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●マグナスのコラーゲン製品は高品質な上に、分子量が非常に小さい

超低分子コラーゲンです。そのため吸収力が抜群です。 

●今月のスペシャルはコラーゲンとビタミンCです。ビタミンCはコ

ラーゲンの働きを高めるだけでなく、コラーゲンの生成量を増やす働

きがありますので、コラーゲン製品を摂るときは是非ビタミンCも一

緒に摂ることをおすすめ致します。今月コラーゲン製品をご購入の皆

様に「コラーゲンの基礎知識」の小冊子を差し上げます。 

今月のスペシャル 

❶「ナノコラーゲン・パウダー」又は「ナノコラーゲン・タブレット」を2個

以上（ミックスでもOK）ご購入になると、ビタミンC・ローズヒップをプレ

ゼント！ （お一人様1回限り） 

❷「ナノコラーゲン・パウダー」又は「ナノコラーゲン・タブレット」を一回

のご注文で５個（ミックスでもOK）ご購入毎に、さらにコラーゲン製品

が１個もらえてビタミンC・ローズヒップもプレゼント！  

コラーゲンは①関節、②肌や爪、③髪の順番に補給されます。美容の

ために摂取したとしても、先ずは関節に充分補給され、次にお肌です

から継続して摂取しましょう。 
Nano Collagen Tablet  
コラーゲンにセラミドを配合した新しいタイプの 

コラーゲンタブレット 

Nano Collagen Powder 

サラサラのパウダー100%、純粋コラーゲン 

砂漠に咲く可憐な花・ 

デザートファイブスポット 

Joshue Tree National Park /Photo by Suzi Leavens 

コラーゲン製品

５個 

コラーゲン製品１

個とビタミンCロー

ズヒップを1個プレ

ゼント！ 

 コラーゲンパウダーは純度 

100％の超低分子フィッシュコ

ラーゲンペプチドです。その

ため、体内ですばやく吸収さ

れます。サラサラとしたパウ

ダー状ですので、お好きな飲

み物、お料理などにも使えて

大変便利です。熱いものでも、冷たいものでもOK

です。 

ナノコラーゲン１００ 

マグナスのコラーゲンは最高品質でしかも純度

100％の超低分コラーゲン。吸収力抜群です！ 

純度100％の超低分子コラーゲンにお肌

の保水力を高めるセラミドをバランスよ

く配合した錠剤タイプのコラーゲンで

す。１日10粒の摂取で低分子コラーゲン

ペプチド3000ｍｇとセラミド

0.6ｍｇを手軽に摂ることがで

きます。パウダーが苦手な方や

持ち運びにも便利です。 

 世界的なパンデミックのため、製品の原材料が高騰し、加

えて輸送代も大変高くなったことから、マグナス製品の中

でも原材料が一番高くなった「ロイヤルグリーンシルク」

の価格を変更せざるを得なくなりました。４月１日よりS.R.P価格は

$45から$48 (メンバー価格 $33.60)になります。３月３１日までの

ご注文は$45(メンバー価格 $3１.50)で承ります。 

重要なお知らせ 

コラーゲンが補給される順番 



コラーゲンはタンパク質の一種で骨、皮膚、腱、血管、心臓、腎臓、骨、歯茎など体内のあらゆる箇所に存

在しています。骨や歯は主にカルシウムとコラーゲンです。コラーゲンは全身を潤すと共に、しなやかな体

づくりに重要な役割を担っています。しかし、体内のコラーゲンは 

２０歳をピークに徐々に減少し、加齢と共に低下し続けます。ですか

ら、コラーゲンは絶えず補給することが大切なのです。 

あなたのコラーゲン、不足してません

当てはまるものに✔してください。  

 A: 生活習慣偏 

  １ □ お酒をよく飲む 

  ２ □ タバコを吸う 

  ３ □ 運動する機会がない 

  ４ □ 睡眠時間が少ない 

  ５ □ 野菜や果物をあまり食べない 

  ６ □ 食事が偏りがちだ 

  ７ □ 肉や魚をあまり食べない 

  ８ □ ダイエットをよくする 

  ９ □ 紫外線は気にしない 

10 □ すぐにストレスを感じる 

 B: 自覚症状偏 

 1 □ 疲れやすくなった 

 2 □ 目がすぐに疲れる 

 3 □ 目がショボショボする 

 4 □ 髪の毛がうすくなってきた 

 5 □ 固いものをかむと歯が痛む 

 6 □ 腰や膝など節々が痛い 

 7 □ 高血圧気味である 

 8 □ 小さな傷でも治るのが遅い 

 9 □ 骨密度が低いと言われた 

10 □ 階段の上り下りが辛い 

 C: 美容偏 

 １ □ シワが急に増えた 

 ２ □ 肌のキメが粗い 

 ３ □ 肌がくすんできた 

 ４ □ 肌が乾燥しがち 

 ５ □ 化粧のりがわるくなった 

 ６ □ 毛穴の開きが気になる 

 ７ □ 肌のハリがなくなった 

 ８ □ 日焼けの後が消えなくなった 

 ９ □ 爪の表面がデコボコしてる 

10 □ 爪がなかなか伸びない 

**各項目で３個以上チェックした方はコラーゲンを通常よ  

 り多めに摂りましょう。 

 

A: 一つでも当てはまるものがあ

ればコラーゲン不足。 

特に２．９．１０ に✔した人は、コ

ラーゲンに加えてＶＣを多めに摂

ることをおすすめします。 

 

 

 

 

 

B: 一つでも当てはまるものがあ

ればコラーゲン不足。特に２．３ に

✔した人は、コラーゲン＋眼のサ

プリ、１. ７. １０ に✔した人は、

コラーゲン＋イチョウ葉エキス、

５．９に✔した人は、カルシウムを

一緒に摂ることをおすすめしま

す。 

 

 

 

C: 一つでも当てはまるものがあ

ればコラーゲン不足。美容にはビ

タミンＣが欠かせません。コラー

ゲンと一緒に摂って、さらに効果

を高めましょう。  
 

●髪の毛をツヤツヤに！ 

 地肌の潤いを保ち、髪

にコシやツヤを与えま

す。 

●すっきりした目に！ 

 コラーゲンは角膜や水晶体

に多く含まれ、視界をクリ

アにします。 

●プルプルの肌に！ 

 保水力を高め、お肌にハリ

と潤いを与え、シワやたる

み改善します。 

●丈夫な歯茎に！ 

 歯茎の大半はコラーゲ

ン。歯茎に弾力を与え歯

をしっかり支えます。 

●弾力のある血管に！ 

全身にめぐる血管の外側を

覆っているのがコラーゲ

ン。血管の弾力を保ちま

す。 

●関節を強化、骨を強く！ 

 骨と骨が接する部分を覆い、クッ

ションの役割をする軟骨の約半分が

ビタミンC コラーゲン 

ビタミンC コラーゲン 

銀杏葉エキス 

ビタミンC 

カルシウム コラーゲン 目のサプリ 

ギンコCOQ10 

ビタミンC 

カルシウム 

コラーゲン製品 

目のサプリ 

S.R.P$84 /90caps 

S.R.P$90 / 

60tabs 

S.R.P$50 / 

1300tabs 

S.R.P$60 /140g / 310tabs 

S.R.P$16 /100tabs 

コラーゲン製品とおすすめサ

コラーゲンの役



■早いもので2021年ももう三月です。厳しいウィン

ター・ストームに見舞われた地域にお住まいの方々、

心よりお見舞い申し上げます。ここ南カリフォルニア

は、このところ春の訪れを感じる日々が続いていま

す。冬の間に枯れ木になったような木にも蕾が出てき

て、今にも開花しそうです。自然の営みは本当に忠実

です。人間だけが自然に逆らって生きているような気

がしてなりません。 

 

■アメリカに長年住んでいた友人Ｗ氏が日本に帰国

し、東京近郊に住んでいます。毎朝近所を散歩するの

が日課だそうで、散歩中のひとコマを写真に撮っては

私にメールしてくれます。彼の写真はいつも微笑まし

く、とても心が和みます。以前もご紹介したと思いま

すが、日本の有名な女性代議士であられたＫさんは

104歳まで元気に生き抜かれた方で、彼女の心身の健

康の秘訣は「一日十回感動すること」でした。今の世

の中、テレビを付ければ嫌なニュースばかりで、24時

間の間に感動することを十も見付けるのは至難の業だ

と思います。しかし、Ｗ氏が送ってくれる写真を見て

いると、自分がその気になって探せば、たわいない朝

の散歩の中にも何か「感動する」ことを見付けられ

る…という気がします。こんなご時世だからこそ、尚

更「感動する」ことを日常化するのが大切ではないで

しょうか。心が躍動すれば身体にも好影響をもたらし

ます。笑顔は最高の栄養剤です。 

 

■コロナ禍の規制も徐々に緩和しつつありますが、私

は引き続き「お家ご飯」を奨励します。料理のテク

ニックは二の次、最も大切なのは食材選びです。加工

食品は最小限に控え、旬の素材をシンプルに調理する

のが最も健康的だと言えます。時間のある方は、毎日

の食事内容を克明に記録してみましょう。私は、自分

自身の記録がてらに、毎日の生活のディテールを日本

の親友にメールしています。親友は、彼の生活内容と

私の生活内容を比較して、彼なりの生活改善を行なっ

ていると言います。文字にして読み返すことで、自分

にとっては日々の反省となり、親友も私の文章を役立

ててくれている… 今のところ一石二鳥の効果を上げて

います。昔のようにペンと紙ではなく電子メールでは

ありますが、「書く」ことは本当に良いことです。 

昨年、新米の季節に食べた玄米が非常に美味で忘れ

られず、以来、白米よりも玄米をよく食べるようにな

りました。玄米は時間を掛けてよく噛んで食べないと

いけない分、白米よりも少ない量でお腹いっぱいにな

りますから、ダイエットにも有効です。玄米は、噛め

ば噛むほど美味しさが増してきます。決して副菜と一

緒に口の中に入れて食べないのが原則です。私はゴマ

塩を少々ふりかけて食べるのが好きで、口に運んだ後

はお箸はテーブルに置き、ゆっくりゆっくり噛んで頂

きます。そうすると、不思議と気分まで落ち着いてき

ますので、精神安定効果もあるのではないでしょう

か。 

 

■もう一つ、「お家ご飯」のおススメは鍋料理です。

鍋料理は、①色々な食材を一度に摂れる(栄養バランス

が取れる）②素材の栄養素が溶け込んだ汁まで頂ける

ので健康的かつ経済的 ③調理も簡単…等々、多くの

利点があります。鍋物好きの我が家は、年間を通して

週に三日は鍋料理を楽しんでいます。肉・鶏・魚・

貝・野菜・豆腐・コンニャク・卵、出汁は昆布・鰹

節・干し椎茸、味付けは醤油・味噌・天然塩… 書いて

いるだけでもヨダレが出てきそうです。更に、つけ汁

にお酢も利用すると、ヘルシー度が増します。マグナ

スの韓国人スタッフから、「ちょっと違う」といつも

笑われますが、鳥居流キムチチゲもなかなかなものだ

と自負して居ります。鍋料理は自分流で充分だと思い

ます。自分の家で、自分が作って、自分が食べて、美

味しいと満足すればそれで良いのです。 

 

■いつも書いていることですが、健康維持の三大柱

「食事・運動・睡眠」、私は「食事」の面に於いては

常に超優等生だと思っています。そんな私でも、《福

健》《快蘇》《アイ・クロセチン Ｖ》《ギンコ 

CoQ10 マックス》《アミノリアル》は毎日欠かさず

摂っています。正に鬼に金棒です。なかなか合格点に

達せない「睡眠」も、就寝前の読書をほどほどにし、

代わりにお風呂にゆったり浸かると、安眠効果がある

ようです。夜中にトイレに立つ回数が減りました。

「運動」は、この歳になると散歩くらいしか出来ませ

んが、散歩を長めにした日はやはり寝つきが良いよう

です。「春眠暁を覚えず」と言いますが、春もきちん

と早起きして、一日元気に頑張りましょう！「食事・

運動・睡眠」、そして「一日十回の感動」と「感謝」

をお忘れなく。 VIVA  HEALTH ！ 

鳥 居 欣 一 



●ナノコラーゲンを摂りだして３年くらいになりま

す。膝を曲げるときに違和感があり摂りだしました。

摂りだしてすぐはわからなかったのですが、いつのま

にか椅子に座るのもスムーズで気にならなくなったい

ました。これはコラーゲンを摂りだしてからです。毎朝

コーヒーに入れたり、温めたミルクに入れたりして飲んで

ます。娘は髪にコシがないからと言ってコラーゲンタブ

レットを摂りだしました。ビタミンCと一緒に摂ると良い

と聞いたので、今はビタミンCと一緒に摂っています。

M.Hasegawa (TX) 

 

●骨密度が低いといわれ、市販の安いカルシウムを沢山

買って摂っていましたが、半年たっても骨密度は変わら

ず、どうしてかな？と思っていた時に、知り合いが品質

が良いからと言ってマグナスのカルシウムとコラーゲン

をすすめてくれました。カルシウムだけでいいと思ってい

たのですが、骨はカルシウムとコラーゲンで作られている

からだそうです。でも、マーケットで購入したカルシウム

よりも高いので迷っていましたら、とにかく一度試してみてというの

で、Caltop-DとCollagen Powderを購入しました。２か月くらい

たってからでしょうか、骨密度を測ったところ、とても良くなってい

て正直驚きました。今は健康第一ですから、ビタミンCも一緒にとっ

ています。やはり品質は大切なのだとつくづく思いました。 

M . Mori (東京） 

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 

＝材料＝ 

● 赤ちゃん用の粉ミルク： 

    大さじ１０〜１２ 

● 卵：２個 

● ベーキングパウダー：大さじ１ 

❶：オーブンを３５０Fに加熱します。 

❷：ボウルに卵、ベーキングパウダー、粉ミル

クを入れてよく混ぜて生地を作ります。 

❸：手を水で濡らし、直径約２インチくらいに

丸めて、油を塗った天パンに間隔を置いて並

べ、１０〜１５分間オーブンで焼いて出来上が

りです！ 

栄養満点、グルテンフリー、しかもローカーブ、 

低カロリーのミルクロールです！ 


