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マグナスの人気製品「Ginkgo CoQ10Max」

をご存じですか？  西洋の栄養学と東洋

医学の神秘を一つにした、マグナスなら

ではのサプリメントです。血管を丈夫に

し、血行を促進するのに大変お役に立ち

ます。今月はその「Ginkgo CoQ10Max」を

ご注文の皆様に血行促進に役立つ「Super 

Garlic Plus（S）30粒」をプレゼントします。 

今月のスペシャル 

❶「ギンコCoQ10マックス」を購入されるとスーパーガー

リック(S/30tablets)をプレゼント！  

（お一人様1回限り） 

❷「ギンコCoQ10マックス」５個まとめてご購入されると、

さらに「ギンコCoQ10マックス」が１個もらえて「スーパー

ガーリック(S/30tablets)」もプレゼント！  

SUPER GARLIC PLUS 

砂漠に咲く可憐な花・ 

デザートファイブスポット 

赤血球と血管・食生活の改善が鍵！ 

SUPER GARLIC PLUSは●無臭ガーリック 

●金時生姜 ●シジミエキス   ●沖縄

秋ウコンにビタミンCとビタミンB1を

配合したマグナスならではの品質にこ

だわった製品です。スーパーガーリックプラ

スの主成分のニンニクは、吸収力を高めるた

めに細胞を破砕し熱も加えず、独自の製法で

有効成分のみを抽出しました。 

$40 SRP ／60capus 

GINKGO COQ10 

≪主 成 分≫ 

●ＣｏＱ１０ ●霊芝  

●イチョウ緑葉エキス  

●ルティン ●ビタミンＢ群  

●ビタミンＣ ●ビタミンＥ  

●ＤＨＡ ●ミネラル 

●レシチン  ●亜鉛 ●葉酸 

●GINKGO CoQ10 MAXはコエンザイムＱ１０をはじめ、不

足しがちな栄養素を最適な比率で配合しました。心臓、記

憶、目が気になる方、免疫力をアップしたい方、血管を丈

夫にしたい方に是非おすすめ致します。 

S.R.P$84.00 ／90 caps 

 SUPER GARLIC  PLUS 
(S) 30capusles  

血管の直径はとても小さいため、狭い通路の中

をその直径より大きな固形物である赤血球が通

り抜けるには、自分が通れるサイズになるまで

赤血球自身が体をねじ曲げています。しかし、血液中に

脂肪や糖分が多いと、赤血球の表面がこれらにコーティ

ングされて硬くなり自分の体を変形させることができな

くなってしまいます。そうすると、赤血球が血管の狭い

ところをうまく通れなくなり、血管が詰まって血液が流

れにくくなるのです。脂肪や糖分を控えバランスの良い

食事を心がけましょう  

山梨県、身延山の桜 



血管の働きは血液をスムーズに流し、全身に酸素と栄養を巡らせることです。若い血

管はしなやかですが、老化すると弾力を失って硬くなります。すると、血流が悪くなり

肌や髪のトラブル、肩こりや腰痛、冷えなどの不調が現れます。それ以上に怖いの

は、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞など、いわゆる「血管病」のリスクが高くなる

ことです。 

参考資料 
https://eonet.jp/health/yobou/content4.html  https://kenko.sawai.co.jp/healthy/201702.html 

血管を強く、しなやかに！ 

Ginkgo CoQ10 Max Omega DHA 

SRP$70 
 90 caps 

SRP$84 
 90 caps 

 血管の種類は大きく分けて動脈、静脈、毛細血管の３つです。 これらの

血管をつなぐと全長約9万㎞、地球のおよそ2周半という長さになります。

心臓から出発した血液の往きの道路が動脈、帰り道が静脈です。 動脈は

酸素や栄養分を運び、静脈は体内のあちこちから回収した二酸化炭素や

不要物を、それぞれの処理器官に届けます。 毛細血管は、体の末端まで

張り巡らされている路地のようなもので、細胞や組織のすみずみに酸素や

栄養分を届けます。髪の毛の20分の1程度の細さなので、肉眼では見え

ません。毛細血管には血管の太さを調節する筋肉

がないので、自身で収縮することはできません。 

  

心臓(左心室)の大動脈から送り出された血液は、

わずか20秒で全身を巡り、再び心臓へ戻ります。 

心臓から離れたところを流れる、末梢血管が徐々に

狭くなって詰まった場合には、バイパスの血管が新

たに形成されるので、細胞が壊死しないこともあり

ますが、徐々にではなく突然血管が詰まって酸素の供給が止まると、 脳で

4分、心臓なら3時間で細胞が酸欠によって壊死してしまいます。つまり、血

管のトラブルは命取りになる危険性をはらんでいます。 

血管は、外膜・中膜・内膜の三層構造からなっています。外膜は

血管を保護し、中膜は血管にかかる圧力を調整する役割がありま

す。内膜は血液に直接触れる部分で、線維からなる薄い層と内皮

細胞でできています。内皮細胞は、動脈硬化のもとになる有害物

質を血管壁に侵入しにくくしたり、血液

をサラサラに保ったりする重要な働きを

します。実は、血管を若返らせるカギを握っ

ているのが、動脈の内皮細胞。年齢とともに内

皮細胞の働きも低下しますが、近年、食生活

をはじめとする生活習慣を改善することで内

皮細胞の働きが回復し、血管年齢を下げるこ

とがわかりました。 

≪ 血管ストレッチ ≫ 

血管は「縦に伸ばすと軟らかくなる」という性質

を持っています。1日1回、簡単なストレッチをし

てみましょう。ストレッチで血管が軟らかくなっ

て、血流が良くなると、血管の壁から血液をサラ

サラにする成分が放出されます。 

①両足を肩幅に開いてください。 

②両手をしっかり「パー」に開いたま

ま、万歳するように両手を上げます。顔

は正面を向いて、踵は床についたまま。

ゆっくり呼吸をしてください。 

③両手を下ろし、力を抜いてリラックス

します。 

これを３回繰り返してください。約

１分です。 

  ＝慣れてきたら＝ 

④万歳した両手を組んで、そのまま

ゆっくり、左右にストレッチしてく

ださい。筋肉をゆっくり伸ばすよう

なイメージで、決して速く動かさな

いことが、ポイントです。 

１回約１５秒です。右と左で２回ずつ

行いますから約１分です。 

 ≪ 血小板と血栓の関係 ≫ 

指を切って出血しても血が止まるのは、血小板

が傷口をふさいでくれるからです。また血管の

内側に傷ができると、やはり血小板はそれを修

復しようとして傷口に集まります。これは血小

板がもつ粘着力や凝集力などの性質によるもの

です。血管の中を流れる血液は、通常は固まる

ことはありません。しかし、血管の内壁に傷が

できて血小板が集まり凝集すると、それに伴っ

て血液の固まりができることがあります。これ

が血栓です。そして血管が狭くなったところに

血栓ができると、血管が詰まってしまいます。  

《 動脈の内皮細胞を元気にする !! 》 

◆塩分を減らす ◆青魚や大豆製品を取る 

◆野菜をたくさん食べる ◆適度な運動で血管を強くする 

血管の種類 

血液は20秒で体を巡る 

血管の構造 

https://eonet.jp/health/yobou/content4.html


■日本の春の象徴である桜の開花も近年は地球温暖化の

影響を受け、昔と比べると半月ほど早くなっています。

日本に住む友人が、毎年桜と富士山の写真を送って来て

くれます。その富士山も、いつ噴火してもおかしくない

状態になっているという、物騒な論も出ています。確か

に、地震、津波、台風、豪雨、洪水、山火事、竜巻な

ど、私達の生活を脅かす現象が年々増えきている気がし

ます。また、ここに特筆するまでもなく、もう一年以上

もコロナウイルスによって全人類が生命の危機にさらさ

れています。この地球はもはや人間にとって安全な場所

ではなくなってきているのではないでしょうか？ 

 

■現在の世界総人口は約77.5億人、その1%に値する

7750万人が世界を動かしていると言われています。この

7750万の有力者が、自分達のことだけでなく、残りの

99%の人々のことを考えて世界を動かしていけば、地球

は元のように安全な場所として存続する

ことが可能である、と唱える若干34歳の

新進気鋭な学者の本を読みました。日本

の哲学者・経済思想史研究者の斎藤幸平

氏著『人新世の「資本論」』(集英社新

書)です。斎藤氏は「もう地球は取り返し

のつかない状態」同然であると言ってい

ます。そうと分かっていても、1%の人は

それに真剣に目を向けるどころか、益々

「破壊への道」を拡大していると警告し

ています。同時に、99%の人達は不安を承知していなが

ら、現実を客観視していると嘆いています。彼は「地球

上の3.5%、約2億7千万の人達が立ち上がって行動を起

こせば変わる」「パリ条約を実行するだけでは手遅れに

なる」と提言しています。実際にどうすれば良いのか…

これについては本の中に詳しく書かれていますが、その

一つに「脱成長コミュニズムが世界を救う」とありまし

た。私にはイムズについて云々言う資格はありません

が、今の資本主義、民主主義は、少々「過度の傾向」に

あると感じる時があります。そして、もうこれ以上人間

に「便利」をもたらす科学の進歩は不要なのではない

か、と切に思います。便利になればなるほど頭も体も使

わなくなります。IT音痴人間の負け惜しみだと思われる

かもしれませんが、スマホに問うて答を楽に与えられる

より、紙の辞書を引いて自ら答を探し出す方が人間らし

いと私は思います。もしも「アナログ国」なるものが存

在すれば、そこに移住したいものです。『人新世の「資

本論」』は決して難しい本ではありませんので、多くの

方に読んで頂き、現実を直視して即行動に移して欲しい

と願います。なぜなら、この掛け替えのない地球に健康

で長生きして欲しいからです。それにはやはり、自然の

摂理を重んじて、私達が「人間らしく生きる」ことでは

ないでしょうか？ 

 

■さて、人間の健康について触れましょう。「幸せホル

モン・セロトニン」をご存知ですか？ セロトニンは、心

の健康にとって必要不可欠な物質です。セロトニンが脳

に充分に行き渡っていると、前向きな気持ちになって精

神が安定し、頭の回転が良くなります。逆に不足する

と、攻撃的になったり、不安や鬱などの精神症状を引き

起こしたりすると言われています。セロトニンは腸で生

成され、その90%が腸に、8%が血液に、そして残りの

2%が脳に存在します。「腸の健康」を保つことが如何に

大切かということが分かります。腸は「第二の脳」とも

言われる大切な臓器です。腸が綺麗であれば、セロトニ

ンは温存されます。自己免疫力にも深く関わっていま

す。私も《プロバイオ・フローラ》《万田酵素》を摂っ

て整腸に努めています。夜更かしすると小腹が空いて、

ちょっと夜食…という気分になりますが、深夜遅くの飲

食は、就寝中も内臓を働き続けさせることになりますの

で、出来る限り控えましょう。特に、加工食品やジャン

クフードは体内での解毒に時間を要しますので、内臓に

更に負担を掛ける結果となります。正しい食生活をして

睡眠をしっかり取ることは、内臓ケアに繋がります。現

代人は早食いと言われますが、ゆっくりしっかり噛んで

食べることをお忘れなく。そして、現代人が最も酷使す

る「眼」、眼と脳は直結しており、とてもデリケートな

器官ですので労わりましょう。私も加齢に伴って眼が本

当に弱くなりました。眼の神経を和らげると安眠も促し

ますから、《アイクロセチンＶ》は毎日欠かせません。

クロセチンは認知症予防効果も期待されていますので尚

更です。 

 

 今月以降はコロナウイルスの厳戒態勢も益々緩まって

いくと思われますが、決して羽目を外すことなく、

「腸・脳・眼」の健康に気を配ってハッピーに春を満喫

しましょう。 

 

鳥 居 欣 一 



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 

＝材料＝ 

●卵：５個 

●グリュイエール又はスイスチ-ズ: 

  1/2カップ(細かく刻んだもの） 

●全脂肪カッテージチーズ又はクリー  

 ムチーズ：1/4カップ 

●コーシャーソルト：小さじ1/4 

●新鮮な黒コショウ：少々 

●シュガーフリーベーコン：２〜３枚 

 ❶ベーコンを小さく刻みます。 ❷オーブンを300度Fに予熱

します。❸1インチの水をはったベーキング皿を一番下の

ラックに置きます。これは湿気の多い環境を作り、卵が均一

に調理するのを助けます。❹卵、チーズ、カッテージチー

ズ、塩、コショウをブレンダーに入れ、軽く泡立つまで２０

秒間ハイでブレンドします。❺ マフィン用のベーキングパ

ンにオイルをスプレーし、④を2/3の高さまで流し入れ、そ

の上に刻んだベーコンを均等に振りかけます。❻オーブンで

３０分間、又は生地の中心が固まるまで焼きます。❼オーブ

ンから取り出し、５分間ほど冷ましてから、フォークなどを

使用して、マフィンを慎重に取り出します。  

◆階段がラクラク! 

マグナスから新製品が出る度、必ず試してい

ます。ですから、毎日摂る製品がドンドン増

えて、キッチンにはビタミンのボトルが５つ

もあります。これを一つの製品にならないか

なと思っていたところ、ギンコＣｏＱ１０マックスを勧め

られ、これは便利と思いました。今はギンコＣｏＱ１０

マックスだけを摂っています。身体の調子はすこぶる良い

です。階段を上るのもずい分楽になりました。 

(K.Y 42, Anaheim） 

◆不思議と体調がいい! 

コロナ禍で私はリモートで仕事です。一日中コ

ンピュータの前にいて、食事も適当。いつも疲

れた状態でした。免疫が落ちた状態でコロナに感染するの

が怖いので、サプリメントを摂ることにしました。でもど

れが良いかわからず、友達からもらった健康になるカレン

ダーを見て、その中からギンコCoQ10マックスを選びまし

た。とりあえずこれかな？と思っただけですが…。今まで

一度もサプリを取ったことがなかったからかもしれません

が、摂りだしてからは疲れにくく体調もとても良いです。

１ヶ月経った頃から、目の疲れもあまり感じなくなり、体

が軽くなったように感じます。仕事を始める前に毎日２粒

欠かさず摂っています。（Y. Y 44, Tokyo, Japan) 


