
それぞれ単品で購入して摂るより、大変お得！ 
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◆加齢と共に、足腰が弱ってきます。特にパ

ンデミックが始まって以来、家にいることが

多いので、お家に居てもストレッチや簡単な

運動は続けましょう。又偏食しがちになりま

すから、栄養もしっかり取って免疫アップに

努めましょう。 

◆今月は「プレジデントチョイス」又は

「スーパーバイオマックス」をご購入毎に 

ビタミンCをプレゼント！  

◆プレジデントチョイスのお試しサイズも復

活しましたので、この機会にぜひご利用くだ

さい。 

今月のスペシャル 

S.R.P$100/120cap

「試してみたいけど、一箱購入

するには・・・でも試してみた

い」と思っている方におすす

め。旅行にも便利です。先ずは

１０日間お試しください。 

●プレジデントチョイス、お試

し１０パケット（９０粒）！マ

グナスメンバー価格＄３５！ 

「プレジデントチョイス」又は「スーパー 

バイオマックス」をご購入毎に「ビタミンＣ

ローズヒップ」をプレゼント。 

FUKKEN (福健) 
$150 SRP / 330 tabs 

SPORIKI 
$160 SRP / 
120 soft gel 

GINKGO CoQ10 MAX 
$84 SRP / 90 soft gel caps 

ROYAL JELLY GOLD 
$120 SRP / 150 tablets 

SUPER  
GARLIC PLUS 
$40 SRP / 60 caps 

KAISO (快蘇 
$160 SRP /  
240 tabs 

S.R.P$300/60packets(540tabs) 

 ビタミンCは免疫力を高めるだけでなく骨や腱などの結

合タンパク質であるコラーゲンの生成にはかかせませ

ん。人間はビタミンCを体内で作れないため食物やサプ

リメントで補給しなくてはなりません。 

S.R.P$300/60packets(540tabs) 



 関節が気になりだしたら… 

「若々しい肌と 身体」をテーマに開発された製品で

す。筋肉、骨、関節などの結合組織を補強する栄養成

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、キトサンオリゴ糖、MSM）をバラ

ンスよく 配合しました。運動不足や栄養のバランス

が偏っていると、実際の 年齢以上に私達の身体は老

化していると言われています。スーパー バイオ･マッ

クスを積極的に摂ることで関節や筋肉をサポートして

いきましょう。 

運動不足が続くと筋肉は極端に低下し、血行

不良から冷え性になります。筋肉は血液を全

身に送り出すポンプの役割があるので、筋肉

量が多いほど血液循環は良く、冷え性になり

ません。男性よりも女性に冷え性が多いのは

筋肉量が少ないからです。又、年齢とともに

体が硬くなりますが、動かさないことで筋肉

が固まってしまうからです。筋肉の硬直はス

トレッチや体操を日々習慣にしていくことで

改善されます。 

 

 

全身の筋肉の緊張がほぐれ、疲労解消や安

眠、健康維持に役立つこと間違いなし！仰向

けになり、できるだけ力を抜いて手と足を同

時にぶらぶらさせるだけ。身体が温まるだけ

でなく、足のむくみにも有効！ 

❶ 仰向けに寝る。 

➋ 両手両足を上げる。 

❸ そのまま２０秒～３０秒 

 ぶらぶら振る。 

 これを２～３回繰り返す。 

無理せず、できる範囲で 

行いましょう。寝る前に 

すると安眠できます！ 

 

高齢者の方に多い筋肉不足   

 手足ぶらぶら体操 

毎日続ける 

ことが大切！ 

意外と知られていない、膝関節と太ももの関係。膝関節を支える

太ももを鍛えると、膝の痛みも和らぐだけでなく、膝への負担が

軽くなります。ぜひお試しください。 

 

❶イスに座ったまま片

足ずつ上げ下げする

「足上げ体操」がおす

すめ。片方の足をゆっ

くり上げて、つま先を

自分へ向けるように膝

を伸ばします。５回を

１セットとして、１日

３セットを目安に取り

組むと、大腿四頭筋が鍛えられます。❷痛みが辛い人は床に座っ

て膝を伸ばしてください。つま先を上げて、膝を伸ばし５秒数え

ます。  

❸正しい歩き方をするだけ

で、膝痛予防に大切な大臀

筋と内転筋が鍛えられま

す。 正しい歩き方とは前

に脚を出したときに膝が伸

びていること。膝を曲げた

まま歩いていると、ある一

定の部分だけに負荷がかか

り、膝の皿（膝蓋骨）が不

安定になって膝痛を起こし

ます。 

参考：https://style.nikkei.com/article/DGXKZO38886870T11C18A2W10600/ 

膝のための運動  

高齢者 のお家 で簡単運動  

●グルコサミン 

 関節軟骨の生成促進や修復に役立つ 

●MSN 

関節軟骨の修復を促進するだけでなく､ 

炎症や痛みの抑制に役立つ。 

●コンドロイチン 
 関節軟骨に多く含まれ、潤滑性能に優れ  

 ている。 

●コラーゲン 
 年齢とともに減少するため、良質のコ  

 ラーゲン補給は必須。骨、軟骨、肌の張 

 りに欠かせない成分。 

●キチンキトサン、キトサンオリゴ糖 
 体内への吸収に優れ免疫強化に役立つ。 

❶ 
❷ 

S.R.P$100/120caps 



■イタリア在住の日本人女流作家・塩野七生(しおのなな

み)さんが、この度のコロナ禍について「今、階段の踊り場

にいると思って過ごしたら？」とある雑誌で述べているの

を目にしました。『古代ローマの歴史』の著者でもある塩

野さんは「歴史から学べば今のコロナ禍の克服法は自ずか

ら解る」と仰います。過去、人類は様々な禍に見舞われ、

それを克服してきました。階段の踊り場で一息入れて、次

のステップ(世の中)に対処すれば、このコロナ禍も乗り切

れる、と語られます。何事も歴史から学ぶことはとても重

要です。止まない雨はありませんし、夜が明けないことも

ありません。必ず朝が訪れます。コロナウイルスを克服す

る日も必ず来ます。今は「階段の踊り場で」その日の為に

心身を鍛え備えることです。感染防御に万全を尽くすと共

に、悪しき生活習慣を改める良い機会だと考えましょう。 

 

■私事で恐縮ですが、今夏満85歳になります。身体の老化

は避けられませんが、体力の低下に反比例して、気力は

年々アップしています。御蔭様で元気いっぱい、私なりの

人生を満喫しています。私の周りには、健康診断の検査結

果で一喜一憂している人が殆どです。確かに色んな数値が

正常であることは大切ですが、何から何まで「教科書通

り」に囚われると逆効果です。「優等生」の数値を得る為

に薬漬けになるのも如何なものでしょうか…。高齢者に

「ガタ」は付き物、余り神経質にならず、或る程度ケセラ

セラで生きるのが健康長寿の秘訣であると思っています。

勿論、健康維持の三大柱「食事・運動・睡眠」に日々留意

した上での話です。 

まだ高齢者には程遠いと思っている方も、生活習慣病と

年齢は必ずしも深い関係がある訳ではないことを忘れない

で下さい。①食べ物の質や素材にお構いなし ②食べる速

度が速い(よく噛まない) ③甘い物や脂っこい物好き ➃

生サラダを食べたら野菜は充分だと思っている(しかもド

レッシングたっぷり) ⑤睡眠不足 ⑥運動不足 ⑦医者や

薬に頼りがち ⑧妙に神経質 … 心当たりはありません

か？ 掛け替えのないあなたの身体です。もっと労わりま

しょう。自分の悪しき生活習慣の積み重ねから発症する生

活習慣病、未然に防ぐことが可能なのは言うまでもなく、

発症後も生活習慣の改善で病状を改善できる場合がたくさ

んあります。 

 

■私の父は、「人事を尽くして天命を俟つ」という言葉が

大好きでした。人間の寿命は天から定められたものです

が、天寿を全うする為にはそれなりの努力が必要です。マ

グナスのモットー「自分の健康は自分で守る」はこれに値

します。自分の健康を人(医者)任せでは天寿を全うできま

せん。とにかく自分に自信を持って、日々努力しましょ

う。マグナスが「健康になるカレンダー」を毎年無料配布

するのも、皆さんに「自ら」健康を見出して欲しい、と切

に願うからです。それがマグナスの喜びの根本であり、真

の健康食品会社のあるべき姿、使命だと思っています。昨

今は大切なお客様に対する教育や教導よりも利益を重んじ

る会社が多く、嘆かわしい限りです。 

 

■日英二か国語によるハワイの地方紙『ハワイ・パシ

フィック・プレス』が、昨年末44年の歴史に幕を下ろしま

した。発行者の仲嶺和男氏は私より一年先輩で、彼の使命

感溢れる態度に私はいつも惹かれていました。閉刊を惜し

むメールが殺到したそうですが、彼の真摯な活動が多くの

人々から認められていた証拠です。創刊日である1977年11

月30日と、創刊十周年の1987年11月19日は「仲嶺和男

デー」としてホノルル市で認定されており、2016年には市

民賞も授与なさっています。私は仲嶺氏から学んだことが

たくさんありますが、「最初に金儲けあるきでは駄目、先

ず人の為になることを優先」させなければならないという

言葉は、ずっと私の人生の金言となっています。 

 

■私が後どれだけ生きられるのか、どれだけの人生が私に

残されているのか… 天の神様だけがご存知でしょうが、私

は「余生」などとは毛頭思っていません。「余り」の人生

なんてありません。人間、死ぬその瞬間までその人の大切

な人生です。人様に迷惑を掛けないように、私も私の全人

生を全うしたいと思っています。子供の頃、母から口癖の

ように「人様に迷惑を掛けるようなことはするな」と言わ

れて育ちました。近年、親は子供にこういう言葉を言わな

いそうです。子供の個性を伸ばす為に自由に育てる… とい

う現代的な教育方針のようですが、人間としての基本倫理

が子供に備わった上で初めて自由奔放主義が成り立つので

はないでしょうか。同じ国民同士で争いが起きるのも、倫

理教育不足だと思います。他人を思いやる気持ちの有無

は、コロナ感染対策に対する人々の考え方にも左右してい

ます。 

 

コロナ禍収束まで後一息だと信じています。人様に迷惑

が掛からないように、そしてあなた自身の為に、引き続き

感染予防を重々になさって下さい。私も必要以外の外出は

一切控え、《福健》《快蘇》《ビタミンＣ》をたっぷり

摂っています。 

鳥 居 欣 一 



●プレジデントチョイスをいつか必ず摂っ

てみたいと思っていたのですが、価格がメ

ンバー価格でも２１０ドルなのでちょっと

予算オーバーで、いつも躊躇していまし

た。でも昨年お試し１０パックが出た時に

すぐ購入して試したら、すっかり気に入りました。私

はギンコマックスと福健とローヤルゼリーを摂ってい

るのですが、計算するとプレジデントチョイスを１箱

購入した方が安くつき、しかも他の製品も一緒に摂れます。体調

もよく、一日置きに摂ったり、疲れた時は一日に２袋を摂ったり

など、アレンジしています。とても便利で気に入ってます。

R.Yamada (Saitama, Japan) 

 

● 関節痛で、もう何年もペインノーモアを愛用していま

す。本当に助かっているのですが、昨年スーパーバイオ

マックスのことを知り、まさに関節のためのサプリメン

トだと気づきました。早速購入して試したら、本当に良

かったです。関節の痛みが減り、膝も曲げやすくなりま

した。調子がいいので、軽い運動（屈伸運動）も続くよ

うになりました。もちろんペインノーモアも使っていま

すが、「スーパーバイオマックス」を摂り出してから

は、かなり良くなりました。本当に感謝です。

Ｙ.Kitamura (Los Angeles) 

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 

●もち粉1カップ 

●無糖ココアパウダー1/2カップ 

●グラニュー糖1カップ 

●ベーキングパウダー小さじ1½ 

●溶かした無塩バター大さじ5 

●卵2個 

●牛乳12オンス 

●バニラ小さじ1 

●ダークチョコレートチップ大さじ3 

❶：オーブンを３５０Fに予熱します。 クッキングシー

ト（8x8インチ）をベーキングパンに敷きます。 ❷：ボ

ウルにもち粉、ココアバター、グラニュー糖を入れて混

ぜ合わせます。❸ ：大きなボウルに溶かしたバター、

卵、牛乳、バニラエッセンスを入れて、良く混ぜたら②

を加えて滑らかになるまでさらに混ぜます。❹：ベーキ

ングパンに③に注ぎ、上に刻んだチョコレートを振りか

け、オーブンで６０〜７０分焼きます。オーブンから出

したときに 爪楊枝をさして、生地が爪楊枝につかなけれ

ば出来上がりです。➎： 冷やして正方形に切ってお召し

上がりください。 


