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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

アルツハイマー型認知症の予防には食事が有効 

年齢を重ねるということは、誰もが避けて通ることはできま
せん。そして年齢を重ねると、糖尿病、心臓病、アルツハイマー
病などのリスクが高まることは周知の事実です。

食生活や環境汚染物質が加齢に関連した疾患に、大きな役
割を果たしていることを示す豊富な科学的証拠があります。

賢いライフスタイルと食生活を選択することで、これらの加齢
に関連する病気のリスクを下げることができます。

今回のナチュラル・ヘルス・ニュースでは、これらの病気を遅
らせる、あるいはしっかりと予防するための最良の方法をご
紹介します。

私は年齢を重ねるごとに、ライフスタイルや食生活について
考え、栄養補助食品を摂取し、加齢に伴う病気を避けるため
に役立つと科学的に証明されていることを実行しています。

皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。

クレイグ・デイビス
クエストグループ社長
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糖質とタンパク質や脂質が結びつくことを
糖化作用といいますが、これは酵素の働き
を介して適切に行われれば体へのダメージ
はありません。しかし、水のない状態でタン
パク質と糖質を調理するとAGEsまたはAGE

（Advanced Glycation End-products ＝終
末糖化産物）と呼ばれる有害な食品分子が
作られます。
さらに、AGEsは食べ物から作られるだけで

なく、正常な代謝や老化で体内でも作られ
ます。
炭水化物は、単体でも複合体でもエネル
ギー源として重 要な物 質です。ところが、
その一部が過剰になって血中にブドウ糖と
して溢れだすと、人間の体の細胞や組織を
作っているタンパク質に糖が結びつき、体
温により「糖化」が起こります。タンパク質
は体内のいたる所に存在するため、糖質と

糖化を防ぐ食事でアンチエイジング
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結びつくことで、体内での糖化によるダメー
ジが大きな問題になる可能性があります。
しかし、糖化のプロセスは、何を食べるか、
そして、その調理法によって遅らせることが
できるのです。
過去30年間で、糖の消費量は劇的に増加し
ました。特に、加工食品に添加される糖が
増加しています。加工食品に使われる果糖
や異性化糖などの糖分は、野菜や果物に自

然に存在するブドウ糖に比べ、10倍以上も
高い割合で有害なAGEsを生成するのです。
老化の主な原因は、活性酸素による酸化ス
トレスです。さらにほとんどのAGEsも、同様
の酸化状態で生成されます。
AGEs は、細胞や DNA にダメージを与えま
す。このようなダメージに対抗するために
も、あなたの体に抗酸化物質が十分にある
ことが重要です。

糖化を防ぐ食事でアンチエイジング 糖質（炭水化物、砂糖、異性化糖*など）の過剰摂取が老化を早める
*異性化糖：ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖液糖などと表示されるデンプンから生成される糖
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AGEs は、次のような病気の発症と悪化の主
な原因と考えられています。

● アルツハイマー病
● がん
● 心臓病
● Ⅱ型糖尿病
● 腎臓疾患
● アテローム性動脈硬化症
● 高血圧
● 脳卒中
● 視覚障害
● ED(勃起障害)
● 肌の老化

中でもアルツハイマー病は、記憶力の喪失
と思考能力の欠如が起こるため高齢者が
一番怖れる病気であり、現在、65歳以上の
認 知症の最も一 般的な原因となっていま
す。AGEs の生成と酸化ダメージは、アルツ
ハイマー病に関連するアミロイド斑の形成
に深く関わっています。
また心臓病は、現在日本人の死因の第２位
となっていますが、AGEs はアテローム性動
脈硬化プラークを形成して血管にダメージ

を与え、心臓病の原因となるだけでなく、高
血圧、脳卒中、勃起障害のリスクを増加させ
ます。

AGEs の生成には、タンパク質と糖質が関与
していますが、糖質の過剰摂取が問題の本
当の原因です。AGEsがどんなに健康に有害
かを知らない方も多いと思います。食品メー
カーは、これまで何十年も、製品の風味を高
めて売るために美味しそうな色に焼けた食
べ物を提供してきました。そこに AGEs が含
まれていても、私たち消費者に知らせること
は、残念ながらありません。

老化を遅らせて、さまざまな病気のリスクを
減らすために、この記事を参考にされるこ
とをお勧めします。「ネオガードプラス」やそ
の他の栄養補強を活用して酸化ダメージを
減らし、いつまでも健康で若々しくお過ごし
ください。 

なお、AGEs（終末糖化産物）に関する日本
語での詳しい説明は、こちらをご参考くだ
さい。➡http://www.age-sokutei.jp/
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AG E sから自分や家族を守るヒント

1糖質、特に砂糖の摂取を減らしましょう。
アメリカ栄養士会とアメリカ糖尿病学会は、砂糖の摂取がアルツハイマー病などの
変性疾患の主要な原因の１つであるとしています。

2 生の野菜や果物を食べましょう。
調理する場合は、煮たり、蒸したりしましょう。水は糖がタンパク質と結合するのを防
ぐため、生の果物や野菜を食べたり、水を使って調理したり、蒸すことでAGEs の生成
を防いでくれます。

3 キツネ色に焼けた加工食品の摂取は、少なめにしましょう。
味を良くし、美味しく見えるように糖を酸化させてキツネ色に仕上げる、食品メー
カーの技術は、加工食品に含まれるAGEsを増加させます。

4 肉は低温でゆっくり調理しましょう。
油で揚げたり、オーブンなどでの高温調理は、AGEsがより多く生成されます。

5 異性化糖を避けましょう。
商品を購入する際は成分表示を確認し、異性化糖（ブドウ糖果糖液糖、果糖ブドウ糖
液糖など）が含まれているものは避けるようにしましょう。

6 水を飲みましょう。
清涼飲料水、スポーツドリンクが糖の過剰摂取の大きな原因である場合が多いよう
です。飲み物を水に切り替えることで、糖の過剰摂取を減らすだけでなく、健康にも
良い影響をもたらします。

7抗酸化物質を摂りましょう。
「ネオガードプラス」に含まれている高品質の抗酸化物質は、酸化と AGEs によるダ

メージを軽減します。

8 ビタミンB6を摂りましょう。
「スーパーBプラス」「ネオパック」「ネオセルプラス」に含まれているビタミン B6は、

タンパク質と糖の結合を初期の段階で阻害する作用を持つことが、臨床的に示され
ています。

9 スーパーグリーン*を食事に加えましょう。
「ネオクレンズ」の有機スーパーグリーンが体をアルカリ化し、AGEs の酸化に対抗し

ます。 *スーパーグリーン：クロレラ、スピルリナ、ブロッコリースプラウトや小麦若葉など
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認知症の兆候と症状
ロバート・ギブソン 

（脳神経科医／自然療法医師）

あなた自身と愛する人のために 
知っておくべきこと
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認知症は、私たちみんなが知る必要のある病気です。 
認知症は、さまざまな形で現れ、最も一般的なものは、アルツハイマー病、 

前頭側頭型認知症、レビー小体認知症、血管性認知症です。

認知症は「私には決して起こらない」と思っ
ている方もたくさんいるでしょう。そんな
人のために、ここに初期の兆候・症状をあ
げます。それらを知っておくことで、素早く
適切な対応を取る助けになります。認知症
は誰にでも起こりうることを忘れないでく
ださい。

以下の11の兆候・症状が出ている場合、あ
なたはすでに大きな病気が進行していま
す。だから私は、そもそも病気が起こるの
を防ぐために、“ あなたを危険にさらすも
の”について知るように勧めているのです。

❶ 嗅覚の低下

これは、記憶障害に気づく10年も前から起
こることがあります。

❷ 食欲の変化

この問題の一部は、嗅覚の低下に関連して
います。食べ物の香りや味の大部分は舌で
はなく、鼻や嗅覚で感じます。ですから、嗅
覚が 低下した場 合でもまだ 味わうことが
できる味付け（通常、甘い、塩辛い、酸っぱ
い）に食べ物の好みが変わり、その他の食
べ物は、味気なく思えるようになるかもし
れません。もし、甘いものや糖質を過剰に

食べるようになった場合、特に砂糖を欲し
がるのは脳に有害です。

❸ 記憶の問題

しばしば、認知症患者は古い記憶は憶えて
いますが、ごく最近のことを覚えるのが難
しくなります。彼らは、同じことを繰り返し
話したり、鍵を置いた場所を繰り返し忘れ
たりします。

❹ 集中力の低下

会話の流れを途中で忘れたり、話していた
ことを忘れたりするかもしれません。指示
通りに行動することや、複雑な仕事をこな
すのが困難になります。

❺ 判断・整理整頓・計画力の低下

予約や待ち合わせの時間や日付を間違え
たり忘れるなどスケジュール管理が難しく
なったり、身の回りのことや片付けなどが
できなくなったりします。

❻ 行動と気分の変化

感情的になったり、短気、無関心になった
り、または社会的に良くないとされる行動
を抑制する能力が低下し始めるのは、すべ
て認知症の兆候である可能性があります。
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❼人格の変化

先ほどのものととても似ていますが、とて
も親切で思いやりのある人が、怒ったり、
引きこもったり、非協力的な人になるかも
しれません。また、不安になったり、落ち込
んだりするかもしれません。

❽ 会話やコミュニケーションが困難

正しい単語を選ぶことや、物に名前をつけ
たり、文章を完成させたりすることに問題
がでるかもしれません。

❾ 迷子になる

頻 繁に徘 徊したり、道に迷ったりします。
慣れていない場所での行動が困難です。

❿ 数字やお金の管理が難しい

購入品の代金を支払う際に正しい金 額を
計算して払ったりするのが困難です。請求
書の支払いや、家計の記録が間違いだらけ
になるかもしれません。

⓫ 幻覚・転倒・睡眠障害

レビー小体型認知症では、幻覚を見たり、
平衡感覚を失ったり、頻繁に転倒したり、
睡眠障害を起こしたりします。

もし、これらの兆候や症 状に思い当たる
ことがあった時、あなたは何をするべきで
しょうか？ でもせっかくなら、このような
ことになる前に予防したくありませんか？

あなたや、あなたの愛する人が、これらの
変 化を経 験していたら、すぐに行動を起
こすべきです。昔はこれらの兆候や症状は

「初期の危険因子」とみなされました。し
かし現在、これらの危険因子が適切に処
置されない場合は、永続的になる可能性
のある、重大な神経変性変化を示してい
ることがわかってきました。これは、時間

（大抵、何ヶ月あるいは何年か）とともに、
だんだん悪化する症状を含みます。

● 脳のどんな治療にも重要なこと

ドクター・ギブソンの必須プロトコルと、
「ネオクレンズ」による解 毒は、必須のス

テップです。一部の患者には、さらに追加
の治療が必要になることがあります。
医師が認 知症を見落とす原因となるその
他の状態には、うつ、せん妄、ビタミン B12
欠乏症、甲状腺疾患、感染や血管疾患が挙
げられます。

以下のようなことが診断に役に立ちます。
●  毒素のスクリーニングテスト  

血液サンプルを採取して、神経毒性レベ
ルか治療 可能な問題がある人 かどうか
を評価します。早期発見と、治療するこ
とで、現れた認知症の兆候と症状のいく
つかをなくすことができるでしょう。ス
クリーニングテストについての詳 細は、
www.questgrp.net/jp/pod/ をご 覧く
ださい。
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●  詳細な病歴と家族歴の聞き取り  
もし、 患者を良く知る人 が医 師と話し
合ったり、どのような問題があるかを手
紙で説明できたりするとさらに助けにな
ります。

●   「精神状態に関する検査」または、「認識
力テスト」といった認知能力のテスト

●  脳の物理的構造を調べられる MRI や CT
スキャン

● 診断を受けるメリット

人によっては、自分の記憶、行動、気分がな
ぜ変化するのかを知ることが、安心感につ
ながります。脳を修復するためのガイドラ
インにしっかりと従うことが助けになるこ
とを知れば、さらに安心できます。
また、診断を受けることは、家族にとっても
メリットがあり、おかれた状況を理解すれ
ば、介護、家計、法的問題に関する意思決
定などの、将来の計画を立てることができ
ます。

認知症については、ドクター・ギブソンのウェブセミナーでより詳しく学べます。
➡https://www.youtube.com/watch?v=L8OJ-YuCugA&t=2s
➡https://www.youtube.com/watch?v=irqL1Njutls
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もし砂糖が、私たちに有害だとしたら？ 
メタボリック症候群の原因となり、それが脳の損傷に繋がるとしたら？ 

糖尿病の人はアルツハイマー病になりやすいとしたら？

アメリカの脳のエキスパートであるドクター・ギブソンは、過去25年間、 
深刻な神経変性症を持つ患者を改善へと導いてきました。 

そして、脳の変性の原因と予防法を見出したのです。

のンソブギ・ータクド
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もし砂糖が、私たちに有害だとしたら？ 
メタボリック症候群の原因となり、それが脳の損傷に繋がるとしたら？ 

糖尿病の人はアルツハイマー病になりやすいとしたら？

アメリカの脳のエキスパートであるドクター・ギブソンは、過去25年間、 
深刻な神経変性症を持つ患者を改善へと導いてきました。 

そして、脳の変性の原因と予防法を見出したのです。

多くの人は、砂糖は安全だと思ってい
ます。また、「砂糖を食べると体重が少
し増えるが、それは大したことではな
い。」と考える人も多いと思います。
私たちは、健康の司令塔である脳を守
らなければなりません。

では、どうしたら大切な脳を守れるの
でしょうか？
セミナーでは、ドクター・ギブソンが、
あなたの脳をスーパーブレインにして、
メタボリック症候群を予防し、脳の損
傷を防ぐ方法を伝授します。

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/webinar102021　　

メタボリック症候群と 
脳の損傷を 
どのように改善させるか
10月29日㈮ 10:00–11:00AM

オ ン ラ イ ン セ ミ ナ ー

ぜひ受講して、脳を健康で、若々しく保つ方法を学びましょう！



SEPTEMBERSEPTEMBER——OCTOBER SPECIAL PROMOTIONOCTOBER SPECIAL PROMOTION
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慢性のストレス、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。 

そして、年齢を重ねるごとに、この現象は加速していきます。

なるべく自然の状態に近く、栄養が豊富に含まれているホールフードは、 
体と脳に必要な栄養素を補充するのに効果的ですが、 

すべての栄養素が適切に摂れているかを 
確認することはなかなかできません。

「ネオパック」、「ネオセルプラス」、「ネオガードプラス」、「ネオクレンズ」が 
セットになった「脳の理想健康セット」なら、 

体と脳に必要なすべての栄養素を確実に摂取することができます。 
体と脳が、ストレス、痛み、病気、毒素から受ける影響を除去し、 

あなたがより健康に、幸せになるのをサポートします。

□✓気分がよくなる
□✓集中力が上がる
□✓ストレスの軽減
□✓免疫システムの改善
□✓痛みの改善
□✓病気の予防

□✓よりエネルギーがわいてくる
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「ネオパック」
体に必要な栄養素を100％摂取することができます。「ネオパック」には以下の栄養 
素が含まれています。74種類の主要ミネラルと微量ミネラル、14種類のビタミン、 
オメガ3必須脂肪酸、6種類の植物性消化酵素、3種類のアミノ酸、12種類の果物と
7種類の野菜の植物性栄養素、8種類の海藻類、8種類のハーブ成分。

「ネオセルプラス」
究極の脳の健康とパフォーマンスのための最も完全なフォーミュラです。脳が健康
であれば、体のあらゆる部分の健康と活力が高まります。「ネオセルプラス」は、20種
類以上の栄養素と植物エキスを最も活性化した形で組み合わせ、最高の脳の栄養を
提供します。ドクター・ギブソンが厳選した独自の栄養素が含まれています。

「ネオガードプラス」
最強の抗酸化ビタミン剤です。私たちの体に日々ダメージを与える活性酸素等に
対抗するのに役立ちます。また、重要な器官、血管、組織を保護します。「ネオガード 
プラス」は、私たちの毎日の生活を守るための特別な存在です。

「ネオクレンズ」
日本の人々のために特別に作られた製品です。その優れたデトックス成分は、一般的
な毒素や汚染物質の除去を助けるだけでなく、放射性物質、水銀、アルミニウムなど
の深刻な問題にも直接働きかけます。「ネオクレンズ」は、私たちが直面している日々
の毒素や放射性物質への曝露からあなたを守ります。

「脳の理想健康セット」　商品番号：3013　特別価格：$200（通常$230)

9月1日～10月31日限定
$30of f 特別キャンペーン



ドクター・ギブソンのプロトコルで、�
アルツハイマーが改善！� （アメリカ・ユタ州在住　ジャン・ブレイン） 

夫のジョンは、ギブソン先生のクリニックに、2017年７月から認知症の症状を改善する

ために通い始めました。

本人は、あまりよく覚えていないのですが、ある時、私がキャンピングカーを運転してい

る時に、起き上がって歩いて外に出ようとしたのです。その時、時速96キロで運転して

いました。ですから、その後、私たちはキャンピングカーを売り払い、旅行をするのをや

めました。

私が頼んだ本当に簡単なことも覚えられなかったりしたため、夫はすっかり落ち込んで

いました。また、彼を取り巻く環境からまるで切り離されたようになってしまい、自分の

殻に閉じこもるようになったのです。

私にとっては彼の面倒を見るのが大変難しくなりました。５分とひとりにしておくことが

できませんでした。私には彼がさまよい歩くのか、何をするのかわからず、心配でたまり

ませんでした。そこで私たちはここセントジョージ市にある施設に移ってきたのです。

その間に彼は認知症の薬を含む４つの異なる薬を服用していました。彼は極度の低血

圧で、常にめまいがしているので、立ち上がろうとする度に倒れるのではないかと心配で

した。それに約１年半の間認知症の薬を服用していたので、実際に彼の精神的な錯

乱状態がさらに悪化しているようでした。彼の状態が薬が原因で悪化したのは明白で

した。

薬の副作用で苦しんでいた夫の薬の量が増え続けていることが気になっていました。

私は彼が落ち込み、自分自身を傷つけてしまうのではないかと心配していました。そこ

で私はこれ以上薬を増やすことはできないと決心したのです。

そのため、私たちはその代わりとなるものを探さなければなりませんでした。それでギブ

ソン先生を紹介していただき、治療をお願いすることになったのです。それが２０１７年

の７月１日でした。

ギブソン先生から、夫の行動の変化で気付いたことを書き留める日記を付けるようアド

バイスをもらいました。ギブソン先生の治療を始めた時には既に夫とはあまり意思の

疎通ができなかったためです。夫は自分の気持ちを表現できず、表情は固まったまま

でした。何が起きているのかも分からないようでした。 
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そして、ギブソン先生の治療を受け始めてちょうど６週間が過ぎた時、私は小さな変化

に気付き始めたのですが、それは本当に驚くべきものでした。そしてその後６か月、夫が

より上手くできるたくさんの小さなことが増えていったのです。ほんの少し自分の身の

回りのことができるようになりました。そして自分の周りで起きていることに少しずつ注

意を払うようになってきたのです。

ギブソン先生のプログラムを始めて６か月経ったクリスマスには、「僕は目が覚め始め

た」とジョンが言ったのです。確かに夫は目が覚めたのです。私たちが暮らしている介

護施設の皆さんは夫の行動の変化に気付き始めたのです。少しずつ他の人に話しか

けるようになり、表情がでてくるようになりました。それは素晴らしいクリスマスプレゼ

ントになりました！

もう１年になりますが、彼はまだ改善の途中です。本当に１歩ずつ。ギブソン先生は少

しずつ徐 に々薬の量を減らしています。今ではこの３か月薬を飲んでいませんが、とても

良い状態です。副作用もなく、今までとは全く違った世界のようです。

これは奇跡です。なぜなら医療業界では認知症の治療法はないとされていますから。

夫はそれが間違いだという生きた証人です！

ギブソン先生には本当に感謝しています。夫を取り戻すことができたのですから！  

本人も、「本当に戻って来ることができて嬉しい！」と笑顔で語っています。

（追記）ジョンさんは認知症が最もひどい時、脳がいかなる記憶も保存しなかったと

説明しています。奥様のジャンさんによると、それはおよそ５年から８年の空白期間で

した。脳があまりにもひどく損傷しており、彼は身の回りで何が起きているのかを理解

することすらできなかったそうです。彼は語っています。冒頭の、走行中のキャンピング

カーから出ようとしたエピソードも、その他のことも憶えていないし、それ以前のことす

らあまり思い出せない。今、想い出を作ってい

るのはこの“奇跡”の後の新しい経験だと。

ジャンさんとジョンさんの体験談のビデオは、 
こちらからご覧ください 
https://youtu.be/kEtrcQQRa5M

ドクター・ギブソンのプロトコル 体 験 談
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クエスト・グループからのお知らせCORPORATE 

ANNOUNCEMENTS

薬に頼らずに栄養補強や自然療法を活用して 
より健康で幸せになるためのヒントやアドバイスが満載

……などなど、健康に関するアドバイスを必要としている方は、ぜひお集まりください。 
皆様のご参加とご質問をお待ちしています♪  

ドクター・ギブソンと渡邊千春さんが生ライブで、皆様からの質問にお答えくださいます。 
録画はありませんので、当日ライブでご参加ください！

開催日程： 9月24日、 10月22日、 11月19日 
午前10:00～11:00（10月22日は午後10:00～11:00）

場所：オンライン（ウェビナージャム）
参加お申し込みはこちら ➡ www.questgrp.net/jp/productsupport

なお、ドクター・ギブソンと渡邊千春さんへの質問内容は、事前に E メールでこちらまで
（contactus@questgrp.net）お送りください。いつもたくさんの質問をお寄せいただきます

ので、質問をいただいた順にご回答いたします。

クエスト製品を愛用されている方もそうでない方も、 
どなたでもご参加いただけますので、ぜひお友達もお誘いのうえお気軽にご参加ください。

ドクター・ギブソン＆渡邊千春さんによる 
「最強の自然治癒メソッド★無料オンライン・フォロー会」開催！

クエストグル ープ で は、 皆 様 のさらなる 
健康サポートのために、毎月１回、参加費
無料のオンラインフォロー会を開催してい
ます。アメリカ医学 会の革命児ドクター・ 

ギブソンと難 病 改善アドバイザーの渡 邊 
千春さんをお招きし、皆様から寄せられた
ご質問になんでもお答えいただけるという
大変スペシャルなイベントです。

●今、なんらかの病気や症状でお困りの方
●より健康に美しくなりたい方
●できるだけ薬に頼りたくない方

●自然療法での改善を目指している方
●自分にあった栄養補強ついて知りたい方
●自然治癒メソッド学びたい方
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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。
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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・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
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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　 http://ameblo.jp/drgibson/ 
フェイスブックページ　 https://www.facebook.com/DrRobertGibson 
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