
 

 

 

 

 

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。 

Magnus Enterprises, Inc. 
22301 S. Western Ave.  Suite 104 
Torrance, CA 90501 
Tel: 310.782.9657   Fax: 310.515.5263 
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コ ロ ナ
世界中に猛威を振るっているコ

ロナウィルスに負けないためには、手洗いう

がいは勿論ですが、免疫力を強化することが一番です。免疫力を

ぐんとアップして、コロナウィルスに対抗しましょう。 マグナスで

は、この時期の必需品、携帯に便利なオーガニックのハンドサニタ

イザーをご用意しました。但し、期間限定です。 

●「快蘇」又は「福健」をご購入毎に「オーガニッ

クハンドサニタイザー（2oz$10相当）」をプ

レゼント！  

 

●「快蘇」を５個まとめて購入されると「快蘇」

１個とハンドサニタイザーを１個プレゼント！ 

●「福健」を５個まとめてご購入されると「福健」

さらに１個とハンドサニタイザーを１個プレゼ

ント！ 

●「快蘇」と「福健」をミックスして５個まとめてご

購入れると、さらに「福健」１個と「ハンドサニ

タイザーを１個プレゼントします！ 

ウィルスから自分を守ろ

外出を控える 良く手を洗う(20秒) 

病気の時はマ

スクをする 

咳や鼻水が出た

らカバーする 

充分な睡眠 

いつもきれいにする

消毒も欠かさない 

対策！ 

ハンドサニタイザー 
(消毒スプレイ）＄10 S.R.P  

 安心して使えるオーガニック 

LUXは安心して使えるオーガニックのハンドサニタ

ライザースプレイ(2oz)です。有機エタノールに、

植物性のエンセンシャルオイルが配合されているの

で、お肌にも優しく、安心して使える消毒スプレー

です。エタノールが６２％入っていますから、１分

以内に99.9％の細菌やバクテリア殺すことができま

す。ラベンダーの香りが心地よいのサニタイザー

を、ご自宅や外出時にお役立てください。 

普段から、充分な睡眠とバランスのよい食事を心

がけ、免疫力を高めておきましょう！マグナスは

皆様の健康生活を応援します！ 

KAISO  $160 S.R.P 
(240 tabs) 

FUKKEN $150 S.R.P 
(330 tabs) 

PRESIDENT CHOICE 
$300 S.R.P (60 packs) 

「快 蘇」と「福

健」はプ レジデ

ントチョイスの

中にも２粒ずつ

入っています。 



 

 

KAISO （ 快蘇 )$160 SRP / 240 tablets 

【霊 芝】 

霊芝（レイシ）は高湿度の山地の樹木

や切り株に自生する、サルノコシカケ

科のキノコです。天然の霊芝は外殻が

堅く発芽率も低いため大変貴重で、梅

などの古木１０万本に２～３本しか採

れません。 漢方薬の中でも貴重なキノコとして取り上げられ、

中国最古の薬物書とされる『神農本草経』では、生薬の最上

級にあたる「上品」で、特に「赤芝」「黒芝」「青芝」「白芝」

「黄芝」「紫芝」の六芝は、不老長寿の仙薬として珍重されて

きました。BC２０６年～AD８年頃の間に薬草療法に使われた

と記録されています。 

 

■直井霊芝 

霊芝は自然界では

めったにみることはできません。そのため霊芝が持つ効果・効

能は長い間解明されませんでしたが、１９７１年に直井幸雄

（京都大学）博士が霊芝の人工栽培に成功し、霊芝の持つ

効果・効能が解明されてきました。 

■免疫力を高める 

霊芝の効果は免疫力の調整作用。免疫力が下がっている場

合には強化し、過剰な場合には緩和します。ガンを始め多くの

疾病は免疫力の異常から発生するため、霊芝は多くの疾病に

も使用されてきました。その他、血糖値の調整作用，血圧降

下，血栓を防ぐ、高脂血症やＢ型肝炎の改善など、多くの良い

結果が出ています。 

■免疫力を高めるレンチナン 

椎茸から発見された免疫を強める成分は、悪い細胞にだけ作

用し、正常な細胞には害を及ぼさないことです。これを選択性

免疫といいます。化学薬品のように病気の細胞と一緒に健康

な細胞まで傷つけることはありません。 

■キノコから制癌剤 

椎茸菌糸体の成分であるキシロースやアラビノースなどは体

内のインターフェロンやインターロイキシンを誘導し、免疫力を

高めるため、老化防止しや成人病を予防します。つまり、細菌

やウイルスなどを、攻撃、排除しようとする自己防衛機能を利

用した免疫療法です。この免疫療法ともいえる３つの制癌剤

がキノコから開発されました。その一つが椎茸の成分に含ま

れるレンチナンです。 

■インターフェロン誘起物  

健康な人の体にはインターフェロンが存在し

ます。インターフェロンとはウイルスに感染し

た時にそれを壊す為に体内で作り出されるたんぱく質の一種

です。椎茸に含まれる２本の鎖ＲＮＡ（リボ核酸）に体内に抗

ウィルス作用を持つインターフェロンを導き出す働きがあるこ

とがわかりました。椎茸の２本の鎖ＲＮＡは毒性がなく、天

然のインターフェロン誘起物として注目を浴びています。 

FUKKEN (福健 )$150 SRP / 330 tablets 

直井霊芝が 

できるまで 

椎茸の“菌糸体”に素晴らしい効能がある

ことが解明され、一躍注目を浴びるように

なった椎茸菌糸体のみを抽出。椎茸菌糸体

の胸 腺に与える影響の大きいことが判明

し、自然治癒能力を高めるものとして研究

がさらに進められています。  

古来より最上級の上薬として珍重されてき

た霊芝を主成分に、アガリクスなどの薬用

キノコに海藻濃縮エキス、乳酸菌、天然素

材のGMT-SODを配合し、免疫機構を強

化。固い霊芝の細胞壁を破壊した『細胞壁

破 壊 製 法』（特 許）に

よって、有効成分を余す

ことなく抽出しました。 

ウィルス対策、免疫力をアップ 

【 椎茸菌糸体 】 

椎茸は、通常私たちが目にするのは笠（子実体）の部分です

が、その元は絹糸状の菌糸という細胞からなっています。簡単

に言うと椎茸菌糸体はお母さん、椎茸は赤ちゃんのようなもの

です。元気な赤ちゃんである椎茸を生み出すために、母体であ

る椎茸菌糸体は大きな栄養を蓄えています。 



 

 

鳥 居 欣 一 

■コロナウイルスのニュースで毎日が明け暮れています。

地球全体がこのウイルスに振り回されています。高齢者で

持病のある方が感染すると、悪化して肺炎になり、死亡率

が高まりますので、ご注意ください。 

政府は責任逃れの発言ばかりで、マスコミはそれを煽り

立てます。日常の健康維持同様、コロナウイルスに対して

も「自分で守る」しかないと各自が思うことです。ワクチ

ンが開発されたとしても、必ずしも完全な防備策ではあり

ません。先ずは、自分で自分の身体を健康に鍛えること、

これに尽きます。そしてコロナウイルスに限らず、風邪気

味だな…と感じる時は、他人に移すような場所に出掛けな

いことです。 

 

■常々マグナスニュースにも書いていますが、私は、風邪

に対して人一倍神経質です。風邪を引きかけたかな？と感

じた時は、拗らせないように万全を尽くします。いつもよ

り念入りに手洗いとウガイを行ない、身体を温めて休養を

取ります。食事にも更に気を配り、消化が良くて体力の付

く食材を摂るように心掛けます。そして《福健》《快蘇》

など、免疫力を高めるサプリメントを通常よりも量と回数

を増やして摂ります。医者に掛かったところで、症状を緩

和する薬を処方されるだけで、医者自身が魔法使いのよう

に風邪を元から治してくれる訳ではありません。医者や医

薬品に自分の健康を全て託している人は健康になる資格が

ない、と私は言いたくなります。世界中の一人一人が「自

分の健康は自分で守る」姿勢になれば、どんなに素晴らし

い世の中になることでしょう。昔とは比べ物にならない長

寿時代になったとは言え、75歳以上で自活可能な人が少な

いのが現状です。長生きしても、ただ長く息をしているだ

けではなく、死ぬまで自分の人生を謳歌できるように、心

身共に健康になる努力をしましょう。 

 

■最近、身近な人の訃報を受けることが多くなりました。

あぁ、自分もそういう歳になったんだ…と実感させられま

す。それだけに「一日一生」の気持ちで生きたいと思って

います。その為には「勇気」が必要だと考えています。過

去を振り返ると、あの時もっと勇気があったら…と後悔す

る思い出が少なくありません。好奇心は人一倍強いのです

が、好奇心を現実化させる為には勇気がないとできませ

ん。不必要な欲を捨て、本当にやりたいことに邁進出来

れば、と考えています。 

 

■友人がよく通う割烹料理店の女将さんが、自分が作る

昔ながらの家庭料理を今の子供達に食べさせたい、とい

つも話すそうで、ジャーナリストである友人はその女将

さんの願いを地方新聞のコラムに載せたそうです。まだ

反響はないそうですが、私がどうしてもその店の料理を

食べたくて、友人に連れて行って貰いました。出される

小料理の数々は、自分の母の手料理を想い出す、本当に

懐かしい家庭料理でした。 

現代は、母親が働いている為に、コンビニの弁当ばか

り食べている子供達が多く居るのだそうです。こうした

子供達の為に、日本中に「子供食堂」ができていると聞

きます。素晴らしいムーブメントだと感激しました。政

府の政策に頼ることなく、自発的に行なわれることに大

きな意味があります。未来を担う子供に食育は大切で

す。友人と、我々も何か出来ることがないだろうかと

色々話し合っています。総論賛成、各論反対が多く、な

かなかまとまらないのが実情ですが、とにかく出来るこ

とから実践し始めるしかないと思っています。 

前述の割烹料理店で、日を決めて「子供デー」として

スタートさせたらどうかと提案しましたが、友人の多く

は形を整えることを重視しています。そうした方が長続

きすると言います。一理ありますが、議論だけで終わっ

てしまうことにもなり兼ねません。良いことだから支援

しようとしてもなかなか前に進まない、もどかしい現実

に苛立ちさえ感じます。 

 

■マグナスの発展に多きく寄与された韓国人メンバーSさ

んは、世界の子供達の教育支援活動に私財を投じて成果

を挙げて居られます。立派というしかありません。出来

ることをする…この精神が何よりも大切です。 

私の願いは、やはり「人々の健康増進に寄与」するこ

と！皆がちょっと自分の健康管理をすれば、健康は維持

できると確信しています。マグナスの「健康になるカレ

ンダー」を大いに活用し、《福健》と《快蘇》をしっか

り摂ってコロナウイルスに打ち勝ちましょう！ 

今月のスペシャル、オーガニックハンド

サニタイザーはお出かけの時などに大変

便利です。是非お役立てください。 



 

 

 

 

■「快蘇」 

数年前、鳥居会長から快蘇を作った経緯と

内容成分の効果を聞き、すぐに試したいと

思いましたが、まだ製品にはなっていませ

んでした。やっと製品化され大変嬉しかっ

たです。私は健康なほうですが、まだ10代

の子供は毎年、風邪をひいているので、子供に摂ら

せたかったのです。購入してすぐに毎日摂らせたせ

いか、この２年間嘘のように風邪をひきません。本

当に嬉しいです。M. Maki , Japan 

■「福健」 

福健を取り始めて２０年たちます。当初、私は肝臓

が弱く、免疫力も衰えていました。ですか

ら、好きなお酒もあまり飲めずストレスも

たまる一方でした。しかし、福健を取り出

してから肝臓の調子もとてもよくなり、深

酒はしませんが、心配なくお酒も飲めるよ

うになりました。本当に嬉しいです。 

S. Kubo ,Tokyo Japan 

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 

❶：オーブンを３２５Fに予熱する。➋：大きなボウルに、アーモ

ンド粉、甘味料、ベーキングパウダー、塩をいれて混ぜてから、

バター、卵、バニラエッセンスをいれて生地がまとまるまで混ぜ

る。ある程度まとまってきたら、ナッツ加えてさらに混ぜる。

❸：ベーキングシートの上に生地置き、約１０ x ４インチ棒状の

バーにする。❹：③をオーブンにいれて約２５分、又は焼き色が

つき、ある程度の硬さがでるまで焼く。➎：焼きあがったらオー

ブンから取り出し、３０分間冷ます。❻：冷ました生地をナイフ

で均等に１５個に切り分ける。この時、一気に押すようにカット

する。❽：切り分けたものをベーキングシートの上に置き、オー

ブンの温度を２５０°Fにしてさらにさらに３０分焼く。❾：焼き

あがったら、オーブンの電源を切り、オーブンの中で冷ます。も

し、焦げてくるようだったら取り出す。➓：冷めて時間がたつ

程、ビスコッティの硬さが安定します。 

●アーモンド粉：２カップ 

●甘味料(Swerve etc.) ：１/２カップ 

●ベーキングパウダー：小さじ1 

●塩：小さじ１/４ 

●溶かしバター：１/４カップ 

●卵：1個 

●バニラ又はアーモンドエキス：小さじ３/４ 


