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心の平和

私たちの体は、環境汚染、加工食品、人工甘味料などの多くの共通の供
給源から毒素を蓄積します。魚のように自然の海の中から捕獲された
食品でさえ、有毒な重金属を含むことがあり、農産物にも鉛や残留農
薬が含まれることがあります。毒素を完全に避ける方法はありません。

しかし、その毒素を洗浄する簡単な方法があります。解毒プログラム
の検証を通じて、私たちは「ネオクレンズ」が体内の危険なレベルの毒
素や重金属を除去することを実証しました。

「ネオクレンズ」は、スーパーグリーンの若い芽から高度に濃縮された
100％有機天然成分を含んんだ、体内の洗浄に必須の植物性栄養素で
す。解毒の前後に血液検査を受けると、「ネオクレンズ」が体内の毒素
を、どの程度効果的に除去するかが分かります。あなたが血液検査を
受けていなくても心配いりません。被験者の100％が毒素を安全なレ
ベルにまで減らしました。「ネオクレンズ」を摂っていれば、あなたにも
同じことが起こっているはずです。

私は日ごろから毒素を避けるように注意しています。しかし、それらを
すべて避けることはできないことを理解しています。

ですから、私は毒素が自分の身体の中に蓄積 
していないという心 の 安らぎを得 るために 
毎日「ネオクレンズ」を摂取しているのです。

皆さまのますますの健康を願って

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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これらの症状は、実際には、あなたの消化
器系が「洗浄」を必要としている徴候かもし
れません。
あなたはおそらく自分の髪を洗い、歯を磨
き、そしてお風呂に入っているでしょう。け
れども、あなた自身の身体の内側をきれい
にしていますか？
あなたの身体が毎日さらされている環境毒
素はとてもたくさんあります。
それに加えて、あなたがファーストフードや
インスタント食品から摂取する毒素の数と
私の推測では、あなたの身体は非常に汚染
されています。この現代の毒素に満たされ
た世界では、私たちの結腸（身体の「下水道

システム」）、肝臓および他の器官も定期的
な清掃が必 要であるという単純な事実に
なっています。

「でるもんねプログラム」は、30日間の身体
の内部の洗浄です。４ステップのプロセスは
非常に穏やかで簡単です。

「でるもんねプログラム」で、今すぐ夏の準備
を始めましょう。ちょうど４週間で、あなた
の身体を変えることができます。余分な体
重を減らし、肌を明るくし、気分を良くし、エ
ネルギーを増やし、自信を得ることができ
ます。今日から「でるもんねプログラム」を
開始しましょう。

“美しさ”は
内面の健康が 
創るもの

「美人というも皮一重」という言葉を 
聞いたことがありますか？ 
それは本当は真実ではありません。健康と美しさには、 
実は消化器系がとても重要な関わりをもっているのです。

こんな症状に思い当たることはありませんか？
□✓にきび　□✓湿疹　□✓ドライスキン、ドライヘア　□✓傷
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消化器系は、しばしば体内で最も無視され
る系の1つです。あなたの腸と結腸は、食物
から栄養素を吸収し、身体の残りの部分で
それらを利用できるようにする役割を担う
臓器です。それらは消化酵素、酸、ホルモン、
細菌を作り、一緒に働いて、食物を分解して
身体に吸収される栄養素を放出します。
全身の健康は、本質的に消化器官の健康に
結びついています。腸や結腸の健康は免疫
系全体をコントロールします。実際には、消
化器系の健康、またはその欠如は、ほとん
どすべての慢性疾患に関与しています。
食物繊維は「でるミックス」の主な成分のひ
とつです。十分な食物繊維を摂取すること

は、結腸の健康に不可欠です。しかし、あな
たも食物繊維が命を救うことができること
を知っていましたか？ 新しい研究では、高
繊維食が、何らかの原因による早すぎる死
のリスクを減らすのに役立つことを示唆し
ています。十分な食物繊維を摂取すること
は、多くの慢性疾患のリスクを減らすのに
役立ちます。これには、2型糖尿病、心臓疾
患、脳卒中、およびがんが含まれます。
食物繊 維はあなたの減量のためのパート
ナーでもあります。それはあなたの消化器
系に蓄積しているかもしれない古い便を取
り除くのに役立ちます。食物繊維はまた、あ
なたが空腹を感じないように、より長い間
満腹と感じるのを助けます。
定期的に消化器を清潔にすると、あなたの
排便は改善されるでしょう。結腸内に蓄積
された物質に関連した重量はすべて減りま
す。あなたの膨満感、ガスと便秘は無くなり
ます。さらに良い点は、あなたの肌、髪と気
分が改善されることです。
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脳神経科医／自然療法医師で、 
当社の医療顧問でもあるドクター・ギブソンが再来日します。 

人々を自然療法で健康に幸せにしたいという使命、 
そして温かくユーモア溢れる人間性は日本の皆さんからご好評をいただき、 

毎回ドクター・ギブソンのファンが増えています。

健康になれる方法を、 
直接ドクター・ギブソンから学ぶことができる絶好のチャンスです。 

なお、ドクター・ギブソンのセミナーは毎回好評で 
すぐに満席になります。

9月来日セミナー
ド ク タ ー ・ ギ ブ ソ ン

 9月29日㈯ | 9月30日㈰  

各会場、お席に限りがありますので、ご希望の方は今すぐお席の確保を！
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越山雅代さん＆藤井佳朗氏との 
ジョイントセミナー

渡邊千春さんとのジョイントセミナー

ドクター・ギブソンによるサプリメント面からのアプローチ、越山雅代による世界最新・最
強のホリスティックからのアプローチ、歯と体を診る、ホリスティック・デンティストの藤井
佳朗による歯科からのアプローチの三本柱でお届けするスペシャル講演。三人の講師か
ら、画期的で目から鱗の「解決策」を伝授します！

日時：9月29日（土）13:00～17:00
場所：未定（都内）

セミナーの詳細、申し込みは、 
☞ http://masayo.us/seminar/sp1809/（QRコードからもアクセス可能です）

日本にいながらでも実践できる！ 
アメリカ最先端の自然治癒メソッドをギブソン先生が直接伝授！

日時：９月30日（日）　13:30～16:00（開場：13:15）
場所： エッサム神田ホール1号館（３階301）　東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2 

JR神田駅東口 徒歩1分／東京メトロ銀座線神田駅 3番出口前

セミナーの詳細、申し込み、チケット購入は、 
☞ https://resast.jp/events/259329（QRコードからもアクセス可能です） 
早期割引、お友達・ご家族とご一緒の場合の割引がございます。

9.29 SAT

9.30 SUN

認知症と 
シニアが抱える健康問題の 
改善・予防法

難病を治癒に導く名医♡ドクター・ギブソン 
自然治癒メソッド改善症例☆徹底検証スペシャル
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DNA と遺伝学は長い間注目されてきまし
た。しかし、エピジェネティクスの領域にお
ける発見の割合は急激に増加しています。
建築に例えれば、DNA は青写真です。エピ
ジェネティクスは、建築材料、労働者、道具、
技術者、デザイナー、デコレータなど、他の
すべてのものです。

遺伝子とエピジェネティクス

例えば、ひとつの遺伝子は目の色を作るよ
うなひとつのタンパク質のための設 計 図
や青写真です。エピジェネティクスを調節
することによって、その遺伝子の内容を改
変して、30,000種類を超える異なるタンパ
ク質を作ることができます。私は、激しい

SF映画の魔法のように、エピジェネティクスと脳の関係は最先端の科学の一つです。 
脳について学ぶすべてのことは、私たちが存在すら知らなかった 
10以上の扉を開くことになるのです。この事実は脳と遺伝学に関する本を増大させ、 
未知の世界のことも、たくさん発見されることにつながっています。 
エピジェネティクス、ゲノムなどがその一例ですが、それらは驚くばかりに私たちの考え方  を変えました。 
今号では、私のお気に入りの脳の秘密のいくつかを少しだけお伝えしましょう。

脳の秘密を解き明かす

ロバート・ギブソン 
（脳神経科医／自然療法医師）
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外傷 後に、患者さんの目の色や髪が変化
しているのを見たことがあります。片方の
目が褐色で、もう片方の目は青色でした。
あるいは、交通事故後に、幼い子供が白
髪混じりになっていました。  
エピジェネティクスは、遺伝子をオンまたは
オフにするタンパク質のためのスイッチを

含みます。エピジェネティクスは、食べ物、
環境、脳の化学物質、運動などと一緒に私
たちの体内に作り出す化学的環境です。

大切なのは、自然食、完全な栄養と、 
ポジティブな思考

私たちの選択がすべて、細胞のための良い

SF映画の魔法のように、エピジェネティクスと脳の関係は最先端の科学の一つです。 
脳について学ぶすべてのことは、私たちが存在すら知らなかった 
10以上の扉を開くことになるのです。この事実は脳と遺伝学に関する本を増大させ、 
未知の世界のことも、たくさん発見されることにつながっています。 
エピジェネティクス、ゲノムなどがその一例ですが、それらは驚くばかりに私たちの考え方  を変えました。 
今号では、私のお気に入りの脳の秘密のいくつかを少しだけお伝えしましょう。

脳の秘密を解き明かす
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内部環境を、あるいは、悪い環境を作り出し
ます。悪い選択をすると、私たちの DNA を
突然変異させて、がんのような病気になり
やすくします。ポジティブな考えは、寿命を
長くすることができる化学物質を作ります。
あなたはすでに放射線が遺伝子を突然変
異させることを知っていますが、ワクチン、
うつ病、ジャンクフードも同じです。あなた
には、遺伝子欠損や病気を引き起こす遺伝
子があるかもしれません。身体はその遺伝
子を遮断したり修復したりすることができ
ます。エピジェネティクスでは、私たちの内
部の細胞の環境を改善するための積極的
な選択が必要です。このリストは、私たちの
エピジェネティクスのコントロールのために
良いもの、悪いものを表しています。リスト
の先頭に来るのは、自然食、完全な栄養、そ
してポジティブな思考です。

テロメアは生命の時計 
脳を若く保ちましょう

私たちが多くのことを学んだひとつは、テロ
メアです。長寿の秘訣は、あなたのテロメ
アを長く保つ方法を知ることです。テロメ
アは、私たちの染色体の先端または終端で
す。まるで靴ひもの先端のようです。細胞
が分裂するたびに、テロメアは短くなりま
す。テロメアがなくなると、染色体は擦り切
れた靴 紐のようにほどけます。その結果、
細胞がどんどん弱くなったり、死滅するに
つれて、細胞死や病気が発生します。テロメ
アは生命の時計のように働きます。テロメ

アの長さに基づいて、あなたの「脳の年齢」
を推定することができます。あなたは早く
時間を使い果たしたいのですか、それとも、
あなたの時計に時間を追加したいですか？
あなたの脳を若く保ちましょう。  
幸運にも、私たちはテロメアが短かくなる
のを遅くするか、または長くする多くの方法
を考え出しました。定期的なカイロプラク
ティックによる身体の調整や毎日の運動の
ような簡単なことが、血清中のチオールを
増加させます。このことがテロメアの損傷
を防ぎ、修復を助けます。脳に良い食べ物も
また、テロメアを長くするのに役立つでしょ
う。特にブルーベリー、ウコン、リン脂質な
どのような食べ物です。

メッセンジャー分子を模倣する 
化学物質や毒素

メッセンジャー分子は、生理学的変化を引
き起こす細胞内シグナル伝達分子です。そ
れらは、細胞が食べたり、移動したり、防御
したり、修復するように細胞に指示します。
人間が食品やメッセンジャー分子を模倣し
た医薬品に化学物質やホルモンを加えるま
で、このことに問題はありませんでした。ト
ロイの木馬ウイルスを含むスパムメールの
ように、食品化学物質は、細胞が不自然に
行動したり、制御不能になったり、死ぬよう
に指示することさえあります。これは、赤い
染料のようなものに敏 感な子 供では非常
に明らかです。ある子供はゆっくりと考え、
学校生活には困難があります。また他の子
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供は不規則に、あるいは暴力的にすら行動
します。これは、ミルクや安価な肉製品中
の成長ホルモンに起因する女の子の早熟な
発 達においても明らかです。各化学物質、
各毒素は異なる細胞に異なるダメージを与
えています。それは通常の生理機能を乱す、
偽のメッセージで細胞を制御することが多
いからです。

“プラセボ効果”と“ノセボ効果”

時には制御が最も難しいのと同時に、最も
強 力で 魅 力的なのが 私たちの心です。私
たち自身の思考は、時として私たちに反し
て働きます。これは、プラセボ効果、ノセ
ボ効果の領域の話です。プラセボは、もち
ろん、精神状態を活性化する生理学的治
癒 活 動です。私 たちが治癒 することがで
きる、または治療できたという風に単純に
信じることが、私たちの幹細胞を活性化
し、人間が病気を治した記憶活動で修復
することが で きます。プラセボ 群 で行わ
れたすべての薬物および外科的研究は、ヒ
トに固有の驚くべき治癒効果を示した、た
だの 粉末 が示しています。病 室の窓や 健
康への祈りなどの単純なことでさえ、これ
らのものを持たない患者さんに比べて、回
復時間と全体的な健康状態が大幅に改善
することが示されています。  
ノセボ効果はあまり知られていません。こ
れは、治癒活動の精神的抑制であり、有害
な生理学的プロセスの活性化さえでもあり
ます。言い換えれば、あなたのネガティブ

な考え、感情、ストレスは、あなたを病気に
する可能性がありますし、病気にします。数
多くの研究が、病気になっていると思うよ
うに意図的に人を操作することについて調
べました。研究されている人には知られて
いませんが、同僚の全員には、その人が病
気に見えるとなにげなくコメントするよう
に指示されました。被験者に「気分は大丈
夫？」といった質問をしたり、あるいは、「病
気になりたくはないよね」と言ったりしまし
た。これらの人たちの83％以上が昼食時に
ホームシックになりました。  
他の研究でも、同様の事を行った後で会社
の健康診断として、仕事の前後に血液サン
プルを採取しました。血液検査では、白血
球数や他の免疫指標の実際の変化が明ら
かになりました。驚くことが出来ました！ 
被験者は耳に入った言葉によって、生理状
態の劇的な変化が起きたことを測定できた
のです。その指示が何度も彼らの心の中に
届けられたため、聞いた彼らは身体的に病
気になっていきました。

脳をプログラミングする方法

間違いなく、非常に指示の影響を受けやす
い人や、プラセボ効果やノセボ効果の影響
を受けやすい人がいます。あなたが現在こ
の範 囲に適合しているかどうかにかかわ
らず、プラセボの力を解明する習慣を学び
実践することができます。私たちはこれを
真実とするメカニズムをまだ理解していな
いかもしれませんが、これは真実です。現
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段階では、プラセボの力を活性化する方法
を知ることが最も重要です。  
興味深いひとりの患者が、慢性的な衰弱性
の痛みに苦しんでいました。彼女の体全体
は重症の麻薬中毒で、麻薬を止めることが
できないという点で病んでいます。彼女を
救った唯一のことは水泳でした。私は彼女
の状態が部分的に心身症であることに気付
きました。私は彼女の頭の中にアイデアを
与えて、それが成立するかどうかを見極め
ることにしました。私は彼女に言いました、

「水があなたの痛みを取ってくれるかもし
れない、プールから出るときには痛みがな
いかどうか、プールから離れて身体が乾い
たら痛みが戻ってくるかどうか．．．。次回は
プールで、あなたの身体が乾くまで痛みが
止まるか見てみましょう」。私が言ったよう
に彼女は実践しました。彼女の痛みはプー
ル後１日中無くなりました。このすべての結
果は彼女の生理状態を変化させた彼女の
思考の変化から生じたものです。  
それは典型的な患者にとってはそれほど速
くて単純なことではありません。ほとんど
の人にとって、プラセボの力を有効にする

には、私たちの思考や感情を繰り返し調整
する必要があります。私たちが開発する必
要があるのはパブロフの反応です。最良の
結果を得るために、一貫性のある、慎重で
スケジュールされたトレーニングが必要で
す。私たちは、ポジティブな感情や思考に集
中するように私たちの心を鍛える必要があ
ります。すべてのことについて良い点を見い
だしてください。良い点を探して見つけてく
ださい。目的に導かれた人生を作りだしま
しょう。生きがいと、楽しめることを見つけ
ましょう。脳をプログラミングする方法は
大きなテーマです。このことは他の記事で
より詳しく説明するつもりです。

あなたはより長い幸せな人生を送りたいで
すか？ 清潔に脳の栄養を摂取し、解毒を行
ない、楽観的に、目的を持って思考すること
によって、あなたのエピジェネティクス環境
を調節しましょう。

あなたの 実 際 の脳 年 齢を 知りたい方は、
www.newbraincell.com/brainageにアク
セスしてテストを受けてみてください。
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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学びましょう。

6.21 THU  
10:00–11:00AM

8.24 FRI  
10:00–11:00AM

ドクター・ギブソン＆渡邊千春さんのジョイントセミナー 
あらゆる病気＆症状の改善に！ ドクター・ギブソン オリジナル 
最大限の治療効果をもたらすメンタルプログラミング法を学ぼう！

ドクター・ギブソンの 
ファスティングで脳力・免疫力をアップ！ 
その効果と適切な方法をシェアします。

ドクター・ギブソンと渡邊千春さんが、体全
体の健 康増進の鍵となるメンタルプログラ
ミングについてシェアします。
どのようにしたらメンタルプログラミングを
向上させるかについて、独自のメソッドを伝
授します。あなたのマインドは、あなたの健
康度を握るパワフルなツールなのです。

リウマチ感謝こと渡邊千春さんは、リウマチ
だけでなく、さまざまな難病患者を自然療
法で真の健康を得るようお手伝いされてい
ます。
千春さんの経 験による様々な質問にインタ
ビュー形式でドクター・ギブソンが回答しま
す。

「ファスティングは、本当に体にいいのか？」
今ファスティングが健康向上、維持をするの
に注目されています。

ファスティングの驚異的な効果
⃝ インスリン感受性（抵抗性）を向上させる
⃝ 脳の機能を活性化する
⃝ 減量を助ける
⃝ 免疫システムを上げる

このオンラインセミナーでは、ドクター・ギ
ブソンがファスティングの効果と適切な方法
をシェアします。

ファスティングは、自己免疫疾患や慢性の病
気改善への最初の大きな鍵となります。
気分が優れない、疲れ気味などを感じてい
る方にとって、ファスティングがあなたの体
を絶好調にする可能性があります。

セミナーをライブで受講した方の中から、それぞれ１名様に、「ネオセルプラス」をプレゼントいたします。 

（ライブでの受講が条件です。ぜひご参加ください）

受講希望の方は➡ http://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も上記URLからご覧いただけます。

ド ク タ ー・ギ ブ ソ ン の オ ン ラ イ ン セ ミ ナ ー

13



「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。 

この「ネオパック」「ネオクレンズ」「ネオセルプラス」がセットになった 
「健康向上プラスセット」を期間限定特別価格の$150でご提供します。

さらに、キャンペーン中にご注文いただくと、 
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）をプレゼントいたします。 

ぜひこの大変お得な機会にお試しいただき、 
より健康な脳と体で夏を迎えましょう！

6月1日〜7月31日限定 夏を元気に乗り切る「健康向上プラスセット」キャンペーン

「健康向上プラスセット」通常価格$170➡特別価格$155 
さらに、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）をプレゼント!

「健康向上プラスセット」　番号：3087P   価格：$155
キャンペーン特典：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）プレゼント
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夏を元気に乗り切る「健康向上プラスセット」キャンペーン

ネオパック
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

ネオクレンズ
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。アルミニウム、水銀、鉛など、
体にダメージを与える毒素を自然で安全な解毒作用で
体外に排出します。

ネオセルプラス
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。
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全ての親、教師、ソーシャルワーカー、セラピスト、 
医師たちに、この明確で有益な本を読むことをお勧めします

脳神経科医／自然療法医師、脳活性化クリニック創始者
ドクター・ギブソンの著書— 『今やっておくべき、 
アメリカ自然療法ドクターが教える、自閉症克服ガイド』

—電子版発行記念限定価格 6月30日まで

自閉症、アスペルガー、ADDおよび神経毒性症状の 
予防および治療のための最先端神経科学

【前進するために、本書を通じてあなたが出来ること】
⃝ 自閉症への理解をより深める ⃝ 何があなたの子供の脳にあり、彼（ら）を傷つけている
のかを探し出す ⃝ ダメージを受けた神経伝達物質経路を修復する ⃝ 脳機能を回復させ
る ⃝ 脳の睡眠状態での可能性を明らかにする ⃝ オンラインの情報源を増やす ⃝ 脳と腸
の関係性を学ぶ ⃝「あなたは子供の将来に何を望むか？」子供の将来を考える ⃝ オンライ
ンのサポートコミュニティに希望を持つ ⃝ 子どものために「一生懸命」ではなく「賢く」働く

自閉症と自然療法

ドクター・ギブソンが、医師として、自閉症の
子を持つ親として、また自閉症関連書籍の
著者として、世界中の数々の書籍やウェブサ
イト、医学会議などに貢献してきた経験と実
績を基に、子供の脳を健康に導きたい人た
ちのためのマニュアルを一冊にまとめまし
た。
本書は最先端科学で脳を健康に導く方法、
そして、どのように親の見方が自閉症の子の
治療と指導に重要な役割をもたらすかを解
説しています。これらの情報は、子供たちが
自立し、有意義で生産性のある人生を送っ
ていけるよう導きます。
さらに、読者が自閉症の子供たちの可能性
と必要性を理解できるように導き、より行

動・実践できるよう促します。
あなたのゴール（目標）は何ですか？ 何があ
なたを引き留めているのですか？ なぜ、あ
なたのお子さんに、“ 脳を修復させるチャン
ス”を与えないのでしょう？
あなたがお子さんの脳を治療・改善する方
法を実践していなければ、それはまるで歯車
の中を必死に走り続けているハムスターの
ようなものなのです。一生懸命走っても、ど
こにも行けません。
私は、数々の施策やテストで得た実践方法を
使って、あなたのお子さんの解毒と癒しをサ
ポートし、あなたをその苛立ちから救いたい
のです！　
ぜひ、やってみませんか？

「自閉症と自然療法」　番号：7500　価格：$14.50（通常価格$29.00）

自閉症と自然療法自
閉
症
と
自
然
療
法

自閉症、アスペルガー、ADDおよび神経毒性症状の
予防および治療のための最先端神経科学

自
閉
症
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よ
び
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毒
性
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状
の
予
防
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Dr. Robert Gibson 著
The Brain Enhancement Institute 推奨

あなたはこのメッセージをあなたの友人や愛する人と共有することか
ら始めることができます。私たちは皆、より良い場所で生活し、健康、
幸福、目的を持っていたいと思っています。私はすでに何千人もこの
目標を達成するのを助けています。今、私たちはこの贈り物を世界に
与えることができます！（本書より）

偶然ではなく、目的をもって健康に！

Dr. Robert Gibson 

著
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苦労していた鼻炎が�
劇的に改善�
� （韓国在住 久保田様） 

うれしいお知らせがあるのでメールをしました。娘と息子が二人とも学生で、
「脳の必須栄養プラスセット」のお世話になっておりますが、息子のひどい鼻
炎がこのところ現れなくなったようです。

季節の変り目の春と秋には、蓄膿症ではないかと思うくらい鼻水で、いつも
苦労していました。今高校2年生で小学生のころからです。息子は脳の必須
栄養プラスセットを飲みはじめて半年くらいですが、この春になる前にまた
あの嫌な鼻水の日々が続く〜、と嘆いていました。

ところが３月になっても４月になっても鼻水がぜんぜん出ていません。本人も
不思議がっています。このまま本当に鼻炎が治っていってくれたら有難いで
す。ありがとうございます。

ネオセルプラス 体 験 談

「ネオセルプラス」で、�
脳しんとうの症状が改善� （横浜在住 ３５歳 女性） 

年末に頭を強打し酷い脳しんとうになった際に1ヶ月半経っても症状に波があり、ひどかったので「ネオセルプラス」を飲み始めました。
徐 に々緩和傾向になり波はなくなり、1本ちょっと飲み終えたある日、スーッと全ての症状が消えました！！

同じような酷い脳しんとうの方ではぶり返したり、ふとした時に症状が出るなど何年経ってもある方もいるようですが、自分でも周りもびっくりするくらいピタッと消えたので「ネオセルプラス」のおかげではと思っています！
また、飲んでいると穏やかでいられるのと、ストレスと感じていたことも楽しみに思えるようになり、疲れを感じませんので引き続き飲んでます。胃腸も強くはないのですが、何も副反応も無く素晴らしいサプリに出会えました！！
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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。）

あなたとお友達に25ポイント(約2,500円分)プレゼント！

25 25

クエストグループは、高品質の栄養補強食
品を皆様がお求め易い価格になるよう、常
に尽力いたしております。このモットーに
基づき、創始以来１７年間、製品の向上に努
めると共に、価格を据え置いて参りました。
しかしながら、ここ数年、高品質を保つた
めの原材料費、その他の諸経費が２～３％
値上がりしております。
できるだけ製品価格を据え置きするよう、
企業努力を続けて参りましたが、やむなく、
いくつかの製品セットの価格を改定させて
いただくことになりました。その旨、どうぞ
ご理解とご了承をいただけますよう、お願
い申し上げます。

新しい価格リストは、当社ホームページより
ダウンロードしていただけます。新価格は、

６月16日から適用させていただきます。

もうひとつのお知らせですが、昨今世界中
で燃料費の値上がりなどにより、輸送料も
高騰しております。それに伴いまして、６月
１日付で、基本配送料18ドルを20ドルに変
更させていただきます。1,000ドル 未満の
オーダーは製品価格の14％、1,000ドル以
上のオーダーは製品価格の11％というのは
従来の輸送費のまま据え置きとなります。

会員の皆様の日ごろからのご愛顧に心より
感謝を申し上げます。引き続き妥協するこ
となく、最高品質の製品を皆様にお届けし
て参りますので、諸事情をご理解いただき
変わらぬご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

製品価格・配送料改定のお知らせ
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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

週刊メールマガジン「ナチュラル・ヘルス・ウイークリー」

●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.33
Winter  
2016

ポジティブ 
シンキングの 
チカラ

運動が、 
心に“変化”を 
もたらします

最新科学が示す 
脳の隠れたパワー

期間限定 
ホリディスペシャル!! 
健康向上プラスセットが$150

2016年冬号　定価¥250

NHN_201612_#33_161124press.indd   1

11/24/16   15:44
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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.34
Spring  
2017

離乳食から 
ホールフードを
子どもの脳を 
良くする方法

期間限定 
春の子どもの健康スペシャル 

「子供の健康必須プラスセット」

2017年春号　定価¥250

HEALTHY LIVING

解毒効果を上げる
５つの秘訣

NHN_201703_34_170216press.indd   1
2/16/17   13:12

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.35
Summer  

2017

解毒、ダイエット、 

そして健康のための 

ホールフード

放射能で 
DNAが変化すると 

起きること

期間限定 
「脳力アップセット」で 

夏をエネルギッシュに

2017年夏号　定価
¥250

HEALTHY LIVING

無性にチョコやチーズが 

食べたくなる理由

NHN_201706_35_170524press.indd   1

5/24/17   09:45
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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.37
Winter  
2017

免疫力を高める 
３つのステップ

緊急警告！ 
インフルエンザ 
ワクチンの正体

期間限定 
ホリディスペシャル!! 
健康向上プラスセットが$150

2017年冬号　定価¥250

HEALTHY LIVING

年末年始を楽しく 
健康に過ごすコツ

NHN_201712_#37_171124press.indd   1

2017/11/24   18:33
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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

NHN_201709_36_170824press.indd   1

8/24/17   14:23NATURAL
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.38
Spring  
2018

毒に 
囲まれている 子どもたち

解毒による 
自己免疫疾患からの 奇跡的な回復

期間限定 
春のデトックススペシャル!! 「ネオクレンズ」4本セット$180

2018年春号　定価¥250
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健康なお肌のために 摂りたい食べ物
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