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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

最大の防御

新型コロナウイルス感染症はパンデミック（世界的大流行）と宣言され
ました。感染はすべての大陸に広がり、その危険性について多くの不安
な警告が発せられています。感染拡大を防止するため、ビジネスや交通、
ホスピタリティー業界その他に対する政府の規制措置が講じられていま
す。

コロナウイルスについてはまだ分かっていないことがたくさんあります。
本記事の執筆時点の統計では、新型コロナウイルスは免疫の低下した人
や自己免疫疾患のある人で感染リスクが高いことが示唆されています。
免疫の高い人はウイルスに打ち勝てる可能性が高いとも言えるでしょう。

ですから、免疫力アップを目指しましょう。当社はニューズレターで何年
もこの話題を取り上げてきましたが、特に今、あらためて強調したいと思
います。免疫はコロナウイルスに対する最大の防御です。人体には驚異
的な免疫システムが組み込まれています。免疫力を正しくサポートするこ
とで、ウイルスに対する強力なバリアとなります。

今号の特集は「健康管理セット」です。ウイルスに対する効果の非常に高
い抗酸化物質をブレンドした新配合の「ネオガードプラス」を含むお得な
セットです。「免疫力がアップしてこんなメリットがあった」という皆様の
体験談も是非お寄せください。

皆様のご健康を心からお祈りしています。

クレイグ・デイビス
クエストグループ社長
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免疫強化のブースター効果
ロバート・ギブソン 

（脳神経科医／自然療法医師）
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冬 の寒さで病 気になる、 とよく言います
が、私たちが病気になるのは季節や気温の
せいではありません。では細菌やウイルス、
でしょうか？ 少し違います。私たちは常に
細菌やウイルスに晒されています。でも病
気になる人とならない人がいますね。

例えばレンサ球菌は365日、24時間ずっと
私たちの体内外に存在しています。健康で
免疫がしっかりしていれば、レンサ球菌は
抑制され、増殖しません。レンサ球菌は他
の大半の感染と同じ日和見菌です。私たち
が弱っている時に拡 大し感 染を引き起こ
します。ですから、細菌にも責任はありま
すが、私たちが弱っていなければ増殖する
ことができません。体が圧倒されると、免
疫システムは細菌の増殖を防げなくなり、
病気になります。

そんなことにならないための解決策は、シ
ンプルです。ストレスがあったり、栄養不
足の状態だと、簡単に病気になってしまい
ます。それに冬の寒さが加われば、すでに
闘っている体には手に負えなくなります。
ですが、きちんと準 備しておけば大 丈 夫
です。

体の一部や一機能だけではなく、全身の
健康を常に考える必要があります。健康は
チームワークだと考えてみてください。体
は広大で複雑な都市で、あなたが市長で
す。みんなが連携して成功できるよう、あ
なたが先 頭に立つ必 要があります。内 臓

や細胞は、システム全体がうまく機能する
よう、それぞれの役割を果たします。あな
たの住む町で、道 路や河川にゴミがあふ
れ、大気や水が有毒廃棄物で汚染される
と、町は繁栄することができません。

もし上下水道や電気など生活に欠かせな
いサービスのメンテナンスや 修 繕 がきち
んと行われなかったら、市民はどうなるで
しょうか？ もし犯罪者が何でも好きにで
きたら、どこに安全な場所を求めればよい
でしょうか？ 市長であるあなたが、きちん
と整備された町にしてください。
手始めとして、非常に強力なツールがあり
ます。健 康増進、病 気予防の最もパワフ
ルなツールのひとつとなる、ドクター・ギ
ブソンの必須プロトコルです。➡ https://
www.newbraincell.com/blog/?p=1112

この必須プロトコルに従った患者さんには
奇跡が起きています。正しく完全に実行す
れば、優れた健康の土台を作り、最も深刻
な疾患にも対応することができます。

必須プロトコルを実践することで、あらゆ
るアレルギーを克服し、風邪やインフルエ
ンザに15年以上かからない体でいるため
に私が行っているのと同じ方法で、免疫シ
ステムを強化するブースト効果を得ること
ができます。亜鉛、ビタミンC、D、E、K、エ
キナセア、エルダーベリー、ゴールデンシー
ルなど、免疫をサポートする栄養素やハー
ブを使いましょう。ニンニク、グレープフ
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ルーツシード抽出物、オレガノ油など天然
の抗菌剤も強力な武器となります。

人体は実に多様な植物や動物からの多く
の優れた栄養を活用するよう設計されてい
ます。

免疫を高めるためには

1  人工、遺伝子組み換え成分を含む
食品、薬を生活から排除します。

2  環境に存在する有毒物や放射線
になるべく晒されないようにしま
す。

3  有毒物や放射線を避けられない
場合、「ネオクレンズ」を毎日摂取
し、ブロッコリーなど体を守る植
物を活用して、体から毒素を排出
できるようサポートします。

4  100年前の人が食べていなかった
ものは、おそらくあなたも食べな
いほうがよいでしょう。

5  有機自然食品の調理法を一から
学びましょう。例えば、内臓機能
を高める自家 製キムチや漬 物と
いった発酵野菜などです。

6  基本的なビタミン、ミネラルをネオ
パックなどの優れたマルチ栄養素
により日々摂取します。

7  体を放射線や有毒物から守る抗
酸化剤として「ネオガードプラス」
も加えましょう。

毎回大好評！！ 
ドクター・ギブソン 

＆ 
渡邊千春さん 

ジョイントセミナー

多発性
硬化症

全身性
エリテマトーデス
（膠原病）

セリアック病

湿疹、乾癬関節
リュウマチ

喘息

橋本病
（慢性甲状腺炎）

自己免疫疾患の例
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自己免疫疾患、慢性疲労、いつも病気がち、疲労感を抱えている 
などの症状で困っていませんか？

そんな症状に悩まされている人が、たくさんいます。
また自己免疫疾患を患っている人は、過去数十年間に３倍にもなっています。

オ ン ラ イ ン セ ミ ナ ー

では、これらの 症 状の本当の原因は何で
しょうか？ なぜ、たくさんの人がこれらの複
雑な病気にかかってしまうのでしょうか？
自己免疫 疾 患 があると、脳が正常に機能
せず、体も不調になっていきます。自己免
疫 疾 患の症 状は、中枢 神 経システムの変
性の原 因になります。脳のスキャンイメー
ジでも自己免疫 疾 患がある患者は、脳の
たんぱく質が少なく、脳の機能にも減少が
見られます。
ドクター・ギブソンと難病治療専門家のリ
ウマチ感謝こと渡邊千春さんが、毒素、放
射性物質、薬、ジャンクフードなどが原因と
なる自己免疫疾患をどのように克服できる
かについて伝授します。
お二人は長年にわたり、これらの症状があ
る方を改善に導いてきたエキスパートです。

このオンラインセミナーでは、以下のこと
を学ぶことができます。
● 解毒をする方法
● 栄養を補強する方法
● 様々な症状を管理する方法
● 体を治癒する方法

渡邊千春さんが、これらの慢性の症状をど
のように克服するかの具体的なステップに
ついてドクター・ギブソンにインタビューし
ます！

お 二 人の 素 晴 らし いコラボセミナ ー は、
参加するだけで 元 気になると毎回大 好評
ですので、どうぞお見 逃しなく。このセミ
ナーはご自宅に居ながら、無 料で 受講で
きます。

オンラインセミナーの受講には事前登録が必要です。 
お申し込みこちらから ➡ w w w.questgrp.net/jp/webinar092020　　

参加者の中から、抽選で１名様に「ネオクレンズ」を１本プレゼントさせていただきます。
なお、抽選時にセミナーにライブで参加されていることが条件です。

「免疫疾患克服のための必須ステップ」 
免疫疾患の症状を改善し、免疫機能を高め、ウイルスから身を守る方法を学ぼう！

9月18日㈮ AM10:00–11:00
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抗 酸化物質は活性酸素から体を守る
ことで健 康を増進する重要な役割

を担っており、ウイルス感染や病気に対する
主な防御機能を果たします。活性酸素は内
臓機能に影響を及ぼし、有害な作用をもた
らす分子です。これに対抗するため、多くの
方が抗酸化物質として知られるビタミンCや
ビタミン E を積極的に摂取していますが、そ
れだけでは十分ではない場合もあります。
これら全てを凌駕する抗酸化物質が存在す
るとしたら？ その答えは野菜や果物ではな
く、深い海の中にあります。それがアスタキ
サンチンです。
アスタキサンチンは「カロテノイドの王様」
と呼ばれ、特定の種類の微細藻類やシー
フードに含まれる天然の物質です。研究で
はアスタキサンチンには様々な健康上のメ
リットがあることが示されています。
最も優れたアスタキサンチンは微細藻類由
来で、ヘマトコッカスプルビアリスという微
細藻類から直接得られます。この藻は水が
途絶えて乾燥すると抗酸化物質を産出し、
日光、紫外線、低栄養から自分を守るサバイ
バルモードに入ります。アスタキサンチン
はこのプロセスから生まれます。また、アス
タキサンチンを豊富に含む食品も存在しま
す。主には微細藻類を食べる以下のような
シーフードです。
● 天然のアラスカサーモン
● マス
● オキアミ（またはオキアミオイル）
● 小エビ
● 海老（伊勢海老など）

アスタキサンチンのメリット
アスタキサンチンは最も優れた抗酸化物質
と考えられています。アスタキサンチンは
活性酸素を中和し、ウイルスを死滅させ、免
疫システムを強化し、病気の予防を促進し
ます。その他、以下のようなメリットがあり
ます。
抗酸化特性の向上：アスタキサンチンの抗
酸化作用は、ビタミン E の550倍の力を誇
り、ビタミン C の6,000倍の能力を発揮しま
す。また、ゼアキサンチン、ルテイン、カンタ
キサンチン、β-カロテンの10倍の効果があ
ります。
研究では、この抗酸化物質が健康にとって
非常に重要なメリットをもたらす可能性が
示されています。例えば、胃潰瘍のラットに
おいて消化器 保護作用が認められていま
す。

スーパー抗酸化物質  
“アスタキサンチン” のチカラ
スーパー抗酸化物質  
“アスタキサンチン” のチカラ

H3C H3C H3C H3C

O

O

HO

OHCH3

CH3
CH3 CH3 CH3H3C

8



聴覚の保護：アスタキサンチンは耳と脳の
伝達における役割を担うタンパク質である
神経栄養因子3（NT3）を上昇させ、聴覚向
上に寄与する可能性があります。マウスに
おいてアスタキサンチンが難聴を改善する
ことが発見され、この仮説の裏付けとなり
ました。
糖尿病の管理：アスタキサンチンは高血糖
による膵臓細胞の酸化ストレスを軽減し、
血糖値や血中インスリンレベルを改善する
ことで糖尿病の緩和をもたらす可能性が示
されています。
心血管疾患のリスクを低減：アスタキサン
チンを定期的に摂取することで、心血管系
の炎症のリスクを軽減できる可能性があり
ます。
抗がん特性：アスタキサンチンはがんに対
する潜在的な効果が示されています。この

抗酸化物質は酸化による細胞損傷を防ぐ
ことで突然変異や発がんを抑制する作用
があると考えられています。
また、細胞間コミュニケーションを修復し、
腫瘍の増殖を抑制します。
免疫力の向上：免疫システムは常に活性酸
素の攻撃にさらされています。アスタキサ
ンチンはそのような状況を改善することが
可能です。
アスタキサンチンはβ-カロテンより免疫調
節効果が高いことが研究で示されていま
す。抗体産生の強化と液性免疫反応の抑制
も認められています。
目の健康を向上：アスタキサンチンは以下
のような様々な疾患から目を保護できる可
能性があります。
◦ 白内障
◦ 加齢黄斑変性
◦ 緑内障
◦ 炎症性眼疾患
◦ 糖尿病網膜症
神経保護効果：様々な研究において、アス
タキサンチンは抗炎症、抗酸化特性による
脳の健康維持に高い効果がある可能性が
示されています。

これら強 力な抗酸 化物
質は新製品「ネオガード
プラス」に含まれていま
す。この 優 れ た 物 質 に
よって、これまでよりも
小さな 粒 でより強 力な
製品を実現しました。

スーパー抗酸化物質  
“アスタキサンチン” のチカラ
スーパー抗酸化物質  
“アスタキサンチン” のチカラ
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SEPTEMBERSEPTEMBER——OCTOBER SPECIAL PROMOTIONOCTOBER SPECIAL PROMOTION

さまざまな不安要素から体を守る
「健康管理セット」

私たちは日々数えきれないほど多くの毒物にさらされています。 
毒物は、私たちの食べているたくさんの食べ物に含まれています。 

そして、毒素は空気、水、土壌にも含まれているのです。

食べ物だけでなく、私たちは放射線にもさらされており、深刻な健康問題が 
生じています。放射線は原子力発電所だけから放出されているのではありません。 

電子レンジ、携帯電話、タブレット、コンピューター画面、X線、ボディスキャナー、Wi-Fi 
などの複数の電磁放射線にさらされています。 

新たな放射線源は携帯電話の5G電波であるとも言われています。

さらに水銀、鉛、アルミニウムなどの重金属は、長年かけて体内に蓄積すると、 
自己免疫疾患、心臓病、甲状腺の問題、認知症、神経系の病気、自閉症、リウマチ、 

不妊症、先天性異常など深刻な健康問題に発展する可能性があります。

しかし、心配することはありません！ これらの汚染物質を体から毎日取り除くことで、 
健康への影響を最小限に抑えることができます。体は抗酸化物質を 

毎日使用することで、これらの汚染物質から損傷を受けた細胞を修復します。 
抗酸化物質は免疫システムを高めてウイルスと戦うこともできるのです。

コロナ禍が続くなか、自分自身を守り、体の免疫システムを向上させることは、 
これまで以上に重要です。
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SEPTEMBERSEPTEMBER——OCTOBER SPECIAL PROMOTIONOCTOBER SPECIAL PROMOTION

「ネオパック」
ビタミン、ミネラル、必須栄養素など、体を修復するのに 

必要な全ての栄養素が入っています。日々の健康維持や 

体調回復のための必要な栄養素が摂れる 

ベースサプリメントです。

体内の毒物の除去を促し、細胞を修復し、 
体を守るための十分な栄養摂取ができる 

「健康管理セット」で免疫力アップ！

「ネオガードプラス」
非常に強力な抗酸化物質で、以下の効果があります。

• 免疫力を高める  • 細胞が酸化しないように保護する

• 傷ついた細胞を修復する  • 慢性の疾患を防ぐ

「ネオクレンズ」
重金属、食品添加物などのさまざまな毒物を除去し、 

放射能汚染から身を守ってくれる、パワフルな 

植物栄養素をブレンドしています。これらの 

パワフルな緑の野菜は、日々、 

重金属を排除するのを助けてくれます。

「健康管理セット」＋「ネオガードプラス」　商品番号：3080　価格：$165

「健康管理セット」を 
お求めの方に、

「ネオガードプラス」 「ネオガードプラス」 
もう1本プレゼント!!

9月1日～10月31日限定の
お得な特別キャンペーン
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ドクター・ギブソンによるケーススタディー�
慢性痛を克服� （アメリカ在住、アンナ様 ４１歳） 

これは、私の患者で、主に関節と筋肉の慢性痛を患う41歳女性の体験談です。彼女

は不安、うつ、不眠症、そして消化器系の問題も抱えていました。加えて、乾燥、ひび割

れ、かゆみを伴う皮膚を持っていました。この皮膚症状は、痛みがひどくなると悪化して

いました。

健康問題は10〜15年持続していました。最初は軽かった彼女の症状が、第３子出産

後に悪化しました。産後うつにかかり、彼女自身や子供の世話を十分にすることがで

きませんでした。病気になる前は、非常に活気があり、元気いっぱいだったのに、ベッド

から起き上がる気がしませんでした。これは関節痛が始まった時のことでした。彼女

は様々な医薬品を与えられました。彼女は歩行器具を使わなければいけませんでした。

以前楽しんでいた趣味や運動をしなくなっていました。これが彼女の心身の健康に打

撃を与えました。エネルギーの減少と身体の痛みのため、彼女と子供達は加工食品や

インスタント食品に頼り始めました。

彼女は長年にわたって、様々な診断を受けました。医師たちも、何が痛みを生じさせて

いるのか分からないと認めました。線維筋痛症という医師もいました。また、関節リウ

マチという医師や精神病にかかっているのに違いないという医師もいました。彼女は

精神病にかかっているに違いないと思う医師もいました。医師によって診断が変わる

たびに、新しい医薬品と新しい副作用がきました。

彼女はとても感情的になり、落ち込みから怒りへと急激な気分変動がありました。そ

して、孤独、分離感、絶望感を感じていました。医薬品の量を増やせばそういった気分

変動を抑えることはできたでしょうが、それでは動くこともままならない状態になってい

たでしょう。

治 療 開 始—————————————————————————————

彼女の精神状態を考慮して、まずは簡単なステップから始めました。彼女は長期間の

治療を固く誓いました。全ての指示を完全に信頼し、従うことに同意しました。この状

態の患者は、考え事をさせておくと、しばしば気分が変わり、理不尽で有害な決断をす

るのでこの同意はとても重要です。専門家が、こういった病気の症状を持つ患者を段

階的に指導する必要があるのです。

必須プロトコルとスーパーデトックスを行い、１週間に２回の頚椎調整と共にメンタル

面でのケアも行いました。また、次のような厳格な食事指導をしました。
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彼女の症状に合わせ、ネオセルプラス、ネオクレンズ、ネオパック、ボーンプロスコラー

ゲンパウダー、追加のビタミンD3、k2、ビタミンCのサプリメントを使用しました。食事の

内容は、２／３は野菜（スプラウトや葉野菜など、生と調理したものを半量ずつ）で、キ

ムチと漬物は必ず摂ります。１／３はタンパク質（オーガニックの魚、卵、肉、ナッツ）で

す。オーガニックの食肉由来の脂肪は、脳と神経にとても有益です。調理する時には、

オーガニックのバターやココナッツオイル、オリーブオイルを使います。治療期の果物

は、抗酸化作用を持つベリー類のみです。

治療を始めてから１ヶ月後、彼女は杖や歩行器なしで短い距離を歩くことはできていま

したが、まだ痛みがあり、すべては深刻な症状でした。

治療を続けると、彼女は各カテゴリーで改善し続けました。彼女の精神状態は、さらに

より集中的で楽観的になりました。肌は目に見えて改善していき、腫れや膨満感、そし

て関節痛は現在なくなりました。彼女は私の指導のもとで、ゆっくりと１つずつ薬を減

らしていきました。

６ヶ月の終わりには、彼女は全く医薬品がなくなりました。ステロイドをやめると、一時

的に症状が悪化することが多いことに注意が必要です。この患者では離脱中に腫れ、

痛み、皮膚の炎症が急に起こりました。

治療前後の脳スキャンの結果は顕著でした。重金属毒素は大幅に減少しました。

PULSテストでは、脳年齢が79歳から30歳に回復したことが明らかになりました。ネオ

クレンズとスーパーデトックスのおかげで、重金属のほとんどが最初の90日間で排出し

ました。全てのカテゴリーにおいて、彼女は改善していました。

今、彼女の生活は再び活気にあふれ、彼女の未来は楽観的です。自分と同じような人

を助けるという、人生に意味と目的を見つけました。彼女は私からトレーニングをうけ、

現在彼女が住んでいる場所で多くの人を助けています。

これは治療の要約であることを覚えておいてください。治療が少しずつでも確実に行

われ、患者が最大限に努力したら、私が今まで見てきた人は全て改善しています。あな

たが私や他の多くの人と一緒にこの旅に参加するのなら、あなたも治るという自信を持

ち、全てのことが可能であると信じてください。

免疫疾患の症状を改善するための必須ステップを学びたい方は、７頁にある、ドクター・ギブソンと
渡邊千春さんのオンラインセミナーの受講をお勧めします。

ネオセルプラス、ネオクレンズ、ネオパック 体 験 談
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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
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