
スーパーバイオマックスをご

購入毎にペインノーモア２パ

ケット入りを2セットプレゼ

スーパーバイオマックスは筋肉、骨格、関節などの結合組織を補

強する栄養成分を贅沢に配合した画期的な製品です。しなやかな

身体と弾力のあるお肌づくりに大変役立ちます。 

【有効成分】●グルコサミン ●キチンキトサン●コンドロイチン 

●コラーゲン ●オリゴ糖 ●ＭＳＭ 
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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。 
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合成着色料、香料、防腐剤

は一切含まれていません。 

新型コロナウィルスによるパンデミックが始まってから

７か月が過ぎようとしています。マスク、手洗い、ソ-

シャルディスタンスは守らなければなりませんが、 手

を消毒しすぎて荒れていませんか？ 強い石鹸は必要以

上に油分をとってしまいます。お肌にやさしい石鹸に変

えてみてはいかがでしょう。マグナスのオーガニック

ソープは１００％天然で、しかも清掃力のあるお肌に優

しい石鹸です。是非ご利用ください。 

ナチュラル オーガニックソープ  

植物成分から作られた１００％天然のナチュラル石鹸。

お肌に優しいだけでなく、清掃力にも優れ、泡切れも良

く、しかも安心してお使いになれます。それぞれ１個箱

で３種類が素敵なギフトボックスに入っています。勿論

１個でもご購入できます。 

■シトラス・ラベンダー：新陳代謝、リラックス。 

■レモングラス：疲労回復、殺菌、肌をりフレッシュ。 

■タイムガーデン：抗菌、肌荒れ、乾燥を防止。 

■ブラッドオレンジ：抗酸化、シワ予防、リラックス。 

今月マグナス製品を５０ドル

以上ご注文の皆様全員に、無

添加のお肌に優しいオーガ

ニックソープを１個プレゼン

ト！石鹸の種類は色々ありま

すが、どの石鹸がプレゼント

腰痛、膝痛、筋肉痛、

関節痛などの凝りや痛

みにご利用されている

ペインノーモアと併せ

てご利用いただくとさ

らに相乗効果が得られ

ます。S.R.P($30/4oz) 

プレゼント 

■ティトリー シャンプーバー 

頭皮と髪に良いとされるナチュラルオイル

が豊富に配合されている固形シャンプーで

す。髪を健康に保つだけでなく、抜け毛防

止にも役立ちます。 

顔、ボディ用 

頭髪用 

ギフト石鹸セットはシトラス・ラベンダー、レモング

ラス、タイムガーデンの３種類です。在庫数により内

容が変わる場合もございます。 

左からタイムガーデン、シトラ

ス・ラベンダー、レモングラス、

ブラッドオレンジ、タンジェリン 

S.R.P$28(3個入り) 

今月のスペシャル 

S.R.P$10 (１個) 

S.R.P$12(１個） 

スーパーバイオマックス 

S.R.P$100/120caps 

プレゼント 



■ボディソープと固形石鹸の成分が同じだと思われている方がいますが、

違います。固形石鹸の主成分は、脂肪酸ナトリウムで水に溶けやすく低刺

激です。一方液体ボディソープは、脂肪酸カリウムで出来ています。脂肪酸

カリウムは分量が多いと凝固してしまうため、製品の約７割が水や合成界

面活性剤でできています。 近年になり液体ボディソープの需要は若い人

の間で一気に高まりました。これは保湿成分や香料などを配合したり、又使

いやすいという点が理由です。しかし、最近、固形石鹸の良さが見直され、

特に天然石鹸やオーガニックの石鹸が注目されるようになりました。 

 

■ボディソープと固形石鹸では「pＨ値」も異なります。固形石鹸はアルカリ

性ですが、ボディソープは弱酸性です。アルカリ性は、油によく馴染み、油汚

れや皮脂汚れを洗浄する能力に長けています。 それに比べ液体ボディソー

プの洗浄力は低いのですが、保湿作用があるといわれています。しかし、配

合されている合成洗剤が洗浄力を発揮するよう調整されているので、本来

の保湿作用は望めません。肌の上でいつまでも洗浄力を維持するため、洗

いすぎの状態になることもあります。又、合成界面活性剤が肌のバリア層を

壊しやすいので、液体ボディソープの場合は合成界面活性剤を含まないも

のがおすすめです。 購入前に内容成分を確かめるようにしましょう。 

 

 

洗浄力が高いのに肌に優しいという特徴をもつ固形石鹸。一見、矛盾して

いるようにも感じますが、シンプルな固形石鹸は、ムダなものが入っていな

いため肌に優しいのです。固形石鹸でも、特に無添加やオーガニックのも

のがおすすめです。水にすぐ溶けるため、すすぎが楽なことに加え、環境に

もとても良いからです。アルカリ性である固形石鹸で身体を洗うと、私たち

の身体は一時的にアルカリ性に傾きますから、潤いがないように感じ

ますが、時間の経過とともに、弱酸性に戻るよう働くため、肌本来の

能力を高めてくれるとも言われています。無添加の固形石鹸は 

●洗浄力が高い●肌に優しい●肌が活性化され本来の能力を取

り戻す●子供や敏感肌でも使えて安心●すすぎが楽●環境にも優

しいなどの利点があります。 
（参考：石鹸百科｜液体石鹸と固形石鹸とどちらを使えばいいの？） 

 

 

オーガニックの無添加せっけん 

◆石鹸で髪を洗うと聞くとびっくりする方も

いるかもしれませんが、石鹸で髪を洗うと

髪は勿論のこと、頭皮にも大変良いといわ

れています。それは石鹸の持つ特性からきています。 液

体シャンプーは合成洗剤を使っているものが多く、水で

薄まっても界面活性力がいつまでも残るため、成分が残

留しやすく、髪にはよくありません。しかし、天然の固形石

鹸は、水で薄まると簡単に界面活性力を失うため、泡切

れがよく、すすぎやすいのです。これらの理由から石鹸で

洗うのは頭皮や毛穴の健康に良いと言われています。 

◆石鹸で髪を洗うと、すすいているときに髪がきしみます

が、乾くと嘘のようにサラッとします。但し、髪には長年の

液体シャンプーのケミカル材などが残っていますから、こ

れらが取れるまで、すすぎの時の違和感が１週間くらい

続きます。しかし、使い続けるとケミカルがとれて髪が健

康になっていくのがわかります。又、石鹸シャンプーは抜

け毛防止や頭皮の健康にとても良いのです。 

古代ローマ時代、サポー(Sapo)という町の丘で

は、羊を焼いて神に供える風習がありました。

この時、したたり落ちた羊の油脂がアルカリ性

の灰と混ざり合い川に流れました。その川で洗

うと汚れがよく落ちることわかり、その地名の

サポー（Ｓａｐｏ）が英語のソープ（Ｓｏａ

ｐ）、ポルトガル語のサボン（sabao)の語源と

なりました。 

 

日本では、室町時代の末期に鉄砲の伝来と一緒

にポルトガル船によって伝わりました。江戸末

期頃までは、石鹸のことをシャボンと呼んでい

ました。シャボンはポルトガル語の「サボン

sabão」が語源です。大変な貴重品で将軍や大名

だけが手にしました。日本で初めて石鹸が作ら

れたのは明治６年（1873年）です。しかし、庶

民が洗顔や体を洗ったり、洗濯

などに使用するようになるの

は、明治後半になってからのこ

とです。左の写真は明治時代の

「花王石鹸」が赤坂の名芸妓を

起用した洗顔石鹸のポスター。

木箱に３個入って35銭、当時お

米一升の５倍近い価格でした。 

今、 無添加の固形 が注目される！ 

石鹸の歴史 

石鹸シャンプー 

●オーガニックソープ：顔・ボディ 

S.R.P$28（ギフト箱に３個入り） 

S.R.P$10(１個） 

●オーガニック  

  シャンプーバー 

S.R.P$12(１個） 

おすすめ 

液体ボディソープと固形石鹸の違い 

無添加の固形石鹸が注目される 

https://www.live-science.com/honkan/qanda/basic04.html


■皆さん、如何お過ごしですか？ コロナ禍の中、毎日を有意

義に過ごしている人も少なくないと知り、驚いています。しか

しよく考えてみると、そうではなくてはいけませんね。どんな

逆境の時でも、前向きに生きることが大切です。状況を嘆いて

ばかりでは不満が募るだけで、精神的にも決して良くありませ

ん。そうは言うものの、正直なところ、何も気にせず友人達と

レストランで落ち合えた日々が羨まれます。そして私にとって

一番の苦痛は、今までのように気軽に日本に行けないことで

す。しかし、コロナによる入国規制は日本だけに限ったことで

はなく、ほぼ全世界が施行していますので、私と同じ悩みを抱

えている人が地球の至る所に大勢いるという訳です。私も「こ

の今」を何とか有意義に暮らそうと、色々試みています。 

2007年に “THE BUCKET LIST” (邦題：最高の人生の見つけ

方)という、ジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンの

名優二人が共演したアメリカ映画がありました。余命六ヶ月を

宣告された二人の男が、死ぬ前にやり残したことを実現する為

に一緒に冒険に出るという、心温まる物語です。私もこれに見

習い、死ぬまでにやりたいことを思い付くままに書き出してみ

ました。何とまぁ、思っていたよりたくさんあるのに自分でも

ビックリです。これは120歳まで長生きしてもやり遂げられま

せんね(苦笑)。皆さんも是非、やりたいことを全てメモしてみ

て下さい。一日二日では書き終わらないかもしれませんよ。や

りたいことが多いほど、長生きのエネルギーに繋がる気がしま

す。コロナ禍で在宅時間はたっぷりありますから、頻繁にリス

トを眺めてはまた書き加え、更には「やりたい優先順位」まで

付け始めました。子供の頃に戻ったように、ワクワクした気持

ちになれるのがたまりません。長期計画になりそうなものは実

現できる可能性が低いでしょうが、成功を夢見ながら達成まで

の手順を思い描くだけでなかなか楽しいものです。逆に、直ぐ

にでもやれそうなことは、即実行に移すように努めています。

但し、その中には「日常の生活改善」も加えていますので、そ

れはそれで時間が掛かるかもしれません。例えば、家でテレビ

を見たり読書する時はソファーに寝転ばずにきちんと座る、愚

痴や文句を言わない、他人を批判しない…等々、簡単そうで難

しいことです。完璧を目指すとプレッシャーになり逆効果です

ので、神経質にならず、日々「心掛けながら」実践するのみで

す。 

 

■このように、後期高齢者になっても、人生にはまだまだやり

残していることが山ほどあります。そうした様々な事柄を「考

える」のです。考えることができるのは、生き物の中でも人間

だけです。勿論、動物にも考える能力はありますが、極単純な

ものに限られます。もし、私達人間が大切な時間をただボーッ

と無為に過ごしているとすれば、人間に与えられた特権を放棄

していることになり、実に勿体ない話です。また、「余生」

を生きる、という人がいますが、人間の一生の中で「余った

人生」などありません。80歳、90歳、100歳になろうと、「今

この瞬間」が人生の大切な一コマですから、有意義に生きな

ければなりません。歳を重ねる毎に物事に対する「感動」が

減るようですが、それはつまり「心の老化」です。絶対に

「感動する心」を失わないようにしましょう。悪いニュース

ばかりの世の中、感動しようと思ってもその材料が見当たら

ない、という人もいますが、そんなことはありません。感受

性を呼び起こせば良いのです。お世辞嫌いで通っていたナポ

レオンは、部下から「閣下は本当にお世辞が嫌いですね」と

言われ、ニヤッと笑ったという逸話が残っています。「お世

辞(誉め言葉)が嫌い」と言ったのが、実はナポレオンを的確

に褒めた形となり、彼はそれを満足としたのです。探せば

色々感動することがあるという一例です。感動することが多

いと、人間関係も円満になるのではないでしょうか。十人十

色、全ての人と意見が合うのは無理でしょう。しかし、自分

とは馬の合わない人を批判する前に、何か良い点を探し出し

てそれに感動することです。些細なことでも、後で大きな実

を結ぶことはよくあります。そして自分でも、「あぁ～あの

時グチらなくて良かった！」と思ったりするものです。 

 

■人間関係にも健康管理にも忍耐が求められます。何事も直

ぐ諦めず、継続することが肝要です。健康管理に於いては、

自分の生活習慣を良い点も悪い点も自分できちんと把握する

こと、自分のどういうところが悪いのかを自分で理解し、ど

うすれば改善に繋がるかを自分で考えるのです。一度に変革

しようとしても無理ですから、できることから改めるので

す。三日坊主でストップして反省したら、そこからまた始め

ましょう。三歩進んで二歩下がっても、一歩は進んだことに

なりますから、落ち込まずに明るい気持ちで何度も何度も

「三日坊主からの再出発」を止めないのが継続のポイントで

す。 

 

■また、情報過多の現代、健康オタクになりがちな人も少な

くありませんが、健康の基本は単純明快「食事・運動・睡

眠」に他なりません。この基本を無視して薬や健康食品に頼

るのは、本末転倒と言わざるを得ません。この冬は、コロナ

ウイルスとインフルエンザの二重パンデミック“TWINDEMIC” 

に陥るだろうと言われています。私は「食事・運動・睡眠」

を特に徹底させ、《快蘇》《福健》で自己免疫力の強化に努

めています。ウイルスに打ち勝つには、何と言っても体の抵

抗力が物を言います。怖がるだけでなく、予防と自衛に努め

ましょう。備えあれば憂いなし、積極的な体づくりを！ 

鳥 居 欣 一 



●昨年のクリスマスに友達よりマグナスの石鹸をもらいまし

た。私は液体ソープ派なので母にあげたのですが、母があま

りにも良いというので私も使ってみました。洗い上りがさっ

ぱりしているのに、しっとり感もあり香りもいいです。詰め

替えもいらず、環境にもいいので今はすっかり気に入ってい

ます。今年のクリスマスギフトはこの石鹸と決めました。３個でなく２

個入りがあったらいいな！と思っています。K.Sato(Hokkaido) 

 

●生まれて初めて同僚からすすめられて石鹸シャンプーを使い

ました。はじめはびっくりです。すすぎ始めたときに指が通ら

ず、乾いたら櫛が通らないのでは？と不安でいっぱいでした。

ところがドライヤーで乾かすと、櫛もスムーズに通りサラサラ

してます。すすぎに少し苦労しましたが、それも１週間くらいです。２

週間くらい使って気づいたのは白髪は目立たず、抜け毛も減ったという

ことです。傷んだ髪も健康になっていくのがわかります。洗った後も気

持ちよく、液体シャンプーはもう使う気がしません。もちろんコンディ

ショナーもいらず石鹸だけでＯＫです。A.K. (Torrance, CA) 

 

●ペインノーモアを１年近く使用しています。神経痛のためで

す。病院の薬も効かず、ペインノーモアに頼りっばなしなので

すが、先日スーパーバイオマックスの説明書を読み、２カ月ほ

ど試してみましたら本当に良かったです。治ったとは思いませ

んが、とても調子がいいのです。もちろんペインノーモアも

使っていますが、使用回数が減りました。この二つを使うと本当に良い

と思いました。感謝です。K. Shima (Hawaii) 

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 

ご愛用者の声 

●サーモン缶：１缶（14.75オンス） 

●パン粉：１/３カップ 

●ねぎ：２本（みじん切り） 

●セロリのみじん切り：１/４カップ 

●マヨネーズ：１/４カップ 

●卵：１個 

●バター：大さじ4 

●付け合わせ用： 

 サワークリーム、レモン、ディル 

❶：鮭缶の水を切ります。❷：骨と皮を取り除

きます。 ❸：大きなボウルにサーモン、パン

粉、玉ねぎ、セロリ、マヨネーズ、卵を入れて

混ぜ合わせます。❹：③を均等に4つに分けて形

を整えます。❺：大きめのフライパンにバター

を入れ弱火で溶かしたら④を中火で両面がきつ

ね色になるまで焼きます。❺：サワークリー

ム、レモン、ディルを添えてお召し上がりくだ

さい。 


