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〇ニーム・トゥルシ石鹸、肌荒れが治りました。幼少期から悩んでいた、顔の肌荒れや背中の

ニキビがこの商品を購入して使用し始めてから、少しずつ肌荒れが改善されてきました。とて

も嬉しいです。次回も購入させて頂きます。(4月 9日, Ｍさん) 

〇ニーム・トゥルシ石鹸、大好きな石鹸。こちらの石鹸は無添加でケミカルフリーなので安心し

て使えて香りも良いので大好きです! 3個セットがあるのでありがたいです☆(4月 5日, Mさん) 

〇サンダル・ソープ、 良い香り。毎日顔と身体に使っています。お風呂場まで良い香りに満

ちて肌も乾燥しずらくなった気がします。(3月 22日, L さん) 

〇アムラ・リタ石鹸、良かった。使っていると、アムラの香りや他のハーブの匂いに癒されまし

た！髪にも凄くいいのでこれからも使いたいと思いました。ただ保管が重要ですね！石鹸な

のですぐになくなります！保管を上手にしていたら、それなりに上手く長持ちして使えると思い

ます！ 他の人のコメントで染みたりすると書いている方がいましたが、私は、そんなことはな

かったです！ 全体的には、良かったです！(12月 17日, Ｎさん) 

〇サンダル・ソープ、何度もリピートしています。顔も体もこれ一つ、夫婦で使っています。使

用後の顔の肌はしっとりで、化粧水だけで OKなため基礎化粧品など減らそうとしている我が

家にはもってこいです。(9月 17日, K さん) 

〇ロータス・へナ・シャンプー、香りが好み。毎日は使っていないのですが、洗いかがりはきし

む感じはスッキリ感とも言えます。とにかく香りが好き。(9月 5日, P さん) 

〇サンダル・ソープ、香り。洗いあがりもさっぱり、素敵な香りが、唯一無二で、他の石鹸を使

う気になれません。(5月 18日, S さん) 

〇ロータス・へナ・シャンプー、爽やか。化学成分シャンプーがダメで、湯シャンをしていたの

ですが、匂いやベタつきが気になり、良いシャンプーを探していました。ヘナシャンプ―は、洗

いあがりも爽やかで、白髪も艶が出て気にならなくなり、香りも良く、最高です！(5月 18日, S

さん) 

〇 シルク・シャイン、髪が生き返ったようです。初めて使用しました。泡立ちは、日本製の普

通のシャンプーのように出ませんが、乾かしたあとは、フンワリとても良い感じでした。 髪の

調子も、すごくよくて、強く太くなってきた感じがします。(5月 14日, Ｍさん) 
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〇アムラ・リタ石鹸、いい香り。レモングラスのようなスッキリした香りで泡立ちもよく使いやす

いです。リンス無しでもキシキシしないし、市販のシャンプーリンスよりも静電気がおきません。

肌にも穏やかな感じがすます。市販のシャンプーやリンスはいろいろな成分でサラサラですぐ

乾き、静電気がすごいですが、この石鹸はそれらがなく自然な感じで髪にも地肌にもストレス

が少ないように思います。石鹸シャンプーを使っていた私にとっては今までよりも手入れが楽

になり良いものをみつけました。(1月 26日, B さん) 

〇自然ハーブ・シャンプー、使いやすく髪に優しいシャンプー。優しい香りで、泡立ちもよく、さ

っぱり洗い上がります。だからと言って洗いすぎる感じもしません。髪に優しいシャンプーだな

と思います。(12月 2日, Ｃさん) 

〇自然ハーブ・シャンプー、家族使いと購入!  安心安全な成分でリピートしようとしたら売り

切れなので星減です。パーマが復活したそうです。(11月 14日, M さん) 

〇自然ハーブ・コンディショナーシャンプーと一緒に安心安全な成分でリピートしようとしたら

売り切れ涙。(11月 14日, M さん) 

〇シルク・シャイン、優しい泡立ち。使いこなすのに少し時間がかかりまひしたが、香りはオリ

エンタル的な香りでワタシ的には気に入ってます。好みはあるかと思います。洗い上がりはキ

シミが気になりますが、くせ毛の私にはまとまりやすく助かります。(11月 4日, Ｒさん) 

〇ニーム・トゥルシ石鹸、香りが素敵。香りが長持ちしますし、肌のもっちりすべすべ感が続き

ます。(10月 31日, S さん) 

〇アムラ・リタ石鹸を使うと、スッキリするのに、程よく油分が残って、乾かすと、スタイリング

剤を少し付けたような仕上がりになるのです。今ちょうど切らしてて、届くのを首を長くして、待

っています。(10月 23日, S さん) 

〇サンダル・ソープ、ついでに買ったのですが、ボデブラシで泡立てて、体を洗うついでに顔も

洗ってみました。びっくり。翌日しっとりと、なんにもつけなくてもお肌がすべすべなんです。体

はもちろん、ひざ頭とか、つるつる。期待していなかっただけに驚いてます。(9月 30日, K さ

ん) 

〇ニーム・トゥルシ石鹸、香りも泡立ちも良いです！ 無香料の石鹸を使っていた時は、ワキと

かオシリとかを ささっと洗うだけでしたが、この石鹸は全身洗いたくなります。いつの間にか
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オシリの下がツルツルになりました。顔を洗っても大丈夫でしたが、ただ、デリケートゾーンに

は少し刺激があるかな…？と感じたので、以前から気になっていたデリケートゾーン用の『エ

バーティーン(ナチュラル・インティメート・ウオッシュ)』を追加注文しました。サフランロードさん

のセレクトは、どれも使ってみたくなります。(9月 18日, S さん) 

〇『アムラ・リタ シカカイ洗髪石けん』髪を洗う石鹸です。オーガニックシャンプー、塩、ヘナの

粉、湯シャン色々と試してきましたが、この石けんが１番！ 本当に出会えてよかった石けん

です。洗い上がりは、しっとり油分が残る感じなのですが、ショートヘアの私には、軽くワックス

を付けた感じになって、本当に気に入っています。『アムラ・リタ シカカイ洗髪石けん』は一生

使います。ストックが１個になったので、追加しなくては^^！(9月 18日, S さん) 

〇最初ヘナシャンプー100mlを買って良かったのでリピートです。髪の絡みも無く、また頭皮

の痒みも改善しました。長く使っていこうと思ってます♪（4月 29日、E さん） 

 

〇サンダルソープ 最初は香りが強く感じたけれど時間が経つとそれほどでもなく、きめ細や

かな泡立ちとなめらかな使い心地。最後まで固形で持ち運んでも溶けたりせず大丈夫。顔も

体もこれひとつ、色が白くなりました！（4月 17日、E さん） 

○自然ハーブ・シャンプー髪サラサラ。リンスとセットで使っています。すごく自然な

香りとサラサラな仕上がりがとても気に入りました。（12月 15日、Ｍさん） 

 

○ロータス・へナ・シャンプー。洗い上がりのパサつきがありますが、タオルドライ後

ドライヤーすると不思議とサラサラ感が出て来ます。私は乾かすとボリュームが出るの

ですがこれはビックリ! ドライヤーすると落ち着き髪の毛がサラサラに仕上がり、ボリ

ュームも抑えてくれます。こんなシャンプー初めてです。なのでリピしました。これ 1

本でトリートメント効果もありお得ですね。それと乾かす時の抜け毛が少なくなってる

ように感じます。ロングなので、乾かす時間も掛かるからそれで抜けるのかと思ってま

したが。洗髪中の泡立ちも良いです。欲を言えばいい香りが持続してくれれぱ完璧かな

ぁと。（11 月 1日、Mさん） 

 

○アムラ・リタ石鹸 

頭皮もさっぱり。髪の毛を洗う用の石鹸をあまり見かけたことがなかったのと、友人か

らシカカイが髪に良いと聞いてことがあり購入致しました。 
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髪がきしむこともなく、ヘナをするのですが染め上がりも良い気がします。（8月 4 日、

M さん） 

 

○ニーム・トゥルシ石鹸ニームの抗菌力すごいです！ 

さっぱりした香りもとても気に入っています。（8月 4日、Mさん） 

 

○アーユルヴェーダ・デトックス石鹸デトックスになっているか分かりませんが、肌が

しっとりします。（8月 3日、Gさん） 

 

○ニーム・トゥルシ石鹸香りもいいです。肌がしっとりスベスベになる感じです。（8

月 3日、Gさん） 

 

○ヨギ・ソープは初めボディソープとして使用していましたが、現在は洗顔用に。以前

は高価な洗顔ソープを使用していましたが、洗顔後の使用感・香りと共に満足しており

ずっと継続しております。いつもインドから到着しケースからも香りが漂い癒されてお

ります(^^)（7月 31日、Yさん） 

 

○ニーム·トゥルシ石鹸 アトピーで、直ぐ肌荒れを起こします。気になっていて、注

文しました。 

意外と小さく、包装を開けるとハーブの独特な香りがします。 

この香りは、好き嫌いに分かれると思います。 

ハーブの石鹸で洗うと、お肌がしっとりとして、アトピーも数日で佳くなりました。 

スッキリ洗えるので、いいですね。（6月 23日、Kさん 

 

○自然ヘアー・クレンザー（シャンプー）感想 さわやかな自然な香りに癒されます。

濡らした髪と地肌に付けると、すぐ濃密な泡が立って気持ちの良い洗い心地です。 洗

い流すとき、多少髪がきしみますが、シャンプーだけでも艶が出ているように思います。 

地肌がさっぱりして、洗った翌日も地肌の匂いがしないのが良いです。 使ううちに、 

髪質が良くなってきたように感じます。(12 月 2 日、Ｋさん） 

 

○以前に一度お願いしたヘア・クレンザーとコンディショナーがとても良かったので、 

今回、また注文しました。ヘア・クレンザーは地肌まですっきり、コンディショナーは 

髪のまとまりがとても良いように思います。安心して使わせていただいています。（10 
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月 28 日、N さん） 

 

○自然ハーブシャンプー、コンディショナーとっても気持ちよく使えました。洗い上が 

りもしっとり。お気に入りになりました。(9 月 21 日、T さん） 

○自然ハーブ・シャンプーとコンディショナー とても良かったです。指通り 洗い上が 

り 香りどれも ハッピーになれるセットですね。良い物をありがとうございます。 (5 

月 10 日、M さん） 

 

○前回購入の洗髪石鹸。ギシギシせず、心なしか髪にボリュームが出たような そんな 

感じがしました。（5 月 8 日、S さん） 

 

○新製品の自然ハーブ・シャンプー、 自然ハーブ・コンディショナー早速試しました。 

泡立ちも良かったです。髪を乾かしたら、石鹸シャンプーのような、安心成分特有のご 

あつき感やキシミ、うねりもなく、サラサラの髪に仕上がりました。（3 月 14 日、Ｋ 

さん） 

 

○いつもお世話になりありがとうございます。ヨギソープ（ケワダ）での洗髪、とても 

快適です！ （2 月 20 日、H さん） 

 

○自然ハーブのコンディショナーは初めて使用しましたが、頭皮に全く刺激が無く、安 

心して使う事ができました（ちなみに他の自然派コンディショナーでは荒れる事が多い 

頭皮です）。あまりに刺激が無いので効果が無いのか？と思いましたが、乾かした後の 

髪はサラッサラでした。香りは洗い流した後も結構香りますね。私はもう少し控えめな 

石鹸・シャンプーのご感想方が好みですが、好きな香りだったので良かったです。引き

続き使っていきたいなと思 

える商品でした。（2 月 8 日、Ｆさん） 

 

○自然ハーブのコンディショナーの感想です。 成分が徹底して自然の物だけで作られ 

ていて、とても興味をそそられました。使用感は香りがとても優しく心地よいです。今 

まではジョンマスターオーガニックのトリートメントを使っていたのですが、それより 

もさっぱりとしたつけ心地だったので乾かした時にパサつくかも？と心配したのです 

が、ドライヤーで乾かすと必要以上にしっとりとせずさらっとフワフワで大満足でした。 

使い心地は自然の優しさが感じられて、とても気持ちが良い使用感でした。とても気に 
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入りました！（1 月 27 日、Ｍさん） 

○新発売の自然ハーブのコンディショナーを早速試したところ、香りも悪くなく洗い上 

がりがきしまず良さそうです。（1 月 21 日、Ｏさん） 

○ヘナシシカイシャンプーですが、使い始めはペタッとなりヘナシャンプーの方が良い 

かな～と思っていましたが、乾燥したこの時期、逆になじんで良いようです。今はヘナ 

シャンプーお休みしヘナシシカイシャンプーを継続しています。（1 月 21 日、Ｏさん） 

○洗髪用の石鹸で髪を洗っていますが、国産の高い液体のものよりもさっぱりして、髪 

を乾かした後しっとり。市販の液体シャンプーにはもどれません。(1 月 14 日、Ｎさ

ん） 

○アムラリタシシカイシャンプーの使用感想 いつもラベンダーの香りがお風呂場に広 

がって癒されます。頭皮の乾燥が気になって購入しましたが、今じゃ身体全てをこれで 

洗っています。白い粉ふきのカサカサ肌がモッチリしました。更にブラックソルトを入 

浴剤として使います。若干、鉱質系のニオイになるので、ドライのレモングラスと一緒 

に入れてます。これで家族全員お風呂大好きになりました。ありがとうございます。（1 

月 8 日、Ｈさん） 

○ へナ・シカカイ・シャンプー 200ml ブログに書いてあるように、ヘナとシカカ 

イの良いところを合わせたような使用感です。シシカイはべたついて細い毛髪に私には 

合わず、ヘナはサラサラになるけど、少し物足りなく使用量も多くてお値段も高め。総 

合的に爽やか香りのへナ・シカカイ・シャンプーおすすめですよ。（1 月 5 日、Ｏさ

ん） 

石鹸・シャンプーのご感想 
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○新発売のアロエベラ＆グリンティー コンディショナー使ってみました。インドでも 

緑茶ブームでしょか いわゆるグリンティーの香りが強くてアロエの香りはしません 

でした。（乾かすと香りは消えました）アロエは成分？。さらっとした手触りでほんの 

少量使い、乾かすとさらさらに。ねこっ毛の私の髪質にはあっているようです。よくあ 

る、あのぬるっとしたコンディショナーが苦手なので、ストレスなく使えて気に入りま 

した。（1 月 5 日、Ｏさん） 

○ シシカイとヘナのシャンプーとても良いです！ 始めは独特な匂いに驚きましたが、 

慣れたら癖になる匂い(笑)メロン？きゅうり？そんな香りです。普段はヘナシャンプー 

をつかっていますが、ヘナシャンプーより泡立ち＆洗い心地は良いですね。しかしこれ 

単品だと完全に乾かすまで軋むので、新製品のコンディショナーとセットで使うと良い 

と思います。(1 月 2 日、Ｓさん） 



 

 

 
石鹸・シャンプーのご感想 

 

  

7 

○新発売のヘナ・シカカイシャンプーを使用してみました。毛質によるものでしょうか、 

私はシカカイ入りだと洗い上がりが若干ベタつきが気になります。母は、アムラ・リタ・ 

シカカイも気に入って使用中。ヘナ・シカカイの方がシャンプー前のオイルが少なめで 

良いみたいと比較しながら試しています。私は、今のところヘナ・シャンプーが合って 

いるような気がします。（12 月 2 日、O さん） 

 

○デトックスソープを使い始めて 12日目ですが思いがけない効果があったので報告し

ます。 気温が高く汗ばむ季節になると毎年デオドラントスプレーを使用してましたが、

デトックスソープを使ってから汗の匂いが全くしません。最初は気のせいかなと思いま

したが、仕事が終って着替えるときに無臭だと気付き予想外な効果に驚いています。 

（7月 7日、Yさん）  

 

○ニーム・トゥルシ石鹸、とても良い香りで気に入りました！洗い上がりもさっぱりし

っとりです。あまりにも良かったので、ほかの石鹸も試してみたくなり注文しました。

楽しみです。よろしくお願いします。（4月 26 日、Kさん） 

 

○シルクシャインは、アジアっぽくない素敵な香りのインドのハーブシャンプーは唯一

これだけな気がします。私は他社のハーブシャンプーに使われているインドの独特のお

花の香りが苦手でしたので、そういう人にはぴったりかも。使用感もしっとり、ふわっ

と、つるっとなめらかに、まっすぐになりますし。まとめ買いです。（2月 21 日、Aさ

ん） 

 

○ヘナシャンプーは年頃の娘も使っているお気に入りです！催促されてたので、なくな

る前に届いて良かったです！（2月 20 日、Nさん） 

○ニームの石鹸も肌に心地よく、香りも安らぎます。（10月 15日、Iさん） 

 

○アーユルヴェーダでデトックスって飲み物や食べ物だけじゃない。石けんもあるの。

毎日使うことで汗の匂いも無臭になっているから本当にデトックス感。いい香りで優し

い気持ちで満たされる。肌にも優しい成分で安心して使える。（ツイッター）（9 月 16

日） 

https://twitter.com/cawach 
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○デトックスソープについて 肌のとても弱い私がデトックスソープを使いはじめて 2

週間目ですが、肌の調子が落ち着いてきて炎症がおさまって来ました。香りも好きでリ

ピートさせていただきます。（7月 15 日、Mさん） 

 

○アムラ・リタ・シカカイ洗髪石鹸； シャタバリやサフラン商品を気に入り、HPの感

想で気になったアムラ・リタ・シカカイ洗髪石鹸を購入。 洗髪用の石鹸なんて髪がき

しむのでは？と、先入観があったのですがいい意味で裏切ってくれました。 痛んでい

た髪全体をオイルで保護したようにしっとり、髪のきしみもなく洗い上がりもいい感じ。 

普通のシャンプーだとしっかり洗っても後頭部に(特に夏場)嫌な脂っぽい臭いが残っ

ていたのが アムラ・リタ・シカカイ洗髪石鹸では臭いが残らず、また今まで多かった

抜け毛が一気に減ってびっくり。 わたしはこの石鹸ひとつで、リンスは別に必要なさ

そうです。気に入ったので再度３つ購入しました。 

（後記）アムラ・リタ・シカカイ洗髪石鹸は毎回洗顔用の泡立てネットで泡立てて使っ

ていました。 普通の石鹸より泡立ちが少ないので、最初１度石鹸をつけてこする位の

使用量だったのですが、ある時石鹸を２度こすって頭皮と髪にもっとなじませようと使

ったときのこと。 洗い終わりお風呂から上がった後も、頭皮近くが油分でいつもより

べったりしてたのです。 精油や自然由来の油を配合している石鹸なので、あわだちが

少なめでも髪には十分なのだと感じました。 最初夏にさしかかったからか、わたしが

脂性だからかと気になったのですが……。そのあと最初と同じように、軽く１度泡立て

ネットでこする程度の量で再度洗髪したら、べたつきは残らず、適度にしっとり&さら

さらでした。少な目ですむので、経済的でもありますね。 髪質やせっけんの量をみて、

自分の適量で使っていただたらよいのでは、と思います。（7月８日、Tさん） 

 

○８４歳の姉が貴社のヘナシャンプーを使って大変良いと購入を頼まれました。私も気

に入っております。（10 月 27日、Nさん）  

 

○ニーム・トゥルシ石鹸は凄くさっぱりして、肌はしっとりさらさらです。アーモンド

ローズもレモングラスもうっとりする香りです。（10 月 8日、Kさん）  

 

○石鹸 とっても体にいい感じがします。溶けにくいのでリピします。（10月５日、K

さん）  
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○石鹸、香りがとても良く洗い上がりがさっぱりして気持ちが良いのでリピートします。

（10月 1日、Nさん）  

 

○ヘナシャンプーは、洗い心地が良かったです。タオルドライすると、きしんだ感じが

しますが乾くと気になりませんでした。（9月 11 日、Tさん）  

 

○ニーム石鹸を使っていると、身体もバスルームも浄化されているように思います。ず

っと使い続けたい。お気に入りです。（5月 6日、Ｍさん）  

 

○ 初めて注文させていただいたシルクシャインの使用感が気に入っています。 髪のご

わごわ感がなくなってきて良い感じです（12月 14日、Uさん）  

 

○この前、購入したシルクシャインがとても気に入りました。粉なので少し面倒ですが

これからも使っていきたいです（11月 26日、Nさん）  

 

○（ニーム・トゥルシー石鹸）早速、何度か使ってみましたが 使用感がとてもいいで

す! さっぱりしているのに肌がすべすべになって今までにないソープだと思います 購

入して正解でした。これからもリピートすると思うのでよろしくお願いします（10月

23 日、Oさん）  

 

○ヘナシャンプーとアロエジェルクリームを使ってみました。シャンプーは髪がさらさ

らになります。アロエのクリームは肌がしっとりしますが私には、もう少し保湿感があ

ればいいと思いました。でもきにいりました（8月 24日、Oさん） 

 

○石けんやサプリ、日焼け止めなど楽しんで使っております。 特にヨギソープは本当

に肌がスベスベになって気持ちよいですね！ ケワダ風の香りは、私には強めでしたが、

そのうち香りもマイルドに なってくるでしょう（8月 2日、Uさん） 

 

○ヨギソープ、泡立ちもよく、まるで香水を浴びてるほどのいい香りがなんとも豊かな

きもちになります（7月 19日、Aさん） 

○早速、石けんやサプリ、日焼け止めなど楽しんで使っております。 特にヨギソープ

は本当に肌がスベスベになって気持ちよいですね！ ケワダ風の香りは、私には強めで
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したが、そのうち香りもマイルドに なってくるでしょう。（8月 2日、Uさん） 

 

○ヨギソープ、泡立ちもよく、まるで香水を浴びてるほどのいい香りがなんとも豊かな

きもちになります（7月 19日、Aさん） 

 

○前回注文した石鹸はどれも凄く気に入りました。 泡立ちがどうなんだろう？と思っ

ていたのですが、クリーミィな泡が出てお風呂嫌いな幼児に「どっちがいっぱい泡が作

れるか競争しよう‼︎」と誘い出すのにも一役かってくれました(*≧∀≦*)。 洗い上がり

もサッパリしっとりで香りも好きで気に入っています。 ローズ石鹸を使った知人から

もまた注文して欲しいと頼まれての再注文です。（7 月 13日、Yさん）  

 

○今回、初めてソープを買いました。 実は私は PTSD からくる、鬱で昨年から休職して

ます。二ームソープ、さっそく使ってみます。 サンダルウッドソープも、どちらも安

らぐ香りですね。使うのが楽しみです（5月 9日、Jさん）  

 

○(ニーム・トゥルシー石鹸)早速、何度か使ってみましたが 使用感がとてもいいです! 

さっぱりしているのに肌がすべすべになって今までにないソープだと思います 購入し

て正解でした。これからもリピートすると思うのでよろしくお願いします（5 月 1日、

O さん） 

 

○シルクシャイン。とても気に入ってます。洗い上がりの髪が軽くなって、リンスいら

ずでよいです。 泡もさして立たずに髪がきれいになるのが、地球にかかる負担も少な

いと思います（4月 29日、Wさん）  

 

○前回のヘナシャンプーは友人に頼まれたもので、かなり良いと聞き、私も今回購入し

ました（S、さん）  

 

○前回のヨギーソープは香りも泡立ちも良い上、長持ちするのでお気に入りです。 お

肌にも優しいのでリピしつつ、他のソープもトライしてみたいです（4月 2日、Tさん）  

 

○ﾍﾅシャンプーいい感じです。匂いもいいですね（3 月 31日、Tさん）  

 

○先日試しに…と思って購入してから、アムラリタシカカイ石鹸と沙羅双樹クリームの
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ファンになりました！なくなる前に追加購入できればと思っています（2月 28日、Mさ

ん）  

 

○さっそく夜にアムラ、リタ、シカカイの石鹸と沙羅双樹クリームを使いました。石鹸

は予想外に良い香りで、次は大きい方のサイズで購入したいと思いました。石鹸のあと

にクエン酸リンス＋コンディショナーをしたら、翌日には油分過剰な感じになってしま

ったので、丁度良い使い方を探します（2月 24日、Mさん）  

 

○サンダルウッド石鹸は、香りも使い心地も癒やされます。溶けにくいのも優秀です

ね！（2月 24日、Uさん）  

 

○前石鹸も、こちらでいろいろな種類を試していますが、どれも最後までしっかり形を

保っていて、とても使いやすいです。 日本に売っている製品は、小さくなってくると

溶けてぐにゃぐにゃになるので、固形石鹸はこれからもインドのものにしようと思って

います（2月 17日、Tさん）  

 

○アムラリタシシカイ石鹸ですが、何度洗い流してもドライヤーの際にベタベタし、私

には合わないようです。香りと洗っている時の感じは好きなのですが、残念（2月 11

日、Sさん）  

 

○ヨギソープケワダ風♪ 少しの量でホイップみたいな泡に包まれました優しくマッサ

ージされ香りも素敵なのでずっと洗っていたくなる程洗いあがりも最初は取れすぎか

と思いきやすぐにしっとりモチモチに変わりました（2月 1 日、Kさん）  

 

○アムラ・リタ・シカカイ洗髪石鹸、今回は１５個も送っていただきましたので とう

ぶん、思う存分に洗髪タイムが楽しめます（笑） ところで。 この洗髪石鹸ですが、使

用時に、気をつけなければならないことがひとつだけあります。 それは「泡が目に入

ると異様に沁みる」という点です。 シカカイが入っているせいかと思われます。 泡が

目に入ってしまうと、カトラミデの比ではないぐらい痛くなって、しばらくの間、 白

目が真っ赤になってしまいますので要注意(^^ゞ それ以外はまったく問題を感じませ

ん。 これまでどんな洗髪料を使っても（無添加系）かならず若干は頭皮がかぶれてい

たのですが この洗髪石鹸は平気です（1月 9日、Nさん）  
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○先日、特別注文させていただいた「NEEV スキンデトックスソープ」ですが、 独特

の薬草っぽい香りがとても好きでした(*´∀`) 偶然かもしれませんが、スキンデトッ

クスソープを使った翌日、お尻のところに できていた湿疹みたいなものが治っていま

した。 また注文させていただきたいので、スキンデトックスソープもレギュラー品と

して お取り扱いいただければ嬉しいです（12月 17日、N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）  

 

○とりあえず、もっとも珍しい「ヘアウォッシュソープ(アムラ・シカカイ石鹸)」から

使ってみました。 感想ですが。これは素晴らしいものだと感じました。 泡立ちは他の

NEEVソープと比べるとよくないのですが、洗い上がりがさっぱりしっとり。 コンディ

ショナーやトリートメント剤は不要なぐらいです。 しかも。私はかなりの敏感肌で、

低刺激のシャンプー、無添加石鹸シャンプー、クレイの類など、ひととおり試している

のですが、どれも必ず洗髪直後から頭皮がチクチク痒くなってしまうのです。 ところ

が、このヘアウォッシュソープは、それがぜんぜんありません。 洗ってみて 15時間ほ

ど経過しましたが、まったく痒みがでないのです。 これは再購入確定です(*´∀`)（12

月 2日、Nさん）  

 

○（ヨギ・ソープとケワラ・ソープ）石けんの香りが最高です！ 使うのが楽しみです。 

このたびも、どうもありがとうございました。 またなくなりましたら注文させていた

だきますので、 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします（12 月 1日、Ｓさん）  

 

○シルクシャイン 粉なので少量の水でまぜて、頭皮をマッサージする感じで使用して

います。私はロングヘアでカラーもしているのですが、これはしっとりした感じになり、

でも頭皮は気持ちよく洗った感じで好きです。 ヘナシャンプー も試しで一緒に購入

しましたが、私はシルクシャインの方が好きです。ヘナシャンプーも悪くはないのです

が、シルクシャインの方がまとまり感といいますか、しっとりすると私は感じました。 

今回、アムラ洗髪石けんも試しに購入したので楽しみです（1月 17日、Mさん）  

 

○silke shine を使ってみたところ、５０才過ぎのセミロングの私の髪は多いけれど細

くで・・ 若かった頃のように力強い髪にしてみたいという願いがかないましたよ。 １

回目は使用量が多かったのと揉みほぐしたせいで、濡れ髪がバリバリに絡まってしまっ

たのですが、 ドライヤーで乾かすと髪がしっかり太く力強く、それからピカピカに光
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りました。 今はベストな量を探しているところです（1月 13日、Hさん）  

 

○最近のお気に入りは、"ヘナトゥルシシャンプー"です。サラサラになるし、乾きが早

くて驚きです（12 月 26日、Sさん）  

 

○ロータスヘナシャンプーは、リンス無しで時短になるし、地肌もスッキリ洗い上がる

のでなくてはならない商品です（11月 11日、Yさん）  

 

○ヨギーソープが泡立ちも香りも気に入ったので、今回はケワダ風も注文しました。 私

は手足の痒みがあるのですが、刺激がないので助かります（9月 26日、Tさん）  

 

○本日、石鹸受けとりました。小さくなった石鹸の使い方ありがとうございます。 犬

の散歩から帰ってからの足洗いに使用してみますね（今まではシャンプーを使用）私も

小さくなった石鹸は捨てずに、他の小さくなったものと一緒にネットに入れて靴下や雑

巾を洗うのに使っています（＾＾ｖ） 捨ててしまうのはもったいないですものね（9

月 26日、Kさん）  

 

○前回届けて頂いたニーム・トゥルシ石鹸が、香りも使い心地もとても良かったのでリ

ピさせて頂きました（9月 11日、Yさん）  

 

○石鹸も他の市販を使うと、やはりこちらに戻りたくなります。 ローズ２種は以前も

購入しましたが、ニームとレモングラスは 夏に爽やかかと思い、今回購入するので楽

しみです（7 月 21 日、Nさん）  

 

○前回は、義父の湿疹でカイラスジ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） v ○アーモンド・ローズ石鹸は使用後もさらっとしてとても気持ち

が よく気に入ってます（7月 9日、U さん）  

 

○シルク・シャインはとてもお気に入りです。洗髪はこれだけ。トリートメントなど使

用しないでもサラサラの仕上がりでとても満足してます。（8月 4日、Sさん）  
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○早速、シルク・シャインを使ったところ、洗い上がりは予想通りキシキシしましたが、

タオルドライ後、オイルをつけてドライヤーで乾かしたら、髪がフワッと軽い仕上がり、

香りもくどくなくてとても氣に入りました。次回はまとめ買いしたいと思います（６月

１４日、Ｓさん）  

 

○シャンプー（シルク・シャイン）は２回目です。使い始めは使いこなす事が難し

く、？？？でしたが、今は快適です。洗い心地も気持ちよく気にいってます（５月１９

日、Ｋさん）  

 

○（ヘナ）シャンプーは、やはりこれじゃないと洗い上がりの軽さが違います。 なく

なったら困るのでたくさん買い占めたいです（8月 27 日、Yさん）  

 

○前回頂きましたヘナ シャンプー、洗髪後、髪がとてもサラサラして気持ちがいいで

す（7月 25 日、A さん） 

 

○こんにちは。 ヘナシャンプーがもうすぐ切れてしまうところで、ダメ元でサイトを

見たら再入荷していたので大変嬉しいです！本当に、シャンプー難民になるところだっ

たので、ヘナシャンプーの再入荷が嬉しくてたまりません♪(笑（６月２日、Ｓさん）  

 

○ヘナシャンプーは大のお気に入りです！ もともと髪は健康ですが、細いのでペタっ

となりがちなのが悩みでした！ このシャンプーはボリュームが出るし、スタイルが決

まるので愛用しています！ 私はトリートメントなしでこれだけです！香りも大好きで

す！ 今後も使い続けたいと思います（５月２６日、Ｎさん）  

 

○ロータスヘナシャンプーはすごく気に入りました。 トリートメント不要で洗うだけ

でツルスベな仕上がりで簡単楽チンで大きなポンプサイズがあれば買い占めたいです。 

来月シンガポール旅行に行くのに小さな容器に移し替えて持っていくつもりです（５月

１３日、Ｙさん）  

 

○前回買った石鹸もとてもよかったので、今回も頼みました（４月１５日、Ｓさん）  

 

○シルクシャイン香りや泡立ちが良かったですね♪（３月４日、Iさん）  
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○私は沙羅双樹クリーム、 夫はカイラシュジーバン、 息子はヨギソープがとてもお気

に入りです（２月１４日、Ｓさん）  

 

○石鹸とオイルは昨日受け取りました。 早速、石鹸（olive rose）は使用しました。 Ｇ

ood＆Ｎice Ｐroduct ですね！ 石鹸も生オイルに近いほど、肌に対する刺激が強いの

ですが、 例えば、日本で人気のオリーブ石鹸（アレッポ）などは 刺激が強いように思

います（私には向かないです）。 でも、ＮＥＥＶはそういうことが無いですね。 また、

好き嫌いがあるかも知れませんが、香りは強くないのですが、 インドの草原（少々草

っぽい）の香り、逆に捕らえると自然のままの香りという感じです。 今日は LemonGrass

を使用してみます（１月９日、Ｍさん）  

 

○シャンプーもさっぱりで良かったです（１月１３日、Ｈさん）  

 

○前回購入したもの、すべて最高です。シルク・シャインはうちの母親もお気に入りに

なり、１つでは足りないため５個セットで頼むことにしました（１月７日、Ｓさん）  

 

○ロータスヘナシャンプーの使い心地は抜群に良いです。髪の毛（私自身）が喜んでい

ます（１月７日、Ｙさん）  

 

○石鹸(Neev)各種は主に洗顔に使っています。どれも使い心地も香りも良いので使い続

けたいです（１２月１９日、Ｎさん）  

 

○ロータス・ヘナ・シャンプーはとてもツルツルでさらさらになります。  

 

○先程、早速、シャンプーを使わせて頂きました。香りが、とても気に入りました。洗

い上がりも、髪がなめらかです。もう手放せなくなりそうです（１１月 1日、Ｙさん）  

 

○先日購入したアーモンドローズの石鹸香りがとても良く 使い心地も良かったです

（１０月２４日、Ｋさん）  

 

○すすめて頂いたニーブの石けんがとても好きです！ これからヨギ石けんも使おうと

思うのですが ケワダ調のを購入させて頂いたのですが、封を開けたらとても香りが強
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くてびっくりしました！ 使うのを楽しみにしています（９月１８日、Ｔさん）  

 

○アーモンドローズ石鹸、見ただけで良い石鹸だとわかります。 以前は自分で石鹸を

作っていましたので、品質の良い石鹸は美味しそうに見えます（笑）（９月６日、Ｋさ

ん）  

 

○ シャンプーはすっかりシルクシャインです。 シカカイの天然の泡立ちを楽しんでい

ます。猫っ毛でボリューム欲しい！の私です。石鹸や一般シャンプーを利用していたと

きは１日後にはつむじまわりや前髪が少々脂っこくなるので、つまりボリュームもダウ

ンしてしまう為、要毎日の洗髪でした。 そこがシルクシャインだと、なかなか脂っこ

くならないんです。ハーブで洗髪、ついでにその泡で顔や体のデリケートな部分も洗っ

てます。気に入ってます！（７月１３日、Ｗさん）  

 

○品切れのへナシャンプーの件、了解いたしました。 前回の注文で初めてへナシャン

プーを使った所、こんなに良いシャンプーには いままでめぐりあったことがなくて 

一生このシャンプーを使おうと考えておりました。 廃盤になってしまうのでしょう

か・・・また復活してくれますように（７月２５日、Ｙさん）  

 

○シャンプーの Silkeshine はフケ無くなりボリューム出て来ました（６月２４日、Ｗ

さん）  

 

○先ほどシルクシャインで髪を洗いました。とても気に入りました（６月２４日、Ｋさ

ん）  

 

○ヘナシャンプーは主人用です。若い頃からフケと頭皮湿疹がひどく、いろんなシャン

プーを試して来ました。最近は抜け毛と共に少しは良くなってきましたが、二日目は痒

みが出て、ベタベタになっていました。それが、ヘナシャンプーを使いだしてとても調

子が良いです。本当に感謝です（６月２４日、Ｋさん）  

 

○リンスが入っていないので洗い上がりがギシギシするのですが、ドライヤーで乾かし

ていくうちにギシギシ感がなくなります。ヘナだけでなくトウルシ(ホーリーバジル）

が入っているのでオレンジ系にならず、少しずつ白髪が目立たなくなりつつあります。

これからが楽しみです♪ （６月２２日、Ｋさん）  
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○ここ最近市販のシャンプーがどれを使っても合わず、地肌がかゆくなったりしてたん

ですが、ヘナシャンプー・ロータスシャンプーは、かゆくなりませんでした。私の髪質

は細くやわらかい髪質で、腰ぐらいの長さがあります。どちらも良かったのですが、ヘ

ナシャンプーの方が合いました。泡立ちもよく、洗い上がりもさっぱりで、髪を乾かす

と天然のリンスで、髪がつやつやになり、大変満足しております！（４月２０日、Ｎさ

ん）  

 

○石鹸は、以前注文したカディの物を使用中です。アロエとティートゥリーを使いまし

たが、泡立ちもよくて肌にふっくら泡が当たって使い心地がとても良かったです。これ

まではメイク落としのクリームを使っていたのですが、カディの石鹸で２回洗えばスッ

キリ落ちるので助かっています。洗い上がりも気持ちよく、もっぱら洗顔石けんとして

使っています。今回の石鹸も楽しみです。(3月 15日、Nさん)  

 

○トリファラは髪の為に飲用していましたが、摂取したいハーブが増えたので今はトリ

ファラとアムラをロータスヘナシャンプーに混ぜて使っています。髪にコシと艶が出て

きましたよ(*^。^*) 主人はヘナシャンプーがとても気に入っています。(3 月 22 日、

K さん)  

 

○へナ・シャンプーの使用感について： 今まで使っていたシャンプーに比べて髪のク

シどおりがいいのです。髪をとかしやすくなったので、切れ毛も減ると思います。リン

スがなくてもよさそうですね。(3月 20日、Hさん)  

 

○ヘナシャンプーがとにかく大好きなので、またリピートでお買い物させていただきま

すね。その時はまた、よろしくお願いします！(２月２日、Ｓさん）  

 

○前回も今回も注文したヘナシャンプーですが、最大３つしか買えないのでしょうか？

もうあのシャンプー以外使えない！と言う程気に入ってしまい、ストックがないと落ち

着かなくて(笑)職場や友人に、シャンプーの宣伝に出れるよ！と言われるくらい、髪質

が良くなったみたいです♪独特の香りも大好き！あのシャンプーの色も好きで、600 ミ

リ入る透明のポンプ式の容器に３つ入れ替えて使っているんです。あのシャンプーの虜

です(笑)（１月２８日、Sさん）  
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○サフランロードのヘナシャンプーがなくなって、一時期別のシャンプーを使っていま

したが、やはりヘナシャンプーの方が髪がいい感じになります。(1月 31日、Kさん)  

 

○やっぱりロータスシャンプーでないとダメなようです。（1月 8日、Yさん）  

 

○トゥルシー・ヘナシャンプーコンディショナーが必要ないくらい艶が出ます。香りも

良く使用後、痒くならないのでとても気に入っています。（10 月 31日、Nさん）  

 

○ヘナシャンプーは、すごくさらっとつるっとする気がします。。（10月 23日、Sさ

ん）  

 

○ヘナシャンプー いいですね～ コンディショナーなしでもパサパサせず、しっとり

洗えました。 810 月 17 日、Ｋさん）  

 

○ヘナシャンプーさらさらな仕上がりで、気に入ってしまいました！（10月 7日、Ｏ

さん）  

 

○ヘナシャンプーはリンスなしでも満足の仕上がりです！！。（8月 29日、Ｆさん）  

 

○ヘナシャンプーとても気に入っています。頭皮のかゆみがなくなり、髪につやとコシ

がでてきました。それになにより香りが大好きです（9月 5 日、Ｎさん）  

 

○ヘナシャンプーめちゃくちゃよかったです。リンスなしでオッケーo(^▽^)o他の商

品も気に入ってますが、今回はこの注文でお願いします。（8月 20日、Ｔさん）  

 

○今使わせていただいてるロータスへナシャンプーは洗ったときにはきしみますが、乾

くとさっぱり、さらさらになり気にいっています。（8月 17 日、Ｙさん）  

 

○へナ・シャンプーは、エキゾチックな香りにあらまあとどきどきして、そして洗いご

こちはすっきり、洗い上がりは思っていたよりしっとりでした。へナ・シャンプーとい

うことは、白髪が多少染まっていくのかなとそこらへんを今後みてみたいと思います。 

(8 月 6 日、Ｙさん)  
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○シャンプーの感想ですが、私は２種類買って、使い比べてみました。以前からシャン

プーには気を使っていたので、美容院で使っている高いシャンプーや、ノンシリコンの

ものなど試していましたが、こちらのシャンプーは、まず香りが良い！リンスしなくて

もサラサラだし、頭皮はキチンと洗えた感があり、まさに求めていたシャンプーでした。

ヘナの方（ロータスへナシャンプー）は、コンディショナーが入ってると書いてありま

したが、私には、今回購入したシャンプー(トゥルシ)の方（ヘナシャンプー）がサラサ

ラ感を得られ、軋みも一切なかったし、どちらかと言えばこちらの香りの方が好みだっ

たのでリピートしました。どちらも良かったし、パッケージはヘナの方がロータスで可

愛いかったんですが、使い心地が自分に合う方を選びました。娘もとても気に入り、２

人で使ってたらすぐなくなってしまうので、まとめ買いしてしまいました(^^;) (7月

30 日、Ｓさん)  

 

○ロータスシャンプーは香りが良いのに刺激が少なく安心して使えます(７月１８日、E

さん)  

 

○今回、初めてヘナシャンプーを注文し、昨晩使ってみましたが、皆さんの感想どおり、

髪が乾いた後サラサラです！頭皮も軽く感じます、シャンプーは初めてなので小さいサ

イズを買ったのですが、次回は大きいサイズを注文したいと思います。(6月 9日、Ｋ

さん)  

 

○シャンプーも、オイルもとても良かったです。サラサラになってこんなの初めて、つ

いつい触ってしまいます。、(6月 8日、Ｎさん)  

 

○早速ロータス・ヘナ・シャンプーを使ってみました。洗い上がりはさっぱり、でも乾

くとしっとりとしていて、香りもとても気に入りました。前回注文したヘナシャンプー

も洗い上がり、香りがよく癒されました。（5月 28日、Nさん）  

 

○ヘナシャンプーですが、大変気に入っています。このシャンプー以外、今のところ使

いたくないぐらい気に入っています。なんといっても、リンスなしで OKというのがい

いです。それでもサラサラの仕上がりになりますし、とても健康で元気な髪が育ってい

ます。抜け毛も少なくなりました。香りも気に入っています。というわけで、最高です！

(笑)（4月 25日、Kさん）  
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○ヘナ・シャンプーもすごいですね今までどんなシャンプーもダメだったのにもう艶々

になって、手触りも最高です。あとは髪の毛が増えるといいんですけど （＾＾ゞとに

かく楽しみが一杯増えました（1月 28 日、Ｉさん）  

 

○コンディショナー入りのシャンプー、使いやすくていいです(^.^)b 洗髪がはやく済

むので嬉しいです。一本で全然イケます。（1月 27日、Ｍさん）  

 

○へナシャンプーももちろん好きですが、ロータスはコンディショナー入りのためか 

やはり若干しっとりする気がします。(１月６日Ｓさん)  

 

○ヘナシャンプーの使い心地はとても良かったです。頭皮の軽さと髪のしっかりした感

じが実感できました。実は同じアユール社のアムラシャンプーも体験済みなのですがな

にしろむせ返るような香りで夜、寝付くときに気になって仕方ありませんでした。こち

らのヘナシャンプーは大丈夫、使い続けられそうです。なので今後 500ml , 1000ml は

扱われますでしょうか？もしあれば心丈夫だなと思います（11 月 17日、Tさん)  

 

○ヘナシャンプーは使わせてもらってます。匂いも好きだし、ツヤがでますネ。インド

のシャンプー気になります。インドの方のツヤのある髪を目指して☆(11月 10日、Kさ

ん)  

 

○本当に、いま自分がこんないいものに出会えて良かった、すごく嬉しいです♪今は、

長年悩みの種だった髪の問題がへナシャンプーでいっぺんに解決したことが嬉しくて

仕方ありません。ただ洗うだけなのに、さらさらつるつるの手触り。本当に感謝です（8

月 16日、Sさん）  

 

○へナシャンプーも使うたびに指通りが滑らかで、それでいて洗いあがりはシャッキ

ッ！！！自然乾燥で髪がつるつるになるシャンプーなんて いままで出合ったことな

いです！お盆で実家に帰省した時、実家の母親に貸してあげたらこれまた「なにこれ？

さらっさら！」と気に入ったようで、「買っといて」と頼まれました(笑) 沢山買わな

いとっ！！！(笑) （8月 15日、Sさん）  

 

○ヘナシャンプーも子供達がお気に入りで、切らすと急かされますのでまとめ買いしま

す（笑）(２月２３日、Yさん）  
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○（ヘナ）シャンプーもシャキッ！とした洗いあがりなのに、あとでリンスをしたみた

いにしっとりで、いままで使ってきたシャンプーにはない使い心地に大満足です！（8

月 1日、Sさん）  

 


