
 

 

 

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。 

新しいカルシウム製品「カルトップＤ」ができました。従来の製

品「カルトップ」に新たにビタミンＤ３を加え、吸収

力をさらにアップしました。「カルトップＤ」には

カルシウムは勿論、ビタミンＤ３の他にトレースミ

ネラル（微量であっても重要な役割のあるミネラ

ル）も配合されいる優れたカルシウム サプリメント

です。年々カルシウム不足は深刻になっています。

毎日の健康生活に是非マグナスの「カルトップＤ」

をご利用ください。小さなタブレットなのでお子様

にもおすすめです。 

  コラーゲンとビタミンＣのセットがお得！  

Set price $70(S.R.B)  

Collagen + Vitamin C 

Magnus Enterprises, Inc. 
22301 S. Western Ave.  Suite 104 
Torrance, CA 90501 
Tel: 310.782.9657   Fax: 310.515.5263 
Email: magnus@magnususa.com 
www.magnusamerica.com 

$60(SRB) 310 tabs 

「ナノコラーゲン１００」は、純度１００％の

超低分子フィッシュコラーゲンで、体内ですば

やく吸収されます。コラーゲンはたんぱく質の

一種で人間の体を形成しているたんぱく質の約

１/３を占めています。全身を潤すと共に、し

なやかな体づくり、弾力のある丈夫な骨、美し

い肌や髪など、重要な役割を担っています。毎

日補給しましょう。パウダーとタブ

レットの２種類あります。  

マグナス製品を日本のお友達や親

戚に送りませんか？マグナスから

スペシャル料金で発送します！ 

４パウンド以下は１７ドルですか

ら、とってもお得！ チョコレー

トやお花の代わりに健康を送って

はいかがでしょう！ 

日本の方へ健康をお届けします！ 
コラーゲンと一緒にビタミン

Ｃを摂ると、吸収率もグンと

上がり、バツグンの相乗効果

があります。そこで、お得な

セットをご用意しました。お

得な セット価 格は＄７０

（S.R.P)です。単品で購入す

るより ６ドルもお得です！ 

$50(S.R.P)1300tablets 

①「カルトップＤ」をご購入の皆様に、骨の強化には欠かせな

いコラーゲンタブレット（３０粒）をプレゼント！ 

②「カルトップＤ」を５個まとめてご購入されると、さらにカ

ルトップＤ１個とコラーゲン（３０粒）１個プレゼント！ 

Happy  
Valentine’s Day 

$60(SRB) 140g 

骨の健康にはカルシウムの他にコラーゲンが非

常に重要な役割を担っています。 骨密度を高

めるためにもカルシウムとコラーゲンを取りま

しょう。 



 

 

カルシウムとビタミンＤ 

カルシウムはミネラルの一種で、体内では合成できないため、食べ物から摂取し

なければなりません。体内にあるカルシウムの99％は骨や歯の形成に使われるだ

けでなく、骨はカルシウム貯蓄所の役割も果たしています。残りの１％は血液中や

細胞にあり、筋肉や神経の働きを正常に保つなどの役割があります。 

 

カルシウムはビタミンＤ３で吸収が促進さ

れます。ビタミンＤ３は紫外線に当たると

作られますが、食生活の変化や日光浴を避

けるとビタミンＤ３不足になります。特に

高齢者は、皮膚におけるビタミンＤ３産生

能力が低下することに加え、日光照射を受

ける機会が減少する傾向にありますから、

ビタミンＤ３の摂取が必要です。 
 

ビタミンＤ３が欠乏すると、腸管でのカルシ

ウム吸収力が低下し、さらに腎臓でのカルシ

ウム再吸収力が低下して、低カルシウム血症

となります。そのため、骨の軟化がおこり、

骨が脆くなります。近代、外で遊ばない子供

たちや外食、偏食が多い現代人の骨が弱いと

言われるのはカルシムだけでなく、ビタミン

Ｄ３が不足していることも原因の一つです。

特に、高齢者の場合は、骨粗鬆症になりやす

くなり、骨折による寝たきりのリスクが高く

なります。 

【カルシウムが不足すると…】 

長い間カルシウム不足が続くと、骨や歯が弱くなり

ます。 これは骨密度の上昇が妨げられて丈夫な骨

が形成できなくなるからです。特に高齢期や閉経後

の女性では、骨がもろく折れやすい骨粗鬆症が起

こりやすくなります。 又、血管を老化させ動脈硬化や

心臓病脳卒中などの病気のひきがねにもなります。 

【骨からカルシウムが溶けだす】 

血液中には一定量のカルシウムが必要で、心臓や脳の働き、筋肉の収縮、ホルモ

ンの分泌、血液凝固など生命維持にかかせない働きをしています。 しかし、様々な

原因で血液中のカルシウムが減ると骨からカルシウムが溶けだし、血液に補給さ

れるため、当然骨内のカルシウム量は減少します。  

【血中カルシウムの減る原因】 

●加齢 ●女性の閉経 ●カルシウム不足 ●ビタミンＤ３不足 ●運動不足 ●食塩

や糖分の摂りすぎ ●ストレス ●薬 ●喫煙 ●過度の飲酒など。 

 

●「CALTOP-D 」はカルシウムに不足しがちな

ビタミンＤ3、そして身体に必要なミネラルをバラ

ンスよく配合したカルシウム サプリメントです。

「CALTOP-D」は体内に入るとすぐにイオン化さ

れるカルシウムを使用し、吸収率を良

くした上に、さらにビタミンＤ３の配

合で骨粗鬆の予防に大変役立ちます。

又、小さなタブレットなので、どなた

でも無理なく摂取できます。付属のス

プーン１杯で約１０粒５００㎎のカル

シウムをお摂りいただけます。 

 

骨は３か月サイクルで●骨形成（骨へのカルシウムなどの沈着）と●骨

吸収（骨からのカルシウムが溶出）を繰り返しています。これを骨代謝と

言います。成長期には形成量（骨を作る）が吸収量（骨を壊す）を上回る

ため骨量は増加しますが、50歳を過ぎると

吸収量のほうが形成量を上回るため骨量が

減少します。 骨折しても骨がまた元通りになる

のは、骨の細胞が新しい骨をつくっているから

です。  

 

 

 

健康な骨 

脆い骨 

壊して過ぎで作る
のが追いつかない 

丈夫でしなやかな骨を作るために 

カルシウムを摂るだけでは、丈夫な骨を

作ることはできません。骨に負荷をかけ

る運動（ウォーキングやストレッチ体操）

をしないと、カルシウムは骨 

の再生に使われないのです。 

又、骨はカルシウムだけで 

なくコラーゲン繊維で構成さ 

れています。骨が硬いだけで 

なく、曲げる力に耐えられるよう、 

高齢者は意識してカルシウムと 

コラーゲンの摂取量を増やす 

必要があります。  

カルシウム70% 

水 
10% 

コラーゲン20% 

骨の細胞は毎日入れ替わる！ 

 血液中のCa濃度が下がると
Caは骨から溶け出して血液
へ補充される。 

骨 カルシウム 

血液 

カルシウムは少なくとも１日600mg、

成長期の若い人、閉経を迎えた人など

は1000～1500mgが必要です。高齢者は

特にまめにカルシウムを摂取する必要

があります。 
良いバランスで壊して作る 

 おすすめカルシウム製品 

$50(SRP)1300tabs 



 

 

鳥 居 欣 一 

●今年のマグナスの「健康になるカレンダー」に「あなたの

2020年の目標は？」という頁を設けています。もう書き込ま

れたでしょうか？ 小さな目標でも構いません。何か頭に

パッと浮かぶ事を書いてみましょう。後日また何か別の事が

思い浮かべば、その都度書き足して…。歳に関係なく、生き

て行く上で「目標・希望・夢」を持つと、人生に張りが出て

きます。そして、目標達成、希望や夢の実現化に大切なのが

「勇気」で、私自身「あぁ、あの時もっと勇気があったら

なぁ～」という経験がたくさんあります。目標、希望、夢、

勇気… 人生にとって他に大切なものは…？ 家族、心を許せ

る友(親友)、生活に困らない程度のお金、そして何と言って

も健康です。この「健康」で重要なポイントは、「老化を受

け入れる寛容さ」です。人間誰れしも年齢と共に身体が老化

していきます。80歳を過ぎて20代の健康を求めても到底無理

な話です。病院の検査結果の数値にストレスを覚えるより、

ある程度の体調不良を認め、それと上手に付き合う方がより

健康的な生き方だと思います。 

 

●先日、友人と日本の温泉旅館に行って来ました。夕食後に

マッサージをお願いすると、70歳近くの男性の按摩師の方が

来られました。実に明るい方で、施術中も色々と話を聞かせ

て下さいました。38歳の時に飲酒運転で事故を起こして両眼

失明、その後マッサージ師の資格を取られたそうです。「38

年間でも目が見えていた事に感謝している。今はもう慣れて

不自由は殆ど感じない。」と、本当に前向きで、私まで嬉し

くなりました。マッサージで身体をほぐして貰い、心まで元

気にして貰った感じです。「人の幸せ」とは、物の考え様ひ

とつで決まるものなのだなぁと思いました。不平不満ばかり

言うのではなく、現状を肯定して、前向きに生きることが大

切だと彼から教わりました。 

 

●先進国は、いずれも少子高齢化の道を歩んでいます。中国

は、若者一人に付き老人二人を面倒見る日が近づいて来てい

ます。元気な老人であれば良いのですが、認知症や寝たきり

老人の介護はそう簡単ではありません。いずれにせよ、これ

から益々「健康」が一番の課題となります。マグナスの「健

康カレンダー」を活用し、せめて自分の健康は自分で管理し

ましょう。私自身、勿論「健康カレンダー」を毎日付けてい

ます。自分の生活習慣が一目瞭然で判るので直ぐに改善がで

き、お蔭で大事に至っていません。世界中の人がこの健康法

を実践すれば「医者いらず」となるでしょう。 

 

●昨年末ローマ法王が日本を訪問されました。四日間の滞在

で、八回も素晴らしいスピーチをして行かれました。先ず法

王は、「核を持つことは犯罪」と断言されました。核兵器は

地球上から廃絶するべきだと私も思います。そして、「心の

貧困」について言及されました。先進国、後進国に拘らず、

世界中の人々は自分自身のことで一杯で、他人への思い遣り

がないことを嘆かれています。世の中が超個人主義になり過

ぎています。平和な世界をつくれるわけがありません。今、

自分のことを100％先に考えている人達が、せめて自分を

90％、残りの10％は他人に、という気持ちを持ってくれる

と、世の中は少し良い方向に向くと思うのですが…。イスラ

エルの学者が著わした本「21 Lessons: 21世紀の人類のため

の21の思考」は、今現在どのような問題が地球上で起こって

いるかを知るのに絶好の一冊です。是非お薦めします。人生

にとって大切なものに「心を許せる友」と挙げました。家族

も大切ですが、互いに相手の気持ちが分かり合える友人を持

つことは実に貴重です。家族以外の大切な人をつくること

が、世の中を良くすることにも繋がると思っています。自分

自身が相手の気持ちになって接する、これが正しい人間のあ

り方です。 

 

●実際に自分が高齢者になって気付いたことは、人生の大半

をアメリカで過ごした日本人も老後は日本に移住するケース

が少なくないということです。歳を取ると病院通いも多くな

り、何から何まで母国語で話せるのは本当にホッとするよう

です。その気持ち、よく解ります。言葉がストレスになると

気も滅入り、病状回復の妨げにもなり兼ねません。そして、

ここロサンゼルスを例に挙げれば、「ちょっとそこまで」の

距離が日本とは比べ物になりません。どこへ行くにも車が必

要になります。後期高齢者になると家族から運転を止めるよ

うに言われ、友人との集まりなども減っていく一方です。

まぁ、日本に移住したからといって、この歳で昔の様な交友

関係が築けるとは思いませんが、言葉の壁がないことは故国

移住を決定する際の大きな要因でしょう。 

 

●何はともあれ、この様な状況下、ロサンゼルス在住の有志

と「シニアのシニアによるシニアのための会」を設立しまし

た。会報誌を年に四回発行しており、80歳前後の方々を中心

に賛同者がどんどん増えています。今後は是非とも60代、70

代の方々にも関心を抱いて頂き、会を盛り立てて欲しいと

願っています。基本的に人間とは、独りでは楽しく生きてい

けるものではありません。シニアの年少組・年中組・年長組

が集まり、大勢でより楽しい会にしたいと思っています。 

日本には健康法を取り上げた雑誌が多々あり、世の中に健

康法なるものがこんなにもたくさんあるものかと驚きまし

た。色々目を通すと、どの雑誌にも一貫性が殆どなく、根拠

のないことを大袈裟に支持、または批判したりと、自説を押

し付けている内容が多いのが気になりました。魔法の様な健

康法なんて存在しません。マグナスが提唱する「食事・運

動・睡眠」プラス「心の持ち方」が、健康法の基本、３プラ

ス１です。マグナス健康法を忠実に実践して、更に、自分が

実際に試して本当に良いと思った健康法を追加することがベ

ストであると確信しています。 

シニアのシニアによるシニアのための会 

チャランポランの会、会報誌「かわら版３

号」をご希望の方に差し上げます。 

マグナス迄お問い合わせください。 

1.800.262.4687 info@magnususa.com 



 

 

■膝の調子がいい  

先日友達に薦められてマグナスのコラーゲ

ンを買いました。朝晩大さじ１杯ずつ摂り

出して、２ヶ月を過ぎた頃、辛かった１時

間の散歩が楽になってきました。マグナス

のコラーゲンの何がいいのか聞いてみた

ら、分子量がとても小さいから吸収力が違

うということでした。品質って大切なんですね。ビタミン

Ｃを摂ると吸収力がグンと上がるというので、毎朝、一緒

に摂っています。主人はめんどくさがりやなので、自分か

らは摂りませんから、料理にたくさん入れています。その

せいか、髪にコシが出てきたと言って喜んでいます。改め

て、マグナスさんの品質の良さを感じました。 

Kumiko S.49歳（LA） 

■骨密度が上がっていた 

長い間コラーゲンは摂っているのです

が、子供から「年なんだからカルシウム

が必要だよ」と言われて、カルシウムも

摂り始めました。３か月くらい経ったこ

ろ、チェックアップに行きましたら、骨密度が上がってい

ました。これはカルシウムとコラーゲンのお蔭だと思いま

す。Kiri K 63歳 (日本） 

御愛用者の声 

❶：オーブンを350°Fに加熱します。１３x９インチのガラス製

グラタン皿にオイルを塗ります。➋：フライパンでバターを焦

がさないように溶かし、パン粉を加えて黄金色になるまで２～

４分間炒めます。❸：別のフライパンにオイルを引き、鶏肉に

ガーリックソルトとレモンペッパーを加えて、鶏肉の中まで火

が通るように５～７分熱して、グラタン皿に置きます。❹：フ

ライパンにカリフラワーとブロッコリーを入れて中火で柔らか

くなるまで１４〜１６分炒めます。➎：グラタン皿の鶏肉の上

に④とネギを加えます。❻：ソースパンで、チキンブロスとク

リームチーズを中火で４〜５分間熱し、泡立て器で完全に滑ら

かになるまで混ぜてから、チェダーチーズを加え、チーズが溶

けてソース全体が滑らかになるまで混ぜます。❼：⑤のグラタ

ン皿にソースを注いて混ぜ合わせ、２０〜２５分、完全に火が

通るまで加熱します。 
 

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 90501-4155 

●バター:大さじ２ 

●パン粉：3/4カップ 

●植物油：小さじ２ 

●鶏の胸肉：１lb(食べやすい大きさ  

  に切ったもの) 

●ガーリックソルト：小さじ1/2 

●レモンペッパー：小さじ1/4 

●カリフラワー：１個（刻む） 

●ブロッコリー：刻んだもの２カップ 

●青ネギ：１/４カップ 

●チキンブロス：1カップ 

●クリームチーズ：1パック（８oz) 

●チェダーチーズ：２カップ 

カリフラワー 

キャセロール 


