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●マグナス製品を50ドル以上ご注文になる

とビタミンＣローズヒップをプレゼント。

（お1人様１個） 

ビタミンCプレゼント 

ビタミンＣは抗酸化力が強く、免疫力アップの

他に目の老化をを防ぐビタミンとして大変役立ちます。ビタミ

ンＣは体内では作れませんので、食物から摂取しなければなり

ません。しかし市場に出回っている食品のビタミンCの含有量

はとても低いのが現状です。そのため、サプリメントとして補

うことをお勧めします。ビタミンCは一度にたくさん摂るよ

り、少ない量をこまめに摂るほうが効果的です。 

●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。 

マグナスの化粧品をご注文の皆様に100％

オーガニックのナチュラル石鹸（＄10）

を１個プレゼント！（お一人様１回）ど

の石鹸が届くはお楽しみに！ 

化粧品をご注文の皆様にプレゼント！ 

「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

お役立て下さい。 

●「福健」SRP$150/ 330 tabs 

「福健」は自然治癒力を高めるということで注目を浴

び、４０年以上の長きに渡り、多くの皆様に御愛用いた

だいております。シイタケの子実体になる直前の菌糸体

のみを抽出した製品で、シイタケの子実体よりはるかに

豊富な栄養素とパワーを持っています。 

●「快蘇」SRP$160/ 240 tabs 

アガリクス、霊芝を主体とした薬用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。し

かも特許製法で吸収されやすく作られています。 

免疫アップにはこれ！ 

コロナ禍で始まった２０２１年、皆様はいかがお過ごしのこ

とでしょう。コロナに負けないためには、とにかく三密を避

けること、そして免疫力を高めることが大切です。パンデ

ミックの収束を願うばかりですが、とにかく自然治癒力を高

めて健康維持に努めましょう。「福健」と「快蘇」はどちら

もキノコが主原料です。「福健」は多くのご愛用者から絶大

な信用があり４０年以上も愛されている製品です。「快蘇」

は医学博士の協力を得て製品化された、これも実績のある製

品です。皆様の健康生活に是非お役立て下さい。 

マグナス エンタープライズ 
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明けましておめでとうございます。 
 

コロナ禍真っ只中で新年を迎えましたが、不安と期待の交

錯する気分ではないでしょうか？ ようやくワクチンも開発さ

れ、優先順位を付けて段階的に実施が始まりました。徐々に

その効果が表れてくることを期待しましょう。 

コロナ禍を経験し、世の中、そして人々の生き方が変わるだ

ろうと言われています。先ず、販売手段に関しては、益々オンラ

イン化するでしょう。フランスのマクロン大統領は、パリの風物

詩とも言える小さな書店が相次いで閉鎖していることに強い

懸念を抱き、本は出来るだけ地元の書店から買い求めるよう

に促しているそうですが、店舗を構えた小売店は残念ながら

今後も姿を消す一途だと思われます。合理化と文化維持の

共存はなかなか容易ではないようです。AIが進めば不要な

人材も続出し、私のような超アナログ人間は社会の邪魔者と

見なされるに違いありません。 

 

次に、各産業界が一変するでしょう。既に自動車産業界は、

従来のガソリン車の製造から、電気や水素自動車の生産に

移り始めています。医学も進歩を続け、現在は難病と呼ばれ

る病も未然に防ぐことが可能になり、医学研究者は増えても、

お医者さんや医療従事者が減少するでしょう。そういう時代

にも更に伸び続けるのは、食品や健康関連産業です。人間が

生きていく為に不可欠なのが、食料と健康維持だからです。

今でも世界中に数多くの会社が存在します。ただでさえ競争

が激しい業種なので、時の「ブーム」目当てだけで大手メー

カーが参入してくると本当に厄介です。大手は合理化政策を

取る会社が多いので、品質よりも利益優先となり、実にいた

だけません。 

 

日本にスマイルサークルという会社があります。この会社

は、日本国内(そのうち世界中)で作られている「本物」の食

品を探し出し、人々に紹介しています。従業員が実際に足を

運び、その食品の全てを把握した上で、合格したものだけを

紹介するということに徹しています。また、後継者難や資金難

などで廃業寸前の「良い品づくり」の会社の支援もされてい

ます。私はスマイルサークルの「良い品を世に残す使命」感を

持って活動されていることに深く敬意を表し、心から支持して

います。スマイルサークルの社長さんは、「企業は大きくなるほ

ど質が落ちていく」と仰っています。私も全く同感です。企業

の質を落とすのはその企業自体だけでなく、その顧客も片棒

を担いでいると言っても過言ではありません。類は友を呼ぶ、

とでも言いましょうか、似た者同士の企業と顧客がお互い

の首を絞め合っています。 

マグナスは、創業以来一貫して「健康づくりは日常の生活

習慣如何にある」と言い続けてきています。つまり「始めに

健康食品ありきではない」という姿勢です。本来なら、三度

の食事の質がパーフェクトであるべきなのですが、大量生

産による食材の質の低下、便利さに流される人間の弱さな

どから、健康食品を取り入れざるを得ないのです。皆さんも

コロナ禍で外食の機会がめっきり減ったと思いますが、テイ

クアウトやインスタント食品、加工食品に頼らず、質の高い素

材で家庭料理を作りましょう。「食」は命に繋がる大切なも

のだということをお忘れなく。ただお腹が一杯になればいい

というものではありません。 

 

1950年代から血液成分の変化を研究している先生が、

1960年代辺りから成分の変化が顕著になって来た事例を

データで示してくれました。1950年代には検出されなかっ

た成分の種類と量が年月と共に増えており、その殆どの成

分は食べ物からの化学成分だそうです。一般にジャンクフー

ドと呼ばれる食べ物には化学成分が多く、若い頃から食べ

続けているとそれが体内に蓄積されていきます。認知症発

症の一要因だと聞いたこともあります。いずれにせよ、体が

喜ぶ食べ物を毎日摂ることに越したことはありません。 

2021年は出来るだけ「本物選び」に徹した「自己食生

活革命」を図りませんか？ マグナスの自社製品づくりも、素

材の「本物選び」から始まります。数年前、或るソースメー

カーを見学したことがあります。創業百年以上を誇る会社

ですが、小さな会社でした。私はそこで、ソースに使用される

野菜や果物の新鮮さに目を見張りました。ソース嫌いの私

が、味見させて頂いた瞬間に「この会社ごと買いたい！」と

思ったほど絶品、言葉では何とも言い表せない奥深い美味

しさで、以来このソースの虜です。手間暇かけた「本物」の

味とは正にこのことなんでしょう。少々値は張っても「本物」

にはそれだけの価値があります。 

マグナスは、今後もずっとずっと「本物」を追求し続け、皆

様の健康づくりのお役に立ちたいと思って居ります。本年も

何卒宜しくお願い致します。2021年は世界に平和が訪れ

ますように…！ コロナウイルスが終息するまでもう一息、気を

引き締めて頑張りましょう。トンネルの向こうの明かりが見え

始めたと専門家も言っています。心の元気は身体の元気に

繋がります。希望を持って新年をスタートさせましょう！ 

鳥 居 欣 一 



 

よく泡立てた刺激

のないナチュラル石鹸などで、やさし

く洗う。洗いすぎは皮膚の表面を守る

皮脂を過剰に除去してしまうため、時

間をかけすぎないこと。石鹸は低刺激

性のものがおすすめ。入浴剤を使用す

る場合も、刺激の少ないタイプや保湿

タイプを選ぶ。入浴時のお湯（湯船、

シャワー）の温度は熱めでなく、少し

ぬるめに。 

 

化粧水や保湿クリームなどの保湿剤は

十分な量を正しく使う。化粧水の後

は乳液などをプラスして、潤いを

閉じ込めることも大切。保湿材

は、摩擦を起こさないように、や

さしく押し込むようになじませる

ことがポイント。 

 

室内の乾燥を防ぐため、加湿器などを

活用する。外出時には季節に限らずサ

ンスクリーン（日焼け止め）を使用し

て、紫外線のダメージから皮膚を守る

ことも大切。 

＊日常的なケアで改善がみられない場

合や、乾燥やかゆみが強い場合には医

療機関（皮膚科）を受診し、適切な指

導や治療を受けること。 

ドライスキンを引き起こすメカニズム 

ドライスキンでは、皮膚本来のバリア機能が低下して、皮膚の角層と呼ばれる部分の

水分が減少することによって皮膚の乾燥を生じます。高齢者の手足、背部、ひざ下な

どにカサつき、粉吹き、ひび割れなどが起きます。男性では50歳ごろから、女性では

40歳ごろからホルモン分泌の影響で皮脂の分泌量が減り、皮膚が乾燥しやすくなると

健康な皮膚の角質層では、10～20％の水分を含んでいるといわれて

います。これが10％を切ると、皮膚がカサカサした状態になります。こ

の水分量を保つために角質層では、肌の潤いに重要な役割を果たす

「天然保湿因子（NMF、アミノ酸や尿素、セラミドなど）の「細胞間脂

質」が存在します。また、皮膚の表面に分泌される皮脂などで構成さ

れる「皮脂膜」が皮膚を乾燥から防ぐ働きをしています。 
＝原 因＝ 

乾燥肌は●加齢 ●空気の

乾燥●寒冷 ●摩擦などの刺

激 ●紫外線の影響 ●洗い

すぎ、など 様々な要因が絡

み合って起こります。また、

不規則な生活や心身のスト

レスなどでも、皮膚は乾燥し

やすくなります。 

 

冬の乾燥肌 （ドライスキン） 

■ 掻くと、さらにかゆくなるのは？ 

肌のかゆみを感じるとき、多くの場合、ヒスタミン

という「かゆみ物質」が関係しています。皮膚にな

んらかの刺激が加わると、肥満細胞からヒスタミ

ンが分泌され、知覚神経を刺激して脳に「かゆ

み」として伝達されます。かゆいからと肌をボリボ

リかくと、知覚神経から神経ペプチドが放出さ

れ、さらなるヒスタミンの分泌を促します。かけば

かくほどかゆみがひどくなってしまいます。 

■ かゆみを抑えるには？ 

肌がかゆくてたまらないときは、「冷やす」ことが一番です。冷やすことで知

覚神経の興奮を鎮めると、かゆみを抑えることができます。保冷剤をタオル

やハンカチに包んでかゆい部分に当てたり、冷たいシャワーを肌に当てて冷

やしましょう。かゆみや炎症を鎮める治療薬を使うのもおすすめです。 

■ 大切なのはスキンケア 

スキンケアでは、乾燥を防ぐことが何よりも大切です。かゆみを脳
に伝える知覚神経の末端部分は本来、肌の奥に存在しています。
しかし、肌から水分が失われた状態が長く続くと、知覚神経の末
端は体の表面の近くまで伸びてくるのです。そのため、わずかな刺
激にもかゆみを敏感に感じ取るようになってしまいます。かゆみを
防ぐためにも、肌にうるおいを与えてバリア機能を守りましょう。  

正常な皮膚 ドライスキン 

お肌に優しい天然石鹸 

$10(SRP) 1個 

$28(SRP) 3個 gift box 付 

脂肪細胞 

皮脂幕 

角質層 

基底層 

紫外線 

洗う  

補う  

守る  

固形シャンプー

をはじめ、敏感

肌用の香りのな

い石鹸もありま

すので、マグナ

スまでお問い合

わせ下さい。 



■福健を取り出してから５年くらいにな

ります。そのころ主人を亡くし、健康だけは気を付け

なくてはと思っていました。ビタミンCは欠かさず

摂っていましたが、健康食品というのを摂ったのは

「福健」が初めてです。毎日５個づつ摂っています。

摂り出して感じたのは先ず風邪をひかなくなったこと

です。遊びにきた息子たちが風邪をひいていても移っ

たことがありません。これは「福健」のお蔭だとおも

います。今は息子夫婦も「福健」を愛用しています。

（M.N.ワシントン州） 

■長い間「福健」を取っていますが、「快蘇」が発売

された時、どちらを取っていいのか迷いました。どち

らも免疫力を高めると聞いたからです。両方取りたい

けど予算オーバー。でも以前マグナスセミナーで高良

先生のガンのお話を聞いたとき、処方箋も助けになり

ますが、自分の体の自然治癒力を信じなさい。と言わ

れたことが印象的で、免疫力を強めておけば病気は乗

り越えられると思いました。今コロナ禍ですから本当

にそうだと思っています。それで予算オーバーです

が、２つを購入して福建３個と快蘇２個を取ることに

しました。これで３か月は持ちます。毎日スタバの

コーヒーを飲むより安いです。今は外出も控えている

ので、福健と快蘇で免疫力をアップして健康を維持し

ています。（M.K.カリフォルニア州） 

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 

●卵:大４個 

●レモン：中２個 

●グラニュー糖：1/2カップ 

●アーモンド粉：1 、1/２カップ 

●ベーキングパウダー：小さじ1 

●コーシャーソルト：小さじ1/2 

●サービング用：粉砂糖とフレッシュベリー 

●バターまたはクッキングスプレー（オプション） 

❶：オーブンを350°Fに加熱します。❷ ：8インチくらいのケー

キパンの底にクッキングシートを敷きます。紙と容器の側面をバ

ターまたはクッキングスプレーでよくコーティングします。❸：

泡だて器を取り付けたスタンドミキサーのボウルに卵白を入れ、

よく泡立てます。❹：レモンの皮を細かくすりおろし、大さじ２

を卵黄と一緒にボウルに入れます。➎：④にグラニュー糖を加

え、よく混ぜあわせ、それにアーモンドの粉、ベーキングパウ

ダー、コーシャーソルト小さじを追加します。次に卵白の1/3を

バッターに入れてかき混ぜて軽くあわせたら、残りの卵白を混ぜ

合わせます。（混ぜすぎないこと）❻：用意した容器に生地をい

れ、やさしく均一に広げ、加熱したオーブンに入れます。❼：

ケーキの端が容器の側面から少しはがれて、上が黄金色になり、

中央に爪楊枝をいれて生地がつかなくなるまで25〜30分焼きま

す。❽：オーブンから出したら15分間冷まします。❾：ケーキと

容器の間にナイフをいれて取り出しやすくします。ケーキを皿に

逆さに返し、クッキングシートをはがしたら、サービングプレー

トにひっくり返します。粉砂糖をまぶし、新鮮なベリーを添えて

出来上がりです。 

免疫力を高めるサプリ 


