シラジットのご感想

〇シラジットとサプタアムリットは元気が出るので、低血圧で寝起きの悪い里の母（八十代）に
も、少し渡して飲ませています。隔日で朝に飲むだけで、シャッキリと目が醒めるそうです。体
調が改善されてくると共に、ネガティブな繰り言も減って 笑顔が増えました。それがシラジット
の効果なのか サプタアムリットの効果なのかは分からないままですが、助かっています。(5
月 23 日, A さん)
〇最近、頬に出来ていたシミが 急に薄くなってきました。これまでと違うのは、サフランクリー
ム、サプタアムリット、シラジットを始めたこと位しか 思い当たる事が無いので、この 3 つの中
の 1 つが良いのか、または、複合的な作用のような気がします。開始後 1 ヶ月も経っていない
ので驚きましたが、うれしいビックリは 大歓迎ですよね。体の表面である皮膚が 良い状態に
なっているなら、体の中の臓器等も 改善されているのかもしれません。少なくとも、循環は良
くなった気がしますし、朝の目覚めも良いので、当分、続けてみようと思います。インドと皆さ
まの恵みに感謝です。(5 月 28 日, S さん)
〇シラジット錠剤、なんの香りだろ？ 開けた瞬間からとっても良い香りが漂いお風呂場にもと
っても良い香りが漂っています。(5 月 16 日, T さん)
〇インドからの荷物、昨日、無事に到着しました。ありがとうございます。早速、シラジットとサ
プタアムリットを飲んだのですが、嬉しいびっくりが起きました。飲んで 30 分くらいで、冷えが
消えました！ どんよりと澱んでいた目の疲れもとれて、血流がスムーズになったように感じま
す。コカムバターも良かったです。他のものも、順次 試してみようと思います。素晴らしいお
品を届けて下さり、ありがとうございました。(5 月 7 日, Ｓさん)
〇シラジット錠剤。金属毒を解毒できるものを探していました。まだ、最終的な結果は出てい
ませんが、飲みやすいです。購入してよかったと思います。(12 月 30 日, Ｂさん)
〇シラジット粉で解毒。水に溶かして飲んでも飲めますが、今はコーヒーに溶かして飲んでい
ます。においや苦みも気になりません。しばらく続けてみたいと思います。(12 月 30 日, Ｂさ
ん)
〇シラジット粉、元気不足の時に。元気が足りないときに飲んでいます。地のどっしりとしたエ
ネルギーを感じられます。(10 月 31 日, S さん)

1

シラジットのご感想

〇シラジット・カプセルで体力が戻ってきました。年齢と共に体力不足で、夜までエネルギーが
持ちませんでした。カプセルを毎晩飲むようになってから、身体が暖まり、しっかりしてきまし
た。素晴らしいものです。(10 月 1 日, P さん)
〇コロナ禍の防御策。基本疾患があるので、先ずそれを何とか薬ばかりに頼らず治したい想
いから、いろいろ検索して見つけたのが「シラジット」。何はともあれ、先ずお試し。普段の不
足勝ちなミネラルが効を奏したのか…元気になり、また、注文しました。免疫も上がり、このコ
ロナ禍で自己免疫アップは必須ですから、お試しの価値ありだと思います。ありがとうござい
ます。(9 月 8 日, A さん)
〇この３年、至極健康に。サフラン・ロードさんのシラジット（カディワレ製→現在 Dabur 製）を
飲み始めて、２年半を過ぎたところです。それ以前は、毎年インフルエンザに罹患し、風邪を
ひいて仕事を休むこともしばしばでした。ところが！この２年半は全くの健康体です。これまで、
トゥルシ、アシュワガンダ、現在はモリンガ、ブラフミーを飲んでいますが、最初から続けてい
るのはシラジットですので、これが今の健康体を作ってくれたのは間違いないです。来年に還
暦を迎えますが、引き続き健康で、若々しい高齢者へと突き進んでいきたいと思います。サフ
ラン・ロードさん、これからもどうぞよろしくお願いします！（6 月 12 日、H さん）
〇シラジット粉、眉毛が！ シラジット、ブラフミー、アシュワガンダなど数種類を朝晩飲んでい
ます。動機は、ブラフミーで脳機能アップ！でした。紹介文を読んでるとどれも良さそうなので、
とりあえず今は沢山摂取しています(´∀｀) 効果のほどは、、意外なほうにきました。眉毛が
濃くなりました。普通に生えていましたが、濃くなったので気弱そうな顔が少しハッキリした印
象になってることに気付きました！ 飲み始めて 1 ヶ月ちょっとでしょうか？ 現在コロナコロナ
と大変な状況ですが、こちらのハーブを摂って免疫上げるぞ！と気持ちは前向きです。 そう
いえば今まで私には必要ないと思っていたことに対して『ちょっとやってみたらどうだろう』と興
味を持ち、取り掛かっていることも。 全体的に底上げされると、自然な流れとして感じますね
（4 月 11 日、F さん）
〇健康の友！ 2018 年 10 月末からお世話になっています。当時、更年期の症状に悩み、免
疫力の低下も感じていたので、以前から興味のあったアーユルヴェーダのサプリを探し、サフ
ランロードさんにたどり着きました。現在は、シラジット、ブラフミ、アシュワガンダ、トゥルシ、モ
リンガの５種類を頂いておりますが、毎年インフルエンザに罹患し、風邪もよくひいていた私
が、お陰様でこの１年半は一度も寝込んだことがありません。風邪に罹っても悪化することな
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く自然に回復し、本当に本当に助かっています。これからも健康の友として、末長くよろしくお
願いいたします（2020 年４月現在）
〇シラジットはお得。シラジットは一緒に摂ったハーブの効果を倍増させると感じています。た
だ、通風の人には合わなかったです。（3 月 20 日、Ｎさん）
〇シラジット錠剤継続中。アシュワガンダ・ブラフミー・トリファラ・シラジットを毎日飲んでいま
す。なんとなく調子がいい感じです。（2 月 13 日、Ｓさん）
〇シラジット(100 カプセル)自然を大切に節約。シラジットは一緒に摂取するハーブのパワー
を 2 倍にしてくれるというコストパフォーマンスがあるんですよ。（2 月 1 日、Ｎさん）
〇母や妹にもシラジットなどを渡し、とても世論でおり、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）
〇シラジットを飲んでから慢性疲労からだいぶん解放されてきています。朝起きる時は、まだ
体の重さはありますが、夜は残業をしていても疲労感が少ないです。インドのアーユルヴェー
ダのお力をかりて、更年期を乗り越え、健康でいたいなと思っています。（1 月 25 日、Ｎさん）
○サフランロードのホームページを見て、シラジットのエネルギーの凄さを感じ、注文
させていただいています。飲み始めて週間が経過した頃、体を気持ちのよい爽快な風が
吹いているような感じがしばらく続いていました。気持ちも前向きになってきたように
思います。素晴らしい出会いに感謝申し上げます。（1 月 3 日、Ｎさん）

○シラジット錠剤効果あり。シラジット自体はほかで購入した経験がありまして、値段
の良心さにひかれて購入。 丸薬タイプを購入しましたが大変飲みやすく、効果ありま
す。 疲れやすさがなくなり、シラジットだけで十分快適になりました。そのため市販
のサプリメントを一切やめ経済的にも〇。 たくさんまとめ買いしたので、真空パック
に小分けにして冷蔵庫保管していますが今のところ問題ないです。市販のドリンク剤や
栄養剤ではいい効果を得ることができませんでしたがシラジットで初めて快適さを取
り戻せました。（12 月 25 日、Ｙさん）

○シラジット粉。味が土臭い以外は良い感じです。他のハーブの良さを引き出している
と思います。（12 月 25 日、Ｐさん）
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○シラジット錠剤エネルギーの補給に。疲れ気味の時には非常に効果があります。 強
いエネルギーを感じて他のものとは一線を画すものです。（12 月 24 日、Ｙさん）

○二度目のお買い物です。 シラジットは、外せないサプリになりそうです。 年末年始
に無くなりそうなので 早めに注文しておかないと不安で不安で(^^) 素晴らしい商品
をありがとうございます。（12 月 2 日、K さん）

○オーガニック・ハーブ３点セット。アーユルヴェーダのパワー。責任世代、更年期世
代の 50 代の夫婦 2 人オーガニックハーブのアシュワガンダ、シャタバリにそれぞれ助
けられて毎日生活しています。今年の春には鬱っぽくなり、何もしたくない状態が続き
ましたが、シラジッドをとるようになり、気力が徐々に回復し、今では毎日元気に活動
できます。アーユルヴェーダ恐るべしです。有難うございました。（11 月 16 日、G さ
ん）

○アシュワガンダ、ブラフミー、シャタバリなども利用させて頂いてますが、何と言っ
てもシラジットは素晴らしいです。それで今回も多めに注文致します。今後ともよろし
くお願いいたします。（9 月 17 日、F さん）

○シラジット 30 カプセル入り。50 代主人が飲んでます。
この年代にしては全く太らず、他の人に比べて虚弱体質かもしれない（本人はそう思っ
ていない）主人に夏の暑さに参らないよう飲ませてみました。
しばらく飲んでみての本人の感想は、「よく分からないが、夏を何とか乗り切ったので
効いてるんじゃない？」とのなんとも参考にならない答えでしたが、続けてみようと思
います。（9 月 12 日、M さん）

○昨年はシラジットのみで炎天下を乗り切りましたが、今年はアシュワガンダ、ブラフ
ミーを購入してみました。
そして朝食前か後にシラジット、アシュワガンダ、ブラフミーを各２錠飲み始めました。
すると更に疲れを感じることなく、炎天下での作業を楽に過ごせるようになっています。
因みに６月 246.1km、7 月 271.2km、8 月は 20 日までで 124.3km 歩いています。大切な
のは 1 時間おきの休憩と水分補給を怠らない事と、常にタオルを湿らせて脇の下や首筋
を冷やす事ですね。（71 才男）（8 月 20、Y さん）
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○こんにちは。シラジットを知人に薦めた所、すごく良かったようで追加注文です。体
温が上がりやる気が出るそうです。(5 月 5 日、A さん）

○天然素材・自然由来のミネラルを探し求めていたおりに、この度、サフランロード様
に出会いました。
注文させていただいたシラジットは、香りからして気に入りました。
遮光瓶に移し替えて、服用させていただきたいと思います♪

とても楽しみです♪

また、貴店様の商品を閲覧させていただいている中で、白檀の粉末というものが存在す
ることを知りました(7 月 29 日、U さん）

○シラジットで熱中症予防。
2018 年初夏にシラジットのタブレット購入し、毎日朝食後に 3 錠飲み始めました。周
りの人たちは連日の猛暑にも関わらず、私が屋外で元気に働いている姿を見て、驚くば
かりでした。
毎日こまめに水分補給をしていましたが、熱中症にならず元気に動けたのはシラジット
のおかげではないかと思います。因みに 6 月 9 月に歩いた合計距離は、979.6 でした。
（携帯電話に
記録されている数値です）今年も熱くなる前にリピートして飲み始めたところです。
（71
才男）（6 月 24 日、F さん）

○昨夏の猛暑に、シラジットを飲用し続けたおかげかなのか判りませんが、元気に過ご
すことが出来ました。今年も飲用してみます。結果はまたご報告させていただきます。
（4 月 21 日、F 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）

○昨日高齢の母が家で転倒し、あわや骨折というようなこけかたをしました。 母は 84
歳 昨年の春に家でかるくポテっとこけただけで肩の骨を粉砕骨折し手術しました
昨日はよりひどい転倒をし、しかもわたしの目の前でした、だけどとっさのときは、す

5

シラジットのご感想

ぐに助けてやれず、スローモーションで見ていただけでした。 だけど、不思議なこと
に、骨を折っておらず、顔をうちつけたところに、カイラシュクリームをつけたらあざ
にもならず、第 3 の目のところにぬると夜いつも、熟睡できており、今朝から元気に
動いています。これは、…毎日モリンガとシラジットを飲ませているから、と確信しま
した。モリンガで、カルシウムなどがとれていたのではないかと。 母は普段は、何に
飲んでいて、とくに変化もなく、何に効いているのかわからない、とか言ってましたが、
やはり、こんなときに、あらためて、続けているモリンガたちのパワーを知った次第で
す。素晴らしい‼️ありがとうございます( *´艸｀)❗（2 月 26 日、A さん）

○アシュワガンダ・トリファラグックル・ニーム・シラジットを飲んでいます。飲み始
めてから体がかなり疲れにくくなり、驚いてます。もうやめられません。目薬のカトラ
ミデもしみるんですが、気持良くてやみつきです。アーユルベーダすごいです。（2 月
22 日、O さん）

○３回目の注文です。色々なハーブを試しているため、何が効いているのかはわかりま
せんが、調子は良いです。今回もよろしくお願いいたします。(2 月 20 日、I さん）
★(I さんは今回、ブラフミー、アシュワガンダ、アムラ、シラジットをパウダーで注
文されました）

○Dr.カディワレのシラジットを５年前から愛飲させて頂いています。とても良いです。
(12 月 10 日、Ｔさん）

○前回、チャイと共にプレゼントしていただいたシラジットの件です。もったいなくて、
開封せずに大事に取っておいたのですが（とっておきのサプリとして）シラジット の
動画を拝見して、早速手に取りました！ なんともいえない独特の香りが、心に響きま
す（笑）アシュワガンダ 、シャタバリといっしょに、毎日飲んでみたいと思いたち、
注文致します。(11 月 22 日、A さん）

○サフランロードさんのハーブ。物凄く助かっています。長年の月経前のひどい過食と
便秘の症状がシャタバリを服用したら嘘のように消えました。社会人になってからは睡
眠がとても浅い体質になり、物音ですぐに目が覚めてしまう日々。頭に良さそうと服用
したブラフミーでまさかの１日目からぐっすり眠れました。今も毎日眠れています。婦
人科や心療内科にかかった時期もありましたが、こんなに薬ばかり飲んでいては…と食
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事療法(マクロビ)をしてみたり…20 年以上重く悩んでいた不調がこんなにあっけなく
解決出来るなんて今も不思議でしょうがないのです。私は今とても幸せです。毎日安心
感があるのです。イライラすることも殆どなくなりました。それと、シャタバリ、ブラ
フミーの他にシラジットとアシュワガンダも飲んでいたのですが、気がつけば花粉やハ
ウスダストのアレルギー症状が消えていました。あれ?最近鼻かんでない。驚きです。
私の生活が良い方向へ大きく変わりました。サフランロードの皆様のおかげです。心よ
り感謝です。これからもどうぞよろしくお願いします。（7 月 14 日、S さん）

○シラジットは飲まなかった日の夜ものすごく疲れを感じ、ちゃんと飲もう！と思い追
加注文です。色々試しているのでどれのおかげかわかりませんが、この時期靴下無しで
家ですごせています。体温上がってるのかな？ (6 月 25 日、A さん）
○早速モリンガ、アシュワガンダ シラジット飲みました。体が温かく元気が出てきま
した。嬉しいです。（5 月 12 日、K さん）
○85 歳の母がシラジットは元気になると毎日のんでいます。リピです。(4 月 24 日、
Ｈさん）

○ シラジットを切らした途端、顎に吹き出物がでました。今回は３個購入したので、
安心です。笑(３月６日、Ｕさん）
○シラジットを飲み始めて、目覚めもよくなり、体温が上がったようで、寒さをあまり
感じなくなりました。また、母も飲むようにしましたら、顔の艶も良くなり、めまいを
しなくなりました。本当に助かります。（2 月 15 日、Ｔさん）
○シラジットとアシュワガンダ服用一週間で 15 年来のめまいが消えました!! 今まで
耳鼻咽喉科通いはなんだったのでしょうか。(1 月 6 日、Ｓさん）

○アシュワガンダ、トリファラ、シラジット、ブラフミー使用から 2 ヶ月程ですが、心
身に穏やかな効果を感じます！(10 月 4 日、I さん）

○シラジットの効果って？「元気」になるアーユルヴェーダ「ブログ」。。。わたくし
には効果てきめんでした！謎に落ち込んだ日々があってどうしたのかと思いましたが、
シラジットがなくなって注文して届くまでの間元気がなかっただけの話でした。それま
で元気に動けていた感覚で動いていたら動けなくて「元気がない」と思ってしまいまし
た。それくらいシラジットのブースト効果はあるようです。（9 月 16 日）
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http://mugazine.info/%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E
5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%EF%BC%9F%E3%80%8C%E5%85%83%E6%B0%97%E3%80%
8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A6%E3%83%AB/

○シラジットとアシュワガンダは、毎朝娘とのんでいます。調子いいです。
（9 月 2 日、
H さん）

○現在シラジット、シャタバリ、ブラフミーと、トリファラ少々を摂取しています。 ど
れがどう影響しているのかはわかりませんが、これらを２か月近くとりはじめて、わた
しの唇が乾燥してガサガサしなくのなったのが驚きでした。 小さなことかもしれませ
んが、１０代からずっと夏も冬も乾燥して、メンソール系のリップクリームを欠かさず
塗っていました。もしそばにリップがないと、不安になるくらいでした。 それが乾燥
せず唇の皮がめくれず、リップを塗るのを忘れられるほどになったのです。長年の悩み
だったので、わたしの中で大きな変化と喜びでした。 シラジットを摂取して、すぐに
体があつくなるのを感じました。体温があがり、なんとなく全身から力がみなぎるよう
に感じます。シラジットがよかったので、母とハードな肉体仕事をしている友人にもす
すめ、一緒に飲んでいます。(8 月１１日 T さん)

○アーユルヴェーダにハマってまだ数ヶ月ですが、シラジットを毎日飲み続け、銅のカ
ップで毎日水を飲んでいます。１年半足が不調で歩行困難だったのが、だいぶ身体の調
子がいいようです。（7 月 25 日、I さん）

○モリンガ、シラジット、ブラフミーをオブラートに包み朝夕服用しています。チョイ
忘れ、うっかりミス等まだありますが、7 時間の立ち仕事で全身が痛くダルかった体が
3 種を飲み始めて 2 日目、かなり軽減され体が軽いです。今までは疲れ過ぎて夕食やお
風呂さえ後回し、とりあえず横になるというパターンの毎日でしたが今では嘘のようで
す。
7 月 7 日、Y さん）

○いつもお世話になっております。シラジット、しばらくやめていたのですがあまりに
疲れがたまり、前回注文させていただいたのですが、やはり効きますね。気力を増して
くれます。今回も、どうぞよろしくお願いいたします（7 月 2 日、S さん）
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○お久ぶりです やはりシラジツトがないと生きていけません 宜しくお願いいたし
ます
（３月１日、Y さん）

○母親にも、シラジット・アシュアガンダ・ブラフミーを飲んでもらっています。８０
近い年ですが、少し元気になってきたような。。。継続して飲んでいきたいでてす。（10
月 18 日、O さん）

○シラジットとシャタバリは毎日寝る前にのんでいますが、朝弱い私がすっきりと目覚
められ、体調も良いです。（１０月７日、T さん）

○シラジット…飲んですぐ、なんだかいいなと思いました。二日目ぐらいから力が湧い
てくるのを感じ、身体を動かしたくなりました。 （9 月 15 日、O さん）

○まじゅさんにお世話になり、３～４ヶ月になりますが、アシュワガンダ・ブラフミ・
ニーム・シャバタリ・シラジット・シラキー等毎日欠かさず飲み体力が回復しまず市販
の食器洗剤を使っても、手荒れや爪が割れなくなったと思います。
（8 月 25 日、T さん）

○シャタバリ・シラジット

リピしています。代謝が良くなった様で、足の浮腫みが取

れ細くなりました。シラジットは、疲れた時少し多めに飲むと即効性があります。（6
月 7 日、T さん）

○シラジットもシャタバリも、何だか体の中の風通しが良くなるような、清々しさが感
じられると言いましょうか、しっかりと体内のいろいろなもにが巡る手助けをしてもら
えているようで、しみじみ良いなあと思えます。（1 月 28 日、T さん）

○シラジットを飲んだらとても元気になれましたので今回注文させていただきます。
ありがとうこざいました! （10 月 8 日、S さん）

○待ちに待っていた荷物がやっと昨晩届きました。猛暑が続く中でシラジットが切れて
しまいましたので届いて一安心です。 シラジットの含有するミネラルは他社の製品と
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は全く違います。只のミネラルとは違ってエネルギーの強さが何とも不思議です。 ヒ
マラヤの大自然が生み出した大宇宙の不思議な力を感じています（8 月 2 日、Y さん）
○シラジット、とても良いです！ 正直、どんなものかなーと思って飲み始めたのです
が、以前より身体がシャッキリして、体力がついた感じで、驚いています。他に飲んで
いるシャタバリやアシュワガンダ、ブラフミーなども相乗効果というか、シラジットを
飲む前よりきちんと効いているような気がしました。 やっぱり、長く親しまれた物に
は理由があるんですね（6 月 24 日、S さん）

○シラジットは、風邪の引き始めの喉のイガイガが取れるので重宝しております（6 月
1 日、I さん）

○アーユルヴェーダの商品は穏やかな効き方でとても気にいっています。 今ではあま
り感じなくなってしまいましたが、初めてシラジットを飲んだ時はエネルギーが入って
きた不思議な感覚に感動しました。 家族でずーっと飲み続けるつもりですので、これ
からもどうぞよろしくお願い致します（5 月 18 日、Y さん）

○シラジットは、元気になりますね。足が楽になります（5 月 1 日、U さん）

○アシュアガンダはとてもよいように思います。実は他の粉と混ぜて、お湯でのんでい
ます。 疲れた時は多目に飲むと 疲労の回復が早いです。シラジット共々、手放せなく
なりそうです（4 月 20 日、I さん）

○送っていただいたシラジットなどのハーブの感想ですが、はじめて頂いた時、私は物
忘れどころか単語一つ一つも思い出せないことが多く、非常にろれつが回らない日々が
続いていて、友達との会話もままならなく、申し訳ないなと思いつつもどうしようもな
かったのですが、ハーブを飲んだ直後から、頭の回転が早くなって、すらすら喋れるよ
うになり夜だったのですが、嬉しくて家人相手に一時間ぐらいは喋ってしまいました。
ブラフミーが効いたのだと思います。 未だ物忘れはするものの、ろれつが回らなくな
ることが少なくなり、とても有難く思っています。 シラジットは、飲んだ直後に身体
の隅々に行き渡る感覚がありました！ そのあと、痛かった右肩甲骨あたりに指圧され
ているような圧迫感あり、その後ずいぶんよくなりました。 自分には合っているんだ
なあと思います。 それと、10 才になるうちの猫の餌にも少し混ぜてあげています。 体
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が弱い猫で、小さい頃に捨てられていたので、それはある程度仕方ないのか、と諦めて
いましたが…目が力強くなり、若い時のように走り回るようになりました！ 良い物を、
ありがとうございました（4 月 17 日、M さん）

○シラジットの感想です。 個人的に体質にマッチしているため、毎日摂っています。 や
はりカディワレ製のハンドメイド錠がお気に入りです。 定期健診の結果も毎年異常な
く、健康的でストレスフルな生活が送れています（4 月 12 日、S さん）

○好転反応？の頭痛も落ち着いてきました。シラジット、トリファラ、アシュワガンダ、
ブラフミー、は 寝不足の私を元気にしてくれています。体が楽になっています。(=^0^=)
（3 月 8 日、K さん）

○あるブログで,気になる事が書かれていましたので、 質問させてください。

シラ

ジット には、微量ながら、重金属の水銀や鉛、カドニウムなどが 含まれていたりする
とのこと、その可能性はありますか、そしてそれが 事実でしたら、取り続けて、体に
害を及ぼすことはありませんか？ １％の安息香酸も含まれている説明もありましたが、
それは添加 されたものでしょうか？

食べるもので、アレルギーを起こすことが、

多いので、気になって います。 使われた方の意見の中には、問題のあった記述はない
ようですが、ご返事よろしくお願い致します（2 月 24 日、U さん）
★シラジットにはたくさんの成分が含まれているといいますから、そのようなものも含
まれていないとは言い切れないと思います。しかし、そこで言われている微量というの
は、いったいどのくらいかのことをいうのか、そこには書かれていたでしょうか。 ア
ーユルヴェーダ処方の赤ちゃん用の薬を見つけました。2 グラム入りで、5 千円くらい
もする高価なもので、赤ちゃんが具合のわるいとき、ひとつまみ飲ませる薬です。わた
しはこれを猫用に使っています。どこが悪いのかよくわからないけれども、具合が悪そ
うだというときまず飲ませてみています。金が０．０００１パーセント入っていると書
かれていました。あまりに微量で笑ってしまいますが、０ではないです。いくら分買っ
たら、金として目に見えるのかという量ですよね。 シラジットに含まれている重金属
がなにか悪い影響をおよぼすくらいシラジットを摂取する機会は量的にも時間的にも
わたしたちに無いということがひとつ考えられます。シラジットを飲み続けたために、
重金属が身体に蓄積した例を聞いたことがありません。 ハーブを摂るときに、よい結
果が得られるように自分で指針を見つけられる自信のないときには、専門医に相談した
ほうがいいかもしれません。 アーユルヴェーダのいいところは、自分に合わないもの
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を摂っても、排出されてしまうだけで、悪い影響はあとに残らないないことです（ばる
だ）
○返信下さりありがとうございます。身体に気がかりなことがあると、新しい事に臨む
際には、 かなり神経質になります。

病院の検査薬や薬局の薬に思わぬことが、起こ

ったことのある私に とってアーユルヴェダーのハーブも未知の世界です。

少し学ぶ

ことが必要だと感じ、皆様の体験された貴重な感想をず～と 見ております。それを手
がかりに自分に合うものを前向きに検証していきたいと 思っております。

ばるださ

んの、アーユルヴェダーの良いところは、いらないものを摂っても排出される という
言葉に、安心感を感じました。

貴重なご意見をありがとうございます。これからも

どうぞよろしくお願い致します（2 月 25 日、U さん）
★ご返信、ありがとうございます。 アーユルヴェーダの薬の副作用のないことについ
ては、こんなことがあったので、 折あるごとに紹介しています。 インドとオーストラ
リアでは、毒蛇の数はオーストラリアのほうが多いのに、1 年間に毒蛇にかまれて死亡
する人の数はインドでは何百（３００から６００）人、オーストラリアでは 1 人いるか
いないかだそうです。 わたしもインドの田舎で暮らしたことがあるのですが、コブラ
を何回も見ました。 かまれたら 2 時間以内に血清を打たなくてはならないようですが、
血清のあるところまで 2 時間以内に着けない場所でかまれたらほぼ、お終いです。 新
聞に出ていた記事によると、血清を打つ時間内に間に合わなかった女性が病院に着き、
たまたまそこのお医者さんが、昔アーユルヴェーダの薬の開発に携わっていて、蛇にか
まれたとき用の薬を知っていたので、その薬を使ったところ、女性は回復したそうです。
その記事に薬の写真が出ていたのですが、箱に｢副作用はありません｣と印刷されていま
した。 この一文にこんなに注目したのはわたしだけかもしれませんが、驚きとともに、
アーユルヴェーダのすごさを感じました。 世には、不思議ないいものがたくさん存在
していると思います。 U さんにも、いいめぐり合わせがあるとよいですね（ばるだ）

○日本の冬の時期、僕はシラジットを温かいミルクとともにいただいています。 僕は
体調改善にはいつもシラジットを飲んでいまして、個人的に冬の季節は口内炎や気怠さ
が顕著に出ますので、いつも意識的に体質を整えています。 セルフメディテーション
されている方にもおススメですので、是非お試しいただきたいと思います（2 月 18 日、
S さん）

○ずっと悩んでいた蕁麻疹がほとんど気にならないくらい治ってきました。 ニームと
シラジットが本当に効いているのか。。。でもそれしか変わったことをしていないので
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す。 手作りなのが本当に安心でありがたいです（1 月 7 日、S さん）

○つい先日、トゥルシとシラジットを摂っている所を両親が見て、2 点の説明をして食
べてみて貰ったところ、身体が温まりスッキリする！との事でした。これは素晴らしい
ので継続して摂りたい！と私と同じ事を言っており、思わず笑ってしまいました。 同
じ屋根の下、同じ物を食べている為に体質も似るのでしょうか。 思いがけず、両親を
喜ばせていただいたサフランロードさんに感謝です！ 嬉しかったので、ご報告させて
いただきました（12 月 22 日、K さん）

○シラジットを飲むと化学物質に過敏に反応しなくなってとても助かります（12 月 17
日、K さん）

○シラジットはこちらのは濃いですね。開けなくても香が強い。 でも、この独特な香
はなんか良いです。 以前、他の注文のついでに他社で購入したのですが、なんか薄い・・
感じがして（12 月 14 日、K さん）

○シラジットとシャタバリを一緒にとりましたが私はとてもエネルギッシュになり、娘
は３日か４日目には熱をだして三日目にはすっきりした感じでインド風に言えばカル
マが落ちた感じで娘は効き過ぎて恐いといってました。しかしまたのみたいともいって
ました（12 月 10 日、I さん）

○シラジットを飲み始めてから弱った私の体が芯から温かくなり、元気が出て来ました。
その効果にはびっくりしています（12 月 2 日、I さん）

○また、シラジットについて、毎日 2～4 錠飲み続けていますが、少しづつ体力に自信
がついてきているように感じられます（11 月 7 日、T さん）

○今回は一つ発見がありました。 今まで朝は粉のシラジット、アシュワガンダ、シャ
タバリ、ブラフミー、昼は錠剤でアシュワガンダ、シャタバリ、ブラフミーを飲んでい
ました。 朝は効果がはっきりとわかるのに対し、昼は効いているのか効いてないのか
わからない感じでした。 それで今回シラジット錠剤を注文し昼に追加したのですが、
明らかに以前とは違い効果が出ているのを感じたのです。 "ほかの薬草ハーブの効果を
浸透させ、増幅させる" とありましたが、体で理解できました。 今後、シラジット抜
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きはちょっと考えられない感じです（10 月 25 日、I さん）

○特にシラジットですが、長年の悩みでもあった頭痛＆腰痛が少し緩和されてきた感が
あります。 一番初めに口にした時の辛さは何処へやら、、今ではとても落ち着く味わ
いです（10 月 12 日、K さん）

○シラジットですが、大変よく、体調がわるいひとがいればみんなに 1 日～2 日分分け
ましたが、みんな良い反応を得ました。 なので通常より減りが早いですが今後も自分
用にもプレゼント用にも愛用すると思います。 二ヶ月ずっと胃が痛かった子も数ヶ月
咳が治らなかった子も、服用したあとは治った状態になってすごいって言ってました。
私も、一ヶ月二万くらい使ってたマッサージにいかなくても元気が続くようになりまし
た。プラシーボ効果もあるかもですが最高の錠剤だなーと思ってます！ 9 月 28 日、Y
さん）

○前回購入したハーブ粉数種類とシラジット粉は全部混ぜて、それを毎朝スプーン一杯
お湯に溶かして飲んでいました。 飲んでいる間は便秘が改善されてとても良かったの
ですが無くなった途端にまた便秘に戻ってしまいました。 整腸剤を飲んだり、発芽玄
米を食べたりしてもダメでおまけに最近は夏の疲れなのか疲労感がひどくなって急に
「シラジットが飲みたい！」と思いました。 粉のほうが良いのかもしれないですが飲
みにくいので今回はタブレットを注文してみます（9 月 28 日、H さん）

○主人もシラジットのファンになりまして直ぐに無くなってしまいました(⌒-⌒; )（9
月 26 日、O さん）

○今回、最近動悸が激しく(ストレスなど精神的なものです)気になっていたのでシラジ
ットとアルジュナを購入しましたが、両方飲んでいるのでどちらが 効いているのかわ
かりませんが動悸が確実に減りました！ すごくビックリです！ 朝飲んでその日から
変わったので確実にこの二つのお陰です。 動悸が減ったことで心配も軽減されとても
嬉しく思います。 安心して飲めるし良いものに出逢えました（9 月 19 日、H さん）

○今日届いた、シラジット、すぐに飲みました！ 一粒で、もう効き目がわかりました。
ものすごい冷え性な私が特に足が冷たい人なんですが、 まず腿があたたかくなりまし
た。あと足の裏や足の甲がいつも 硬い感覚があるのが、柔らかくなりました。 足首も
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硬い人なんですが、飲んだあと、動きがスムーズでした。 気持ちも元気になる感じも
します。体があたたまると心もあたたまるのかなと 思います（9 月 17 日、Ｋ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、シラジット、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げか今
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
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）

○ハーブもとてもいいです。トリファラ、ブラフミー、シラジットを摂ってますが、便
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秘知らず、夜は熟睡出来ます。気持ち仕事の効率が上がったような?? 有難う御座いま
した!!（8 月 22 日、S さん）

○三ヶ月ほどアーユルヴェーダのハーブ 7 種（アムラ・シャタバリ・アシュワガンダ・
トリファラ・ニーム・ブラフミー、ターメリック）とシンジラッドをそのときの様子を
みながら日に 1 回~2 回とっています。 とても、いいです。このままずっと続けます 効
き目はきっと人それぞれだと思いますが、もともと健康な私は身体が軽くなり、 気持
ちのムラがほとんどなくなり、 日々、もっと「自分らしく生きよう」という意志が身
体の内側から湧いてきます（心強いですよね）（8 月 17 日、O さん）

○この夏まだ、毎年の恐ろしい蕁麻疹がでてきてません。 正確には２回出かけました
が数日で消えてくれました。 まだ、夏は続きますので油断大敵ですが…泣きたくなる
ほど嬉しいのです。 ニーム、シラジット、シャタバリ、トリファラ絶対にこれだって
思っています！ だって、朝から掃除が出来るんです。 元気なんです。.痒くないので
す(T∇T)（8 月 12 日、O さん）

○この間、注文したシラジット粉もお湯に溶かしてコーヒーの気分で飲んでいます！（8
月 7 日、S さん）

○はじめて注文した時から、数種類のものを同時にのみ始めましたので、どれがどの様
に効いているかは分かりにくかったのですが、 健全な精神は健全な身体に宿るという
言葉がピッタリなほど、身心の状態がとても前向きで軽やかでした。 ｼﾗｼﾞｯﾄが最初に
切れて分かったことは、又ネガティブ思考に心が動いていきました。 再びｼﾗｼﾞｯﾄを注
文して飲みはじめてからは、やはり自己肯定が復活します。 ｱｼｭﾜｶﾞﾝﾀﾞが、ｻｯﾄｳﾞｧと書
いてあったと思いますが、私にとってはｼﾗｼﾞｯﾄがそのように感じます。心身の活力を増
して、良い感じです（8 月 3 日、Y さん）

○またシラジットがすごいよかったです。内なる健康を感じるというか...（8 月 1 日、
Y さん）

○シラジットは粒にしたら、飲みやすく、先月引っ越しした際に、かなりお世話になり
ました。アシュワガンダも一緒に、ここぞという時に、飲み、体力気力を踏ん張ること
ができました（7 月 25 日、M さん）
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○シラジットはミネラル補給のために・・・と購入しましたが 昨日から、二回飲んだ
だけですが、
本当に足の裏にエネルギーを 感じています(一回に二粒ずつ)（7 月 14 日、
S さん）

○各種ハーブですが、(…こういうのを話すのはどうかと思いますが、実際あった例と
して聞いていただければ幸いです。) 2 週間前には、"今はもう、おしっこの時だけだ
よ使うのは"と言っていたパートナーが、 朝、シモが元気になったのを見て大変喜んで
おりました。 ちなみに、シラジット、アシュワガンダ、シャタバリを飲める時に飲ん
でもらった感じです（７月２日、Ｉさん）

○アメリカはサプリメントの国なので、医者が処方するミネラルのサプリメント を飲
んだことがありますが、シラジットの方が格段に効きます。 エネルギーが全く違いま
す。ヒマラヤの神秘ですね。 サフランロードさんが素晴らしい商品をたくさん扱って
下さって 私たち家族も知り合いの方達も皆大喜びです（７月２日、Ｙさん）

○シラジットの感想ですが、 シラジット、アシュワガンダ、シャタバリの 3 種類を飲
んでいて、ある朝シラジットだけを飲み忘れていたとき、今日はぼーっとするなぁ目が
しょぼしょぼして体が重い感じがしました。 シラジットは飲んですぐに脳も体もシャ
キッとする気がします。 アシュワガンダは持久力がシャタバリは生理前がいつもより
楽でした。インドハーブはまさに私が探し求めていたものです。感謝?！（６月２４日、
Ｔさん）

○私は今、シャタバリ、ブラフミー、シラジット、体重コントロール、そしてなにより
もニーム！！を頂いています。 まだ飲みはじめてひと月も経っていないのではっきり
と言えませんが‥‥ とっても元気なのです(^O^) 朝の気だるさから解放され、家事も
仕事も身体が動きます（６月２４日、O さん）

○やはりシラジットを飲んでいると元気でおかげ様で体調を崩さなくなりました。 あ
りがとうござ います（６月１６日、O さん）

○約 1 ヶ月シラジットやシャタバリ、トリファラ、アシュワガンダにチャワンプラッシ
ュ つかって体感したことはまず免疫力が確実に上がったということなんです。 口内炎
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が何個もすぐにできたり熱をだしたりと、免疫関係に持病がある私ですが サプリを続
けたことにより なんと！口内炎ができなくなりました！できても次の日にはなくなっ
たり驚きです。物心つく頃から悩まされていたことなので いやいや、びっくりやらな
んやら…。肌も艶々で前もいった通り内面から光るようです(笑) それと、シャタバリ
はいいですね。毎年、婦人科の検診はかかしませんが 今年はお医者さんにもお墨付き
をいただきました！身体が良いと、色んなことに視野が広がります。素晴らしいです。
またお願いします♪（６月１４日、Ｈさん）

○今後の注文の為に知りたいのですが、アーユルヴェーダ医により手作りされているシ
ラジット錠剤とシラジット・カプセル（ダブール社製）は効き方に違いがありますか？
どちらが強いとかゆるやかとか。 今回は錠剤の方を注文しました。会社が大量生産し
ているのとどのように質が違うのかが気になり非常に迷いました。もしお客様の声等に
より効き方に違いがある（もちろん個人差があるとは思いますが）とかがあれば教えて
下さい（５月２１日、Ｓさん）
★カプセルと錠剤はどちらがよいか、人それぞれの好き嫌いがあるから、なんともいえ
ません。が、大きな製造会社と小さな街の診療所で作るものの違いは、原材料の出所が
わかるかわからないか、ということだと思います。どちらもシラジットには違いないで
しょうから、どちらがいいとは言えませんが、私個人的には顔の見える地域のアーユル
ヴェーダ・ドクターが地域の人たちに向けて作るもののほうがダイレクトでよいと思っ
てます。 どちらのほうが効き目が強いかというのは、個人差があるので何とも言えま
せん。 ご自分で試しながら、いちばんよいものを見つけていくことが、確かなやり方
だと思います（まじゅ）

○さっそくシラジットやニームをいただいてみました。 肌がかゆく、いつも 4 時間ぐ
らいで目が覚めてしまうのですが、 いただいたおかげなのでしょう、もう少し長く眠
ることができました（５月２０日、Ｋさん）

○欠かせないシラジットが残り少なくなりました（５月２０日、Ｋさん）

○シラジットですが、あればなんだか疲れにくくなりました（５月６日、Ｈさん）

○仕事上、毎年４月から忙しくなり、 帰宅が遅くなる日も増えてくるので体調管理の
面で不安を感じていました。 しかし今年はシラジットを服用しているおかげで 毎日が
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元気でパワフルに仕事ができています。 ありがとうございます。 私は毎朝１錠のみ服
用していますが、効果が１日中持続し、 特に夕方以降からの踏ん張りが効きます。 身
体の内側からパワーが漲るような感じがします。 減ってきたらまた注文したいなぁと
思っています（４月２９日、O さん）

○＼(⌒日⌒）／。早速シラジットをいただきました。毎日欠かさずにいただくように
なると思うのですが…このちょっと苦味のある液体がなんだか懐かしい感じがしまし
た。もっとたくさん頼めば良かったあ～なんて思ってしまいました。またお願いします
ね。早く元気になりたいと思っている今日この頃ですのでメールも送信も遅れてしまい
ました。シラジット弱いものを駆逐するまた元気になるのが早くて…など数々の効能が
書かれていましたが私もほかのハーブと一緒に頂いて行きたいと思っているのですが
…手探りをしながらですのでどんなことになるのか？神経が弱っている場合もちゃん
と良くしてくれるということが書いてあったのでチョー期待しているところです（４月
２７日、Ｋさん）

○春は体調を崩しやすく、シラジットやシャタバリのありがたさが、わかります（４月
２１日、O さん）

○シラジットとアシュワガンダは飲んだ翌日からスッキリと眼が覚めますし、疲れを持
ち越すこともなく、思ったより早く効果が体験できて驚いています（４月１８日、Ｋさ
ん） ○シラジット、ブラフミーとも飲んでいて抵抗力がついているみたいです。不規
則な生活、疲れはなかなか改善できないのでインドハーブで体調を助けてもらいながら
すごしています（４月１５日、Ｋさん）

○前回購入させていただいた、シラジット、ニーム、トリファラが どれも私の身体に
合っていたようで、とても調子が良いです！（４月７日、Ｃさん）

○シャタバリとシラジットは新しく試してみましたがポカポカになります。 これから
大活躍しそうです（３月３０日、Ｈさん）

○お世話になっております。先日はありがとうございました！アシュワガンダ、シャタ
バリ、トルゥシ、シラジット、とても効き目が早く、飲んですぐにパワーを感じました！
体力があると仕事も余裕が感じられて、うれしいですｏ(＾-＾)ｏ（３月９日、O さん）
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○前回いただいたシラジットは、風邪の予防として重宝できました。 日本では、例年
２月から３月にかけて体調をくずす方がいますが、私はシラジットのお陰か問題なく日
常を過ごすことができました。 シラジットは自然のミネラルを豊富に含んでいること
から、体内の不純物を体外に放出することができ、体が喜ぶサイクルをつくり上げるこ
とができます。 継続は力ですので、今後ともよろしくお願いします（３月１日、Ｓさ
ん）

○シラジットはお気に入りでリピです（２月２５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）

○シラジットは毎日飲んでると疲れた時の回復が早かった気がします。やはり気の巡り
が良くなるのでしょうか？不思議です。ありがとうございました（２月２３日、I さん）

○さっそくシラジット飲んでみたら、本当に元気が出てきて改めて感動しました m(__)m
（２月２０日、Ｈさん）

○前回、シラジットを購入させていただきました。皆さんの感想同様に、疲れが感じな
くなるという実感がありました。そのこと以上に効果を感じたのは、服用すると必ず怒
りが込み上げてくるということです。これは、否定的なことではなく、私はもともと自
分の意見を表現するのが苦手でこれまで気持ちを抑圧して過ごしてきた傾向があるた
め、シラジットは、心の内に溜まり毒となっていた感情を噴出させることで心のバラン
スをとってくれる方向に作用していると感じています。怒りを出すと不調和を生じるも
のだと一般的には思われていると思います。私もそのように思っていましたが、私の場
合は、逆に仕事がとてもスムーズに運び、ストレスもこれまでとは天地の差ほど軽減さ
れました。仕事での大事な場面で、かなり助けられています。これまで溜めてきたもの
がだしきれたら、また違った反応になるのだと思っています（２月１７日、Ｔさん）
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○知り合いからはシラジット摂取 1 週間足らずで今まで悩んでいた首、肩、腰の痛みが
楽になったとか、アムラで神経からくる便秘が改善したとか、精神薬飲んでいる方はブ
ラフミ、トゥルシを摂取して、まだ１ヶ月たっていないのに４年服用したお薬を一切の
まず過ごされています。? 知り合いが元気だと私まで元気になれるので、とても嬉しい
です。 ありがとう御座います。

○アシュワガンダとシラジットは半年ほど飲んでますが PMS などの症状が軽くなって
元気になったと感じています（１月２７日、Ｔさん）

○アーユルベーダハーブは、アシュワガンダ、シラジット、アムラ、トｳルジー、時折
シャタバリ、トリファラを摂っております。 何が効いているか分かりませんがとにか
く調子よいですよ♪（１月２２日、O さん）

○シラジットは３人で飲ませてもらっているため、減りが早いので、おまけに１袋プレ
ゼントで頂き感激です！ 日本は風邪が流行っているにも関わらず、３人とも今のとこ
ろ風邪をひかずにすんでいるのはインドハーブを毎日飲んでいるおかげかなと思って
います。 夫はアシュワガンダとシラジット、私はシラジットとブラフミーを飲んでい
ます。 １粒より、２粒飲んだ時のほうが効果大ですね。 ここぞという時に２粒飲んで
います（１月１５日、Ｋさん）

○シラジットの感想ですが、体が温まるような気がします。友人にもすすめたら サフ
ランロードで購入したらしく、今まで顔に汗をかかなかったのに、顔に汗をかくように
なった、と言ってました、ちなみに、その友人は６０代です（１月６日、Ｙさん）

○万能なアーユルヴェーダとして重宝しています。シラジットができるまでの工程には、
相当な時間と労力がかかっておりまして、しかもハンドメイドである以上、私自身もあ
りがたくヒマラヤのミネラルをいただいています。 早いもので、私は１年ほど前から
シラジットに出会い摂りはじめ、始めのうちは効能には半信半疑でしたが、徐々にシラ
ジットの良さが理解でき、この１年も大きな病気なく乗り越えられると存じます。 古
代から続く歴史と照らし合わせて、今日もシラジットをいただきながら、健康体を維持
しています（１２月２５日、S さん）

○シラジットを飲み初めて、頭痛もなくなり、喜んでいます。 でも切らしてから、し
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ばらくたつと、少し調子が悪くなってきましたので、 やはり、常備しておきたいなと
思いました（１２月２５日、O さん）

○アーユルヴェーダのハーブ重宝しています。 シラジットやアシュワガンダを飲んだ
時の体の軽さは、 効果の実感するところが違います。 シラジットに関しては、少し高
価で、 その分効能もよいようなので、だるさや疲れを感じたら、とりあえず口にして
います。 いまや自分の体調管理は、専らアーユルヴェーダに頼っています（１２月１
９日、O さん）

○前回注文のシラジットは良かったです(*^^*)他社のを 1 ヶ月飲んでいましたが、それ
より良いように感じたので、他の物も試してみようかと思いました（１２月１３日、Ｈ
さん）

○シラジットは素晴らしいですね！ 夏の終わり頃、ちょっとバテ気味で色々な不調が
出始め、そのうちあまりに頭がぼぅっとしてひどくなる一方だったので、何か手を打た
ねばと検討、ミネラル不足かもと思いシラジットを試してみたのです。 摂った翌日、
意識がシャッキリハッキリしているのがよくわかり、これはすごいかも！と思い、他の
アーユルヴェーダのパウダーも試しつつ３ヶ月ほど続け、少しずつ調子が戻っていきま
した。 その後、諸事情あって１ヶ月ほどシラジットをお休みしたのですが、そうした
らまた夏の終わりと同じような症状が出てきてしまい、慌てて注文、首を長～くして待
っていたと言う次第です(^_^;) 到着後、早速摂りました。翌朝の目覚めの軽いこと！
たった１日でこんなにも違うものかと、その即効性にまたまたびっくり！ 今回のこと
で、今の私に必要なものがシラジットであることを確信できました。 今まで、時折サ
プリメントなども試してきましたが、どれも気休めといった程度で、こんなにハッキリ
と効果を実感したのは初めてです。 大自然はすごいなあといった畏怖の念と、感謝の
気持ちがわいてきます（１２月１２日、Ｎさん）

○ニーム、アシュワガンダ、トリファラ、トウルシを 2 週間、シラジットを一週間、朝
晩飲んでいたところ、喘息や咳が完全に良くなってしまいました。 特にシラジットを
飲み始めてから急激に良くなった感じがします。 また、休日出勤がかさなり仕事が 7
日連続だったのですが 疲れもなく、仕事 7 日目の夜にプールで 600m 泳ぐことができた
ぐらい元気でした（１２月８日、A さん）
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○私は、シラジットの粉末をお湯に溶かす方が、ブラックコーヒーより好きです。しか
も元気になるので、仲間に差し入れをしても喜ばれそうです（１１月２９日、Ｍさん）

○さっそくシラジットやハーブを使ってみたところ、今日は朝からとても清々しい気持
ちで仕事に取り組むことができ、感動しました。また是非とも注文させていただきま
す！（１１月２０日、M さん）

○シラジットを飲むと調子が良いようです。続け出せていただきたいと思います（１１
月１６日、Ｍさん）

○睡眠が浅いので、ブラフミー・シラジット・アシュワガンダを空腹時に飲んでいます。
まだ２日目ですが、今までの睡眠を４０点とするなら６０点ぐらいになってきています。
今後が楽しみです（１１月１６日、さん）

○効果はまだ実感できていませんが、シラジットだけは、飲んだ次の瞬間から急に 元
気がでるのがわかります（１１月１４日、Ｋさん）

○現在は前回購入したシラジット・シャタバリ・ブラフミーを毎日とっています。今ま
では仕事から帰ると疲労のあまり食事もろくにできず、足のだるさやＰＭＳによる眠
気･疲労感もひどく、倒れるように寝てしまう毎日でしたが、この一ヶ月で非常に体調
が良くなり元気に過ごせるようになりました。 自分で効果を実感したので病気の両親
にもためしにシラジットを飲んでもらおうと思います（１１月９日、Ｋさん）

○空腹時にシラジットを飲むと
然でしょうか？）

胃がじわっと温かくなるような感じがしました。
（偶

また、いつもよりも疲れにくい気もします（１０月１７日、K さ

ん）

○シャタバリとシラジットを飲んでいます。飲んだその月から、生理周期が戻りまし
た！３１～３２日だったのが、みごとに２８日に！４か月連続！実際にどうなるか試し
てみたかったので、感想を送るのが遅くなってしまいました。シラジット も同時に飲
んでいるので、元気です！今年のラマダンは酷暑だったのにも関わらず、乗り切れまし
た。シラジットのおかげでもあると思っています。元気になり ました！更年期障害に
も備えたいです（１０月１６日、Ｓさん）
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◯シラジットは毎日米粒大お 1 粒程度の量をとってますが、体調良好です（１０月１４
日、Ｍ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）

○シラジットも同時に飲んでいますが、私も、仕事で多忙なパートナーも「疲れがとれ
る」と体感しています。 二人共大変多忙に動いている時期なのですが、シラジットの
おかげか、ふんばりが効くようになっていると思います（９月１３日、Ｍさん）

○シラジットのタブレット、アシュワガンダタブレット、ブラフミーのタブレット、 私
はさらにシャタバリのタブレットの同時に試してみました♪ ブラフミーの効果だと思
いますが、サハスラーラチャクラがふわ?と広がり 気持ちのよい感覚になりました☆
シラジットも摂ってもりましたので、肉体の感覚もしっかりしていて この組み合わせ
が大変気に入りました。 だんなさんは３０分後に眠いと言って寝ていましたが、私は
すごく元気になりました！ （９月６日、O さん）

○シラジット錠剤 は、日本の正露丸のような感じで どれも自然を感じました。 遠い
所から、はるばるやってきた自然からの惠み 大事に使わせていただきます（９月６日、
Ｋさん）

○シラジットは、夫がとっても気に入ってます。連続して飲んでいたのですが、あると
きさぼっていたら 「なんだか、あれ、きいてたのかも！あれ、飲んでたとき調子よか
った！また買っておいて！」と言われました。 私も、シラジットを飲んでいるときは、
すごいパワーが溢れて、基本元気ですが、さらにパワフルになれます。不思議なサプリ
ですね（７月２９日、O さん）

○前回注文して飲み始めたシラジットとシャタバリが高いサプリよりいい感じなので
又よろしくお願いします（７月５日、Ｍさん）

○シラジットとブラミーを飲んだ日と飲まなかった日の違いがハッキリと今回分かり
ました。 1 日飲まなかった日は、その日もそうですが、翌日も足の痺れと腰の痛さが
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増して 犬の散歩が辛かったです。 また、なんとなく気力もなくなりダレた 1 日でし
た。 先ほどシラジット（2）、アシュワガンダ（2）、ニーム（2）飲みましたが、飲ん
でから 30 分も経っていないのですが 胃の辺りからじんわりと暖かくなってきていま
す（７月２０日、Ｋさん）

○私には、シラジット、シャタバリ、アシュワガンダがとても合うようです。立ち上が
るときのふらつきもだいぶ落ち着きました。 友人にも勧めていますのでまとめて注文
します（７月２１日、O さん）

○シラジット、すごく効いています。 飲みはじめてすぐに、疲れを感じなくなりまし
た！ （７月１日、Ｎさん）

○サフランロードのブログに３ヶ月位飲んでいると足がフワッと浮き上がるような感
じがしたとあったので惹かれて購入しました。まだ、足がフワッと浮き上がる症状はな
いのですが・・・飲み始めてすぐに体に変化がありました。私は坐骨神経痛と椎間板ヘ
ルニアからくる痺れと痛みが下半身全体にあり、体調の悪い時は、痛くて歩行困難にな
る時がありますが、シラジットを２つぶ飲んで犬の散歩に出かけると痺れと痛みがいつ
もより楽になっていくのを感じました。また、低気圧が近づくと足腰の痛みがひどくな
りますのでそういう時はシラジットを４つぶずつ朝晩飲むと痛みが和らぎました。寝不
足の日が続き疲れが溜まってメニエールがくるなぁと感じたときにも４つぶ～５つぶ
寝る前に飲んで翌朝も４～５つぶ飲むと体がすっきりしてメニエール症状は来ません
でした(私はメニエールの持病を持っており、疲れと寝不足が溜まるとメニエール症状
が出てその日は薬を飲んで一日中寝ていなければならなくなります）まだシラジットを
飲み始めて３ヶ月弱ですが、しばらくシラジットを飲み続けてみようと思います。今後
の体の変化が楽しみです。シラジットは母なる地球からの子供たちである人間への最高
の贈り物だと感じています（６月２２日、Ｋさん）

○全部（シャタバリ、シラジットなど）、じわじわと良いような気がするので、少なく
なったもののリピート＆気になる貧血やお肌に良さそうなサプリをお試しで注文いた
します。おかげさまで前よりトラブルにスムーズに対処できるようになった気がします
（６月９日、Ｓさん）

○シラジットカプセルにしてみたのは 外出時に持ち歩くとき匂いが気にならないから
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です。 丸薬の匂いも自分では気になりませんが慣れていない人には 強い匂いと感じる
かもしれないかなと思ったからです。 最近調子がいいのでしばらく使っていなかった
んですが やはり使い続けたほうが元気に毎日を過ごせるようです（５月２４日、I さ
ん）

○ トゥルシとシラジットは両方摂取しているのでどちらの効果が出ているのかわかり
ませんが、冷え症に効果がありました。あと精神状態が落ち着きます（５月２４日、Ｍ
さん）

○ 我が家の猫（10 歳）は私が初めてシラジッドを飲む時に、いきなり近付いて手をペ
ロペロと舐め始めたので驚きました。 猫も欲しかったのか？香りが気に入ったみたい
で不思議でした（５月２０日、Ｍさん）

○私もシラジットとアシュアガンダ飲んで数日くらいで 朝目覚めがすっきりするよう
になり、びっくりしていました。 また、O リングで自分との相性をチェックしてもら
ったところ 自分の体の改善を強化をしてくれるという結果も出ました（４月４日、Ｓ
さん）

○シャタハ゛リ、アシュワカンタ゛、トルーシー、シラシ゛ット、フ゛ラフミー一緒に
飲んでまして 何が効いてるのか判りませんが、最近、元気がでます（４月１０日、Ｙ
さん）

○シラジットも飲んでいるととても体調がよく、体の中の毒素を排出してくれている感
じです。 今まで飲んでいた健康補助食品をやめてシラジットに変えようと思っていま
す（４月１３日、Ｋさん）

○前回届けていただいたインドハーブ、私には合っているようです。 まだ短期間では
ありますが、シャタバリ、アシュワガンダ、ブラフミー、 トゥルシ、シラジットは飲
んでいると身体を軽く感じます（４月２１日、E さん）

○アシュアフガンダとシラジットを寝る前に一錠ずつ飲んでいますが確かに 朝起きる
のが楽になった気がします。もう少し続けてみようと思います。(3 月 2８日、Ｓさん)
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○前回購入からシャタバリとシラジットを一ヶ月ほど飲んでみて、やる気が出るような
感じがなんとなくしますので続けてみようと思います（3 月 26 日、H さん)

○最近、変わったことは、バスの中で本を読むと疲れる体質でしたが、読み続けること
が出来たことです。シャタバリ１、シラジット１、ブラフミー１、朝晩、娘と一緒に飲
んでいます。(3 月 14 日、Y さん)

○前回のオーガニックハーブは凄く良かったです！１回２錠づつ飲んでいると、寒さ知
らず疲れ知らずで毎日良く遊び良く働けました。しかし、もったいないと思って１錠づ
つに変えたところ、やはり効果が半分に減ったような気がしましたが… 飲んでいるの
は、シラジット、ブラフミー、シャタバリです(2 月 14 日、Y さん)

○シラジットとブラフミー・シャタバリとの相乗効果については、一緒に飲んでいるの
で判りませんが動悸が更年期障害の為だったのかな・・と思うほど楽になり、又イライ
ラしがちな気分も落ち着いてきています (1 月 26 日、K さん)

○前回(数年前ですが…)は赤と黒のパッケージのシラジットでしたが、アーユルヴェー
ダの先生工房(？)のものが出たということで楽しみです。シラジットは、体が軽く、感
覚が精妙になった、という印象があります。 (1 月 23 日、S さん)

○ブラフミーとシラジットは、朝晩に２錠ずつ摂って二週間程になりますが、まず朝に
目覚めた時が爽快です。睡眠時間はいつもと変わりませんが、疲労感が全くなくなった
のには驚きました。しかも、起きた瞬間から脳が活性化しているので、昼夜問わず効率
良く、一日が過ごせます。個人的には、ライフスタイルを充実させ、心身ともに健康を
維持することが目的なので、継続して摂っていきたいと思います(12 月 5 日、S さん)

○シラジッドを試して、とても自分に合うことがわかりました。インドハーブは素晴ら
しいと思います（12 月 14 日、K さん)

○早速シラジットを試しましたが、なんとなく体が軽くなってるような気がします(12
月 15 日、K さん)

○アムラとシラジットとブラフミー、シャタバリを毎日飲み始めて１ヶ月、沙羅双樹ク
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リームは１ヶ月半になります。始めはよくわかりませんでしたが、１ヶ月以上たった今、
以前より毎日が元気で、気持ちが前向きなことに気づきました。肌も乾燥で困っていた
のですがしっとりして、顔にいたっては、プルプルして皺が浅くなり、眼力が戻ってき
たようです。どれがどう効いているのかはわかりませんが、全部とても気に入ってます。
毎日飲むのが楽しみです♪

娘はトリファラを飲んでいるのですが「最近毎日快便！」

と言ってました。～感謝～ (12 月 16 日、N さん)

シラジットはとても気に入っています。 香りだけでも気分が良くなるようです(12 月
20 日、Ｉさん)

○いつも注文しているシラジットの粒は本当に疲労に効きますね。寝不足で体が重い時、
多めに 2 粒飲むと体が軽くなり、用事が進みます。あと、顔の肌のハリが良くなったよ
うに感じます。高価なクリーム、美容液を使ってないのに同等の効果がでてるみたいで
す（11 月 27 日、K 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)

○シラジットの感想ですが、私はパウダーが好きでお湯で溶いて珈琲のようにしてます。
マインドに良いみたいで私の場合落ち込まなくなった様な？

気がします。ありがとう

ございました！(11 月 18 日、Ｕさん)

○前回は初めてシラジットを試してみましたが、飲むと気が上がる感じがします。元気
になるというか。私は超鈍感ですがその私でも感じました。(笑)(11 月 2 日、T さん)

○シラジットは他では手に入らないので、必ず、サフランロードさんにお願いするよう
にしています。健康な人なら、たぶん、病気知らずになると思うのですが、私は持病が
あるため、あまり効果が実感できないのですが、持病以外の病気は、一切、しませんの
で、きっと効いているのでしょう。(10 月 3 日、H さん)

○約一カ月、シラジット、ブラフミー、アシュワガンダ、トリファラを飲んだら 3 日程
前から身体が温かくなってきました。頑固な冷え体質が改善している感じです。今まで
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いろいろなサプリを試してきましたが、始めて身体の芯が温かくなりました。（10 月 1
日、Y さん）

○シラジットが切れたら･･･旦那が弱ってきたみたいです。飲んでいる間は、職場のス
トレスにも対応してたのに。リピートします。(9 月 29 日、K さん)

○シラジット２粒飲んでスポーツジムでシェイプボクシングとエアロやってきました。
気のせいか、疲労感が少なかったような気がします。 (９月 18 日、J さん)

○母が体調を崩してから、体質的にあまり丈夫でない家族皆でシラジットやアシュワガ
ンダにお世話になっているのですが、もうそろそろ無くなってしまうので、早めに頂け
ると助かります。ちなみに、睡眠障害もあった母が、睡眠導入剤なしでも眠れる日が時々
あるようです。私も、昨年手術を 2 度してからとても疲れやすく、ちょっと動いただけ
でぐったりしてしまう状態でしたが、少しづつ体力がついてきているように思います。
他の家族も、最初は半信半疑で「私に飲まされている」風でしたが、今では素直に飲ん
でくれています。本当に助かっています。ありがとうございます。(９月 13 日、S さん)

○シラジット、とても良いです。（サプタ・アムリットは）シラジットと共に飲むと、
すごく調子が良いです（９月６日、H さん）

○娘はシラジットが便秘に良く効くと喜んでいます。受験期で時間に追われ、トイレの
時間もゆっくり取れないらしく便秘気味になっていますが、シラジットを摂ると苦労し
ないようです。（８月２７日、I さん）

○早速、点鼻薬とシラジットを試してみました！両方、同時に使ったんですが、１０分
ほどで鼻の調子は良くなりましたよ！シラジットが相乗効果になり効きを良くする感
じですね！お湯割りにしたんですが、薄いコーヒーと言われればそうかなという味で、
「普通の土じゃないねー味があるねー」「体が温かい」とか言いながら、周りの人も結
構喜んで飲んでいました。お腹のなかが愉快な感じになり、笑いだしたくなる変な感じ
がしますね(^^)下半身も軽く感じるので不思議。エアジョーダンはいつもこんな感じだ
ったのかな。体長不良の時や生理中の体が重い時に楽になると思います。これは心にも
体にもプラスになる麻薬のようだと思いました（語弊あるかも知れませんが？^^;）団
子状のシラジットも好きでしたが粉末の方が強烈でした。（８月２４日、M さん）
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○シラジットも飲み始め、なんだか身体が軽くなったような気がしています。多謝。(８
月１０日、K さん)

○さっそくシラジットを飲んでみたところ、確かにスゴイもの飲んだ！という感覚があ
りました。２回目を飲んだ後はなんか楽しくなってニコニコ。この他、少しずつトリフ
ァラやシャラキを飲んでみます。今朝はあたたかい少量のお湯にシラジットなど粉もの
を溶かし、ハチミツとミルクを加えて飲んでみました。なんかこれでもう朝ご飯いら
ず？？という感じです♪ (８月１０日、Y さん)

○シラジットは偏頭痛にいいですね。飲んでから１ヶ月くらいですが、偏頭痛がなくな
りました(８月２日、T さん)

○シラジットは、ずっと飲み続けています。私にとって、お通じにもいいし、体のバラ
ンスがいいように思います。主人と父にも飲んでもらっていますが、元気です。今回、
カプセルは初めてなので、飲み比べてみたいと思います(７月３１日、S さん)

○シラジットはすぐに 身体が熱くなり元気が持続している感じがありました。(７月
３０日、I さん)

○シラジットを飲んでいた頃の方が体調が優れていたことを実感し、また注文すること
にしました。 (6 月 4 日、S さん）

○ストレスが多いこの頃、眉間に縦ジワを寄せていることが多かったのですがシラジッ
ト錠を飲み始めて二日目、鏡を見るととても穏やかな表情になっていたのでびっくりし
ました。引き続き使ってみようと思います。(５月３１日、Ｋさん）

○シラジットを以前購入し、匂いがダメで飲むのを躊躇していたのですが飲んだ日は体
が軽くあまり疲れにくくなりました。今回リピで注文です。 (５月２７日、W さん)

○トリファラとシラジットは素晴らしく、お通じが良くなって痩せました♪飲みだして
１ヶ月も経っていないのに、凄いですね！ (5 月 16 日、K さん)
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○以前購入したものを使い始めてから約半月経ちましたが、シラジット、ニームを飲ん
だときと飲み忘れたときのエネルギーの差を感じています。シラジットとニームは、母
と姉にプレゼントする予定です。 (５月３日、Ｋさん）

○一番の愛飲はシラジットです。また、なくなりそうになりましたら、お願いします(４
月 14 日、N さん）

○年明けに初めてインドハーブが届いてから、なんだか善い感じです。毎朝、薄めのチ
ャイにハーブを入れて飲んでます。トルシは放射能を危惧する気管支疾患の友人にプレ
ゼントしたところ、非常によいそうです。私は、ハーブもよい感触ですが、特にシラジ
ットが気に入ってます。暫く愉しみに様子をみてみます(２月１日、Ｈさん）

○ジラジット、アムリットは富士山に登る時持参して高山病しらづでしたよ。ハチミツ
とアムリット、ジラジットはお茶としてザックにそれぞれいれて登り、ふぶきの雨、台
風の中とても助けになりました(２月６日、Ｆさん）

○日本では、インフルエンザが流行っていますが、シラジットのおかげで元気です。体
重のバランスは、便秘解消効果は、かなりあります。ハーブティーは少し甘味があり飲
みやすいです(２月 9 日、K さん）

○更年期対策でシャタバリとアシュワガンダ、シラジットを摂取しています。症状は緩
和しているようです。このまま続けていきたいと思います(２月 12 日、N さん）

○すこしお久しぶりになりましたがいつもｻﾌﾗﾝﾛｰﾄﾞからいただいた"もの"にお世話に
なってます。とくに今回もｵｰﾀﾞｰする"シラジット"には確かな実感からよりも Raw Food
の日々の過ごしにおける知識/情報から"フルボ酸"へと繋がる事がたびたび、摂り込む
ならナチュラルな在りのままの"もの"ヲとおもいの今回の購入です（２月１５日、Ｎさ
ん）

○Ｄｒ製とお粉の２種を比べたところ、お粉はキョーレツかしら？で丸薬はやさしく、
やわらかい感じがしました。同じシラジットでも性格があるように思え、毎日の自分の
状態を考えどちらを服用したいかを決め摂取しています（２月１８日、Ｓさん）
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○シラジッド のお世話になっております。痛みがほとんど感じない毎日です。（1 月
25 日、M さん）

○トリファラとシラジット、毎日続けています。ハーブのおかげなのか以前よりも体重
の変動が少なくなり、じわじわと痩せてきました。（1 月 8 日、H さん）

○シラジット使ってみたんですが、確かに効果を実感できました。気力が充実して、理
解力も増し、精神的にもブレにくくなりました。 何よりも驚いたのが、音楽を聞いた
り人と談笑したときの幸福感がいつもより大きいものに感じられたことです。感受性が
高まったせいなのか、ハートのチャクラのあたりから、幸福感がとめどなく溢れてくる
ことがあって、ひとりでヘラヘラ笑ったりして、「ああ、頭おかしい人に見られるかな
あ」とか思ったりして、サイトの説明文にあったとおりの「私を見た人は、私を「変人
だ！」と思ったでしょうね。に、なることできて、私はこの上ない喜びを感じることが
できたんです！まさか変人になることが！！ こんなにも素晴らしいことだったなん
て！！！私は、このシラジットのおかげで、変人として生まれ変わり、新たな人生を再
スタートしていくことに決めたんです！！！（なんてね( ´∀｀)）」ということで、
再度注文したのですが、もうろくして鼻血が止まらなくなる父親にも分けてあげようか
と思います。(^_^)v ほんとうに素晴らしいものを提供していただいてありがとうござ
います。（1 月 5 日、O さん）

○シラジットはどこに効いてるというのはわからないんですが飲むとおなかがスーッ
として気分がいい感じがするのでもうちょっと飲んでみようと思って注文しました。
（12 月１９日、T さん）

○シラジットを飲み始めて約一カ月弱。仕事が忙しくなって睡眠時間が短くなったりす
ると、仕事中、眠気覚ましの為にコーヒーを飲みすぎて余計体調を壊してしまうという
悪循環にハマってしまうのですが、シラジットを飲んでからは、眠くてもコーヒーに頼
ることがなくなりました。眠いんだけど、頭はスッキリしてるって感じです。コーヒー
は一回飲むと癖になるので、止められていて助かっています。ありがとうございました。
（12 月 1 日、Y さん）

○シラジットを飲み始めてから、体の調子が良くなったような気がします(*^_^*（11
月 14 日、K さん）
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○シラジットは、苦くて飲むのが怖い感じだったのですが、3 日目には慣れていて、飲
むのが楽しみになるくらいにハマっています。なんかいいかも～から始まって、仕事中
にいつもは眠気やだるさでボーっとしてたのが、頭がスッキリハッキリして、意識の感
覚が変わってきています。なんとなく体が軽い感じが、飲めば飲むほど実感してきてい
ます。これから楽しみです（*^_^*）そして知り合いに分けてあげたら、知り合いは、
過敏性腸症候群なのですが、シラジット飲み始めてその症状がおさまっているって言っ
ていました。（11 月 8 日、Y さん）

○シラジットを飲むようになったせいか、今まで以上に活力が湧いて、順調な日々を送
れています。（11 月 5 日、S さん）

○シラジットは既に大ファンになり、今後なくしてはならない人生のお供になりそうで
す。まず'新陳代謝力'（←自分で造った言葉）が違いますし、顔が良くなりました！←
笑える言葉ですが、本当にマシになりました！引き締まった感じです。そして、発想力、
集中力。。。私には 100%相性の良いサプリで、本当に感動しています。（10 月 31 日、
W さん）

○ｼﾗｼﾞｯﾄﾞを飲んでからは、左足の痛みが１度もありません。続ててみます。（10 月 10
日、Ｍさん）

○シラジット苦いです＞＜；けど、飲んだ直後に足首がジーンとして、次に足指先がジ
ワ―っとして、次は足裏がジンジン・・・他の方と違う感覚かもしれませんが、私は何
度服用しても足首から・・なんです ＾＾；この感覚を味わいたくて苦くても欲しくな
るんです。（9 月 30 日、Ｅさん）

○早速シラジットを飲んでみましたが「これはよい!!!」とゆうセンセーションが体を
駆け巡りました。（9 月 18 日、Y さん）

○アーユルヴェーダ、インドハーブはそれぞれがエネルギーを持っていると思います。
シラジットは、予想以上にエネルギーが強かったので驚きました。そのエネルギーをう
まく体に取り込む事ができれば、良い効果がでるのだと思います。
（9 月 16 日、T さん）
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○シラジッドを続けようと思ったのは、左足に痛みがずーとあるんですが、シラジッド
を飲んで少しづつ緩和されてきたように感じております。（9 月 6 日、Ｍさん）

○やっぱり、シラジットは、凄いです！！（9 月 4 日、Ｋさん）

○シラジットは、飲んでいる時は、感じなかったのですが、旦那も・私も注文を出来ず、
その間、飲んでいなかったら、なんだか、妙に疲れやダルさが抜けなかったり、パワー
が出ませんでした。。。で、やっと２人とも、気づいたのですが、"あっ、シラジット
を飲まなくなってからだ！！"と。やはり、シラジットは、私達に合っていた様で、パ
ワーの源になりつつあります(^^)これからも、しっかり飲んでいこうと思います！！（8
月 25 日、Ｋさん）

○７月よりシラジットとブラフミーを飲み始めましたが、疲れにくくなったように感じ
ます。特に日中に襲ってきていた眠気が、あまり起きないようになりました。（8 月 1
日、Ｇさん）

○ブラフミー、シャタバリ、シラジッドを合わせて飲んでいますが、妙に肌がツルツル
して来ました。驚きです。 (7 月 27 日、Ｙさん)

○ブラフミーとシラジットを飲み始めて１か月以上経ちました。体が軽く、体力がつい
たように思います。そろそろなくなりそうなので再注文します。よろしくおねがいしま
す。（7 月 15 日、Ｎさん）

○疲れやすい息子（高校３年）に、以前頂いていたシラジットを試したところ、大変具
合が良いようですので、追加でいただきます。(７月６日、N さん)

〇シラジットは、パキスタン産の方が即効性が有り、脳に直撃する感じです。血行が良
くなるのも感じますし、最近では眼力がついたと感じております。なるほど、ヒマラヤ
の神秘と言う感じで、逆にずっと神秘な魔法の食材であって欲しいと感じます。摂取量
はインド産はカプセルを 1 日 2 回、又は粉末のパキスタン産を摂取する日は一日一回で
十分なかんじです。（6 月 26 日、W さん）

〇私はシラジット、アシュワガンダ、シャタバリを毎日欠かさず、夫はシラジット、ト
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リファラを毎日とアシュワガンダを時々飲みました。粉は飲みにくいかな？と思ったの
ですが全然大丈夫でした。私の方は少しずつ気力が戻ってきて体を動かしても疲れにく
くなってきました。元気な時に比べるとまだまだですが、一時期よりずっと良くなって
いると主人も驚いています。パンク寸前だった頭の中もクリアになってきたと実感して
います。（6 月 25 日、S さん）

〇シラジットもきれてからと言うもの、やはりシラジットのおかげだったのかダルくて
元気が出ません。。。 (6 月 21 日、Ｋさん)

〇はじめにシラジットをなめたときの感覚が忘れられない苦さでした ニームはまだ体
験してないのですがシラジットは私にとって聖なる粉そのもののようです清められる
気がします (6 月 11 日、Ｋさん)

〇シラじジット粉は不思議な味ですが、元気になりそうです。(6 月 8 日、Ｎさん)

〇すぐに効果が出るものではないでしょうが、私は今日は朝から足が全く冷えずポカポ
カしていてびっくりです！（夏でも冷えるくらいなのに・・・） (6 月 8 日、Ｓさん)

○今まで購入した中で、最高峰の効果です（＾＾）毎朝、シラジット（粉末）を１ｇ、
オブラートに包んで摂取しているのですが、数日間は下痢が続きました。好転反応かな
ーと思い、そのまま飲み続けていると、とにかく元気になるんですよー。虚弱体質で、
睡眠時間も１０時間以上だったのが、睡眠時間が徐々に減り、朝から気持ち良く活動出
来るようになりました。まだ１か月も経っていないのにですよ、凄すぎますよねー。只、
トリファラで便秘解消したのに、シラジットを飲み始めてから、２日に１度のペースに
なったので、シラジットの回数を減らした方がいいのかなーと思いつつも、もう少し様
子見します。（5 月 27 日、さん）

○ニームとシラジットを 1 錠づつ飲みましたら左のほっぺたがファーとあたたくなり
血流を感じました。これからも飲み続けて行こうと思います。（5 月 25 日、I さん）

○前回注文しましたシラジットがとても気に入りました。体のだるさが軽減される感じ
がします。継続していきたいので再注文よろしくお願いします。（5 月 20 日、N さん）
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○シラジットはまったくもって不思議な粉ですね。あのざらざら感は独特です。お味は
思ったよりくせがなく、飲みやすいと思いました。（4 月 22 日、Y さん）

○シラジットとシャラキですが、前回いただいたものが無くなり、飲まなくなってから
数か月経ちまして、やっぱり飲んでいた時体調が絶好調だったなと思います。（4 月 17
日、A さん）

○シラッジットも、夫婦揃って飲んでいますが、初めは分からなかったのですが今、効
果かを実感しています！！実は主人は、一昨年前から、うつ病で、何時もふさぎごみが
ち・・ため息ばかりだったのが、今は、だいぶよくなりました！！ シラジットを飲む
と違うかも!!と自分でも言っています。（2 月 24 日、Ｋさん）

○シラジット早速飲んでみました。

体が軽くなった様な気が.します。（2 月 20 日、

Ｆさん）

○ちょうど疲れていたので、シラジットを早速飲んでみたら、身体の中が温かくなり元
気になりました！たった一粒でしたが、パワフルなハーブですね。ビックリしました。
（2 月 12 日、Ｔさん）

○シラジットを飲みました。何と言うか、不思議なパワーを感じます。後頭部ら辺にパ
ワーがある感じというか、軽くなった感じもあって何て言えばいいのでしょう☆これか
ら取り続けていくうちに、変わる！っていう感覚もあるので楽しみです。 摂り方も、
注意はなさそうなので、自分にあった摂り方をみつけるのが良いですね♪（2 月 3 日、
Ｔさん）

○シラジットはやっぱり朝スッキリ起きれるいいです。（1 月 28 日、Ｍさん）

○シラジットも、飲んだ時に良い感じがしました。苦いのですが体が、これは良い感じ
です、と言ってるみたいです（1 月 13 日、Ｔさん）

○シラジットは苦いですね…良薬口に苦しなのか(^_^;)（1 月 12 日、Ｉさん）

○アシュワガンダ、シラジット、ブラフミーなどを毎日飲んでるせいか、我が家はなん
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とか風邪をひかずにすんでいるみたいです。 (1 月 10 日、Ｋさん)

○シラジット、ブラフミ―をお湯で溶かして、朝晩飲んでいます。お茶みたいで、その
ままでも飲みやすいです。肌が明るくなったような気がします。なくなったら注文した
いので、またお願いいたします^^（12 月 17 日、O さん）

○シラジット、ブラフミー、トリファラも主人と二人で飲み続けています。この冬は、
手足の冷えが改善しているようです(12 月 13 日、K さん）

○シラジットは今まで利用した数々のサプリメントの中で最もその効果を実感できる
ものです。私は右側の後背部・肩甲骨から右胸にかけて、いつも鎧を着たようなこわば
りがあり、右腕は、後ろ側に回そうとすると痛みで動かせなくなっていました。シラジ
ット一袋も服用しない内から手応えを感じ始めましたが、三袋を飲み終える頃には肩か
ら胸にかけての強いこわばりがウソのようになくなり、本当に楽になりました。右腕の
稼動域も拡がり少なめに見ても、６０％は回復しています。 自然の恵みは勿論のこと、
こんにちシラジットが私のところに届くまでに、携わって下さった全ての方々に感謝し
ています。 ありがとうございます。今日までのところで、一番顕著なのは、こういっ
た効果なのですが、まだまだ期するところがあり、楽しみに服用しています。ちなみに
朝晩の空腹時に小さじに三分の一ずつ摂取しています。(１２月８日、Y さん)

○トリファラを飲んでいると便通がとてもよいです。シラジットとセットで飲んでいま
すが、疲れを溜めにくい感じがします。(１２月７日、A さん)

○シラジット、 まだ 2 日しか飲んでないですけど、 朝、 体が楽(11 月 29 日、M さ
ん)

○シラジットの錠剤はいいですね。以前シラジットの粉末を飲んだことがあるのですが、
私はあの味というか、風味がダメで、飲むのを断念したことがあるのです。でも今回は
苦手意識なく続けて飲めそうなので、追加で注文させていただきます（11 月 24 日、T
さん）

○シラジッドはちょっと飲むのに時間がかかりましたが、飲んでから体がぽかぽかし、
また半身浴で汗が止まりませんでした。(11 月 23 日、W さん)
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○シラジットも毎日少しづつのんでいたのですが、生理時の身体の変化のしんどさが楽
だった気がします(11 月 8 日、T さん)

○シラジットなんですが主人ははじめは 変な臭いがするとかまずいといってましたが、
普段薬とかサプリは飲まない人なので、でもなんか飲んでるんですよ。何か変化を感じ
たのでしょうか。朝二つぶのんでます。夜はなしで。私が夜のんだら興奮したような感
じになったので、主人ものみはじめちゃったので、次は三つのセットをかおうかなと。
サフランロードさんのホームページみるの楽しいですね(11 月 8 日、S さん)

○猛暑の疲れと寝不足で体力が落ちていても、視力、胃腸、肩こりなどの局所部分の不
快症状がでないので、アシュワガンダ、シラジット、トリファラなどの効果がでている
みたいです 11 月 7 日、K さん)

○シラジット、気に入っていますので暫く続けてみます(11 月 4 日、Y さん)

○ハーブを毎日、仕事の休憩の度に飲んでいて、体調は良いので、シラジットの方は、
相変わらずケチりながら飲んでいます(笑) 香りに癒されるので、枕元に粉末をおいて
います。まだまだ欲しいものはあったのですが、また次回にお願いしたいと思います
♪(10 月 31 日、M さん)

○シラジットを飲み始めて約 1 か月。足首の冷えがずいぶん解消されたように思います
なので、お友達にも宣伝しまくり、今回共同でお願いすることにしました（10 月 14 日、
H さん）

○さっそく、シャタバリとシラジットを一緒に飲んでみましたところ、二日前ぐらいか
らかなりの疲労と腰痛、背中の痛みがあったのですが、飲んだ次の朝、かなり楽になり、
夕方にはかなり身体が楽になりました。これも相乗効果だったのでしょうか。しばらく、
シャタバリとシラジットを続けて見たいと思います（10 月 8 日、S さん）

○シラジット(Shilajit Pak )早速スプーンに取り舐めてみました。美味しく感じるん
ですね！これが。気に入りました。暫くの間はシラジットのみ服用して、効果の程を確
認した上で,ブラフミー粉(K Brahmi )を摂り始めようと思っています。楽しみです。あ
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りがとうございました。かわいらしい絵をかいて梱包をしてくださったゼビアさんご一
家にもよろしくお伝えくださいませ(9 月 28 日、Y さん)

○今日は飲んでいたシラジットがなくなりそうなので注文のついでにあれやこれや頼
んでみました。おかげさまで秋になってこちらは急に寒くなりまわりは体調崩しまくり
ですが主人は馬のように元気です。w(9 月２７日、M さん)

○カプセルのは忙しい時用で、まずは粉状のものから飲んでみましたシラシ゛ットは飲
むのに、勇気がいりました。鉛筆の芯の粉みたいで、このようなものを身体に入れるの
は 初めての体験でちょっと

気持ちが受け付けない感じ でした。後味も予想通りで

した。（笑）(9 月 24 日、T さん)

○私は夏でも体が冷たい程の冷え症で汗もあまりかかないのですが、サプリ（シラジッ
ト、シャタバリ、トゥルシ）を服用し始めてからはしっかり汗が出るようになりました。
代謝がよくなってるようです。(9 月 22 日、H さん)

○ステージ 4 で手の施しようがない、と西洋医学の施術を放棄され、食欲も目に見えて
落ちてきた末期のガンの叔父に、シラジットとアシュワガンダ、さらに漢方生薬などを
飲んでもらい始めて 2 週間。食欲、意欲が回復した、との連絡が入りました！！わたし
も、いつも疲労困憊してしまう移動の翌日でも、シラジット、アシュワガンダ、ブラフ
ミー、シャタバリのおかげか、気力も体力も、なんだかいい感じであります。寝込んで
動けないことも多かったのですが、それが感じられないで、元気でいられて、とてもう
れしいです。シラジット・アシュワガンダ・ブラフミーを一緒に飲み始めた人も、「な
んだか知らないけれども、すごく効いている！」と、驚いています。感謝！すばらしき
アーユルヴェーダ、インドの叡智。ゴアからお届けいただいて、こうして叡智の恩恵を
受け取れる・・。祈りの思いでいっぱいです(9 月 21 日、H さん)

○シラジット以前のよりくせがないようなきがします。飲みやすそうなきが(９月１４
日、N さん)

○日本は猛暑です^^;夏バテしそうですが頑張っています☆ 主人と毎日トリファラ＆
シラジット飲んでいます^^ いつも素敵な、心のこもったパッケージに癒されます☆ あ
りがとうございます☆ 今回もまたトリファラ＆シラジット、リピートです♪ よろしく
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お願いします(*´∇｀*)(8 月 30 日、H 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)

○オーガニックハーブとシラジット、確かに効いている感じがいたしますのでリピート
注文させていただきます。よろしく御願いいたします。（8 月 25 日、N さん）

○母はお腹が張ってしかたがなかったのですが、シラジットとトリファラを飲み始めた
ら、半月ほどでお腹がへっこんできました。 その効果に家族一同驚いております。し
ばらく続けていきますので、今回もよろしくお願いします(８月２４日、O さん）

○私はシラジットやブラーミー、ニーム効果で肌の具合は良くなりました。人からも良
くなったと言われました。ありがとうございます（8 月 20 日、M さん）

○2 か月以上、シラジットとシャタバリを飲み続けています。飲むようになってから、
疲れが軽減しているのがわかり、朝起きた時の身体のこわばりがずいぶん楽になったよ
うに感じます。 あと、生理前症候群がひどかったのですが、前回は生理になるまでも
うすぐ生理だってことに気がつかないくらいでした！（8 月 19 日、H さん）

○シラジットは飲み出して二日ほどで好転反応が出て、下痢になりましたが、その後は
スッキリとした感じがしています（8 月 3 日、 N さん）

○そうそう、シラジットはけっこうハマっています。強烈な味は、子どもの頃、転んだ
ときに舐めた土とは全然違って、身が詰まったような感じがしますが、やさしい感じの
シャタバリ粉と対照的で、かなりズシンと効く気がします（7 月 23 日、S さん）

○しばらくです。下痢をしなくなりました。よろしくお願い致します。妻と朝、晩の２
回 お湯で小スプーン一杯づつ飲んでいます。アシュワガンダ ブラフミ シラジット
の３種類です。 苦味も慣れると心地良いものです。(７月１９日、M さん)

○前回、シラジットとシャタバリ、アシュワンダ、トゥルシを購入しました。まだ、ひ
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と月たたないのですがものすごく心身ともに元気になってきています。 5 年近くパニ
ック症候群に悩んできましたが飲むようになって予期不安もほとんどでなくなり、以前
は休みの日も家の中に引き込んでいましたが最近は何をしようかな…？誰かに会いに
行こうかな・・・。と思えるほどになりました！！！本当にありがとうございます！！
(7 月 6 日、Ｈさん)

○シラジットは主人がよく飲んでいますが疲れているときは元気になり、元気なときは
若干、攻撃的になるといっていました。わたしは・・・まだ効果はよくわからないので
これからも気にしてみます（笑(7 月 5 日、Ｍさん)

○今回は開封した時、シラジットの臭いに癒されました。袋に鼻をつけて吸い込んでみ
ると、気血の巡りがよくなる感じがしました。臭いを嗅ぐだけでも健康に一役買うとは
（驚）手のひら、足の裏、頭と、気の出入りを感じました。アスファルトと排気に囲ま
れて生活する身としては、
この大地の香りとパワーにすっかりはまりました(7 月 1 日、
M さん)

○シラジット早速試しましたが、どなたかの感想に"正露丸"って書いてあったのですが、
その通りだと思いました。全然飲みにくくなく、難なく飲めました。息子にはオブラー
トに包んであげたら飲んでくれました。しばらく続けて見たいと思います。どうもあり
がとうございました。(6 月 29 日、W さん)

○家族の入院等で体調管理が難しいのですが、シラジット、トリファラーで 助かって
ます（６月１２日、A さん）

○そしてインドのハーブ類はかれこれ半年くらい取っていますが、まず驚くべき変化と
して私は半年で体重が５Kg 増えました！！私が取っていたのはシラジットとアシュワ
ガンダです。これは本当に驚きで、もちろん更年期なので太りやすいとか、クリスマス
時期に甘い物を多く取っていたなど、他の要因もあると思いますが、私は基本的に幼少
の頃より全然太れない体質で、学生時代の一時期と妊娠中以外はいつも痩せていました。
なので、これは太ったというより、私に必要な本来の体の状態になったと言う方が正し
いようで、うまく言い表せないのですが、体に芯が通ってきた・・という感じがしてい
ます。 しかし面白い事に、同じハーブを取っている息子は体重などの変化は見られず、
感覚的にハーブを取っていると踏ん張りがきく感じがすると云っています（6 月 8 日、
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N さん）

○家族全員でシラジットとトリファラーを飲んでいたら 直ぐ無くなってきました。み
んなハードな生活の中、ギリギリですが普段の生活が出来ています（6 月 12 日、A さん）

○シラジット 飲むとチカラわいてくる感じ すごいですね＾＾。 ご縁に感謝しており
ます。 これからもどうぞよろしくお願い致します(６月３日、Ｎさん）

○シラジットとニームを飲み始めて 2 ヶ月が過ぎましたが、 明らかに血行がよくなっ
ているのがわかります。最初に実感したのは、 手の爪の色が以前よりも濃いピンクに
なってきたことです（６月１日、Ｈさん）

○シラジットは主人が先に飲んでみたところ非常にパワフルで本当に強壮剤のようだ
と言っておりました。病気の人や、体が弱い人にはいいかもと(5 月 26 日、Ｍさん)

○私は早速、シラジット１錠服用してみました。数十分位すると、何やらボーっとした
感じになり、身体の中の気が巡ってるような？動いてるような？そんな感覚と第二チャ
クラ辺りが暖かくなりました。暫く飲んでると何かしらの作用がありそうですね～。私
もよくは分かりませんが（笑）、やはり何となくエネルギーが高いように感じました＾
＾(5 月 25 日、Ｔさん)

○シラジットをアシュワを主人に飲ませていますがお腹周りとかメタボの身体が少し
痩せてきたような♪ シラジットの効能説明を読んだ時、脂肪の減少という言葉が書い
てあったのでこれの事かなと嬉しくなりました☆これでアルコールで数値の悪い肝機
能が正常にもどってくれればバンバンザイです。これからもお世話になると思いますの
で宜しくおねがいします(5 月 15 日、Ｍさん)

○シラジットは案外問題なく飲めます。舐めたり。それだけ必要としていることじゃな
いか、と思います。コーヒーに入れれば気がつかないですね。なんか、心身のベースか
らテコ入れされる感じですね。ＯＳのバグが修正されそうです（笑）(5 月１３日、E さ
ん）

○シラジットの粒も一緒に飲みましたら背中からカーッと温かさがきて、体の何かのス
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イッチが入ったような暖かい感覚が続いています(５月 11 日、N さん）

○まずシラジットの小さい塊を口に放り込んでみました。噛んだらニチャっとしてきて、
口の中が苦くて酸っぱくて大変になってこりゃすごい味だと思ってたのに、しばらくす
るとまた食べたくなるような…。この漢方薬のような匂いはかなり好みです(５月 11 日、
S さん）

○シラジットがたっぷりと手元にあるのはとても安心感があります（4 月 27 日、Ｓさ
ん）

○シラジットは本当に素晴らしいです。とにかくまず、全身の血行がよくなりました。
以前はかなり冷え性だったのですが、今ではとくに寝汗がすごくて洗濯の回数が増えた
くらいです。形がウサギのふんみたいなのと、匂いが正露丸を彷彿とさせるのを補って
余りあるパワーです。（最初見たときは少々口に含むのに抵抗がありましたが、今では
必需品、といった感じです。）シラジットの製造現場レポート、楽しみにしています。
今日は丁度、「これってどうやって作ってるんだろう」と疑問に思っていたところでし
た(４月２０日、Ｓさん）

○アシュワガンダー＆シラジットの感想は私は毎年冬になると手足が痛くなるほど寒
さに弱かったのですが、今年の冬は普通に過ごせました。何らかの効果があったのかな
って思っております。（４月１６日、T さん）

○シラジットは、夫が飲ませていただてますが、シラジットとブラフミーと、それから
アシュワガンダを混ぜて、オブラートに包んで飲んでます。昨日から、ガスと下痢がた
くさん出るようです。それでご相談なのですが、これは続けて飲んでいたら治ると思わ
れますか？解毒か、それともやはりあわないのだと思いますか？夫はもともと下痢症で、
あとヘルペスがよく出ます。これで免疫力が高まればと願うところです。またお時間あ
りますときにでもいろいろ教えてください(４月１５日、U さん）

夫の下痢とガスのことですが、今日になって、治ったとのことでした。シラジットなど
に体がなれたのでしょうか。わかりませんが、続けていけそうなので安心しました(４
月１５日、U さん）
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変化が起こるのは、どちらにしてもよいことです。「好転反応」だったのだと思います
よ。毒が出てくるときには、よそ目からは病気に見えるものです。実際には「浄化」な
のですが・・・。通常、好転反応は３－５日で収まって、それからすっきりかんじます。
だんなさんは早かったですね。アシュワガンダと、シラジットは、すばらしい組み合わ
せだと思います。しばらくつづけてみて、様子をみられたらよいでしょう。自然のハー
ブですから、じっくり時間をかけて、気長にお楽しみくださいね。最高の効果を得るコ
ツは、楽しんで、面白がって、よろこんで、やりつづけることです。 ためしてみてく
ださいね。（まじゅ） ○早速昨夜ブラフミー、アシュワガンダ、アラマキとシラジッ
ト錠剤を飲みました。気のせいか、肩甲骨の辺りが暖かくなり、これは効きそう！今朝
も飲みましたが、何だか元気になった気がします（４月８日、Ｋさん）

○夕食時にシラジット１粒とアシュワガンダを小匙半分、飲みました。気のせいか気持
ちがほどほどに高揚しています。（3 月 31 日Ｍさん）

○さて、前回購入しました商品ですが、日々、活用させていただいてます。 まず、シ
ラジット。。。これは、過労がたたり、睡眠障害になってしまってからほぼ 2 年、まだ
体に活力がなく、何とかしなければと思い、使い始めました。ちょうど、インド サイ
ババアシュラムからの帰国、季節の変わり目、花粉症、そして新型インフルエンザなど
もはやった時期からの使用だったので、どう効果があったのかははっきりわかりません
が、使い始めて 3 日目くらいから、好転反応（？）のように短時間の発熱と、発汗など
が短時間ありましたが、その後すぐ、精妙な「気」がみなぎってきたというか、そんな
変化が感じられました。少しずつではあるけれど、毎日摂取することで不足していたも
のが確実に補充されている感じです。ストレスから 12 キロも太ってしまったのですが、
シラジットによって代謝も良くなってきたようです。シラジットはしばらく摂取してみ
ようと思います。（６月２１日ＩＭさん）

○まだ使い始めて日が浅いのですが、シャタバリとシラジット、ブラフミーを飲むと身
体が軽く、疲れにくいように感じています。(３月２０日、Y さん）

○カトラミデとシラジット、その即効性と強力さに驚きました。急にパワーが出て視野
が開けたように感じます。(２月２８日、Ｓさん）

○ブラフミーとシラジットは、飲み始めて２ヶ月になります。直感で答えがひらめくこ
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とが多くなったように思います。(２月１８日、K さん）

○製品についての質問ですが、特に体が弱いとか疾患があるような体ではありませんが
２０代のころから血圧が高く１５０から１６０くらいあったのですが、現在はいつ計っ
ても１００から１２０くらいになっています。心当たりはインドのハーブしかないんで
す。朝と夕方食事の前にシラジット、ブラフミー、アシュワガンダ、トリファラを各テ
ィースプーン４分の１くらいとっています。何が効いているんでしょうか？

血圧の高

い仲間が沢山いるもんで少し分けてやろうかと思いまして。ご教授願います。。。なん
となく全てがつながってよい方向へと向かっている様な気がしますね！そうそうこの
数年秋ごろから冬にかけて腰痛（ぎっくり腰）が来るんですけど秋口に重くなりました
が今は子供をおんぶしても大丈夫ですし、会う方会う方から若返ったと言われおまけに
４人目の子供まで出来たしだいです。 本当に感謝しています。 アーユルベーダ恐る
べしですね！！(１月９日、Ｋさん）

○また、他にアシュワガンダ、シャタバリ、ブラフミー、シラジット、試してみました。
飲んだその日は吃驚。視界が開け、頭の中に霞がかかっていたようなものが無くなりま
した。肩こりも軽減しました。それで 1 週間ほど朝に飲むようにしてみると、声が出る
ようになったし、鼻づまりも気にならないし調子はいいのですが、腹部が重くなりまし
た（生理前ということもあるのでしょうが）。それで飲まずに 2，3 日様子を見ていま
すが、以前ほどぼんやりした感じはないです。結果、心身の調子はよくなったので、必
要なときに飲むようにして、あとは自分の努力と合わせて利用していけるといいのかな、
なんて思ってます。本当は、毎日、飲んだほうがいいものなのでしょうか？いずれにせ
よ、いい出会いに感謝してます。今後ともよろしくお願いします！(１月１１日、Ｓさ
ん）

○私はシラジットがとても合うようです。足の裏から"気"がでている感じがしましたよ。
そして身体が元気になります。もうしばらく続けてみたいと思いご注文いたしました。
よろしくお願いします。(１１月１８日、K さん）

○シラジットは私にはちょいと高価なので、ケチって 1 日１粒、ときどき２粒です。 そ
してずっと続いていた手首の炎症も、 24 時間手がもげそうなほど痛みで 2 ヵ月半
ろくろく眠ることもできなかったのが、これらを飲み始めて

２週間 で、よくなって

きている！という兆しを確かに感じられるようになりました。 それまでの 2 ヵ月半、
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治療と高価なサプリや健康食品にさんざんお金と時間をつぎ込んでいながらほとんど
よくなる兆しを感じることができなかったのに、これはものすごい変化です。今、飲み
始めて２ヶ月経ち、痛みはほとんどなくなってきていてもう少しで普通に手を使える日
がやってきそうな感じです！自己治癒力をこんなにもハイスピードに高める効果には
本当にびっくりです。何が何に効くというよりは、それぞれのハーブをあわせて飲むこ
とで相乗効果で効いているという感じがします。(１０月２４日、Ｎさん）

○シラジットをカプセルから出してなめてみると、苦くて、焦げた風味もあって、どこ
か薬っぽい匂いがしました。試したばかりですが、なんとなく体が軽く感じられる気が
します。（７月９日ＳＴさん）

○シラジット今朝・・・早速飲みました。 ところで、私はインドサプリを飲み始めて
から、何だか性格が強く明るくなった気もするんですよね。。（笑）からだが元気にな
ったからこころも元気になったということで自然なことなのかも知れませんが。 そし
て、足の裏は確かにじんじんしますね～ それから、これは私の白髪抜き担当のオット
が気がついたことなのですが（笑）私はこの頃白髪が 少なくなったそうです。 普通白
髪は黒くはならないそうですが。。まあ、いろいろなミラクルが起こっているような気
がします。（６月２１日Ｈさん）

○使い始めて 3 日目くらいから、好転反応（？）のように短時間の発熱と、発汗などが
短時間ありましたが、その後すぐ、精妙な「気」がみなぎってきたというか、そんな変
化が感じられました。 少しずつではあるけれど、毎日摂取することで不足していたも
のが確実に補充されている感じです。（６月２１日ＩＭさん）

○シャタバリ、アシュワガンダ、ブラフミーを飲み始めて 1 ヶ月あまり、シラジットは
1 ヶ月。 気力・体力が増し、体がよく動くようになりました。 でも筋力が追いつかず、
よく筋肉や筋などあちこちが痛くなりますが、今までより回復が早いです。 こういう
症状がでると今までなら寝込んでいると思うのですが、不思議と元気で過ごしています。
睡眠時間が短くても、毎朝スッキリ目覚めることができるし、寝つきも良く熟睡してい
ます。 飲み始めて 3 日間くらいは頭が痛いような、ボ～ッとしたような感じがありま
したが、 体のほうは徐々に楽になっていっているので、あまり気にしませんでした。 そ
のうちスッキリ・ハッキリしてきました。まだまだウッカリは多いですが、これは愛敬
ってことで… シラジットは元気になるスピードが速く、他のハーブの効果を後押しし
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てくれたような気がします。 たまに赤だけとか黒だけのカプセルが混じっていて笑え
ます。 主人は毛髪が元気になったと喜んでいます。伸びるのも早いです。 飲むまでは
細く柔らかくなってきたなと気になっていたのですが、予想外の嬉しい効果だそうです。
子供（大人ですが）は記憶力が良くなり仕事がはかどり、ストレスに強くなったそうで
す。 1 ヶ月近くなって「いったい何を飲ましているの？」と尋ねられました。 体が元
気だとクヨクヨすることもなくなりますね。 （５月５日、I さん）

○シラジット、やはり効果はあるとおもいます。身体の動きが軽く感じられます。 夜
間に痰がよく出ていたのが出なく、のどがすっきりしました（痰は体の水分の代謝が悪
いと出るそうです）。 痰のよく出る他の人に試してみてください、これは大きな発見
だと思います、カラオケが気持ちよく楽しめますよ！！。（４月３０日、IB さん）

○シャタバリとシラジット、とてもいい感じなのでリピートです。いいものと巡り会え
て感謝いたします♪ どちらの影響か、両方の効果か分かりませんが、飲み始めてから
血圧が２０くらい下がってます。あと時間差勤務なので昼寝をする日があるんですけど、
二時間くらい寝ていたのが一時間くらいで目が覚めるようになりまして、疲れが減って
いるような気がします。ありがたい自然の力です（３月１１日、Ｈさん）
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