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☆65歳＇1979年（・・・日本の箱根芦ノ湖でも

手錠と足かせをして、約2950㎏の木材パル

プを積んだ65艇のボートを牽引しながら泳ぎ

ました。 

☆なんと70歳＇1984年（の時、カリフォルニア

のロングビーチで行ったスタントは、強風と潮

流に負けずに、70人を乗せた70艇のボートを

牽引しながら2.5ｋｍを泳ぐというすごいもの

でした。＇上の写真をご覧ください（ 

 

私は、最近、これら驚異的な挑戦をしてきた

ジャックと直接会う機会がありました。彼はそ

の時９３歳。多少の皺は見受けられたもの

の、以前にも増して元気満々な様子。高齢の

男性がこれほどまでの健康体を保っているこ

とに、私は驚かされました。彼は、いまだに

毎日エクササイズをし、新鮮な野菜と果物を

たくさん食べ、山ほど健康補助食品を摂って

いました。彼は私に言いました。「今からでも

遅くはない。あなたのウエストサイズが健康

のバロメーターだ。」 

 

ジャックがテレビに出演していた1960年代に

は、ほとんどのアメリカ人が、エクササイズは

プロスポーツ選手のすることだと考えていま

あなたは、こう感じたことはありませんか？ 

 

「前は、もっとたくましく、体も柔らかく、慢性の

痛みもなく、記憶力があって、もっとエネル

ギーに満ち溢れていたのに・・・」

それは、いわゆる若さというも

のです。 

 

しかし、年齢を重ねていって

も、あなたは老いを感じる必要

はないのです。健康的な食生

活、定期的な運動、健康補助

食 品 の 摂 取 に よ り 、 何 歳 に

なっても実際に自分を若く保つ

ことができるのです。 

 

私がまだ少年だった1960年

代。エクササイズやダイエット

は、時代の流行ではありませ

んでした。しかし、当時、人々を

驚かせるような挑戦をすることで

有名なジャック・ラレーンが、テレビのエクサ

サイズ番組に出ていたのを覚えています。彼

は、今ならエクササイズや健康的な食生活を

提唱した先駆者と言えますが、1960年当時

は、ちょっと行き過ぎと思われていました。 

 

ジャックが行ったいくつかの挑戦をご紹介しま

しょう。 

 

☆41歳＇1955年（・・・アルカトラズ島からサン

フランシスコのフィッシャーマンズワーフまで

＇約4.5㎞（両手に手錠をしたまま泳ぎました。

アルカトラズ島はかつて刑務所であり、冷た

い海水と潮の流れのため脱獄は絶対不可能

だと考えられていた場所でした。しかし、

ジャックはこの考えを見事打ち破ったのです。 

 

☆60歳＇1974年（・・・アルカトラズ島からフィッ

シャーマンズワーフまで再度泳ぎました。この

時は手錠にさらに足かせをして約450㎏の

ボートを引きながら泳いでいます。 
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今からでも遅くはありません 
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1965年のテレビ番組で

ジャックとエレン夫妻の

エクササイズが話題と

なりました。 

した。しかし、現在アメリ

カでは肥満が主な健康

問題になり、メタボリック

シンドロームが日本にま

で蔓延しています。これ

らを見ても、今から40年

程前からジャックが注目

し、実践してきたことは

正しかったこと。そして、

彼の方法が時代を先取り

していたことは明らかです。ジャックの生き方

は、適度な運動と健康な食生活、そして健康

補助食品を活用することで、年を重ねても若

さを感じ続けられることを私達に示してくれて

います。 

 

私は、長生きしたいと思っています。しかし、

病気がちで疲れきった老人にはなりたくあり

ません。できるだけ丈夫で健やかでありたい

と思っています。 

 

今号の“ナチュラルヘルスニュース”では、あ

なたの心と体と精神を高めると証明されてい

る健康法について触れておりますので、そち

らもぜひお読み下さい。 
 

食生活を改善し運動を始めるのは、今か

らでも決して遅くはないのです。 
 

あなたの健康を心より願っております。 
 

クエストグループ社長 

クレイグ・デイビス 
 

ジャックは90歳になってもエレンと現役で活躍

しています。 

N A T U R A L  H E A L T H  N E W S  

＜でるサポートでトイレ消臭 ＆ サージでドリンク剤不要に 東京都Ｅさん＞ 

全くサプリメントに興味がなかった主人ですが、「お腹の調子が悪い」＇お腹が張る、胃もた

れ？（と言っていたのをきっかけに、寝る前に「でるサポート」を勧めてみました。なんと飲

み始めて１ヶ月くらいたったころから主人のオナラが臭くなくなり、主人が入った後のトイレ

の臭いも激減！！ 
 

それまでの悪臭がもう耐えられるものではなかったので＇笑（、きっと腸内環境が悪かった

のでしょうね。本人も毎日飲み続けているところをみると、調子がいいのだと思います。 
 

今はサージも飲んで、それまで飲んでいた市販の栄養ドリンクには全く手を出さなくなりま

した。疲れにくくなったみたいです。ありがとうございました。 

＜スタッフより＞ 

 

「でるサポート」と「ネオサージ」で体調の良さを感じていただけたとのことスタッフ一同嬉し

く思います。腸内環境が良くなると、ご本人はもとよりご家族まで気持ちよく過ごすことが

できますね＇＾＾（ 

会員の方からのお便り紹介  
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医療費削減につながる病気の予防 
Prevention = Lower Health Care Costs 

アメリカと日本の政府は、現在医療費の急増に直面

しています。世界を見渡してみても、病気の治療から

予防へと重点を置くプログラムを設立しようとしてい

る政府がたくさんあります。 

 

最近ワシントンポスト紙は、予防に１ドル＇約100円（

費やすだけで、治療費を６～10ドル＇約600～1,000

円（節約できると報道しました。また、ＣＮＮの最近の

報道によると、アメリカ人はたとえ保険や政府からの

補助を最大限利用したとしても、定年後の65歳で

64,000～140,000ドル＇日本円にして約600万〜1400

万円（もの金額を個人負担しなければならないと言わ

れています。 

 

これら莫大な医療費がかかっている上に、アメリカの

成人のほとんどは健康とは言い難く、棺おけに片足

を突っ込んでいるような状態です。肥満、心臓病、糖

尿病、癌の発症数は毎年前年度の記録を更新して

います。しかも、その数は更に増えると予想されてい

ます。 

 

雑誌「ジャーナルオブアメリカンメディカルアソシエー

ション」は、2000年生まれの３人に１人は２型糖尿病

になると予想しています。２型糖尿病は心臓、結腸、

胃などに重大な合併症を引き起こします。これらの症

状には抗コレステロール薬、高血圧の薬、抗鬱剤

等、いろいろな薬が使われています。しかし、これら

の薬には寿命を延ばすとは証明されてなく、体に有

每なだけでほとんど効果がありません。でも、医学界

はしきりに私たちへこれらの薬を押し付けてきます。 

 

健康であるために、高額な費用をかけたり危険を冒

したりする必要は全くありません。母なる自然には、

手頃で安価な方法が沢山存在し、危険な疾病のほと

んどが予防できることが科学的にも証明されている

のです。 

 

自然に心臓血管をケアする３つの簡単な方法を以下

に挙げますので、必要な時はぜひ採り入れてみて下

さい。これらの方法を活用することによって、弱った心

臓や２型糖尿病さえも克服することができるでしょう。 

 

●自然な心臓血管ケア－１：オオバコ皮 

オオバコ皮は、水溶性の食物繊維で、消化されない

複合糖質です。大腸での発酵過程で、心臓へ様々な

良い効果を生み出します。特に、食欲、血糖、インス

リンをコントロールします。 

 

アメリカとヨーロッパで行われた食物繊維摂取の研究

から、１日当たりの食物繊維の摂取が10グラム増加

すると、冠動脈疾患発生の危険性が14％、冠動静脈

性心臓病による死亡が24％減少することが分かりま

した。 
 

オオバコ皮は安全で自然な食品です。食物繊維を

多く含み、健康な腸の維持を助けます。クエスト製品

「でるミックス」には、オオバコと亜麻仁が含まれてい

ますが、それらには以下の効果があると言われてい

ます。 

 炭水化物と糖類の消化に時間をかけるように

なるため、糖尿病に効果的です。 

 消化不良とインスリン耐性によってつくられる

脂肪を減らします。 

 心臓病のリスクを減らします。 

 便通を良くします。食物繊維をたくさん摂ると、

消化の過程で生じる有每な物質を腸からすみ

やかに排出することができます。每素がうまく

排出できないと、これらは増えて腸や内臓に吸

収されてしまいます。 

 結腸がんのリスクを最大40％減らします。 

 心臓病のリスクを10-40％減らします。 
 

●自然な心臓血管ケア－２：ビタミンＢ群 

ビタミンＢ群は、脳、神経系、血液生成の機能が正

常に働くために必要な栄養素です。これらは人間の

すべての細胞の新陳代謝＇正常なＤＮＡの合成と調

整、脂肪酸合成とエネルギー生産（に関わります。

ハーバード大学の研究者は「ジャーナルオブアメリカ

ンメディカルアソシエーション」に、毎日のビタミンB

群の摂取により、心臓病のリスクを50％削減するこ

とができると発表しています。 
 

クエスト製品「ネオサージ」には、ビタミンB1、B2、B3

＇ナイアシン（、B6、B9＇葉酸（、B12と他のビタミン

群、またスタミナを増加させ前立腺の問題を解決す

ることが知られている自然のハーブを各種配合して

います。 
 

●自然な心臓血管ケア－3：フラボノイド 

フラボノイドは、植物に由来する色素です。フラボノ

イドの心臓血管と癌に対する効果については、4,000

以上もの研究が行われてきました。「アメリカン

ジャーナルオブクリニカルニュートリション」は、フラ

ボノイドを含む食物をたくさん摂取した人々は、心臓

病による致死率が20％低かったと報告しています。 
 

また、クエスト製品「ネオパック」、「ネオガード」、「ネ

オガードチュアブル」は果物や野菜から抽出された

フラボノイドをたくさん含んでいます。 
 

以上の３つの自然な方法であなたの心臓と健康を

ぜひ守ってあげてください。あなたの寿命を延ばす

ことを考えるのなら、薬で健康を保とうとするよりも、

これらが賢い投資となることに違いありません。 
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現在、なんと60％以上のアメリカ人が、太り気

味または肥満です。大昔は、太っていることは

富と繁栄の象徴でしたが、今やそれはただの

恥であり、何より健康ではありません。 

 

肥満は、大きな健康問題につながります。科

学者や医者は、これを「メタボリックシンドロー

ム＇内臓脂肪症候群（」と名付けました。 

 

◆メタボリックシンドロームって何? 

日本でもよく耳にする言葉となったと

聞いていますが、メタボリック

シンドロームとは内臓に脂肪

が蓄積した肥満により様々な

病気が引き起こされやすく

なった状態のことです。日本

では、内臓脂肪型肥満に加え

て、高血圧、高血糖、脂質異常

のいずれかの2つ以上に該当す

ると、メタボリックシンドロームと診

断されます。 

 

）以下は日本の基準です 

 

内臓脂肪型肥満：腹囲

＇へそ周り（男性85㎝、女性90㎝以上 

高血圧：最高血圧130mmHg、最低血圧

85mmHg以上 

高血糖：空腹時血糖値110㎎/dl以上 

●脂質異常：中性脂肪が150mg/dl以上、また

はＨＤＬコレステロールが40mg/dl以下 

 

当てはまる項目が多いほど、心臓病や糖尿

病の危険性が高くなります。 

 

◆メタボリックシンドロームの原因・危険性 

メタボリックシンドロームは、食べ過ぎと運動

不足という不健康な生活習慣が原因です。あ

まり動かないライフスタイルとファーストフード

型のアメリカの食生活はアメリカ人を危険

に晒し、さらに他の国にも同じ状況が広

がっています。 

 

あなたは大丈夫ですか? 

 

次に、メタボリックシンドロームにより

引き起こされる数々の問題をみてみ

ましょう。 

 

）短命 

年間30万人のアメリカ人が、肥満が原

因で亡くなっています。特に30歳から

64歳の成人では、少し体重が増えた

だけでも＇標準身長で５～10㎏増（、

死の危険性が増加すると言われています。 

肥満の人(BMI >30)*は、健康的な体重の人

に比べて、1.5倍から2倍早死にする危険性が

あります。   ＇右頁に続く（ 

N A T U R A L  H E A L T H  N E W S  

アメリカ発 メタボ情報 Metabolic Syndrome  

会員の方からのお便り紹介  

＜びっくりタマゴ体験 大分県 I.R様＞ 

姉が一足先にはじめていたのをきっかけに、夏から腸クレンジングと栄養補強をしています。

3ヶ月が過ぎた頃、10日前に生理が終わったはずなのに、また出血！しかも量が半端じゃな

い！戸惑っているうちに、変な感触が・・・。そうです。いわゆる「タマゴ」を生んだのです・・・！

レバーの様な赤黒いかたまりが次々と出て、結局出血は15日間。そのうち「産卵」は9日間続

きました。その間、不快感はあるものの、なぜか元気なんです！姉の話や、皆さんの体験談や

ユーザーグループの方のアドバイスのおかげで、体がいい方向へ向かっている兆しだと信じ、

乗り越えましたが、まさか自分に起こるとは・・・と不思議でした。これからの自分の体が楽しみ

です。 

＜スタッフより＞ 
 

好転反忚をしっかり乗り越えられたとのこと、おめでとうございます！何度かアドバイスさせてい

ただきましたが、I.R様が、お仕事で忙しい中でも、「ワタシの子宮ガンバレ！」と自分を忚援した

り、体を温める工夫をされたりととても前向きに頑張っていらっしゃったのが印象的です。これか

らも体の変化を楽しんでくださいね。  

腸内クレンジング『で

るもんね』は、減量

の手助けをします。

太り気味の人は、大

半が便秘気味で、每

素を体内からうまく

取り除くことができま

せん。『でるもんね』

は腸内を洗浄し、肝

臓と腎臓を解每し、

消化器官を善玉菌

で満たすことにより、

消化器官の正常な

働きを保ちます。 



注：BMI(肥満度指数)

は身長と体重に基づ

く成人男女の体脂肪

の指標です。 

BMI指数＝ 

体重＇㎏（÷｛身長

＇ｍ（×身長＇ｍ（｝ 

標準は、 

BMI値 18.5-24.9 

太り気味は、 

BMI値 25-29.9 

肥満は、 

BMI値30以上 

P A G E  5  

）心臓病 

太り気味または肥満(BMI > 25)の人は、心臓

発作、鬱血性心不全、突然の心停止、狭心

症、胸痛、不整脈などの心臓病の発生率が高

くなります。 
成人で肥満の人は、高血圧の可能性が普通

の人の２倍以上に増えます。 
 

）糖尿病 

体重が約５～８㎏増えると、２型糖尿病を発生

する危険性が２倍になります。糖尿病患者の

80％以上は、太り気味または肥満です。 

 

）癌 

太り気味または肥満は、子宮内膜癌をはじめ、

大腸癌、胆嚢癌、前立腺癌、腎臓癌、乳癌など

の発症率を上げます。 

 

）呼吸困難 

いびき、睡眠時無呼吸症候群や喘息は、肥満

の人に多く見られます。 

 

）関節炎 

体重が１㎏増加するごとに、関節炎を発症する

危険性が９％から13％上がります。 

 

他にも、胆嚢病と失禁のリスクの増加、手術危

険度の増加、鬱病、高血圧などの妊娠合併

症、妊娠性糖尿病、脳障害や発作、そして出生

異常や死産など様々な健康問題の危険性が

上がるのです。 

 

◆メタボリックシンドロームの予防・改善 

 

～内臓脂肪を減量させることが重要！～ 

余分な体重を落としましょう。メタボリックシンド

ロームによる様々な病気の可能性は低くなり、

健康に近づきます。 
 

以下の4つのステップが、あなたのメタボリック

シンドロームのリスクを減らしてくれます。 
 

1  運動を心がける。適度な運動は、血圧、血

糖、コレステロールを下げると証明されてい

ます。 

2  自然食品を食べる。果物、生野菜、魚、脂肪

を含まない赤身の肉、ナッツ等のたんぱく質

などがその例です。 

3  ジャンクフードを避ける。加工食品や高脂肪

の食品は、メタボリックシンドロームのリスク

を高めます。 

4  サプリメントを上手に利用する。身体に必要

な栄養素を摂ることで、メタボリックシンド

ロームに対抗することができます。 
 

肥満の一番の問題は、外見ではなく、健康で

す。 
 

皆さんも、健康を保つためにも、適度な運動を

続け、食べ物や栄養に配慮し、メタボとは縁の

ない健康な生活を続けて下さい。 

＜帯状疱疹 ヘルペスにはサージも 東京 Ｗさん＞ 

仕事でいつもに増して忙しい日々が続いていたある日、間欠的に起こる側頭部への刺すような頭痛と、頭

皮におできのようなものが出始めました。髪が風に揺れても頭全体に痛みが走る！という状況になり、目

の奥にも痛みが生じ、もしかして脳腫瘍？とも考えました。 

 

病院にいったら、帯状疱疹と診断され、高い薬を処方されましたが飲んでも痛みと発疹は広がるばかりで

した。 

 

まずガードとフラックスオイルを１日に各６錠くらい飲みましたが、変化がいまひとつだったので、ユーザー

グループに相談しました。帯状疱疹にはサージのビタミンBも必要とアドバイスをもらい、１日４錠のサージ

を追加しました。＇体重７４キロです（その後すぐに回復しはじめ、約1週間後には仕事にも復帰することが

できました。 

＜スタッフより＞ 

 

早く回復されて良かったですね。サージに含まれる豊富なビタミンBは、男性だけのものではなく、女性にも

多い帯状疱疹、ヘルペスにも効果的だったというお声をいただいています。気になる症状のある方はご相

談ください。 

会員の方からのお便り紹介  
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薬剤師紹介：枝松由佳子 

東京大学医学系博士課

程中退後アメリカでエイ

ズの研究に携わる。 

 

帰国、出産後、難病の多

発性筋炎を発症。様々

な自然療法を駆使し完

治。日々更に勉強中。 

 

ご相談は 

QuestUG@mac.com 

または 

03-3969-9070 

までどうぞ。 

N A T U R A L  H E A L T H  N E W S  

カラダのニオイの不思議 

日に日に暑くなり、薄着になるのが

多くなる季節。汗をかく機会も増え、

巷には様々なデオドラント製品があ

ふれています。最近は女性だけでな

く、男性も体臭、口臭のケアを行うの

が最低限のエチケットとのこと。デオ

ドラント製品の売り上げは、全くの不

況知らずで毎年どんどん増えている

そうです。でも赤ちゃんや子供は、

デオドラント製品を使わなくても、と

てもいい匂いですよね。また、現代の日本

人は昔よりも体臭がひどくなっていると指摘

する先生も。カラダのニオイって何が原因で

変わるのでしょう？ 

 

ニオイの源は食生活と腸内環境 

ずばり、ニオイの元は私たちの日常の食事

と腸内環境の悪化です。腸内常在菌研究

の第一人者である辨野＇べんの（先生は、

40日間肉だけを食べ続ける実験を、自らの

体で行った結果、黄褐色だった便は次第に

褐色から黒ずんで、40日目にはタールのよ

うな便に。腐ったような強烈な臭いで、体臭

もどんどんきつくなったそうです。 

 

動物性タンパク質、脂肪の摂りすぎは、腸

内で腐敗＇腸内異常発酵（して悪臭性タン

パク分解物や悪臭性脂肪酸が過剰になり、

さらに腸内の善玉菌を減らし悪玉菌を増加

させます。その結果、腸から悪臭性のニオ

イ物質が吸収され、血流に乗って全身を回

ります。それが、肺に入ると口臭に、皮膚か

ら排泄されると体臭になるのです。便やお

ならが臭い人は、悪玉菌によって腸内で腐

敗が起こっているサインですので要注意！ 

 

また、腸から吸収されたニオイ物質は、肝

臓によって分解、腎臓によって排泄される

のですが、ストレスや飲酒、寝不足などで

肝臓、腎臓が疲労して機能が落ちてくると、

ニオイ物質は充分に分解、排泄されず血液

中にあふれかえることに。腸内環境の悪化

に続いて、解每器官の腎臓、肝臓も疲れて

くる年齢から体臭は益々ひどくなってくるの

です。 

 

対策は、食生活を改善して腸内環境をよく

することが一番です。穀物や野菜を多めに

し、動物性のタンパクの摂りすぎには気を

つけて。昔の日本食が理想です。そして、と

にかくよく噛んで食べること。噛まずに飲み

込むと、消化吸収されず腸内での腐敗の材

料にしかなりません。また、腸内環境をよく

するためにも、発酵食品もよくとること。乳

酸菌のサプリメントも有用です。リラックス

やストレス解消も、肝臓、腎臓のケアに大

事ですのでお忘れなく。 

 

におわない「いい汗」と臭い「悪い汗」 

汗にもよい汗と悪い汗の2種類があります。

よい汗はサラサラしていてすぐに乾き、何よ

り臭くありません。しかし悪い汗は、ミネラル

分でべたべたするため乾きにくく、臭いもあ

ります。現代人は、汗腺の機能が下がって

いる為、体温を下げる効果もない悪い汗を

かくことが多いそうです。ストレスや、エアコ

ン環境など汗をかく習慣がないことが大き

な原因。対策は、汗腺トレーニング＇半身

浴、スポーツなど（をして、たくさん汗をかく

こと。日を追うごとに汗腺機能が高まり、

徐々に気持ちのいい汗がかけるようになり

ます。また、自律神経の働きもよくなるの

で、気温の変化にもすばやく対忚でき、抵

抗力もついてきますよ。 

 

加齢臭には抗酸化食品を 

加齢臭の発見は、2000年12月と結構最近

のこと。老化による活性酸素の増加で、ニ

オイ物質のノネナールが生成されていくの

が原因です。ノネナールを抑えるには、抗

酸化食品で活性酸素を抑制することが大

切！ビタミンCやE、カロチンには、強い抗酸

化作用があります。新鮮な野菜や果物、和

食を基本にするのがいいですね。サプリメ

ントも上手に利用するといいでしょう。また、

ストレスをためない、過度なアルコール摂取

を控えることも大切です。 

 

カラダのニオイは、健康のバロメーターでも

あります。やみくもにデオドラントに頼らず

に、まずは生活環境や食事の摂り方を振り

返ってみましょう。しかし、多少の発汗は普

通ですし、ニオイがあって当たり前。あまり

過敏にもなりすぎも要注意かもしれません。 

 

参考図書： 

『40代からの気になる口臭・体臭・加齢臭』

＇旬報社（：五味常明監修 

『ウンコミュニケーションBOOK－ウンチは人

格だ！』＇ぱる出版（：辨野義巳著＇現在絶

版のため、図書館でお探し下さい（  

薬剤師の健康コラム 
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夜中に何度もトイレに起きて、眠れず疲れていま

せんか? 

 

日々のエネルギーが不足していませんか? 

 

高血圧ではありませんか? 

 

生殖能力に不安をもっていませんか? 

 

環境汚染の進む今日、心臓病や糖尿病、体重の

増加、前立腺の問題や不妊への不安など、ひそ

かに抱えている男性も多いことでしょう。食物や

水に含まれる有害物質＇環境ホルモン等（はどん

どん増加しており、様々な男性の健康問題を引

き起こしています。しかし、健康で丈夫な体にな

る方法はいたって簡単です。体が必要としている

栄養素を補給してあげることだけです。 

 

クエストグループは男性の健康をサポートする最

高の原材料を使って「ネオサージ」を開発しました。 

 

☆基本はビタミンB複合体！ネオサージは男性

の健康に必要不可欠なビタミンB1、B2、B3＇ナイ

アシン（、B6、B9＇葉酸（、そしてB12を含んでいま

す。これらのビタミンＢ群は体内でそれぞれ異な

る働きをしており、その働きは以下に示すとおり

です。 

神経系を健やかに保つ 

代謝を促進する 

コレステロールと中性脂肪を正常値に保つ 

心臓の健康、精力を保つ 

神経と脳の正常な働き 

免疫力とエネルギーを高める 

記憶力、明晰さ、集中力を高める  など 

 

ビタミンCとE、マグネシウム、亜鉛、カリウムは

300以上の体内の様々な代謝に必要な栄養素で

す。男性にとって、これらの栄養素が不足する

と、エネルギー、新陳代謝、視覚、消化、血圧、

活力などに問題が生じてしまいます。また、亜鉛

は男性ホルモンのテストステロンの生成に重要

な働きをしています。 

 

☆前立腺の問題に最適のネオサージ 亜鉛を含

んだ特別の必須栄養素を補強する事で、前立腺

の問題のほとんどが改善す

るという事がわかっていま

す。前立腺は、膀胱から尿

を流しだす尿道の一部を囲

んでいます。従って、前立

腺が膨張すると、尿道を圧

迫し、泌尿と性器官の問題

を起こします。 

 

☆ネオサージには様々な

健康問題に対処する世界

の伝統的な自然のハーブ

が含まれています。 

＜ノコギリヤシ＞前立腺が

肥大すると、男性の精力に

影響を及ぼし、トイレが近くな

ります。ノコギリヤシは「トイレの悩み」をもつ方々

の健康維持に役立つハーブです。 

＜アシュワガンダ＞古来よりインドで使われてき

たハーブ。滋養強壮や健康回復に使われてき

た。抗ストレス、抗炎症作用もあるといわれてい

ます。 

＜ツルドクダミ、朝鮮人参＞精力を高め、コレス

テロールを下げると言われています。 

＜昆布、スピルリナ、シーライフブレンド＞細胞

の健康と再生に必要な植物性栄養素がたくさん

含まれています。 

 

今こそネオサージを試す絶好の時、あなたもネ

オサージで元気な毎日を送ってみませんか。 

＜でるサポート＞胃腸に不快感のある方、腸内の環境を整えたい方に 
 

１錠で消化酵素と１１種類のプロバイオティクスが４０億個以上も摂取できます。プロバイオティクス

＇体に良い働きをする生菌とそれを含む食品（と消化酵素は、分解と消化吸収、解每効果を高めてく

れます。善玉菌を増やすことで、悪玉菌の勢力を弱め、腸内細菌のバランスを良くし、腸内環境を健

康に保ちます。 

 

腸内環境が健康になると、腸内の免疫システムの活動で解每効果が高まり、血液を介して皮膚から

排泄されていた每素が腸内で処理されるため、体臭が改善されます。 

 

逆流性食道炎をお持ちの方や「でるもんね」をセットで行うのが難しい方にも好評です。 

製品スポットライト：＜ネオサージ＞健康な男性の

ちょっとした秘密  Product Spotlight-NeoSurge 



継続購入システム 

 

〈継続購入システム〉を利用すると、毎回の手続きの手間がなくなりますし、また、注文を忘れてい

て肝心の時に手元にサプリメントがない、ということもなくなります。そしてお得なポイント1.5倍の特

典もございます。お誕生日をご登録されると、お誕生月のポイントは3倍になります。 

 

〈継続購入システム〉の特徴 

・毎月配送される商品は、指定発送日の3日前まで変更が可能です。＇今月は理想健康

 セット、翌月はスプリングだけ、というようにご注文内容の変更は自在です（ 

・発送日の３営業日前までに、変更のお申し出が無い場合は、前月と同じ商品がお手元

 に届きます。 

・継続購入システムは、3回以上の連続がお約束となります。 

・ 6ヶ月継続購入いただくことに、さらに５％のボーナスをお受け取りいただけます。 

 

《お手続は簡単です》 

ジャパンサポートセンターまでお電話にてお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。 

Quest Group 

967 West Center 

Orem, UT 84057 USA 

 

PHONE: (801) 765-1301 

FAX: (801) 765-1316 

 

E-MAIL: 

contactus@questgrp.net 
 

WEBSITE 

www.questgrp.net 
 

日本サポートセンター 
〒106-0047 

東京都港区南麻布５－１－８ 

YMDビル3F 

 

カスタマーサービス及び 

オーダーサービス部 

03-5915-0345  

 

ご注文専用フリーダイアル  

 

 

カスタマーサービス用Fax  

03-5915-2661  

 

日本サポートセンター 

メールアドレス 
post@questgrp.jp 

 

ホーム ページ 
www.questgrp.jp 

 

クエスト・ユーザーグループ 
ご相談受付電話 

平日10:00-16:00 
その他の時間は留守番電話にて承ります 

03-3969-9070 

 

メールアドレス 
QuestUG@mac.com 

 

ホームページ 
www.questuser.jp 

 

 

☆★☆ネオサージ＋でるサポート キャンペーン☆★☆ 

父の日・・・でるサポートとネオサージがセットでオトク！！ 
 

今年の父の日は、6月22日ですね。 
 

家族のためにいつも頑張ってくれているお父さんに、感謝の気持ちを込めてサプリメント

をプレゼントしてみるのはいかがでしょう？ 
 

今回のキャンペーンの「でるサポート」と「ネオサージ」は、働き盛りの男性にオススメの

組み合わせです。サプリメントが初めての男性にも効果が実感しやすいセットです。 
 

毎晩、疲れて帰ってくる

ご主人のスタミナを回復

させ、パワーを取り戻す

サポートをしてくれます

よ。腸内環境の改善に

より、気になるニオイも

激減です。また、いつま

でも健康で長生きしても

らいたいおじいちゃんに

プレゼントするのもいい

ですね。 

 

6月1日から7月31日まで 
 

通常＄８０がキャンペーン価格＄６５＇各１本計２本（ 

クエストグループからのお知らせ Corporate Announcements 

クエスト・ユーザーグループにつきまして 
 

会員の皆様が安心してクエスト製品をお使いになり、より効果的な使用方法や心身の健

康に関するご質問やご相談をしていただけるようクエスト・ユーザーグループが発足しま

した。ご相談にお答えするのは、自分や家族、子どもが自然療法で健康になった経験を

生かし、その経験を皆さんと分け合い、助け合いたいと思っている製品サポート・スペ

シャリストです。またお薬との飲み合わせに関するご相談も、専任の薬剤師が承ります。 

 

クエスト・ユーザーグループ WEBサイト http://www.questuser.jp 

ブログ: http://d.hatena.ne.jp/questuser/ 相談用メールアドレス: QuestUG@mac.com 

相談専用電話番号 03-3969-9070 受付時間は平日の午前10時より午後4時までです。 


