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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: info@magnususa.com 
www.magnusamerica.com 

 

●ミネラルウォーター 

お水に２～３滴混ぜるだけで最高品質の 

ミネラルウォターになります。 

●食 卓 

お醤油や出し汁、麺つゆなどに加えると美味し

さが増し、まろやかな味になります。味噌汁や

鍋物などにも使えます。ご飯を炊く時（１カッ

プに１～２滴）に入れるとご飯がおいしく炊け

ます｡ 

●入浴・洗髪 

洗髪時にシャンプーやリンスに1～２滴加える

だけで、抜け毛予防や艶のある美しい髪に。

又、お風呂に入れるとミネラル温泉になり、体

が芯から温まります。 

●虫刺され、痒みに 

アルカミネラルを水で薄めて、湿疹や痒いとこ

ろにスプレーすると、痒みが緩和されます。 

●植 物 

プラントや草花に水をあげる時、コップ１杯の

水に１～２滴混ぜるだけで花も葉もイキイキと

長持ちします。 

ニューアルカミネラル

を２本ご注文ごとに携

帯 用 ア ル カミネラル

（Ｓ）をプレゼント！ 

スーパーガーリックプ

ラスをご注文毎に携帯

に便利なアルカミネラ

ル（Ｓ）をプレゼント！ 

一日に摂取する目安は４０滴まで。一度に摂ら

ずに数回に分けてお摂り下さい。たくさん摂る

と軟便になることがあります。  

色々な用途でお使い下さい！ 

S.R.P $18 / 2Fl 

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。疲

労回復、血行促進にお役

にたちます。 

＝ SUPER GARLIC  PLUS ＝ $40 SRP /60 caps 

 夏バテ予防、暑い日の体力回復に！ 

$40 SRP /60 caps 

今月のスペシャル 

 COVID-19のため郵便事情が悪く、通常より時間がかかることが多々ありますの

でご了承願います。10日以上たってもご注文品が届かない場合はご連絡くださ

新型コロナウィルスが未だ収束せず、自分の健康は自分で守

るというのが当たり前になりました。バランスの良い食事、

適度な運動、そして睡眠をしっかりとって健康な毎日をお過

ごしください。今月のスペシャルは『アルカミネラル』と

『スーパーガーリックプラス』です。どちらを購入されても

携帯に便利なアルカミネラル（Ｓ）がもらえます！ぜひご利

用ください。 

プレゼント！ 

プレゼント！ 
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アルカミネラルは７２種類の天然ミネラ

ルがバランスよく濃縮された液体状の天

然ミネラル食品です。 

人間の体を構成しているのは筋肉や脂肪、骨などですが、これらの組織は栄

養素によって構成されています。栄養素とは、食品に含まれる人間の体に必要

不可欠な成分である、炭水化物、タンパク質、脂質の３大栄養素にビタミン・ミ

ネラルを加えた５大栄養素のことを言います。３代栄養素は体内でエネルギー

源やからだの組織をつくる働きをし、ビタミン・ミネラルは体の調子を整える働き

をします。 人は、生命活動を維持するために、これらの栄養素を食品から摂り

続けなければなりません。中でもミネラルは微量であっても、とても重要な役割

をしています。 

●イオン化ミネラル 

人間の体内では絶えずイオン化されたミネラルが何兆

ものマイクロ電流を発しています｡もしこの電流がな

ければ脳の機能も停止し、細胞への浸透や交換もあり

ません。それほどイオン化されたミネラルは重要なの

です｡ 通常、食べ物は胃酸でイオン化され腸内で腸

内腔より吸収されます｡ しかし、消化酵素の不足や

消化器系に問題がある場合はイオン化されにくく、ミ

ネラルは充分に吸収されません。 

●ミネラルの一つマグネシウムの働き 

マグネシウムは補酵素として３００種類以上の酵素の働きを助けてい

ています。又、エネルギー産生機構に深く関わっており、栄養素の合

成、分解過程の他、神経伝達などにも関与しています。その他、カル

シウムと拮抗して筋収縮の制御、血管を拡張させて血圧を下げる、血

小板の凝縮を抑え血栓を作りにくくする作用もあります。 

●ミネラルの役割 

ミネラルは水や土壌などに存在する無機質で、動物や植物、人間は作り出すこ

とは出来ません。動物や植物が水や土壌からミネラルを取り込み、それを人間

が食して体内にミネラルを摂り入れなくてはなりません。しかし、現代は農薬

や汚染された土壌が多く、植物が充分にミネラルを取り込むことができず、問

題となっています。ミネラルの主な役割は骨・歯など体の構成成分になった

り、体の調子を整える働きです。不足すると、鉄欠

乏性貧血、ヨウ素不足による甲状腺腫などの欠乏症

を起こします。また、カルシウム不足で骨粗鬆症に

なるなど、さまざまな症状が発生します。しかし、

偏って取り過ぎると、過剰症を引き起こしますの

で、バランスよくとることが大切です。 

    ＝イオン化ミネラルの働き＝ 

● 健康を保つための電流をコントロールする。 

● 多くの栄養素を活性化する。 

● 酵素、ホルモンなどの基本原料となる。 

● 体液や液の圧力、ＰＨのバランスを整える。 

肌の新陳代謝 

基礎代謝促進 

タンパク質の合成  

抗 酸 化 作

血液中の酸素運版 

骨や歯を形成 

体内の水分調整 

血圧調整 

体温調整 

神経機能の維持 

●体内でのミネラルバランスが大切 

体内でミネラルのバランスが整っていない

と、化学反応や電気の交流などが正常に行わ

れません。血液には鉄分、筋肉にはヨウ素、

骨にはカルシウムが必要であ

るように、数々のミネラルが

体のバランスを整えるために

欠かせません｡  

Alka Mineral 

ミネラル 

Hg  Au Ti  

【 特 徴 】 

■吸収されやすく、体内で有効に働く｡  

■イオン化された理想的なミネラル食品。 

■塩分が少なくマグネシウムなどのミネラルが７２種類

以上も含有。 

■天然ならではのミネラルバランス｡しかも毒性がない 

■料理をはじめ、様々な用途に使用できる 

■濃縮濃度が高く、不純物など一切含まないため雑菌や

細菌に犯されることもない。 

S.R.P $18 / 2Fl 

たんぱく質 脂 質 

ビタミン 

ミネラル 
(無機質） 

炭 水 

化 物 

５大 

栄養素 
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■猛暑、山火事、ハリケーンはアメリカに於いてほぼ毎夏

の惨事ですが、今年はそれにコロナ禍が加わり、最悪の夏に

なりました。皆様、如何お過ごしでしょうか？ ここロサン

ゼルス郡では、公共施設やレストランなど、相変わらず規制

が続いています。世界的専門家にとってもまだまだ未知の部

分が多いと言われる新型コロナウイルス、その発生メカニズ

ムの解明、そして決定的な予防と治療対策の発表が待ち望ま

れます。 

■先月、マグナスはお蔭様で創業満４２周年を迎えました。

これもひとえに皆様のご愛顧の賜物と心より感謝申し上げま

す。マグナスは、製品を売ることよりも人々に健康になって

もらうこと、つまり健康法を理解してもらうことを創業以来

の第一義として貫いてきました。人間は「もの」を食べて生

命を維持しています。体に必要な食物をバランス良く食べる

ことがその基本です。体を造るタンパク質(肉、魚、大豆な

ど)、エネルギーを造る糖質(米、パン、麺類など)、脂質(オ

イル、バター、肉魚の脂身など)の三大栄養素に、これらを

円滑にするビタミンとミネラル(野菜、果物など)の微量元素

を加えたものを五大栄養素と呼びます。この生命維持に不可

欠な栄養素を全て日々の食事から摂取し、規則正しい生活を

していれば、健康食品も医者もそう必要ないでしょうが、人

間とは最も知的な動物であると同時に、最も惰性的動物でも

あります。常に楽な方、楽な方へと流される傾向があり、言

い換えればそれは不健康への一途です。そして体に不調が出

ると、医者に掛かったり健康食品を求めたりしますが、それ

以前に、健康とは何か、健康を維持するにはどうしたら良い

か、を知ることが先決です。 

■マグナスは、「朝気持ち良く目覚め、美味しく朝食が食

べられる」ことを「健康状態を知る第一歩」と定義していま

す。一週間の内に何日そういう日があったか、一ヶ月では、

一年では…？ マグナスが無料配布している「健康カレン

ダー」を日々活用しましょう。あなたの健康維持に必ず役立

ちます。また、朝食はただ何か食べればいいというものでは

ありません。朝食だけでなく、昼食も夕食も、その食事の内

容がとても大切です。加工食品は避け、新鮮で質の良い食材

を用いて出来る限り「手作り」に励みましょう。”You Are 

What You Eat” と言うように、あなたはあなたが食べたも

ので出来ているのです。フランスの美食家ブリヤ・サヴァ

ランは、「どんなものを食べているか言ってみたまえ。君

がどんな人であるか言い当ててみせよう。」と言っていま

す。食事は性格にも影響するのです。また、同氏は、「国

民の盛衰はその食べ方いかんによる。」とも言っていま

す。食イコール命です。決して疎かにしてはいけません。 

食事、続いて大切なのが運動、そして睡眠です。プラ

ス、精神状態のチェックも重要です。心の健康は体の健康

に大きく影響します。「病は気から」とは本当によく言っ

たものです。更に、「気」と並んで大切なのが「賢さ」で

す。実に情報過多の現代、曖昧な情報に流されないように

気を付けましょう。決して健康オタクになってはいけませ

ん。間違った情報を鵜呑みにして健康を害する人も少なく

ありません。 

■マグナスのモットー「自分の健康は自分で創る」―

「創る」という言葉に注目して下さい。「創る」は英語で

「CREATE」です。得た知識をただ実践するのではなく、

得た知識を元に自分なりの健康法を編み出すことが重要で

す。現代人は知識はあっても、創造力に欠ける気がしま

す。私は、自分の健康を「創る」為に、自分が食べた食事

で何が足りなかったか、また、何が過剰だったかを必ず振

り返るように心掛けています(前日に食べた物を思い出す

ことで頭の体操にもなりますね)。その上で、健康食品の

内容や摂取量を調節します。血液が汚れる食事を多く取り

過ぎたかな…と思う時は《快蘇》(霊芝・アガリクス・フ

コイダン) と《ギンコ CoQ10 マックス》(銀杏緑葉エキ

ス・CoQ10)を、お酒を飲み過ぎたかな…と思う時は《福

健》(椎茸菌糸体) と《スポリキ》(スッポン全体食カプセ

ル)を通常より多目に摂るようにしています。三度の食事

には人一倍気を付けている私ですが、①血液の浄化、②新

陳代謝促進、③免疫力の増強を健康食品で補うと、正に鬼

に金棒です。皆さんも、日頃の生活習慣をちょっと振り

返ってみて下さい。気付いた悪い点を一つ改善するだけで

も健康度はアップします。 

 皆様どうぞお元気で、コロナに負けず、 食

欲の秋、読書の秋を満喫なさって下さい。 

鳥 居 欣 一 
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❶オーブンを３５０度Ｆ（１７５度C）に予熱します。 

❷マフィン用の型（１２個用）にペーパーライナーを並

べます。❸ボウルにアーモンドミールとバターを入れて

混ぜます。 ❹ペーパーライナーの底にスプーンで③を入

れて押し、平らなにします。 ❺④を７分間焼き、オーブ

ンから取り出します。 

❻ボールにクリームチーズ、卵、甘味料、バニラエッセ

ンスを混ぜて、電動ミキサー（中）で滑らかになるまで

ミックスします。 ❼⑤のクラストの上にスプーンで⑥を

入れて、予熱したオーブンで１５〜１７分間焼きます。

❽オーブンから出して室温で冷ましたら冷蔵庫で８時間

ご愛用者の声 

●アーモンドミール：１/２カップ 

●溶かしバター：１/４カップ 

●パッケージクリームチーズ： 

 ２個（８oz) 

●大きな卵:２個 

●甘味料（スクラロース 

 又はスプレンダ）：３/４カップ 

●バニラエッセンス：小さじ１ 

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 

●私はアルカミネラルをご飯を炊くときに入れ

ています。以前は玄米を食べていたのですが、

主人が白米に変えてほしいというので…。ただ

白米は栄養がないのでそこが問題でしたが、ご飯を炊

くときにアルカミネラルを入れて、ミネラルご飯にし

てみました。白米が健康ご飯になり、味も

美味しくて大満足です。K.S IL 

●アルカミネラルは我が家の調味料的存在

です。スープや煮物にも使っています。ほ

んの数的足すだけで、まろやかにおいしくなり、ミネ

ラルも補給できるので、まさに一石二鳥で助かってい

ます。T.M HI 

●私はどうも野菜が苦手で、友達にロイヤルグリーン

シルクをすすめられました。青汁という感じがなく、

これなら続けられると思い毎朝とっています。お蔭で

便秘も解消しました。今はこれにアルカミネラルを入

れて毎日とっています。私が

唯一続けられている健康食品

です。E. K CA 

キト チーズケーキカッ


