シャタ・ドルタ・グルタムのご感想

○シャタ・ドルタ・グルタムを使用して。これはカイラシュとはまた違い、私にはとても良かったで
す。カイラシュもとても良いのですが、ちょっと肌荒れ感が強い所はこちらの方が断然良かっ
たです。どちらも甲乙つけがたいです。（12 月 20 日、Ｐさん）

○シャタ・ドルタ・グルタム使いごごちが良いです。ギーがフワフワしてて青味ががっています。
使いごごちが良いです。母が乾燥肌にすごい効くと言っています。（11 月 11 日、K さん）

○シャタ・ドルタ・グルタム。カイラシュクリームだけでは乾燥してしまう時に使って居ました。普
通のギーでも私は気になりませんが、家族はギーだと匂いが強くて顔や手に付けたく無いと
言ってました。こちらは匂いも強くなくつけ易いと、1 人暮らし中の子供に持って行かれてしま
いました。家族皆肌が弱いので、サフランロードさんで私が色々購入するようになってから喜
ばれています。有難うございます。（8 月 14 日、Y さん）

○シャタ・ドルタ・グルタム。ギーの匂いやベタつきが苦手と言う友人数人に、小分けにしてプ
レゼントしました。肌の乾燥や手荒れにも効果があったし匂いが気にならないそうで注文した
そうです。（8 月 5 日、Y さん）
○前回、おすすめセットを購入させて頂きました。 大人になってからのアトピーなのです
が、シャタ•ドルタ•グルタムを使い、とても驚きました。かゆみがスーッと引いて、軽く
なりました。瞬間的に波動が上がったように感じたんです。もっと早くに試してみれば良
かっと思いました。1 瓶すぐになくなってしまったので、今回はまとめ買いします！ありがとうござ
います。（3 月 13 日、S さん）

○肌が弱い娘にシャタドルタグルタムを塗ってみましたが、とてもフワフワになりお風呂
上がりが楽しみです。(11 月 16 日、C 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
いたけれど洗いすぎ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）
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○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。

○ギークリームは手に塗ると、美味しいのかうちの犬がなめてしまいすぐになくなってし
まいます。(1 月 14 日、Ｎさん）

○ 昨年から大人アトピーになってしまい色々と試していましたが仕事に支障が出るよう
になったので諦めて強い薬を使うようになった所、広範囲に広がってしまい困っていまし
た。シャルタドルタグルタムが指の湿疹と陰部の痒みに合っていたようでとても助かって
います。（8 月 23 日 A さん）○（シャタ・ドルタ・グルタム）妹が顎にきびに使ったらすぐ治ったと
いうことで気に入り注文をたのまれました。ぼくも気に入ってます。ただぼくは料理の油にも使って
ました。問題ないようです（9 月 19 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）

○ギークリームを使いました。びっくりしたことがあります。１日使っただけなのに、顔の小さなイボ
が消失しました。２０年前からずっとある小さなイボでした。。。。どうしてでしょうか・・・・びっくりで
す！！ありがとうございます！！ありえない！なにをしても取れなかったのですが・・・・（1 月 19 日、
Y 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！ 特にシャタ・ドルタ・グルタムのしっとりとミルクの香りが好きです。（1 月 29 日、S さん）

○ギーのクリームの使い方ですが、 容器の中のギーと水が分離していますが、この水は、混ぜ
ながら使うのですか？ それとも水と分離したまま、肌に塗るのでしょうか？（10 月 20 日、S さん）
★ギークリームのいったん分離した水とクリームは混ざりません。 水もよいものですので、水は
水、クリームはクリームとしてお使いください。 （分けて保存したほうが使いやすいかもしれません）
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ギークリームは手作りのクリームで、界面活性剤などをいっさい使用していないので どうしてもか
なり分離します。クリームを肌に塗ったときにも、水滴が出てきます(ばるだ)

○昨日、クリームを受け取りました。ありがとうございます。インドのにおいがしました( ^ω^ )蓋を
開けていないのですが、分離しているように見えます。 開ける前にシェイクするのがよいのか。ビ
ニールの中に水分が出てきているので、振らないで、開けてスプーンなどでかき混ぜた方がよい
のか。スプーンは金属ではなく木べらや陶器が良いのか。保存は冷蔵庫が良いのか。 などなど
教えてくださいませ（9 月 21 日、H さん）
★シャタ・ドルタ・グルタムは界面活性剤を使わない、手作りのクリームなので どうしても分離しま
す。いったん分離すると、水分とクリームはもう混ざりません。 水のほうも、よいものなので捨てず
にお使いください。 保蔵は常温でしてください(ばるだ)

○シャタドルタクリームは、クリームのようなジェルのような不思議な感触でしたが、肌馴染みはオ
イルに近いかな、と思いました。 思ったより保湿力はないですが、甘いミルクの香りがとっても心
地良いので、リピートしました（2 月 17 日、T さん）

○子供のアトピー用にシャタドルタグルタム購入、マイルドな効き方で１ヶ月足らずで使い切ってし
まったため、はっきり効果がわからず。 でも、悪くは無いそうなので今回は３個注文してみます。
肌に乗せた感触が悪いと絶対使わない娘がシャタドルタは全部使い切っていましたの で（1 月 20
日、H さん）

○(ギークリーム)早速使ってみました。 サラッとした使い心地で、肌にスッと入るような感じがしま
した（1 月 8 日、I さん）

○シャタ・ドルタ・グルタムは、とてもしっとりと肌に吸収されていく感じで、肌の保湿にとても良い感
じがします。 手術の傷口に保湿の為に塗ったりしてますが、傷跡も綺麗になってきてるような感じ
がしております。 ミルクのみで出来ているので、安心してあちこちに使用出来てとても重宝してお
ります。とても、良かったので友達にもすすめたところ、気に入ってくれた感じですよ。ということで、
まとめ買いしちゃいました（12 月 28 日、O さん）

○前に注文したシャタ・ドルタ・グルタムが主人のアトピーに良かったみたいでリピです♪（12 月 2
日、S さん）
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○シャタドルタはアトピーの息子に痒いときつけてやると気持ち良いようですが 匂いが少しきつい
ので夜しかつけれないのが残念です（１０月３０日、S さん）

○実は、こちらのクリームですが、夏は香りがきつく、使用できませんでした。 涼しくなったので、
再度使用させていただいたところ、硬くなっていた娘の足の皮膚が一晩で柔らかくなりました。 と
てもうれしいです。 大変な労力で作ってくださる方に感謝いたします（１０月２２日、O さん）

○私は数年前から夏になるとあせもができるようになりました。

（最近では子供にできる「あせも」

とは別の症状であるとして大人にできるものは「汗荒れ」であるという説もあるようです。） 今まで
はベビーパウダーでやり過ごしていたのですが
いずれも非常に良いですね。

シャタドルタ・カイラシュクリーム・アロエジェル

肌に水分を補っているという感じが心地良いです（９月４日、E さ

ん）

○ギ－の ミルククリーム すごく滑らかですね 気持ち良いです（５月１０日、I さん）

○そういえば、以前購入したシャダドゥルタグルタ、猫がよってきて、ぬった脚にかみついてきまし
た（苦笑） 原料がシンプルな証拠ですね（５月９日、Ｓさん）

○前回お送り頂いたシャタ・ドルタ・グルタムが湿疹にとてもよく効きましたので、リピートさせて頂
きます。(12 月 1 日、K さん)

○8 歳の息子の手湿疹とアトピー性皮膚炎に、・・・グルタムを。少しずつ改善してるように思いま
す。今までステロイドを塗っていたので，塗らずにすむようになればいいなとおもいます (12 月 8 日、
K 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(12 月 9 日、
S さん)

○今回で 3 回目の利用になりますが、シャタ・ドルタ・グルタムがお気に入りです(12 月 13 日、K さ
ん)

○以前 ギークリームを購入して大変よかったので、再度注文しました。(11 月 15 日、Ｍさん)
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○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げたら、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)

○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)

○カイラッシュ･クリームは漢方のタイツ膏よりすっきりしていて、薬効ありますね。シャタドルタグ
ルタムはかゆみを鎮めます。どちらも、膿の流出は妨げないので、安心です。(6 月 20 日、A さん)

○シャタドルタグルタムのにおいがとても気に入ったので、今回リピートです。 (6 月 13 日、Ｍさ
ん）

○今回初購入したシャタドルムは肌の炎症を抑えてくれて保湿してくれるので私には合っていた
感じがします。 (５月 22 日、A 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、I さん）

○シャタ・ドルタ・グルタムはとても肌になじんで優しい感じで気に入ってつけています。 今度はア
トピーのひどい友人にすすめてみようと思います。（1 月 22 日、K さん）

○シャタドルタですが、ステロイド負けしたところに、ステロイドをやめて毎日ぬりました。ステロイド
をやめたとたん、薬負けしてた皮膚がぶり返し赤くかゆくなりました…でもせっせと塗りました。塗
ると痒みがかなりおさまりました。そして 2 か月近くたち、何度もぶり返しつつですが、何年も赤くひ
きつって、薬が手放せなかったところの皮膚がきれいになってきました！ここ数日で！以前ワセリ
ンで保湿した時はかえって赤くなったので、このクリームがとてもあっていたのだと思います。（1 月
18 日、S さん）
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○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）

○シャタドルタクルタムはアトピー気味の私の肌にぴったりです。冬は特に乾燥するので、手離せ
ません。（1 月 9 日、K さん）

○シャタドルタですが、ステロイド負けしたところに、ステロイドをやめて毎日ぬりました。ステロイド
をやめたとたん、薬負けしてた皮膚がぶり返し赤くかゆくなりました…でもせっせと塗りました。塗
ると痒みがかなりおさまりました。そして 2 か月近くたち、何度もぶり返しつつですが、何年も赤くひ
きつって、薬が手放せなかったところの皮膚がきれいになってきました！ここ数日で！以前ワセリ
ンで保湿した時はかえって赤くなったので、このクリームがとてもあっていたのだと思います。（1 月
18 日、S 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）

○シャタドルタクルタムはアトピー気味の私の肌にぴったりです。冬は特に乾燥するので、手離せ
ません。（1 月 9 日、K 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）
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