
スポリキは８０種類以上の栄養素を誇るスッポン

を生きたまま、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｡ ●冷え

性●疲れやすい●エネルギーがない●肝臓が気になる●美肌作

り●朝の目覚めが悪い●栄養補給などにおすすめです。 

オーガニックのハンドサニタイザースプ

レ－(2oz)は、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、肌荒れを防ぎお肌にも優しい、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

のの香りが心地よいのサニタイザー

です。ラベンダーの香りには蚊を寄せ付け

ない効果もあります。ご自宅や外出時にお

役立てください。 

強力な殺菌力の 

ハンドサニタイザー 

シンプリーハンドサニタイザー(８oz)は、

高濃度アルコール（８０％）のハン

ドサニタイザーです。強力な消毒液

ですが、手の乾燥を防ぐグリセリン

も配合されていま。べたつかず、

しっかり消毒できます。 
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新型コロナウィルスの終息に時間がかかっております。徐々にお

店もオープンし始めましたが、気を抜かずコロナ対策はしっかり

続けていきましょう。先ずは手洗い、うがい。そして、免疫力を高め

ることです。 ６月は父の日、お父さんに元気と安全をプレゼント

しましょう！  

●今月は免疫力アップのために「SUPER GARLIC PLUS」と

「SPORIKI」をご用意しました。 

●先月発売したナチュラルのハンドサニタイザーが大好評です。 

売り切れ状態でしたが入荷しましたのでお知らせいたします。 

又、強力な殺菌力を持つハンドサニタイザーもご用意しましたの

で、用途に合わせてご利用ください。 

 

SPORIKI 
をご注文の皆様に

ビタミンＣ($14）

をプレゼント！ 

SUPER GARLIC PLUS 
をご注文毎に、もれなく

オーガニック ハンドサ

ニタイザー をプレゼン

ト！（一人３個まで）  

$40 SRP / 60 caps 

生活の必需品 消毒剤 

スプレータイプ

携帯に便利 

たっぷり使えるポンプタイプ 

安心して使える 

オーガニック ハンドサニタイ

スーパーガーリックプラスは無臭ニンニク、金時生

姜、シジミエキス、ウコン、ビタミンC 、ビタミンB

１を配合した、相乗効果バツグンの製品です。 

$160 SRP  

120 soft caps 

メンバー価格 

メンバー価格 



 

 

SUPER GARLIC PLUSは●無臭ガーリック●金時

生姜●シジミエキス●沖縄秋ウコンにビタミンCと

ビタミンB1を配合したマグナスならではの品質にこ

だわった製品です。スーパーガーリックプラスの主

成分のニンニクは、吸収力を高めるために細胞を破

砕し熱も加えず、独自の製法で有効成分のみを抽出

しました。 

●ニンニクは「野菜の王様」と呼ばれるにふさわしく、滋養、強壮は古来より知ら

れてきました。ニンニクを食べると体が温かくなるのは、ニンニクに含まれている成

分アリインが毛細血管を広げて血行を良くするためです。アリインは無色で臭い

はありません。 

●ニンニクにはＢ１の吸収率をアップし、消化酵素の精製を促す上に、胆汁の分泌や排出を促進する働きが

あります。そのため、内臓の働きも大変よくなり、スタミナ不足や風邪の予防に大変役立ちます。 

 驚異の食品 ニンニク  

■ビタミンＢ１の吸収力を高める 

疲労回復に欠かせないのがビタミンB1ですが、 ビタミンB１

を含む水溶性ビタミンは、身体に貯めることが出来ないた

め、必要以上に摂取した分は尿などから体外へ排出されま

す。ところが、にんにくに含まれる成分「アリシン」がビタミンB1と結

びつくと、脂溶性の「アリチアミン」という物質に変わり、体内で効率よ

く吸収されます。糖代謝にも欠かせません。 

 

■血行を良くする 

アリチアミンは、血管の細胞の新陳代謝をよくするため、弾

力のある血管作りに役立ちます。また、有効成分のスコルジ

ニンなどには、血液循環をよくして、体を温める働きもあり

ます。 

ニンニク こぼれ話 

*ニンニクはなぜ臭うの？* 

ニンニクは健康に良さそうだ、とわ

かっているものの「あの独特のにお

いがどうも…」と敬遠している人も

いるのではないでしょうか。しか

し、ニンニクにとってあの臭いは非

常に大切なもの。微生物や昆虫、他

の動物といったさまざまな外敵に食

べられないようにするため

に、自衛手段として編み出

されたのです。 

 

*ビラミッド建設時から役立った* 

中央アジアが原産のニンニクはエジ

プトやインドでは有

史以前から栽培され

ていました。ツタン

カーメンのお墓の中

からもいくつかニン

ニクの球根が見つか

り、ピラミッドを造営するときの奴

隷の食事にニンニクが用いられ、疲

労回復や精力増進に役立ったという

エピソードがあります。 

 

*ニンニクで脳を健康に！* 

１９９８年にカリフォルニア州で

開催された「ニンニク国際会議」

で、東京大学薬学部の西山信好准

教授（当時）は「ニ

ンニクは脳の萎縮を

抑え、学習能力を高

める」と発表し注目

を集めました。 

 

 

■美容効果 

ニンニクには細胞活性

作用があり、全身の細

胞をイキイキとさせ、

皮膚の老化を防ぎま

す。また血管を拡張して血行をよ

くし、皮膚の新陳代謝を活発にし

て、美肌を保ちます。  

●ニンニクを生で食べ過ぎると胃

に負担をかけるので、サプリメン

トがおすすめです。 

■強い殺菌力と免疫強化 

有効成分であるアリシ

ン、アリシンの殺菌・

抗菌作用は非常に強力

で、12万倍に薄めた液

でもコレラ菌やチフス菌、赤痢菌

などに対する抗菌力があるとの研

究報告もあります。強い殺菌作用

によって自然治癒力が高まり、か

ぜをひきにくくなります。  

$40 SRP  
60 caps 

＝ SUPER GARLIC  PLUS ＝ 

ニンニクとの相乗効果が抜群です！ 驚異のニンニクサプリメント！ 



 

 

鳥 居 欣 一 

■皆様、如何お過ごしですか？ コロナウイルス禍もようやく収

まりつつあるように思えます。規制も徐々に緩められていますが、

専門家は既に第二波の恐れを警告していますので、今後も油断

大敵です。何しろ相手は感染症ですから、本当に厄介です。手洗

いと嗽の慣行、免疫力強化対策を引き続きしっかりと行なって下

さい。日頃の心構えが功を奏します。レストランやショッピングモー

ルなど、多くの人が集まる場所が全面的に開放された後も、きち

んとマスクを着用してソーシャルディスタンシングを守りましょう。

善良な市民としてのエチケットであり、自分と他人を守る大切な

義務であると思います。この度のコロナウイルス禍が今迄のイン

フルエンザの流行と違うのは、「自分が移らないように」と同時

に、「人に移さないように」を世界の国々が深刻に訴えている点だ

と思います。自分の周りの人間を思いやる気持ちを持つことの大

切さを再認識する良いチャンスです。コロナウイルスの犠牲になっ

た方々の死を無駄にしない為にも…。 

 

■過去に、ペストやスペイン風邪なども流行しましたが、コロナウ

イルスほど全世界を瞬く間に荒らし捲ったものではありませんで

した。情報・お金・物品が一挙に世界を駆け巡る様を、今回のコ

ロナウイルス禍は教えてくれました。宇宙旅行も夢ではない21世

紀というハイテックな時代にコロナウイルス禍を経験した現代人

は、これからどう変わっていくのでしょうか？ そして、未来人が住

むの未来の地球は果たしてどのような姿になっているのでしょう

か？ 人類の未来に対する課題は「自然との共存協調」、今一度

「生きる意味」を問う必要があると思います。 

 

■昨年の話になりますが、日本人のアメリカ移民150周年を祝う

行事がありました。祝賀会の立役者であるW氏にご招待を受け、

私も参加させて頂きました。パーティーの主賓は、日系二世のノー

マン・ミネタさんでした。彼は、クリントン(民主党)、G.W.ブッシュ

(共和党)と、二人の大統領の下で日系人として初の閣僚(大臣)

になられた方です。しかも、政党が異なる各大統領の下で閣僚に

選ばれたことは、偉業だと思います。党利・党略に流されることな

く、公平な判断がなされる方であったからでしょう。実際に彼のス

ピーチを聞き、その思いを強くしました。ミネタさんは偉ぶる素振り

など全くない、極々普通の感じの方です。誠実さと勤勉さで生き

て来られた、本当に立派な方です。私はミネタさんのことをもっと

知りたいと思い、アンドレア・ウォーレンさんという白人女性が書

かれた「十歳、ぼくは突然『敵』と呼ばれた」(原題  “ENEMY 

CHILD”) という本の日本語翻訳版を読みました。汐文社から出

版されていますので、是非お読みになって下さい。 

 

■ミネタさんのような素晴らしい日系人がいらっしゃるお蔭で、在

米日本人として自分まで鼻が高くなったような気になります。長

年異国に住むと、祖国を遠くから見ることができます。私の場合、

生まれ故郷の日本を離れて足掛け60年、日本に住んでいたら

「灯台下暗し」できっと気付かなかっただろうな…と思う、日本の

長所、または短所がよく見えます。決して贔屓目ではなく、日本の

長所は短所を上回っています。しかも、長所を全て書き出すなら、

どの項も世界トップレベルでしょう。経済大国になることも重要で

しょうが、国をつくるのは国民、そして国民の一人一人は我々人間

です。人間としてのモラル(道徳)とエチケット(礼儀)を守ること

は、エコノミー(経済)に重きを置く以前の問題です。一握りの人

が大金を儲けるだけではなく、お金がスムーズに循環する国づく

りが理想的です。「国の敵」は「その国民」とも言われます。良識

を持った善良な国民になることが、国の繁栄と安定に繋がるので

はないでしょうか。 

 

■外出自粛で家にいる時間が長いと、ついテレビを観てしまいま

す。日本ですと、健康関係のコマーシャルが一番多いように感じ

ます。そして、どのコマーシャルも訴求手段が実に似通っていま

す。例えば、ここ十年ほどもうすっかり売れなくなったタレントが、

「今なら無料でもう一つ付いてくる」「今なら半額」「今から30分

限り」… などと、大袈裟な演技で宣伝します。また、非常に嘆か

わしいのが、一流シェフがインスタント製品を賛美するコマーシャ

ル… プロの誇りはどこに行ったのでしょうか？ 広告会社に勤め

る知人に尋ねてみると、一流シェフの一言が視聴者の購買意欲

をそそるのだそうです。だとすると、日本人の民度が劣化してきて

いるとしか思えません。 

 

■マグナスは、皆様の健康づくりのお手伝いのプロとして、今後も

妥協することなく、健康維持の三本柱「食事・運動・睡眠」の質の

向上を奨励していく所存です。健康の基本をしっかり築いて、健

康食品を賢く利用し、免疫力増強、血液浄化を図りましょう。毎日

の積み重ねが肝要です。これから暑い夏に向かいますが、エアコ

ン依存で身体を冷やし過ぎないように充分気を付けて下さい。健

康維持のワンポイント - 季節にかかわらず身体を温めること！ こ

れからもコロナウイルスを決して軽視されませんように…。 



 

 

❶：ブレンダーにオリーブオイル、赤ワイン酢、ニンニク、タイム、

ローズマリー、オレガノ、赤唐辛子を加え、滑らかになるまでブレン

ドします。➋：鶏肉に切れ目を入れてから大きなボウルに移し、➀で

鶏肉全体にマリネするようにかき混ぜます。ボウルの上をラップでカ

バーして一晩冷蔵します。❸：オーブンを４２５度F（２２０度C）に

予熱します。❹：天板にアルミホイルをしき、オリーブオイルを軽く

塗ります。➎：両面を塩こしょうで味付した鶏肉を天板に並べます。

❻：鶏肉の厚みのあるところに、肉温度計をさして１６０度F（７０

度C）で４０〜４５分オーブンで焼きます。❼：オーブンから出し、

刻んだイタリアンパセリをかけてできあがりです。 

 

【材 料】 

●オリーブオイル：２/３カップ 

●赤ワイン酢：１/４カップ 

●にんにく：１.５片 

●乾燥タイム：小さじ１ 

●乾燥ローズマリー：小さじ１ 

●オレガノ：小さじ１ 

●赤唐辛子フレーク：小さじ１/２ 

●鳥もも肉：６枚、又は鶏肉１羽分 

●オリーブオイル：小さじ１ 

●塩ひとつまみと挽きたての黒コショウ 
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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. 
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愛用者の声 

■私は風邪をひきやすく、体力もないので母か

らどこへ行くのもビタミンＣを持たされていま

す。今回新型コロナのパンデミックでビタミン

Ｃだけではなく、体力もつけなくてはと思い、友達に

勧められたスポリキを摂っています。一日に１粒だけ

なのですが、疲れにくく、朝の目覚めもよいのでとて

も気に入っています。風邪も引かなくなりました。感

謝です。M.Masukawa(Saitama, Japan） 

■私は３年前の父の日にスポリキを孫からプレ

ゼントされて以来、ずっと摂っています。もう

９０才ですが、杖なしで歩き、書道もします。

元気でいられるのはスポリキのお蔭だと思いま

す。H.Yamaki(Tokyo,Japan) 

■マグナスからいつの間にかニンニク製品がなくなっ

た時、とてもがっかりしましたが、昨年新たにニンニ

ク製品ができて本当に嬉しかったです。冷え性の私は

ニンニクや生姜が欠かせません。それがサプリ

メントになり、本当に助かりました。毎日２粒

摂っています。今では冷え性もすっかりよくな

り、厚い靴下もはかなくなりました。マグナス

に感謝です。M. Aida(New York) 


