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今月よりマグナスオリジナル「健康

になるカレンダー202１」を皆様にプレ

ゼント！〇△×をつけるだけで健康管理

ができ、しかも健康情報も満載です。お

友達にも差し上げますのでマグナスまで

ご連絡下さい。ご注文品と一緒にお送り

いたします。 
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健康になるカレンダー2021 

天然オーガニックソープ スペシャ

植物成分から作られた１００％天然のナチュラル石鹸。お

肌に優しく、安心してお使いになれます。 

■シトラス・ラベンダー：新陳代謝を高め、リラックス。 

■レモングラスティー：疲労回復、リフレッシュ。 

■タイムガーデン：肌荒れや乾燥防止。 

■ブラッドオレンジ：抗酸化、リラックス。 

 

●固形シャンプーと天然

ソープの2個セットは11

月12月だけの特別価格！ 

●「福健」は自然治癒力を高めるということで注目を浴

び、４０年もの長きに渡り、多くの皆様に御愛用いただ

いております。●「快蘇」はアガリクスを主体としたキ

ノコ類にフコイダンを加えた、免疫機構の強化を目的と

した製品です。「福健」も「快蘇」も１箱で約２か月

分、飲みやすい小さめの粒です。『備えあれば憂いな

し』、ウィルス対策に是非お役立てください。 

●「快蘇」又は「福健」をご購入毎に「ビタミンＣ（ロー

ズヒップ/100粒）」をプレゼント！  

●「快蘇」と「福健」をミックスで５個まとめてご購入さ

れ ると、さらに「福健」を１個と「ビタミンＣ」を１

個プレゼント！ 

オーガニック シャンプーセッ

●ソープ2個セットは11月

12月だけの特別価格！ 

天然ソープとオーガニック ハンドサニタイ

ザーのセットは11月12月だけの特別価格！ 

●固形シャンプー1個と天然

ソープ2個のギフトセット！ 

免疫アップにはこれ！ 

天然ソープとハンドサニタイ

●天然ソープ３個のギフ

トセット！ 

クリスマス 
ギフトに最高！ 
喜ばれること 

間違いなし！ 

SRP$160/ 240 tabs SRP$150/ 330 tabs 



 風 邪 インフルエンザ 新型コロナ 

 ●咳、くしゃみ、鼻水、のどの痛み、痰など

の症状がゆっくりでる。 

●37度台の微熱で済むことも多い。発

熱しても3日以上続かない。  

●悪寒、だるさ、頭痛、関節痛、筋肉

痛など全身症状が急激にでる。 咳、

鼻水などはその後。 

●３８℃以上の高熱。 

●発熱、強い倦怠感、空咳息苦しさが特徴。 

又、味覚や臭いが感じられないこともある。 

●３８℃以上の高熱。 

 ●平均して2～5日程度  

●無症状の時の感染力は非常に弱い。

潜伏期間中に免疫力を上げてウイルス

を増殖させなければ症状は出ない。 

●1～2日  

●感染した日から感染力をもつが、

無症状ではウイルス量は少ない。発

症２⽇目になるとウイルス量が増加。 

●1～14日間 

●無症状でも感染⼒が強い。 

発症する２日前から発症後7～10日間程度

が感染可能期間。ウイルス量は発症直前に

最⼤量となり、感染性が強くなる。   

 ●風邪のウィルスは200種類以上ある

ため、治療薬はない。自然治癒のみ。 

●体を温め、十分な睡眠と水分補給。 

●市販の風邪薬は解熱や鼻水を止める

などの対処療法のみ。 

●ワクチンは無い。 

●症状が出たら早めに医師の診察を

受ける。 

●抗インフルエンザ薬を使用。 

 
 

●ワクチンはあるが有効性は異なる。 

●感染の疑いがあればＰＣＲ検査を受ける。

陽性で症状が軽い場合は自己隔離を行い 

医療機関へ連絡、指示を待つ。 

●確率された治療法はない。 多くの薬剤が

臨床治験中。  

●ワクチンは（10月現在）、研究、開発中。 

 ●くしゃみ、咳、つばなどの飛沫と一緒に

ウイルスが放出。そのウイルスを口や鼻

から吸い込み感染 。 

●くしゃみ、咳、つばなどの飛沫と一

緒にウイルスが放出。そのウイルスを

口や鼻から吸い込み感染。 

●くしゃみや咳、つばなどの飛沫と一緒にウイ

ルスが放出。 そのウイルスを口や鼻から吸

い込み感染。 ●感染者の飛沫が付着した

ドアノブ、手すりなどの物に触れた手や

指で口や鼻に触る。 

 ●免疫力を高める。 ●食生活改善、適

度な運動、良い睡眠。 ●サプリメントを

上手に活用する。 

●免疫力を高める。 

●ワクチンを接種（但し、100％効くと

は限らない） 

●免疫力を高める。 

●マスク、手洗い、うがい。三蜜（密集、密接、

密閉）を避ける。 

 風邪はこじらせると肺炎などを誘発する

ので、かかった時点で体を休めて治す。 

 

感染を周囲に拡散させないよう、最

低5日間は自宅療養。 

無症状でも周囲へ感染させるリスクが高い

ため、常に三密を避け、マスクを着用。 

■KAISO 快蘇 SRP$160/ 240 tabs 

姫マツタケ、サンゴヤマブシ茸、タモギ茸、

霊芝、冬虫夏草、蝦夷ウコギス、海藻濃縮エ

キス（フコイダン）、植物性ナノ型乳酸菌５

００億、ビタミンＢ群、葉酸を配合。 

■FUKKEN 福健  
$SRP$150 / 330 tabs 

椎茸の傘の部分よりも何十倍も強

いパワーがある椎茸の菌糸体のみ

を１００％抽出。  

参考：https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/symptom/01_kaze/  

https://www.clinicfor.life/articles/d-010/ 

冬はウィルスにとって絶好の環境。空気が乾燥するとウイルスが空気中に浮遊して伝播しやすくなり、感染

力が強くなります。 風邪、インフルエンザ、新型コロナはどれもウィルスの仕業です。それぞれ違いを下にま

とめましたが、自己判断に頼らず症状がある場合は医師にご相談ください。 

 風邪
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https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/symptom/01_kaze/


■秋も深まり、紅葉も一段と美しさを増してきました。しかし、

コロナ禍は相変わらずで収束しそうにもありません。夏の猛

暑で食欲が減退し、体力も弱ってきたところに睡眠不足が

加わると体力はますます減退します。体力をつけるには免疫

力を高めることです。免疫力を高めるには「充分な睡眠」が

とても重要です。秋の夜長を楽しく過ごすことは良いことで

すが、夜更かしのし過ぎで睡眠不足にならないようにしてく

ださい。 

■秋といえば、「食欲の秋」。私のおすすめは

鍋料理です。野菜、海藻、キノコ、蒟蒻、豆

腐、肉、魚など、全ての栄養素を一度にとれ

るだけでなく、色々な具を入れて楽しむこと

が出来ます。又、材料を用意するのも簡単なのが良いです

ね。体も温まります。きっと心も温まりますよ。体温が低いと免

疫力は低下しますから、これからの時期に鍋料理はピッタリ

です。 

 ■ところで皆さん、日本と欧米のコロナウイルスの感染者数

を知っていますか？ フランスも又コロナ禍が再燃して一日3

万名も感染者でています。アメリカも連日５万名を超えてい

ます。その割に、日本、韓国、ベトナム、タイなどは、欧米の何

十分の一の感染者数です。不思議ですね。これには諸説が

あり、東洋人の方がインフルエンザに強い遺伝子を持ってい

るとか、マスクをつける習慣があるとか、衛生観念があると

かなどです。いずれにせよ、自衛することが最大の防御で

す。 自衛するということは抵抗力をつけることです。抵抗力

は生活習慣から作られます。無理せず疲れたときは体を休

めること！人間の体は本当によくできていて、寝ている間に細

胞が修復されます。修復はあなたが寝静まった頃から始まり

ますから、その日のうちに寝るのが得策です。夜更かしを続

けるということは、抵抗力を弱くしているということです。理想

を言えば、温めのお風呂にゆっくり浸ってから就寝すること

（米国では少し難しいですが…）。なぜ、ぬるま湯かという

と、昼間は交感神経が働いていますから興奮状態ですが、

ぬるま湯はその興奮を収め、良質な睡眠を誘うからです。 

■人間の持つ回復力には凄いパワーがあります。にも拘ら

ず、そのパワーを徒に削ぐような生活習慣は寿命を縮めてい

るのと同じです。私の健康のバロメーターは朝の目覚めに始

まります。目が覚めて、朝食が楽しみな日は「調子」の良い

日です。朝食を摂りたくないような朝は、前日またはそれ以

前に寝不足、食べ過ぎ、ストレス、運動

不足など、何か必ず原因があります。そ

の原因を正すことをすれば、きっと翌日

は朝食が美味しく食べられるはずで

す。私は和食党です。こんな素晴らしい食事はありません。

なぜ和食か？ それは私の祖先が食べてきた食事だからで

す。自然医学の世界に、「身土不二」「一物全体」という言

葉があります。自分の生まれた土地で採れた食物が体に良

いこと、そして食物全体を食べられる食材が体に良いという

ことを表した言葉です。例えば、バナナよりリンゴ、ミカンの

ほうが日本人には合います。これが「身土不二」です。そし

て、マグロの刺身よりイワシを頭から尾まで全部を食べたほ

うが栄養的に優れている。これは「一物全体」です。つまり、

私の祖先は日本人ですから、異国にいても祖先の食べてい

たものが体に合うということになります。 

■皆さん、コロナ禍で在宅時間も多いはずですから、あなた

の食生活の記録を一週間でもよいのでつけてみてはいか

がですか？食歴であなたの健康度が占えますから、意外と

ためになります。私は、食歴と「健康になるカレンダー」を毎

日つけています。そして、コロナ禍で時間ができたので、今ま

で考えもしなかった支出（何にいくら使ったか）を記録して

います。無駄遣いの好きな私なのですが、外出を控えている

せいか、驚いたことに非常に支出が少ない！ では、ＴＶ

ショッピングや、通販、ネットショッピングはというと機械（パ

ソコン）音痴なので勿論支出ゼロ。しかし、不自由ではあり

ません。今までどれほど無駄遣いをしていたのかを痛感まし

た。毎月、日本へ行ってはどさっと買っていた本も、帰国して

いないので支出ゼロ。新刊を購入しなくとも積読していた本

を読むとか、再読するだけで充分だということが判明。この

ことだけはコロナ禍様様と言えるかもしれません。 

  でも、たまには、家族や友人とレストランや旅行に行きたい

ですね。人間は人と交わりあってこそ幸せを感ずる生き物で

あると痛感しています。もし、孤島でたった一人で過ごすとな

れば、余程強靭な精神力がないと生きていけないでしょう。

皆さん、人間関係を大切にしましょう。それには常に「相手

の気持ちを思いやる心」を持つことです。「心からあなたの

ことを思っている人」が何人いますか？ 思い浮かべてみてく

ださい。あなた自身が「相手の気持ちを思いやる心」を強く

持てば持つほど、「心からあなたのことを思っている人」を

たくさん思い浮かべることができるでしょう。    

        では、良い感謝祭をお迎えください。 

鳥 居 欣 一 

健康になるカレンダー2021 



●福健で風邪知らず 

「福健」を摂り出してからもう２０年近く経ちます。はじめは

病弱だった母が知人からもらって摂り始め、当時１０歳だった

私も健康のためにと一日３粒くらい摂っていたと思います。母

は自分の体調がよくなったのと、私が風邪を全然ひか

ないことに気が付き、それ以来「福健」は必ず我が家

の食卓に置いてありました。風邪かな？と思ったとき

は通常より多く摂ったので大事に至ることはありませ

んでした。母は今年７４歳、私は３２歳です。毎日５

粒を朝食時に必ず摂っています。お蔭で風邪もひか

ず、健康を維持でき本当に感謝です。 

Y. Kawakami  (Japan) 

●快蘇に感謝 

父は貧血がひどくなり病院で検査をしたら癌でした。医者から

は化学療法以外にないといわれて始めたのですが、すっかり弱

くなり、それで免疫力を高めると聞いていた「快蘇」を摂りだ

したのです。すると徐々に体力がつき、車の運転もできるほど

になりました。すると医者から体力がついたので２回目の化学

療法を始めると言われて入院したのですが、又化学療法で体力

も気力もなくなり、「快蘇」の粒も飲み込めなくな

りました。諦められない私は快蘇を砕いて飲ませて

います。化学療法よりも人が持ってる自然治癒力の

方が高いとつくづく思いました。快蘇で癌は治ると

は思いませんが、確かに免疫力は上がると確信して

ます。M. Yamaki  (Japan) 

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 

●クッキングスプレー 

●ズッキーニ：１～２本（大） 

●オリーブオイル：大さじ1 

●牛ひき肉：1ポンド 

●マリナラソース:１、1/2カップ 

●塩：小さじ２ 

●乾燥オレガノ：小さじ1 

●黒コショウ：小さじ1/２ 

●リコッタチーズ：1（8オンス） 

●卵：1個 

●ナツメグ：小さじ１/２ 

●モッツァレラチーズ：２カップ（細かく刻む） 

●パルメザンチーズ：１/４カップ 

 

❶：オーブンを３７５度に予熱します。❷：８インチのベーキング容

器にクッキングスプレーをします。❸：ズッキーニを薄くスライス

し、水分をペーパータオルで軽くふき取ります。❹：鍋にオリーブオ

イルを引き、牛ひき肉を５〜８分炒めてから、マリナーラソース、塩

小さじ１、オレガノ、黒コショウを加えてさらに１０分程火にかけま

す。❺：ボールに塩、リコッタチーズ、卵、ナツメグを入れよく混ぜ

ます。❻：②にスライスしたズッキーニを並べ、上に④のソースを半

分かけます。そのかけたソースの上にズッキーニを又同じように並

べ、上に⑤のリコッタチーズをを均等にのせ、さらにモッツァレラ

チーズ１カップをふりかけます。最後に又ズッキーニを上に並べ、残

り④のソースをすべてかけて、モッツァレラチーズ１カップとパルメ

ザンチーズを振りかけます。❼：⑥をアルミホイルで覆い、予熱した

オーブンに入れ３０分焼いたらアルミホイルを取り、上がキツネ色に

なるまで、さらに１５分ほど焼いて出来上がりです。  


