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19th
ANNIVERSARY

クエストグループは、 
今年９月で創業19年を迎えます。 

これもひとえに、メンバーの皆様のご愛顧のお陰です。 
日頃の感謝を込めて、 

5日間だけの感謝セールを開催させていただきます。

すでに割引されているサプリセットやお徳用セットを含めた 
すべての商品が15%OFFになり、 

さらにお得になります。この5日間をお見逃しなく!

【5日間限定！15％OFFセール】

9月16日月午前10時～20日木午後4時

クエストグループ創業19周年お客様感謝セール
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私が脳損傷児について取り組み始めた時、
天才の秘訣を発見するとは思いもしません
でした。最初の体験は１９９０年の４歳の日
本人の男の子のケースでした。ケイタ君の
脳は幼児の時から損傷を負っていました。
その原因（恐らくは医療ミスやワクチン）が、
何かははっきりとしていませんが、脳が身体
をコントロールできていなかったことは明
らかでした。ケイタ君の将来に希望は全く

見えませんでした。これは私が脳の栄養、
修復や治癒する力を知るずっと前のことで
した。そしてある日、自分自身が脳の損傷
を負った子供の親となり、この科学がとて
も他人事ではなくなるとは夢にも思っても
みませんでした。 

毎週ケイタ君を訪れるうち、私はすぐに彼
の隠れた才能に気づきました。彼の脳の思

スーパー 
ブレインの 

科学
天才脳は遺伝？ それとも作るもの？

ロバート・ギブソン 
（脳神経科医／自然療法医師）
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考部位は完璧に機能しており、目が見えな
い人の聴力のように研ぎ澄まされていまし
た。彼の学習能力は驚くべきものでした。
私が日本語の学習に苦戦する一方で、ケイ
タ君はすでに大学レベルの漢字を習得して
いました。彼は頭の中で複素数学を行うこ
とができ、アメリカの歴代大統領全ての名
前とその誕生日、地球上のほとんど全ての
鳥の名前など、数えきれない雑学を知って
いました。私は、損傷した脳に閉じ込めら
れた彼の素晴らしい能力が他に多くあるこ
とを確信せざるを得ませんでした。

ケイタ君を指導する上で用いた手法は、こ
れまでも障害のある子供たちに用いられ、
大きな成果をあげてきました。今現在、彼
らがもつ能力に関わらず、不可能とされて
いた改善が可能となったのです。その子供
たちは、プログラム終了後も常により良い
状態を維持していました。このプログラム
は大変上手くいき「もしこの技術を脳にダ
メージを与えることなく、完全に機能した脳
をもつ子供たちに用いることができたらど
うなるだろう？」という考えが沸き起こりま
した。そして実際に私たちはこれを実行し
ました。

無限の学習能力

私たちは、子供の脳は無限の学習能力をも
つということを確信しました。親や教師が

根気強く忍耐をもって教えれば、子供はあ
らゆることを学びます。最も効果的な年齢
は、生まれてから５歳までの間です。これは
BDNF* が最高濃度となる時期です。また、
子 供は平均的な成人の２倍以上の神経 細
胞を有しています。この試験プログラムに
参加した多くの子供たちが、５歳までに５～
10の言語と複数の楽器を習得しました。彼
らは話すことができるようになる前に、読
んだり、計算をしたりできたのです。もし私
がこの目でこれを見ていなければ、このこと
を信じることはなかったでしょう。  

*脳由来神経栄養因子 (BDNF)

脳内では神経 細胞や星状細胞のような支

持細胞によりBDNF が産生され、その後周

囲の神経細胞の受容体部位に結合します。

そこで神経細胞が生存、機能するためのプ

ロテインの生成を増やします。これが学習、

修復、アンチエイジングの主要因子です。子

供は自然に大量の BDNF を生成しますが、

成人はほとんどの場合、特定の栄養や有益

なBDNFを十分生成するための脳刺激が再

び必要となります。

つまり、平均的な人に比べ、天才は多くの異
なる分野での指導が可能であるということ
です。事実、生まれながらに平均的な人よ
り能力をもつ人がいることも確かです。し
かし歴史的に有名な天才は総じて、科学や
音楽といった特定の分野に特化した、実際
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に脳に損傷を負った子供だったのです。そ
して皆さんが知りたいと思っているのは「ど
のように自分の脳の能力を高めることがで
きるのか？」「私は天才になれるのか？」と
いうことでしょう。そうです！今始めましょ
う。今日ここから始めることで脳を変える
ことができるのです。人生を変えることが
できるのです。障害をもっていたり、過去に
健康問題を抱えていたりしたかもしれませ
んが、それは普通のことです。自分自身が悪
い選択をしなければ、より良くなることを妨
げるものは何もありません。

高品質の脳の栄養

もし脳があまりにも多く働くのであれば、
機械と同じで質の良い部品が必要となりま
す。栄養90＋は脳のパフォーマンスを高め
る分子を作り出すのに必須のものです。早
速様々な種類のオーガニックのホールフー
ドから始めましょう。天然の鮭、冷水魚、放
し飼いの鶏の卵、草で育てられた牛の肉、
アボカド、ナッツ、ブルーベリー、葉野菜、海
藻など健 康的な脳に良い食品を意識しま
しょう。野菜の半量は生で、もう半分は軽
く調理して食べましょう。毎日納豆１パッ
ク、キムチ、漬物、ザワークラウト、昆布茶、
ケフィア、またはその他生きた菌を含む天然
の発酵食品を摂りましょう。これらプロバ
イオティクスは文字通りあなたのスーパーブ
レイン分子を作り出す工場なのです。

できる範囲で 最善の食事を摂り、足りな
いものを日々の栄養サプリメントで補いま
しょう。それにより脳と身 体 に 必 要な 栄
養90＋の全てを摂 取していることが保証
されます。スーパーブレインの重要な部分
は高品質の脳の栄養です。ネオセルプラス
は1世 紀 以 上にわたり神 経 の向 知 性 及び
修 復 科 学における最 大の進歩です。長年
をかけて有効性が実証されており、脳機
能を高めることが臨床的に証明されてい
ます。

いくつに なっても  
脳のパワーをアップさせる方法

運動。1日20分の 早歩きをしよう！

楽器を弾くことを 
学ぼう

様々なトピックに 
関する書籍を読もう

冒険をしよう

1日7～9時間 の睡眠をとろう 
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現代社 会においては、いかなる人も毒素
を 避 けることは 難しいものとなっていま
すが、私たちのネオクレンズとスーパーデ
トックスマニュアルにより、これら脳にダ
メージを与える神 経 毒 を取り除くお手 伝
いができます。脳や身体の中に毒素が残っ
ていると、最も良いとされる栄養の全てが
阻害されます。そして子供の時に受けたワ
クチンによってでさえ、脳や肝臓の中に80
年 以 上にわたり微 量の水 銀やアルミニウ
ムを蓄積されるということを思い出してく

ださい。

スーパーブレインの手引き及びあらゆる脳
の強化は「ドクターギブソンの必須プロトコ
ル」から始めます。これは10の必須ステップ
にまとめられたものです。運動から前向き
な思考プログラムに至るまで、病気の予防
や病気を克服するための最善の方法となっ
ています。これに従うことで、長生き、天才、
活気に満ちた有意義な人生への秘訣の鍵
を開けましょう。ドクターギブソンの脳を
強化するオンラインセミナーでその方法を
学びましょう。（申し込み・詳細は次頁へ）

全ての鍵を開けるマスターキーは、いかに、
そして何処に思考とエネルギーを集中させ
るかです。集中した取り組みと反復が、いか
なる能力を伸ばすうえでも必要となります。
私たちの多くは、その能力を実際に習得す
るためには、少なくとも1万回の反復を要し
ます。どのような能力であっても、自ら進ん
で学びたいと思う生徒や必死に学ぼうとす
る生徒は、学ぼうとしない生徒よりも常に
学習能力が高くなります。脳は繰り返し聞く
もの、見るもの、読むもの、経験することに
反応します。つまり、自分の能力に継続的
にチャレンジする日々の意識した行動計画
により、自ら選択した努力で天才を作り出
せるのです。
 
天才脳があなたを待っています！

いくつに なっても  
脳のパワーをアップさせる方法

運動。1日20分の 早歩きをしよう！

頭の中を整理するために 
生活習慣を整えよう

ボランティアをしよう

パズルやクロスワードをしよう

1日7～9時間 の睡眠をとろう 

数独（すうどく）もお勧め！
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先着100名様のみ100ドル引きでお申し込みいただけます

通常価格299ドル ➡ 特別価格199ドル
さらに今なら！ドクターギブソンの 

【スーパー解毒マニュアル】＆【「うつと心配性」克服のための早道ガイド】をプレゼント！

● ブレインフォグ（頭がぼーっとする）　● 認知症、健忘症　● 脳の損傷
● 抑鬱症や不安神経症　● 気分のむら　● ホルモンの異常　● 倦怠感　● 全身の不快感

今よりもっと頭の冴えを感じたいですか？  
もっと幸せになりたいですか？ 劇的に人生を変えるには？— 脳を強化するのです！

ドクターギブソンの脳を強化するオンラインセミナーで、 
健康で強い脳を手に入れましょう

この画期的なセミナーは、ドクターギブソンの数十年にわたる研究と実際の患者への 
適用、また脳の健康や機能に関する科学の最新研究結果をまとめたものです。脳をより良
く機能させ、今よりもっと幸せで健康になることができます。脳を修復し、強化するための
10のステップをドクターギブソンがわかりやすく説明します。生活習慣と脳の健康との 
関連性がわかれば、脳がどのように機能するのか、またそれを上手く維持する方法を理解
できます。そして脳を強化し、健康状態を改善する基本ステップを学びます。  
誰でもここから始め、健康と生活の質を改善することができます。

こんな症状はありませんか？

安心保証：

もしセミナーにご満足 

いただけなかった場合 

60日以内なら 

全額返金します！今すぐお申し込みを！

お申し込みは➡https://www.questgrp.net/jp/brain-enhancement-course

脳を強化しよう！〜脳を鍛えるための必須プロトコル〜
アメリカ の 脳 の スペ シ ャリスト、ド クタ ー ギ ブ ソ ン の 本 邦 初 公 開 の オ ン ラ イ ン セ ミナ ー

8



脳を強化するための　 のステップ

1 食事からの毒素の除去　毒素はあらゆるもの含まれています。特に加工食品に多く
含まれており、今では店頭にある食品の大部分を占めています。これらを取り除くこ
とがなぜ重要なのかを学びます。

2 不老不死の薬—水　水分は脳と身体にとって重要です。水分の摂取量を増やす
ためのいくつがの具体的なステップを学びます。

3 解毒　私たちを取り巻く環境は悪化の一途をたどっています。毒素は土壌や大気、
食べ物に含まれています。どのようにして毒素量が、安全とされる数値よりも高いか
を知ることができますか？どのようにそれらを取り除きますか？ このレッスンでは
解毒に関する重要なポイントをお伝えします。

4 マイクロバイオーム（微生物糞）の修復　腸と脳はつながっています。毒素や不健康
な食品を選択することで腸はダメージを受けます。腸内の健康的なフローラを復活
させる方法を学びます。

5 ホールフーズ 　ホールフーズを食べることで脳にとって不可欠な栄養を得やすくな
ります。大きな変化に結びつく食生活の簡単な改善方法を学びます。

6 カロリー計算　食べ過ぎは脳の働きを抑制します。適正な量を食べることで脳機能
を高めます。

7 運動　脳を驚異的に成長させる BDNF について学びます。BDNF を増加させるうえで
運動は不可欠です。

8  睡眠　脳を修復するために睡眠は非常に重要となります。睡眠を改善するためのい
くつかの簡単な方法を学びます。

9 思考の転換　思考によって脳作用は変化します。思考を転換することで、文字通り脳
の配線をつなぎ直す方法を学びます。

10  脳の栄養　食品の中には、脳に栄養を与えるという点で、他の食品よりも優れている
ものがあります。食生活にそのような食品をより多く取り入れ、さらに必須サプリメ
ントを摂取することが脳の健康への鍵となります。

特典ビデオ 炎症の抑制
炎症は何百にも上る疾病の根本的な要因です。分子レベルで炎症を抑制する方法を
学びます。

10
セ ミ ナ ー 概 要

アメリカ の 脳 の スペ シ ャリスト、ド クタ ー ギ ブ ソ ン の 本 邦 初 公 開 の オ ン ラ イ ン セ ミナ ー
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脳の状態が健全だと、体全体が健康になり、
バイタリティー向上を促進します。脳に最高の
栄養素を提供できるよう、開発者のドクター・
ギブソン厳選による20種以上の栄養素と植
物エキスが、最もエネルギーが高く、しかも反
応が起こりやすい状態で配合されています。

「ネオセルプラス」は、脳の活力、連結性、総合
的機能をサポートする最も強力な成分を選り
すぐって相乗効果を発揮するよう配合してい
ます。脳の働きを高める成分により、脳のエ
ネルギーアップを促進、重要な神経細胞をサ

ポートし、活性酸素による脳のダメージを防
ぎます。これらを合わせることで、頭脳の明
晰さと認識力を強化させ、自己判断力を高め
ます。
20年以上にわたり脳の健康と栄養素につい
ての研究を重ねてきたドクター・ギブソンは、
研究を続けるなか、脳の健康のための栄養素
の臨床実験も実施してきました。

「ネオセルプラス」は、ドクター・ギブソンが“脳
の健康への科学的革新 ” を継続したことによ
り誕生したのです。

1 脳への栄養補強 
「ネオセルプラス」は、MCT オイル、マグネシウム、ブルーベリー、ビタミン B 群など、 

幅広い栄養素が含まれており、不足しがちな栄養素を脳に補強します。

2 理想的な脳機能を促進 
「ネオセルプラス」に含まれる最も高質で重要な栄養素が、 

活動的な脳細胞の働きをサポートします。

3 脳の沈静化 
ギャバ（GABA）、レシチン、セイヨウオトギリソウが脳をリラックスさせます。

4 脳を保護 
「ネオセルプラス」に含まれる、ターメリック、α－リポ酸、セレニウムといった 

豊富な抗酸化物質が脳を保護、修復します。

「ネオセルプラス」は、脳の最善の健康とパフォーマンスを目的とした 
最も完璧なフォーミュラです。

「ネオセルプラス」は、４つの方法で、より活力に満ちた、
豊かな健康をお届けします。

Autumn Special Promotion
今ならもう１本ついてくる！ 

「ネオセルプラス」で脳を活性化しよう
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製品の詳細とご購入は、こちらからどうぞ。 www.questgrp.jp /
サポートセンターにて、お電話やファックスでのご注文も承ります。

フリーダイアル： 0120-676-601 ファックス番号： 03-5915-2661

9月1日～10月31日限定
「ネオセルプラス」４個入りをご購入で、 

もれなくもう１本プレゼント!!

MCT オイル：記憶障害を持っている高齢者の
認識機能を素早く改善すると言われていま
す。脳は大半が脂肪酸で構成されており、物
事を明瞭に考え、仕事・勉強も効率よくでき、
最高の気分でいるため、そして年齢を重ねて
も聡明でいるためには、日ごろの食事から適
量の脂肪酸を摂り入れる必要があります。な
かでも中鎖脂肪酸（MCT）は、最も消化が良く、
活用しやすい、保護作用のある脂肪酸です。
ALA(α－リポ酸 )とブルーベリーエキス：いず
れも優れた抗酸化物質で、「ネオセルプラス」
の他の成分との相乗作用によりさらに効果を
高めます。

ターメリック：微量の黒コショウパウダー
を合わせたターメリックは、脳に様々な利
点をもたらします。脳を守る強力な抗酸
化物質であり、自然の抗うつ剤でもあるの
です。
DMAE（ジメチルアミノエタノール）：肌に
張りを与え、シワやたるみと戦うほか、記憶
力、学習力を向上させ、知能を高め、身体エ
ネルギーを上昇させるといった最高のムー
ドエンハンサー（気分を高めるもの）である
という２つの理由から、「青春の泉」と呼ば
れています。

「ネオセルプラス」に配合されたパワフルな栄養素
これらの栄養素は、鬱（うつ）、不安感、ストレス、不眠症、躁うつ、ブレインフォグ、記憶障害や
ADD（注意欠陥障害）などの症状や、アルツハイマー病やパーキンソン病、多発性硬化症（MS）
などの神経障害の予防をサポートします。「ネオセルプラス」による脳の栄養補強で、あなたの脳
をより健康にし、記憶力・集中力をアップさせましょう！

「ネオセルプラス」で、あなたの脳をより健康にし、 
記憶力・集中力をアップさせましょう！

今だけ 
もう1本！

「ネオセルプラス」４個入り 
番号：4055   価格 $245

今ならもう１本ついてくる！ 
「ネオセルプラス」で脳を活性化しよう
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自然療法で、うつ、パニック障害、低血糖症を克服�
� （東京　キセキ・都丸タカ子様） 

私は、2007年に低血糖から重度のうつ・パニックを経験し、栄

養療法クリニックで、薬を一切使わず、食べ方と栄養素だけで、

５年間の治療をへて回復をすることができました。

クエスト社さんとの出会いは2010年、治療の3年目あたりで、クリ

ニックに通い続けるのではなく、自分のペースで続けられて、効果と成果を感じ

られる質の高い栄養素を探している時にインターネットで見つけて、その後安心し

てクリニックを卒業することができました。

ギブソン先生の『うつ・パニック障害を自然療法で克服する』オンラインセミナー

で「ネオセルプラスは、ストレスやうつなどでダメージを受けたシナプスの結合を

修復することができます」とおっしゃっていました。私も、まさに治療当初、頭の中

で思っていることを相手に説明できない、理路整然と組み立てて文章にして伝え

ることができないと言う症状があり、シナプスの結合ができてなかったんだなと

思いながら聞きました。

「ネオセル」との出会いは、2013年に初めて日本に登場した時で（当時は液状タ

イプ）その後新しい成分も加わってバージョンアップしたカプセルの「ネオセルプ

ラス」を、元気になった今も、6年間愛飲させて頂いてます。

そして私は現在、メンタルトレーナーとして、食べ方や栄養の取り方、メンタルサ

ポートを、ブログ・ユーチューブを通じてご指導させて頂いているのですが、私の

栄養クライアントさんにも「ネオセルプラス」は必ずおすすめしています。ギブソン

先生も、「ネオセルプラス」は飲んで数時間後、あるいは数日後には改善を感じる

とおっしゃっていましたが、私の栄養クライアントさん達も、ほとんどの方が２週

間後には心身の変化を実感されていて、中には、パニックの女性が片道２時間

往復４時間の運転を落ち着いてできるようになれました、といった嬉しいご報告

も頂いたことがあります。

今まさに通院中とい言う方もいらしゃるかと思うのですが、「ネオセルプラス」は、

通院しながらでも併用できるし、ゆくゆくは安心して通院を卒業できる日が、必ず

来ると思いますので、ぜひ楽しみに続けてみてください。

キセキさんのブログ▶ https://ameblo.jp/teikettou-kiseki/
Facebook ▶ https://www.facebook.com/angel.kiseki
Instagram ▶ kiseki_takako_tomaru
YouTube ▶ https://www.youtube.com/channel/UCiZD3wREgNvIHlW0D4ZF1HA/
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ネオセルプラス 体 験 談

鬱を克服し、思い通りの人生を実現！�
� （東京都在住、某IT企業勤務サラリーマン、45歳） 

某外資系企業のエリートサラリーマンで、はたからみたら、う
らやましい生活をしていた私ですが、当時、心身共に病んでい
た私には仕事に没頭する幸せを感じていませんでした。

或る年に転勤後、転勤先のパワハラや過労ストレスのため、うつと診断され休職
しました。精神的にも、肉体的にも、もう全てが限界でボロボロ状態でした。さら
にその直後に突然、妻から離婚を切り出され、すべてがもうパニックでした。「もう
死にたい」と思いましたが、高校の恩師に励まされ、なんとか死を間逃れました。

それから、治療や人生やり直すために実家に戻った後に、心理学のホリスティッ
クマスターとその仲間に出会いま した。そこで分子栄養学とドクター・ギブソン
が開発された脳のサプリメント「ネオセル」を紹介してもらいました。

分子栄養学を学びながら、「ネオセル」を服用し始めた結果、みるみる体調が回
復し、鬱を克服することができました。 それだけでなく、心身ともにエネルギー
に満ち溢れ、独立や転職、結婚、さらに今年、新たな家族まで授かるといった自
分の夢を叶えるための行動を躊躇なく起こすことができ、この数年で自分が望
んでいた結果を確実に手中に収めることができたのです。

「ネオセル」を服用し始めた結果、みるみる体調が回復し、鬱を克服することがで
きました。理想を手に入れて充実した生活を送りたいのであれば、まず心の状態
を整えなければなりません。解毒をして、栄養を取り入れることで、体調がよくな
り、理想の人生を手に入れやすくなることを私は実感しました。そして、心を健康
にするためには、普段口にしているものを通して、体をケアすることが必要不可欠
です。

現代の私たちは、知らず知らずのうちに体を添加物や薬などに汚染され、それが
心にも影響を及ぼしています。体から不要物を排出し、本当に必要な栄養を取り
入れるという当たり前のことが、今の私たちの環境では非常に難しくなっている
のです。しかし、その「当たり前」を「ネオセル」で取り戻すことで、私たちは体の
健康を手に入れるだけでなく、心が明るくなり、理想の人生を手に入れやすく
なるのです。「ネオセル」は、その手助けを確実にしてくれます。
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クエスト・グループからの お知らせCORPORATE 

ANNOUNCEMENTS

クエストグループとドクター・ギブソンは、
メンバーの皆 様 がより健 康になれる解決
策や有益な情報をシェアさせていただくこ
とに重きを置いています。その一環として、
定期的にドクター・ギブソンをはじめとす
る健 康の専門家を招いて自然療法につい
てのオンラインセミナーを開催し、毎回大

好評です。セミナーのテーマは、脳の健康、
免疫力の上げ方、アンチエイジング、自然療
法など多岐にわたります。
オンラインセミナーをライブで受講した方
の中から１名様に「ネオセルプラス」をプレ
ゼントいたします。受講申し込みはこちら。
● www.questgrp.net/jp/seminar

オンラインセミナーは、ご自宅にいながら、 
自然療法で健康状態を改善する方法を学ぶことができます。 

ぜひご家族やお友達にも健康になって、病気を予防し、エイジングケアができ、 
幸せになれる方法をシェアしてください。過去のオンラインセミナーのビデオは 

こちらからご覧いただけます。➡www.questgrp.net/jp/seminar

無料オンラインセミナーのご案内

皆様の健康改善の体験をお聞きするのが、
私 たちにとって何よりも嬉しいことです。
ぜひあなたと、ご家族の体験談をシェアし
てくださいますよう、お願いいたします。あ
なたにとっては些細なことでも、読んだ方
への勇気と希望になることがあります。
体験談は、ジャパン・サポートセンターまで、
ファックス、または E メールにてお送りくだ
さい。「体験をシェアしたいけれど、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。サポートセンターまでご

連絡ください。電話取材の上、まとめるお
手伝いをいたします。体験談をニュースレ
ターやホームページに掲載させていただい
た方には、50ショッピングポイントをプレ
ゼントいたします。

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～
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最新の健康情報を得られる素晴らしい情
報源とご好評いただいている本誌『ナチュ
ラル・ヘルス・ニュース』は、年4回発行１部
250円、年間1,000円でご購読いただけま
す。なお、クエストグループの会員の皆様は
会員特典として無料購読いただけます。
さらに当社からのプレゼントです。皆様の

大切な方に、『ナチュラル・ヘルス・ニュー
ス』の年間購読をプレゼントしませんか？ 
当社ホームページで必要事項をご登録い
ただくと、無料にて『ナチュラル・ヘルス・
ニュース』１年分（４部）を
あ な た の 大 切 な 方 に お
届けいたします。

本誌『ナチュラル・ヘルス・ニュース』の購読について

本誌の 他に、当社では週刊メールマガジ
ン「ナチュラル・ヘルス・ウイークリー」を配
信しています。メルマガでは、健康増進法、
もっと活力いっぱいになれる方法、気分が
向上する方法などをお届けしています。
メルマガはどうぞご自由にご家族やお友達
に転送してください。あるいは、皆様の大

切な方もこのメルマガを購読されるよう、
ご案内ください。「健康というギフト」を一人
でも多くの方にシェアし
てください。まだ購読さ
れていない方は、こちら
からご登録ください。
● www.questgrp.jp

クエスト商品をあなたのお友達やお知り合
いに、ぜひご紹介ください。ご紹介いただ
いたお友達が商品をご購入されると……ご
紹介くださったあなたに、25ショッピング
ポイントをプレゼントいたします。

また、ご紹介いただいたお友達にも初回購
入の特別ギフトとして25ポイントを贈呈し
ます。（※ポイントは、お友達の初回購入の
翌月15日以降にご利用いただけます。）

週刊メールマガジン「ナチュラル・ヘルス・ウイークリー」

あなたとお友達に25ポイント(約2,500円分)プレゼント！

● www.questgrp.jp/free または、
電話：03-5915-0345 ジャパンサポートセンターまでお申込みください。

NATURAL
HEALTHnews

ナチュラルヘルスニュース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

No.43
Summer  

2019

ミネラルが 大切な理由
脳が 
毒素のゴミ捨て場に なっていませんか？

期間限定$115 脳と身体を元気に 「脳の必須栄養プラスセット」

2019年夏号　定価¥250
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