹クリーム: リピーターで、３回目の購入になります。こちらのクリームは
背中のニキビ跡、後続して出来るニキビ、吹き出物、おできに使用しております。背中
のニキビ跡がみるみる良くなってきています。油分がない為、新しいニキビも出来にく
いです。毎朝１回、風呂上りにクリームに含まれる水分と一緒に軽～く塗ります。跡が
だいぶ綺麗になってきてつるつるになってきています。家内の金属アレルギーのカブれ
にも効果があり、すぐに良くなりました。速効性があり、サフランロードの中でもとび
っきりお勧めの商品です。(11 月５日、R さん)

○沙羅双樹クリームは母も使っています。使いだしてから、半年くらいになると思いま
すが、シワがのびたように思います。本人もそのように感じているようで、沙羅双樹ク
リームは手放せないと言っています。私は、クリームの油分で吹き出物ができるときが
ありますが、
沙羅双樹クリームは吹き出物ができにくいように思いました。(11 月 2 日、
H さん)

○早速一番興味があった沙羅双樹クリームをつけてみました。丁度手が乾燥していたの
で試しに片方の手の甲にだけ塗ったのですが、サラサラなのにしっとり、そして艶もあ
ります。顔に使ってみて良かったらまた追加で注文したい商品です。(10 月９日、O さ
ん)

○シャタドゥルタグルタと沙羅双樹クリームですが・・子供『17 歳男子』は、「あや

37

沙羅双樹クリームのご感想

しいクリームとかじゃないのぉ～？・・」と半信半疑ですが、無理やり症状のひどいひ
ざ裏などに塗ってあげたら、その日はかきむしることなく、眠れたようで、2 回目から
は、風呂上りに自分で塗ってます。(10 月 6 日、O さん)

○沙羅双樹クリームも大のお気に入りになりました。化粧水の後、これだけでも良いか
もしれません。つけた後のほど良いしっとり感が好きです。冬の乾燥対策で、ローズウ
ォーターとカイラッシュクリームも次回迷わず注文予定です。アムラとニームこちらは
毎日タブレットを朝晩飲んでまして、肩や背中などの重い感じが取れて、以前より体が
全体的に楽です。残業でもっと疲労があってもおかしくないのですが、変わらず軽いで
す。顔や首あたりがムクミやすかったんですが、それも気のせいか最近ないような。。。
引き続き使用していきたいと思います。本当にありがとうございます！（10 月 2 日、T
さん）

○沙羅双樹クリームは安心して使えそうな気がします！（10 月 2 日、S さん）

○前回初めて購入させて頂きました。ある美容家の方の講習会に行き、パリコレのヘア
アーティストの方に髪をセットして頂ける機会がありました。その際、鏡の中の私を見
て、肌が綺麗！と褒めて下さったのです。夏の終わりでシミが濃くなったと気にしてい
たので、その言葉に驚きましたが、シャーローズの後に顔とデコルテに沙羅双樹クリー
ムを塗っていた成果が出たのだと思っています。勿論シャーデューで落としています。
沙羅双樹クリームは手放せません。今回も宜しくお願い致します(^^)(9 月 24 日、I さ
ん)

○さっそく沙羅双樹クリームを使ってみましたが、とっても良かったです。虫か何かに
刺され 10 日以上もお饅頭のように腫れて、痛いし痒いしどうしようもなかったのに１
回塗っただけで治まったのです！！

驚きです。天然のものでこんなに早く効くなんて、

もうビックリしていますよ。調子に乗り、日焼けで乾燥した顔や擦り傷、あせも等に使
ってみました。安心して全身に使えるってうれしいわ～。カイラシュクリームと使い分
けしながら試してみたいと思います。 (９月 20 日、Ｍさん) ○沙羅双樹クリームです
がこの夏、脇の下に湿疹ができ、それがとてもかゆくて困っていたのですが沙羅双樹ク
リームと 2 日間くらい使ったら、かゆみもおさまり、赤くひりひりしていたのが枯れた
感じになってきました。とっても嬉しいです！ステロイドの塗り薬の効果は高いのです
が沙羅双樹クリームだと、気軽に長期に塗れるのでとってもいいです。 (９月 14 日、N
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さん)

○早速沙羅双樹クリームを全身に塗ってみて、じんましんのかゆみがすぐにおさまった
のですごく気に入りました！ (９月 12 日、I さん)

○沙羅双樹クリームはすごいです。肌のくすみが消えました。これがあったら他はいら
ないんじゃないかと思います。（８月 30 日、U さん）

○シャーローズのとても気にいっています。まず香りがいいです。それと色が濃いロー
ズピンクで使うほど癒されてます。深いところまで癒されるような深呼吸したくなるよ
うな感じがします。魂まで綺麗になっていくようなそんな感じです。かなり潤うのであ
と何もつけなくてもいいような気もするのですが沙羅双樹クリームとビューティーバ
ームをつけます。これで完璧ではないかと一人悦にいっています。敏感肌なのでいろん
なオーガニックの化粧品をつかいましたが、こんな短期間で毛穴はかなり小さくなりほ
くろも小さくなったものは初めてです。これから楽しみです。ありがとうございました
（８月２２日、U さん）

○７５歳の父親が私に代わって沙羅双樹クリームを大変愛用しています。春先にかけて
皮膚に湿疹ができ、皮膚科に相談をしても治らなかった痒みが、このクリームを使用し
ながら落ち着きをみせたそうです。先日使い終わりましたので、３個セットを追加購入
いたします。（８月２１日、N さん）

○前回、注文させて頂いて以来すっかりはまっております。特にサル（沙羅双樹）クリ
ームは最高です。日焼けでバリバリになった肌もこれさえあれば！！という感じです。
（８月２０日、N さん）

○私は沙羅双樹クリームが気に入っています。つけるとひんやりして肌がぴ んと伸び
ます。 (７月２５日、H さん)

○前回、購入の沙羅双樹クリームですが、春になって初夏になってもガサガサの足の裏
に、ダメもとで風呂上りに 塗ってみたところ、３日できれいに治ってしまいました！！
今は、乾燥したと感じたら、少しだけクリームを塗るようにしています。 そして、主
人の足の甲が象の皮膚のようになっていたので（原因不明です） 試しに塗ってみまし
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たところ、その部分が少しずつ小さくなっていて、 半信半疑だった主人も、なくなっ
てきたから注文してほしいと言い、 今回リピート注文です。 (７月２５日、F さん)

○かなり前に購入した沙羅双樹クリーム、ここにきて凄い威力を発揮してます！ 肌の
弱い私は、以前から顔に沙羅双樹クリームを塗っていたのですが、肌が少し強くなって
きたようです。まずは、以前に比べ乾燥が和らいだこと、それと、一番驚いているのが、
私の日光湿疹も和らいだことです！！ つい三日前、二泊三日で旅行にでかけたのです
が、殆どが炎天下のスケジュールでした。どれだけ気を付けても湿疹が出るので、今回
も大変だろうなと思っていたら、殆どと言って良いほどダメージがないではないです
か！！ すごく驚きです！ 夏は大好きだけど、湿疹がイヤで夏場は外に出るのが怖かっ
たので、今回のできごとが嬉しくて嬉しくて…。 しばらく、引き続き使ってみようと
思います。 (７月２１日、S さん)

○ギークリームと沙羅双樹クリームはうちでは欠かせない物になっています。次女のア
トピーはほぼ治り、ステロイド無しでもビックリするぐらいきれいな肌になりました。
今は長女のあせもと格闘中。笑。せっせとクリーム塗ってます！(７月１６日、O さん)

○早速、火傷をしたところに沙羅双樹クリームを塗ってみました。なかなか引かなかっ
た水脹れが、数時間後に見たらきれいになくなっていました。びっくりしました。 (７
月１５日、N さん)

○沙羅双樹のクリームは火傷や傷にも効くのと顔の皺のあるところにも塗ってみると
なかなかいい感じです(^^♪ 息子もケガをした時は沙羅双樹、沙羅双樹と言ってます
(^0^)また届くのを楽しみに待っています♪(７月１４日、S さん)

○沙羅双樹クリーム良かったです。アトピーのようになり、かきむしったところがある
のですが、ぬってから少しずつ跡がきれいになってきているように思います。 (6 月 18
日、S さん)

○沙羅双樹クリームは 母と姉に１度貸してあげたら、二人とも気にいってくれたので
まとめて注文させていただきます！

私もこのクリームをつかってから肌の調子がよ

く ふっくらしっとりが続いています。 (6 月 14 日、Ｓさん)
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○ 今回の一番の楽しみは、沙羅双樹クリームです。早速、アトピー部分の使用感に満
足してます。また次回リピートしたいと思います。(6 月 10 日、Ｗさん）

○沙羅双樹クリームは２日間顔のスキンクリームとして使ってみて私は若いときにで
きたにきびのあとがまだ残っているのですが、たった２日だけですがその痕がふっくら
して目立たなくなった気がします。しわに良いとありましたが、ずっと残ったにきび痕
にも良いみたいです。(５月３０日、Ｓさん）

○沙羅双樹クリーム、感触がムースみたいですごく好き。吹き出物部分中心に顔に塗っ
てますが、枯れるのが早く、ふっくら潤う感じですね。 (5 月 16 日、K さん)

○とても驚いたのが、沙羅双樹クリームです。いつも中途半端に治っていて、何度も繰
り返していためんちょうに塗ると、その日の夜には真ん中に芯が浮き上がってきました。
翌日には枯れていて、今はとても小さくなっています。本当に、肌本来の力を引き出し
てくれるんですね！ 化学物質に頼らず、自然の力を借りて、本来持っている自分の力
で治っていくのは、とても嬉しいです。肌が弱い私ですが、安心して使えています。素
敵なものを沢山紹介してくださって、どうもありがとうございます。(５月６日、Ｋさ
ん）

○沙羅双樹クリームはアレルギーもちのため虫さされから過剰に反応した水泡状態の
瞼の上に早速夕べ使用してみました。今朝は発赤が増していましたので、心配ですが、
なんせアレルギーは１週間以上水泡やら、痛みやら、痒みが続くので様子を見てみます。
（なるたけステロイドは使用したくないので）また、結果はご報告いたします (４月
18 日、Ｋさん）

○沙羅双樹のクリームもコカムバターも素朴で体にやさしい感じですね！今晩からス
キンケアに使います(４月 17 日、H さん）

○アトピーに丁度いいものがたくさんあって、いろいろ注文させていただきましたが
……沙羅双樹クリーム、シャタドルタ共に保湿効果の高さにびっくりしています……普
段使っていたクリームのように何度も何度も塗らなくても乾燥しないし、何よりかゆく
ならない！ 皮膚の赤い面積が段々減ってきていて本当にありがたく使わせていただ
いています。是非またよろしくお願いします。ありがとうございました！(４月 16 日、
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I さん）

○今日荷物が届きました。おまけも沢山頂いてありがとうございました。 長い間、沙
羅双樹クリームを切らしていたので、二歳の娘が＂お薬来たー！''と、喜んでいました
(４月 14 日、O さん）

○さらそうじゅクリーム調子良いですよ。私は肌が弱く合わないものを使うと痒くなっ
たりブツブツができたりするのですがこのクリームはそういうことも全くないし、肌が
落ち着く感じです。今のところ顔全体に塗っても大丈夫なのはこれだけです。タブレッ
ト類も飲むと元気になる感じがします。商品到着楽しみにしています(２月８日、Ｓさ
ん）

○先日送っていただいた、カイラシュ・沙羅双樹が気に入りすぎてどんどん使っている
ので、なくなる前にまとめ買いします(*^_^*)★よろしくお願いいたします★ すごくア
トピーきれいになりましたよ。自然の恵みの優しいクリームは薬でかえってぼろぼろに
なったお肌をつるつるにしてくれています★ ほんとは、フランスとかの、アロマやハ
ーブが興味あったのですが、どうもインドの製品のほうが合うようです♪(２月８日、
Ｓさん）

○田舎の母にも沙羅双樹、カイラッシュクリーム、シャラキを送りました。最初、沙羅
双樹の色をみて「黒いクリーム気持ち悪い」と言われ、私は、…言葉もでませんでした
(笑) しかし、それらを使用して３日ほどがたち身体の痛みがとれたようでとても驚い
ておりました。まず「黒いクリーム気持ち悪い」と言われた可哀想な沙羅双樹さまが、
一気にヒーローへと昇格です。（ヤッタァ～！万歳！）長年わずらっている「いぼ痔」
の痛みが、塗った翌日に痛みがないことに気付き感激していました。また首や肩にもぬ
り、痛みがなくなったことです（２月１８日、Ｓさん）

○以前は、日焼けで色素沈着で黒ずんでいた皮膚や目の周りにできていた小さなイボ達
が沙羅双樹クリームのおかげでほとんど消えました。何度もに塗っていた下地とファン
デーションですが、沙羅双樹クリームで肌が整い、また化粧前の下地として使用するカ
イラッシュクリームだけでも水分もありますし、ファンデーションものってくれ肌も整
えてくれてます。芯が残って治ってもまた出てくる吹き出物も今では根こそぎなくなり
ました。どの部位にも塗れて安心ですし重宝しています（２月１８日、Ｓさん）
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○沙羅双樹も、匂いが好きですし、保湿力、伸びが良くて、こちらも気に入りました。
（1 月 30 日、S さん）

○沙羅双樹クリームは、とてもよかったです。朝、沙羅双樹クリームを塗り、その上か
ら化粧をして出勤。帰宅してからは風呂上りに沙羅双樹クリームを塗りシャタ・ドル
タ・グルタムを塗り就寝。その生活をして 1 カ月近いのですが、結果…お風呂にはいる
と顔の角質がたくさんでるようになりました。皮膚がつるつるになり、顔にできでいた
小さな細かいイボもなくなってきたように思います。また、吹き出物も出なくなり、ワ
ントーン肌が明るくなりました。効果もすぐにでました。凄いです。このクリーム。（1
月 16 日、M さん）

○さっそく使ってみましたがまたまた感激！！！です。右手にシャタドルタグルタム、
左手に沙羅双樹クリームをつけてみました。両方ともしっとりスベスベで肌荒れからサ
ヨナラ出来そうです。右手から優しいミルクに香りが、、、、（1 月 15 日、K さん）

○必需品となった沙羅双樹クリームがもうすぐ切れてしまうので、慌てて再注文させて
頂きました。 （1 月 16 日、H さん）

○沙羅双樹クリームの独特の香りがとても気に入りました。（1 月 9 日、A さん）

○沙羅双樹のクリームもいい香りで、しかもしっとりで大好きです。すてきなお品を紹
介してくださって、感謝です＾＾（1 月 9 日、K さん）

○日本もけっこう寒くて今回はびっくり致しました・・・。例年よりも寒いとかで。こ
の沙羅双樹クリームを塗ると、湿疹がみるみる治っていくので、切らしてしまう・・・
という事態は考えられないです・・・。特に、顏に湿疹がでてしまった時、重宝してま
す。痒みがスーって引いていくんですよ！！しかも・・・５個セット、８個セットを作
ってただいて、本当にありがとうございました！！これでよりお得なので、以前よりも、
もっとたっぷり使えて嬉しいです。ありがとうございました！もうすっかりファンです
～（12 月 28 日、O さん）

○この沙羅双樹クリームとてもいいので、リピさせていただきます(*^_^*)また、あち
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らに持っていくつもりです。しかも、オトクなセット販売のバリエーションが増えて
て！！！なんだか得をしてしまった気分です♪ありがとうございました！
（12 月 26 日、
O さん）

○以前沙羅双樹クリームとシャタ・ドルタ・グルタを購入させていただいたものです。
荷物が到着してからはや１月がたち、じっくりと使用したのでぜひ口コミをさせていた
だきます。私の肌はこの時期乾燥がひどく、乾燥によるかゆみがとてもひどくクリーム
が手放せなかったのですが、この２つをミックスして使っているとかゆみが一切なくな
りました。ただ、顔の皮むけはまだあるのですが、MMU を使用する際に、ブラシで付け
ているのでこちらは許容範囲だと思っております。乾燥にびくびくしながらいたもので
すが、この２つの威力のすごさにほれ込んでしまいました。ぜひ、乾燥及び敏感肌の方
は、こちらを試して頂けたらと思います。今の肌は、毛穴も小さくなりとてもきれいで
す。また、こちらの商品を購入したいです。（12 月 19 日、Y さん）

○沙羅双樹クリームですが、心なしかイボが小さくなったような気がします。なので、
続けて使用します。（12 月 17 日、K さん）

○サルバタークリームはもはや必需品となってまして、大容量のボトルが欲しいです！
あの匂いとつけた感触が大好きで、もはや病みつきです～。（12 月 6 日、S さん）

○沙羅双樹のクリームで、主人の大きなおでき？が見事なくなりました！膿が出ていた
毛穴の部分が小さく黒くなっていますが、膨らみはなくなりました。直径２センチあっ
た固いできものでしたが、塗るたびに柔らかくなって、指で押しながら中の膿が出るよ
うになり、小さくなっていきました。とても自然な無くなり方で、改めて植物の力を引
き出すアーユルヴェーダの処方に感心しました。肌の常備薬として置いています。今後
とも、よろしくお願い致します。（12 月 1 日、K さん）

○沙羅双樹クリームのストックができたので安心、ありがとうございました。（11 月
26 日、H さん）

○沙羅双樹クリームはお気に入りなのでなくなる前に注文しております。(11 月 26 日、
S さん)
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○ 沙羅双樹クリームは、知り合いが使っているのですが、足のかさぶたに塗っていた
ら、治ってきているとのことです（なかなか治らず、ずっと痛かったみたいです）（11
月 25 日、Y さん）

○ 私は毎年寒い季節になると、肌が乾燥してかゆみがでます。この沙羅双樹クリーム
をお風呂上がりに塗り込んだらすぐに炎症が収まって、次の日からはかゆみが収まりま
した。友人たちにも教えてあげようと思います。（11 月 18 日、H さん）

○ サルバター（沙羅双樹クリーム）は、お風呂上がりに使っています。漢方薬が合わ
ず、ひどい時は鼻の両横が冷めたホットミルクの表面みたいになっていたのです。その
名残が消えてくれたら…と特に念入りに塗っています。皆さん書かれていますが、清涼
感がなんとも言えず気持ちよいです。（11 月 15 日、K さん）

○これもまた肌にとの一体感がたまりません。塗った瞬間固形が水分に変化する、他に
ない質感ですね。既に病みつきです！香りもよく、これをつけてからうちの猫を抱くと、
うっとりした顔をしますよ(笑) 動物が好む香りなんでしょうかね。手湿疹の痒みには
即効性がありました。日本の製品でリピートすることはほとんどないのに、アーユルヴ
ェーダ商品には体が調和して落ち着く喜びがあります。本当に不思議です。 （10 月 27
日、Y さん）

○沙羅双樹クリームは水分を捨てずに手に塗りました。擦り傷に塗ったら治りが早かっ
たです。このような万能薬があると安心。一家に１つ必要ですね（10 月 17 日、Ｋさん）

○沙羅双樹は本当、肌がもちもちになって感動しました。（10 月 11 日、Ｍさん）

○サルバター（沙羅双樹クリーム）は、父がこの夏、背中のアセモを引っ掻き壊した後
なかなか治らず 5×3 センチほどの痂になっているのが、何を塗ってもダメだったので、
望みをかけて使ってもらいました。１回つけただけで、痒みが気にならなかったそうで
す。スーッとする香りも好みだそうで、いい手応えを感じています。良いものをご紹介
下さいましてありがとうございます。（10 月 7 日、Ｏさん）

○先日送っていただいたサフランタイラムと沙羅双樹クリームですが、まだ何回しか使
わないのに朝の顔見て驚きです顔の毛細血管が気になっていたのが、本当に白くなって
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います、まさか、本当に商品の説明道理とは！凄いです。良いものと出会いました（10
月 5 日、Ｋさん）

○カイラシュクリーム、沙羅双樹クリームは気分によって使い分けていますがスースー
するのと香りがたまらないです。先週まで台湾にいたのですが、持っていって正解でし
た。秋が近づいてきたとはいえムシムシっと暑い台湾でスースー感が大活躍でした。
（10
月 3 日、Ｎさん）

○さらそうじゅクリームとコカムもお気に入りです。毎日使っていますよ。（10 月 1
日、Ｓさん）

○沙羅双樹クリームは香り GOOD！使用感不思議＋結果 GOOD！使ってみなきゃ分からな
い最高のクリームですね。大好きです。（9 月 30 日、Ｅさん）

○沙羅双樹も調子良くて 美肌も美肌！つるぴか肌ですよ(*^o^*)化粧の乗りもバッチ
リ(^_^)v ほんと素晴らしいクリームです♪ありがたや ありがたや m(_ _)m またよろし
くお願いします m(_ _)m（9 月 23 日、S さん）

○沙羅双樹クリームは顔に使ってみました。私は肌が弱く少しアトピーもあり小さなぷ
つぷつができたりしているのですがこれを塗ったら少し症状が軽減したような気がし
ます。コカムと二つともとても気に入りました。（9 月 13 日、S さん）

○そうそう。一ヶ月程前に普段化粧水のあとにつけてたクリームが無くなった為 サル
バタークリームをつけてたんですね。朝晩と。それがスッゴくいいんですよ(≧∇≦)
つけた後はサラっとして朝起きた時はもちっとして…子供の肌トラブルのときにつけ
ようと思って買ってあったんだけど あまりに肌にいいんで サルバタークリームがな
くてはならない物になりました(*^o^*)お値段も化粧クリームに比べると断然お買い得
ですしね(^w^)これからもせっせとサルバタークリームをつけて 美肌を目指しますよ
♪（9 月 13 日、S さん）

○沙羅双樹クリームは私のナイトクリームにしていますが、とても良く肌に透明感が出
てきた感じがします。。（9 月 12 日、Ｋさん）
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○沙羅双樹クリーム、顔に塗ったりしていますが、爽快感がたまりません。塗った後の
しっとり感も気に入っています。引き続き使用したいと思っております。（9 月 9 日、
Ｆさん）

○沙羅双樹クリームはスースーするんですね！背中に塗ったら気持ち良すぎて眠くな
りました。（9 月 6 日、Ｎさん）

○以前いただいた沙羅双樹クリームですが、２週間ほど前から主人の巨大にきび？おで
きのようなものに塗り続けています。それまで患部は固いにきびのように大きくなり続
けていたのが、赤紫色に大きく膨らんでいた患部を押し出すと膿が出始め、赤みと大き
さが少しづつひき始めています。本人も効果が出てるので、せっせと毎日何回も塗り続
けています。皮膚科で切除してしまうと痕が残るので、なるべく自然に治るようにと思
っていたので、助かります。（9 月 5 日、Ｋさん）

○沙羅双樹クリームは塗った後の爽快感が病みつきになりそうです。身内の乾癬がなか
なか治らず、困っているので早速試してもらおうと思っています。（8 月 29 日、Ｆさ
ん）

○沙羅双樹クリームを購入したのですがとってもよかったです！娘のイボのようなも
のもとれました（8 月 21 日、Ｋさん）

○サルバター（沙羅双樹クリーム）いいですね！ 子供の虫さされがずっと掻き毟って
いて残っていたのがきれいに無くなりました！子供もあのスーっと感が気に入ったみ
たいで、ぬってぬってと言ってきます。（8 月 20 日、Ｏさん）

○沙羅双樹クリームは香りが大好きで、使用感も気に入っています。洗顔後に顔全体に
塗っているのですが、翌朝は肌にハリが出て 気持ちよい手触りになっていますよ。息
子が鼻にできたおでき？を治すために塗り始めたので、減りが早くなったので追加注文
です。 （8 月 19 日、Ｓさん）

○沙羅双樹クリーム（ｓａｌ

ｂｕｔｔｅｒ）まだ目の回りのぶつぶつには効果はあり

ませんが、なんだかとても良さそうです！目の回りがアレルギーで痒くなることがある
のですが、痒くなったらこれを最近塗ってるのですが・・赤みや痒みがすっと引いてい
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くようです(>_<)もしかして、アレルギーにも良いのでしょうか・・？（アトピーとか・・）
あと、虫刺され等による色素沈着にも効果はありますか・・？ネットで調べたら、弱い
けど紫外線防止力もあるとか！このクリームでかぶれないですし、とっても嬉しいです
♪ (>_<)（8 月 19 日、Ｏさん）

○前回購入した沙羅双樹クリームとコカムバター、保湿効果抜群で愛用してます。沙羅
双樹クリームは一切べたつかないところが素敵ですね。（8 月 11 日、Ｓさん）

○父の皮膚病に、アロエジェルと沙羅双樹クリームの組み合わせが良いようです。カイ
ラシュクリーム同様に使い心地が良いとのことです。かゆみは別にして、ぶ厚いかさぶ
た状だったのが軽減して肌がしっとりしてきました。 (8 月 7 日、Ｎさん)

○アロエベラジェルに混ぜたオイルは、椿オイルかホホバオイルを気分と肌の状態で替
えています。ホホバオイルのほうが軽い使い心地がするようです。夏場は汗や日焼け止
めで、洗顔後もゴワゴワしたり、吹き出物が肌の奥で炎症になったりしていましたが、
だいぶ軽減しています。吹き出物は沙羅双樹クリームも最後につけると、治りが早く痕
も残りにくいようです。ジェルは値段も安いのもありがたいです。市販の化粧品や病院
のステロイドに無闇に手を出さなくなり、
無駄遣いしなくなってきました。(8 月 8 日、
Ｎさん)

○沙羅双樹のクリーム、イボに効果がありました、毎日塗り続けて約一月なのですが、
何十年もののイボが枯れて来ているのです。継続して行きたいと思います。 (7 月 27
日、Ｙさん)

○お勧めセットの中でもっともお役立ちアイテムは沙羅双樹クリームでした。膝にイボ
が在ったのですが、時々思い出したときに塗る程度でも小さくなりました。まじめに塗
ればもっと効果があるのでしょうね。(7 月 1 日、K さん)

○沙羅双樹クリーム使ってみました。保湿力があるのにべたつきがないので使用感がと
てもいいですね (7 月 1 日、K さん)

○早速アトピーでひび割れて曲げられなかった指ににシャタ・ドルタ・グルカムを塗っ
たところ指を曲げても痛くなくなりました＾＾うっすら滲んでた血も止まりました
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し！別の場所には沙羅双樹クリームやコカムの塊をそれぞれ塗りました。肌が乾燥して
引き攣れているところも、柔らかくなっていい感じです。これからも引き続き使ってい
きたいと思っています。 (6 月 30 日、O さん)

〇一月からローズウォーターと沙羅双樹クリームで顔のケアをしていますけれど、とう
とう洗顔後に何もつけなくてもなんともない肌に変化しました。しかし、何もつけない
よりはローズウォーターと沙羅双樹クリームをつけたほうが良い状態なので、三度目の
注文です♪

ファンデーションを塗る必要性をあまり感じなくなったので、アイメイク

をカジャルでする程度で勤務していたところ、「きれいな肌ね、何をつけているの？」
と勤め先のお客様に聞かれましたよ。・・というわけでして、家族でサフランロードの
商品を必要とするようになりました。(6 月 16 日、Ｉさん)

〇使い心地はしっとり、沙羅双樹クリームは塗った後、ひんやり感があり気持ちが良い
です。(6 月 7 日、Ｈさん)

○沙羅双樹クリームは虫さされ、乾燥した肌以外にも化粧下地代わりに使ってみました。
化粧のりもよく肌につやがでてきました。（5 月 28 日、N さん）

○沙羅双樹クリームは私もそうですがワン君に使って効果を感じています。ワン君は甲
状腺低下で治療を受けつついろいろな弊害が起きてあの手この手と手を尽くしていま
す。皮膚はフケが出てボロボロ状態ですが沙羅双樹のクリームをつけた後、気持ちいい
のか元気になります。皮膚の状態も心なしかよくなっています。香りもよいので気に入
っています。（5 月 2 日、T さん）

〇沙羅双樹クリームは今では子供が進んでつけてます。保育園で手を洗ったあとちゃん
と乾かさずそのまま遊んでいるからか すぐ手の甲があかぎれになって痛痒いみたい
で、かきかきしてるんですよね！で、朝晩手に沙羅双樹クリームをつけるようにしたん
ですが、効き目が子供にもわかるのか 今では自分から塗り塗りしてますよ♪少し赤く
なってきたなと思っても 塗るとすぐ赤みが治まります。（3 月 9 日、S さん）

〇沙羅双樹クリームは主人がイボに使っています。少し小さくなった気がします。（3
月 2 日、M さん）
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○今回ご注文した沙羅双樹クリームはすごくいいですね♪わたしは足の踝が色素沈着
していたんですが、一日 3 回ほど２日塗った時点で目に見えて改善されました。今年の
夏はスカートをはけたらいいなぁ☆（2 月 25 日、Ｏさん）

○沙羅双樹のクリーム早速つけてみました。べたつかず肌への馴染みがいいですね。冬
場はボディがかゆくなるので助かります。（2 月 22 日、Ｔさん）

○沙羅双樹クリームを使って、首のちいさなイボはほとんどめだたなくなりました。さ
わると少しわかる程度になりました。喜んでおります。（1 月 30 日、Ｎさん）

○皮膚の変性したところに塗っていたら、徐々にもとの皮膚に戻りつつあります。不思
議です。（1 月 26 日、Ｉさん）

○ローズ・ウォーターと沙羅双樹クリームで顔の手入れをしましたら、突っ張る感じは
あるのですが、毛穴が閉じ、全体が明るく張のあるようになってきたので、続けたく注
文をします。（1 月 26 日、Ｉさん）

○沙羅双樹クリーム、大ヒットですよ！あの保湿力・・・お気に入りです〔1 月 24 日、
Ｋさん〕

○沙羅双樹クリームの何とも不思議な使用感にすっかりハマってしまいました。また注
文させていただきますので、よろしくお願いしますね。（1 月 20 日、Ｓさん）

○最近、犬にかまれて、ちょっと膿みだしたので、沙羅双樹クリームを塗りました。２
日で表面が硬くなり、１週間でだいたいよくなりました。さすが「沙羅双樹クリーム」
とまたまた見直しました（１月２７日、まじゅ）

○沙羅双樹のクリームは本当にしっとりしますね。私は、特に冬場、足の乾燥がひどす
ぎて、市販のクリームは特に悪化してしまうようで、大変だったのですが、こちらは、
特にそういったかゆみも起こらず嬉しかったです。本当にこのショップに巡り会えてよ
かったです。ありがとうございました☆(11 月 23 日、W さん)

○ずっと手湿疹で悩んでおり、ネットで検索してこちらの商品を知りました。 早速塗
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ってみました。 どちらも香りがよく、塗りやすいです(11 月 20 日、S さん)

○ニルドーシュ、目薬、コカムバター、シャタ・ドルタ・グルタム、さらそうじゅのク
リーム、シラジット、シャタバリ・・・どれも、まず五感がびっくりして気持ちが元気
になりました。そして、これはいいぞ・・・！という体の感覚。使い続けるのが楽しみ
です(11 月 17 日、H さん)

○沙羅双樹クリームで目の下の皺やたるみが目立たなくなり、とてもゴキゲンです。 M
ちゃんもお気に入りで、二人ともうれしくて、もっと効いて！とばかりに毎晩重ね塗り
です（11 月 17 日、Y さん)

○早速、知人に持っていきます。前回、傷の治りが悪いときに渡したら、すぐに治った
と喜んでいたので。(11 月 14 日、I さん)

○沙羅双樹（さらそうじゅ）クリームはメンソールの爽快感があるんですね。唇と下瞼
の小じわに塗っています。すっとしてさわやかな気分になりますね(11 月 10 日、K さ
ん)）

○沙羅双樹クリームは前回買ったものが結構古くなってしまってましたが、今回、肝
臓・腎臓が弱ってしまったために出てしまった湿疹に、試してみたところ、塗ったそば
からすぐ効き目がでたので、早速のリピートです。かなりの驚きものです。市販の副腎
皮質ホルモン剤では結果的に余計悪化してしまうし、強い痒みに、アトピー肌になって
ひどいシミになってしまい、どうしようかと悩んでいたときに、クリームが残っていた
ことを思い出し塗ってみたところ、すぐに痒みがおさまりました。さすがに、香りも飛
んでしまってちょっと油くさい感じなので、鮮度のいいものを早く使いたいな、と。(11
月 6 日、I さん)

○サル・バターは皺がなくなる訳ではないのですが（なにしろ年が年なので）、夜つけ
て休むと皺の部分がふっくらとして、目立たなくなります(11 月 4 日、Y さん)

○手がかぶれた時にもつけたのですが、すぐにかゆみと赤みがおさまりました。知人も
皮膚のかぶれが治らないと聞いたので、分けてあげたら、すぐに治ったと喜んでいまし
た。スゴイ効果ですね、手放せなくなりました。(10 月 24 日、I さん)
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○以前にこの沙羅双樹クリームを購入して、やけどのときや皮膚トラブルにとても役立
ちました（10 月 24 日、I さん)

○クリームが予想外にいい匂い。木のにおい大好きなんです。分離しちゃってるのは残
念ですが、説明ページにあったように使ってみます。（10 月 19 日、T さん）

○沙羅双樹クリーム、気に入ってます。具体的にどこがどうと言葉にいえないのですが、
とにかく大好きになりました（10 月 6 日、K さん)

○こんにちは。以前購入させていただいた沙羅双樹クリームですが、ダニに刺されて掻
き毟り熱をもっていた脚がとても楽になりました。皮膚科に行ってステロイドを処方し
てもらうしかないと諦めていたのですが、行かなくて良かったです。蚊に刺された時な
ども、すぐに痒みが治まって重宝しました。同時に注文させていただいたサフランもと
ても立派な物で香がとてもよかったです（10 月 6 日、H さん)

○指にひびわれができていたので沙羅双樹クリームとコカムバターをさっそく塗りま
した。しみるかと思いましたがなんともなく、いい感じです♪ （１０月２日、I さん)

○クリームもとっても素朴でつけてみてよかったです。 (分離したお水もちゃーんと使
っていますよ) (9 月 1 日、M さん)

○沙羅双樹クリームも、軽い火傷をしたところに早速使ってみたら、数日後に薄皮がは
がれて、今では跡がわからなくなりました。もしクリームを使わなかったら、跡がきれ
いに消えることはなかったかもしれません。感心することばかりです(8 月 26 日、M さ
ん)

○今日届いた沙羅双樹クリームは 背中が痒いという息子に塗ったところ調子がいい様
です（8 月 17 日、M さん）

○沙羅双樹クリームは、アロエベラジェルと同様に私にとっての万能クリームになりま
した。体の痒いところにぬると、清涼感がありかゆみは収まるし、かいた痕も治りが早
そうです。顔にはうるおいがでて、汗疹にもよさそうです。 汗をかいても他のクリー
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ムと違って、不快感は感じません。夏のスキンケア対策貢献度大です（8 月 12 日、K さ
ん）

○沙羅双樹クリームは、湿疹に使っていますがとてもよいです。完全になくなるという
わけにはいきませんが、かなり治まります。数日でかゆみが無くなりました。食事など
ピッタが上がらないよう気をつけていますが、無くなりません。ひどい湿疹になる時が
あり、ステロイド等を使っている物は、 効果はあるのですが副作用があるので使いた
くないので助かります。これからもよろしくお願いいたします。（8 月 8 日、K さん）

○サルバター、コカムバター共に肌になじんでいい感じです。肌が弱く、日光がキツイ
とアレルギーが出るのですが、つけてからはかなり収まっています。（8 月 3 日、 N さ
ん）

○乾燥肌でイボもあるのでさっそく沙羅双樹クリームをつけました。スーッとしていい
感じです。しばらく様子を見てみます。また、よろしくお願いします。（8 月 3 日、S
さん）

○沙羅双樹クリームはスーっとした感じが気持ちいいので、虫刺されやあせもに使って
います（7 月 28 日、T さん）

○早速楽しみにしていた沙羅双樹クリームを試してみましたが、刺激が全くなく、とて
も付け心地がよかったです。家で犬を飼っているせいか、得体の知れない虫に何箇所も
さされて困っており、かつ、皮膚科のステロイドも使いたくなかったので本当に助かり
ます（7 月 27 日、H さん）

○私の足の「あざ、傷」は驚異的に回復してます、沙羅双樹のマジカル・パワーのお陰
です。パッケージ等の見かけはイマイチですが、全幅の信頼の出来るものばかりです（7
月 24 日、Y さん）

○前回購入したサフランタイラム、アロエべラジェル、沙羅双樹クリームはとてもいい
です。沙羅双樹クリームは虫刺されにいいですね。塗るとすーっとするのでかゆみが引
いてあとも残りにくいです(7 月 9 日、Ｋさん)
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○さらそうじゅクリームもさっそく塗ってみました。最初香りがきつく感じましたが慣
れると良い香りですね。つけ心地もさっぱりして虫刺されにはすぐ効きました。やけど
跡やいぼにも効果を期待しています(7 月 1 日、K さん)

○沙羅双樹は万能薬です。やけどや傷には絶大な効果が出ます。一般に傷跡がへたにな
り、へたが取れた痕は皮膚が凹んだりして跡形がいつまでも残ります。沙羅双樹の場合
は傷口はへたにならず、新しい皮膚が下に出来てから傷やあざは表面の皮がじょじょに
取れてゆく？消えてゆくので傷跡は残りません。表現がいまいちですが、私は手首にや
けどで８箇所赤いあざが出来ましたが、全く跡形も無く完治しました。沙羅双樹は外出
する時も必ず持って出ます、素晴らしいです。ただ、パッケージ等見かけで判断される
と…ですが。(6 月 30 日、Y さん)

○不思議な香りですね。 頬からあごにかけて乾燥してかゆい部分があったので、つけ
てみるとスッとしてかゆみがひきました。（6 月 21 日、Ｋさん）

○サルバタークリームがとてもいいです（6 月 7 日、Ｓさん）

○以前にいただいていた沙羅双樹クリーム。 我が家では、虫刺されにも使用していま
す。 主人が、ブユに刺された知人に塗ってあげたところ（知人は半信半疑でしたが）、
かなり効いたと喜んでいたそうです。 どうやらプレゼントすると約束してきたようで
すので、近々お願いすることになりそうです。＾＾（6 月 6 日、Ｏさん）

○沙羅双樹クリームは痛いところやかゆいところに使って重宝しているのですが、すぐ
になくなってしまいました。お徳用の大きいサイズがあればいいのにと思います。また
リピートしますのでよろしくお願いします(６月４日、Ｍさん）

○沙羅双樹クリームは、これまでニキビが出来やすくてクリーム類を避けていたのです
が、 使っている方がかえって調子がよいことがわかり、手放せなくなりました。 ブロ
グを拝見して、大変な時間と手間をかけて作られていることを知り、 使う度にありが
たい気持ちになります。 これからも素晴しい商品を紹介してください（６月１日、Ｈ
さん）

○ 沙羅双樹のクリームは目の下にあったイボがなくなりびっくりでした。アーユルヴ
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ェーダってなんだかすごい！(5 月 20 日、Ｎさん)

○沙羅双樹クリームは、腕に原因がよくわからない痒いできものがいくつかできてて、
様子をみていても全然消える気配がないので、このクリームを試してみたら、じわじわ
と、でも確実にすうっと治りました！(５月３日、PＭさん）

○沙羅双樹クリームは、唇の荒れによく効くし、何より香りが大好きです(５月５日、T
さん）

○SAL クリームもシャタ・ドルタクリームも試してみましたが、ケミカルな物が含まれ
ておらず、中々良い感じです。(５月５日、F さん）

○イボは、一番気になっていた部分が沙羅双樹クリームでほとんど目立たなくなり、最
近は沙羅双樹クリームを中断しています。素晴らしい商品を紹介してくださり、ありが
とうございました。（4 月 29 日、Ｋさん）

○学生時代に化粧品フリークになってひどいかぶれを起こしてから、普段は化粧水とお
粉で過ごしてきました。特にクリームは塗ると数日後には必ず吹き出物が発生するので、
ずっと使わずに過ごしておりました。しかし、寄る年波には勝てず、乾燥肌に悩まされ
るようになって「どうしたものか」と悩んでいた時に、偶然沙羅双樹クリームと出会い、
物は試しと前回注文させていただきました。結果、吹き出が出現することもなく快適に
過ごしております。塗れば劇的に肌がよくなったように錯覚させる化粧品に慣れてしま
っていたら、おそらく再注文はなかったと思います。地味ですが、どこまでも優しく自
然にお肌を守ってくれる安心感が大好きです（4 月 26 日、Ｈさん）

○ 沙羅双樹は想像以上のクリームです、私はやけどの跡形も無く完治しました。孫娘
も顔と足を怪我をしましたが、跡形も無く完治です。素晴らしいクリームです、私は毎
日何度も使っております。私は変な癖が有り、耳掃除も血が出るくらい耳掃除をしない
と気がすみません。血を見てから耳掃除を止めるのです、その為沙羅双樹は何時も耳の
中に塗ります。痛みも無く完治しているようです。鼻も然りで鼻の中にも傷が出来るま
で触りますので、沙羅双樹を毎日鼻の中に塗っております。もちろん顔には一日４，５
回ぐらい塗ります。沙羅双樹は手放せません、万能選手です（4 月 24 日、Ｙさん）
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○沙羅双樹のクリームも好きです。蕁麻疹がときどき出るのですが、かゆいときはこれ
を塗っておくと治まります。今まで抗ヒスタミンを飲んだり、軽いステロイド入りのか
ゆみ止めを塗ったりしていましたが沙羅双樹のクリームなら安心して使えます。（3 月
23 日、M さん）

○前回お送りいただいたお品は、どれも素晴らしかったのですが,特に沙羅双樹クリー
ムは、なかなか治らなかった口角炎に即効があり驚きました。(３月８日、Ｙさん）

○クリーム使い心地良いです。(３月５日、Ｉさん）

○沙羅双樹クリームで、イボが小さくなっています。(２月１８日、K さん）

○クリーム類は５歳の息子がほっぺに塗るのに気に入ってます。火傷した時にも、、打
ち身にも なぜか早めに治るので相性が良いのでしょうか・・・。(２月１８日、M さ
ん）

○沙羅双樹クリームもシャタドルタクリームも使い心地が良くて、毎日使っています！
肌にスッと馴染むのが良いですね～♪ 自然の素材オンリーっていうのが最高です(＾
＾) ローズウオーターも化粧水として使っていますが、香りは良いし、肌に違和感は無
し、保湿力もＯＫでかなり重宝しております☆ 日本では出会えないような素敵な商品
の紹介を本当にありがとうございます。(２月１１日、Ｈさん）

○祖母が毛虫にさされて以来、免疫が弱いせいか、耳たぶ、手足が赤くがさがさに乾燥
してアトピーの様な症状がでていました。動くことが出来ないくらい、かゆみもひどい
ようで、病院でもらったステロイドを塗っても一時的には良くなるようですがすぐに元
に戻ってしまうようでした。もしかしたらと思い、以前に購入した沙羅双樹クリームを
塗ったところ、次の日にはガサガサの部分が少ししっとりしていました。塗り心地も気
に入ったらしく（すこしすっとするところがかゆみにいいそうです）、一週間程で赤み
がひき、かゆみもひいたようで、洗い物などの手作業もできるようになりました。本当
に凄いです！こんなに即効性のあるクリームは出会ったことがないと祖母が言ってい
ました。祖母がすごく気に入っていたのであげました。それを見た母が火傷跡に塗った
ところ、薄くなったらしく、母も欲しがっています。（笑） 私もまだまだ手荒れを助
けて頂きたいのでまた購入いたします。（２月４日、Ｈさん）
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○その中で、永くつかって行けそうと感じたのがサラソウジュクリームです。今はナイ
トクリーム代わりにつかってます。ベタつかず、香りもまだ大丈夫ですし、保湿は程よ
くキープしてくれて朝起きたら、良い肌感触です。また、まじゅさん HP にも書いてた
イボの話。わたしも手の親指に固くなったイボらしきものがあるんですが、今、ほんと
うに小さくなってます。もうちょい続けて使ってみようと思い立った次第です。（１月
１１日、Ｍさん）

○前回買った「沙羅双樹クリーム」失礼なことに全然期待はしていなかったのですが、
（だってなんにでも効くってオロ○インみたいでどうなのかなって）電子レンジで料理
した時にうっかり蒸気を指にあててしまい、水で冷やしても痛みが引かず困っていたの
ですが、その時「そういえば沙羅双樹クリームが火傷にもいいって書いたあったはず！」
とばんそうこうのガーゼ部分に沙羅双樹クリームを塗って巻いておいたところ、しばら
くすると痛みがひいてそのまま一晩置いておいたところ、痛みどころか火傷の跡さえあ
りませんでした。それ以来、手あれなどにも愛用しています。(１月６日、Ｔさん）

○沙羅双樹クリーム ①にきくかなと思ったのですが、期待した効果は感じませんでし
た。香りはちょっと苦手でしたが、なれました。 ②、③にも使ってみましたが、あま
り期待した効果は感じませんでした。やはり手のひらで水にかわる感じはすごく好きで
す。塗ったあと、マッサージしていると、すっと肌に吸収されたのがわかるのも気持ち
よかったです。今度は傷に使ってみます。 （１２月１８日、Ｉさん）

○沙羅双樹クリームは確かに肌を柔らかくするみたいですね。優しい香りと塗り心地が
とてもいいです。(１２月１３日、Ｍさん）

○前回購入した沙羅双樹クリームは、この夏大活躍でした。蚊にさされた後に塗ると、
あっという間にかゆみが収まりました。沙羅双樹クリームについては、「蚊に刺され＝
炎症？＝PITTA？？」なんて簡単に考え、カンファは PITTA 鎮静するのでは？？？と思
って塗ってみたところ、ピタッっとかゆみが止まった次第です。んーおそるべし、アー
ユルヴェーダですね。(１１月２０日、O さん）

○友人は沙羅双樹クリームのお陰で虫さされの傷跡に悩まされず済んだと喜んでおり
ましたよ！。。。(１０月２７日、A さん）
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○最近になってサフランロードで購入した沙羅双樹クリームにはまり、今回追加注文さ
せて頂くこととなりました。ひどい敏感肌で、ファンデーションも付けずに生活してい
る私には、市販の美容クリームは添加物だらけで全く使えないのですが、沙羅双樹クリ
ームだけはどれだけ顔に塗っても全く肌荒れしません。（ギーもいいのですが、たまに
ニキビができてしまうので断念）今まではオリーブバージンオイルを保湿に使っていま
したが、それよりもずっと使い心地が良いので、沙羅双樹クリームに切り替えることに
しました。(１０月２９日、Ｍさん） 娘が偶然にもやけどをしました、クリームを塗っ
た瞬間痛みが取れたと驚いておりました。私は夜と朝に沙羅双樹クリームを塗って会社
へ出ます、少し脂くさいけど肌がしっとり感がたまりません。(９月２０日、Y さん）

○最近手の特に指にひどくアトピーが出ていて、何をするにもつらい状態なのでまずシ
ャタ・ドルタ・グルタムをたっぷり塗ってみました。乾燥した部分は落ち着くのですが、
火傷の様にただれた部分が痒くて辛くて沙羅双樹クリームを上から重ねて塗ってみま
した。すると一番ひどく赤かった部分が茶色っぽくなり、赤かった所はピンク色になり
痒みがかなりおさまりました！！これはすごいです！(９月１７日、TS さん）

○あの水分の香りが凄く好きです。すっきりさっぱりします。日焼け後に良さそうです。
もっと早く知ればよかった…(１０月１日、A さん）

○沙羅双樹クリームが到着した日、娘が偶然にもやけどをしました、クリームを塗った
瞬間痛みが取れたと驚いておりました。私は夜と朝に沙羅双樹クリームを塗って会社へ
出ます、少し脂くさいけど肌がしっとり感がたまりません(９月２０日、Y さん）

○沙羅双樹クリーム、愛用しています。
も効果が出てきたようです。

家族のイボにも毎日塗っていますが、早く

市販のイボ取り薬で肌が荒れて、イボの周囲がシミに

なっていたのですが、それがすっかり消えて、元のきれいな肌になりました。イボ自体
も幾分縮んだように見えますし・・・本人も満足しているようです。(９月３日、Ｍさ
ん）

○沙羅双樹クリームは家内が大変気に入っています。アレルギー体質で皮膚によく異常
が出るタイプですがこれを塗ると調子いいらしいのです。シャタ・ドルタ・グルタムも
よくなると言っていましたが沙羅双樹クリームの香りが断然いいと言っておりました。
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（５月３１日ＦＪさん）

★(沙羅双樹クリームの）水分はたいへん良いものですから、その水分を肌に吸い込ま
せるようにして（モイスチャー効果です）、その上にクリームを塗り込む（エモリエン
ト効果です）といっそう効果的です。（まじゅ）

○モイスチャー効果とエモリエント効果試してみます！ 沙羅双樹クリームはすごくい
い香りで、漏れ出した液を腕に塗ったところ、 うちの飼い猫（らーちゃん、メス）が
興奮して飛びついてきました。 匂いに反応したらしく、再度嗅がせてみると恍惚とし
た表情をした後、間髪いれずにまた飛びついてきました。 塗る時は気をつけなけれ
ば・・・汗。 それでは、引き続きインド伝統にお世話になります。チャオ ナマステ！
( Ｆ

さん)
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