
プレジデントチョイスはマグナスの誇れる製品６

種類、９粒を１パックにいれた最高級のパケット

栄養補助食品です。 
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固形シャンプー1個と天然

ソープ2個のギフトセット！ 

 

天然ソープとオーガニック  

ハンドサニタイザーセット！ 

SRP$300/60packets (540 tabs) 

●プレジデントチョイスを１箱ご購入毎に天

然ソープ２個セットをプレゼント！ 

今年一年、マグナス製品のご愛顧に心より感謝申し上げます。 

来たる２０21年が皆様にとりまして、健康で、幸多き年となりま 

すよう、心よりお祈り申し上げます。 

シトラス・ラベンダー 
新陳代謝、リラックス 

タイムガーデン 
肌荒れや乾燥防止 
 

レモングラスティー 
疲労回復、リフレッシュ 

ブラッドオレンジ 
抗酸化、リラックス 
 

❶シトラス・ラベンダーとタイムガーデン 

❷レモングラスとブラッドとオレンジ 

固形シャンプーと天然

ソープの2個セット！ 

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

優しく、泡切れもよく、安心して

お使いになれます。 お顔と身

体はこれ一つでOK! 

● 医学博士の元で考案…KAISO 

● 漢方でも推奨される…SPORIKI 

● 免疫力アップに最高…FUKKEN 

● 神秘の総合栄養食…ROYALJELLY GOLD 

● 解毒、血行促進……SUPER GARLIC PLUS 

● 目、記憶、心臓……・GINKGO CoQ10Max 

合成着色料、香料、防腐剤

は一切含まれていません。 

●プレジデントチョイス、お試し

10パケット(90粒） 

「とりあえず１０日間試

してみたい」と思って

いる方におすすめ！ 

面倒くさがり屋のあな

たに大変便利です。

先ずはお試し下さい。 

未だコロナ禍の中にありますから、皆

様、三密を避けて安全にお過ごしくだ

さい。今月、マグナス製品をご購入の

皆様全員にマスク２枚をプレ

ゼント！なお、

健康になるカレ

ンダーも好評配

布中です。 

天然ソープ2個セット！ 

（マスクはお一人様一回限り） 



【動脈硬化】 

動物性脂肪の取り過ぎなどで、血管の壁にコレステロールなどの脂肪が溜

まると血管が硬く、脆くなります。この状態のことを動脈硬化といいます。高

血圧は動脈にかかる圧力が異常に高くなった状態のことです。又、塩分の

摂り過ぎやストレスなどは高血圧につながり、これに運動不足が加われば、

さらに拍車がかかります。 

【心臓病と脳卒中】 

動脈硬化や高血圧が怖いのは、心臓病や脳卒中を引き起こす原因になる

からです。 心臓病：心臓の筋肉に血液を供給する血管が狭くなっておこる

狭心症と、詰まって起こる心筋梗塞があります。 脳卒中：脳に血液を供給す

る血管が詰まって起こる脳梗塞と、破れて起こる脳出血があります。 

【糖尿病】 
糖尿病は糖分や脂肪の摂り過ぎや運動不足、肥満などが大きく関わりま

す。糖尿病になると、血管に負担がかかるため、心臓病や脳卒中、腎臓や

目、血管、神経の障害など、様々な病気を引き起こすようになるため、食生活

の改善や運動は必須です。 

【ガン】 
ガンは正常な細胞の遺伝子が傷ついて癌細胞に変化し、その癌細胞が無

秩序に増殖して器官の働きを侵してしまう病気です。 ●喫煙や動物性脂肪

の取り過ぎ●塩分の摂り過ぎ●食物繊維や緑黄色野菜の不足●ストレスな

どは大いに関係してきますので、生活習慣の改善はとても重要です。 

生活習慣病とは食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒、睡眠などの

生活習慣が関係して起こる病気のことを言います。高血圧、糖尿

病、心臓病、脳卒中、ガンなどの多くは、生活習慣病と深い関係が

あります。子供の頃にその基本がつくられるという生活習慣は、一

度身につくと変えるのは難しいものですが、大病の原因となります

ので、生活習慣を見直すことはとても大切です。 

ガン、脳卒中、心臓病などは中高年に多い病気であることから、か

つては成人病と呼ばれていました。生活習慣病は、生活習慣を改善

することによって予防することができるという考え方を示しています。 

コレステロールには、害を及ぼすLDLコレステ

ロールと、良い働きをするHDLコレステロール

の二つがあります。 

PRESIDENT CHOICE 心臓病になりやすい人の生活チェック 

生活習慣病と深く関わる生活の例  

① 脂肪の摂りすぎ ② 塩分の摂りすぎ  
③ 運動不足    ④ 喫煙や過度の飲酒  
⑤ 睡眠不足    ⑥ ストレスの多い生活 

□魚より肉が好き 

□お菓子やスナックがすき 

□塩分が強めの味付けが好き  

□野菜や海藻、大豆製品はあまり食べない 

□食べることが好きで多く食べがち 

□アルコールを飲む機会が多い 

□標準体重を１０％以上オーバーしている  

□喫煙 

□運動は一週間に１回もやらない 

□デスクワークや車での移動が多く、歩く

ことが少ない 

□生活の中心は仕事である 

□忙しく、いつも時間に追われている 

□一度に２つ以上のことをやってしまう 

□睡眠事間は１日６時間以下 

□1週間に２日休まない 

□旅行にでかけても、仕事や用事の連絡を

することが多い 

＝ 診断結果 ＝ 

✔５個以下：心臓病のリスクは少ないが、続

いて✔がつくところは注意！改善が必要。 

✔６～１０個：＊Ａ型人間の可能性大。Ａ型

人間は虚血性心疾患発症のリスクが高くなる

ので、食生活や運動不足を改善すること！ 

✔１１個以上：心臓病に注意！特に虚血心疾

患になる可能性大。医師に相談し、検査をお

すすめします。 

＊Ａ型人間 

（血液型ではありません。）仕事熱心で

負けず嫌い、せっかちで支配欲や成功へ

の欲求が強い。気性が激しく、思い通り

にならないとイライラする、自信家など

がＡ型人間の特徴です。 

＝当てはまるものに✔してください＝ SRP$300/60packets (540 tabs) 

▶生活習慣予防に1パケット 

▶１パケットの健康管理 

▶疲れた時の１パケット 

▶旅のお供に便利な１パケット 

参考資料： 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcdp19 
  74/19/3/19_3_287/_pdf 
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/324.html 

血管が詰まりやすい、破れやすい状態になると… 

健康な血管 

コレステロールなどがたまった血管 

●狭くなる●硬くなる●脆くなる 

心臓病と脳卒中         

狭心症 
血管の中がせまく

なり、その先の心

臓の筋肉が酸素

不足になる 

心筋梗塞 
血管が詰まり、その

先の心臓の筋肉が

壊死 

脳出血 
血管が破れ、血液が

脳細胞を圧迫する 

脳梗塞 
血管が詰まり、その先の

脳死細胞が壊死 

心臓病        

脳卒中       



●波瀾万丈だった2020年、最後のマグナスニュースになり

ました。一旦落ち着きかけたかに見られたコロナウイルスは、

また勢いを増しています。非日常の連続からくる「コロナ疲

れ」なのでしょう… ウィルスは人間の気の緩みにもすかさず

つけこみます。アメリカでは来年の1月～2月は最暗黒の冬に

なるだろと言われています。もう耳にタコでしょうが、外出時

はマスクを着用して三密を避ける、帰宅したら手洗いとうが

い、バランスの取れた食事で体力強化、今一度気を引き締

めて、ウイルス対策を継続実践しましょう。ウイルスはコロナだ

けではありません。インフルエンザも同様です。そして、「移ら

ないように」だけでなく「移さないように」気を配らなければ

なりません。自分のちょっとした不注意で人様に迷惑を掛け

る結果になるほど最低なことはないと思っています。 

 

●手洗いですが、さすがに洗う回数が増すと、だんだん手が

カサカサになってくるものです。特に超乾燥の南カリフォルニ

アでは、手荒れ具合がひどいようです。しかし、マグナスの

オーガニック天然石鹸を使用するようになって、自分の手の

状態が良くなっていることにふと気付きました。天然素材の

石鹸の素晴らしさに惚れ惚れしています。素敵な箱入りです

ので、ホリデーギフトに購入される方がとても多いのですが、

是非ご自分にもプレゼントして、美肌効果を満喫して下さい。

勿論、手だけでなく、全身にご利用頂けます。髪専用の天然

シャンプー石鹸も合わせてお試し下さい。 

 

●コロナ禍の中、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞

された大村智博士の記事やインタビューをよく目にします。微

生物の生産する有用な天然有機化合物の探索研究を45年

以上行ない、これまでに480種を超える新規化合物を発見

し、それらにより感染症などの予防・撲滅、創薬、生命現象の

解明に貢献されている素晴らしい方です。ある高名な僧侶か

ら「良き人生は日々の丹精にある」という言葉を贈られた大

村博士は、こういう苦難の時にこそ噛み締めなければならな

い言葉だ、と仰っています。幸か不幸か、コロナ禍を経験した

我々は、それから学ぶことも多々あると思います。この禍を機

に、現代の行き過ぎた生き方を改善しなければいけません。

便利かつ快適な生活ができるようになった反面、健康的な

生活から遠のいています。これでは人体に備わっている自然

治癒力が低下する一方で、生活習慣病が増加するのも当然

です。丹精に生きる —— 21世紀を生き抜く課題はこれしか

ありません。 

●禁止事項の多い2020年、日本出張はおろか、友人との

集まりや会食も激減しました。その分、自宅でワイフと過ごす

時間が増えましたが、逆に不思議と以前ほど小言を言われ

なくなりました(苦笑)。私もワイフも今までとは訳の違う日常

生活の中で、自然と「相手のマイナス面を目の敵にしない」

術を身に付けざるを得なかったのでしょう… 知らず知らず

のうちに。コロナの賜物とでも言いましょうか、散歩にも毎日

一緒に出掛けます。これからは二人で、時代のマイナス面も

受け入れる努力をしなければなりません。テクノロジーの進

歩が激しいので、我々アナログ人間には付いて行けないこと

だらけです。人間そのものは、平均寿命が延びたとは言え、

百年前も今も殆ど変わっていないのに、様々な技術だけが

物凄いスピードで進み続ける… 果たしてそれは良い事なの

か…？ この疑問を問いかけると、我々と同世代の人達から

でさえ「今はもうそういう時代なんだから仕方がない」とあっ

さりサッパリ斬られてしまいます。「はぁ～そういうものか…」

と納得しようとしても、情けなさが先立ちます。 

 

●私は、新しい物を何もかもただ単純に迎合することには

反対です。人類の未来が空恐ろしくさえなります。温故知新 

—— 古きを温(たず)ねて新しきを知る —— 昔の事柄を調

べ直して、そこから新しい道理や知識を見出す、いう意味で

すが、これを無視した進歩は、無意味な進歩としか思えませ

ん。これから人間が生きて行く上で、今以上の技術進歩(つ

まり便利さ)が果たして必要でしょうか？ 人間を益々怠け者

にするだけでしょう。更に、貧富の差を極端にし、人災に基づ

く自然災害が起き、食糧難や水不足に陥ること必至です。

正直、もう世界のあちこちで起こっています。多くの犠牲者を

出したコロナ禍の経験を無駄にしてはいけません。今こそ

「世界」の進路について真剣に考える時です。世界を形成し

ているのは私達一人一人の人間です。その一人一人が「一

日一善」を実践すれば、一日七十七億善、何と素晴らしいこ

とでしょう！ 

 

2021年はどうか平和な年でありますように…！ 皆さん、

安全なホリデーシーズンをお過ごし下さい。今年もマグナス

をご愛顧頂き、本当にありがとうございました。来年の仕事

始めは1月4日(月)、創業43周年に向けてまた元気に頑張

ります！ 

 

鳥 居 欣 一 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E8%96%AC


12月24日(木)、25日クリスマス(金)、31日(木)、

2020年1月1日(金)はお休みです。2021年1月4日(月)より 

営業します。 

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 

＜皮膚の代謝をよくする＞ 

ビタミン類を豊富にとる。ビタミン類には肌の

代謝を促進し、潤いを保つ働きがある。特にビ

タミンＡとＣは、その効果が高い。コラーゲン製

品とビタミンＣを一緒に摂ることもおすすめ。 

＜多く摂りたい食べ物＞ 

ビタミンＡ：レバー、ウナギ、ニンジンやカボチャ

などの緑黄色野菜。ビタミンＥ：ナッツ類、植物

油、アボカド、カブやダイコンの葉など。ビタミン

Ｃ：キウイ、イチゴ、赤・黄ピーマン、サツマイ

モ、芽キャベツ。食物繊維：腸内環境を整える。 

＜ストレスをためないために＞ 

充分な睡眠をとる。辛い食べ物やタバコなどの刺激物

を控える。寝る前にコーヒー、紅茶、緑茶を飲まな

い。瞑想や音楽を聴いてリラックスする。 

＜お肌のケア＞ 

刺激を与えないようなシンプルな 

ケアと紫外線カットのUVケアを 

する石鹸は天然のものを使い、ゴ 

シゴシ擦らない。 

知っておくと便利！ 

●クリームチーズ：８オンス（室温） 

●サワークリーム：１/３カップ 

●アサリ：２缶(1缶/6.5オンス) 

 アサリ缶の汁はとっておく 

●ウスターソース：小さじ１/２ 

●エシャロット：小さじ２ 

●カイヤンペッパー：小さじ１/８と 

 最後の振りかけように少々 

●レモンジュース：小さじ１/２ 

●粗塩、レモンジュース：お好み 

●ポテトチップス又はクラッカー：サービング用 

 

❶：オーブンを３７５度に予熱します。 ❷：ボウル

にクリームチーズとサワークリームを入れて滑らかに

なるまで混ぜます。 ❸：アサリ(細かく刻む)とアサ

リの汁、ウスターソース、エシャロット、カイヤン

ペッパー、レモンジュース、粗塩を混ぜます。❹：③

を３カップくらいのベーキング容器に入れてオーブン

に入れ、表面が黄金色になるまで約３０分焼きます。

❺：焼きあがったらカイヤンペッパーを振りかけま

す。ポテトチップスを添えて、温かいうちにお召し上

がりください。  

 お知らせ  


