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社長からの手紙 Letter from the President 
 

健康な子供＝幸せな子供 
 

幼少期の栄養は、その後の人生における発育と健康に重要な影響を及ぼします。成

長期は、大人よりもずっと多くの栄養が必要であり、粗悪な食品を摂った場合、その

影響は長く続くことになります。病気に強い体、強い骨と歯、引き締まった筋肉と健康

的な細胞を育てたいのなら、質の高い食生活を続けていくことが大切です。 

 

しかし子供は、加工食品や甘くて脂肪の多い食品が大好きです。でもちょっと工夫す

ることで、栄養価の高い食品を喜んで食べてくれるようになるのです。 

 

私の孫のカーターは、生まれつき免疫系の問題があったため感染症にかかりやす

く、よく熱をだしていました。また、体重も標準より軽めでした。しかし栄養の摂り方を

改善したら、全てが改善し始めました。 

 

ジャンクフードが好きな子供や、健康に問題のある子供は、野菜などの健康によい

食べ物を嫌うことがありますが、カーターは現在、健康的な食事を食べて大満足で

す。そして毎日母親に、ネオガードチュアブルとおなかサ

ポートチュアブルをおねだりしています。 

 

「ママ！おじいちゃんのビタミンちょうだい！」と自分から言う

ので、母親がカーターにネオガードチュアブルをあげると、

「ママ、緑の忘れてる！」＇おなかサポートチュアブルは、淡

い緑色です（と催促します。カーターが良質な食事やビタミ

ンを好んで食べるので、母親と祖父の私はとても安心して

います。カーターは病気もしなくなり、体重も順調に増えて

います。 

 

健康的な食生活とは、健康に悪い食物と添加物を始めとし

た有害な化学製品を避けることだけではなく、多くの良質な

栄養食品を取得することです。 

 

クエストグループ社長  

クレイグ・デイビス 

  

このたびの震災により被害を受けられた地域の皆様に、心よりお見舞い申しあ

げます。一日も早い復興と皆様のご健康を心からお祈り申しあげます。 
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下記の表は、5-12歳の子供が特に避けて欲しい添加物および食べ物のリストと、健康のためにお

勧めの食事です。参考になさってください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お勧めの食事 

 野菜：１日２回、緑黄色野菜を含む食事を摂る＇成長期の子どものための重要な栄養素であ

り、健康な血液に不可欠な鉄分の源としても野菜は重要です。小松菜、ほうれん草には、カル

シウムも豊富です（ 

 果物：数日おきに１〜３種類の果物。干しブドウなどのドライフルーツでも良い＇鉄が豊富。また

ビタミンC源としても重要です（ 

 穀物：全粒粉のパン、パスタ、ジャガイモ 

 ナッツ、豆類＇鉄、カルシウムが豊富（ 

 卵＇鉄が豊富（、大豆、豆腐＇カルシウムが豊富（を１日2〜3回摂りましょう。 

 水＇子供の体格に合わせて700ml-1.7L（ 

 肉＇ビタミンB12は、牛、豚、鶏肉の順番で多く含まれます（ 

 魚＇オメガ3が多く含まれ、成長期の子供たちにとって非常に重要です。オメガ3の摂取が少な

い子供は、多動症、学習障害、喘息などの健康問題を生じる率が高く、多く摂ることで脳の発

達、免疫機能を高め、携帯電話や電子機器の電磁波から体を守ります。魚以外にはナッツに

も多く含まれます（ 

 

毎日、理想的な食生活を続けるのは難しいものです。ですから子供達が食べているものと、子供達

に必要な栄養との間のギャップを埋めるために、栄養補助食品は重要な役割を果たします。 

 

ネオガードチュアブルは多くのビタミンの優れた供給源であり、多くの種類の果物や野菜から抽出し

た栄養が含まれ、病気と戦う高レベルの抗酸化剤です。 

避けたい添加物と食べ物、お勧めの食事  
What to Eat and Not Eat 

2 

避けたい添加物と食べ物 考えられる危険性 

トランス脂肪酸を含む加工油＇揚げ物、クラッ

カー、パン等に使われる（ 

心血管疾患の危険性 

合成着色料＇お菓子、フルーツ、スナック、

ジュース、ドリンク等に使われる（ 

アレルギー、喘息、多動症、糖尿病の危険

性 

亜硝酸塩、硝酸塩＇ソーセージ、ホットドッグ、

サラミ等に使われる（ 

発がん性の危険性 
  

亜硫酸塩＇様々な製品に添加される場合があ

るので、良く食品表示を見る（ 

アレルギー、喘息の危険性 
  

砂糖、甘味料 虫歯、脳機能低下、糖尿病、血糖増加、中

性脂肪の増加を引き起こす。砂糖不使用

の製品を選びましょう 

アスパルテーム、アセスルファムK、サッカリン

等の人工甘味料＇清涼飲料水、キャンディ、ダ

イエット製品等に使われる（ 

行動障害、多動症、発がん性等の危険性 
 

MSG＇グルタミン酸ナトリウム（＇インスタント

スープ、スナック、冷凍食品等（ 

アレルギー、神経障害の危険性 

BHA、BHT等の防腐剤＇様々な製品に添加さ

れる場合があるので、良く食品表示を見る（ 

アレルギー反応、多動性、発がん性の危

険性 

人工香料＇様々な製品に添加され、特に子供

向け食品に多いので、よく食品表示を見る（ 

アレルギー、問題行動の危険性 

精製した小麦粉＇白いパン、スパゲッティ等（ 栄養が少なくカロリーが高いため、インスリ

ン生成に問題が出る危険性       

化学塩の摂取＇スープやカップ麺などのインス

タント食品は大量の化学塩を含んでいる（ 

体液貯留、血圧の上昇の危険性 

ネオガードチュアブル 

品番：2015 

価格：＄50 

４本セット 

品番：4028 

価格：＄175 

おなかサポートチュアブル 

品番：2140 

価格：＄39 

４本セット 

品番：4140 

価格：＄140 

Wチュアブルセット 

品番：3065 

価格：＄77 

お子様にお勧めの 

サプリメント 



 

 

子供達への最良の手当として、古くから家庭療法が行われてきました。誰

もが風邪にかかりますが、ウィルス性の風邪に対する簡単な治療法は未

だありません。風邪をひいてしまったときに、アメリカの母親たちが実践し

ている家庭療法をご紹介します。文化の違いを感じてください。 

 

1. ビタミンCはすぐれたビタミンの一つであり、風邪を早く治す効果があり

ます。また子供の風邪のひきはじめにビタミンCを与えると、症状を悪

化させずに早く治せます。 

2. ネオガードまたはネオガードチュアブルと、たくさんの水を飲ませます。 

3. 亜鉛を含んだトローチも同じ効果があり、症状を緩和し早く風邪を治します。〔ネオガードには亜鉛が含まれています〕 

4. ユーカリ油を2カップのお湯に入れ、その湯気を吸い込みます。これは鼻詰まりに効果があります。また熱めのシャワーや

入浴も同様に、鼻詰まりや鼻水を緩和します。 

5. チキンスープ、迷信ではなく風邪の治療に効果があります。スープ中の何かの成分が効果的なようです。お試し下さい。 

6. 生ニンニクを口に含み噛みます。ニンニクの汁が風邪を治します。ニンニクは強力な抗ウイルス剤なので、2〜3日で風邪

をノックアウトします。＇アメリカではニンニクを生でも口にします（ 

7. 入浴時に数滴のシナモンオイルをお湯に入れます。鼻づまりを緩和し気分をリラックスさせます。 

 

熱があるとき 

 

発熱は体が感染と闘っている状態なので、心配は無用です。 

出来る限り熱を下げるための薬の使用は控えます。 

アメリカでは発熱時には体を冷却しますので、薄い衣服やエアコン、扇風機を使用、または水を含ませたスポンジで体を拭く、

額や手足の上にコールドパックを置くなどして、皮膚表面を冷やします。部屋の通風を良くします。 

Home Remedies From America 

アメリカの母親の家庭療法 
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子どもたちが各自の個性を伸ばしながら健康にスクスク成

長してくれたこと、また、まず母親である私自身が家事や育

児、仕事や自分育てと、精神面でも体力面でも底力を発揮

してがんばり続けてこれたことは、クエスト社の良質のサプ

リメントをコツコツ取り続けてきたことが大きいなあと強く感

じます。これからも家族の健康の心強いお守りとして、大い

に活用させていただきたいなと思っています。ありがとうご

ざいました！ 

 

＜スタッフより＞ 

いつもクエスト社のサプリメントをご家族の皆様でご愛用く

ださり、ありがとうございます！ 

 

お子さんが集団生活に入ると、どうしても感染症にかかり

やすい機会が増えてしまいますよね。S様のように、日頃か

らネオガードチュアブルを始めとした栄養補強をしっかりと

お子様に摂らせていらっしゃる方からは、「子供が風邪を引

きにくくなった」「病気になっても、回復力がとても早くて助か

る」というお声を沢山頂戴します。ぜひ、皆様も強い味方と

して、ご活用ください。 

クエスト社のサプリメントを、子どもたちといっしょに取るよう

になってから６年ほどたちました。その間ずっとお気に入り

で、「お守り」のように手放せないサプリメントの一つにチュ

アブルがあります。 たとえば、子どもたちが保育園に入り

集団生活を送るようになると、インフルエンザや伝染病など

様々な病気が流行る時期があり、ときにはヒヤヒヤしなが

ら通園させることもありました。しかし心強い栄養補強のお

かげで、そんなときでも園の先生には「○○ちゃんだけなん

ですよ、元気なの、みんなうつってバタバタお休みしていく

のに」と、娘や息子の健康の底力をよく褒められました。 

 

また、たとえ病気になっても、治るのがとても早いように感

じます。昨年冬には、子どもたちがノロウィルスで一時はひ

どい嘔吐と下痢になりましたが、まわりのお友達に比べて

その後の回復の早さに驚きました。看病していた私自身

は、「ここで今度は自分にうつって、倒れるわけにはいかな

い」と、常時チュアブルをボリボリ食べて、免疫力アップを心

がけました。無事乗り切ることができたときは、本当にホッ

として、クエスト社のサプリメントって、やっぱりすごいな

あ……と感嘆の思いでした。 

 

 家族の健康に欠かせないチュアブル  静岡県 S様 
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Testimonial 



 

 

アメリカでは、30年前まで2型糖尿病は高齢者の病気でした。しかし、今日では12歳以下の子

供たちまでに広がり、この10年で150％も増加し、非常に憂慮すべき状況になっています。 
 

糖尿病がこんなにも子供たちに広がってしまった原因は何でしょうか。その答えはいたって簡

単で、アメリカの食生活にあります。砂糖や飽和脂肪、防腐剤などを使用した加工食品を食

べ過ぎているので、肥満児が増大しているからです。 
 

糖尿病と肥満 

糖尿病と肥満との関連には充分な裏付けがあり、今や常識となっていますが、幼児から青少

年までに肥満が蔓延しているのは、何が原因なのでしょうか。皆さんお気づきかと思います

が、ジャンクフード、これが子供たちを変えてしまうのです。ジャンクフードとは、砂糖、人工甘

味料、飽和脂肪、過剰な塩分、防腐剤などを入れて加工された食品です。ジャンクフードは、

普通にスーパーで売られ、大手のファーストフード店＇アメリカンスタイルのファーストフード

店（などで提供されているので、いつでも簡単に手に入る環境にあるのです。 
 

もし、アメリカの子供達と同じ食生活をすれば、2型糖尿病は間違いなく日本でも蔓延し始めること

になるでしょう。 
 

過食と栄養補強 

アメリカの子供たちは、加工食品をたくさん食べますが、新鮮な食品やホールフードは充分に食べ

ていません。ネズミに油脂や砂糖、塩を使用しているジャンクフードを与え続けると、コカインよりも

強い中毒＇依存症（になることが実験で証明されています。ジャンクフードには非常に強い習慣性が

あり、体は栄養分が枯渇した状態になります。こうなると、ジャンクフードが益々食べたくなり、健康

に必要な栄養を摂ることは難しくなります。 
 

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、最小限の加工や精製をされた食べ物のことで、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。 
 

どうか子供達を、アメリカのジャンクフードやファーストフード漬けにしないでください。小さいときか

ら子供たちに、ジャンクフードとホールフードの違いをしっかりと教えてあげて下さい。 

子供の糖尿病  Don’t Follow This Trend 

2型糖尿病は不健康な

食生活や運動不足が

原因で発症します。ま

た腎不全、肝疾患、失

明、心臓病、免疫機能

の低下、肺疾患などに

つながり、早死を招く

おそれがあります。 
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しっかり眠れていますか？ Trouble Sleeping? 
私たちは様々な問題に囲まれて生活しています。個人的な問題から世界危機まで、人間関係や経

済の問題まで、ストレスは日常にあふれています。一部の人はこのことに健康的な視点から対処し

ていますが、他方でストレスは不眠症のような不健康な症状を提示します。睡眠の問題は不安や抑

うつなどの、他のストレス症状をも悪化させます。 
 

睡眠の問題には自然で効果的な解決方法があります！ 
 

クエスト社の新製品「ネオスリープ」は天然成分の力で100%安全に睡眠を改善し、睡眠不足が引き

起こす症状を緩和します。厳しい検査で認証された天然成分が中枢神経をリラックスさせ、自然な

睡眠へと誘い健康的な睡眠の質を高めます。 
 

ぐっすりと眠った後のスッキリとした朝の目覚めは、すべてをリフレッシュしてくれます。 
 

睡眠の問題でお悩みの方は、ネオスリープをお試し下さい。クエストグループ社はネオスリープが睡

眠の問題を改善することをお約束します。 

ネオスリープ 

品番：2020 

価格：＄50 



 

 

ネオガードチュアブルで風邪も楽に 東京都 Ｔ様 

常に飲める状態にしてあって、調子悪いかも、と感じたら自主的に飲むようになっています。そのおかげか、風邪らしい風

邪をひいたことがありません。夜に３８度を超える熱が出たときも、その夜は大変でしたが、翌日には下がり、食欲もあり、

普通に学校やサッカーの習い事にも行っていました。ウィルスに侵されたとしても、症状をスムースに出し切って、回復が

早いのは、ガードチュアブルの効果なのかなと思います。 

 

＜スタッフより＞ 

Ｔ様のように、日頃から栄養補強されているお子さんは、風邪をひいても回復が早いというお声をよくいただ

きます。お子さんが寝込んでしまうと、親御さんも体力、精神的にも辛いですから、回復が早いというのは有

難いですね。これからも、栄養補強を味方に楽しい学校生活をお送りください。 
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私たちの健康は、食べているものだけではなく、空気、水、太陽からの紫外線など、置かれている環境からも大きな影響を受

けています。そういった中には、残念ながら健康を害する物質も含まれています。しかしその場合も、影響を最小限に抑える

ために、また体から毒素を排出するために、栄養が大きな力を発揮するのです。 

 

今、問題になっている放射線や、紫外線が問題になるのは、体内に活性酸素を生みだし、細胞障害を起こすためです。つま

り活性酸素をうまく除去できれば、健康への悪影響を減らすことができるということです。 

 

活性酸素の除去には、以下のような栄養素が活躍してくれます。 

 

●大量のオメガ３オイル：抗酸化作用が高く、生命維持に必要な細胞機能をサポートする重要な役割を果たします。＇ネオ

パック、フラックスオイルに含まれています（ 

 

●セレン：放射線による形質変換＇細胞のガン化など（を阻止し、被曝した細胞のDNA修復を促進します。＇ネオパック、ネオ

ガードに含まれています（ 

 

●ビタミンE：脳組織は放射線や環境汚染がもたらす活性酸素からの

攻撃を受けやすい部位です。ビタミンEは、抗酸化物質として働き、脳

組織を保護します。＇ネオパック、ネオガード、ネオガードチュアブル、

スーパーＢプラスに含まれています（ 

 

●植物性栄養素：フラボノイド、ポリフェノール、カロテノイド、必須ミネ

ラルなどの植物性栄養素は抗酸化物質として働き、放射線から体を

保護し、ガン細胞へ直接働きかけます。＇ネオパック・ネオガード・ネ

オガードチュアブルに含まれています（ 

 

放射線量が通常よりも高い地域にお住まいの方、また3月以降の

様々な報道からストレスを感じた方は、抗酸化物質が豊富に含まれ

たネオパックに、通常の２倍の量のネオガードまたはネオガードチュ

アブル、フラックスオイルを加えて継続して摂ることをお勧めします。 

 

健康的な食物を摂って細胞に栄養を行き渡らせることで、環境汚染

から体を守りましょう。 

環境汚染から健康を守るために 

BOUNCE BACK 

Testimonial 



 

 

健康は毎日の食事から～今こそ日本食を見直してみる 

薬剤師紹介：枝松由佳子 

東京大学医学系博士課程

中退後、薬剤師、アメリカ

ではエイズの研究を仕事

にする。  

 

帰国して第１子出産後に、

膠原病＇多発性筋炎＆強

皮症他（を発症。 

 

病気を機に、自分の生き方

や生活を見直し、病気の原

因は自分にあることを理

解。 

体は必ず良くなる！とも確

信し、全く動けなかった状

態から、周りのサポートと 

様々な自然療法や治療法

で、病気を克服。昨年夏に

は待望の第２子を出産。 

 

現在は、拘縮した手指と脚

の機能回復に励みながら、

これまでの経験を元に、 

会員の皆様の健康への道

のりをサポート中。 

 

ご相談は 

QuestUG@mac.com 

または 

03-3969-9070 

までどうぞ。 

私達の体は、毎日の食事で摂る食べ物からできています。毎日約7000億個の細胞が

新しく生まれ、体が維持されているのです。その新しい細胞の元は、私たちが毎日食べ

る食事。体を健康に保つには、日々元気な細胞を作り出すことが大事であり、そのため

には毎日の食事が一番の基本です。そして、私たち日本人がこれまで当たり前に食べ

てきた「ごはん、お味噌汁、漬物」が、実は健康を維持するのに素晴らしい役割を果たし

ているので紹介します。 

 

ごはん：主食の穀物＇お米（ 

 

ごはんとは炊いた穀物のことです。日本人の主食とされてきたお米は、炭水化物として

エネルギーになるのは周知のことですが、実はたんぱく質やビタミンＢ群、カルシウム、

鉄分などたくさんの栄養が詰まっています。世界的にもヘルシー食品として注目され、医学やスポー

ツ界でもお米が見直されてきています。更に、表皮も胚芽もある未精白の穀物は、血液、細胞、免

疫力、自然治癒力など、すべての面で体を強くしてくれます。その点で、玄米は白米より栄養価が高

く、健康食と言われています。しかし、現代の日本人は胃腸が弱く、玄米を消化吸収できないどころ

か、逆に体の負担になってしまう方が多いので、常食には注意が必要です。お勧めは、白米に１～

２割の雑穀＇キビ、ヒエ、アワ、麦など（を一緒に入れて炊く雑穀入りごはんです。精米によって失わ

れた微量栄養素が補われる上に、ポリフェノールなど雑穀にしか含まれない栄養素が加わって、玄

米をこえる栄養価のごはんになります。 

 

味噌汁 

日本の伝統発酵調味料である味噌は、乳酸がたくさん含まれており、腸内の微生物のバランスを整

えます。解毒力も強く、化学物質や放射能をひきつけて排出する働きまで備わっています。実際に、

ラットの実験によると、体内に取り込まれた放射線物質が、味噌を食べることによって、約５０パーセ

ント体外に排出できる効果があり、被爆後であっても、同じような効果があるそうです。チェルノブイ

リの事故でも、日本から味噌が大量に輸出されました。また、発酵の過程で、ビタミンやアミノ酸をは

じめ、からだを調節する栄養物質がたくさん生成されています。必須アミノ酸も豊富に含まれてお

り、生きた総合栄養食品といえます。味噌汁には海草を入れるのがお勧めです。海草はアルカリ性

が強い食品で、海草に含まれる海のミネラルと葉緑素が血管を修復したり、重金属と結びついて排

泄する力があります。 

 

梅干、漬物 

日本の伝統食である梅干しは、古来より、とても身体に良いものと言われて来ました。血液を浄化

し、強くし、細胞を引き締め、毒素を排出し、免疫力や治癒力も高めます。 

免疫力の強さはおなかの状態によって決まるといわれていますが、その胃や腸を強くし、感染症な

どの原因である様々な雑菌をも退治する力を持っています。薬などによってインスタントに作ったも

のではなく、伝統製法に基づいた自然の梅干しを食べて下さい。 

漬物も、優れた発酵食品で乳酸菌の宝庫です。腸内の善玉菌を増やし、体全体の抵抗力を強めて

くれます。発酵の過程で、抗酸化成分や免疫成分もたくさんつくられ、生命の働きも調整に欠かせな

い各種酵素、ミネラル、繊維もたくさん含まれています。 

 

東日本大震災で生じた福島第一原発の事故。海や土、更には空気や水までもが汚染され、健康維

持のためには放射能に対処することが必要になってしまいました。日本の伝統的な「ごはん、お味

噌汁、漬物」の昔ながらの食事は、活性酸素を減らし、免疫力を高めます。さらに、放射能にも対抗

できるスーパーフードです。これが、日本人の腸の健康を保ち、元気に生きてきた食の基本です。今

こそ、雑穀入りのごはん、自然発酵された味噌で作った海草入りの味噌汁、そして自然塩できちんと

発酵させた漬物を食べる食事を見直してみるといいと思います。 

薬剤師の健康コラム 
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ネオガードチュアブル 

もう1本プレゼントキャンペーン！ 6月1日から7月31日まで 

お待たせしました 

NEOGUARD CHEWABLE 

クエスト社では、6月1日＇水)から7

月31日＇日)までに、「ネオガード

チュアブル4本セット」をお買い上

げの方に、もれなくもう1本プレゼ

ントさせていただく＇50ドル＝約

4,000円相当（キャンペーンを実施

中です。 

 

4028(4本セット)＄175をご注文い

ただくと、1本増量の5本にて出荷

致します。ネオガードチュアブル

は、自然の食べ物からできてお

り、合成甘味料・合成着色料・防

腐剤・でん粉類などを一切含みま

せん。 

 

いつでもポリポリと手軽に食べる

ことができる、キャンディータイプ

の抗酸化剤です。 

 

お子さんや、錠剤・カプセルタイプ

の栄養補強食品を飲み込むのが

苦手な方、また、普段、ネオガー

ドやその他の製品をご愛用の皆

様も勉強、家事、仕事中のおや

つ代わりとして、是非どうぞ！！ 

 

品番：4028  ２４０粒入り 

ネオガードチュアブル４＋１

セット 

価格：＄175 

ビタミンＡ 1,000 I.U. 

皮膚、口腔、胃腸、肺、気管支、膀胱、子

宮などの上皮組織の分化に働き、これら

の粘膜を正常に保つ。また、免疫機能を維

持し、風邪などの感染症に対する抵抗力

を強化。白内障のリスクを軽減するともい

われている。 
 

ビタミンＣ 100 mg 

美肌を作る。がん予防。体内のコラーゲン

の合成に働く。 
 

ビタミンＥ 20 I.U 

老化防止。血管壁のダメージを防ぎ、動脈

硬化、心筋梗塞、脳卒中、高脂血症、糖尿

病などの生活習慣病、がんを予防。肩こ

り、冷え、更年期障害などの症状の緩和。 
 

その他 304 mg 

ビルベリーエキス 

最近の研究で、ビルベリーは、食品の中で

最も抗酸化力が強いと発表された果物。

特に目に関係した動脈と毛細血管の壁を

強化する。 

野菜ブレンド 

ブロッコリー、キャベツ、人参、ピーマン、

ほうれんそう、トマトからの抗酸化剤。 
 

アセロラベリージュース 

天然のビタミンＣで、殺菌作用やコラーゲ

ンを作るのに最重要。 
 

ローズヒップパウダー 

アセロラベリーと並び、レモンの２０倍のビ

タミンＣを含んでいる。アレルギーの人や、

便秘を改善したり、免疫力強化に効果大。

妊産婦の栄養補助にも最適。 
 

グレープシードエキス 

カリウム、リン、カルシウム、鉄分などのミ

ネラルを沢山含む。動脈を常にきれいにす

る役目を果たし、貧血を改善し、心臓病の

予防にも効果。 
 

海草ブレンド 

１６種類の海草。代謝促進、滋養、甲状腺

機能の強化、抗リウマチ、抗炎症など様々

な効力がある。 

チュアブルがお気に入り 東京都 E様 
 
クエスト社のサプリメントには家族揃ってお世話になっています。特に、息子は２歳からチュアブルを摂っております。現在５歳にな

りますが、ほとんど風邪もひかない元気な子に育ちました。本人もチュアブルの良さが分かっているので、少し鼻水が出たり、喉

が痛かったりすると、自分から飲む量を増やしています。おかげで、多少体調を崩しても悪化することはなく、ここ2年間は小児科

やお薬のお世話になることもなくなりました。ありがとうございます。 
 

＜スタッフより＞ 

自分の体調に合わせて、チュアブルの量を増やしていらっしゃるとのこと、まだ５歳とお聞きして驚きましたが、お子さんにも

チュアブルの良さを実感していただいてるようで、本当に嬉しく思います。これからも、どうぞ末永くご愛用くださいね。 

チュアブルに含まれる２粒あたりの栄養成分 
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クエストグループからのお知らせ  
Corporate Announcements 
 

●ナチュラルヘルスニュースのデザインが新しくなりました。 

 

今月号より紙面のデザインを変更いたしました。 

 

●日本サポートセンターの移転 

 

日本サポートセンターは、6月27日より新拠点に移転いたします。 

新住所：〒174-0046 東京都板橋区蓮根３－２３－１８ 

電話番号：0120-676-601 / 03-5915-0345 

FAX番号：03-5915-2661 ＇電話番号・FAX番号の変更はありません（ 

 

●東日本大震災への支援活動につきましての続報 

 

クエストグループ社が震災に伴う支援措置の一環として開始いたしました義援金

は、3月23日より5月31日までの集計金額を6月1日に「日本赤十字社東北関東大

震災義援金」宛に寄付させて頂きました。ありがとうございました。 

でるもんね３個セットダブルポイント 
DeruMonne Double Shopping Points 
 
７月３１日までに「でるもんね３

個セット」＄315をお買い上げ

いただくと、ショッピングポイン

トが２倍になります。 

 

品番 3103 

価格 $315 

獲得ポイント 63 

＇通常は31.5です（ 

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。 

 

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 
〒174-0046  

東京都板橋区蓮根３－２３－１８ 

 

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 
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