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父への感謝を込めて

私の父は、この10月にカリフォルニアの静かな街で永遠の眠りにつきました。

父から学んだことをすべて書き表すことはできませんが、父は常にすべてにお
いて真摯に努力して医師となり、後には飛行機を操縦し、また自ら飛行機の建
造、車の修繕、家の建築にも関わりました。また素晴らしいピアニストであり、
野菜なども育て、船も操縦しました。家には自ら描いた風景画がたくさん飾っ
てあります。まだ父が成し遂げたことはたくさんあると思いますが、30年ほど
前に脳卒中を起こすまでは車の修理は自分で行っていました。

父が生涯を通じて教えてくれたことには、感謝の言葉が見つかりません。父は
多くの患者から尊敬され、父と同じ名前を子どもに付けた人たちもたくさんい
ます。常に思いやりにあふれ、無償で患者を治療したこともよくありました。

子どもたちが母に対して失礼な振る舞いをしたときには父は厳しく叱りました
が、それ以外は優しい存在でした。私は一度だけ叱られてしまいましたが、そ
のときも説教するということではなく態度で示し、母を心から大切にしていま
した。私たちは父から多くのことを学びました。私はお手本通りにはできてい
ないと思いますが、今も素晴らしい理想の父であることは変わりありません。

私が皆様の健康を助ける仕事を続け、皆様からの体調が良くなったという声
を頂くたびに大きな喜びを感じられるのも、父の存在があったからだったと感
じています。

皆様とご家族の健康と幸せを祈って

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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免疫力を高め、 
病気を防ぐ 

３つのステップ

冬にインフルエンザや風邪などにかからない方法はと尋ねると、 
多くの人が以下の３つの回答をします。

❶インフルエンザの予防接種をする
❷公共の場でマスクをする
❸頻繁に手を洗う

正解は？
❶のインフルエンザの予防接種は効果がありません。 

効果があるどころか体にダメージを与えます。
❷マスクをする、❸手を洗うというのはよい回答ですが・・・

風邪やインフルエンザへの最善の防御法は、 
実は、回答リストにはありません。では、どうしたらよいのでしょう？

免疫力を高め、 
病気を防ぐ 

３つのステップ
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私たちは自分の 体を防 御する能
力をもっています。免疫システム
は、毎日身体に侵入する、数百万
というバクテリア、微生物、ウイル
ス、寄生虫などから体を守ってい
るのです。

これらの侵入については、ほとんどの場合
意識していないものです。何かを食べる、
飲む、触る、吸い込むことにより、私たちは
これらが体内に侵入するという危険に晒さ
れています。

私たちの免疫システムの仕事は、あなたが
意識しなくても、これらの侵入者 ( 物 ) から
体を守ることです。

免疫システムは、特に以下の３つのことを
して体を守ってくれます。
1 体に入ってきたバクテリアやウイルスな

どから体を守るよう、バリアを張る。外
側のバリアは、皮膚や粘膜です。

2 バクテリアやウイルスなどが体内に侵入
してしまった場合、免疫システムはそれ
らを認識し、体内で増殖する前に除去し
ます。これが腸内で行われるのは、私た
ちの免疫物質の80％以上が腸内で作ら
れているからです。

3 バクテリアやウイルスが体内で増殖し、
問題を起こし始めると免疫システムは防
御に入り、それらと戦う物質を送りだし
ます。

免疫システムを作るのに必 要な必須栄養
素が揃った時に、体は最高の武器を持つこ
とができるのです。これは、軍隊に例える
と分かりやすいかも知れません。また十分
な睡眠を取った時に、最高の状態で外敵と
戦うことができるようになります。

しかし、もしあなたがジャンクフードばかり
食べていたとしたら、あなたの軍隊はまる
で小石を投げて戦うようなものです。さら
に睡眠不足の時には、あなたの軍隊は非常
に弱くなり、水分の摂取が足りないとあな
たの軍隊は枯渇してしまいます。

私たちはこんな時に�
病気にかかりやすくなります

⃝�

⃝�

3つのステップが、あなたの体内
を守る最高の軍隊に必要です

1 �

2
3
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1 ホールフードを食べる
ホールフードとは、新鮮な果物、野菜、低脂
肪のたんぱく質、ナッツや種子類、豆類で
す。これらの食べ物は、免疫システムをサ
ポートし、体が健全に機能するための必須
栄養素を含んでいます。加工食品を食べる
と、あなたの免疫システムは低下します。
免疫システムを破壊する以下のものを避け
ましょう。
⃝白砂糖
⃝精製された小麦粉
⃝炭酸飲料
⃝揚げ物
⃝ 加工食品（着色料、化学調味料、香料、甘

味料、保存料など）

いくつかの食 物やスパイスには免疫 力を
向 上させるも の が ありま す。クエ ストグ
ループのブログ（➡http://www.questgrp.
net/jp/111513/）にあるスーパーフードと
ス パイスにつ いての 記 事 をご 覧 下さい。 
さらに免疫力を向上させるスープのレシピ
もありますので、ぜひこの冬に作ってみてく
ださい。

2 サプリメントで栄養を補強
近代の生活において、健全でいられる食生
活をすることはほぼ 不 可能となっていま
す。ここ100年の社会的変化で慢性のスト
レス、喫煙、薬の使用、環境的汚染などが増
えたことにより、私たちにはもっとたくさん

の栄養素が必 要となっています。しかし、
食べ物に含まれている栄養は減っているの
で、適切な栄養素を摂取するにはサプリメ
ントで補う必要があるのです。
ネオパック
ネオパックには体を健康に保つための栄養
素が豊富に入っています。外敵から体を守
り、免疫力を高めるためにもネオパックを
毎日摂取しましょう。
ネオガード
ネオガードは、最高品質の抗酸化剤フォー
ミュラです。抗酸化剤は、炎症などと戦う
能力を高め、あなたの細胞を活性酸素によ
る細胞のダメージから守ってくれます。
ビタミンC、ビタミンA、ビタミンE、緑茶エキ
ス、ターメリック、ビルベリーが配合されて
います。
ネオクレンズ
ネオクレンズはとても安全な解毒用サプリ
メントです。ネオクレンズは免疫システム
を阻害する毒素を除去するお手伝いをし
ます。

3 消化システムを健全に
免疫の要である腸の消化システムは、主に
酸性であるため、多くの侵入物は唾液や胃
液で分解されますが、侵入物によってはこ
れらの防御ラインを通過してしまうことも
あるのです。
あなたの腸内には、バクテリア、イーストな
ど、一説には1000兆個あるといわれる細菌
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が生息しています。つまり、私たちの体内
には、細胞の10倍以上の細菌がいることに
なります。細菌によって良い働きをするも
のも、悪い影響を与えるものもありますが、
健康に良い食べ物を食べ、腸内の働きを
サポートすることで善玉菌は体内で自然に
育って行きます。

善玉菌が最低でも85% あると、体内の良い
バランスが保たれます。善玉菌が足りず、悪
玉菌が15% 以上増えると、腸内でダメージ
が起こり始めます。悪玉菌が増えることで、
病気になり、風邪やインフルエンザにもか
かりやすくなります。また、せっかく良い栄
養を補給しても、消化器官がこれらを吸収
できなくなってしまうのです。免疫力の低

下、そして、栄養を補給できないということ
が、体全体に悪い影響を与えてしまうので
す。

体が善玉菌をしっかりと作れるように 
するには？
⃝ 味噌、納豆などの発酵食品を積極的に食

べ、健康的な食事をすること
⃝ 抗生物質の摂取を必要最低限にすること
⃝ ストレスを管理すること
⃝ 「でるサポート」を毎日摂取すること
免疫力を高める、その他の方法
⃝ 太陽 光 線は、ビタミン D を生 成するの

を助 けます。１日20 分 は日光を 浴 び ま
しょう。

⃝ 十分な睡眠を取ると、体が外敵と十分戦
うことができるようになります。１日７～
８時間の睡眠が必要です。

⃝ 運 動は免疫システムを刺激します。１日
30分は体を動かしましょう。

⃝ 水は、皮膚や粘膜に必要な水分を補給し
ます。１日1.5リットル前後の水を飲みま
しょう。

ご家族や大切な人もこの風邪とイン
フルエンザの時期に元気でいられ
るよう、上記の簡単なステップをぜ
ひシェアしてください。

お子さんには、「ネオガードチュアブ
ル」、「おなかサポートチュアブル」が
お勧めです。

私たちの身の回りにある�
たくさんの物質が、�

善玉菌を殺してしまいます

⃝�
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すべての薬について、そもそも「効くのかど
うか」や「安全なのか」という疑問があるの
は当然ですが、最初の「効くか」という質問
については、実はインフルエンザワクチン
にはインフルエンザを予防する効果はあり
ません。驚くべきことに、本当にないので
す。実際に、ワクチンでインフルエンザが予
防されたということが証明された科 学的
研究は１つもありません。

毎年シーズンの終わりにおいて、ワクチン
の有効性は58％以下であると聞いていま
す。その数字は何を意味しているのかご存
知でしょうか。報告されているこの「有効

性」の割合は、その年を通じて使用されて
いるインフルエンザ「抗原」が、最も流行し
ているインフルエンザ感 染 症の種 類と一
致しているかどうかという割合です。ワクチ
ンを推進する側は、ワクチンが実際に患者
に免疫力を与えるかどうかをテストするこ
とさえしません。実際、2014年に行われた
有名なコクランレビュー*1 では、インフルエ
ンザのワクチン接種により「インフルエン
ザによる欠勤や入院日数において改善がな
い」と述べています。

WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING

WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING    WARNING

ロバート・ギブソン 
（脳神経科医／自然療法医師）

インフルエンザワクチンの
健康への 

重大なリスク
を知っていますか？

インフルエンザワクチンは、 
毎年妊婦や子どもを含む人々も打つよう奨励されていますが、 
みなさんはワクチンとはどういうものかをご存知ですか？

緊急警
告
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＊1: コクランレビュー　1992年にイギリスの国民保健
サービス（NHS）により、根拠に基づく医療政策と実践、
またその定量的な評価の一環として始まり、現在は国
際 NPOとして治療と予防に関する医療情報を検証して
いる。http://www.cochrane.org/ja/evidence

インフルエンザワクチンは 
実際にインフルエンザを 
予防するのでしょうか？

米国食品医薬品局（FDA）のウイルス検査
担当責任者であり、ウイルス学者のアンソ
ニー・モリス博士は、インフルエンザウイル
スについて以下のように述べました。

「これまでに開発されたインフルエンザワ
クチンが、インフルエンザの攻撃を予防ま
たは緩和するのに効果的であるという証
拠はありません。これらのワクチンの生産
者は、ワクチンが無価値であることを知っ
ていますが、とにかくそれらを販売してい
ます。」
つまり、インフルエンザワクチンには全く効
果はありません。また、インフルエンザワク
チンを支持する声は、すべて実際の医学に
基づくものではなく単なる売るための広告
です。

ワクチンがインフルエンザから 
あなたを守っていないなら、 
何をしているのでしょう？

これは、2番目の質問「安全なのか」にあた
ります。ワクチンに効果がないという事実
は、接種を避けるのに十分な理由になりま
すが、考慮すべきさらに大きな問題があり
ます。ワクチンが不活性ではないこと、副
作用でインフルエンザ症 状や神 経学的な
損傷が出現したり、死に至る場合もあるた
め非常に危険です。

ワクチンに関連するリスクは、妊婦にとって
特に高くなっています。最 近の3件 の研 究
では、妊娠３ヶ月以内にインフルエンザワ
クチンを受けた妊婦は、自閉症スペクトラ
ム障害（ASD）の子供を産む確率が25％高
いことを示しています。 （2017年　米国医師会

雑誌小児科雑誌）

さらに衝撃的なことに、アメリカの感染症
対策の総合研究所である疾病管理予防セ
ンターは、インフルエンザにかかった女性
の 死 産および流 産のリスクが42.5倍に増
加したことを示す調査（2017年　ワクチン）を
発表しました。妊娠中の女性にとって流産
は大きな悲劇です。赤ちゃんの死による母
親の精神的、感情的、身体的な傷は言葉で
は言い表せません。

どうして 
インフルエンザワクチンは 
危険なのでしょうか？

まずワクチンに含まれる毒性 成分の一つ
が水銀です。水銀が微量入ってるだけ、で
はありません。水 銀は地 球 上で 最も有毒
な物質の一つとして長い間知られてきまし
た。毒性アジュバント*2や重金属が高レベ
ルで使用されているため、ワクチンとは本
質的に危険なものなのです。
＊2：アジュバント　薬物の作用を増強する目的で使
用される物質・成分の総称。

つまり強い毒性があるので、たとえ25ppm
こぼれたとしても、それを掃除するために
は、本来なら危険物処理の専門家が対処し
なければなりません。水 銀 の有害な影 響
は、ワクチン接種によって身体に直接入れ
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られるためより増加しますが、一部のイン
フルエンザワクチンには最 大50,000ppm
の水銀が含まれています。これは、赤ちゃ
んの発達中の脳を恒久的に損傷するのに
十 分な水 銀です。大 人の神 経 変 性障害を
引き起こすのにも十分です。水銀により損
傷された成人の脳は、認知症、アルツハイ
マー病、ALS などを加速する可能性があり
ます。
これらのワクチンの水銀は、特に日本人に
とって厄介なものです。水俣病が、日本と世
界中に衝撃を与えたのはそんなに昔ではあ
りません。水俣病は水銀中毒による神経学
的損傷です。症状としては、運動失調、手足
のしびれ、一般的な筋肉の衰弱、周辺視力
の喪失、および聴覚および発話の障害、そ
の他に精神異常、麻痺、昏睡、そして死亡し
た例もありました。また、母親が汚染され
た魚介 類を食べることで子宮の胎児に影
響を与えるため先天性疾患も引き起こし、
生まれた子どもたちに、チック、会話の遅
れ、学習障害、自閉症などの症状が報告さ
れ胎児性水俣病患者と呼ばれています。

日本の厚生労働省も妊娠中の女性に水銀
が多く含まれるマグロなどの魚を食べない
ように警告している一方で、水銀入りのイ
ンフルエンザワクチンを押し付けるのはお
かしいとは思いませんか。チメロサール *3

に含まれる水銀は、重金属を解毒するメカ
ニズムがない胎盤および脳に選択的に蓄
積することが確認されています。
＊3：チメロサール　殺菌作用のある水銀化合物。

インフルエンザの予防接種は、特に高齢者
にも打つよう促されています。ワクチンの
水銀は、生涯にわたって脳に取り込まれま
す。水銀はごく薄い濃度でも脳に非常に有
毒であり、それを証明する何千もの研究が
あります。アルツハイマー病やパーキンソ
ン病などの神経変性疾患に関連した脳で
見られる変化は、これらワクチンに含まれ
る量の水銀によってすべて容易に生成され
ます。
高齢者の脳への損傷は、チメロサールによ
り活性酸 素が産生されることが原因であ
り、アルツハイマー病に見られる細胞の欠
陥を引き起こします（2012年 神 経科 学 学 会 雑
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誌）。これらの事実を考えると、少なくとも
神経変性疾患に非常に脆弱な小児および
高齢者では、ワクチンを禁止する必要があ
ります。

残念ながら、ワクチンは 
本当に体に 
ダメージを与えるのです

すべてのワクチンの被害者に対して賠償す
る米国ワクチン被害救済プログラム（VICP）
基金は、インフルエンザワクチンの被害者
に最も多く使われ、現在までに4,480億円

（１ドル112円時）以上がワクチンの被害と死亡
者のために支払われてきました。ワクチン
製造者は自らの製品に対して責任を負うこ
となく、納税者がワクチンのために障害を
負ったり死亡した人たちのためにお金を支
払っています。米国ワクチン有害事象報告
制度（VAERS）のウェブサイトには、米国政
府に報告されたすべてのワクチンの被害が
掲載されています。

覚えておいていただきたいことは、インフ
ルエンザワクチンは安全でも有効でもない
ということです。体に良いことは一切なく、
健 康と人命 に重 大なリスクをもたらしま
す。
ワクチンの実態については、私の11月に開
催したオンラインセミナー「予防接種は安
全で有効か？」（➡http://www.questgrp.
net/jp/seminar）をご視聴ください。また、
免疫力を得る方法は、２月８日開催のオン
ラインセミナー「スーパーデトックスで花
粉症撃退！」をぜひ受講してください。

クエストグループとドクター・ギブソンは、皆
様がより健康になれる解決策をシェアするた
めに、定期的に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て
います。テーマは多岐にわたり、インターネッ
トがあれば、どなたでもご自宅から無料で受
講できます。ご家族やお知り合いと一緒に、
病気を防ぎ、老化防止に役立つ、健康で幸せ
になる方法をに学びましょう。

12.14 THU 10:00–11:00AM

’18.2.8 THU 10:00–11:00AM

脳をより賢く、強く、幸せにする 
5つのステップ

スーパーデトックスで花粉症撃退！

ドクター・ギブソンは、今までたくさんの患
者が脳の状態を改善するのを手伝ってきま
した。このオンラインセミナーに参加して、
2018年、あなたの脳が最高の状態になる方
法を学びましょう。あなたも、2018年を健
康で幸せな最高の一年にしませんか？
受講者の中から、抽選で１名様に「ネオセルプラ
ス」１本をプレゼントします。ライブセミナーに参
加していることがプレゼント当選の条件です。

花粉症シーズンは、多くの人が花粉症で悩ま
されてしまいます。これを克服するのに自然
療法があるのをご存知ですか？　ほとんど
のアレルギーの原因は、毒素、あるいは、弱
い免疫力です。このセミナーで、免疫力を高
め、デトックスの方法を学ぶことができます。
参加登録をしていただいた方には、ドクター・ギ
ブソンの「スーパーデトックスマニュアル」（電子
版）を無料にてプレゼントさせていただきます。

—————受講希望の方は————— 
http://www.questgrp.net/jp/seminar

無 料 オ ン ラ イ ン セ ミ ナ ー
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Holiday Special �omotion    December 1—January 31Holiday Special �omotion    December 1—January 31

「ネオパック」、「ネオクレン
ズ」、「ネオセルプラス」で
体調を回復されたという
お知らせを沢山いただい
ていますが、この３つを同
時 に 摂ることで１日に 必
要な栄養が補給されると
同時に、脳そして体全 体
の解毒と改善につながり
ます。

体調回復のための基本となるサプリメント
です。ビタミン、必須ミネラル、植物栄養素
といった細胞を健康に保つために必要な
栄養が全て含まれています。
•必須ミネラルを含む74種類のミネラル
•14種類のビタミン
•オメガ３必須脂肪酸
•6種類の植物から抽出された消化酵素
•3種類のアミノ酸
• 12種類の果物と７種類の野菜から摂った
植物栄養素

•８種類の海草と８種類のハーブ

ネオパック

12月１日から１月31日の期間限 定で、 
「ネオパック」「ネオクレンズ」 
「ネオセルプラス」の３点が入った 
「健 康向上プラスセット」を$150で 

ご提 供します。（通常価格$165）
ぜひこのお得な機会にお試しいただき、 
より健 康な脳と体で、どうぞ楽しい 
年末年始をお過ごし下さい。

年末年始は 
体調改善の 
チャンスです
期間限定キャンペーン特別価格

$165 ➡ $150
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Holiday Special �omotion    December 1—January 31Holiday Special �omotion    December 1—January 31

健康向上プラスセット　番号：3087P   価格：$150

優れた植物栄養素ブレンドが細胞に溜
まった毒素を、腸、腎臓、肝臓を経て体
外に排出するお手伝いをします。また
脳の解毒にも役立ち、脳にダメージを
与えている重金属を脳から排出します。

「ネオクレンズ」のウェブサイトとクエス
トグループのブログで、アルミニウム、
水銀、鉛などがいかに体にダメージを与
えているかをお読みください。「ネオク
レンズ」が毒素を体外に排出できる自
然で安全な解毒製品であることをご理
解いただけると思います。

ネオクレンズ

厳 選 さ れ た20種 類 以 上の 栄 養
素と植物エキスが、脳をより良く
活動させ、ストレスや環境からの
毒 素によるダメージから回復さ
せ ま す。脳 の 状 態 が 健 全 だと、
体全 体が 健 康になり、バイタリ
ティーが向 上します。「 ネ オセル
プラス」を継 続して摂ることで、
脳の健康維持と改善に役立てま
しょう。

ネオセルプラス
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年末年始は、いろいろな行事で飲ん
だり食べたりする機会も多く、健康管
理がおろそかになりがちです。
この時期を楽しく、健康的に過ごすコ
ツをご紹介します。ぜひ参考になさっ
てください。

	 お水を十分に飲みましょう
これはアルコール類をたくさん摂取する時
は特に重要です。それは、アルコールを摂
取すると頻尿となり、体内の水分が不足し
がちになるためです。アルコール類の飲み
物を１杯飲むごとに、コップ１杯半程度の
お水を飲むようにしましょう。

	 十分に睡眠をとりましょう
十 分な休養をとることは健 康 維 持のため
に欠かせません。

	 	パーティーや会合前に	
何かを食べて行きましょう

赤味の肉、魚、またセロリ、りんご、豆類、
キャベツ、ほうれん草などの繊維の多い食
べ物を摂ってから参加しましょう。そうす
れば、砂糖がたくさん入った物などをあま
り欲しなくなります。

	 食べ過ぎに注意しましょう
食べる量を決めておき、自分で制限するこ
とが重要です。

	 	ヘルシーな食べ物を	
持参しましょう

パーティに行くときは、シンプルな生野菜
の盛り合わせ、果物などの健康的な食べ物
を持って行きましょう。

	 肝臓を大切にしましょう
この時期は特に柑 橘系の果物をたくさん

HEALTHY LIVING by McKenna, HOLISTIC NUTRITIONIST

ホリスティック栄養士マキャナのヘルシー・リビング

年末年始を楽しく 
健康に過ごすコツ

マキャナ・ゴードン
 CHN（認定ホリスティック栄養士）、 

トータルヘルシーレシピ.com の創始者、著者、３児の母。 
健康で元気いっぱいのライフスタイルを送るのに役立つ、

マキャナの健康アドバイスなどをぜひご活用ください。
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食べましょう。過 剰なアルコール、脂肪、
砂 糖 などを消 化するのを手 伝ってくれま
す。
天然の抗酸化ビタミン剤「ネオガード」も
積極的に摂取しましょう。
抗 酸 化ビタミンは、肝臓の 働きを向上さ
せ、解毒するのを助けます。

	 	脳をサポートして、	
気分を向上させましょう

アルコールと砂 糖 は 脳 にダメージを与え
ます。脳に必須の栄養素が入っている「ネ
オセルプラス」で 栄 養 補 強 することは大
切です。
ホリデーシーズンは、ストレスが多く、心
配症や鬱などになりやすい時期でもあり
ます。

「ネオセルプラス」は、ポジティブな神 経
伝達物質を生成するのを助け、よりリラッ
クスし、ハッピーで、元気になることができ
ます。

	 二日酔いを避けましょう
二日酔いは主に水不足 が原因です。帰宅
後すぐ（ または 飲 酒 後 ）にコップ２-３杯
の水と、「ネオガード」を４−６粒、「でるサ
ポート」を４−６粒摂取しましょう。
この２つのサプリメントは、特に解毒や消
化を助け二日酔いの予防になります。

	 解毒を促しましょう
この時期には、「ネオクレンズ」を2−4カ
プセル毎日摂って、解毒を助けましょう。

もし、飲み過ぎて 
二日酔いになってしまったら・・・

●�朝起きた時に、柑橘類を入れた水をコッ
プ１杯半程度飲みましょう。

●�朝 食 に は 栄 養 豊 富 な 食 べ 物 を 摂りま
しょう。
脱水にはカリウムをしっかり摂ることが
大切ですので、卵２つ、お豆腐を入れた
味噌汁、カボチャの煮物、干し柿などを
摂りましょう。

●�「ネオセルプラス」を朝食時に摂りましょ
う。「ネオセルプラス」に含まれるビタミン
B 群は、エネルギーを上げ、頭をクリアに
してくれます。

皆様が、 
健康で楽しいホリデーシーズンを
過ごされるようお祈りいたします。

HEALTHY LIVING by McKenna, HOLISTIC NUTRITIONIST

ホリスティック栄養士マキャナのヘルシー・リビング
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東京にお住まいのこの方の食生活は砂
糖を多く含んだ食物と飲料をたくさん摂取
していたので、健康とは言えませんでした。
最初のテストは非常に高い毒 素レベルを
示し、栄養素レベルはすべて低い数値で、
慢性疾患への道を歩んでいました。

ちょうど30日後の血液検査では、ヒ素、
鉛、水銀、アルミニウムなどの危険な毒素
の 数値 が劇的に減少しました。ヒ素の 数

値は36％低下し、アルミニウムの 数値は
54％減少しました。毒 素が減少するにつ
れて、カルシウムは38％増加し、マグネシウ
ム、亜鉛および鉄も同じように増加しまし
た。

90日後の血液検査では、体内の毒素の
数値は危険 な範囲から脱していることが
確認できました。

危険な水銀のレベルは40％減少し、ヒ
素は55％減少しました。必須 栄養 素のレ
ベルはすべて正常値まで回復しましたが、
まだ改善の余地があります。「ネオパック」
のようなマルチビタミンを摂取し、栄養素
のレベルを改善すべきです。 また「ネオク
レンズ」を毎日摂取し、定期的に増えてい
く毒素を除去することも大切です。

アンチモン

ウラン

ヒ素

ベリリウム

水銀

カドミウム

鉛

アルミニウム

開始前
30日後
90日後

カルシウム

マグネシウム

ナトリウム

カリウム

銅

亜鉛

リン

鉄

マンガン

クロミウム

セレニウム

ホウ素

コバルト

モリブデン

イオウ

開始前
30日後
90日後

解毒サプリメント 

「ネオクレンズ」 

臨床データ
ケーススタディ#4

—39歳男性

適正範囲 適正範囲
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朝と昼に「ネオクレ

ンズ」を飲むだけだったので、とても簡単でし

た。忙しくても、これなら続けられると思いまし

た。私は特に敏感な体質ではないので、エネ

ルギーに関してはよく分かりませんでしたが、

体調面においては好転反応もあり、大きな変

化を感じました。具体的には、次のような好転

反応・変化が起こりました。

• �3日目／手の甲が赤くかぶれたようになるが、

次の日には治る

• �約2週間後から6～7日間／かなりの下痢が

続く

• �約3週間後から6～7日間／吐き気が続く�

（実際には吐いていません）

• �約4週間後／摂取前までの数値結果を知

る。ショックで、濃縮還元ジュースや缶コー

ヒーをほとんど飲まなくなり、飲む量は一気

に10分の1以下になる� ジューサーですり

下ろした野菜・果物ジュースを飲み始める

• �約5週間後／これまで美味しかったはず

のマクドのシェイクが「こんなに美味しくな

かったっけ？」となる� � �

最近、夜によく食べていたオヤツをあまり食

べなくなったことに気づく

• �約7週間後／朝の目覚めが良くなり、起きて

からすぐ仕事にとりかかれるようになる�

夜、早く（22:00～23:00くらい）寝てしまう

ことが多くなる

結果として、

• �味覚が変わりました

• �身体に良くないジュースやオヤツをあまり飲

んだり食べたりすることが減りました

• �早寝早起きができるようになりました

• �以前より快便になりました

最初の検査結果は、大変ショックでした。

ショックで、数値に悪影響を及ぼしていそうな

ものをほとんど飲まなくなり、必須栄養素の量

が足りていないことも再認識しました。

そして、「ネオクレンズ」摂取後の数値について

は、「こんな短期間で、こんなに解毒できるん

だ！」と大変嬉しくなりました。

ギブソン先生の東京講演参加者の方々と後日

話す機会があったのですが、みなさん、製品だ

けでなく、実際に数値を検査することに非常

に興味を持っておいででした。「ネオクレンズ」

は、解毒サプリメントの印象が強かったので

すが、必須栄養素も摂れると知り、一石二鳥の

素晴らしいサプリメントだと思いました。今回

プログラムに参加して本当に良かったです。特

に、血液検査で、変化を数値的に見られたこと

が非常に良かったです。

検査結果を知らなければ、濃縮還元ジュース

や缶コーヒーをほとんど飲まなくなるといった

ことはなかったと思います（それまでは、美味

しいと思って頻繁に飲んでいました）。

解毒に興味のある方は、一度検査を受けてみ

るといいと思います。数値が良くなかった場合

は、「ネオクレンズ」で満足できる結果が得られ

ること、間違いありません。

私自身、今後も引き続き「ネオクレンズ」を続け

ていこうと考えています。

ギブソン先生とクエスト社さんに、とても感謝

しています、本当にありがとうございました。

被 験 者 の 感 想 　
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クエスト・グループからの お知らせCORPORATE 

ANNOUNCEMENTS

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

週刊メールマガジン「ナチュラル・ヘルス・ウイークリー」

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.36
Autumn  

2017

慢性炎症に ご注意を
腸から始まる脳の細胞

期間限定 
健康は腸内から— “腸内クレンジング”でデトックス

2017年秋号　定価¥250

HEALTHY LIVING
恐ろしいサイレントキラー大腸がん

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、無料で『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。
● 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。

あなたとお友達に25ポイント(約2,500円分)プレゼント！
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。）

25 25
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➊ 12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22日㈮までにお振込の完了をお願いします。
➋ 12月23日㈯～1月8日㈪の間にご注文の製品の発送は、1月9日㈫から開始します。

年末年始の配達について

年末年始は、日本サポートセンター、日本通
運、日本税関の業務がお休みとなり、平常
よりご注文から配達まで時間がかかります
ので、余裕を持ってお早めにご注文手続き
をお願いします。年末年始休暇12月29日㈮
から1月8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
す。この間はWEBショップ、FAXのご注文は
受け付けておりますが、製品の発送は、1月
9日㈫からになります。

なお、FAXとクレジットカード以外のご注文
の受注処理、銀行振込の入金確認について
は休暇明けの営業日から対応させていただ
きます。
12月がお誕生月の方へ
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 ?
まだの方は、ぜひこの機会に!  なお、12月が 
お誕生月の方は12月28日㈭までにご注文
手続きとお振込の完了をお願いします。

年末年始のお休みと配達について

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。

2018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しています。

クエストグループ スタッフ一同

We Wish You aMerry Christmas & a Happy New Year
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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
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。

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　 http://ameblo.jp/drgibson/ 
フェイスブックページ　 https://www.facebook.com/DrRobertGibson 

（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）


