
 

 

＊おひとり様１個限り 

 

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 
Email: magnus@magnususa.com 
www.magnusamerica.com 

今月、マグナスの自然派基礎化粧品を50ドル以上ご注文の皆様に、感染

予防対策には欠かせないビタミンＣ＋ローズヒップをプレゼントします。外

出規制が長期化していて、ストレスになっていませんか？ 気分転換するた

めにも自宅でスキンケアを充実してみてはいかがでしょう。ストレスはお肌

にも大敵なだけでなく、体内のビタミンＣもどんどん消費さえれてしまいま

す。普段の摂取量より、多めに、そしてこまめに摂ることをおすすめします。 

美容院へ行けない皆様、この機会にマグナスのヘアカラーをお試

しください。髪のダメージを防ぎ、頭皮への刺激を緩和するヘアカ

ラーです。 

自然派コスメティックス 

スズランの花言葉は「再び幸せが訪れる」 

マグナス化粧品を＄５０以上ご注文の皆様

に感染予防に役立つビタミンＣ＋ローズ

ヒップをプレゼント！ 

●Gold Ion Lotion: $100/120ml 

●Gold Ion Soap: $60/120g 

●Gold Ion Thera-Massage: $120/60g 

●Gold Emollient Cream: $120/30g  

●Gold Leaf: $35/8 leaves 

 $28/3個入り ナチュラル 
 オーガニックソープ  
植物成分から作られた
お肌に優しい100％オー
ガニックのナチュラル
石鹸。 

●ローヤルゼリーゴールドを１個お買い上げ毎

にビタミンＣ＋ローズヒップをプレゼント！ 

 
●Cleansing oil: $60/150ml 

● White Cleansing Form: $80/150g 

● Moist Lotion: $88/150ml 

● Milky Essence: $98/50ml 

● Milky Lotion: $90/115ml 

● Rejuvenating Cream: $98/32g 

● Eye Cream: $80/30g 

● Moist Foundation: $48/14g 

● TREATMENT HAIR COLOR: $26 
 3N (Dark Brawn)  4N (Mekium Brawn)   
 8PB (Light Brawn) 

＊髪のダメージを防ぐ ＊頭皮への刺激を緩和する 

＊潤いのある艶やかな髪にする＊ソフトなしあがり 

●M Lotion: $48/180ml 

●M Milkk: $48/150g 

●UV Makeup base50:  

 $48/50ml 

大変貴重な天然ハチミツのため、入荷数が決まってお

りますので、売り切れもご了承下さい。表示はメン

バー価格です。BVはありません。 

51gx2個 

242g 

 ハチミツのことならなん

でもわかる小冊子を購入

者全員にプレゼント！ 

ローヤルゼリーは疲
労 回 復、体 力 回 復、
健康の保持や成人病
の予防、自律神経の
調節作用、免疫力増
強などに役立ちます。 

ローヤルゼリー 

天然の白い純粋ハチミツ 

＊今月スペシャルのビタミンＣ＋ローズヒップは、プレ

ゼント用にご用意したもので、従来のマグナスのビタ

ミンＣ＋とは少し異なります。 

SRP$120 / 150tabs  



 

 

咳とは、肺や気管などの呼吸器を守るために、外から入ってきた埃、煙、風邪のウイ

ルスな どの異物を気道から取り除こうとする体の防御反応のことです。 異物が入

り込むとまず咽頭や気管、 気管支などの気道の粘膜表面にあるセンサー（受容

体）が異物を感じ取ります。その刺激が脳にある中枢 に伝わると、横隔膜や肋間

膜などの呼吸筋（呼吸を行う筋肉）に指令が送られ、異物を外へ出そうと咳が起こ

ります。  

咳のもう一つの役割は気道に溜まった痰を外に排出することです。気道粘膜には

細かい毛（繊毛）と粘膜の表面を潤して保護する粘液があります。 この粘液にウイ

ルスや細菌、埃などがからめ取られ痰になります。気道に炎症があると痰が増え、

粘り気が 強くなります。 痰は、外にむかって異物を出そうとする繊毛の運動と、咳

をすることによって外に出されます。  

咳  

 

咳が止まらず眠れないときに試して
みてください。 

1.温かいドリンクを飲む 

適度に温かいドリンクを飲むことで

首回りが温められて線毛の動きが活

発化するとともに、ドリンクの湿気

でのどが潤され咳が止まりやすくな

ります。ドリンクは、殺菌効果のあ

るカテキンを多く含む緑茶やのどの

粘膜を優しく保護するハチミツ入り

のものがおススメです。 

2.首回りを温める 

首にタオルなどを巻いたり、首回り

まで覆われるようなパジャマを着用

して首を温めると咳が止まりやすく

なります。ただし、過度に温めすぎ

ると汗をかくことでかえって眠りが

妨げられることもありますので注意

しましょう。 

3.空気を入れ替える 

ハウスダストやダニなどにアレル

ギーのある人は、アレルゲンを除去

するために空気を入れ替えれば咳が

止まることがあります。 

ただし、寒い時期は空気の入れ替え

によって体を冷やすこともあります

ので、空気清浄機を利用するとよい

でしょう。 

 痰の出る仕組み 

遺物をからめとった粘液が痰と
して口から吐き出される 

異物を探知 

肺 

咳中枢 

気管支 

気管 

細菌、 
ウィルス、 
ほこりなど 

異物の刺激を探知すると咳が起こる 

粘液 

絨毛運動で異
物を外に出す。 

細菌、 
ウィルス、 
ほこりなど 

絨毛 

絨毛細胞 

参考サイト：第一三共ヘルスケア、咳大百科、政府広報オンライン 

http://ijn.or.jp/kame1/wp/wp-content/uploads/2014/01/news03_20140228.pdf  

米疾病管理予防センター（CDC）が

示している新型コロナウイルス感染症

の主な症状に乾いた咳があります。 

【最もよく見られる症状】 

●乾いたせき●発熱●息切れこれら

の症状は感染から2～14日後に現れ

ます。 

  湿った咳とは？ 

私たちの 気管支の粘膜からは、気管支を守

るためにたえず分泌液が出ていて、知らないうち

に食道へ飲み込まれています。 何らかの原因

で炎症が起き、気管支を保護している分泌液が

増えると、痰となり、咳によって吐き出されます。

つまり、湿った咳とは痰の出る咳で、気管支の炎

症によって分泌液が増えている証拠です。 

    乾いた咳とは？ 

乾いた咳（乾性咳）は「コンコン」

と いった感じの乾いた咳で、痰が絡ま

ない咳です。 かぜの場合が多いのですが、とき

には間質性肺炎や肺ガンのこともあります。又、

心因性でも起こります。 

風邪を引いた時、のどの痛みや、咳止めとして 

ハチミツには強い殺菌作用のあるグルコン酸や過酸化水素を作

るグルコースオキシターゼという酵素が含まれています。そのた

め、喉の痛みや咳止めに良いとされています。就寝前にハチミツ

を喉に塗り伸ばすつもりで、ゆっくり飲み込んでから休めば回復

が早いです。 

  天然のハチミツを使うことをおすすめしま

す! 
 お役に立ちます！ 

気 になる   について 

湿った咳と乾いた咳  

せ き 

咳が止まらないときの対処法 

COVID19 

咳とハチミツ  

咽頭 

http://ijn.or.jp/kame1/wp/wp-content/uploads/2014/01/news03_20140228.pdf


 

 

鳥 居 欣 一 

皆様、如何お過ごしでしょうか？ 不安と焦燥の日々を送

られている方も多い方と思います。物事を全て楽観的に考え

る私ですらそんな思いで過ごしていますが、せめて「朝」は

明るく迎えるように努めています。また必ず明るい日々が

戻ってきます。その日の為に、心と体を鍛えておきましょ

う。スタッフから、今回は明るい話題を伝えて欲しいと言わ

れています。頑張って書いてみましょう。 

 

３月上旬に二週間の予定で訪日したのですが、その間にア

メリカのコロナ事情が急激な悪化の一途を辿った為、日本滞

在を延長することにしました。というわけで、実は今もまだ

日本に居ます。その日本も先日、全土に緊急事態宣言が出さ

れ、日常生活に不自由を強いられています。日本に到着した

３月上旬は、温暖化の影響で桜の花はもう開花寸前でした。

都内の桜の名所は見学禁止のところが多く、花見を楽しみに

していたであろう人々には気の毒でしたが、私の家がある富

士市はまだ規制も緩く、桜の開花を堪能することができまし

た。桜の開花ばかりでなく、春を待ちわびた草木たちが青々

と新芽を出しています。 

 

家から望む富士山も、機嫌

の良い日は雄姿を見せてく

れます。冬から春にかけて

の富士山は特に最高です。

富士山を毎日のように拝ん

で育った私には、富士山は

なくてはならないもので

す。私が通っていた小学校

では健康に問題のない限り、６年生になると富士山の麓から

頂上まで、一泊二日掛けて歩いて往復するのが習わしでし

た。富士山の標高は３７７６メートルですから、なかなか凄

い登山下山の体験でした。八合目の山小屋に泊まり、朝３時

に起きて身づくろいして拝んだ御来光は本当に神々しもので

した。その後、皆で食べた御飯と味噌汁の味は今でもはっき

り覚えています。 

自然の営みは実に計り知れず、偉大としか表現のしようが

ありません。私たち人類の歴史とは、脅威で満ち溢れる自然

に逆らい続けた歴史ではなかったでしょうか。日本での私の

居、富士市は東京から新幹線で一時間弱、富士山の麓に位置

します。まだまだ自然にも恵まれていて、気候は温暖、水

は富士から流れる伏流水で美味、山は勿論のこと海にも近

く、両方の幸を楽しめます。都会に比べると物価も安い

し、本当に良いところです。不動産価格も都内の五分の一

から十分の一なので驚きです。これは私の持論ですが、高

齢者は都会よりも地方に住むべきではないかと考えます。

勿論、病院や社会基盤施設などが整っている必要はあるで

しょうが、それよりも、空気が良くて美味しい物が食べら

れる場所に住む方が健康的な気がします。そう秘境の地で

なければ、子や孫も会いに来てくれるでしょう。そんな場

所に、公設でシニア・コミュニティーが建設されても良い

のではないでしょうか。アメリカでシニアが私立の看護付

き施設に入ろうとすると、毎月一人５千ドル以上も掛かる

と聞きます。アメリカにしろ日本にしろ、とにかく手頃な

価格で、シニアが楽しく健康的に、お互いに助け合いなが

ら半自給自足タイプの生活ができるコミュニティーがあれ

ば、プラス思考のシニアが増えると思います。趣味を分か

ち合うことで、新たな生き甲斐も生まれるかもしれませ

ん。 

 

コロナ騒動の御蔭(？)というと語弊がありますが、思い

がけない「自由時間」を貰った、と感じている方も多いと

思います。私も、今一度じっくり人生を見つめ直す良い機

会だと考え、様々なことにチャレンジしています。外出自

粛令が厳しくなるまでは、ここ富士市近辺を車であちらこ

ちら走り回っていました。長い人生の中で、こんなに自然

と親しんだのは幼少時以来です。雄大な自然を眺めている

と、浮世の全てが馬鹿馬鹿しく、何と些細なことかと感じ

ます。日々あくせく働くだけだったように思える我が人

生… しかし、家族を養う任務がありました。任務完了した

(と自分では思っている)今、やっと少し安らぎの時を迎え

られたのかな、と思う今日この頃です。色々と考える時間

もたっぷりあるので、それが逆効果となって悲愴的になら

ないように努めています。特に、この度の「自由時間」

は、コロナ絡みで得た時間ですから…。今、外は冷たい雨

が降っています。物悲しい感じがしますか？ いいえ、庭

の草木はその雨を慈雨の如く受け止め、喜んでいるように

見えますよ。 

 

今回のコロナ騒動、人間の横暴さや強欲さに対する天罰

ではないかと私は思います。「自分だけ良ければ良い」と

いう考え方を本当に改めなければなりません。具体的な提

案として、まぁ九割は自分の為に当てたとしても、残りの

一割は世の為、人の為に当てる… そう考えれば、実行に移

すのもそう困難ではない筈です。 

 

健康維持は毎日の積み重ねです。とにかく「今日」を大

切にして下さい。 皆様どうぞお元気で。 



 

 

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 

●ローヤルゼリーには１８種類のアミノ酸

を含んだ高タンパク質食品です。ビタミン

B群を中心に８種類以上のビタミンと７種

類以上のミネラルが凝縮されている、とて

も優れた総合栄養食品です。 

●マグナスのローヤルゼリーゴールドは 

１００年の歴史を誇る製薬会社で、徹底し

た品質管理の下に作られました。有効成

分を逃さないよう、絶えず検査、

分析、研究されている最高品質

の製品です。１粒にローヤルゼ

リーを２５０ｍｇ配合した飲みや

すい糖衣錠です。 

 ローヤルゼリー ゴールド 

SRP$120 / 150tabs  

＝絡ませるソースの作り方＝ 

❶：手羽先をボウルに入れ、塩、生姜、黒コショウを手で混ぜてなじませる。➋：①を

ボウルに移し、コーンスターチを入れて手羽先にしっかりまぶす。❸：大きなフライパ

ン又は中華鍋を中火で熱し、食用油大さじ２、ニンニクのみじん切り、赤唐辛子、また

はコチジャンを加え、香りがしてくるまで木ベラでかき混ぜる（約３０秒）。❹：③に

醤油、コーンシロップ、白酢、マスタード（オプション）を加えて、木ベラでかき混

ぜ、泡が立つくらい数分間焦げないように混ぜてから黒砂糖を加え、さらにかき混ぜて

火から下ろす。 

＝手羽先の揚げ方＝ 

フライパン又は鍋に手羽先を揚げるための油を入れ、強火で７〜８分加熱し、先に準備

しておいた手羽先を１つずつトングで数回裏返ながら揚げる（約１２〜１３分）。火を

止めて、揚げた手羽先を数分置いてから、再度オイルを加熱し、先に揚げた手羽先をも

う一度１２～１５分揚げる。２度揚げすることでカリッと揚がる。ソースを絡ませ、ご

まとピーナッツを加えて召し上がれ！ 

●手羽先：約３Lb ●塩：小さじ１/２  

●黒コショウ：小さじ１/２ ●生姜：小さじ1（みじん切り） 

●コーンスターチ：２/３カップ 

●ピーナッツ：１/３カップ（オプション） 

●にんにく：４片（みじん切り） 

●乾燥赤唐辛子、又はコチュジャン：適当（好みで） 

●醤油：１/４カップ ●コーンシロップ：１/２カップ 

●白酢：大さじ1 ●マスタード：大さじ1（オプション） 

●黒砂糖：大さじ１ ●ゴマ：大さじ１ 

●食用油：適当（グレープシードオイル又は植物油） 


