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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。 

■なにかと目を酷使しがちな現代人。疲れ目

は放置しておくと慢性的な疲れ目である眼精

疲労にすすみ、さらに眼精疲労が緑内障や白

内障などの深刻な目の病気を引き起こしま

す。疲れ目は、最悪、失明までする可能性の

ある恐ろしい症状なのです。 目の疲労は適切

な栄養をとること、目を休ませること、目の

周りをマッサージすること、目のための栄養

素を補うことなどで、かなり改善されます。 

■マグナスカレンダーの５月のところに「疲

れ目のツボ」など目の健康について書かれて

あります。マグナスカレンダーは無料で皆さ

まにプレゼントしていますので、マグナス迄

お問い合わせください。 

●Eye Crocetin Ｖ をご注文になると

ビタミンＣ（$16SRP)をプレゼント。 

（お1人様１個） 

●Eye Crocetin Ｖ を５個お買い上げ

毎に、さらに同製品１個とビタミンＣを

１個プレゼント！ 

メンバー価格 

$90 SRP /  

60  soft gel 

アイクロセチンが新しくなりました！ 
従来の目のサプリEye Crocetinが新しくなり、

Eye Crocetin Ｖとして新発売！従来のアイクロ

セチンがさらにグレードアップされました！ 

粒も小さくなり、お子様にも無理なく摂れるサ

イズです。しかも６０錠になりましたから、体

調に合わせて摂取量を上限できます。 

価格は同じ＄９０が絶えない「クロセチンプラ

ス」ですが、この度されにグレードアップしま

した。詳細はＰ２をご覧ください。 

目のサプリ「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。先ずは毎

日１～２個お試しください。目の疲れが

取れていくのがわかります。 

アイクロセチンＶ  

お試し２週間、クロセチンＶ 

目のサプリを試してみたい方のため

に、お試し３０粒をご用意しました。 

ビタミンＣは目の老化をを防ぐビタ

ミンとして、大変役立ちます。又マ

グナスのビタミンＣには老化に伴う

抜け毛や薄毛の改善にとても役立ち

ます。 

目を大切に！ 



明けましておめでとうございます。 

 

マグナス創業以来４２回目の新年号になります。人間で

いえば立派な壮年です。その年齢にふさわしいマグナス

でありたいと思っています。 

 マグナスの健康に関する理念は、健康づくりの基本で

ある食事・運動・睡眠を日常の生活の中で正しく行なう

ことを奨励することにあります。生活習慣は健康を左右

しています。その改善しなくて真の健康づくりは不可能

です。マグナスが「健康になるカレンダー」を毎年皆様

に差し上げるのも、健康づくりの三原則がきちんと実行

されているかどうかをご自身でチェックして頂きたいか

らです。病気発症の大半は、悪しき生活習慣を省みるこ

となく続けた結果であることを知るべきです。私自身、

決して健康管理の優等生ではありません。暴飲暴食や夜

更かしなどで睡眠不足になることも結構あります。しか

し、健康カレンダーを活用して、こんなにＸ印が続いて

はいけないと反省し、生活を正します。ただこれだけの

ことですが、しっかりと体調管理ができています。健康

カレンダーをまだ実行されていない方は、是非今年から

始めてみて下さい。 

 では、健康食品の活用方法はどのように考えたら良い

のでしょうか？ 現代は、大量生産や日持ち目的の品種

改良の為に、食材そのものの栄養素が欠落しています。

更に、ストレス社会に生きる現代人の身体はより多くの

栄養素を消費し、ストレスによって偏食に陥ることも少

なくありません。余程気を付けないと、三度の食事から

だけでは身体に必要な栄養素を摂ることが困難な時代で

す。そこで役に立つのが健康食品なのです。健康食品を

賢く活用することは、もはや現代人の健康維持にとって

必須と言えるでしょう。 

 人生100年時代と言われていますが、自活できる100歳

でなくては意味がないと私は思います。脳・筋肉・胃

腸・血管・視覚・聴覚・味覚など、身体の各臓器・器

官・組織が加齢によって劣化(=老化)していきますの

で、できる限りその補強をする必要がありますが、同時

に気力の萎えに対する補強も肝要です。先進国の「平均

寿命」は80歳前後ですが、「健康寿命(自活可能)」は70

歳前後、その差は10歳もあります。先ずこの差を縮める

ことから始めなければなりません。その第一歩は、健康

づくりの三原則を守ることです。①身体に必要な栄養を

きちんと摂る(特にアミノ酸・コラーゲン・カルシウ

ム) ②身体をこまめに動かす(筋肉の低下は長寿の妨げ

になる) ③睡眠をしっかり取る(睡眠は一日の疲労を癒

す特効薬。臓器は知覚を伴わない疲労を蓄積するの

で、その回復にも睡眠が重要) マグナスの《アイ・ク

ロセチン・プラス》は、視覚強化だけでなく安眠効果

も期待できる優れものです。コンピューターやスマー

トフォンなど何かと誘惑の多い現代、目を酷使する上

に万年睡眠不足に陥りがちです。この度、お子様にも

安心してご愛用頂けるように改良を施しました。 

 ここ数年健康ブームで、異業種からの健康産業への

参入が目立ちます。健康をビジネスとする考え方よ

り、人々の健康づくりのお役に立つということをマグ

ナスは創業以来目指してきました。ビジネス的に見れ

ば遇直すぎますが、やはり長い目で見ればお客様の心

を捉えられると確信しています。 

 東京郊外の住宅街に、梅干しの手づくりをしている

店があると聞き、小雨が降る中を３時間も探して来店

しました。昔ながらの製法で丹念に手作りされた梅干

しを買い、アメリカに戻りました。それまでは東京か

ら新幹線で30分の小田原駅近くの梅干し屋から買って

いましたが、ワイフは手も着けませんでした。しかし

この度の梅干しには「美味しい！」とすっかり病みつ

きの様子です。小田原のものと食べ比べてみると、先

ず風味の違いが歴然です。この梅干しに出会うまで

は、私は小田原の梅干しで結構満足していましたが、

やはり心を込めて作られた本物は違うなぁと思いまし

た。作り方自体は殆ど同じのようですが、梅そのもの

の選定が尋常ではありません。杉田という種類の梅

鳥 居 欣 一 



 クロセチン 

Eye Crosetin V は目と脳に必要な栄養成分を高品質な材料で、贅沢に配合した目の

ためのサプリメントです。クロセチンとビルベリーエキスを主成分に目の栄養素とし

て欠かせないビタミンＡ、Ｂ、そしてルテイン、ＤＨＡ，ＥＰＡ、γオリザノールを

配合しました。 

 ルテイン 

 γ-オリザノール 

 ビルベリー 

$90 S.R.P 
60 capsules  

●目の疲れ 

●パソコン、携帯のし過ぎ  

●視界がクリアでない 

●目の健康の維持 

●眠りが浅い 

●寝ても疲れが残る  

●シミ、くすみが気になる  

●強い日差しが気になる 

 DHA・ＥＰＡ 

クチナシの果実に多く含まれる黄色の天

然色素、体の錆びつきを防ぐ「抗酸化

力」に大変優れています。クロセチンは

分子が小さいので体内へ吸収されやすい

のが特徴です。 

＝眼精疲労を改善＝眼の筋肉“毛様体筋”

の緊張を緩和し、目の疲労回復を促進する

効果があります。眼の血流を改善し、毛様体筋への栄

養供給や老廃物の除去が促進されるます。 

=睡眠障害の改善＝クロセチンの摂取前と摂取後とでは

中途覚醒回数の減少や目覚めの爽快感が増すなど、自

覚症状の改善が多く報告されています。 

ルティンは眼の黄班部にあるオレンジ色の

成分で、紫外線などの強い光から黄班と水

晶体を保護しています。加齢と共に減少し

ますが、ルテインは体内ではつくれないため、毎日の

食事から摂らなければなりません。ルテインを摂る

と、白内障や加齢黄班変性症の発症リスクが低くなる

ことがわかっています。 

ビルベリーにはブルーベリーと同じく、目

に大変良いという事が広く知られています

が、有効成分であるアントシアニンはブ

ルーベリーの３倍以上もあるといわれてい

ます。、疲れ目、視力回復に大変役立ちます。又コラー

ゲンを強化する作用や傷の回復を早める作用もありま

す。人間の網膜は加齢と共に酸化しやすくなり衰えてき

ますが、アントシアニンの強い抗酸化作用がそれを防ぐ

ことがわかっています。しかも即効性と持続性がありま

す。イタリアやフランスでは目に効く医薬品として、１

９７０年頃から使われてきました。血管保護、血栓抑制

作用によって、眼精疲労の回復や、網膜の保護に役立っ

ています。 

必須脂肪酸の一つで、脳や神経組織の

発育、機能維持に不可欠な成分です。脳細胞内のＤＨＡが

減少すると、情報伝達がスムーズに行われなくなったり、

老化による学習能力や視力の低下を招きます。 

γ-オリザノールは、脳の視床下部に直接働きかけるため、

自律神経の乱れに大変有効です。ストレスや過労、不眠な

どで生活リズムが不規則な方には特におすすめです。ま

た、抗ストレス作用から老人性認知症の治療にも医薬品と

して用いられています 。 

ビタミンＡ： ビタミンの中でも、特に目との関係が深いの

がビタミンＡ。目の粘膜や角膜を健全に保つ役割があり、

不足すると、ドライアイや暗い場所で目が見えにくくなる

夜盲症を引き起こしてしまうことがあります。 

ビタミンＢ： 眼精疲労時にはビタミンＢ群は欠か

せません。特にＢ１とＢ12は視神経の活動を高め、視力の

低下を防ぐ働きがあります。 

ビタミンＥ： 抗酸化作用が非常に強く、生体膜を構成する

不飽和脂肪酸や他の脂溶性成分を酸化障害から守るため

に、細胞膜のリン脂質二重層内に存在しています。過酸化

脂質の生成を抑制し、血管を健康に保つほか、血中のLDLコ

レステロールの酸化を抑制したり、赤血球の破壊を防いだ

りする作用もあることが知られています。また、細胞の酸

化を防ぐため、老化防止にも効果があります。  

目のビタミン 

EPA 
DHA 

【お召し上がり方】 一日

に１～２粒を目安に水又は

ぬるま湯でお摂り下さい。 

EYE Crocetin V 

＝ こんな方におすすめ ＝ 

http://www.mit-japan.com/ndl/ndl/collagen.htm
http://www.mit-japan.com/ndl/ndl/collagen.htm


●本が読みやすくなった  ●よく寝られるよう

になった  ●目のかすみが良くなった  ●眼

精疲労によかった  ○ドライアイの不快感が

減った○視力が回復した  ○いつも右目だ

け涙が良く出ていたが、出なくなってき

た。○夕方になると目が疲れるが、疲れ

が感じなくなった。 

★実は、涙はあの真っ赤な血液から作られていま

す。無色透明なのは、毛細血管から涙腺に取り込

まれるときに赤血球の成分がとり除かれているか

らです。涙は水分が約９８％、残りの２％にはナ

トリウム、カリウム、カルシウムなどの電解質や

タンパク質、免疫タンパク、抗菌作用のあるリゾ

チームなどが含まれています。 

★涙は感情の変化以外にもあくびなどで自動的に

放出され、まばたきをする事で涙腺へ流れます。

質の良い涙を形成するためには栄養素が充分に必

要で、足りなくなると涙が水っぽくなりすぐに蒸

発してしまうようになります。ちなみに寝ている

間は分泌されないそうです。 

涙は血液からできてるんだよ！ 

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

MAGNUS ENTERPRISES, INC. 
22301 S. Western Ave. Suite 104 Torrance California 90501 

●アーモンド粉：１/８カップ 

●無糖シュレッドココナッツ：１カップ 

●バニラエッセンス：大さじ１/２ 

●バター又はココナッツオイル：大さじ１/２ 

●卵白：２個 

●砂糖または砂糖の代用品：1/4カップ 

 

❶オーブンを４００Fに予熱する。➋ ９x１３の容

器にクッキーシートを並べ、脇に置く。❸大きな

ボウルに、アーモンド粉、ココナッツ、ココナッ

ツオイルまたはバター、バニラエッセンスを混ぜ

ておく。❹ミキサーで卵白と砂糖を硬く角ができ

るくらいに泡立て③にさっくりと加える。➎生地

をクッキーシートに好みのサイズにスプーンで落

とすしオーブンに入れる。ココナッツのトップが

軽く茶色になり始めるまで、１５-１６分間焼く。

❻焼きあがったらオーブンから取り出し、冷まし

た後、クッキーシートから取り出す。 

右は従来の「アイクロセ

チンプラス」でのアン

ケート結果です。新しい

「クロセチンＶ」は従来

の成分にさらに目の栄養

素をプラスしましたの

で、良い結果が大いに期

待できます。 

マグナスの目のサプリメント 


