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自粛規制が長く続きましたが、まだまだ新型コロナウィルスの終

息は先が見えません。ソーシャルディスタンシング、手洗い、マ

スクをいつも心がけましょう。 

今月はマグナス製品の中でも群を抜いてご愛者が多い【ロイヤル

グリーンシルク】の主成分である桑の葉について特集しました。

桑は昔から漢方薬として用いられ、民間薬では欠かせませんでし

た。その桑の葉を主成分として作られたのが【ロイヤルグリーン

シルク】です。いわゆる青汁ですが、苦味もなく、とても飲みや

すいのが特長です。 

ロイヤルグリーンシルクを１缶ご注文毎に 

プロバイオフローラを５本プレゼント！ 

●ビフィズス菌： 

腸内の有害な菌の増殖や活動を抑え、

腸の働きを正常に保つ。 

●大麦若葉： 

生命力が旺盛。ビタミ

ン・ミネラ

ル・葉緑素・

酵素に富んで

いる。 

●クロレラ： 

抗酸化力が強く、葉緑素

をはじめタンパク質やビ

タミン･ミネラルなどの

各種栄養素がバランスよ

く豊富に含まれている。  

●明日葉： 

ビタミンB郡が豊富で疲

労回復に有効。肥満の

防止に大変立つ。 

●桑の葉： 

桑の葉特有のＤＮＪとい

う成分が含まれていて、

糖分の吸収を抑える。 

●緑茶エキス： 
解毒、殺菌作用
に優れている。 

プレゼントのプロバイオフローラ

はロイヤルグリーンシルクとの相

性バツグン！ 

プレゼント 

プレゼント 

 今月のスペシャル 

ロイヤルグリーンシルク 

ロイヤルグリーンシルクを

５缶ご注文毎されると、さ

らにロイヤルグリーンシル

クを１缶とプロバイオフ

ローラを５本プレゼント！ 

腸も年齢と共に老化していきます。

若さを保つ腸年齢は善玉菌と悪玉菌のバラン

スによって決まります。善玉菌が多く、悪玉菌が

少ない人ほど腸年齢が若いといえます。生まれ

てまもない乳児のときには、善玉菌のひとつビ

フィズス菌が９５%以上を占めています。それが

成人期には１５～２０％になり、老年期になると

数％にまで減ってしまう人も少なくありません。 

●プロバイオフローラ 

プロバイオ フローラは1包あたりに、なんと１００

億以上の乳酸菌が含まれています。①胃酸に

負けず腸管内で発芽し、腸内環境を整える有

胞子乳酸菌、②生きて腸まで届き排便を促進

するカゼイ菌、③善玉菌の代表ともいわれるビ

フィズス菌、④有害な菌の繁殖を抑える乳酸菌

ＥＣ１２、この４種類に、不足しがちなビタミンや

カルシウムを加え、さらに、乳酸菌を活性化する

オリゴ糖をバランスよく配合し

ました。まさに、腸の健康を第

一に考えたマグナスならでは

の乳酸菌製品です。 

パッケージが新しくなりました。 

SRP$40 / 30 packs      

SRP$45 / 180g      



 
 
 

 

桑の葉には血糖値の急激な上昇を抑制する桑の葉特有の成分（ＤＮＪ）が含まれ

ていますので、甘いものが好きな方や、血糖値が気になる方には最適です。 

 

 

桑の葉には血管に溜まったコレステロールや中性脂肪を取り除き、血管を強化し

て血圧降下に役立つルチンやケルセチンなどの成分が多く含まれています。ケル

セチン配糖体だけでも玉ねぎの約３倍以上含まれていることが解っています。又

これらの成分は毛細血管の流れをよくすることから、肌や目を美しくする効果も

期待できます。 

 

 

桑の葉の青汁を食前又は食事中に摂ることで、糖や脂肪の吸

収を抑えることができるため、カロリーオーバーになるのを

防ぐだけでなく、血糖値の上昇を穏やかにして満腹感を持続

させることができます。又、食前、食事中に関係なく日常的に桑の葉を摂ること

で、利尿作用やデトックスを促し、ダイエット効果を高めることができます。 

 

 

桑の葉には、■ビタミンA ■ビタミンB1 ■ビタミンB2 ■ビタミンC ■ビタミンE

などのビタミン群と、■カルシウム ■鉄 ■亜鉛 ■マグネシウム ■カロチノイド

■フラボノイド ■クロロフィルなどの栄養成分の他、食物繊維も豊富に含まれて

います。ビタミンAはほうれん草の10倍、ビタミンB1、ビタミンB2はケールの約2

倍、ビタミンEは約10倍、カルシウムが牛乳の23倍、鉄は小松菜の8倍も含まれて

います。  

桑の木は、葉だけでなく木全部がクスリです。枝、葉、根の

皮（桑白皮）、実（桑椹子）は漢方薬の原料になっていま

す。中国の「神農本草経」にもそれぞれの薬効について具体

的に紹介されています。例えば、桑の葉を日陰干しにしたも

のを「神仙茶」と名づけ、風邪の咳や百日咳に効き目があ

り、高血圧の予防や滋養強壮剤としても効果があると記され

ています。又、日本でも最初の薬書「喫茶養生記」に桑粥、

桑湯を服用すれば、水をいくら飲

んでも渇きをおぼえる飲水病（糖

尿病）に数日で効果が現れると述

べられています。 

なぜ、桑の葉は

血糖値の上昇を

抑えるのか？ 

血糖値の上昇を抑え

たい方、ダイエット

したい方は桑の葉を

食前に取ること！ 

 桑の葉が主成分の 

美味しい青汁誕生！ 

桑の葉には他の植物には見られ

ない特殊なＤＮＪ（デオキシノ

ジリマイシン）という成分が含

まれています。糖分やデンプン

が胃で分解され、小腸に届くと

きには２糖類（糖の分子が２

個）に分解されていますが、こ

のままでは体内に吸収されませ

ん。小腸の壁に付着している酵

素「αグルコシダーゼ」が２糖類

と結合して、さらに分解し単糖

類（糖の分子１個）にして、は

じめて体内に吸収されるので

す。ところが、桑の葉の成分Ｄ

ＮＪは２糖類とそっくりなの

で、先に小腸に届くと「αグルコ

シダーゼ」が間違えて結合して

しまい、後から２糖類が小腸に

入ってきても、結合する酵素が

ないため、そのまま大腸へと送

られます。つまり糖分が吸収さ

れずに、排出されるというわけ

です。 

 

その昔、桑の葉はお茶として煎じて飲ま

れてきましたが、「青汁」で摂る方が葉

の成分をまるごと吸収できるのでおすす

めです。桑の葉の成分は血糖値や血圧を

正常に保つ働きがあります。血糖値や血

圧が下がり過ぎる心配もありません。但

し、糖尿病や高血圧など人は、医師の指

示を守り、その補助として桑の葉の青汁

を飲むようにして下さい。 

桑の葉は青汁がおすすめ 

血 糖 値 

コレステロール、中性脂肪、血圧、美容 

ダイエット 

栄養成分が豊富 



鳥 居 欣 一 

追いやられることになります。では、具体的にどうすれば良いの

でしょうか？ 幸せの基準を自分なりに設定し直すことから始

めてみてはどうでしょうか？ そして何より、自分は社会の一構

成員として自覚を持つことです。実際、プラグマティズム(実用

主義)の信奉者にこの話をしたら、鼻から笑われてしまいまし

た。他人のことなど構っていられない、という考え方なのです。

確かに、自分は自分で良いのですが、富める人が貧しい人の

ことを考えないで生活をし続けると、必ず騒乱が起きます。私

が常に言うことですが、90%は自分の為でもいいから、残りの

10%は世の為に割く様に努める… ９対１なら何とかやれそう

な気がしませんか？ 例えば、現在日本で、貧しい子供の為に

『子供の食堂』を作ってボランティア活動を行なっている方々

がいます。私達にも何か応援できることがあるのではないで

しょうか。お米を送るとか、千円(10ドル)寄付するなど、無理を

せずに自分のできる範囲内で良いのです。 

 

■またこれも、日本(名古屋)の話題ですが、おにぎりも総菜も

全て一品50円で提供している『50円おにぎり食堂』というお

店があります。３月中旬に泥棒に入られ、利用客が「店の運営

の助けに」と寄付してくれた現金五万円を募金箱ごと持ち去ら

れたそうです。「どうして、よりによって、うちが…」と、善意の寄

付が盗まれたことに経営者の方は落胆していましたが、泥棒

の手口が素人ぽかったことを見て、「コロナ禍で生活が苦しく

なり、切羽詰まってやったのかもしれない」と思ったそうです。そ

の後お店はコロナ感染予防自粛で一ヶ月ほど休業、５月半ば

に営業を再開されました。６月１日、お店の郵便受けに「お役

に立てたら嬉しく思います」と書かれた匿名の封筒が入ってお

り、中には現金十万円と「このような時こそ貴店の存在が必要

です。特別定給付金は貴店に寄付します。そうすれば私自身

が貴店を通して多くの方々の役に立てる気がします。お体に気

を付けて頑張って下さい。」と書かれた手紙が入っていたそう

です。(日本では国民一人当たり十万円のコロナウイルス給付

金が国から支給されました) 心温まる話をただ感心するだけ

でなく、善意を行動に移しましょう。 

 

■健康も同様です。常日頃から健康的な生活を実践しておけ

ば、感染症に打ち勝つ可能性も大です。食事・睡眠・運動、そし

てマグナス製品を「賢く」役立てて下さい。健康は最大の財産

であることを肝に銘じましょう。更に、コロナウイルスの感染予

防対策は引き続き万全に… 手洗い・うがい・マスク着用をお

忘れなく！ 備えあれば憂いなしです。 

■コロナ禍の影響で日本に三ヵ月間も自宅待機を強いられま

したが、やっとロサンゼルスの我が家に戻って参りました。しか

し、安閑としてはいられない状況に戸惑っています。コロナウイ

ルスの感染に怯えるばかりでなく、ヘイトクライムにも気を配ら

ねばなりません。こういう時期には明るいニュースを皆さんにお

届けしなければいけないと必至に考えましたが、なかなか浮か

んできません。昨今の世界情勢を見ていると、何か不穏の空

気が世界中に漂っています。この地球は今世紀末まで持つだ

ろうかと、危惧する出来事が多過ぎます。地球温暖化による気

象異変、それに伴う作物の影響、そればかりでなく、人口の急

激な増加による食料難が現実味を帯びてきています。今まで

の様に平和で幸せな生活が可能なのか、どれくらいの人達が

真剣に考えているでしょうか？ 自分さえ良ければ良い、今さえ

良ければ良いと考える人が圧倒的に増えています。 

 

■アメリカで生まれたプラグマティズムとは功利主義哲学と言

われるもので、理念的より実利的、実際的なものを重視する考

え方です。今風に言えば結果が全てで、生活上の実践に利益

があるかないかで決定されるとする考え方のことを言います。

つまり実用主義です。第二次大戦後、このアメリカの実用主義

が欧米を中心に、日本、韓国などの国に蔓延してきました。経

済的な発展と共に、世界中にこの傾向を追う国が増え続けて

います。かく言う私もその一人で、今まではアメリカ的な文化生

活を目指して頑張ってきましたが、果たしてこれ以上高みを求

めることが必要なのかと、ここ数年考えるようになりました。世

界総人口７７億人全てが先進国並みの生活をするようになっ

たら、地球はどうなるでしょうか？ 有限な天然資源はあっとい

う間に底を尽きるのではないでしょうか。 

 

■この度のコロナ禍の体験を機に、我々は真剣に「どう生きる

べきか」を再検討すべきです。貧富の差は今後益々過酷にな

ること必至です。政府の恩恵にも限度があります。アメリカでコ

ロナウイルスに感染し、人口呼吸器を付けた治療に百万ドル

の請求書が来た、という新聞記事を読みました。アメリカの医

療費が莫大に高いのは勿論承知していますが、入院費が一日

一万ドルと聞いて腰を抜かすほど驚きました。 

「自分の身は自分で守る」ことは、特にアメリカに住む者に

とって当然の理です。便利至上主義を良しとして生きてきた私

達は、この辺りで生活習慣を変えないと、とんでもない羽目に



= 材 料 ＝ 

● 桃：1缶（15、1/4オンス）スライスしたもの   

● 桃又はアプリコットのゼラチン：２パッケージ 

 （3オンス） 

● 練乳：1/3カップ 

● 熱湯：2カップの熱湯 

● アーモンドエキス：小さじ1 

● 冷凍ホイップトッピング： 

 ８オンス 

● スライスした桃：飾り用 

= 作 り 方 ＝ 

❶ 桃缶の桃を取りだし、水気を切って細かく刻みま

す。缶のジュースは2/3カップ取り置きます。➋ 大きな

ボウルを用意し、熱湯にゼラチンと練乳を入れて溶かし

ます。 ❸ 桃缶のジュースと②にアーモンドエキスを加

えてかき混ぜ、少し固まるまで冷やします。 ❹ ③とホ

イップトッピングを混ぜてから、刻んだ桃を加えてさら

に畳むように静かに混ぜます。➎ ６カップの型にオイ

ルを塗って④を注ぎ、一晩冷やします。 ❻ 冷えたら型

から取りだし、スライスした桃を飾って召し上がれ。 

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 

Ｑ：便秘には、どのくらい摂ったらよいですか？ 

Ａ：ロイヤルグリーシルクの容器にスクー

プが入ってますので、一回に１スクー

プをたくさんのお水で摂ってくださ

い。一日に２～３回くらいから始め、

お通じが良くなってきたら調整して下

さい。 

Ｑ：赤ちゃんに飲ませてもよいですか？  

Ａ：離乳食が始まったら離乳食に少しずつ混

ぜてもよいですし、ジュースやミルクに

混ぜてもかまいません。小さじ半分くら

いから始めてください。 

Ｑ：血糖値が高いのですが、いつ摂ったら効果的ですか？ 

Ａ：血糖値の高い方は毎食前２０～３０分前に摂ること

をおすすめします。食前に摂るのを忘れても食事中

や食後でもいいので、必ず摂るようにしましょう。

続けることが肝腎です。 

Ｑ：ロイヤルグリーンシルク１缶でどのくらい持 

         ちますか？ 

Ａ：毎日１スクープ（大さじ１杯）摂ると約 

  １ヶ月です。 

ロイヤルグリーンシルク 


