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○いつもお世話になっております。もともと、アシュワガンダとブラフミーを飲みだし

て寝つきが良くなったことと少し疲れにくくなったかなくらいだったのですが、それに

シャタバリを加えて飲み始めて朝、目覚めが軽いというのが第 1印象。で、次に、注文

するときにアシュワガンダが含まれたシャタバリコンパウンドとかなり貧血気味なの

でサパタアミリットとブラフミーをあわせて飲む事にしました。 

市販の鉄剤を飲んでいても一瞬クラッと意識が飛ぶような立ちくらみがあったのが、サ

パタアミリットを飲み始めて気がつけばそういう立ちくらみをしなくなりました。この

夏の暑さとかなりの仕事の忙しさでいつもなら寝込んでいる筈なのに、シャタバリコン

パウンドのお陰か疲れはするんですけど寝込むまでは行かずにすんでます。これは、し

ばらく続けたいと思ってます。（8月 4日、Aさん） 

 

○シャタバリ・シラジット・スペシャルトリファラ～寝付きが良くなり、月経周期が

33～35→28～29 になり、PMS が軽くなり、過ごしやすくなっています。半年ほど目の下

のクマが取れない&低血圧と診断されたので、サプタアムリットで鉄分補給中です。（4

月 9日、Sさん） 

 

○サプタアムリット、効果ありました。血液検査の結果ではヘモグロビン、赤血球など

貧血に関する全ての数値が上がっていました。ただ服用した期間が２週間と短かったの

で正常値には入りませんでした（涙）（11 月 15 日、Mさん） 

 

○アシュワガンダとシャタバリを飲み始めてから 3カ月経ちます。きっかけは、アシュ

ワガンダ➖疲れが取れない シャタバリ➖月経過多 が、よくなればいいと思ったからで

す。 効果は、月経過多の方は 2回目の生理からありました。かなり改善されました。 ア

シュワガンダの方は劇的に効いている感じは、ありません。先月受けた健診で貧血だっ

たので疲れは貧血を治さないとよくならないのかもしれません。 貧血は、健診の結果

がきてから再検査までの間、サプタアムリットをしっかり飲んでいたので数値は大分よ

くなっているのではないかと期待しています。（9月 23 日 M さん） 

 

○サプタアムリットが切れてきたので追加注文です。仕事の朝礼中貧血で倒れたりして

いたのですが、サプタアムリットとりはじめてからふらつきが少なくなりました。じわ

じわと体質改善させていただいてます。（９月 1日、Mさん） 

 

○ サプタアムリットは目を楽にしてくれるし、トゥルシーは身体と心を落ち着かせて



 

 

	
サプタアムリットのご感想	

	
	 	

2 

くれると実感しています（11 月 26日、Mさん)  

○５年前に角膜ヘルペス、角膜?離を同時に発症してから目の不調に悩んでおりますが、

サプタアムリットを飲み始めてから朝起きた時の目の痛みが少なくなって来ているよ

うです。また胃腸や気管支が弱いため春から続いていた咳も、今は治まってきています。

(10月８日、Mさん)○サプタ・アムリットですが、もともと私自身、自覚症状がない貧

血なのですが、現在授乳中で、子供の方に貧血の指摘を受け、何とかよくなる事を願っ

て試しております。私の方は、何となく元気になった気がします。もう少し続けてみま

す。 (10月 6日、Sさん)  

○さて、サプタアムリット ですが このところ、目がとても疲れ肩もとても張っていま

した、早速朝夜、二錠づつのんで今日で３日目ですが目のショボショボもなく、視界が

ちょっとクリアーな感じです d(^_^o)m(_ _)m（６月２７日、Ｍさん）  

○サプタ・アムリットは、前回初めて１箱だけ注文して飲んでいた時には、半分過ぎて

から少しずつ効果を感じていましたが、 今回は、飲み始めてすぐに効果を感じて感動

しております。さらなる視力回復まで飲み続けたいと思います （９月５日、Tさん）  

○サプタ・アムリットを続けているとだんだん元気になってきました。 朝、目が覚め

ていても吐気や体の痛みで、なかなか起き上がれなかったのが、サプタ・アムリットを

摂るようになってから、猫のように少し伸びをすれば起きられるようになりました。 片

方の目の視力が上がってきたので、もう片方が治るまで続けてみようと思います。良い

ものをありがとうございます（10月 12 日、Mさん）  

○サプタアムリットの効果はハッキリこれだ！というのはありませんが、目の疲れはこ

こ最近ほとんど感じません！（６月１１日、Ｎさん）  

○サプタアムリット貧血改善のために毎日飲んでいますが、目にも効果があるみたいで

視界がはっきりとし、疲れにくくなります。（10月 31 日、Nさん）  

○角膜?離、角膜ヘルペスを患った私の目が、サブタアムリットで以前よりすっきりと

見えるようになっています。夫が軽い白内障で先月からカトラミデも続けています。 

(９月 20日、Ｋさん)  

○貧血がありましたので、直ぐにサプタアムリットを飲み始めて 5日経ちましたが、真

っ白だった目の粘膜が赤くなってきました!! ナチュラル製品ですので速効性は期待し

ていなかったのですが驚きです！インドハーブのおかげで毎日が楽しいです（１月５日、

Ｓさん）  

○夫婦ともに目にトラブルを抱えていますので、サプタムリットが良いようです。友人

にも勧めましたら喜ばれました。宜しくお願いいたします。 (9 月 19 日、Ｍさん)  

○（サプタアムリット、シャタバリ）毎日かかさず飲んでいます！今まで生理の血が少
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なくて悩んでいました。今は、20 代のころの量になりよろこんでいます！ 飲む前と、

今ではカラダの変化がわかってとても楽しいです！（１月２３日、Ｓさん）  

○いつも貧血でひっかかるのですが、サプタアムリットは、鉄分の吸収がとてもいいい

ように思います（6月 1日、Iさん） 

○インドハーブのおかげで体調良く、助かっております。中でも貧血持ちの私にとって

サプタアムリットは手離せないハーブの 1つです（7月 13 日、Sさん）  

○こちらの商品のおかげさまで、調子がいいです。何でも三日坊主の主人が、貧血改善

にサプタアムリットとチャワンプラシュ、自主的に一ヶ月続けている事が本当に驚きで

す。効果を実感しているんでしょうね。ありがとうございます（4月 22 日、Sさん）  

○サプタ アムリットは、一緒にシラジットなどと摂っているのではっきりした事はわ

かりませんが、以前たまに感じためまいはなくなり、気力体力は向上しているように感

じます。数値を測る機会がなく残念なのですが、調子がよいので続けてみようと思って

います。今回注文いたしましたアムラ、シラジット、ブラフミーも含め、生活の一部に

なっております（２月２３日、Ｓさん）  

○サプタ・アムリット、シャラキを購入しました。今日の血液検査（4 月 23 日）で貧

血が前回（4月 2日）より良くなっているとのことでした。貧血の薬は副作用が出るし、

国内のサプリメントも試しましたが、だめでした。サプタ・アムリットすごい！！です。

元気の助っ人が見つかってとっても嬉しいです。ありがとうございました(４月 22 日、

Hさん）  

○サプタ・アムリット、ばるださんが貧血で、１セット（？）飲んだら治ったと書かれ

ていたので、私も貧血がひどい（自覚症状はありませんが）ので、飲んでみようかなー

と軽い気持ちで初めてみました。指の爪が白いと貧血（マクロビの本で読んだんだと思

いますが）、というのがあり、私はいつも真っ白だったんですが、１セット飲み終わる

くらいで、爪の半分がピンクに戻りました。全部がピンク色になるまで、飲み続けよう

と思っています♪(3 月 13 日、Tさん)  

○サプタ・アムリットとシャタバリのおかげで アトピー改善のための食事制限で不規

則になってしまった月のものが 順調になりました。 沙羅双樹クリームは痒みによく効

いてとても助かっています（1月 4日、Sさん）  

○サプタ・アムリットは、最近は時々飲み忘れることがあるほど体調が良いです。 説

明書きのアドバイスにある「消化の良い食事」もだんだんとわかってきました。アーユ

ルヴェーダの本に、米を炒ってから炊くと消化に軽くなると書いてあったのでやってみ

たら胃が軽くなり、とても気に入っています。 (読む前はスパゲッティなども、自分的

には軽い食事と思っていましたが、いまではとても重いとわかります。)食事法も少し
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取り入れてからは生理が軽くなり、貧血も軽くて済むようになったので、とても楽です

（2月 11 日、Mさん）  

○サプタ・アムリットはとても良いです。最近は、生理前にふらふらすることがなくな

ってきました。視力が良くなるまで続けてみようと思います。良い物を、ありがとうご

ざいます（11 月 11 日、Mさん）  

○サプタ・アムリットは医者で貧血と言われましたが、飲み続けると貧血の症状が改善

されているとのことでした。サプタ・アムリットと沙羅双樹は手放せません（１月１７

日、Ｙさん）  

○サプタ・アムリットは飲み始めて翌朝から効き目を実感しています。 おかげさまで

随分元気になりました。 ありがとうございます。 服用する前の私の貧血の状態は、倒

れるほどではなかったのですが、体が重く、しばしば目の前に星がとび、たまに星が視

界を埋め尽くし(灰色の霧のよう)何も見えなくなることがよくありました。 病院での

検査の結果、この値では慢性的な酸欠だったはず、とのことで、3年前自分で止めるま

では、病院からの鉄剤を長く服用していました。 鉄剤は飲めば元気にはなれたものの、

なんとなく違和感があり、嫌になったのかもしれません。 サプタ・アムリットを飲ん

で翌朝布団の中で、毎朝の首から腰の痛みがないのに気づきました。 その日の昼食後

には、いつもの強い眠気がないことに驚き、胃にも効くのかな？と思いましたが、たぶ

ん、血液の胃への集中で、貧血の私は眠くなっていたのではないかと思います。 鉄剤

を飲んでいた時も、どんなに少食にしても食後は倒れそうなくらいに眠くなっていまし

た。 2 日目、下を向くと血色のよくなった自分の足指と爪の色が目に入り、もしかし

て、と、下瞼の裏を鏡を覗いてみると、赤みがさしてきていました。とても嬉しかった

です。 3 日目以降は、朝起きやすく、身体が少しずつ柔らかくなってきました。いい

感じなので、しばらく続けてみようと思います。よろしくお願いします（7月 15 日、M

さん）  

○サプタ・アムリットは貧血にとてもいいようです。 婦人科系の疾患の関係で貧血対

策をしなくてはならないのですが鉄剤は気持ち悪くなるので飲めず、かといって鉄分の

多い食材もそれほど好きではないので、とても助かっています。 おかげさまで血液検

査でも通常値を保てています。 貧血は、単に体調不良というだけでなく、お肌のシミ

などの原因にもなりますので、気を付け続けたいと思います（４月２７日、Ｙさん）  

○サプタ・アムリットを摂り１年半になりますが、先月血液検査を受ける機会があり、

５年来の貧血がすっかり良くなっていたのには驚きでした！（8月 20日、Sさん） 

○サプタアムリット、自分は貧血ではないのですが、かけらを舐めてみたところ、どう

も自分の体が欲しているようなので飲んでみました。すると慢性的な寝不足と疲労でサ
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ッサと動けなかったのが、なんだか動く気力が出てきました。我が家のお気に入りです。

どれも化学的な薬ではないので本当に安心して使わせてもらっています。ありがとうご

ざいます（5月 25 日、Sさん）  

○サプタアムリットについて最近気が付いたのですが、貧血改善用に飲んでいたのです

が（何となく良いようです）、気が付くと、TVが以前より少しくっきり見えるようにな

っていました。うれしいおまけです（６月２日、Ｓさん）  

○サプタアムリットのお陰ですっかり貧血がなくなりました！ ありがとうございます。

(10月 16日、Hさん)  

○サプタアムリットはずっと利用していますがやはり生理中、後に積極的にとっている

と貧血や頭痛がしないように感じます。 手元にあるといつ貧血っぽくなっても安心で

す！（４月１７日、Ｓさん）  

○サプタアムリット到着しました！ おかげさまでしばらくは健康に暮らせます。うれ

しいご報告をひとつ。子供が欲しいけどなかなかできないといっていた同僚にサプタア

ムリットを薦めたところ、貧血が改善して、２つめのケースが飲み終わるころに、めで

たく授かったそうです。とても喜んでいました。 (6月 22 日、Ｙさん)  

○シャタバリやサプタマリットで更年期障害や鉄貧血が楽になりました。 (2月 19日、

Hさん)  

○私のサプタ・アムリットはバッチリ効きましたでご・ざ・い・ま・す。あの時は、下

血も有ったので用心の為飲みました。一年前も今も血液検査で貧血の項目に引っかかっ

た事ありません・・・・・ありがとう。（9月 13 日、Tさん）  

○私はサプタ・アムリットとシラジットを朝晩飲んで、立ちくらみがすごかったのが全

くしなくなったのに驚いています。仕事をしてしゃがんで立つとクラクラ～～～～～っ

としていて本当につらかったのですが、本当に感謝しております(11 月 27日、Fさん)  

○私は低血圧ぎみで昼過ぎまでダルい感じが続くのですがサプタアムリット飲んでか

ら血圧が正常値になり何となく体が元気な気がします。（12 月 8日、Sさん）  

○商品（サプタ・アムリット、サット・イサゴール）の感想ですが、サプリメントは全

体的に好きです。私はお通じが良くなり、彼女は生理が軽くなりました（２月４日、Ｓ

さん）  

○先日は貧血の為サプタ・アムリットを服用致しましたら、3ボトル終わる頃には立ち

眩みもなくなり、目の粘膜も赤みを増してくる嬉しい効果がありました。ただ飲み終わ

り、半月もするとまた粘膜や爪が白くなってしまい、軽い立ち眩みも 1 度ありました。

そこで今度は長めに服用してみようかと思うのですが、鉄灰の他トリファラ等も含み体

に良い物なので、普段より常用してみたいと思っております（１２月１１日、Ｓさん）  
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○前回いただいた『サプタ・アムリット』の感想。 貧血予防や軽い頭痛の際に、一役

買ってもらえるとのことで購入しました。 日本はこれから暑い時期に入るため、夏場

を凌げるよう今から試しています。 アーユルヴェーダの概念は、各々の症状を予防す

ることだと説かれているため、継続して摂取し効果検証してみたいと思います。 ちな

みに、個人的には冷え性で、朝起きると足が辛いのですが、サプタ・アムリットのお陰

か、足の痛みが軽減されたように感じます（６月２８日、Ｓさん）  

○前回注文しましたサプタアムリット早速効果があらわれました、私も貧血なのですが

改善されつつあります。ずっととり続けていきたいサプリメントになりました。（9月 5

日、Ｎさん）  

○貧血に効くサプリ（サプタアムリット）もすぐ効きましたよ。凄く良いですね。（1

月 2日、Sさん）  

○サプタ・アムリットは飲むことで冷えの改善もしてきていますが、同時にのぼせも抑

えてくれる気がします。シャタバリとの相乗効果もあるかもしれませんが更に飲み続け

ていきたいと思います（３月２８日、Ｎさん）  

○サプタ・アムリットをはじめ、他のハーブも全て毎日飲んでいますが、血液検査でず

っと善玉コレステロールの数値が高かったのが正常になりました。 どれが効いている

のかわかりませんが、特に体調の不調を感じないので、この組み合わせで飲み続けてみ

ようと思います（8月 13 日、Ｎさん）  

○サプタアムリットとてもいいです！体調がよくなりました（4月 5日、Kさん）  

○今年は日本ではインフルエンザが大流行です。 娘は毎年インフルエンザにかかって

おりましたが、今年はサプタ・アムリットとアルジュナを飲んでいるので大丈夫でした。

凄いですね！ありがとうございました（１月２５日、Ｙさん）  

○私の娘は 39才、中学 2 年生、小学 4 年生、生後 10 ヶ月の女の子 3人の母親です。 今

年に入って中学の子供がインフルエンザＡランクと診断されました。 続いて残り 2 人

もインフルエンザにかかりました。 毎年子供がインフルエンザになると決まって娘も

インフルエンザでダウンするのが常でした。 今回はサプタ・アムリットとアルジュナ

を飲んでいるのでインフルエンザも風邪もひきませんでした。 私も妻も全くインフル

エンザの影響を受けませんでした。 娘の家にも毎日行きましたが、大丈夫でした（１

月２６日、Ｙさん）  

○前回、注文しましたサプタ・アムリットにつきましては、 効果を感じるのに時間が

かかりました。 １箱目の半分を飲んだ頃から、効果を感じるようになりました。 そし

て、１箱全てを飲んでしまい、飲まなくなってから数日後に体の不調を感じ、目も疲れ

やすくなりました。 視力回復と低血圧改善のため、しばらく飲み続けようと思います
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（９月 2日、Tさん）  

○サプタ・アムリットについて。スプーン状に反っていた手の親指の爪が、だんだんと

正常に近い形になってきました。良い物を、ありがとうございます（8月 5日、Mさん）  

○サプタアムリット、続けています。併せて食事法と生活も自分なりに改善してみて、

ずいぶんと楽になりました。 スプーン状の爪が、徐々に改善されて喜んでいたのです

が、折れたり割れたりもしなくなったので、丈夫にもなってきたようです。良いものを

いつもありがとうございます（1月 13 日、Mさん）  

○もっぱら複数のサプリメントを愛用しておりますが、 どれがどうという感じなのか

は分かりませんが、 以前よりずっと体調や、肌の調子も良いです。 でもめまいが無く

なったのは、サプタアムリットのおかげかもしれない、と 思っています（12 月 28 日、

Sさん）  

○サプタアムリット'は届いた日の夜に服用したのですが起床時にダルさが無くて、ビ

ックリしました！！！こんなにスッキリと起床できたのは本当にここ数年記憶にあり

ません。宝物を手に入れたような気分です☆ (７月４日、Uさん)  

○サプタアムリットは疲れが取れてとてもよかったです。（11 月 18 日、Aさん）  

○トュルシとニーム、サプタアムリットは毎日飲み続けていて、 仕事等のストレスか

ら解放してくれているような感じです。トゥルシ本当に大好きです（１２月４日、Ｔさ

ん）  

○商品が到着してからサプタ・アムリットを飲んでいます。 朝起きるといつも頭が重

かったのですが、今朝はそれを感じられませんでした。 すっきりした感じが嬉しくて

気分が良いです。 どうやら私に合っているようなので、しばらく続けてみようと思い

ます（11 月 4日、Tさん）  

○サプタアムリットはよく効くので助かります（9月 19 日、Kさん）  

○シラジットとサプタアムリットも飲みました。神経過敏に相乗効果で効いてる気がし

ます（９月２６日、Oさん）  

◯サプタアムリットのおかげだと思うのですが生理痛や PMS 症状の 緩和がみられまし

たし、目の調子が良くなりました。 目は、老眼に差し掛かり焦点が合いにくくぼやけ

る等で、 吐き気に近い具合の悪さ等も消えました（１２月１１日、Ｙさん）  

★サプタアムリットもとてもいいです。生理のときにふらつくことがなくなりました。

目もよく使うので毎日飲んでいます。目もよく使うので毎日飲んでいます (９月１４日、

Kさん)  

★サプタアムリットを飲んでいる時は、リズム良く生理が来たのですが、無くなってし

まって飲まなくなったらやっぱり乱れてしまいます。もう少し続ける必要があるようで
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すので、注文します。(２月２３日、Yさん） 

★サプタアムルットを飲んで、白っぽい爪が明るいピンクになりました。それに気づい

て、気持ちまで軽くなり、夏のせいだけではなく身体も温かい感じになりました。貧血

で体調が悪かったのですが、こんなに簡単に元気になれるなんてびっくりです。もうし

ばらく続けようと考えています。(6月 30日、Tさん)  

★最近はお勧めのサブタムリットも夜寝る前に飲んでますよ・・そのせいか立ち眩みは

かなりなくなりましたよ （8月 19 日、Sさん）  

★私も１０年来治らなかった爪のひび割れが１カ月で完治しました。サプタアムリット

のおかげです。 (7月 26日、Ｙさん)  

★前回のシャバダリ、シラジット、アムリット、ケチケチ飲んでいたにも関わらず、期

待どおり、生理痛が和らぎ、さすがアーユルベーダと感心しています(8 月 26日、M さ

ん)  

★長年の貧血がありますが、サプタムリット、体感的にいい感じです。ちょっとぼーっ

とした感じが、サプタムリットとブラフミーを飲んでいると、脳や体がちゃんと回って

いる感じというか、しゃんとした感じがして、良いですね。目薬は蜂蜜入りのものが気

に入りました。(8 月 25 日、Nさん)  


