
 

 

Magnus News はマグナス会員のための月刊ニュースレターです。ニュースレターに載っているスペシャルは会員の方が対象とな

ります。マグナスの会員以外の方でこのニュースレターをご覧になられた方も、マグナス製品のご購入はできますが価格は異なり

ますのでご了承ください。マグナスの会員になるための詳細はマグナス迄お問い合わせください。 マグナスニュースに記載されて

います価格でＳＲＰは一般のお客様、スペシャルはメンバー価格です。なおＴＡＸと送料は含まれておりません。 
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◆「プレジデント チョイス」の「お試し１０パケッ

ト」が大好評のため、今後も継続することになりまし

た。メンバー価格＄３５とお求めやすい価格ですので、

まだお試しでない方は、是非ご利用ください。 

◆「快蘇」又は「スポリキ」又は「プレジデントチョイ

ス」をご購入の皆様にマグナスのオリジナル「ビタミン

Ｃプラス」をプレゼントします！風邪をひきやすい方、

疲れやすい方は是非お試しください。 

リンドウ 

「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。１０パケット＄３５、旅行

にも便利です。先ずはお試しください。 

プレジデントチョイス、お試し１０パケット（９０粒）！ 

●Ginkgo CoQ10 Max  2 tablets 

●Kaiso      2 tablets 

●Fukken      2 tablets 

●Sporiki      1 tablet 

●Royal Jelly Gold    1 tablet 

●Super Garlic Plus    1 capsule 

マグナスメンバー価格＄３５！ 

従来のビタミンＣに、抜け毛も防止、肌荒れ

防止に大変役立つビオチンが加わりました。

今月はPresident Choice、Kaiso、Sporiki のどれか

を購入されますと、このビタミンＣ

プラスがもらえます。 

$16 SRP / 100 tabs 

免疫力をアップし、抜け毛も防止 

●コラーゲンを摂ってる方は是非ビ

タミンＣと一緒に摂ることをおすす

めします。コラーゲンの吸収を高

め、相乗効果バツグンです。 

●ビタミンＣは一度にたくさん摂る

よりは、こまめに摂るほうが効率よ

く吸収されます。水溶性ビタミンで

すから、摂りすぎの場合はオシッコ

に出てしまいますので、安心です。 

●「快蘇」又は「スポリキ」又は「プレジデントチョイス」

をご購入毎に「ビタミンＣプラス（100粒・＄16）」をプレゼ

ント！  

●「プレジデントチョイス」と「快蘇」と「スポリキ」をお

好きなようにミックスで５個まとめてご注文されると、さら

に「快蘇」又は「スポリキ」を１個と「ビタミンＣプラス」

を１個プレゼント！ 



 

 

２１世紀の総合栄養補助食品GINKGO CoQ10Max、医学博士のも

とで考案されたKAISO、東洋医学で推奨される一物全体食を可能

にしたSPORIKI、マグナス創業時からご愛用者が絶えない

FUKKEN、神秘の栄養食ROYAL JELLY GOLD、血行促進を重視し

たSUPER GARLIC PLUS。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。 

SPORIKI 

 $300/60packets (540 tabs)  PRESIDENT CHOICE 

●目、記憶、心臓のための…   GINKGO CoQ10Max. ２粒 

●医学博士の元で考案された   KAISO     .  ２粒 

●漢方でも推奨される………   SPORIKI        １

粒 

●免疫力アップに最高………   FUKKEN      ２粒 

●神秘の総合栄養食 …………  ROYALJELLY GOLD  １粒 

●解毒、血行促進……………   SUPER GARLIC PLUS 1 粒 

それぞれ単品で購入するより、大変お得！ 

ROYALJELLY 
GOLD 
$120 SRP  
150 tablets 

SUPER GARLIC PLUS 
$40 SRP / 60 caps 

▶毎日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 

FUKKEN  
$150 SRP  
 330 tablets 

GINKGO  
CoQ10 MAX 
$84 SRP   
90 soft gel caps 

「快蘇（かいそ）」は免疫強化、自然治癒力を向上させる

ことを目的に、医学博士のご協力を得て作られました。薬

用キノコ（❶霊芝➋アガリクス❸タモギ茸❹サンゴ山伏茸

➎冬虫夏草）に❻海藻濃縮エキス（フコイダン）❼蝦夷ウ

コギ・❽ナノ型乳酸菌❾天然素材のGMT- SODを配合。

又、吸収力を高めるためにキノコの細胞壁を破砕する特許

製法を用いるなど、健康食品の域を超えた超健康食品で

す。飲みやすい小さめの粒です。嚥下が苦手な方は噛んで

召し上がって下さい。 

❶ 

スポリキは氷河時代から生き残っている生物スッポンが

主原料。中国では漢方薬として５０００年の歴史を誇

り、不老長寿の丹薬として広く知られています。８０種

類以上の栄養素を誇るスッポンを生きているまま、マイ

ナス１９６度の液体窒素で瞬間冷凍粉砕し、全体食を実

現した製法特許の製品です｡ 肝機能を強化し、疲労回復

をはじめ、運動や知的能力を向上させます。又、潤いと

艶のあるお肌づくりに大変役立っていることで、大きな

反響を呼んでいます。●冷え性の方●疲れやすい方●エネ

ルギーの欲しい方●肝臓が気になる方●美肌を作りたい方

●朝の目覚めの悪い方●スポーツマンの栄養補給などにお

すすめです。 

KAISO 
$160 SRP / 240 tablets 

$160 SRP / 120 soft gel caps 

❾ ❽ 

❹ ❸ ➋ 

❼ ❻ ➎ 



 

 

鳥 居 欣 一 

●毎年九月の第三土曜日は国際海岸クリーンアップ International 

Coastal Cleanup = ICC) の日と定められており、世界各地の海岸

で清掃活動が行なわれます。今年は私も「チャランポランの

会」の有志と共に、ＥＭＡＣ（環境運動実践の会） 主催の海岸

清掃活動に参加しました 。場所はロサンゼルス郡、サンペドロ

市のカブリロビーチです。（チャランポランの会の「かわら版

２号」に詳細が載っていますのでご覧ください）清掃後、美し

くなった海岸を眺めると、自分の心と体も清められたようで、

満足感と爽快感でいっぱいになりました。来年は皆さんも最寄

りの海岸クリーンアップに参加されてみては如何でしょうか。 

 

●現在日本には約3500万人を超える65歳以上のシニアが生活し

ています。私はこのシニアの人々に、公共の場のゴミ拾い活動

に励んで貰う啓蒙運動をしたいと思っています。地球環境破壊

の大きな原因の一つがゴミです。早急に対処しないと、食糧難

を始め様々な由々しき事態を引き起こします。先ず、私達一人

一人が出来る限りゴミを出さないようにすると同時に、ゴミを

見つけたら拾う、という行動を習慣づけることが大切です。自

身の健康維持にも役立ち、社会の為にも役立つ、正に一石二鳥

です。私は、恥ずかしさが先にたち、なかなか一人でゴミ拾い

はできなかったのですが、今回やっと実現できたことが本当に

嬉しいです。皆さんもお友達やご近所さんと連れ立って、是非

実行してみてください。場所も、海岸だけに限らず、公園でも

どこでも構いません。時間も、10分、20分、30分… 規則なんて

ありません。足腰の立つ限り、私もずっと頑張っていくつもり

です。それに、掃除の後に仲間と飲むコーヒーの味は格別な味

がする筈です。 

 

●さて、マグナスのスタッフの一人Sさんは食べることが何より

も好きな女性です。その彼女が健康チェックでホームドクター

を訪れた際、全く予期しなかった糖尿病の宣告を受けました。

当日はさすがにショックを受けていましたが、そのショックを

即、見事にポジティブエネルギーに転換させました。先ず食生

活を見直し、《ロイヤルグリーンシルク》を摂り始めました。

更に、血糖値を上げる食材を彼女の献立から徹底的に省き、ど

うしても出来ないものはその摂取量を半分以下に抑えました。

そして、自他共に認める運動嫌いを一転させ、朝夕二回の散歩

を毎日欠かさず実践しています。一ヶ月ちょっとで血糖値はほ

ぼ正常値に落ち着き、医師からの薬も徐々に減らして今では全

く摂っていないそうです。とにもかくにも食事療法と運動の徹

底的実践 、その根本にはSさんの物凄い意志の強さがありま

す。毎日彼女を見ているマグナスのスタッフ全員が脱帽しまし

た。勿論、診断を受けた直後は医薬品で進行を抑えますが、そ

れに頼り続けるだけでは完治しません。Sさんが食生活の見直し

と散歩を直ぐに取り入れたことが、彼女の治癒を促進させたこ

とは言うまでもありません。私が常々公言してきたことですか

ら、その方法で克服してくれたことを心から嬉しく思います。 

 糖尿病に代表される生活習慣病の85% は自分の悪しき生活習

慣から発症するもの、伝染病ではありません。であるならば、

悪しき生活習慣を改めれば良いということになります。一部を

除き自分で治せるケースが殆どで、完治の鍵は患者の意志の強

さに掛かっています。しかし、生活習慣病に罹る前に、そうな

らないような生活習慣を心掛けるに越したことありません。 

 

●先日、日本倫理研究所が主催する定例講演会で「在米50年の

回想」と題して２カ所で講演させていただきました。本当に長

いようで短い50年でした。思い起こせば、山あり谷あり、そし

て河もありました。異国の地アメリカで今日まで生活できたこ

とも、皆さんのお蔭だと心から感謝しています。特に、ポー

ラ、マグナスの会員の方々には本当にお世話になりました。皆

さんは何ものにも代え難い私の貴い宝です。この講演会に、北

カリフォルニアのマウンテンビュー市から車で5時間掛けて駆け

つけてくれたマグナスの初期からの会員MHさんがいました。 

 ＭＨさんは暫く体調を壊され、気力も落ち込んでいた矢先、

娘さんがマグナスニュースに書かれていた《プレジデントチョ

イス》の説明を読み、これだ！と思って早速購入して摂り始め

たところ、魔法のように自分の体調が蘇り、肌艶も良くなった

ことを皆さんの前で話して下さいました。MHさんはそれが本当

に本当に嬉しくて、その報告を直接したいが為に遠路遥々来て

下さったのです。感謝の気持ちを述べて下さったのですが、私

の方こそ感謝・感激・感動の一幕でした。《プレジデントチョ

イス》は私が愛用しているマグナス製品をパックにしたもので

す。毎日摂るのではなく、体調の優れない時に集中して摂られ

ても良いと思います。健康食品は医薬品ではなく、健康増進に

役立てるものですから、皆さんの体調や生活状況に応じて賢く

お摂り下さい。マグナスは、私自身が摂って効果を感じたもの

しか製品化しません。現在の《プレジデントチョイス》は５代

目ですが、今後６代目、７代目を作りたいと考えています。 

 



 

 

 

 

■「プレジデントチョイス」に感謝 

私は、疲れやすく、起きているのも大

変なことが多かったのですが、２ヶ月くらい前に娘から

「プレジデントチョイス」を摂ってみたらと云われ、摂

り出しました。すると、一週間もしないうちに起きてい

る時間も長くなり、気が付いてみると、庭仕事もできる

ようになっていました。本当に調子が良くなって、疲れ

ていないことに気がつき、娘も私も驚いています。本当

に感謝です。M.Hirano 80才 

■「快蘇」で風邪予防 

毎年、夏の終わりに風邪をひくのですが、今年

は平気でした。“免疫力が強くなったんじゃな

いの”って従妹に言われて考えてみると、そう

いえば、夏から「快蘇」を飲み始めていました。「快

蘇」は父が病院に入院しているときに購入したもので、

父は手術後に毎日５個づつ摂っていました。父は「快

蘇」が大のお気に入りで“薬の副作用もなく、元気でい

られるのは快蘇を摂っているから”といつも言っていま

した。そのせいか、予定より早く退院することもできま

した。その父から私も「快蘇」をすすめられて摂り出し

てから、風邪も引かず、元気でいられます。 

Ｍ.Yamaki Japan 48才 

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 

●溶かしバター：１/２カップ 

●Swerve甘味料：２/３カップ 

●卵：大３個 

●バニラエッセンス：小さじ１/２ 

●アーモンド粉：１/２カップ 
 （約５０ｇ） 

●ココアパウダー：１/３カップ 

●粉末ゼラチン：大さじ１ 

●ベーキングパウダー：小さじ１/２ 

●塩：小さじ１/４ 

●水：１/４カップ 

●チョコレートチップ：１/３カップ      
 （シュガーフリー） 

ダイエット、高血

糖の方に喜ばれる

こと間違いなし！ 

【作り方】 

❶：オーブンを３５０℉に予熱し、８ｘ８インチのベーキングパ

ンをオイルをスプレー、又は塗っておく。➋：大きなボウル

に、溶かしバター、甘味料、卵、バニラエッセンスを入れて混

ぜる。❸：アーモンド粉、ココアパウダー、粉末ゼラチン、

ベーキングパウダー、塩を加えて泡立つまで良く混ぜる。❹：

③に水を加えてさらにかき混ぜる。チョコレートチップを入れ

たい場合は この段階で入れて混ぜる。➎：準備したベーキング

パンに④の生地を入れて、オーブンに入れる。 端の方が固まる

まで約１５〜２０分間焼く。中央がしっとりしているように見

えてもＯＫ。パンから取り出して完全に冷まして召し上がれ。 

炭水化物も砂糖も入っていない！ 


