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このニュースレターは、皆さまがより健 康的で
充実したライフスタイルを送れるようサポートします

難病を乗り越え
人生を楽しくする
5つの秘訣
慢性の痛みを
取り除こう
Stop Inflammation Now

体内の慢性炎症を
減らそう
期間限定
「脳の必須栄養セット」の
ショッピングポイントが2 倍に！
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「脳の必須栄養セット」
ダブルポイントプレゼント
9月1日〜10月31日限定の
▲

お得な特別キャンペーン
詳しくは、本誌10-11頁へ。
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★ウェブセミナー開催
★ドクター・ギブソンのブログ&フェイスブック開設
★あなたの体験談をシェアしませんか？
～50ショッピングポイントプレゼント～
★ショッピングポイントと定期購入
★フェイスブックの
「クエスト・グループページ」での
特別プレゼント♪
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病気を予防することの重要性
私の父と兄は医者ということもあり、

父
（ロス）

我が家では、話題の多くが健康に関す
ることです。父は既に現役を引退して
いますが、
「 心が健康で、何事にも積極

父は、仕事も一生懸命でしたが趣味や遊びにも
熱中していました。1969年９月、父は飛行機を操

的で、ヘルシーな食事をし、ストレスを

縦し、家族でカリフォルニア州からアイダホ州に

軽減し、サプリメントで栄養を補強す

行き、バケーションを楽しみました。

ることで、多くの病気を防ぐことができる」とよく話しています。私の兄、ブラッドリー
は、
「患者の治療は、まるで危機介入ビジネスのようなものになってしまった。多くの
患者は、生きながらえるのに、手術、あるいは、体にダメージを与える化学療法しかな
いという最悪の状態になるまで病院に行かない。また、多くの患者は、あっという間
に病気が治る、“ 魔法の薬 ” を欲しがっていて、こうした人たちは、病気を未然に防げ
る教育や情報が欠落しているだけなのだ」と最近も嘆いていました。
私がクエスト・グループを創業したのにはこうした背景があります。当社の目的は、
皆様に病気を未然に防ぐことの重要性をお伝えし、最高品質のサプリメントをご提
供し、最善の健康状態を得ていただくことです。
アメリカ合衆国は、ナチュラルサプリメントの研究、開発において世界のリーダー的
存在です。当社のサプリメントには、健康に重要な栄養素やハーブがたくさん含ま
れています。日本の制度では、自然の栄養素であっても含有量に上限があるなどの
様々な規制があるため、当社製品は、アメリカから個人輸入をしていただいているの
です。
当社がご提供する製品、サービス、情報で、皆様がより
健康になられたということをお聞きするのが、私たちに
とって何より嬉しいことです。
皆様のますますのご健康を祈って。

クレイグ・デイビス
クエスト・グループ社長
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難病を乗り越え人生を
渡邊千春
（リウマチ感謝！）
難病治療
アドバイザー/カウンセラー
右脳イメージ療法講師
（財）日本東洋医学財団理事
難病克服協会副会長
ごしんじょう療法師
日本リーディング療法協会
認定カウンセラー
日本メンタルヘルス協会認定
基礎心理カウンセラー

1974年奈良県生まれ。2004年より痛みが広がり始め、
2005年春にリウマチと診断され薬物治療を開始。
一時、車イスなしでは外出も難しい半寝たきり状態になるが、
独自にアレンジしたイメージ療法や食事と生活習慣の改善、
クエスト・グループの栄養補強食品をはじめとする
様々な代替療法との出会いにより、
医薬品からの離脱に成功。検査数値・自覚症状ともに改善し、
2006年春に完治宣言。
現在はその経験を活かし、難病専門カウンセラーとして
多くの患者さんに自然療法を伝授。
改善へと導いている。
著書に、リウマチ克服までの体験を赤裸々につづった
「リウマチ感謝！（
」三恵社）がある。
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楽しくする つの秘訣
皆さんはリウマチという病 気をご存知

1. 食生活に革命を！

でしょうか？簡単に言うと自分の免疫が

「口に入れる」ものよりまずは「入れるべ

自分の細胞を攻撃してしまう病気の一

きでない」ものに注目してみましょう。

種で、その攻撃対象が主に関節になるた
め、全身の関節痛などが起こる病気のこ
とです。西洋医学的には原因不明で症
状をおさえる治療しかなく、治らない
「難
病」だとされています。

● 白砂糖

→甘い物を控ひかえて天然糖に
● 酸化した油

→揚げ物はやめる。
調理油をオリーブ油に

ところが世の中を見渡すと、
「治らないは
ず」の病気を「治してしまった」人たちが、
たくさんいることに気付きます。末期ガ
ン、糖尿病、慢性腎炎、腎不全、アトピー、
クローン病など、言い出したらきりがあ
りません。そして、私自身も「難病」とい
われるリウマチを完治させた経験を持っ
ています。

● 乳製品

→極力とらない
● アルコール

→極力とらない
飲むなら本物を少量
● 食品添加物

→人工甘味料、化学調味料、
トランス脂肪酸など多数！

私の仕事は、このような周囲からみれば
「奇跡」とか、西洋医学的に
「例外」とされ

これらのものは、病気であろうとなか

ている方たちの、つまり『治られた方た

ろうと避 けるべき 食 品です。特 にアト

ち』の共通点を見出し、自分自身の経験

ピーやリウマチなどの炎症系の病気の

と照らし合わせながら皆さんにお伝えす

“エサ”になります。逆に治った人がよく

ることです。今日はそのエッセンスを少

口にしているものは以下のような食品

しお話しようと思います。

です。
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た必須栄養素を補うことですので、マル
● ビタミン・ミネラルの豊富なもの

（野菜・果物・海藻など）
● 酵素が多く含まれているもの

（生のもの・発酵食品）
● 抗酸化作用のあるもの

（緑黄色野菜や豆類・キノコ類など）
● 良質な脂質

（オメガ３、魚・ナッツなど）
● 良質なタンパク質

（豆類・魚・良質な肉・良質な卵）

チビタミン・ミネラル・オメガ３オイルを
同時にとれる“パック ”や、抗酸化作用の
ある“ガード”、腸内環境を整える“でるサ
ポート” などを最初に試されてはいかが
でしょうか。

2. 徹底的な加熱をしよう！
温熱療法にもいろいろありますが、中で
も「温浴」は別格の効果があります。自
分の好きなスタイルで構いませんので、
湯船にゆったりつかることはできるだけ
実践してみてください。

つまり、中身がスカスカの食品ではなく、
栄養の詰まっている食品を選ぶというこ

熱を与えると細胞や免疫が元気になり、

とです。皆さんは、ただの“ゴミ”を食べて

内臓の働きもよくなります。また、内臓

お腹を膨らませていませんか？

の冷えがとれてはじめて全身の血流もよ
くなり、体温アップにもつながります。

とは言っても、病状によっては食事を徹
底できない方も多いと思います。その時

3. 細胞のための睡眠をとろう！

に大きな助けとなるのはサプリメントで

細胞の回復に大きく関わっている「成長

す。私の場合も、全身の痛みで包丁を握

ホルモン」は、あらゆる病気にとっての特

れなかったので、サプリメントによる栄

効薬となります。この成長ホルモンが大

養補強でとても助けられました。

きく分泌される時間帯は、夜の10時から
夜中の２時頃までといわれています。副
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クエスト・グループさんのサプリメント

交感神経の働きで出るホルモンですの

は、良質で栄養素の含有量が多いので

で、入眠前は交感神経を刺激しないよう

おすすめです。大 切なのは上記に挙げ

に目を使うようなことはせず、ゆったり過

ごす。そして、寝付けなくてもいいので、

要です。病気の原因となった考え方のク

出来るだけ早く布団に入る習慣をつけて

セや、治癒力をブロックしている将来へ

みてください。

の不安などを、潜在意識レベルで取り除

4. 腹式呼吸を心かけよう！

いていくことが重要になってきます。

呼吸法には様々な効能・効果がありま

たくさんの方法がありますが、一番簡単で

すが、一番重要なのは自律神経をコント

取り組みやすく、しかも効果も高いのは

ロールできるということ。ゆっくり呼吸

“ アファメーション （
” 自己暗示法の一種）

すると副交感神経優位にし、細胞を修

です。ネット上にもやり方が出ていますの

復する反応を高めることができます。一

で、ぜひやってみてください。また、私の秋

方で交感神経をおさえますので自己細

のセミナーでやり方を詳しくお話しますの

胞への攻撃を中止させることもできるの

で、良かったら来てみてください。

です。つまり、病気を治し予防する力を
高めることができると言えます。

以 上のことは基 本中の基 本です。治し

5. イメージを活用しよう！

方は人それぞれ違いますから、これらを
ベースに自分に必要な治療法を上乗せ

病気は身体だけでなるものではありま

し、
「私の健康法」を創っていってくださ

せん。精神面への取り組みは絶対に必

いね。

リウマチ感謝！セミナー＆講演会情報
イメージ療法ワークショップ

10月19日
（東京）/ 10月26日
（福岡）/ 11月17日
（大阪）
呼吸法・瞑想・アファメーション・心身の浄化法などのメンタルトレーニングの方法を
楽しいワークを実践しながら学びます。詳細＆申込はブログ＆ＨＰ＆無料メルマガにて。

リウマチ感謝！ＨＰ

http://ryumachikansya.com/

ブログ「リウマチ感謝！」 http://ameblo.jp/ryumachi
無料メールマガジン

http://www.reservestock.jp/subscribe/9800

クエスト・グループは、渡邊千春さんをお招きして、９月20日
（金）にウェビナーを開催します。詳細は本誌17頁へ。
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慢性の痛みを
取り除こう

脳神経科医／自然療法医師

ロバート・ギブソン先生

今、あなたが感じている痛みだけでなく、

傷させ、病気の原因となることを意味して

慢性的に起こっている痛みも、実は知ら

います。

ない間に進行しているのです。医学の分
野では、長期の慢性の痛みが、中枢神経

嬉しいことに、私たちは現在、ほとんどの

系 の 変 性 を 起こすことが 知られていま

患者でこの問題を効果的に認識し、治療

す。神経障害性の痛みもまた、脊椎の神

することができます。私たちは、痛みの種

経根
（神経の一番の根元あたり）を変性さ

類に関係なく、まずは同じようにアプロー

せ、体の無傷の部位に持続性の痛みを生

チします。痛みを悪化させたり、治療を困

じます。

難にするには要因があります。例えば、何
度も怪我を繰り返したり、反復的なストレ

慢性の痛みをもつ患者の脳スキャン画像

ス、脱水、神経の変性、食物中の有害物質

からは、灰白質（神経細胞の本体が集中

や栄養不足はすべて、この問題を悪化さ

している部位で、情報を総合的に処理す

せます。私たちは、これらの炎症プロセス

る）と脳活動が減少していることがわか

に与える影 響を具体的に変えることから

ります。言い換えると、もしあなたに慢性

取り組むようにしています。

の痛みがあるなら、あなたの脳はうまく
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機能しておらず、さらに縮小しているとい

その理由は、健康な体では、急性の炎症

うことです。これは、病気が痛みを引き

反応は、自己で制御され、急速に収まりま

起こしますが、逆に、痛み自体も神経を損

す。しかし、食事に有害物質が含まれてい

たり、栄養が不足していると、痛みを引き

再発を防止するためには、食生活やライ

起こす炎症反応は慢性的になり、違う病

フスタイルを変化させることが必要です。

気の原因ともなります。繰り返しの怪我、
反復的なストレス、脱水、神経の変性は、

私が開発した「ネオセル」に含まれる栄養

回 復のプロセスを遅くするのです。慢 性

素や、オメガ３必須脂肪酸、抗酸化ビタミ

的な痛みから生じた神 経損傷の 修復や、

ン、植物フラボノイド、プレバイオティクス
やプロバイオティクスは、炎症状態の解
消に役立ち、治療に不可欠です。これらの

健康は、偶然
手に入るものではありません。
しっかり目的意識を持って
健康を手に入れましょう！

栄養素は、様々なメカニズムを介して働
き、炎症や疼痛を軽減します。
「ネオセル」と基礎の栄養素が十分に入っ
たサプリメントの「ネオパック」を毎日摂
取していきましょう。そして、水をたくさ
ん飲み、適度な運動、有害な食品の除去
を始めてください。このシンプルな方法
が、慢性痛患者の症状を劇的に改善し、
生活の質を向上させてくれます。また、こ
れらは、アルツハイマー病や類似した神
経変性疾患のような、多くの深刻な問題
を回避するための重要なステップでもあ
ります。
まずは、このシンプルな方法で症状の改
善を体感してみてください。すると、今、
慢性痛を抱えている方も、どんどん健康
になり、今まで不可能だったことができる
ようになり、ヘルシーなライフスタイルへ
の選択肢が増えていくでしょう。
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「脳の必須栄養セット」
よりエネルギーがわいてくる
ストレスの軽減
免疫システムの改善

気分がよくなる
集中力が上がる

病気の予防

痛みの改善

ストレス、慢性の痛み、有害物質やジャンクフードは
体と脳の必須栄養素を減少させます。
自然のホールフーズを食べることは、
これらの栄養素を補充するのに効果的ですが、
全ての栄養素を十分に摂っているかを確認することは難しいものです。
「脳の必須栄養セット」は 、
体と脳に必要な全ての栄養素を摂ることができます。
脳は、体のコントロールセンターであり、
心の健康も、体の健康も決定づける重要な器官です。
「脳の必須栄養セット」が、ストレス、痛み、病気や毒素から、
あなたの体と脳を守り、より健康な体へと導いてくれるでしょう。
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9月1日〜10月31日限定のお得な特別キャンペーン
「脳の必須栄養セット」をご購入で、
ショッピングポイントが2倍に！
ショッピングポイント

14 ポイント
28ポイントに!!
▲

通常

品番：3026
価格：$140

毎月確実に購入できる便利な定期購入システムをご存知ですか？
定期購入システムに登録すると、毎月指定した日に商品をお送りします。これで、もうサプリ
メントが不足する心配をする必要はありません。
定期購入システムの特典として、購入金額の15％のショッピングポイントがもらえます。
なんと通常購入の1.5倍のポイントです。またお誕生日を登録されると、お誕生月のポイ
ントは3倍の30％にもなります。
さらに、６ヶ月以上の定期購入なら、以降、６ヶ月ごとに購入金額の5％分をボーナスポイ
ントとしてプレゼント！これらのポイントをいろんな商品と無料で交換できます。
（注：送料にはポイントはご利用頂けません）

ポイントご利用例—あなたもポイントを賢くためて、ぜひ、お好きな商品にご利用ください
○「脳の必須栄養セット」を半年定期購入するだけで、1ヶ月分の脳の必須栄養セット
が無料でお手元に！
○「脳の必須栄養セット」を1年半定期購入し、その間に2回お誕生日を迎えると、
なんと546ポイントも貯まりますので、送料だけで3ヶ月分の「脳の必須栄養セット」
がもらえる上、子供たちにＷチュアブルセットもプレゼントできます。
定期購入の申し込みは日本サポートセンターまでお問い合わせください。

電話：

03-5915-0345

ウェブからのお申し込み書ダウンロードはこちらからどうぞ

http://www.questgrp.jp/shop/autoship.html
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Stop Inflammation Now

体内の慢性炎症を
減らそう
マキャナ・ゴードン
CHN
（認定ホリスティック栄養士）、
トータルヘルシーレシピ.com の創始者、著者、３児の母。
健康で元気いっぱいのライフスタイルを送るのに役立つ、
マキャナの健康アドバイスなどをぜひご活用ください。

体内に炎症が起きることは、怪我や感染

これは分子レベルで起きており、目に見え

症に対する正常で健康な反応です。私た

ません。しかし、この種の全身炎症は、時

ちは、炎症を赤み、腫れ、また熱や痛みと

間とともに関節炎、自己免疫疾患、うつ病

して見たり感じたりすることが できます

や多くの重篤な疾患
（心臓病、がん、アルツ

が、これは更なる感染症の予防や、回復が

ハイマー病など）を起こすことがあります。

必要な場所に多くの栄養と免疫活性をも
体内の炎症を減少させるには、栄養補強

たらすための体の働きです。

が有効ですが、ただ、いくら栄養補強に励
しかし、体に長期的に悪い影響を与える慢

んで沈静化をはかったとしても、刺激とな

性の炎症があります。これを引き起こす大

る原因が残っていたのなら、なかなかいい

きな原因は以下のとおりです。

結果はついてきません。

慢性の炎症を引き起こす
大きな原因は...
白砂糖

乳製品
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精製された穀物
ストレス

処方薬

全身の炎症を減らすベストな方法は、毎
日の食生活から左記の食品を完全に除去
し、可能な限りストレスを減らすことです。
ただし、医師と相談することなく処方薬の
服用を止めることはしないでください。

有害な炎症を減らすことができる
食べ方のヒント

●にんにく、ターメリック、シナモンなどの

●なるべく多くの野菜と果物を食べましょ

●緑茶、ウーロン茶などのお茶を1～2杯

う。可能 な限りオーガニックで 新 鮮 な
季節のもの、そしていろいろな色のもの

体に良いハーブやスパイスを摂る。
飲む。
●ネオパックのような高品質なサプリメン

を、生または調理して食べましょう。1日

トを継続的に摂取する。ネオパックは、

に最低5種類の野菜、3～4種類の果物

抗炎症栄養素と抗酸化物を多く含んで

を食べてください。

います。

●豆類を毎日1〜2杯食べる。
●全粒、または発芽した穀物を１日3杯食
べる。

●甘いものが食べたいときは、健康的な
ものを 選び ましょう。プレーンダーク
チョコレート
（カカオマスと砂糖のみで、

●ナッツ（クルミやアボカド）や種〔ヘンプ

乳 製品の含まれていないもの）は抗酸

（麻の実）、フラックス、チアシード
（シソ

化物が多く含まれているので、たまに食

科の植物チアの種）など〕から健康な脂

べる程度なら良いでしょう。

肪を摂る。
●水銀が少ない海産物（鮭、銀ダラやイワ
シなど）を食べる。
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ネオセル/おなかサポートチュアブル 体 験 談

息子の症状に
大きな変化が！
（岡山県

N.O.様）

９歳の息子は、重症筋無力症の疑いがあるということで、
現在検査中です。
母としては、その病気だと認めたくない、もし、その病気だとしたら、ステロイド治療に
なるけれど、大切な息子の体にステロイドを絶対に入れたくないので、ネオセルを飲ま
せてみることにしました。
息子は、年齢の割りに背が低く、体重も少ないのですが、サッカーや陸上などを頑
張っています。学校が終わってから、毎日陸上の練習がありますが、練習が終わるころ
には疲れのために、物が二重に見えるなどの症状がありました。
今、
「ネオセル」を飲み初めて２ヶ月が過ぎ、
「おなかサポートチュアブル」
も美味しいと
言って飲んでいます。
先日、息子が不意に私に告げて来ました。
「ママ、ぼく、最近、あんなにあった頭痛が、
ずっとしていない」と。不意に告げて来たから、
忘れるほどずっと頭痛がないのだと思い
ます。
また、最近は陸上の長距離の練習をしていても、物が二重に見えることがなくなってい
ます。
先日も、暑い中、陸上の大会があり走りました。前は、この暑さで余計に顔の筋肉がゆ
るみ、頭痛、そして長距離の最中に物が二重に見えていたのですが、それが全くありま
せんでした。
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また、息子は、夕方になると、顔の筋肉がゆるむのですが、最近はそれがなくなり、まわ
りからも、顔の表情が変わったと言われます。
「ネオセル」
を摂ってから、食生活にも驚きの変化がありました。 以前は、毎朝、ミニ
チョコパン五個入りを食べてました。ものすごいカロリーだし、
毎朝食べるので、
体には
よくないなぁと思って、
「ダメだよ」
と言っても、食べ続けていました。ところが、今は、全
く欲しがりません！！

息子に聞くと、
「身体に悪そうだから」と言っていました。

「ネオセルの効果」、本当にすごいです。
息子は、噛み合わせもずれているので、その治療のため、岡山市の歯医者さんに診てもら
いました。
「噛み合わせに問題があり、顔の頬っぺたの筋肉がほとんどない状態」と言う
ことで、息子の症例はとても難しいとのことでしたが、治療を引き受けて下さいました。
これからも
「ネオセル」をはじめ、健康によいことを実践していきながら、息子の変化を
見るのがとても楽しみです。
そういう私自身も、以前酷い顔のアトピーで困っていました。ところが、
「ネオパック」を
飲んで２週間で、便秘改善と皮膚の痒みがなくなりました。そして、１ヶ月で、かなり改
善され、３ヶ月後には、
ガビガビボコボコだった肌がツルツル〜になりました。
クエスト・グループの製品は本当にすごいと、
息子ともども大感激しています。

N.O.様の息子さんの変化が
一目瞭然に分かる写真
㊧「ネオセル」を飲んでいなかった頃、
夕方に撮影したもの
㊨「ネオセル」と
「おなかサポートチュアブル」を
飲んでいる、最近の様子を
夕方に撮影したもの
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ネオパック/ネオガード/ネオスプリング/ネオセル 体 験 談

栄養補強と食生活改善で、
痛みを解消し、３キロ減量！
（千葉県

菊池アサ様

74歳）

今年７月、娘の住むアメリカのワシントン州に１ヶ月間滞
在しました。
毎日、
「ネオパック」、
「ネオガード」
、
「ネオスプリング」
、
「ネオセル」をしっかりと摂りました。
すると、１週間くらいしてから、約30年前に交通事故で
痛めた手首の痛みが無くなっているのに気付きました。
さん
んと菊池アサ
娘 のみどりさ
セドナにて

肌もつるつるになって、とても体調もよくなりました。
娘が「スーパースレンダー８プログラム」
（クエスト・

グループの減量・健康増進プログラム）でのお勧めの食事を実践しているため、私も同
じものを食べました。
（１日３回の食事と２回の間食を摂り、良質のたんぱく質、野菜、果
物、ナッツ類などを食べました。）
毎食、美味しいものをしっかりと食べていたので、減量は難しいかと思ったのですが、
結果的には１ヶ月で３キロも減量できました。
私は今年10月に75歳になりますが、有り難いことに今も仕事をしており、90代の方か
ら私と同年代の方々の介護をさせていただいています。日本に戻ってからも、夏の暑
い中、時差ぼけもなく、元気に仕事をしながら過ごせています。
まわりから、
「きれいになって帰ってきたね」と褒め
られ、
とても嬉しいです。
この１ヶ月で、食生活を変えること、足りないもの
をサプリメントとして補給すること、お水をしっか
りと飲むことの重要性を学びました。
これからも、これらの健康的な習慣を継続して、
元気で過ごしたいと思っております。
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左から、みどりさんの
ご近 所のご夫 妻、
アサさん 、みどりさ
んのご主 人のフィリッ
プさん
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クエスト・グループからの

お知らせ

ウェブセミナー開催
クエスト・グループでは、毎月、ウェブによ

すので、詳細は、当社ホームページ、メルマ

るセミナー（ウェビナー）を大好評にて開

ガ、ブログなどをご覧ください。

催しています。

あなたのお友 達 やご家 族もご招 待して、

ウェビナーには、ご自宅から、インター

健康増進や病気を予防する方法、アンチ

ネットの接続さえあれば、無料でご参加

エイジングなど、より健康で幸せになれ

いただけます。事前登録が必 要となりま

る方法などをシェアしませんか？

9〜11月のスケジュール
●９月６日
（金）「子どものADHD(注意欠陥障害）や自閉症」～どのように予防し、改善するか？～
メインスピーカー：ドクター・ギブソン
（脳神経科医／自然療法医師）
●９月20日
（金）「自然療法で栄養補強を上手に活用し、元気になる方法」
～難病患者への自然療法アドバイザーがシェアする秘訣～
（リウマチ＆難病治療アドバイザー）
メインスピーカー：渡邊千春さん
「鬱を解消し、心身の痛みを改善する方法」
●10月18日
（金）
（脳神経科医／自然療法医師）
メインスピーカー：ドクター・ギブソン
●11月15日
（金）「免疫力を高め、病気を予防する３つのステップ」
（クエスト・グループ副社長）
メインスピーカー：テレサ・ファクレル
＊時間は全て22時～23時。詳細は、当社ホームページをご覧ください。www.questgrp.net/jp/seminar

ドクター・ギブソンのブログ&フェイスブック開設
「ネオセル」開発者・ドクター・ギブソン
のブログとフェイスブックページを 新し
く日本語で開設しました。こちらで、ドク
ター・ギブソンの自然 療 法のメソッドに
ついて学ぶことができます。健 康につい
ての最新情報も随時アップされます。
ドクター・ギブゾンのブログとフェイス

に、 そして 若 返る 秘 訣 を
学びましょう。
●フェイスブック：
www.facebook.com/DrRobertGibson
●ブログ：
「ドクター・ギブソンの脳が20歳
若返る幸せのメソッド」
http://ameblo.jp/drgibson/

ブックを訪問して、より健康で、ハッピー
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あなたの体験談をシェアしませんか？

～ 50ショッピングポイントプレゼント～

「ネオソース」製品での皆様の健康改善の

サポートセンターまでご連 絡いただけま

体験をお聞きするのが、私たちにとって何

したら、当社スタッフが電話取材をさせて

よりも嬉しいことです。ぜひ、あなたとあ

いただき、体験談をまとめるお手伝いを

なたのご家族の体験談を、クエスト製品

いたします。

をご 利用頂いている皆さんにシェアして
いただけますよう、お願いいたします。

体験 談を当社のニュースレターやホーム

あなたにとっては些細なことでも、体験

ページに掲載させていただいた方には、

談を読んだ方への勇気と希望になること

50ショッピングポイントをプレゼントい

があります。

たします。皆様の体験談を楽しみにお待
ちしています。

体験 談は、当社ジャパン・サポートセン
ターまで、ファックス、または E メールにて

クエスト・グループ サポートセンター

お送りください。
「 体験 談をシェアしたい

●Tel: 03-5915-0345

けれど、文章が上手に書けない・・・」と
いう方も、どうぞご安心ください。

●FAX：03-5915-2661
●Email: post@questgrp.jp

フェイスブックの「クエスト・グループページ」で特別プレゼント♪
クエスト・グル ープは、 当社 のフェイス

毎 回、 違う記 事 をシェアいただく度に、

ブックページに、美と健 康についての情

抽 選 へ の エ ントリー をで き ま す。クエ

報を定期的に掲載しています。

スト・グ ル ープ か ら の 情 報 を シェアし

このページに掲載された内容をご自分の

て、
「脳の必須栄養セット」を手に入れま

フェイスブックでシェアしてくださった方

せんか？

の中から、抽選で毎月１名様に、
「脳の必
まず、以下のクエスト・グループのフェイス

ル」価格$140）をプレゼントいたします。

ブックページにて、
「いいね」をクリック

↑
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須栄養セット」
（「ネオパック」と「ネオセ
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ショッピングポイントと定期購入
毎月クエスト・グループの製品を定期的

秋 田 県 に お 住 ま い のメンバ ー の 方 は、

にお届けする、便利でお得な定期購入シ

18ヶ月間定期購入を続けています。この

ステムをご存 知 で すか？ こちらをご 利

方は、５月には「ネオセル」と W チュアブ

用いただくと、毎月指定日に製品を発送

ルセット
（「おなかサポートチュアブル」＆

いたします。これで、もうサプリメントが

「ネオガードチュアブル」）をショッピング

無くなる心配をする必要がありません。

ポイントと交換なさいました。

定期購入システムの特典として、購入金
額の15％（ 通常は10％）のショッピング

定期購入のお申し込みは日本サポートセ

ポイントをプレ ゼントいたします。なん

ンターまでお問い合わせいただくか、あ

と通常購入の1.5倍のポイントです。

るいは、w w w.questgrp.jp より、定期

さらに、定期購入の６ヶ月ごとに、６ヶ月

購入の申込書に必 要事項をご記入の上、

分の購入金額の５％分をボーナスポイン

サポートセンターまでお 送りください。

トとしてプレ ゼ ント！これ は６ヶ月連 続

さあ、あなたもポイントを貯めて、無料で

購入した方が対 象となります。これらの

製品を手に入れましょう！

ポイントが貯まると、当社製品と無料で

（注：送料にはポイントをご利用できません）

交換できます。

してください。そうすると、 毎 週 の 投 稿
記事が自動的にあなたにメールにて送 信
されます。
www.facebook.com/questgroupjapan
●フェイスブックにまだ登録していない方は、こちらから登録ができます。
https://ja-jp.facebook.com/r.php?locale=ja_JP
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クエストグル ープ・サポートセンター
ご注文専用フリーダイアル

0120-676-601

〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-23-18
電話: 03-5915-0345 FAX: 03-5915-2661
Eメール: 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

03-3969-9070

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）
Eメール: QuestUG@mac.com
クエスト・ユーザーグル ープ は、クエストグル ープ 製 品 のユーザーによる 独 立した
サポート団体であり、皆様が自然に健康を取り戻すためのお手伝いをさせていただいて
おります。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。
クエスト社製品をご愛用いただいている皆様からのご相談、
またはクエスト製品をお試し
になりたい新規の方のご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談ください。

クエスト・グル ープのフェイスブック・ページ
www.facebook.com/questgroupjapan
「いいね」をクリックをしてくださった方には、フェイスブックのみの特別割引、
会社からのメッセージ、その他の有益な情報を入手していただけます。

クエスト・グル ープのブログ
http://www.questgrp.net/jp/category/blog /
アメリカから美と健康の最新情報や当社からのお知らせをタイムリーにお届けしています。
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