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足りない栄養を補って健康を保ちましょう

体が必要としている微量栄養素を摂るとき、最も良い供給源は食べ物であり、特

に野菜や果物は大切です。しかし、忙しい毎日の中で常に栄養に不足のない食

事を摂るのは難しいことです。私がサプリメントを摂る主な理由は、食事で足り

ない栄養分を補うためですが、実際この不足分がとても大きい日があり、こうし

た食生活が続くと健康を害するということは自分でも予想がつきます。そのた

め私はサプリメントを毎日摂り心身の健康を維持しています。もちろん家族にも

勧めています。

こうしたことは、科学的にも裏付けがされてきており、臨床栄養学の代表的な

専門誌であるアメリカン・ジャーナル・オブ・クリニカル・ニュートリション（The 

American Journal of Clinical Nutrition）の2014年５月号には、サプリメントの

健康効果を立証する７つの論文が掲載されています。

昨年、液体サプリメント「ネオセル」をご紹介してから、クエスト・グループ会員の

皆様からたくさんのすばらしい体験談をいただいております。今年の春には、皆

様のご要望に応え、ボトルをより便利なサイズに換えました。また今回、冷蔵保

存を必要としない「ネオセル」１日分の個包装タイプを作りました。「ネオセル」

の個包装は持ち運びに便利ですので、ご旅行や外出時に活用して栄養不足のな

い毎日をお送り下さい。

ますますのご健康を祈って。

社長からの手紙
L E T T E r  f r O m  T h E  P r E S i d E N T

クレイグ・デイビス
クエスト・グループ社長
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健康に欠かせない
必須ミネラル

ミネラルは自然界に元々ある無機質ですが、私たちの体が健康に働くため

の全ての段階やその代謝過程において必要なものであり、特に骨、歯、髪、血

液、神経、皮膚の成長と再生にきわめて重要です。これらの無機質を体が利

用するためには、植物によって使用可能な形態に変換される必要があるの

で、ミネラルの供給源がとても重要になってきます。

そしてビタミン同様、ミネラルは単独では働かず、他のミネラルと一緒に摂る 

ことが必要です。したがって、精製されていないホールフード（精製や加工 

がされていない、できるだけ自然の状態に近い食べ物）と「ネオパック」、 

「ネオガード」、「ネオセル」を組み合わせて摂るのがいいでしょう。
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必須ミネラルとは・・・
カルシウム、ヨウ素、鉄、マグネシウム、亜

鉛、セレニウム、銅、マンガン、クロム、モリ

ブデン、カリウム、ホウ素が、必須ミネラルと

呼ばれています。「ネオパック」には、鉄を除

く全ての必須ミネラルが含まれています。

なぜ必須ミネラルと 
呼ばれるのでしょう
これらのミネラルは、体内のビタミン、酵

素、そしてホルモンの産生に重要なため、

必須ミネラルと呼ばれています。また適切

な血液循環、体液の調節、神経伝達、筋肉

の収縮、エネルギーの産生などを助けま

す。必須ミネラルは、お互いが他の栄養素

と相乗的に働くので、どのミネラルが欠乏し

ても、病気になる可能性があるのです。

必須ミネラルは、果物、野菜、肉、ナッツ、豆

類、卵などに含まれています。しかし、現在、

農 産物を成長させる土壌のほとんどは栄

養となるミネラルが大きく減っています。そ

のため食物中の必須ミネラルの量は、育っ

た土地の土壌に含まれるミネラルの量や農

法によって、大きく異なっています。

ミネラルは、調理や加工の過程で、失われて

しまいがちなので、ミネラルを摂取する最

適な方法は、生の野菜や果物に重点を置い

てホールフードを摂ることです。しかし、私

たちのほとんどは理想的な食生活ができ

ていないのが現状です。「ネオパック」のよ

うなミネラルが十分に含まれたサプリメン

トを毎日摂ることで、健康に必要なミネラ

ルを確実に摂取できます。

次に、健康や生活の質を改善する主なミネ

ラルについて説明します。

カルシウム
カルシウムは、食生活を見直す上で最も重

要なミネラルです。マグネシウム、ビタミン

D、リンと共に骨を強化しますが、代謝機能

に必須なため、足りなくなると骨への供給

健 康 に 欠 か せ な い 必 須 ミ ネ ラ ル

Ca

6



を止めるだけではなく、骨からカルシウム

を奪うことで体は血液中のカルシウム量を

一定に保とうとします。

カルシウムの豊富な食べ物・・・牡蛎、鮭、濃い

緑色の野菜（ほうれん草、ケールなど）、ブロッコ

リー、オレンジ

マグネシウム
体内の酸とアルカリバランスの維持、神経

と筋肉の機能維持、血糖やタンパク質、糖

質代謝の酵 素を活性化するためにとても

重要です。また、骨の成長にも不可欠で、カ

ルシウムを吸収するためにも必要です。強

い骨を維持するためには、カルシウムとマ

グネシウムを２：１の比率で摂ることが重

要です。食べ物やサプリメントを摂るとき

にご注意下さい。

マグネシウムの欠乏は、非常に軽視されて

います。マグネシウムの欠乏の徴候として

は、筋肉のけいれんや痛み、神経過敏、不

整脈、便秘、見当識障害（時間、場所、人物

などが認識できなくなる。認知症や高次機

能障害で見られる）があります。マグネシウ

ムを豊富に摂ると、神経過敏、うつ病、双極

性障害（躁うつ病）、睡眠障害、月経前症候

群（PMS）などの、神経系の問題や精神的お

よび感情的に不安定な状態を落ち着かせ

ます。また、筋肉をリラックスさせたり、偏

頭痛やけいれん、消化器官の問題を軽減し

たりするのにも役立ちます。

マグネシウムの豊富な食べ物・・・豆類（豆）、全

粒の穀物、ナッツ、種

亜鉛
免疫システム、タンパク質合成、また特に男

性の生殖機能の健 康に必 要です。亜鉛は

不足する人が多く、その場合治癒能力、身

体の成長、神経系の健康、肌に影響が出ま

す。

亜鉛の豊富な食べ物・・・肉、魚、全粒の穀物、キ

ノコ、かぼちゃの種

クロム
酵 素の様々な働きに不可欠なミネラルで

す。例えば、グルコース（糖）代謝におけるイ

ンシュリンと一緒に働きます。インシュリン

Mg

Zn

Cr
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健 康 に 欠 か せ な い 必 須 ミ ネ ラ ル

は、トリグリセリド（体内での脂肪の基本的

な形態）の代謝に必要であり、クロムが不

足すると、血糖のアンバランスや代謝に問

題が起きます。

クロムの豊富な食べ物・・・ブロッコリー、大麦、

さやいんげん

セレン
ビタミンEと協力して、抗酸化酵素の働きを

サポートするために働く強力な酸化防止剤

であり、ガンなどの異常な細胞増殖のリス

クを下げる働きがあります。また、心臓血

管系の健康や甲状腺と神経系の働きをサ

ポートします。鉛や水銀などの有害な重金

属は、セレンと結合して無害化されます。

セレンの豊富な食べ物・・・海藻、ブラジルナッツ、

牛肉、キノコなど

食生活では足りない栄養素やミネラルを高

品質のサプリメントで補うことは大切です。

その中でも、ミネラルは供給源が極めて重

要で、ミネラルの形態によっては、体内に吸

収されません。

ネオソースシリーズに含まれているミネラ

ルは、野菜、果物、または独自の海藻ブレン

ド由来のもので、確実に体内に吸収されま

す。「ネオパック」には鉄を除いた全ての必

須ミネラルが含まれているだけでなく（＊脚

注参照）、１日に必要なビタミン等の栄養

素がすべて入っていますので、健康のため

に毎日摂取することをお勧めします。また、

「ネオガード（ネオガードチュアブル）」と「ネ

オセル」は、さらに、必須ミネラルの摂取を

高めるすばらしい方法です。

（＊脚注）ほとんどの人は、食べ物から鉄分

を補給することができます。しかし、鉄の

過剰摂取は、生体にとって有毒となります。

ですから、鉄分のレベルをチェックした上

で、鉄分のサプリメントを摂取されることを

お勧めします。

Se
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脳神経科医／自然療法医師

ロバート・ギブソン先生

アンチ 
エイジング
の秘訣
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テロメアとは何でしょう
テロメアとは染色体の末端を保護するもの

です。靴ひもに例えると、ひもの端がほつ

れないように先端を止めるものです。細胞

が分裂する度にテロメアは短くなります。

短くなればなるほど、 私たちは老 化 が進

み、より病気にかかりやすくなるのです。

テロメアが短くなるメカニズムは、通常細

胞の分裂回数を制限しているためです。テ

ロメアは老化と寿命を司っていて、その長

さは、様々な病気の発生とも関連していま

す。これらのことから、テロメアは命の時計

と呼ばれており、テロメアがなくなると私た

ちは死んでしまうのです。

長生きしたいと思っている方は多いと思いますが、 

それは「元気に長生きしたい」ということだと思います。年を取っても活動的で、 

記憶力が衰えず、人生を楽しむ秘訣を知りたいと思いませんか。

今回は、体内時計を遅らせ、人生を活き活きと過ごすための秘訣をお伝えします。

細胞分裂するたびにテロメアが短くなる。すると、やがては細胞分裂ができなくなる。

細胞分裂 染色体

加齢を制御する細胞の時計である 
テロメアについて理解しましょう
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細胞

テロメアとは、 
染色体の末端にある

保護構造である。

短くなった 
テロメア



エピジェネティクスについて
エピジェネティクスはどの遺伝子を発現さ

せ、どの遺伝子を発現させないか、またテ

ロメアが長くなるのか短くなるのかを制御

しています。これによって、老化のスピード

が速くなるか遅くなるかが決まります。

細胞の環境は、体内にとり入れたものや身

につけたもの、また何を考え、何を感じた

かによって決まります。食べ物をはじめ、石

けんや医薬品など全てのものが、体内の化

学反応を変えるのです。また、私たちの思

考までもが、体内の生化学反応に影響を与

えています。つまり、健康度は、細胞の健康

度で決まるとも言えるということです。で

すから、私たちは細胞の環境を大事にしな

ければいけません。

テロメアにダメージを与えるもの
ジャンクフード、薬物、タバコ、アルコール、

ワクチン接種、脱水、運動不足、合成食品

添加物、カロリー過多、化学物質を含む化

粧品類、大気汚染などが、細胞、テロメア、

DNAにダメージを与え寿命を短くします。 

これらの中で、最もダメージを与えるもの

は、一般的には知られていませんが否定的

な思考と感情です。ストレス、うつ、不安、

怒りや憎しみは、体にダメージを与える化

学物質を血中に放出します。こうした環境

がテロメアに直接ダメージを与え、テロメ

ラーゼという酵素を減らします。

テロメアを保護するもの
本来は、テロメラーゼというパワフルな酵

素が、私たちのテロメアを保護してくれま

す。しかし、テロメラーゼは、細胞の環境の

悪化には対抗できません。 

DNA とテロメアを守る第１のステップは、

テロメアにダメージを与える生活習慣を改

めることです。

誰でもできる、若さを保つための 
簡単な方法：老化を遅らせる食事と 
アンチエイジングに役立つサプリメント
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まず、私の必須プロトコル（右頁）をぜひ 

しっかり実践して下さい。このプロトコルを

実践すると、体調や気分が良くなるでしょ

う。

次のステップとして、私たちはストレスや、否

定的な感情や思考をできる限り減らす必要

があります。

第３のステップは、基本となる栄養素をす

べてきちんと摂ることです。健康のレベル

が上がるにつれて、老化を遅らせることが

できます。そうすれば病気になる確率も減

り、80歳を超えても健康で活動的な生活

が送れるようになるのです。

何がテロメアを再生させるのでしょう
次に、ワクワクする話題に移りましょう。も

し、テロメアを修復し、再生させ、それを維

持することが出来たら、私たちは老化を遅

らせることができます。細胞の環境を可能

なかぎり良くすることで、テロメアは実際に

長くなっていきます。まるでネジ巻き時計

のネジを巻いたように寿命が延び、病気に

かかりにくくなり、より健康に、より幸せに

なれます。

テロメアを長くするために、最高品質の栄

養素として、「ネオパック」や「ネオセル」を毎

日摂取することは大切ですし、プロトコル

の１に書いてあるように、できるだけ質の

良い食品を適量摂ることが必要です。

健 全な生 活 習 慣や栄 養状 態になっても、

一 番 大 切なことを忘れていては隠れた可

能性を開花させることはできません。肯定

的な思考や感 情で心を満たすことはとて

も大切です。これは多くの人が忘れがちで

すが、実際は最も重要なステップとなりま

す。これを行うことで、その他の努力が実

を結ぶようになるのです。肯定的な思考が

DNAにとって理想の細胞環境を作ります。

それはまた、テロメアのためにも理想的な

のです。

100歳以上の長寿の方から学べるもの
100歳以上の長寿の人は、世界の至る所に

います。こうした人々の共通点は、栄養素

を豊富に摂っていること、毎日体を動かし

ていること、ぼけていないこと、楽観的な世

界観を持っていること、幸せで親切であり、

よく笑うことです。つまり、長寿は遺伝的な

ものではなく、長寿の人々が今までに実践

してきたことを学んで行えば、誰でも同じ

ように長寿になれるのです。

寿命を延ばす遺伝子を 
発現させる方法

一番大切なこと
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長寿の人々の習慣、栄養、思考、感情によっ

て作られた細胞環境は理想的なものです。

もしガンや 他の病気の遺伝 子を持ってい

たとしても、体が損傷を受けた遺伝子を修

復してくれます。つまり、糖尿病、心臓病、ガ

ン、アルツハイマー病など、どんな病気から

も無縁でいられるのです。このようになれ

れば、とても幸運ですが、私たちにも同じこ

とができます。100歳以上の長寿の人たち

が実行していることが、ここでご紹介して

いるアンチエイジングの秘訣なのです。

 

あなたもこの秘訣を実行して、より一層の

健康と幸せを手にいれて、長生きを目指し

ましょう。今すぐ行動を変え、考えを変えて

いくことで、皆さんの人生は変わり、より充

実した人生となるでしょう。お友達やご家

族、周囲の人々にもこの秘訣は役に立つこ

とと思いますので、ぜひ機会があればお伝

え頂ければと思います。

ギブソン医師の必須プロトコル
全ての健康状態を改善させるための基本のステップ

➊  食事に含まれる毒素やジャンクフードを全て取り除きましょう。 
パッケージされている食品や、加工食品は避けましょう。 
特に、炭酸飲料、揚げ物、人工甘味料、人工着色料、香料は摂らないようにしましょう。

➋  環境から受ける毒や、医薬品の毒を避けましょう。

➌  十分な量の水を飲みましょう。 
（大人：最低でも１日２リットル。子ども：体重14kgの場合、１日450mlを目安に）

➍  栄養バランスのとれた食事、そして健康の良い基礎を確実につくるために 
「ネオパック」を摂りましょう。

➎  脳細胞の修復と神経伝達物質の補充を効果的に始めるために 
「ネオセル」を摂りましょう。

➏  ホールフーズ（できるだけ自然の状態に近い食べ物）を食べることで解毒をし、 
消化器官の機能を整えましょう。「でるサポート」や「おなかサポートチュアブル」などの 
プロバイオティクスを補充しましょう。

➐  過剰の毒素がある場合は、必要に応じて解毒を追加しましょう。

➑  定期的な運動やストレッチは全身の血液の循環や、酸素の供給、臓器や細胞に 
栄養素や神経伝達物質の輸送に必要です。

➒  脳内でどのような化学物質が作られ、体内に放出されるかは考え方次第で変わる。 
毎日ポジティブ思考を実践しましょう。
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「ネオセル」で息子のアスペルガーの症状が大きく改善！
 （愛知県、檜山知佐様） 

小学4年生の息子は、1年生のときに学校への不適応を起こしてアスペルガーと診断され
ました。

療育とカウンセリング以外に親ができる対処療法として、食事に気を付けたり、いくつか
のサプリメントを試してきました。それらの効果があったのか、不適応状態は短期間で
改善しましたが、キレやすく落ち着かない状態はしつこく続いたのです。
それが本人にとってはかなり辛いことのようだったので、やむなくリスパダール（主に統合
失調症、神経症になどに処方される薬）を飲ませることになりました。

薬の効果で、気持ちと行動が安定し始め、本人は落ち着いて楽になり、かなり成長もみら
れるようになりましたが、不安定になる時期には、どうしても怒りやすくなったり、不注意
が増えたり、チックがひどくなったりするため、そのたびに処方される薬の量が増えていく
ようになりました。

少量ではあっても精神薬を長い間服用させることには、やはり抵抗があります。
そこで、より自然な方法で状態を改善し、薬を断つ方法が何かないかと探していた時に

「ネオセル」に出会ったのです。

本人は、味や匂いや色、食感などにうるさく、「飲みたくない！」と拒否するかもしれない心
配がありましたが、とにかく試そうと初めて「ネオセル」を差し出した時、すんなり飲んでく
れて安心したことを覚えています。

「ネオセル」を飲み始めて2ヶ月目の2013年9月に、クエスト社のウェビナーを受講しまし
た。それは、Dr.ギブソンによる子どもの自閉症に関する内容でしたが、その際「薬をやめ
るにはどのようにしたら良いか？」という私の質問が取り上げられ、その場で具体的な方
法を教えていただきました。

探していた方法が見つかった私は、まずは試してみることにしたのです。

1週間ごとに25％づつの割合で減薬をしていく途中、50%まで減らしたところで、キレやす
い症状がワッと出てきました。幸いそうした状態は数日で治まったため、その後も次へと
すすめていくことができ、無事に薬をゼロにすることに成功したのです！

正直に言うと、減薬にあたっては「予想外のことが起きて手がつけられなくなったらどうし
よう？」と心配もしていましたが、実際にはほとんど問題はありませんでした。
こうしてついに薬をなくすことができたのも、「ネオセル」を飲みながら減薬を行ったおか
げだと思います。
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その後も「ネオセル」を飲み続け、薬なしで半年が経ったところですが、本人にはたくさん

の変化が起きました。

○怒る回数が激減し、機嫌がよいことが増えた　○気持ちの切り替えが早くなった

○こだわりが減った　○チック症状がほとんど消えた

○初めてのことを拒否することが減った　○苦手なことに挑戦するようになった

○宿題を自分から済ませるようになった　○学校の支度を自分でするようになった

○家の手伝いをするようになった　○時間に間に合わせようとする意識が出てきた

○おねしょがなくなった　などです。

苦手だった縄跳びでは、なんと、二重跳びがわずか3日間で1回から50回へと連続で跳べ

るようになり、とても驚きました！

こうした変化は、すべてが「ネオセル」のおかげだけではないと思います。

それでも、土台として、脳と身体の状態を良好に保つことができているからこそ、本人が多

くを吸収し、速やかに発達することが可能になったのだと捉えています。

現在は「ネオセル」に加えて「おなかサポート」「ネオガード」の2種類のチュアブルも併せ

て摂っており、調子も良いため今後も一緒に利用したいと思います。

最後に、もしも「ネオセル」をお子さんに飲ませたいと考えている方に、ぜひ親子で飲むこ

とをオススメしたいです。私にとって「子どもと一緒に過ごす時間」は、“ただつらい”とい

う状態から、“一緒にいて楽しい”と思えるまでに大きく変わりました。

「ネオセル」を飲んでいくうちに、ものごとをおおらかに捉え、ゆったりと子どもに接するこ

とができるようになったようです。そのことで、以前よりも子どもに大きな安心感を与えて

いるのだなと感じています。

母親が、子どもや家族に与える影響は、本当に大きいものです。子どもだけをなんとか変

えようとするのではなく、自分も大切にして一緒に変わっていくことは、相乗効果でより速

やかに好循環が生まれます。ぜひお試しいただいて、一日でも早く、子どもも自分も、共に

楽な状態となって、家庭に笑顔を増やしてほしいなと思います。

この感想が、同じように悩まれている親御さんの参考になればうれしいです。

どうもありがとうございます。

「脳細胞への栄養素」 —ネオセル 体 験 談

檜山様は、発達障害についての息子さんの体験、情報などをホームページ、ブログなどでシェアしています。ぜひご覧ください。
○ホームページ「お仕事は HEROくんのママ」：http://hero.saloon.jp/ 　○ブログ：http://hero.saloon.jp/index.php?QBlog
○ブログアーカイブ：2013年9月より、「リスパダールの減量から停止へ」：
http://hero.saloon.jp/index.php?QBlog-20130925-1&mode=archives&date=201309
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16

体の中でも脳は最も重要な働きを担っている器官です。
脳は、私たちの潜在意識下で、肝臓の働きから睡眠、消化、感情に至るまでのあらゆる
身体の機能、免疫力、気分、DNAまでもコントロールしています。
個々の脳細胞は、小さな工場のようになっていて、エネルギーの生成、酵素やたんぱく
質の生成、意識下、あるいは、潜在意識下で、私たちがさまざまな仕事をできるよう、手
伝っています。また、DNAの活性化や抑制もコントロールしています。
車と同様、高質の部品の働きを維持し、適切な機能を維持するために、脳にも適切な燃
料が必要となります。これらが欠乏すると、脳は最高の状態で機能しなくなります。

「ネオセル」 は、脳の健康を維持するのに必須であると実証済みの栄養素入りの 
液体タイプのサプリメントです。脳が再生し、脳細胞を修復するのに、必要な全ての 
材料が含まれています。また、脳の神経伝達物質に必要な成分も全て含まれています。
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「ネオセル」は、発売以来、 
多くの方々にご好評いただいています。

仕事場、外出先、旅行先などでも「ネオセル」を摂りたい

という皆様のご要望にお応えし、「ネオセル」の個包装

タイプをご用意しました。

こちらは冷蔵不要ですので、キャップを外して、飲みた

い時に「ネオセル」をいつでもどこでも摂っていただく

ことができます。

「ネオセル」の個包装タイプは１箱30袋入りです。１つ

の個包装は、大人の１日分の摂取量（大さじ２杯分）に

なっていますので、その都度摂取量を計る必要があり

ません。

バックに入れたり、ランチと一緒に持参したり、出張や

旅行時にも「ネオセル」を手軽に携帯していただける、

便利なサイズです。

6・7月中に、「ネオセル」の個包装タイプを１箱購入されるごとに、 
「ネオエナジー」を1本プレゼントいたします。
「ネオエナジー」には、「ネオセル」同様、大量のビタミン

B12が含まれています。ビタミン B12 は、脳の縮小を減

少させ、記憶力喪失の改善し、気分のムラを向上させ、

アルツハイマー病のリスクを軽減するということが実証

されています。

エネルギー不足、気分が乗らない時などに、 

「ネオエナジー」を摂取することをお勧めします。

6月1日〜7月31日限定の  特別ギフト「ネオエナジー」

「ネオセル」個包装タイプ   新 発 売 !!

1箱（30袋入り） 
商品番号：2040 
価格：$100

2箱（60袋入り） 
商品番号：2245 
価格：$175

3箱（90袋入り） 
商品番号：3340 
価格：$225

$25
OFF

 $75
OFF

http://www.questgrp.net/jp/neoenagy/
http://www.questgrp.net/jp/neocell/


クエスト・グループからのお知らせCorporate 

announCeMentS

仕事場、外出先、旅行先などでも「ネオセ

ル」を摂りたいという皆様のご要望にお応

えし、「ネオセル」が、以下の２つのパッケー

ジ・タイプにて再登場しました。

個 包 装タイプ 新 発 売：バッグに入れたり、 

ランチと一 緒 に 持 参 することが で きる、 

便 利 な 個 包 装 タイプが 新 発 売 に なりま

した。こちらのタイプは冷蔵不要なので、

キャップを外して、飲みたい時に「ネオセル」

をいつでもどこでも摂っていただくことが

できます。

ボトルサイズ変更： 「ネオセル」のボトルサ

イズを、従来の960 mL から、半分のサイズ

（480mL）に変 更しました。小さなお子さ

ん、ご年配の方、手が不自由な方でも簡単

に注げるサイズになりました。また、冷蔵庫

や戸棚への収納も便利です。

脳の必須栄養セット

脳の必須栄養セットは、「ネオパック」1箱

と「ネオセル」個包装タイプ1箱 (30袋入り)

になります。新しいセット価格は150ドルで

す。これで「ネオパック」と「ネオセル」を、い

つでもどこでも摂っていただくことができ

ます。引き続き、より多くの方に「ネオセル」

をご愛用いただけることを願っています。

「ネオセル」が、新しいパッケージになって再登場！

個包装タイプ（1箱30袋入り）
商品番号：2040 1箱 $100
商品番号：2245 2箱 $175 （$25OFF）
商品番号：3340 3箱 $225 （$75OFF）

新ボトルサイズ(480mL)
商品番号：2035 1本 $50
商品番号：2235 2本セット $89 （$11OFF）
商品番号：4435 4本セット $160 （$40OFF）
商品番号：6635 6本セット $200 （$100OFF）
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クエスト・グループでは、無料のオンライ

ンセミナーを行っています。ご自宅で気軽

に健康の改善法を楽しく学ぶことができま

す。セミナーは、一般の方に公開しています

ので、どなたでもご参加いただくことがで

きます。

健康の改善法、病気の予防法、アンチエイ

ジング、より幸せになる方法など、最新情報

をお届けしています。ぜひご家族の方やお

友達に気軽にご紹介ください。

過去に開催したセミナーのユーチューブビ

デオは、こちらからどうぞ。

www.questgrp.net/jp/seminar.  

大好評！無料オンラインセミナー

クエスト・グループのネオソース製品やプ

ログラムによって、お客様やご家族がどの

ように生活を改善されたか、体験談を募集

しています。サポートセンターまで、FAX ま

たはメールにて是非お送りください。文章

が書くのが苦手な方でも、お気軽にご連絡

ください。当社スタッフが電話取材をさせ

ていただき、体験談をまとめるお手伝いを

いたします。当社のニュースレターやホー

ムページに体験談を掲載させていただいた

場合は、50ショッピングポイントをプレゼ

ントしています。

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～

「ナチュラルな健 康療法についてもっと知

りたい」、「クエスト・グループのイベントや

新着情報をもっと知りたい」という皆様の

ご要望にお答えし、当社のフェイスブック

ページにて、さまざまな情報をお届けして

います。ぜ ひ、私たちのフェイスブックの

ページに「いいね！」をクリックして、クエス

ト・グループからの最新情報をお読みくだ

さい。

www.facebook.com/questgroupjapan

フェイスブックのコミュニティーに参加しませんか？

●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

個包装タイプ（1箱30袋入り）
商品番号：2040 1箱 $100
商品番号：2245 2箱 $175 （$25OFF）
商品番号：3340 3箱 $225 （$75OFF）

新ボトルサイズ(480mL)
商品番号：2035 1本 $50
商品番号：2235 2本セット $89 （$11OFF）
商品番号：4435 4本セット $160 （$40OFF）
商品番号：6635 6本セット $200 （$100OFF）
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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。
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