
$40(SRP) 
30 packets 

●ロイヤルグリーンシル

クは桑の葉、麦の若葉、

明日葉、クロレラ、ビ

フィズス菌、緑茶エキス

をバランスよく配合した

美味しい青汁です。缶と

携帯に便利なスティック

タイプがあります。 
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本格的な夏がやってきました。冷たいものを摂り過ぎると胃腸

に負担をかけてしまいます。胃腸を労わることは免疫力を高め

ることにもつながりますので、特に、夏の食生活には注意しま

しょう。今月スペシャルはお腹の調子を整えるプロバイオフ

ローラです。腸内環境を良くして健康増進を図りましょう。プ

ロバイオフローラとロイヤルグリーンシルクを一緒に摂ると相

乗効果バツグンです。是非お試し下さい。 

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。 

●PROBIO FRORAを１箱ご注

文毎にロイヤルグリーンシル

クスティックタイプを５本プ

レゼント！ 

プロバイオ フローラは1包に、 

なんと１００億以上の乳酸菌！ 

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Ｅ

Ｃ１２、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プロ

バイオティック製品です。食生活の乱れから発生

しやすい悪玉菌に対抗し、キレイな体内環境を強

力にサポートします。 

プロバイオ フローラは美味

しいヨーグルト味の顆粒状

です。どなたでも、又どこ

でも召し上がれます。毎日

のおなかの健康に是非お役

立て下さい。 

 

 

$45(SRP) 
180g 

$40(SRP) 
30 packets 

●PROBIO FRORAを５箱

ご注文するとさらに１箱と

ロイヤルグリーンシルクス

ティックタイプを５本プレ

ゼント！ 

●ロイヤルグリーンシルクとプロバイ

オフローラの相性は大変良く、一緒に

摂ることで、相乗効果がグーンとアッ

プします。 

プロバイオ フローラ 



●「腸年齢」という言葉を聞いたこと

はありますか? 腸も年齢と共に老化し

ていきます。でも、腸年齢が若いかど

うか…そのカギをにぎっているのは、

乳酸菌などの腸にすみついている腸内

細菌です。 

●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。 

 

 

 

 

 

●善玉菌が減って悪玉菌が増えると、

体にはさまざまな異変が起こります。

例えば下痢と便秘をくりかえす過敏性

腸症候群もそのひとつで、ストレスを

感じやすい人によくみられます。免疫

力も低下するため、疲れやすくなった

り、病気にもかかりやすくなります。

ですから、腸内環境を整えることは、

とても大切なのです。それには善玉菌

を積極的に増やすことです。日頃の食

生活を見直し、ストレスを軽減するよ

うに努めましょう。 

プロバイオティクスとは腸内フローラ(腸内細菌叢)のバランスを調整し、

人体に有益な働きをしてくれる微生物のことです。乳酸菌やビフィズス菌

もプロバイオティクスの一種です。プロバイオティクスとして認められて

いる微生物には色々な種類があり、働きも異なります。人体には副作用や

耐性菌のリスクもなく、安全に健康促進を図る

ことが可能なため、近年になりプロバイオティ

クス製品が一躍注目されるようになりました。  

  乳酸菌  ビフィズス菌 

腸の若さは腸内細菌で決まる 

毎日、口に入れる飲食物やには多くの細菌やウイルスが含まれており、

それらの有害物質が最も侵入しやすいと言われているのが腸の粘膜で

す。正常な人でも毎日3,000～4,000個発生するといわれているガン細

胞が生じる場所も、ほとんどが腸内の粘膜といわれています。そのよう

な病原菌や有害菌などの外敵を素早く感知して攻撃し、排除するために

は、免疫細胞が24時間365日働き、常に腸を守り続けなければなりませ

ん。腸は人体で最大の免疫器官なのです。 

なぜ腸管に多くの免疫システムが集まるのか？ 

プロバイオティック製品 

プロバイオフローラは腸の健康をサ

ポートする美味しいプロバイオ

ティックサプリメントです。御家族

の健康に是非お役立てください。 

腸内フローラ(腸内細菌叢） 

私たちの腸内にはたくさんの細菌がすみついていま

す。この腸内にすんでいる細菌は腸内菌といい、そ

の数は100種類以上、個数は約100兆個にもなりま

す。特に回腸（小腸の終わり）から大腸にかけて、

これら多種多様な腸内菌が種類ごとにグループをつ

くり、びっしりと腸内に生息しています。この様相

は、まるで植物が種類ごとにまとまっている花畑の

様子に似ているため「腸内フローラ」（腸内細菌叢）と呼ばれていま

期待される『プロバイオティクス』の効果 

●乳糖の消化性を高める ●消化管の運動性を高める ●腸内細菌叢に良い影

響を与える ●腸内感染を防ぐ ●免疫の働きを高める ●癌を予防する●ア

レルギー発症を予防する ●炎症性腸疾患を予防する ●動脈硬化を予防する

などが挙げられます。これらの効果は、免疫器官である腸管免疫と深い関

係があり、自然免疫と獲得免疫の両機能に影響を及ぼしている事が、最近

の研究によって明らかになって来ました。  

  

腸内フローラのバランスが崩れて、悪玉菌が多くなると… 

■有害な菌が増殖し、感染症を引き起こす。■腸内で有毒なガスが

発生し、おならや便が臭くなる ■発生した有毒なガスが血液中に

運ばれ、全身に広がり便秘や下痢を起こす。 

悪玉菌が増える主な原因は… 

■食生活の乱れ ■加齢 ■ストレスなど 

http://cremoris.fujicco.co.jp/lact_bifidus/


■夏真っ盛りですが、コロナウイルス感染者数は相変わら

ず減っておりません。アメリカに住む私の身近な人達も犠

牲となっています。もうコロナ禍の話題は避けようと思っ

ても避けられません。どうか、我が身を守る為に万全の注

意を払って下さい。三密(密閉・密集・密接)を避け、手洗

いとウガイを入念に行ないましょう。そして、睡眠不足に

ならないようにしましょう。睡眠不足は免疫力を落としま

す。特に、持病のある方は、感染しないように重々に気を

付けて下さい。コロナウイルスとの闘いには、体力だけで

なく知力も必要だと考えます。ワクチンや治療薬の早期開

発が望まれますが、それに頼るより、先ず自分の身体を万

全にすることの方が先決です。 

コロナ禍はどうも長期戦になりそうです。人類が今の生

き方を見つめ直さない限り、第二、第三のコロナ禍が襲っ

て来ると思います。率直に言って、アメリカの功利主義

(実用主義)はもう限界に来ているということです。文明の

追求より、文化の構築を考える時期に来ていると思ってい

ます。文明とは目先のことを追いかけることで、これを文

化とは呼びません。確かに、文明の発達で私達の生活は大

変便利で快適になりました。しかしその反面、弊害もたく

さん起きています。自然と調和せず、破壊し続けるのは人

類だけです。この辺りで、自然との共生を考えようではあ

りませんか！ 

 

■既にもう始まっていますが、現在新興国と呼ばれる国々

が先進国同様の生活をするようになったら、最初に起こる

のは食料問題です。続いて飲料水や燃料など、次々と問題

が発生して来るでしょう。貧富の差は今以上に広がり、社

会は不安定になるばかりです。世界の大富豪達が「我々に

もっと税金を払わせて」という声明を出したと、テレビの

ニュースで報道していました。多分これは半分本音であ

り、半分はゼスチャー、と番組内で言われていましたが、

少しは「他人を思いやる気持ち」を持って生きる時代にな

りつつある…のかもしれません。地球の存続を願うなら、

そうならざるを得ません。 

 

■人工知能 (AI) の発達により、産業界は一変しました。

余剰人材は軒並み首を切られ、失業者は年々増える一方で

す。社会福祉だけではもう全てを賄いきれず、どん底に落

ち込むのも間近です。前述のアメリカの功利主義(実用主

義)が世界に蔓延した結果としか言いようがありません。

直ぐにでも地球規模で対策を練らないと、世界各地で戦

争が始まること必至です。核戦争とまではいかないまで

も、紛争は避けられないでしょう。 

 

■「国の敵は国民」と言う言葉があります。国よりも、

自分に不利なことは一切妥協しない人達がそうです。健

全な国家を作るには、自分の身は自分で守る気概が国民

一人一人に求められます。コロナウイルスの感染から守

る為に、アメリカも殆どの都市でマスクの着用が義務付

けられています。欧米諸国はアジア諸国と違い、マスク

着用の習慣が基本的にありません。色んな理由から、マ

スク反対派も未だに少なからず存在します。しかし、以

前と比べるとかなりの割合で浸透してきました。始めは

少々戸惑っていたアメリカ人も、今では当たり前のよう

にマスクを着用しています。ウイルスから自分の身を守

るばかりでなく、相手にもウイルスを移さないという、

「他人を思いやる」気持ちの表われです。この気持ち

が、マスク着用だけに限らず、人々の様々な行動に表わ

れるようになれば、社会は必ず良くなると確信していま

す。 

 

■来たる８月２３日はマグナスの創立記念日です。早い

もので、今年はもう４２周年目です。長年ご愛顧頂いて

いる皆様に、心より感謝申し上げます。多くの大手企業

が市場を総ナメする中、マグナス製品をずっと変わらず

ご支援下さり、本当に有り難く思っています。それだけ

に、常により良い製品を皆様にお届けすることが私ども

の務めだと考えております。どんな些細なことでも構い

ません。ご質問やご要望等がございましたら、当社ス

タッフにお気軽にお問合せ下さい。健康は人間にとって

最大の財産であり、幸せをもたらす原点です。先ずは自

分の生活習慣を把握し、悪い点を見付けたらその都度正

すように努めましょう。マグナスの健康カレンダーをご

利用下さい。不調は必ず改善されていく筈です。マグナ

スニュースにも毎月書いていますが、食事・運動・睡

眠、そして、肯定的な生き方が健康維持の基本です。勿

論人間ですから、３６５日優等生で過ごせる人は居ない

でしょう。しかし、ある程度この基本がしっかりしてい

れば、健康食品も体内で有効に力を発揮し、より一層真

の健康を得られ筈です。 

 

健康改善と維持は毎日の積み重ねで

す。元気に夏を乗り切りましょう。

暑い日もマスクはお忘れなく！ 

 

鳥 居 欣 一 



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 

= 材 料 ＝ 

● カリフラワー、インゲン、ニンジン、キュウリ、赤

ピーマン、又はスイートオニオン、ハラペーニョを好み

で１ボンドになるように組み合わる。 

●新鮮なディル：小枝３本 

●セロリシード：小さじ１/２ 

●コリアンダーシード：小さじ１/２ 

●マスタードシード：小さじ１/２ 

●黒胡椒シード：小さじ１/２ 

●水：２カップ ●塩大さじ１ 

●にんにく：４片（皮をむき、丸ごと） 

●ホワイトビネガー（５％酸性度）：１カップ 

●グラニュー糖：１/８カップ  

= 作 り 方 ＝ 

❶ 野菜を全て食べやすい大きさに切って混ぜます。❷ ガラ

ス瓶にディルの小枝を置き、➀の野菜を入れ、ハラペーニョ

を最後に入れます。但し、辛いものが嫌いな方は入れないで

ください。野菜の上に●印の種を置きます。❸ 中型の鍋に

水をいれ沸騰したら火を弱めてニンニクを入れ５分してか

ら、酢、砂糖、塩を加え、再び沸騰させます。砂糖と塩が溶

けたらよくかき混ぜて火から下ろします。❹ 熱いうちにガ

ラス瓶に入れ、冷めてから蓋をして冷蔵します。一晩で味が

染みて美味しくなり、２〜３か月は保存できます。 

マスクは他人を気遣うこと！ 
イタリアン・ベジタブ

ル  マスクを着用することは自分を守るだけでな

く、私たちの周りの人々を守ります。 

【ケース❶】 

ある男性が中国からトロントに飛行機で行き到着後の

COVID-19の検査で陽性でした。彼は飛行機の中で乾いた

咳をしていましたが、マスクを着用していました。機内

で彼の周りにいた２５人もCOVID-19の検査をしました

が、全員陰性でした。 

【ケース❷】 

５月下旬にミズーリ州の２人のヘアスタイリストは自分

たちが陽性だとは知らずに、１４０人のお客様と接触し

ました。ヘアスタイリストもお客様も両方がマスクを着

用していました。１４０人のお客様全員が検査をしまし

たが陽性反応は誰もいませんでした。 

【マスクの種類】 

色々なマスクがありますが、重要な事は快適さかもしれ

ません。医療用のマスクは確かに完璧かもしれません

が、決して快適ではありません。長時間つけていても苦

にならないマスクが良いと思います。マスクの着用が他

人を気遣うことであるように、様々な行動でも「人を気

遣う」が行われれば、社会は確実に良くなることでしょ

う。皆さん、外に出るときはマスクを忘れずに！ 


