
「試してみたいけど、一箱購入する

には・・・でも試してみたい」と思って

いる方におすすめです。旅行にも

便利です。先ずはお試しください。 
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◆９月は暦の上では秋になりますが、まだまだ暑い日が続いてい

ます。シミやシワの大敵、紫外線対策は万全でしょうか？ 新し

いUV製品ができました。汗や水に強いウォータープルーフ、しか

もお肌に優しく、一日中しっとりさらさらです。ファンデーショ

ンの下地にもなります。朝は乳液の代わりにもなる優れもので

す。是非お試しください。 

◆８月のスペシャルが大変好評でしたので、今月も継続します。

プレジデント チョイス」を試してみたいという方のために、

「お試し１０パケット」をご用意しました。メンバー価格＄３５

とお求めやすい価格ですので、この機会を是非ご利用ください。

先ずは１０日間お試しください。 

リンドウ 

SRP$300/60packets (540 tabs) 

●プレジデントチョイスを１

箱ご購入毎にプロバイオフ

ローラを１個プレゼント！ 

●プレジデントチョイス、お

試 し １ ０ パ ケ ッ ト（９ ０

粒）！マグナスメンバー価格

＄３５！ 

プロバイオ フローラ（SRP$40)は 

１包に、乳酸菌と乳酸菌を活性化す

るオリゴ糖、それにビタミン、カル

シウムを加えた腸の健康を第一に考

えた画期的な乳酸菌製品です。美味

しいので、お子様にも人気！ 

UVミルクをご購入の皆様

に、保水力バツグンの温

泉水をベースにした M

ローションとMミルクの

サンプルをプレゼント！ 

汗にも水にも強く、しかもお肌

に優しいUVミルクができまし

た。マグナスのこだわりは、お

肌に負担をかけずに、紫外線を

カットすること、美肌成分を配

合すること、そして安心して使

えることです。 

ウォタープルーフ 
UVミルク誕生！ 

新発売 
SRP$35/30ml 



 

 

 
$300/60packets (540 tabs) 

 PRESIDENT CHOICE 

●目、記憶、心臓のための……GINKGO CoQ10Max 

●医学博士の元で考案された…KAISO 

●漢方でも推奨される…………SPORIKI 

●免疫力アップに最高…………FUKKEN、 

●神秘の総合栄養食……………ROYALJELLY GOLD、 

●解毒、血行促進………………SUPER GARLIC PLUS 

FUKKEN (福健) 
$150 SRP / 330 tabs 

それぞれ単品で購入して摂るより、大変お得！ 
SPORIKI 
$160 SRP / 120 
soft gel caps 

GINKGO CoQ10 MAX 
$84 SRP / 90 soft gel caps 

KAISO （ 快蘇 ) 
$160 SRP / 
240 tabs 

SUPER  
GARLIC PLUS 
$40 SRP / 60 caps 

ROYAL JELLY 
GOLD 
$120 SRP / 150 tablets 

UV Milk makeup base 

保湿しながら、紫外線からしっかりガード。お肌への優しさにこ

だわりました。つけ心地で大変良く、気になる白浮きやべたつき

もありません。化粧下地としても最適！お子様にも安心してご使

いただける安心処方です。 

 

 

 

●αアルブチン（βアルブチンの１０倍の効果）： 

シミやソバカス、日焼けの原因jとなるメラニンを強力に抑制 

●アスコルビン酸（ビタミンC誘導体）：美白、アンチエイジング。 

 シミ、くすみ解消。コラーゲン生成促進。ニキビケア 

●加水分解コラーゲン：保湿、肌荒れ防止 

●セラミド：外部の刺激から肌を守る（バリア機能）。 

 肌のきめを整える。 

●霊芝エキス：肌の弾力を高める、タルミ予防。 

●グリチルリチン酸２K（甘草根エキス） 

 抗炎症、抗アレルギー、肌荒れ防止 

 

【 有 効 成 分 】 

マグナスの誇れる製品６種類、９粒を１パックにいれ

た。最高級のパケット栄養補助食品です。単品では得ら

れない相乗効果をお試しください。 

▶毎日の１パケットの健康管理 

▶疲れた時の１パケット 

▶旅のお供に便利な１パケット 

 



 

 

鳥 居 欣 一 

●皆さんは秋と春、どちらが好きですか？ 猛暑の夏の後

の秋、厳冬の後の春、どちらも爽やかな気候にほっとし、

心が弾みます。私は、子供の頃は春が好きでした。春から

夏に掛けて日が長くなりますから、屋外で遊ぶのを何より

好んだ私にとって、春は本当にワクワクする季節でした。

逆に、日がだんだんと短くなっていく秋は嫌いでした。し

かし、大人になってからはそうではありません。収穫の

秋… 食いしん坊の私にとって、秋は最も幸せな季節になり

ました。旬の食べ物は美味しいばかりか、栄養価も最高に

達します。現在では一年を通して殆どの食材を手に入れる

ことができますが、味は旬の時季にはかないません。 

 私は可能な限り、旬の食材を「素食」で頂くように心掛

けています。「粗食」ではなく「素食」ですのでお間違え

なく。また、中国語で意味するベジタリアン食でもありま

せん。私が言う「素食」とは、食材の「素を変えない」料

理のことです。マーケットに行くと、精製加工した便利な

食品が所狭しと並んでいますが、裏の成分表を見てみる

と、化学添加物の多さに唖然とします。添加物によって味

にメリハリを利かせているのでしょうが、舌に美味しく感

じる食べ物よりも、身体に美味しい食べ物が一番です。ガ

ンや痴呆症の発症も、添加物の体内蓄積が一因になってい

ると聞きます。 

 

●さて、フレイル(英語・FRAIL)という言葉をご存じです

か？ 「虚弱・老衰・脆弱」という意味で、高齢者の健康

対策の言葉として使われています。①体重減少 ②疲れや

すい、何をするのも面倒 ③歩行速度の低下 ➃握力の低

下 ⑤身体活動量の低下(口から食べ物をこぼす、滑舌が悪

くなる) ⑥気力の低下、などで、心身に影響が現れます。

放置しておくと要介護の症状へと進んで行きます。 

 

 

 

 

 

 

上の表を見てください。運動、文化活動、ボランティア活

動を全て行っている人は、殆どフレイルの心配はありませ

んが、文化活動とボランティアだけしている人は2.2倍、運

動だけしている人は6.4倍、何もしていない人は16.4倍と倍

率が一気に跳ね上がります。ですから、運動だけでなく、趣

味を持つこと、そして社会貢献をすることが重要です。勿

論、食事、睡眠も大切です。高齢者は鬱病からボケになるパ

ターンが一般的のようです。人生、楽あれば苦あり、いつも

満足を得られるものではありません。それが普通なのですか

ら、満足を得られた時はそれを無上の喜びと感ずるように心

掛けましょう。喜怒哀楽は人の常、喜びと怒りと悲しみと楽

しみがあってこそ人生です。いれにせよ、「好奇心の塊」に

な る こと がフ レ イル を回 避 する 鍵だ と 信じ ます。 

 

●私事で恐縮ですが、先日、初めて日本で健康保険を使って

お医者さんに掛かりました。下肢に痒みがあり、引っ掻き過

ぎて皮膚が酷くただれ、軟膏をつけても一向に治る気配がな

いので、とうとう皮膚科を受診しました。診断結果は「老化

現象」… 飲み薬と軟膏を処方されました。ただれは一週間

ほどで見事快癒しましたが、最も驚いたのは、私が支払った

金額です。初診料、処方料、薬代、全てでたったの780円(約

7ドル)でした。保険が九割負担してくれますが、それにして

もアメリカと比べると安いこと安いこと…。日本の友人達に

そう話すと、だから大いに保険を使うべきだ、と言われまし

た。しかし、「大いに」保険を使う、という考え方は間違っ

ています。保険は「有用に」使われなければなりません。国

民一人一人がもっと日頃から自分自身の健康に留意すれば、

病院を訪れる人口も減る筈です。健康は医者任せの姿勢は、

国家の医療費の無駄遣いに繋がります。現在、五人に一人の

日本人は70歳以上の高齢者です。莫大な医療費は、税収だけ

では賄いきれなくなっています。世界一素晴らしい日本の国

民皆保険制度がなくならないように、国民全員が努力すべき

です。 

 

●高齢者にとって、体力・知力・資力・精神力のうち、どれ

が最も大切でしょうか？ 勿論どれも大切ですが、私は精神

力が一番大切なのではないかと考えます。人間は全て脳に支

配されています。強い精神力を持つことは、脳の活性に繋が

ります。人生において他力本願も必要ですが、精神力は「自

力」本願に属します。自ら努めて「感謝・感激・感動」を日

常化すれば、精神力は自然と培われる筈です。今日は楽しい

一日だった… 明日はもっと楽しい日となりますように…。

祈りは他力本願、努力は自力本願、ダブル本願で明日を迎え

ましょう。来月号では、日本で得た様々な素晴らしい情報を

お伝えします。乞うご期待！ 

 2.2 倍 6.4 倍 16.4 倍 

運動している X 〇 X 

文化活動している 〇 X X 

ボランティア活動している 〇 X X 

――― フレイルが出やすい倍率 ――― 



 

 

 

●小さな赤いビーツ：６個の房に分け 

●黄色ビート３個：皮をむいておく 

●ミックスグリーン：４～５カップ 

●ブラッドオレンジ：１個（皮をむき、薄い輪切り） 

●バレンシアオレンジ２個（皮をむき、薄い輪切り） 

●ルビーレッドグレープフルーツ：１個 

（皮をむき、薄い輪切り） 

●フェンネル：１個（薄くスライス） 

＝ドレッシング＝ 

●ディジョン又はハニーマスタード： 

 大さじ１ 

●アップルサイダービネガー：１さじ1 

●オリーブオイル：１/４カップ 

●塩：小さじ１ 

●挽きたての黒胡：小さじ１/２ 

●ピスタチオ：大さじ３（荒く刻む） 

【作り方】 

❶オーブンを４００ºFに予熱する。➋オリーブオイル大さじ

２でビーツを絡め、アルミフォイルを引いた容器に並べ、柔

らかくなるまで約４５分間ローストし、冷ましておく。❹

ミックスグリーン、ローストして冷ましたビーツ、オレン

ジ、グレープフルーツと薄くスライスしたフェンネルをミッ

クスする。➎ドレッシングの材料を混ぜ合わせ、④の野菜に

かける。❻最後にピスタチオとを振りかけて出来上がり。 

 

■「プレジデントチョイス」のお試し１０袋に感謝 

最近、疲れやすく色々サプリを試しています。コスコ

のビタミン類は勿論のこと、キッチンはサプリだらけです。でも

疲れが取れないので、主人に安いからたくさん買うのはおかし

い！と言われ、今はマグナスのコラーゲンだけです。でも疲れが

取れず、体はガタガタ。何か効くものはないかと思っていた矢

先、プレジデントチョイスお試し１０パックを知りました。プレ

ジデントチョイスは試したくても、値段が高くて無理！と思って

いたのですが、３５ドルならいいかと思い購入しました。１袋に

良さそうなものがいっぱい入っていて、それだけで元気になりそ

うでした。摂った翌日、疲れ方が違うのがすぐにわかりました。

勿体ないので、１０袋を一日おきに摂りましたが、とても調子が

いいです。疲れにくいし、疲れも残らない。本当にすごいなぁと

思っています。スタバに行くのを減らして、プレジデントチョイ

スを摂ることにしました。やはり健康第一ですね。K.S L.A 

This material is not intended to be interpreted as a diagnosis or prescription in any way. Information provided 
herein, for example, references to herbs as to their historical uses, may not be used as a substitute for profes-
sional advice or as an alternative to professional medical treatment. MAGNUS ENTERPRISES, INC. does NOT di-
rectly or indirectly dispense medical advice or prescribe the use of herbs as a form of treatment or assume re-
sponsibility if you choose to prescribe for yourself without your physician’s approval. 

MAGNUS ENTERPRISES, INC. 

22301 S. Western Ave., Suite 104, Torrance ,California 90501 

ご愛用者の声 

マグナス会長、Mr.Toriiが「在

米５０年の回想～０からの出発

は失敗の連続だった～」と題し

て講演致します。主催はカリ

フォルニア州倫理法人会です。お

時間のある方は是非ご参加下さ

い。 入場料は１０ドル。 

詳細は714-717-5181ギラムさん、

310-738-3280 山本さんまで。 

■９月１６日（月）夜19:00~ 

Atrium Hotel 
at Orange County Airport 
18700 MacArthur Blvd. Irvine,  
CA 92612 

■９月１８日（水）夜19:00~ 

New Gardena Hotel,  
1641 W. Redondo Beach Bl  
Gardena, CA 90247 

 

講演会のお知らせ 


