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  タイムガーデン 
    肌荒れや乾燥防止 
 

レモングラスティー 
疲労回復、リフレッシュ 

植物成分から作られた１００％天然のナチュラル

石鹸。お肌に優しく、泡切れもよく、安心してお使

いになれます。 お顔から身体まで

これ一つでOK! 

2個セット、3個セットにご購入毎

にもれなく泡立ち抜群の石鹸ネッ

トがついてきます！ 

クリスマス ギフトに最

適！ 

天然ソープ2個セッ

ト！（在庫数により組み 

合わせは変ります） 

携帯にも便利なコラーゲン ペプチド タブレッ

ト。純度１００％の超低分子コラーゲンぺプチ

とに、肌の保水力を高めるセラミドを配合した

錠剤タイプです。パウダーが苦手な人や

忙しい方、男性にもおすすめです。 

純度100％の超低分子コラーゲン ペプチドパウダー。さ

らさらとした溶けやすい顆粒状ですから、お好みのお飲

み物やお料理に混ぜてお使いいただけま

す。又、お手持ちの化粧品や、ヘ

アケアにも是非ご利用下さい。 

          ナノ コラーゲン100 パウ $60(S.R.B) 140g 

          ナノ コラーゲン100 タブレット $60(S.R.B) 310 tabs 

コラーゲン製品（パウダー

又はタブレット）を２個ま

とめて購入されるとコラー

ゲンの吸収力をアップさせ

るビタミンⅭを1個（１６

ドル相当）をプレゼント！  

 

●パンデミックになって、家に居る時間が多くなり、運

動不足になっていませんか？ 筋肉の衰えは老化に拍車

をかけますので、食事の見直しと運動をお忘れなく。特

にタンパク質の補給は大切です。中でもコラーゲンは全

身を潤すと共に、しなやかな体作りには欠かせません。

今月のコラーゲンスペシャルを是非ご利用ください。 

●クリスマスにはちょっと早いかもしれませんが、クリ

スマスギフト用に、オーガニックのナチュラルソープが

おすすめです。12月に慌てないためにも今から準備して

はいかがでしょう。 

Photo by Suzi Leavens 

ナチュラル オーガニック ソープ  
合成着色料、香料、防腐剤は一切含まれていません。 
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【 I型コラーゲン 】 

身体の中で一番多いのは皮膚や骨をつくるI型コラーゲン。皮

膚のコラーゲンの約90%はI型コラーゲンです。 

【 II型コラーゲン  】 

関節や軟骨に特に多く含まれるコラーゲン。 

眼の角膜や硝子体にも含まれています。 

【 III型コラーゲン 】 

血管や、赤ちゃんの皮膚などに多く含まれています。皮膚のコ

ラーゲン線維はI型コラーゲンとIII型コラーゲンで構成されて

いますが、I型コラーゲンと比較して、III型コラーゲ

ンはしなやかな細い線維であることが特徴です。 

【 IV型コラーゲン 】 

IV型コラーゲンは、肌の基底膜に多く存在していま

す。基底膜とは上皮の細胞層と間質の細胞をつなぎ合わせる

働きや、細胞の成長を促す働きをしている部分です。IVコラー

ゲンは線維状ではなく、網のような形をして、シート状の構造を

とることが特徴的です。 

【 V型コラーゲン 】 

血管や平滑筋、子宮などに多く含まれています。 

身体の中のいたるところにコラーゲンは存在しています。コラーゲン

が皮膚に多く含まれていることはよく知られていますが、皮膚以外に

も骨-軟骨、血管などにコラーゲンが多く含まれています。コラーゲ

ンの一部はアミノ酸に分解されずに、コラーゲンペプチドとして腸で

吸収されるということがわかってきました。腸で吸収されたコラーゲ

ンペプチドは、血液にのってカラダのすみずみまで運ばれ、お肌はも

ちろん、関節や骨、髪の毛、爪など全身で活用されます。 コラーゲン

が体内から減ってしまうと「シワ・シミ・お肌のたるみ・乾燥・抜け毛・

関節痛・骨粗しょう症・・・etc」といった原因になります。 

良質な低分子コラーゲンペプチドを摂取するとコ

ラーゲン代謝がスムースになります。コラーゲン

ペプチドの有効成分は、24時間経つと血中から

なくなってしまいますから、毎日継続して補い

ましょう。 

●コラーゲンの合成には、ビタミ

ンＣが欠かせません。コラーゲン

にビタミンＣが加わることで、コ

ラーゲンの働きを強めるだけでなく、コラーゲ

ンの生成量を増やす役割を持っています。ビタミンＣが欠 

 

乏するとコラーゲンは充分に生成されませんので、コラーゲ

 

●骨が丈夫に･･･ 

骨粗鬆の疑いがあるといわれ、毎日カルシウムだけ

は欠かさず摂っていたのですが、ころんで簡単に腕

をおってしまいました。カルシウムをたく

さん取っていたのにと思ったのですが、ド

クターからコラーゲンも大切ですといわ

れ、早速コラーゲン製品も一緒に摂るよう

にしました。今では骨密度も上がり、丈夫

な骨になってきました。K.Kawakami 48才 

 

●美肌つくりに･･･ 

美肌は良い化粧品だけでは不十分で、やはり内面か

ら整えることが大切です。特にコラーゲン補給は重

要で、美肌作りには欠かせません。モデ

ル時代もそうでしたが、内面美容は本当

に大切です。純度１００％のナノコラー

ゲンは摂取だけでなく、化粧水にも使え

てとても便利です。会う人皆さんにおす

すめしています。L.Korenaga 美容コンサルタント 

コラーゲンが多く含まれる

ところは？ 

私たちも愛用しています！ 

  超低分子コラーゲン ペプチド 

「ナノコラーゲン100」は高品質の純度 

１００％の超低分子コラーゲンペプチドです。 

パウダータイプと粒タイプがございます。 

代表的なコラーゲンの種類 

ビタミンCとコラーゲン 



■長い夏が終わり、絶好の行楽シーズンの秋を迎えま

す。しかし、コロナ禍が気になって、今までの様に気ま

まに旅行などを考えられなくなってしまいました。いつ

になったらまた元の状態に戻るのでしょうか。気を塞い

でいたままでいては心身の健康に良くありません。時に

は郊外にピクニックやハイキングに出掛けられると良い

でしょう。外の空気をいっぱい吸って、精気を養って下

さい。 

 「フレイル」という言葉をご存じですか？ 語源は英

語の FRAILTYです。虚弱、老衰、脆弱などを意味しま

が、ここでは「加齢による心身が老い衰えた状態」と解

釈して下さい。７０歳を過ぎると、誰しも心身の衰えが

顕著になってきます。私の場合、① 呼吸が酷く浅く

なってきた ② 夜寝ている時によく足がつる ③ 足の

爪を切るのが辛い (身体が曲がらない)  ④ ふくらは

ぎが硬くなってむくみも出てきた ⑤ 階段を一気に登

れなくなった ― これらの症状は全て運動不足から来る

ものです。このまま日々の運動を怠けていると、いずれ

誰かの助けを借りないといけない羽目になりかねません

から、真剣に取り組まねばなりません。この様に、私の

フレイルは主に「身」であり、「心」の面は至って尋常

なので助かっています。ただ、親しく付き合える友人が

年々減ってきていることがとても残念です。 

 最近の調査結果を見ると、食生活と運動不足の改善だ

けでなく、社会生活の充実がフレイルからの脱却に大き

く役立つことが分かりました。たとえ運動不足であって

も、人と楽しく交わっている人はフレイルになり難く、

寡黙な人や孤独を好む人はフレイルになり易い結果が出

ています。「人と交わる」ことがどれほど大切であるか

が分かります。歳を重ねると、人間はだんだん頑固にな

ります。私もその一人ですが、「馬には乗ってみよ、人

には沿うてみよ」の言葉を常に思い出す様にしていま

す。フレイルに陥らない為にも自分の方から人に歩み寄

り、出来るだけ人と交わる努力をしましょう。 

 フレイルにならない為の条件は、① 食生活、② 運

動、③ 社会生活、この三点の改善ですが、私はそれに

「睡眠の質」を加えたいと思います。睡眠の質が良くな

いと一日の活力は生まれません。睡眠不足の慢性化は

寿命を縮めていると考えるべきです。朝の目覚めが爽

やかで、更に朝食を美味しく食べられる状態であるこ

とが望まれます。毎日こうした状態で朝を迎えられる

人は、本当に「心身共に健康」であると言って良いと

思います。更に、重要なポイントは、我欲を捨てるこ

と、特に金銭欲と名誉欲です。フレイルとは無縁の充

実したシニアライフを満喫できるか否かを握るカギで

はないでしょうか。 

 次に、「サルコぺニア (SARCOPENIA)」という言葉

をご存じですか？ ギリシャ語の筋肉 (SARX) と喪失 

(PENIA) を合わせた造語で、加齢による筋肉量減少を

意味します。高齢者イコール筋肉量の減少した人、毛

髪が薄くなるのも、顔に皺が増えるのも、太ももが痩

せてくるのも、歩くのが遅くなるのも、みな筋肉量の

減少が原因です。先のフレイルで説明した様に、食生

活と運動不足の改善によって、筋肉量減少のスピード

を遅らせることは可能です。プラス、是非とも「賢く

上手に」マグナス製品をご活用頂きたいと思います。

取り敢えず私の活用法を記しましょう。筋肉量を増や

す為に《アミノリアル》、カルシウムの補給に《カル

トップ》、カルシウムの定着を図る為に《ナノコラー

ゲン》《ビタミンC》、関節の柔軟性と痛みの緩和に

《スーパーバイオマックス》。勿論、運動することが

前提ですのでお忘れなく。更に、ホルモンの影響を受

け易い女性には《フェミゼプラス》、ホルモンが体に

上手く行き渡れば、健康度アップかつ若返りに繋がり

ます。 

 今月は、フレイル＆サルコペニア脱却作戦で頑張っ

てみましょう！ 賢く「食べる」「動く」「寝る」

「人と交わる」「マグナス製品で栄養とパワー補強」

― もうこれで心身共に十歳は若返るに違いありませ

ん。 

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. 
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＜女性ホルモン＞ 

最近疲れやすく、そのせいかちょっとしたこと

でもイライラしてしまい、年のせいと思って言

いましたが、マグナスニュース８月号の「女性

ホルモンのお話」を読んで、ホルモンかもしれ

ないと思い、「フェミゼ」を試しています。ま

だ１カ月くらいなのですが、疲れよりもイライラがなく

なり、夜も寝られるようになりました。やはり、女性ホ

ルモンは大切ですね。まとめて購入したので、しばらく

続けられそうです。K.Sato 69歳 

＜肌が若返った＞ 

ナノコラーゲンのファンです。カリフォルニア

に来てから肌の乾燥がひどく、高い化

粧品をつけてもあまり効果を感じませ

んでした。知り合いにコラーゲンがい

いとすすめられ、マグナスのナノコ

ラーゲンを摂ることにしました。1カ月くらいたった時

から、友達に肌がきれいになったといわれ嬉しかったで

す。寝る前にコラーゲンを摂って寝ると、朝のお肌の張

りが違うので、朝はコラーゲンパウダー、夜

はタブレットの1日２回摂ってます。パンデ

ミックになってからエステに行ってないので

すが、コラーゲンで美肌つくりに励んでいま

す。S.kim 42歳 
 

ご愛用者の声 

●卵:５個 

●バター：1/4カップ 

●ココナッツオイル：大さじ2 

●バナナ：1本 

●アーモンド粉：１カップ 

●ココナッツ粉：大さじ2 

●ナノコラーゲン：大さじ1 

●重曹小さじ：1/2 

●シナモン：小さじ1 

●アーモンドエキス：大さじ1 

●ズッキーニ：1カップ（刻む） 

 

 

①：オーブンを華氏375度に予熱します。②：卵を泡立て

ます。そこに、溶かしたバターとココナッツオイルをを

少し冷ましてから加え、卵と混ぜ合わせます。③： ❷に

つぶしたバナナを混ぜます。④：別のボウルにアーモン

ド粉、ココナッツ粉、コラーゲンパウダー、重曹、シナ

モンをいれて混ぜます。⑤：❹を➌のボールに加えて混

ぜ合わせ、アーモンドエキスを加えます。⑥：細かく刻

んだズッキーニを絞って水をきり❺と混ぜ合わせ、マ

フィンの型に入れて25分間焼きます。 


