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●本格的な夏がやってきました。コロナも収束し始め、外に出る機会も

多くなりました。そこで気を付けたいのが紫外線。外出時にはUV製品

でプロテクトすることをお忘れなく！ビタミンCなどのサプリメントも

効果的です。 

●生活習慣病でも特に『糖尿病』は一般的で、糖尿病予備軍を含めると

１０人に９人は当てはまるといわれています。日常の生活を今一度

チェックし、先ずはロイヤルグリーシルクでしっかり予防しましょう。

糖尿病かな？と思われる方は改善のサポートに是非ロイヤルグリーンシ

ルクをお役立てください。桑は昔から漢方薬として用いられ、民間薬で

は欠かせませんでした。その桑の葉を主成分として作られたのがロイヤ

ルグリーンシルクです。いわゆる青汁ですが、苦味もなく、とても飲み

やすいのが特長です。 

ロイヤルグリーンシルクを１缶ご注文

毎に携帯に便利なスティックタイプを

２本プレゼント！ 

●ビフィズス菌： 

腸内の有害な菌の増殖や活動を抑え、

腸の働きを正常に保つ。 

●大麦若葉： 

生命力が旺盛。ビタミ

ン・ミネラ

ル・葉緑素・

酵素に富んで

いる。 

●クロレラ： 

抗酸化力が強く、葉緑素

をはじめタンパク質やビ

タミン･ミネラルなどの

各種栄養素がバランスよ

く豊富に含まれている。  

●明日葉： 

ビタミンB郡が豊富で疲

労回復に有効。肥満の

防止に大変立つ。 

●桑の葉： 

桑の葉特有のＤＮＪとい

う成分が含まれていて、

糖分の吸収を抑える。 

●緑茶エキス： 
解毒、殺菌作用
に優れている。 

 今月のスペシャル 

ロイヤルグリーンシルク 

ロイヤルグリーンシルクを５缶ご

注文されると、さらにロイヤルグ

リーンシルクを１缶と携帯に便利

なスティックタイプを１０本(10ド

ル相当）プレゼント！ 

SRP$48 / 180g      

UVミルクをご購入毎に、Mシリー

ズのUV５０を5回分プレゼント！ 

紫外線Ａ・Ｂをしっかりカット！ 

ＵＶミルクはミルキータイプのサンブ

ロックと化粧下地が一緒になったUV

プロテクト製品です。保水力バツグン

のセラミドの他、美白成分のアルブチ

ン、コラーゲン、抗酸化作用のある成

分を配合し、紫外線をプロテクトする

だけなく、肌への労わリにも充分配慮

しました。サラッとした使い心地です

から、どなたにもおすすめです。 

$35 SRP / 30ml 
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プレゼント 



私たちが生きていくための大切なエネルギー源として血液中にブドウ糖が存在しま

す。糖尿病とは、この血液中のブドウ糖（血糖）が多くなる病気です。血液中のブドウ

糖の割合を血糖値と呼びます。 

健康な人は、食事をすると一時的に血液中のブドウ糖が増えますが、すい臓から出て

いる「インスリン」というホルモンによってブドウ糖を体内に取り込み蓄えて、エネル

ギー源として使うことができる状態になります。このインスリンの 

働きによって、血糖値は一定の範囲内におさまっています。ところが 

糖尿病の方は、このインスリンがブドウ糖をうまく血液中から体内に

取り込めないため、血中に糖が増えて血糖値が高い状態（高血糖）

が続くため、さまざまな病気（糖尿病合併症）が引き起こされてしまう

のです。 

糖尿病になると、どうなる？ 

初期の段階では自覚症状が全くないこ

とが多く、症状があらわれるとして

も、次のような症状が非常にゆっく

り、少しづつあらわれます。 

●疲労感 ●皮膚が乾燥して痒い  

●手足の感覚が低下する、またはチク

チク指すような痛みがある ●感染症

によくかかる ●頻尿 ●目がかすむ ●性機能の問題（ED） ●切り

傷やその他の皮膚の傷が治りにくい ●空腹感やのどの渇きがひど

くなる。主な原因に■４０歳以上の人 ■太りすぎの人 ■家族に糖

尿病の患者がいる■著しい運動不足などがあげられます。 

糖尿病は、神経や目や腎臓などにさまざまな障害

を起こすことが知られています。いわゆる３大合

併症です。糖尿病が怖いのは自覚症状がなくて

も、見えないところで合併症が進行していること

です。そして、気がついた時には合併症によっ

て、日常生活に支障がおきているということが少

なくありません。しかし、きちんと血糖値をコン

トロールできれば、合併症を予防できることがわ

かっています。そのためにも、生活習慣の改善と

治療と併用して血糖値を下げることが大切です。 

≪糖尿病神経障害≫ 

高血糖により、手足の神経に異常を

きたし、足の先や裏、手の指に痛み

やしびれなどの感覚異常があらわれる合併症です。 

≪糖尿病網膜症≫ 

糖尿病網膜症は、高血糖により、眼の

網膜にある非常に細い血管がむしばま

れていく合併症です。進行してしまう

と失明に至ります。糖尿病網膜症は、

自覚症状がないまま進行していきますので、早期発

見と進行予防・治療が大切です。 

≪糖尿病腎症≫ 

高血糖により、腎臓にある非常に細い

血管がむしばまれていく合併症です。

進行すると、老廃物を尿として排泄す

る腎臓の機能が失われてしまうため、

最終的に透析治療を要することになります。この合

併症も自覚症状がないまま進行していきますので、

早期発見のためには、定期的に腎臓の機能を検査す

る必要があります。 

≪動脈硬化（脳卒中・心臓病）≫ 

糖尿病は動脈硬化の原因となり、心臓

病や脳卒中を引き起こします。特に、

食後の高血糖が動脈硬化を進行させる

といわれています。動脈硬化を抑えるためには、糖

尿病に加え、高血圧、脂質異常症、肥満をしっかり

管理することが大切です。 

糖尿病の種類 

糖尿病には「１型糖尿病」と「２型糖尿病」があります。日本で

の糖尿病は９５％が２型糖尿病です。２型糖尿病は、いくつかの

遺伝因子と■食べすぎ■運動不足■ストレスといった生活習慣が加

わって、インスリンの働きを悪くしてしまい発症します。２型糖

尿病の治療の基本は適切な食事療法と運動で、これらを続けなが

ら薬による治療を行います。最初は飲み薬から始めることが多い

ですが、血糖値が下がらず、インスリンの分泌量が十分でないと

きは、注射でインスリンを補います。 

2型糖尿病の症状 

糖尿病が引き起こす怖い合併症とは？ 

桑の葉は青汁がおすすめ 

桑の葉の成分は血糖値や血圧を正

常に保つ働きがあります。摂り過

ぎても血糖値や血圧が下がり過ぎ

る心配もありません。但し、糖尿

病や高血圧など人は、医師の指示

を守り、その補助として桑の葉の

青汁を飲むようにしましょう。 

参考：https://www.diabetes.co.jp/dac/diabetes/symptom-

https://www.club-dm.jp/basic/insulin/top.html
https://www.club-dm.jp/basic/diabetes/complication.html
https://www.diabetes.co.jp/dac/coexistence/insulin/
https://www.diabetes.co.jp/dac/diabetes/symptom-type


鳥 居 欣 一 

す。卵、牛乳(豆乳)、豆類(豆腐)、肉魚類をしっかり

食べることが大切です。食事だけでは不充分だと感じ

たら、マグナスの《アミノリアル》と《ナノ・コラー

ゲン》を補給食品として摂られることをお勧めしま

す。健康食品は「賢く上手に」利用すること、基本は

あくまで毎日の食生活です。タンパク質は体重の１～

１．２%摂るのが理想的ですので、６０キロ(１３２ポ

ンド)の人なら７０g前後のタンパク質が(卵１個、牛乳

コップ１杯、魚１００ｇ、肉１００ｇ、豆腐１丁)が必

要です。しかもタンパク質は毎日消耗しますから、毎

日補給する必要があります。私は、卵２～３個、牛乳

２～３杯、肉や魚も毎日各１００ｇ以上摂っていま

す。豆腐、納豆、野菜もたくさん摂っています。生椎

茸は大好物で、バターで軽く炒めるのが好きです。人

参、セロリ、きゅうり、アスパラガス、ごぼう、玉ね

ぎ、蓮根、かぼちゃ、じゃがいも、トマト、キャベ

ツ、アルグラ、パブリカなど、サラダや煮物にして食

べています。ドレッシングはオリーブオイル、ビネ

ガー、胡椒で自分流のドレッシングをつくり、たっぷ

りかけて頂きます。果物はそれほど好きではありませ

んが、酵素補給のためにパイナップル、パパイヤ、マ

ンゴーは食べています。主食のご飯は、普通のお米も

玄米も両方大好きです。何でもよく噛んで食べるよう

に心掛けています。胃での消化に良いことは言うまで

もなく、よく噛むことで脳を刺激し、認知症の予防に

役立ちます。 

  

人生百年時代に向けて、ご自分の食生活を今一度見直

してみられては如何でしょうか？ お医者さんに守ら

れての長生きは限度があります。自分の健康は自分で

管理すべきです。 

 

■先進国の平均寿命が８０歳を超えたのは2021年頃から

です。２１００年には９０歳になるだろうと予測されて

います。人生百年時代と言われる今日、果たして予測通

りになるのでしょうか？ 長生きをすることは良いこと

ですが、大切なことは、自分で身の回りのことができる

ことです。寝たきりや認知症になってしまう、誰かの助

けを借りないと日常生活できない… などというので

は、生きる喜びも半減してしまいます。 

  

■私事で恐縮ですが、この七月で満８５歳を迎えまし

た。お蔭様で、気力１２０%、体力７０%を維持できてい

ます。先ず、丈夫な体に産んでくれた母に感謝です。そ

して、健康食品の仕事を得たことも大きいと思っていま

す。もし違う仕事をしていたら、こんなに健康で長生き

していなかったでしょう。健康食品の効用のお蔭もあり

ますが、健康に関しての意識を高めてくれた方が大きい

と思います。 

  

■西洋医学の進歩で、色んな病気が治療可能になったの

は事実ですが、それよりも、病気にならないように生活

することが最も重要です。このことをしっかり理解でき

ると、自己の健康維持はそう難しいことではありませ

ん。健康を保つ秘訣は毎日の生活習慣にあります。人間

ですから、気分の良い日もあれば悪い日もあります。

日々の体調をきちんと把握して調整すれば、人間の体に

はちゃんと復調する能力が備わっています。体調管理の

怠惰は、取り返しのつかない病気を引き起こす最大の原

因のひとつです。食事・運動・睡眠の「質」を毎日

チェックしましょう。暴飲暴食や夜更かしは絶対に連日

繰り返さないことです。 

  

■７０代と８０代の体力的な違いは大きく、柔軟度は顕

著です。車の乗り降り、足の爪切り、靴下の履いたり脱

いだり、床から物を拾うなど、だんだんと困難になって

きますので(残念ながら)、毎日タンパク質をきちんと

摂って、こまめに運動しましょう。タンパク質が人間を

形作っていますから、老化はタンパク質不足とも言えま



= 材 料 ＝ 

＝クラスト＝ 

● アーモンド粉:２カップ  

● ココナッツ粉:１/２カップ 

● ベーキングパウダー:小さじ１/２  

● キサンタンガム:小さじ１/２ 

● 冷たいバター:３/４カップ 

＝詰め物（フィリング）＝ 

●フレッシュまたは冷凍のブルーベリー：３＆１/２カップ 

●グラニュー糖：１/２カップ(０カロリーの砂糖代替品を使用） 

●レモンジュース：大さじ１ ●チアシード：大さじ１   

＝その他＝●大きな卵：1個（泡立てる） 

= 作 り 方 ＝ 

❶：バターを除いたクラストの材料をよく混ぜます。❷：バターを小

さな立方体に切り、①と一緒にフードプロセッサーにいれて、ポロポ

ロになるまで混ぜます。❸：生地を２つの滑らかなボール状にして

ラップで完全に覆い、少なくとも２時間冷蔵します。❹：オーブンを

３５０F（１８０℃）に予熱します。❺：９インチのパイ皿にオイル

を塗っておきます。❻：小さな鍋にブルーベリーフィリング（詰め

物）を入れて火にかけ、沸騰したら弱火にして４〜５分ゆっくりとか

き混ぜ火からおろします。❼：２枚のパーチメント紙の上にボールの

生地を置き均一になるまで伸ばし、一つはパイ皿に移しその中にフィ

リングを入れます。もう一つはパイの上に載せ、サイドを密着させま

す。❽：パイに溶き卵をブラシで塗ります。❾：パイをオーブンに入

れ４５〜５０分間、または上が黄金色になるまで焼きます。焼きあ

がったらオーブンから出し、冷ましてから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 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 

ロイヤルグリーンシルク 

最近、のどが渇き糖尿病かなぁと

心配し、血糖値を測ったらものす

ごく高くて、病院に行き薬を処方

してもらいました。でも薬を飲む

前に何とか自分で改善できないか

と思い、食事療法から始めました

が思うように続かず、そんな時友

達に勧められてロイヤルグリーンシルクを毎食

時に飲むようにしました。２週間くらいたって

から、血糖値が下がり始めたので、加えて毎日

５０００歩目標に歩くようにしました。会社へ

行く時もひと駅前に降りて歩きです。思ったほ

どに下がりはしませんでしたが、確実に効果が

でてきたことが嬉しくて、食事にもかなり気を

付けるようになりました。この調子だと薬を飲

まなくとも良いかもしれません。友人から糖尿

病の合併症の怖さをきいていたので、桑のロイ

ヤルグリーンシルクを摂りながら頑張っていく

つもりです。ロイヤルグリーンシルクを進めて

くれた友達に感謝です。K.Shiraki （52歳）日本 


