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薬としての食品
ノーベル賞を2度受賞したライナス・ポーリングの研究をご存知で
しょうか。彼の研究によると、ほぼすべての病気
（と、それに対抗す
る能力）は、直接的または間接的に、私たちが食べたり飲んだりする
ものに関連していることがわかっています。

食べ物は薬だと思ってください。確かに、間違った食べ物や飲み物

を日常的に摂取していれば、遅かれ早かれ体に支障をきたします。
しかし、健康的な食事をしていれば、多くの苦しみから解放され、健
康的な生活を送ることができるのです。

ポーリング博士がビタミン C 摂取による健康法を提唱して以来、ク
エストグループのサプリメントに含まれる他の多くの特別な栄養素

や抽出物が、活力と健康に不可欠であることが次々に証明されて来
ました。クエストグループが推 奨するビタミンやサプリメントの摂
取には、常に「健康的な食事」という要素が含まれています。

驚異的に電子機器や科学が発達した忙しい現代社会に生きる私た

ちは、シンプルで伝統的な解決策の価値を忘れてしまいがちです。
健 康的な食事とサプリメントは、まさに古き良き時代の医学であ
り、あなたが毎日より良い健康を享受するのに役立ちます。
みなさまの健康をお祈り申し上げます。

クレイグ・デイビス

クエストグループ社長
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Al
水銀

水銀

重金属 の危険性
重金属汚染の破壊的、暴力的な影響

ないとき、努力しても良くならないときには、

重金属汚染は身体に良くないというのは周

銀歯の詰め物や注射、薬、マグロなどの水

知の事実です。この分子量の大きい金属は、

銀を含む魚をたくさん食べた、などで重金

非常に破壊的で、暴力的な影響を及ぼしま

属を摂取してしまったことが疑われます。重

す。水銀、鉛、アルミニウムといった有毒な

金属の検査を受けてみることをお勧めしま

重金属は年月をかけて体内に蓄積し、ガン

す。

や心臓病、甲状腺疾患、認知症、神経疾患、

急性重金属中毒は、中枢神経機能、心血管、

自閉症、不妊症、出生異常といった危険な状

消化器系、肺、腎臓、肝臓、内分泌器、骨の

態を誘発する疑いがあると言われています。

損傷を引き起こす可能性があります。慢性

偉大なるミミッカー

的に重金属にさらされることは、これらと同
様のシステムであるいくつかの変性疾患と

水銀中毒は、がんや自己免疫疾患、精神疾

関連し、何らかのガンのリスクを高める可

患など、さまざまな病気を引き起こすことか

能性があります。

ら、
「偉大なるミミッカー」と呼ばれています。
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ミミッカーとはモノマネをする人、つまり疑

重金属はあらゆる環境に存在しています。

似症状を示すものです。症状がはっきりし

人間は、自然発生した環境中の重金属や、

銅

ヒ素

カドミウム

原子力発電のような人間が作り出した環境

品を摂って、日々毒素を排出していきましょ

によって、過剰にさらされる危険性がありま

う。

す。

毒性リスクの低減

重金属のデトックスを行えば、これらの汚
染物質を体内から取り除き、健康への影響

有毒金属 へ の 接触を完全 に避 けることは

を最小限に抑えることができます。幸運な

不可能です。職業上の接触がない人であっ

ことに、重金属のキレート* を促すハーブと

ても、食品や飲み物、大気といった原因物

栄養のシンプルな組み合わせである「ネオ

質により、体内に何らかの金属を取り込ん

クレンズ」があります。体内での重金属の

でいます。しかし、ホールフードを食べ、人

循環を止めることができるのです。

工化学薬品を避 けるといった 有毒 な 重金
属の摂取の可能性を少なくするライフスタ
イルを選択することで、金属毒性のリスク
を低減することができます。
「ネオクレンズ」
の他、海藻、ブロッコリー、ブロッコリース
プラウトといった天然の解毒作用のある食

* キレートとは、ギリシャ語で「カニのハサミ」
という意味で、吸収されにくい養分をアミ
ノ酸や有機酸によってカニバサミのように
はさみ込んで吸収されやすい形に変えたり、
反対に有害物質を無害化したりすること。
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「ネオクレンズ」の効果は実証済み

前と、開始後30日、そして90日終了後に患

「ネオクレンズ」は数多くの重金属に対応す

者から血液サンプルを採取しました。この

る強力な天然のキレート剤で、重金属の毒

血液サンプルから毒素と栄養素を検査し、

素イオンと結合し、私たちの通常の排泄経
13
路を通じて体内から除去します。

その平均値を１から100までの評点で図表

Al
「ネオクレンズ」の90日間の解毒プロトコル

に示しています。

は、体内の毒を減らすために開発されまし

開始30日ですでに効果

た。そして解毒だけでなく、毒素が減ること

開始後30日目の血液検査で明らかに血液

で身体はより多くの栄養を吸収できるよう

中の有毒な毒素が減り、有益な栄養素が増

になり、健康効果はさらに大きくなります。

加していることが示されています。

水銀

水銀

「ネオクレンズ」の解毒プロトコルの効果は、

グラフ1,2にあるように、全ての患者で毒素

が低減しています。血液中の有毒物質は、

治験結果を示す下のグラフで一目瞭然です。

開始前の検査では平均48.6ポイントで、適

ドクター・ギブソンはこのプログラムの開始

正範囲よりかなり高い危険な数値です。開

グラフ1：血 液中の有毒物質全般
（全患者の平均）

グラフ2：血
 液中の各有毒物質
（全患者の平均）
開始前
30日後
90日後

アンチモン

48.6ポイント

開始前

ウラン
ヒ素
ベリリウム

31.3ポイント

30日後

水銀
カドミウム
21.6ポイント

90日後

鉛
アルミニウム

適正範囲
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高い→

適正範囲

始後30日で有毒物質の数値は35％改善し、

ほぼ欠乏症のレベルだったものが、開始後

31.3ポイントになり、その平均値は安全な

銅
30日で41％増の21.3ポイントまで改善、
90

数値近くまで下がりました。90日後には、さ

日後にはそこからさらに12% あまりの改善

らに31％改善して21.6ポイントまで下がり

で24.0ポイントになり、望ましい範囲にま

ました。ほとんどの患者は毒素が通常もし

で改善しました。

くはそれ以下のレベルになりました。

ヒ素

身体がより多くの栄養を
吸収できるように
また、グラフ3,4にあるように、重要栄養素

は通常のレベル以上になりました。ここでも、
解毒プロトコルの強力な実証結果を示して
カドミウム
います。血液中の栄養素は、プログラム開

始前の血液検査の平均値は15.1ポイントと、

グラフ3：血
 液中の重要栄養素
（全患者の平均）

グラフ4：血
 液中の各栄養素
（全患者の平均）
開始前
30日後
90日後

カルシウム
マグネシウム
15.1ポイント

開始前

ナトリウム
カリウム
銅
亜鉛
リン

21.3ポイント

30日後

鉄
マンガン
クロミウム
セレニウム

24.0ポイント

90日後

ホウ素
コバルト
モリブデン
イオウ

←低い

適正範囲

適正範囲
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解毒への
3つの簡単なステップ

1月7日㈮ 10:00–11:00AM

こんな悩み、ありませんか？

●
●

気分が優れない ● 膨張感がある ● 気力がない ● 便秘、鬱 ●

痛み、消化器官の問題、頭痛、関節炎、認知症、喘息など慢性の症状 ●
●

ついつい暴飲暴食をしてしまう ●

これらの症状は、実は体内に蓄積して

化症、鬱病、心血管疾患と腎不全です。

いる毒素が原因となることが多々あり

毒素があふれている現代人の私たち

ます。

は皆、解毒が必要です。

鉛、カドミウム、水銀などの重金属は、

解毒には、以下のような健康上の利点

人間の健康に悪影響を与えます。これ

があります。

らの重金属は、一旦土壌、空気、水など

● 活力が沸く

に入ると持続性があるため、深刻な問

● 腸の働きが活発になる

題を引き起こします。またいくつかの

● 免疫力が上がる

ガンになるリスクを上げる可能性があ

● 気分が向上する		

ります。

● 慢性の症状が改善する

長期間の毒素にさらされることで起こ

セミナーでは、体をきれいにして、解毒

る一般的な疾患は、パーキンソン病、

して、健全にする３つの簡単なステッ

リウマチ、アルツハイマー病、多発性硬

プをお知らせします。

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/detox

セミナーは先着100名限定。参加希望の方は、今すぐお申し込みを！
体を浄化して、真の健康状態を得て、新年を最高の年にしましょう。
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Holiday Speci

免疫力を最強にアップ！「

病気を予防するにはどう
それには、免疫 力
活発な免疫シス
病気を予防するだけでなく、
免疫システムは、毎日体内を攻撃するたくさんの侵入者から私たちの体を守る軍隊のよ
うなものです。その侵入者というのは、ウイルス、バクテリア、カビ、毒物、そして季節性
の風邪やインフルエンザなどです。
免疫システムには、活動を調整し、活性を高めるための必須栄養素が不可欠です。特に
攻撃を受けているときには、より多くの抗酸化物質を必要とします。
「ネオガードプラス」
には最高品質の抗酸化物質が含まれています。免疫システムが効果的に働くには、ビタ
ミン Cと亜鉛が必要です。
「ネオガードプラス」は、免疫システムに必須の栄養素が摂れ
る最高の抗酸化剤です。
免疫物質のうち80％は腸内で作られるといわれています。
「でるサポート」には、10種類
のプロバイオティクス（善玉菌）が含まれて、これこそがその免疫物質の生産者です。また、
質の良いプロバイオティクスを摂ることで、食物の消化・吸収・分解もスムーズになります。
免疫力を強化させるには、豊富なプロバイオティクスを摂ることも大切なのです。
毒素が、私たちの免疫システムを継続的に攻撃することもあります。また、毒素は善玉菌
を殺し、体が必須栄養素を使うのを妨げてしまうこともあります。
「ネオクレンズ」は、細
胞などから除去した毒素と結合することで、排出を助けます。

12月1日～1月31日限定「免疫力プラスセット」

120 の特別価格でご提供いたします！

通常価格$163を$
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ial Promotion

！「免疫力プラスセット」

したらいいのでしょうか？
を高めることです。
「免疫力プラスセット」
番号：3030 価格：$120
テムを持つことは、
、若々しさを保つ鍵になります。
クエストグループの製品は、一緒に摂取していただくと、相乗効果が出るようにデザイン
されています。最高の健康状態を保つために、是非セットでのご購入をお勧めします。
この相乗効果によって、皆様の免疫力を最強にアップできるよう、
「ネオガードプラス」、
「で
るサポート」、
「ネオクレンズ」を含む、
「免疫力プラスセット」をご用意しました。このセッ
トで、皆様が必要な栄養素をしっかりと摂取していただけるようサポートします。抗酸化
物質、亜鉛やセレニウムなどの必須ミネラルをより多く摂取することで、ウイルス性の病
気を予防することができます。
蔓延しているウイルスにしっかりと対応して、皆様が効率的に免疫力アップをしていただ
けるよう、今回特別に43ドル割引でご提供させていただきます。

スセット」やその他 製品を
皆様の健 康維持のため「免疫力プラ
〈定 期購入システム〉。
毎月確実にお届けできる、便利な
します。
毎月ご指定日に製品を自動的に発送
らえるプランは？』
いの？』『毎月手間なしで 送っても
『定 期的に届けてくれるコースはな
しました。
〈定 期購入システム〉をご用意いた
得な
そんなご要望にお応えして便利でお
なく、商品 購入額の
グポイント」としてもらえるだけで
⃝商品購入額の10％が「ショッピン
になります。
％割引価 格でご購入いただけること
10％をディスカウント。つまり毎月10
す。
発送日の3日前まで 変更 が可能で
⃝毎月のご購入される商品は、指定
上の 継続をお願いいたします。
⃝なお、定期 購入システムは3ヶ月以
ww. que stgr p.ne t/jp/mo nthl y
EBショップをご覧ください ➡ http s://w
詳細は当社W
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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
「ウイルス、毒素、放射性物質の関連性
ウイルスって何？ ウイルスがもたらすメッセージとは？」
12月3日㈮ 10:00–11:00AM

ウイルスってなんでしょうか？ ウイルスから身を守る方法は？
ウイルスへの反応はどんな環境が起こすのでしょうか？
私 たちの 体と免 疫システムは 驚 異 的で

感染していきます。私たちの身体は、ウイ

す。私たちの体は、身の回りに危険が迫

ルスに細胞へのウイルス侵入を察知する

るとたくさん の 合 図をしてくれます。毒

と、その細胞を異物と見なして攻撃・破壊

素のある環境にも反応します。

します。これが免疫システムです。しかし、

ウイルスは、蛋白質の殻の中に遺伝情報

毒 素 やストレス、 放 射 性 物 質の 蓄 積に

（DNA、RNA）を持つだけの物で、生命活

よって免疫力が下がっていると、細胞が

動はなく、自分で繁殖することもできませ

どんどん 破壊され、その器官の機能 維

ん。他の生物の細胞内でしか生きられず、

持に支障が出てくると、病気の症状が現

細胞内で自分をコピーすることで増殖し

れます。細菌とは違い、ウイルス自体は

ます。単にウイルスに接触しただけでは

病気の直接の原因ではないのです。

感染することはありません。私たちの細

セミナーでは、ドクター・ギブソンとリウ

胞に入り込んだ時に感染、増殖が始まる

マチ感 謝こと渡 邊 千 春さん をお迎 えし

のです。一旦、ウイルスが細胞に入ると、

て、ウイルスがどのように働き、どのよう

その細胞の機能を利用して、細胞内で自

に作られるのか、放 射 性物 質や毒 素に

分を大量にコピーし、コピーが完了すると

よるダメージからどのように身を守るか

その細胞から出て、周りの細胞へと次々と

をシェアします。

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/virus
このセミナーを受講された方には、もれなく
「ドクター・ギブソンのスーパー・デトックス・マニュアル」
（オンライン版）をプレゼント！
さらに！
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。
（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)
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「ネオセルプラス」 体 験 談

待ったなしの激痛から解放され、
夫婦で元気に過ごしております
（長崎県 S・Ｔ様 80代）
夫は現在85歳で、ここ2年の間に急性 膵炎で、2ヶ月おきに入院になり、入退院
を繰り返していました。アミラーゼの値が命に関わるくらい高い時があり、医師
からもこれは大変なことだと言われ、大学病院で検査をすると、すい臓に嚢胞
ができていて、それが災いをしているとのことでした。取ればよいけれど、年齢的
に無理とも言われました。
そのような中、待ったなしの激痛がくるのが1年続いていました。激痛で叫ぶ時
もあり、それが夜中だったりもします。そのたびに、私も熟睡できず、ハラハラして
生きた心地がしませんし、爆弾を抱えているみたいでした。また食事療法も細か
く提示され、84歳の私には大変でした。病院食を試したりもしましたが、美味し
くないので、頑張って作っている時もありました。それなのに、夫はみるみる痩せ
ていき、目も窪んで、人相も変わるほどで心配でした。
私たち夫婦には、私たちをいつも気遣い、心配してくれる優しい子供たちがおりま
す。ある時次女がこちらの
「ネオセルプラス」を見つけてくれて、試してみたらどう
かと言ってきてくれたのです。早速飲みましたところ、気が付くと、飲んでから、
入退院を繰り返していないのです。サプリメントのお陰かもと思い始めました。
そして私も夫と一緒に飲み始めました。
一度、夫が吐いたりした時も、入院になるかもと思って、病院に行っても、いつも
の膵炎と違うと言われました。飲んでから9か月、激痛が全くこなくて、ちょっとし
た痛みの時に病院に行っても、以前のような数値は出なくなりました。
以前はアミラーゼの数値が3,000出たりして、命に関わると言われましたが、
ちょっと痛みがあった時に病院に行っても、140くらいで大したことがなくて
ほっとします。家族みんなで、夫に痛みがあると心配していたのがなくなり、大
変嬉しく有難いです。また体重も5キロ増えて、健康そうです。		
私も大切なお友達に紹介させて頂きました。お友達のご主人もお元気になれば
と思っております。クエストグループのサプリメントに出会えて感 謝しています。
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クエスト・グループからの

お知らせ

クエストグループメンバーのシェアリング・コンテスト開催！
いつも当社製品をご愛用いただき、心から

当社では、メンバーの皆様への感謝を込め

感 謝を申し上げます。そして、たくさん の

て、この１2月と１月に、
「シェアリング・コン

方々がクエストグループの製品を大切な方

テスト」を開催することにいたしました。

にシェアしてくださり、画期的な体験談が

多くの方が関心を持っているデトックスに

続々と届いているのもとても嬉しいことで

ついて「ネオクレンズ」の WEB ページを、ご

す。慢性的な痛みを克服されたお客様の体

友人やご家族とシェアして「ネオクレンズ」

験 談を是非このニューズレターでご覧くだ

の解毒作用や効用について知ってもらいま

さい。

しょう。
【コンテスト内容】

期間：2021年12月1日～2022年1月31日まで

「ネオクレンズ」のWEBページ
（https://www.questgrp.net/jp/cleanse）
を友人やご家族とシェアしてください。

ご参加くださったメンバーのあなたと、あなたがご紹介くださった方に、
下記の特典や賞品をご用意しています。
【特典１】

これまで通り、既存メンバーのあなたが、新規のお客様をご紹介くださった場合、あなたと

あなたのご紹介くださった新規会員様に、それぞれ25ショッピングポイントをプレゼント。
【特典２】

あなたからご紹介された方は、
「 ネオクレンズ」を割引価格の50ドル
（通常価格58ドル）で
購入することができます。
（1月31日までの限定特典）
【特典３】

期間中に紹介いただいた人数に応じて、賞品や追加のポイントを獲得できます。
新規会員を…

１人紹介すると

２人紹介すると
３人紹介すると
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通常の紹介ポイント

25ポイント

50ポイント

75ポイント

４人紹介すると

100ポイント

５人紹介すると

125ポイント

コンテスト期間だけの追加ポイント

＋20ポイント

「ネオガードプラス」または＋50ポイント

「必須セット」
（「ネオパック」
・
「ネオガードプラス」）
または＋100ポイント

「理想健康セット」
（「ネオパック」
・
「ネオガードプラス」
・
「スーパー B プラス」
・
「ネオスプリング」）
または＋140ポイント
＋200ポイント

年末年始のお休みと配達について
年末年始は、日本サポートセンター、日本通

なお、FAXとクレジットカード以外のご注文

運、日本税関の業務がお休みとなり、平常

の受注処理、銀行振込の入金確認について

よりご注文から配達まで時間がかかります

は休暇明けの営業日から対応させていただ

ので、余裕を持ってお早めにご注文手続き

きます。

をお願いします。年末年始休暇12月29日㈬

12月がお誕生月の方へ

から1月5日㈬までサポートセンターとユー
ザーグル ープ は お休 みさせていただきま

お誕生日月のポイントが2倍になる「バース
ディクラブ」のご登録はお済みでしょうか ?

す。この間はWEBショップ、FAXのご注文は

まだの方は、
ぜひこの機会に! なお、
12月が

受け付けておりますが、製品の発送は、1月

お誕生月の方は12月28日㈫までにご 注文

6日㈭からになります。

手続きとお振込の完了をお願いします。

年末年始の配達について
➊12月22日㈬までのご注文は平常通り7～10日でお届けできます。

年内発送をご希望の方は28日㈫までにお振込の完了をお願いします。

➋12月29日㈬～1月5日㈬の間にご注文の製品の発送は、1月6日㈭から開始します。

We Wish You a Merry Christmas & a Happy New Year
本年もクエストグループの製品をご愛用くださり、誠にありがとうございました。
素晴らしいクリスマスと年末年始をお迎えください。
2022年が、ますます素敵な1年になりますよう、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
クエストグループ スタッフ一同
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クエストグル ープ・ジャパン サポートセンター
ご注文専用フリーダイアル

0120-676-601

（IP電話など、一部の回線からはご利用になれない場合があります）

〒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/archives/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。
当 社 の 医 療 顧 問 ドクター・ギ ブソンのブ ログ／フェイスブックペー ジ
ブ ログ

https://ameblo.jp/drgibson/
https://www.facebook.com /DrRobertGibson

フェイスブックページ

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: info@questuser.jp

クエスト・ユーザーグループは、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

に健康を取り戻すお手伝いをさせていただいています。自分や家族、子どもが自然療法
で健康になった経験を皆様と分け合い、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、または製品

をお試しになりたい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。
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