
  

 

 

 

●ローヤルゼリーゴールドを５個まとめてお買い上げ

になると、さらにローヤルゼリーを１個と、Lカルトッ

プ（８００粒入り＄３２相当）をプレゼント！ 

 

 

Magnus News はマグナス会員のための月刊ニュースレターです。ニュースレターに載っているスペシャルは会員の方が対象とな

ります。マグナスの会員以外の方でこのニュースレターをご覧になられた方も、マグナス製品のご購入はできますが価格は異なり
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●ローヤルゼリーゴールド

をお買い上げになるとLカル

トップ（８００粒入り＄３２

相当）を１個プレゼント！ 

表示価格は全て

S.R.Pです。 

お母さんへ、お母さんのあなたへ、お世話になった方へ、神

秘の栄養食ローヤルゼリーや自然はコスメをプレゼントして

は如何でしょう。今月はギフト用にカルシウム製品「Ｌカル

トップ／Ｌ型発酵乳酸カルシウム」を５０日分をご用意しま

した。数に限りがございますので、各スペシャル、お一人様

一個のみとさせていただきます。 

 

 ローヤルゼリーゴールド SRP$120 / 150tabs  

Ｌカルトップは、天然発酵法

で作られたL型発酵乳酸カルシウムに骨の健

康をサポートするビタミンⅮ、K２、ミネラ

ルを配合したカルシウム製品です。水に大変

溶けやすいため効率よく吸収されます。一日

に１０粒～２０粒を目安にお摂りください。 

●M Lotion: $48/180ml 

●M Milkk: $48/150g 

●UV Makeup base50:  

     $48/50ml 

●Cleansing oil: $60/150ml 

●White Cleansing Form: $80/150g 

●Moist Lotion: $88/150ml 

●Milky Essence: $98/50ml 

●Milky Lotion: $90/115ml 

●Rejuvenating Cream: $98/32g 

●Eye Cream: $80/30g 

●UV Milk : $35/30g 

●Moist Foundation: $48/14g 

●Gold Ion Lotion: $100/120ml 

●Gold Ion Soap: $60/120g 

●Gold Ion Thera-Massage: $120/60g 

●GoldEmollientCream: $120/30g  

ローヤルゼリーゴールドは、有効成分

を逃さないよう、絶えず検査、分析、

研究されている最高品質の製品です。

１粒に純ローヤルゼリーを２５０ｍｇ

も配合した飲みやすい糖衣錠です。 

 $28/3個入り ナチュラル 
オーガニックソープ  
植物成分から作られたお肌
に優しい100％オーガニッ

ティートリー シャンプー

バー 

髪を健康に保ち、抜け毛防

止に役立つ、オーガニック

 $12 

自然派コスメティックス 

自然はコスメを＄１００以上ご注文の皆様

にビタミンD、K2、マグネシウム配合の

Ｌカルトップをプレゼント！ 

（お一人様１個、一回のみ） 

ローヤルゼリーゴールド＆Lカル

Lカルトップ 

（ギフトはお一人様１個一回のみ） 

（ギフトはお一人様１個一回のみ） 



  

 

ローヤルゼリーは蜂蜜の成分と誤解をされる方がいますが、蜂蜜は、働き蜂が花

蜜を餌として巣に蓄えて熟成させた甘味料であり、ローヤルゼリーは、働き蜂が

花粉を材料として体内で合成し分泌したものです。 見た目はとろりとした乳白

色の物質で、酸味が強く、蜂蜜とはまったく異なります。 卵の段階では、働き蜂

も女王蜂も同じメスであり、全く違いがありません。では、なぜ女王バチだけが

とびぬけて、寿命も生命力も何十倍も違うのかというと、食べるものが違いま

す。 孵化してから3日目まで、栄養価の低いワーカーゼリー（ローヤルゼリーよ

り栄養価が低い）を食べ、4日目以降、蜂蜜と花粉を食べるメス蜂は働き蜂となり

ます。一方、女王蜂となるメス蜂は孵化してから生涯に亘りローヤルゼリーを食

べ続けるのです。つまり、ローヤルゼリーは、女王蜂だけが食べ続けることを許

される特別な食べ物なので、“ロイヤル”というわけです。このように、遺伝子

的に全く同じ受精卵を働き蜂と女王蜂に分化させるのは、まさにローヤルゼリー

の神秘的な力といえるでしょう。 

働きバチはあちらこちらを飛び回り花の蜜を吸って

おなかに蜜を溜め、足に花粉をくっつけて巣に戻り

ます。働き蜂の後ろ足のすねの部分には、長い毛が

並んでいて、それがカゴ状になっているので、この

中に花粉を入れ、蜜で丸めて

持ち帰ります。これを花粉団子と言いま

す。働きバチが集めてきた花粉団子を、

今度は担当の働き蜂が、蜜を加えて腐ら

ないように保管します。その保管された

花の蜜と花粉団子を、羽化して１週間後の

若い働き蜂が食べて、体内で消化、分解、生

成し、乳白色の物質をつくります。これが

ローヤルゼリーです。女王バチだけに与えら

れることから「王乳」とも呼ばれています。 

   ≈≈≈≈ 栄養の宝庫≈≈≈≈ 

ローヤルゼリーは栄養の宝庫で、人間の体で

は作れない必須アミノ酸をはじめ、体の調子を整える各種ミネラル、

ビタミンなどがバランスよく配合されています。その中にはデセン酸

や類パロチンなど、ローヤルゼリーだけが持つ特有成分もあります。 

デセン酸： 腸内環境を整え、免疫力を高める働きの他、女性ホルモ

ンのエストロゲンと似た働きをするといわれ、自律神経が乱れて起こ

る不快な症状やストレスを緩和します。 

類パロチン： 老化には４０歳頃から始まるニセの老化と、６０歳すぎ

から始まる本物の老化とがあります。ニセの老化は、唾液線ホルモン

（パロチン）の分泌が減ることから起こりますが、外から補給すれ

ば、少なくとも２０歳は若さを延ばすことができると言われていま

す。ロイヤルゼリーにはこのパチロンに似た物質が多量に含まれてい

ます。 

ローヤルゼリーって何？ 

 
  ローヤルゼリー ゴールド 

生薬としての研究も多数行われ、次のような様々

な改善作用が報告されています。 

■自律神経調整■ホルモンバランスの改善  

■血圧改善■コレステロールの調整、改善■美肌 

■骨粗鬆症の予防■老化防止 

■糖のバランス調整■治癒力の向上 

■コラーゲン生成機能の向上など。 
https://www.bee-lab.jp/app/webroot/38day/beautiful_skin/ 

●一日に2000～3000個の卵を産む 

●大きさ：働き蜂の2～3倍 

●寿命：3～5年 

●卵は産まない 

●大きさ：女王バチの１/２以下 

●寿命：約１カ月 

マグナスのローヤルゼリーゴールドは１００

年以上の歴史を誇る製薬会社で、徹底した品

質管理の下に作られました。１粒にローヤル

ゼリーを２５０ｍｇ配合されてます。 

召し上がり方: 一日に２粒を目安にお

摂りください。空腹時に摂ると良く吸

収されますが、胃腸の弱い

方は食後に摂ることをおす

すめします。 

 
若返りたい 

若さを保ちたい 

元気でいたいと 

思うあなたに 

是非おすすめ！ 

ローヤルゼリーができるまで  

SRP$120 / 150tabs  

女王蜂 

長寿 

元気 

短命 働き蜂 

https://www.kango-roo.com/word/21106


  

 

 ５月と言えば、爽やかな気候を連想します。コロナ禍で

自然と接する機会も少なくなってしまいました。草木は、

いつもと変わりなく咲き誇っていると思います。 

 

 スタッフの勧めで注射嫌いの私もワクチンを済ませまし

た。確かに、私たちが住む地域でもかなりの数の感染者が

出ていましたが、ワクチンのお蔭か感染者数が激減してき

ています。しかし、油断大敵、手洗い、嗽、三密を守り収

束させることに努力を重ねましょう。人から人へと感染す

る疾病ですから、手洗い、嗽、三密こはこれからも守るこ

とが大切です。また、風邪も然り、風邪かなと思ったら初

期に治すことです。そのためには、無理をしないこと！そ

して他人に感染させないようにエチケットを守ることが大

切です。 

 

 このコロナ禍で、家に閉じこもって食事をすることが多

くなり、つい食べすぎてしまい体重が増えた気がしていま

す。これは食べすぎと運動不足の結果です。因みに、私が

アメリカに来た当時と今の体の状態を比較してみました。

皆さんも、ご自分でやってみてください。その因果関係が

歴然で驚くと思います。 

 

如何でしょうか？ ５０年間の間にこんなに顕著な違

いがあります。 

原因の多くは自分自身の怠惰の結果と反省していま

す。食べすぎ、飲みすぎ、運動不足、睡眠不足がこれ

らを加速化させています。今からでも遅くありませ

ん。９０歳代も元気で過ごせるよう頑張るつもりで

す。 

 

 健康は創るものです。健康食品と出会い、私の健康

観は一変しました。医者と薬に依存する健康法は駄目

だという事です。病気（体調）の発症の８５％は自分

自身の悪しき生活習慣であることを理解しました。自

分の健康を医療制度に委ねていては、決して健康は得

ることはできません。是非、完璧でなくともよいです

から生活習慣を大切にしてください。私は、毎日の食

生活に本当に気を配っています。これに運動不足、睡

眠不足をもう少し改善できれば１００歳現役も可能と

確信しています。がしかし、友達がいなくなってしま

うのが寂しいですから、自活できなくなったとした

ら、どう思うかはわかりませんが…。 「気力」は、

アメリカに来た時以上に充実していると思っていま

す。それは、まだ「夢」が一杯あるからです。健康食

品の力も大きな味方になっていることも事実です。 

 

 最後に一言、固形シャンプーを使い始めてから抜け

毛がすごく少なくなりました。シャンプーの後、よく

水で流し、その後、お酢を水で薄めてリンスしていま

す。自然の力は本当に大きいです。抜け毛の気になる

方におすすめです。 

  「明日死ぬと思っていきなさい  

      永遠に生きると思って学びなさい」 

 これは、インド独立運動の父と言われたマハトマ・ガ

ンジーの言葉です。凄く良い言葉だと思います。皆さ

ん、この意味を自分なりに深く考えてみてはいかがで

しょうか？ あなたの人生が変わるかもしれません。 

 

 

鳥 居 欣 一 

1 身長 176センチ 174センチ 

2 体重 61キロ 72キロ 

3 ウェスト 31インチ 34.5インチ 

4 首回りサイズ 14.5インチ 16インチ 

5 靴のサイズ 8.5 9.5 

6 視力、乱視 1.5 老眼、遠視 

7 歯の数（永久歯） 31本 31本 

8 100メートル 14秒 
24秒（息切れがし

て走れない） 

9 持病 特になし 特になし50年 

10 喫煙 一日に40～50本 50年前に禁煙 

11 アルコール 少々 

嗜む程度（美味しい

と思わなければ飲ま

ない） 

  1963年      2021年 

会長室から 



  

 

■私のお爺ちゃんは80歳で一人暮らし。お肌ツヤ

ツヤで、いつもニコニコしています。誰もが若い

といいます。ボケてもいません。本当に若々しい

です。お爺ちゃんが言うには数十年も毎日欠かさずロー

ヤルゼリーゴールドを摂っているからだそうです。私は

40歳ですが疲れやすいので、ローヤルゼリーを摂ること

にしました。劇的に若返ったかどうかはわか

りませんが、確かに疲れにくくなり、お肌の

調子も良いです。これはローヤルゼリーのお

蔭です。K.Morita （Washington) 

■母は２年前に老衰で亡くなりましたが、最

後までローヤルゼリーの大ファンでした。病気らしい病

気もせず、毎朝欠かさず３粒摂っていました。体調がす

ぐれないときにはさらに３粒摂っていたので、私はそん

なに摂って大丈夫かと心配になるほどでした。それでイ

ンターネットでローヤルゼリーのことを調べましたら、

80歳を超えたローマ法王（ピオ12世）が衰弱し、医者も

困っていた時にローヤルゼリーを食べて奇跡的に回復

し、ローマ法王が自ら「私はローヤルゼリーのお蔭で命

が救われた」と言ったことから、ローヤルゼリーが世界

に広まったとありました。母がローヤルゼリー

のファンになったのも納得です。私も今は毎日

欠かさマグナスのローヤルゼリーを摂って元気

な毎日を送っています。T.Izumi （Hawaii) 

          ５月のレシピ 

【 材 料 】  

 ＝クラスト用＝ 

●粉：1、1/4カップ 

●甘味料：1/4カップ 

●塩：小さじ1/4 

●溶かしバター：1/4カップ 

 ＝チーズケーキ用＝ 

●クリームチーズ：16オンス（軟化させる） 

●Swerve 甘味料：1/2カップ 

●レモンの皮：小さじ2（大レモン約1個） 

●レモン汁：大さじ3 ●卵：2個 

●ホイップクリーム：大さじ2 

❶オーブンを350Fに予熱します。❷大きなボウルにアーモンド

粉、甘味料、塩を入れてミックスしてから溶かしバターを加えて

よくかき混ぜます。❸８インチの容器の底に②を均等に押しつけ

て10分間焼きクラストを作ります。焼きあがったら冷まします。

❹オーブンの温度を275Fに下げます。❺クリームチーズを大きな

ボウルで滑らかになるまで練ります。そこに甘味料、レモンの

皮、レモンジュース、ホイップクリームを入れてよく混ぜます。

最後に卵を入れて叩くようにまぜます。但しひび割れする可能性

があるので、強く混ぜないでください。❼冷やしたクラストに⑥

をいれて35〜45分、または⑥のフィリングが固まり、振っても中

央が揺れなくなるまで焼きます。焼きあがったらオーブンから出

し、30分ほどおいて粗熱をとったら冷蔵庫に入れて約2時間冷や

してお召し上がりください。 

This material is not intended to be interpreted as a diagnosis or prescription in any way. Information provided 
herein, for example, references to herbs as to their historical uses, may not be used as a substitute for profes-
sional advice or as an alternative to professional medical treatment. MAGNUS ENTERPRISES, INC. does NOT di-
rectly or indirectly dispense medical advice or prescribe the use of herbs as a form of treatment or assume re-
sponsibility 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 


