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しかし、現在は健康を保つのに十分なビタミ

ン、ミネラルの全てを食事から摂るのがとて

も難しい時代になっているのです。それは以

下のような理由によります。 

 

アメリカ農務省は、果物と野菜に含まれるミ

ネラルがこの34年間に大きく減っていること

を報告しています。 

 

 りんご ビタミンA 41％減少 

 ピーマン ビタミンC 31％減少 

 クレソン 鉄 88％減少 

 ブロッコリー カルシウムとビタミンA50％

減少 

 カリフラワー ビタミンC 45％減少、ビタミ

ンB1 48％減少、ビタミンB2 47％減少 

あなたの食生活を振り返ってみてください。

ビタミンとミネラルをちゃんと摂れています

か？ 

 

もし、今なんらかの体調の不調を感じていた

り、病気にかかりやすいのなら、栄養が不足

しているかもしれません。 

 

栄養不足は、体調不良や様々な病気を引き

起こしてしまいます。 

 

数多くの研究から、ビタミンやミネラルを充分

に摂取できている人は、不足している人に比

べて、心臓病、ガン、脳卒中、関節炎、肺ガ

ンなどにかかる割合が２分の１から３分の１

になるという結果が出ています。 
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クレソンに含まれていた鉄は、80％以上も減

り、リンゴのビタミンAは、41％も減っていま

す。見た目は34年前と同じように見えますが、

どうしてこんなことになったのでしょう。 

 

以前は、近郊の小さな農家が育てた新鮮なも

のが流通していましたが、今やほとんどの食

べ物は、大規模経営農家が作っています。そ

こでは最大の収穫量を目指すことが重要で

す。そのために、土を殺菌して事実上不毛の

地としてしまうような殺虫剤、化学肥料を使っ

ています。そうすると、文字通り、ミネラルがほ

とんど、もしくは全く残っていない土地となるの

です。これは日本でも全く同じ状況と聞いてい

ます。 

 

もし土にミネラルがなかったら、植物はそれを

吸収できません。そして、このことが、あなた

や私の健康に関わる大きな問題へとつながっ

ていくのです。 
 

どうすれば、必要なビタミンとミネラルを摂れ

るのでしょう？ 

質の良い新鮮な野菜や果物、赤身の肉、魚を

食べることから始めてみましょう。野菜や果物

が、有機栽培だったり、小さい農家が育てたも

のなら、質が良いと言えるでしょう。 
 

そして、特に気をつけて欲しいのが、インスタ

ント食品や加工食品です。加工食品には、た

いてい保存料などの化学物質が入っていま

すが、腎臓や肝臓は、そうしたものを濾過し

て、体の外に出せないので、体にたまっていく

ばかりです。＇加工食品については、3頁参

照（ 
 

＜あなたは食べたものの結果＞ 
 

自分の健康に悪い影響を与えるものを完璧

に避けようとしても、伝染病、遺伝病、空気や

水の汚染といった公害、職場でのストレスな

どのことを考えてみれば、不可能であることが

分かるでしょう。今号のニュースレターでは、

いくつかの記事で、自然で可能な限り質の良

い栄養を摂ることの重要性について取り上げ

ています。良い食べ物も、悪い食べ物も、あな

たの健康に影響していることは間違いありま

せん。栄養はあなたの体を動かしている一番

大切なものなのです。 
 

「自分の今の心身の健康状態は、食べたもの

の結果である」という言葉をいつも念頭におい

ていたら、食べ物を選ぶのにも注意深くなる

でしょうし、あなたの健康は最高の状態になる

でしょう。 
 

あなたの健康をいつもお祈りしています。 
 

クエストグループ社長 

クレイグ デイビス 

ア メ リ カ ガ ン セ ン

ターは、29,584人を

対象とした研究か

ら、ビタミンとミネラ

ルが、慢性疾患、ガ

ン、早死のリスクを

減らすカギであると

いうことを報告して

います。 

＜食事だけでは補いきれない栄養素は、手軽に摂れるサプリメントで補給を！＞ 
 

「ネオパック」は、体に必要な天然由来のビタミン・ミネラルがしっかりバランスよく摂れる基本のサ

プリメント。 

ビタミン・ミネラルの働きに不可欠な酵素もネオパックには十分に含まれています。 

クエスト社では、皆様の日々の健康維持にお役立ていただきたく、「ネオパックキャンペーン」を実

施します＇詳しくは７頁をご覧ください（。 

また、今回、ネオパックを読者の方５名様にプレゼント！どしどしご応募を＇応募要頄は、８頁をご

覧ください（ 

＜社長の体験談＞ 

私は30年前にユタ州に引っ越してきましたが、乾燥した気候が合わなかったのか、それ以来、ひ

どい頭痛を伴う慢性鼻炎に悩まされるようになってしまいました。何人もの医者にかかり、そのた

びに抗生物質を処方されましたが、何年かしたら、薬は全く効かなくなり、仕事に集中することも

できず、性格まで怒りっぽくなってしまいました。 

しかし、ネオパックを飲み始めたら、20年あまりも私を悩ませていた頭痛と鼻炎は全くなくなり、性

格も穏和にもどりました。この結果はスタッフにも大好評でした。 

ネオパックキャン

ペーン 

詳細は７頁をご覧く

ださい 
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現代は、生産技術や流通システムの進歩により、

100年前にはなかった便利なものが手に入るように

なり、非常に便利な世の中になっています。 

 

食べ物に関して言えば、農業の効率化で生産高が

増え、加工食品が生まれて、包装技術も進んだの

で、腐らせることもなく、世界中に輸出することもで

きるようになりました。しかし、食べ物の大量生産が

始まるにつれ、大きな問題が生まれるようにな

りました。大量の添加物が使われた加工

食品が想像以上に大きな健康被害を

もたらしているのです。 

 

加工肉＇コンビーフ、ソーセージ、

ベーコン、ハムなど（は結腸直腸ガン

のリスクを高めます。このガンは、ア

メリカで2番目に多い死亡原因となっ

ていて、毎年57,000人が亡くなってい

ます。 

 

保存料、着色料、着香料の入った加工食品は、

様々なタイプのガンと関係があると言われていま

す。 

 

トランスファット(脂肪酸（注１は、心臓病を引き起こ

し、免疫機能に悪影響を与え、体に炎症を起こしや

すくなるため、ガンとの関連が指摘されています。 

 

着色料は、甲状腺腫瘍、膀胱ガン、副腎と腎臓の

ガンなど、数限りない問題を起こします。 

 

ホールフードとは？ 

ホールフードとは、加工されていない、精製され

ていない＇例：全粒粉を使ったパンなど（食べ物、

または、加工や精製がされていたとしても最小限

の食べ物のことで、果物、野菜、豆、ナッツ、

ハーブ、スパイス類、魚、肉、卵、ナチュラルチー

ズなどのことを指します。 

 

つまり、昔、人間が狩りをしたり、魚釣

りをしたり、木の実を集めて食べ物を得

ていた頃の食べ物だと考えると分かりや

すいと思います。でも、今でもそういう

食べ物はよく見ればまだあるのです。 

 

ホールフードは、栄養たっぷりで、加

工食品のようにカロリーは多くはあり

ません。ホールフードを食べると、体

重のコントロールがしやすく、また

様々な病気を避けられるのです。そこに

質の良いサプリメントを補強したら、最高の

栄養、食物繊維、自然の酵素が摂れて、体全体

の健康が急激に増進されるでしょう。 

 

健康で活気ある生活を手にいれるために、ぜ

ひ、本物の食べ物を摂った上で、サプリメントを

活用しましょう。 

 

注１：トランスファット＇脂肪酸（は、近年その危険

性が指摘され、多量に摂取すると心臓病のリス

クが高まると言われています。2003年以降、量

的規制、含有量の表示を義務づける国などが増

えています。日本では、まだそういった対策は取

られていません。 

加工食品に使われる添加物の危険性と自然の食べ物 

Does Your Food Come with a Bar Code? 

会員の方からのお便り紹介 

3人目の子供を流産してから生理の時に下腹の痛みが強く、生理の間中耐え難い痛みになってい

ましたが、アドバイスして頂きネオバランスを追加し始めたとたん＇普段はネオガード、フラックスオ

イルは毎日、ネオパックもたまに飲んでます（、あれだけ悩んだ下腹＇子宮（の痛みがほとんどなく

感謝感謝です。 

＜スタッフより＞ 

生理痛からの解放おめでとうございます。 

M様は、もともと多種類の栄養補強をしていたところにネオバランスを加えたので 

結果が早かったのかもしれませんね。これからも続けて、快適な日々をお過ごし下さい。 

＜ネオバランスで生理痛から解放されました 長崎県M様＞ 
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須なものです。不足すれば、特に感染症とガン

のリスクが高まります。最近では、DNAの損傷

は、少しの亜鉛の不足でも起こりうるということ

が言われています。 

 

【亜鉛不足が引き起こす病気】 

 貧血 

 前立腺ガン 

 アトピー 

 DNAの損傷、細胞の酸化作用、加齢 

 感染症 

 風邪、感染症への罹患を含む免疫機能の

低下 

 高血糖 

 記憶力、集中力の低下 

 食欲不振 

 鬱 

 味覚障害、嗅覚障害 

ミネラルは、健康に大切な栄養素。欠乏すると、

もちろん健康を保つことができなくなります。そ

んな重要な働きを担っていますが、人間の体内

で作りだすことができないため、食べ物からの

摂取が必要です。 

 

ミネラルの種類は多く働きも様々あり、特に必須

とされているのは、生命維持に欠かせない１６

種類で、主要ミネラルと微量ミネラルに分類され

ています。最近の研究では、これら両方ともが

病気に直接関係することが分かってきました。 

 

ここでは、紙面の都合で、微量ミネラルの３つを

取り上げていますが、その他のミネラル＇マンガ

ン、カリウム、ビオチン、モリブデン、ボロンなど（

もそれぞれ重要な役割があり、これらはすべて

「ネオパック」に含まれています。 

 

＜亜鉛＞ 

 

亜鉛は、免疫システムの縁の下の力持ちです。

精液を作るのにも重要な役割をしています。 

 

世界で20億人が亜鉛欠乏であるという研究が

あります。亜鉛の欠乏で、健康に及ぼす影響が

懸念され、伝染病、免疫機能、DNA 損傷、ガン

といった病気にかかりやすくなります。ストレス

が高いときにも、亜鉛は急速に消費され、酸化

ストレスから体を守り、DNAの修復のためにも必

ミネラルが大切な理由 

Essential Minerals 

会員の方からのお便り紹介  

＜子供の鼻炎がなくなりました 長崎県S様＞ 

小学生の息子はひどい鼻炎＇口閉じて寝れない位の（でしたが、ネオガードとフラックスオイル

を毎日たびある事に飲ませましたら今はもうほとんど治りました。ただ食べ過ぎの時は口呼吸

になるのでネオガードやフラックスオイルや根菜、手当てで調子良いです。 

＜スタッフより＞ 

口を閉じて寝れないほどの鼻炎では、熟睡ができずお辛かったことと思います。 

S様のようにお子さんの様子を見て早め早めに対処ができれば、お子さんも親御さんも楽で

ありがたいですね。  

現代人はミネラル不

足になりがち！ 

  

 ～こんな方は特に

気をつけよう～ 

・加工食品が多い人 

・清涼飲料水やコー

ヒー、お酒を良く飲

む人 

・食事が偏っている

人 

ネオガードには、健

康増進のための、

亜鉛やセレニウム

が 含 ま れ て い ま

す。 

☆★☆読者プレゼント☆★☆ 

自然塩からも良質な必須ミネラルが摂れます！ 

ミネラルたっぷり自然塩＇粉（マグマ塩＇３０g（を読者の方に１０名様にプレゼントします♪＇応募

要頄は８頁をご覧ください（ 

ヒマラヤで採掘した赤い天然岩塩です。いつものお料理やご飯、サラダにひと振りすると新し

い味わいに。外食時にも使える携帯用。 
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【亜鉛が多く含まれる食べ物】 

 牡蠣、赤身の肉、鶏肉、豆、ナッツ、など 

 

亜鉛が含まれているクエスト社の製品 

 ネオパック、ネオガード、ネオサージ 

 

＜セレニウム＇セレン（＞ 

 

ガンに対抗する一番強力な自然の武器の一

つ。様々なタイプのガンに対抗するときに必要

となりますが、不足すると、普通なら無害の

ウィルスが、悪性の病原体に突然変異する場

合もあるのです。1日200マイクログラムの摂

取が理想的です。 

 

【セレニウム＇セレン（不足が引き起こす病気】 

 風邪、感染症への罹患を含む免疫機能

の低下 

 腫瘍 

 肝炎 

 肺の損傷 

 関節炎、関節の問題 

 乳ガン、食道ガン、胃ガン、前立腺ガン、

肝臓ガン、膀胱ガン 

 DNAの損傷、細胞の酸化作用、加齢 

 

【セレニウム＇セレン（が多く含まれる食べ物】 

 鮭、肝臓＇牛・豚レバー（、ブラジルナッツ

(一般的にナッツは、ミネラルの宝庫です)、卵

の黄身、ニンニク、タマネギ、ブロッコリー、ア

スパラガス、トマトなど 

 

セレニウム＇セレン（が含まれている 

クエスト社の製品 

 ネオパック、ネオガード 

 

＜クロミウム＇クロム（＞ 

 

インスリンの働きを助ける微量ミネラルとして

大変重要なものです。そのため、血糖値の安

定に役立つ大切な栄養素です。 

 

【クロミウム＇クロム（不足が引き起こす

病気】 

 心臓病 

 糖尿病 

 低血糖 

 

【クロミウム＇クロム（が多く含まれる食

べ物】 

 ブロッコリー、グリンピース、干しひじき、

乾燥わかめ、イワシ、あさり、じゃがいも  

 

クロミウム＇クロム（が含まれている 

クエスト社の製品  

 ネオパック 

 

 

～まとめ～ 

必要なビタミンとミネラルをすべて食

べ物から摂るのは、無理だというのは

本当ですが、健康に必要なすべてを

サプリメントで摂るのも無理です。サプ

リメントは食べ物の代わりにはならな

いからです。 

 

ファイトケミカル＇病気と闘うために必要な

栄養素（、植物ポリフェノール＇植物がつくり出

す有機化合物の総称、抗酸化作用などが認

められている（、フラボノイド＇ポリフェノールの

一種で、4000種類以上ある（、カテキン、その

他栄養のある食べ物に含まれる成分がすべ

てサプリメントに含まれているわけではありま

せん。またこうした、まだ名前もわからない成

分は、未だに人類が知り得ない方法でお互い

に影響しあって相乗効果を生み出しているの

です。 

 

 

カ キ に は 豊 富 な

亜鉛が含まれて

います。 

サーモンにはセレ

ニウムがたっぷり。 

 

ブロッコリーには 

クロミウム(クロム) 

が多く含まれてい 

ます。 

Q ＆ A 
 
Q．ミネラルだけ摂ればいいでしょうか？ 
 
A．いいえ。残念ながら、ミネラルだけでは不十分です。体の中では様々なビタミン・ミネラルが
お互いに協力しながら働いていて、どれか１つ欠けても、正常に働くことができません。ビタミ
ン・ミネラルをバランスよく摂ってはじめて、体のために十分な力を発揮してくれます。 
 
クエスト社のネオパックには、ビタミン・ミネラルの働きに不可欠な酵素も十分に含まれていま
す。ネオパックを飲んでいれば、他にサプリメントでミネラルを補充する必要はありません。 
 
ミネラルを摂る時は、ビタミンもぜひお忘れなく！ 
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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。今

夏第２子出産。 

 

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  

水分代謝を整えて水毒を防ごう（上手な水の飲み方−２）  

水毒とは？ 

人体のおよそ60～70％は水分です。水

は健康に大事なのですが、水分代謝が

うまく働かないと、体に余分な水分がた

まり、さまざまな問題が発生してしまいま

す。東洋医学では、この余分な水分が体

にたまっている状態を 「水毒」 といいま

す。体内の水分バランスが何らかの原

因で崩れ、むくみとなって表れてくるので

す。むくみの他にも、体の部位別に以下

のような症状があらわれます。  平衡感覚を司

る耳の三半規管の水分バランスの乱れ：「め

まい」「立ちくらみ」「車酔い」「耳鳴り」  頭蓋骨

内の水分バランスの乱れ：「頭痛」「頭が重た

い感じ」  胃腸の水分バランスの乱れ：「吐き気」

「下痢」「胃の不快感」 

 

上記の症状で悩んでいる方は、鏡を一度見て

みて、「舌の両側がギザギザ」になってないか

チェックすることをオススメします。「舌がなん

だか腫れぼったくて、両側に歯の痕がついて

ギザギザ」していたら、間違いなく「水毒」で

す。 

 

原因 

水毒の原因となるのは、水分、濃い味のも

の、甘いもの、脂っこいもの、刺激物、お酒な

どのとりすぎによります。その結果、本来の水

分代謝が乱れて、体が部分的に水分をためこ

んでしまうのです。また、運動不足や体の冷え

も大きな原因です。 

 

水分が原因といっても、純粋な水は水毒には

なりません。純粋な水はのどが渇いた時しか

飲まないし、その渇きがおさまるともう飲みたく

なくなります。すなわち普通以上体に入れるこ

とはないのです。水毒になり易い水分とは

ジュースや牛乳、水分の多い果物、甘い辛い

など味のついたものであり、濃度の濃いもの

ほどその原因になりやすく、お茶でも濃度が

濃いと水毒の原因になります。コーヒー、紅

茶、嗜好飲料はすべておいしい味がついてい

るので、飲み過ぎると水毒の原因になります。 

 

「水分のとりすぎは、体を冷やす？」 

水毒症状を起こす体というのは、すでに体が

冷えている状態であって、水分を摂ったから冷

えているわけではありません。人間の体は、

冷えると腎臓など内臓の働きが悪くなります。 

内臓の働きが悪くなると、水分代謝が悪くな

り、捨てるべき水分を捨てることができなくなり

体はむくんできます。つまり、水分をとりすぎる

と体が冷えるのではなく、体が冷えて、泌尿器

＇腎臓など（の働きが悪くなるために水毒症状が

起きるということです。 

 正 ： 冷える → 泌尿器の働きが低下 → 水

毒症状 

 誤 ： 水分を多く摂る → 水毒症状 → 冷える 

 

冷え対策として、足湯や半身浴などをおこない、

運動をしていけば、泌尿器＇腎臓など（の働きも

よくなっていきます。その上で水をこまめに飲ん

でいけば、水毒症状を起こすことはありません。   

 

解消法 

１.水分の制限：お茶やジュースなどの嗜好品や

冷たい飲み物は控えましょう。特に夕食後の水

分摂取は控えること。夜間に水分を摂取すると、

どうしても体内にたまりやすくなってしまいます。

水分補給は午前中がお勧めです。 

 

２.余分な水分を外に出す：体をよく温め、動かし

ましょう。 

 体を温める：体が冷えていると、血液循環

が悪くなります。すると重力の作用で下半

身の血液の戻りも悪化して、足の細胞に

水分がたまりやすくなります。体は冷やさ

ないようにしましょう。体の冷えを取るいち

ばん簡単な方法は、お風呂にきちんと入

ること。シャワーだけで済まさず、38～39

度の温めのお湯に20分ぐらい半身浴しま

しょう。 

 運動：程よいウォーキングや、家事をてき

ぱきこなして、体をよく動かすようにしま

しょう。 

 

３ .食事に気をつける：甘いものや、塩からいも

の、脂っこいものを食べても水がほしくなります。

食べ過ぎても水がほしくなります。喉が渇き血を

薄めようとするために水を飲むのです。結局、カ

ロリーにしても蛋白質にしても、あるいは、塩分、

香辛料にしても、食べ過ぎることは水毒の原因

になります。加工食品や食べすぎは控えるよう

にしましょう。また、ジャガイモ、キュウリ、小豆な

どはむくみに有効です。しょうが紅茶も、生姜が

体を温め、紅茶による利尿作用もあるので、むく

みや冷えがあるときには有効です。梅醤番茶、

ハーブティーなどもいいですよ。 

 

これからの季節は、まだまだ暑い日が続きます

が、体が冷えやすい時季でもあります。体を冷

やさず、上手に水を摂って、健康を維持していき

ましょう。 

薬剤師の健康コラム 



クエスト社では、ネオパックを

総合栄養剤として皆様にご愛

用頂いていますが、この製品

の素晴らしさは、必須ミネラル

だけではなく、多くの栄養素が

十分に含まれていることにあり

ます。 

 

左に成分の詳細をご紹介して

ありますが、ミネラルについて

ちょっとご説明しておきます。

たまに誤解される方がいるの

ですが、栄養学におけるミネラ

ルと、鉱物のミネラルは異な

り、鉱物のミネラルは人体に有

害なものもあります＇アルミニ

ウム、ヒ素、カドミウム等（が、

食べ物に含まれるミネラルは

健康のために欠かすことので

秋のキャンペーン  
NEOPAK AUTUMN SPECIAL 

きないものです。ネオパックの

必須ミネラルは、主に新鮮な

海草から摂ったものです。土

はやせてしまいましたが、海は

豊かで、現在手に入る栄養の

中でもっとも純粋なものが手に

入ります。 

 

左の栄養を全て食べ物から摂

るとしたら、どのくらいの量を食

べる必要があるでしょうか。大

きなお鍋に山盛り一杯の野菜

と海草を1日中食べ続けても

足りないことでしょう。体調が良

くなった方も、ネオパックを2日

に1袋、または3日に1袋等の飲

み方で続ければ、食事に不足

する栄養が補強できるので大

変お勧めです。 

クエスト社の製品は、アメリカ農務省が認定したオーガニック製品であり、また放射線照射の原料お

よび、遺伝子組み換え作物を使っていないという認証を得ています。また、人工香料、着色料、保存

料は含まれていません。すべて自然の原料からできています。  

【ネオパックに含まれる栄養成分】 

７４のミネラル及び必須ミネラル  

アルミニウム、アンチモン、ヒ

素、バリウム、ベリリウム、ビス

マス、ボロン、臭素、カドミウム、

カルシウム、炭素、セリウム、 セ

シウム、塩素、クロミウム、コバ

ルト、銅、ジスプロシウム、エル

ビウム、ユウロピウム、フッ素、

ガドリニウム、ガリウム、ゲルマ

ニウム、金、ハフニウム、ホルミ

ウム、インジウム、ヨウ素、イリ

ジウム、鉄、ランタン、鉛、リチウ

ム、ルテチウム、マグネシウム、

マンガン、水銀、モリブデン、ネ

オジム、ニッケル、ニオブ、オス

ミウム、パラジウム、リン、プラチナ、カリウム、

プラセオジム、レニウム、ロジウム、ルビジウ

ム、ルテニウム、 サマリウム、 スカンジウム、セ

レニウム、 シリコン、銀、ナトリウム、ストロンチ

ウム、硫黄、タンタル、テルリウム、テルビウム、

タリウム、トリウム、ツリウム、スズ、チタニウム、

タングステン、ム、イッテルビウム、イットリウム、

亜鉛、ジルコニウム    

 ＇注：赤字で示したものは、日本の厚生労働省

指定の必須ミネラル１６種類です。（ 

１４種類のビタミン 

ビタミンA 12,000I.U.、ビタミン C 800mg、ビタミン

D 400I.U.、ビタミン E 400I.U.、葉酸 400mcg、チ

アミン＇ビタミン B（1.5mg、 リボフラビン (ビタミン 

B2 （1.7mg、ナイアシン (ビタミンB3（、パントテン

酸(ビタミンB5（10mg、ビタミンB6 2mg、ビタミン

B12 6mcg、パラアミノ安臭香酸 25mg、ビオチン 

300mcg、イノシトール 50mg  

必須脂肪酸オメガ３ 

植物から生まれた消化酵素 ６種類  

 ブロメライン、アミラーゼ、プロテアーゼ、リ

 パーゼ、パパイヤ、あんず  

アミノ酸 ３種類 塩酸ベタイン、パラアミノ安臭香酸

＇ビタミンB複合体（、ボロン 

１３種類の果物と７つの野菜から摂ったファイトケミ

カル(体の組織に病気と闘うために必要な栄

養) 

リンゴ、アプリコット、ブラックベリー、ブラックカレ

ント、ブルーベリー、チェリー、グレープ、オレン

ジ、パパイヤ、もも、パイナップル、ラズベリー、

ストロベリー 

７種類の野菜 

 ブロッコリー、キャベツ、人参、セロリ、ピーマ

ン、 トマト、ほうれん草 

８種類の海草、 

あおさ、アオノリ、ポッピングラック、リボンケル

プ、シアサッカー、シュガーラック、ターキッシュタ

オル、ワイルドケルプ 

８種類のハーブ 

かんきつ類のバイオフラボノイド、蜂の花粉、ロ

イヤルゼリー、オリーブオイル、クロスグリオイ

ル、パセリオイル、米ぬか、ユッカ、 

 ＇ ２つの働き を持つ栄養素は。２つの分類

 の両方に入っています。（  

9月1日から10月31日まで 

品番: 2210 

ネオパック２個セット 

通常価格 $140  

のところ 

特別価格$120 



Quest Group 

732 N. Main Street 

Springville, UT 84663 USA 

 

PHONE: (801) 765-1301 

FAX: (801) 491-2997 

 

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 

 

 

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。 

●ショッピングポイントを貯めて、商品と交換しよう！！● 

ショッピングポイントとは・・ 

商品ご購入金額の10％＇1,000ドル以上は、15％（がショッピングポイントとして貯まってい

くサービスです。「誕生月Wポイント＇ご登録がお済みでない方はこの機会に！（」「定期購

入」のご利用で特別ポイント加算も！その他、体験談投稿＆掲載やお友達紹介「ありがと

う・ポイント」などでもショッピングポイントが獲得できます。貯まったショッピングポイントで

お好きなクエスト商品と交換ができます。 

 

ご存知でしたか？ 

1ショッピングポイント＝１ドル＇約93円分（！！ 

例（180ドルの商品のご購入＇通常の10％の場合（すると、→18ショッピングポイント＝18ド

ル＇約1,670円分（が付与されます。 

誕生月にはＷポイントプレゼント！→20％のポイント＝36ドル＇約3,340円分（付与されま

す。 

定期購入者には更にお得なポイント還元。詳しくはお問い合わせ下さい。 

付与されたポイントは、翌月15日お客様のお持ちのポイントに加算されます。 

★ポイントのご利用方法★ 
40ポイントをお持ちであれば、40ドル以内の商品と交換OK! 

ネオスプリング＇40ドル（１個、または、フラックスオイル＇17ドル（を２個というように、 

ポイントの範囲内でお好きな商品と交換ができます。 

※ポイントの不足分を現金やカードでお支払いすることや、ポイントを送料にご使用することはでき

ませんので、ご注意ください。また、ポイントをご利用した商品にも、送料がかかります。 

※ポイントの有効期限は最終お買い上げ日より１年間です。 

ショッピングポイントをドンドン貯めて、ぜひお使いくださいね♪ 

◎ショッピングポイントのご利用はこちらから↓ 

クエストグループWEBショップ、または、クエストグループ・ジャパンサポートセンター 

http://www.questgrp.jp/shop/             ＇0120-676-601)  

●ナチュラルヘルスニュース９月号読者プレゼント！● 
 

本誌２ページの「ネオパック」を５名様、４ページの「マグマ塩」を１０名様にプレゼントいたします。

ご希望の方は、下記のアンケートにお答えいただき、メール＇post@questgrp.jp（及び 

FAX(０３−５９１５−２６６１)又はハガキにてご応募ください。WEBからもご応募できます。 

こちらからhttp://www.questgrp.jp/gift/ 

＜締切＞９月３０日＇木（まで＇ハガキは左記の日本サポートセンター宛、当日消印有効（ご応募多

数の場合は、抽選の上、発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。 

 

１（ 希望プレゼント 

＇① ネオパック ②マグマ塩（ 

２（ ニュースレターは毎号読んでいますか？ 

＇① 全部読んでいる ②興味のある記事だけ読んでいる ③読んでいない（ 

３（ ニュースレターはいかがですか？ 

＇① 情報がためになる ②情報がつまらない ③健康情報以外の読み物も欲しい（ 

４（ 今号の感想、次号のご要望などをご自由にお聞かせください。 

５（ 会員番号とお名前＇会員番号がわからない場合は、ご登録のお電話番号をお願いします（ 


