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Pay it Forward — ペイ・フォワード

メディアは、世界を危険で不親切な場所のように描写することが多いように思います。
それでも、私たちはみな、自分自身や愛する人たちのために、優しさ、思いやりと幸福を
望みます。では、私たちのような普通の人間が、どのようにしてこの世界にポジティブな
違いを作ることができるでしょうか？

ペイ・フォワード（恩を次の人に渡すこと）という言葉をお聞きになったことがあります
か？ ペイ・フォワードは、小さな親切から始まります。もしかしたら、それは笑顔だった
り、必要なときに見知らぬ人を助けることだったりすることかもしれません。私たちが、
他の人に、何か親切なことをしたり、笑顔で接したとき、その優しさを受けた人は、同じ
ことをしたい気持ちになり、次の人に回して行くのです。

誰かに何か良いことをしてもらったときに、私たちは、「ペイ・フォワード（恩送り）」をし
たくなるのです。このような連続的な影響は、何千人もの人に広がる可能性があります。

私は、お客様の体調が良くなり、生活が劇的に改善されたことを聞くと喜びで満たされ
ます。今号14頁にある D.S 様からの体験談を是非お読みください。自殺願望をお持ち
だった方が当社製品で心身の健康を取り戻し、生きていて良かったと思えるようになら
れたという体験談をいただき、心の底から嬉しく思いました。健康な選択をするために
お互い助け合うことや、互いに良い影響を持つことこそが、クエストグループが存在す
る意義であり、使命だからです。

あなたもご自分の健康の体験談をシェアして、恩を次の
人に渡していきましょう。健康が改善できた方法や製品
を、あなたの大切な人にお勧めして、その人がより健康
になるのをサポートして行きましょう！

皆様のすばらしい健康を祈って

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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皆様に人間の脳を再教育する秘訣をお教え
したいと思います。
この25年間、私は重い神経学的疾患者の
治療にあたる一方で、天才脳（スーパーブレ
イン）の分野についても研究してきました。
特別な脳機能を持つ人々に対する徹底した
考察です。天才は実は普通の人々の中にい
ます。私たちはそのことを日々目にしていて
も、実際に現実のものとして捉えていない
のです。
これは全て脳の基本的なケアから始まりま
す。本当に手に入れたいと思えば、驚くべき
成果が得られます。誰もがより賢く、より健
康な脳を得たいと思うでしょう。誰もまだ
寿命が残っている脳の機能を止めたくはな

いでしょう。そして、脳が体を100％機能さ
せることができないために、不健康になって
しまうことを願う人はいないでしょう。私は
皆様により元気に、爽快に、前向きになって
もらいたいのです。そして何よりも、スーパー
ブレインを手に入れて欲しいのです。

スーパーブレインを手に入れることが
意味するものとは？

患者の脳画像や脳内化学物質の臨床試験
を見ると、健康的でよく機能している脳がど
のようなものかがわかります。そしてそれは
美しいものなのです！ 人間の脳は無限に
複雑で素晴らしい生命の奇跡です。脳科学
はこの25年もの間、私たちにその多くを示し
てきてくれました。そして私たちは、脳のよ

「天才脳」
より賢く、より強く、より幸せになるために 

脳を再教育する簡単で強力な
６つのステップから始めましょう

ロバート・ギブソン 
（脳神経科医／自然療法医師）

スー パ ーブ レ イン
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り良いケアの方法について実に驚くべき発
見をしてきました。スーパーブレインとは、
生命のあらゆる側面を向上させる可能性を
意味するのです。

いつスタートするのが	
よいでしょうか？

私がこの記事を、新年でなく、今公開する理
由はなぜだと思いますか？ 「木を植えるの
に最も良い時期は30年前である。次に良い
のは今である。」という諺があります。12月
に公開したのは、皆様が今から計画・準備
すれば、新年を元気よくスタートさせること
ができるからです。
6つのステップを今日開始することで、あな
たの人生が今日から変わり始めます。1月に
は、もうすでにしっかりとこれらのステップ
が習慣づきます。人は1日で、あるいは1週間
でできることを過大に見積もることが多い
ものです。さらにもっと悪いことには、人は
1年、あるいは5年、さらには人生を通して
継続して努力し、達成できることをとても低
く見積もるのです。あなたは日々どのように
時間を使いますか？ あなたは自分の最も
価値のある財産をいかに使いますか？

6つのステップは、どのように	
健康状態を改善するのでしょうか？

毎日私のオフィスに慢性の症状を持った方
がいらっしゃいます。皆さんそれぞれ、特定
の症状を改善する具体的な方法を探してい
ます。しかし多くの人が、慢性の症状が脳の
健康状態に関連していることに気が付いて
いないのです。脳が健康であれば、慢性の

症状も改善するのです。脳細胞は最も手間
暇を必要とする細胞です。そして、脳に良い
ことは体の全ての細胞にとって良いものと
なるのです。ですから、脳に焦点をあてるこ
とが重要なのです。

人生のどの分野を改善することが	
できるのでしょうか？

脳を改善することで、確実に人生が変わり
ます。
•	より健康になれます
•	より賢くなれます
•	よりストレスを感じなくなります
•	より幸せになれます
脳はこれら全てだけでなく、それ以上のも
のをコントロールします。美しい脳を持つ人
は、より良い親であり、隣人であり、友人であ
り、市民なのです。その世界はより優しく、フ
レンドリーな場所となります。

何からスタートしたら	
よいでしょうか？

次頁で紹介する6つのステップを、1から順
に始めます。このステップを1週間単位で日
課に組み込んでください。このスケジュール
に従えば、たった6週間でスーパーブレイン
のための基本となる習慣が身に付きます。 
私が今からお伝えする、簡単で、しかも強力
なステップを実践すれば、あなたの脳はよ
り強く、賢く、幸せになります。
各ステップに真剣に取り組んでください。
多くの人が、毎日良いことをしなければなら
ないと知りながら、実際に毎日行う人はとて
も少ないのです。
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STEP1[ 第1週 ]  毎日水を飲む習慣をつける：
毎朝、コップ1杯（約250㎖）以上の水を飲み
ましょう。脳の機能と精神の鋭敏さは、脱
水により急激に低下します。水を必要とす
るあらゆる細胞を活性化させましょう。新
鮮な柑橘類の果汁、生のターメリック、生の
しょうが、少量のカイエンペッパーを朝の1
杯の水に加えてさらにパワフルにしましょ
う。1日を通して水を飲み、脳と体に常に水
分を補給しましょう。正午までに少なくとも
1ℓ飲みましょう。すると頻繁にお手洗いに
行くことになりますが、これは毒素や老廃
物がどんどん排出されている証拠です。

STEP2[ 第2週 ] ホールフーズ：せっかくたくさ
ん水を飲んでも、食事から毒素や老廃物を
摂り続けているとしたらどうでしょう？ ま
ず今日から、食品添加物を含む食品を1つ
食べないという簡単なことから始めてみて
ください。加工されたジャンクフードの代
わりに、純粋なホールフードを食事に取り
入れ、食事が一から作られたピュアなホー
ルフードになるまで一歩ずつ進めましょう。
化学調味料、遺伝子組み換え食品、人工着
色料、人工甘味料、キャノーラ油（菜種油）、
トランス脂肪酸を含む食品を一切摂らず、
本物の食べ物だけを食べましょう。人間が
100年前に食べていなかったものは、食べ
ない方がいいということです。事前に食事

の計画を立てておけば、いつ何を食べるべ
きか 分 かります。職 場 や家にヘル シーな
果実やナッツなどを用意しておくと良いで
しょう。

STEP3[ 第3週 ] 運動とストレッチ：ある研究
では、アルツハイマー病の患者が20分の運
動を行っただけで、認知機能が30％も良く
なったことが示されています。健康な人の
脳でも同じく運動が必要です。運動により
血流や栄養代謝が改善され、脳の中心部が
刺激されます。

STEP4[ 第4週 ] 脳を強化するサプリメント： 
脳は、未知の計り知れない可能性を秘めて
います。天才と呼ばれる人たちに、その能力
を垣間見ることができます。あなたが自分
の能力についてどう思っているかに関わら
ず、脳は秘めたる力が解放される時を待っ
ているのです—まるでエンジンがかかっ
て待機している車のように。たとえそのエ
ンジンの部品が100％動いていたとしても、
その最大限の可能性はまだ発揮されてい
ないのです。「ネオセルプラス」は、脳の必須
栄養素に加え、脳強化に適した配合により
細胞内の秘めたる力を解放します。怪我や
病気の患者には、脳の構造を修復する手助
けをします。また、健康な人にとっても、素
晴らしい効果をもたらしてくれます。あなた

スーパーブレインを手に入れるための 
6つのステップ
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は、強化された脳で何をしたいですか？

STEP5[ 第5週 ] 睡眠：睡眠中には、再生、修復
が行われます。ですから睡眠不足になると、
脳に修復不可能な障害が起こり始めます。
十分な睡眠は、最適な生産性に欠かせませ
ん。睡眠不足は、まず脳内化学物質のバラ
ンスを悪くします。そうすると、集中力、想
像力がより低下し、効率も悪くなります。長
期にわたって脳内化学物質のアンバランス
な状態が続くと、それは過剰なストレス、疾
病、仕事でのミス、そしてもっと悲惨な結果
をも招くことになります。睡眠は脳にとって
メリットがあるだけでなく、脳の正常な機能
を促します。「ネオセルプラス」は、深い回復
睡眠に有効な脳内化学物質を生成する要
となります。臨床的な睡眠問題は特定の治
療を必要とすることが多いですが、習慣が
原因による睡眠不足の場合は、その習慣を
変えてください。錆びたノコギリで木を切
るのと同じように、睡眠不足では本来持つ
実力を発揮できません。6-8時間の安眠を
確保するために、日々の習慣のスケジュー
ルを立ててみましょう。さらに、日中15-30
分の仮眠をとることで、疲れた脳を充電、リ
セットできます。有力企業のトップや世界の
リーダーたる人たちは1日を有効に活用する
ための“仮眠”を実践しているのです。

STEP6[ 第6週 ] ポジティブメンタルプログラ
ミング：ポジティブ・アファメーション（肯定
的承認）、もしくは気持ちが高揚する思考や

言葉で毎日をスタートさせましょう。話を聞
けばやる気がでるような人の話を聞いたり、
やる気がでるような考えや目標を書き出し
てみるのも良いでしょう。このアイディアは、
脳内を支配する思考を意識的に選び取ると
いうものです。あらゆる考えや感情は、脳や
体の何百万もの化学反応に匹敵するという
ことを覚えておいてください。その化学物
質は確実にあなたの健康や、幸せ、長寿に
影響を及ぼします。ポジティブメンタルプロ
グラミングについての詳細は、オンラインセ
ミナーをご覧ください。
➡http://questgrp.jp/2019dec/

この簡単で強力な6つのステップを正しく実
践することで、あなたの脳がより良く、強く、
幸せになり、より良い新年を迎えることが
できるでしょう。早速カレンダーに、これら
のステップを新しい年の日課として書き込
んでみましょう。
さあ、後回しにしないで今すぐ、スマートフォ
ンでも紙切れでもよいので書き込んでくだ
さい。それぞれのステップを真剣に計画し、
決意しましょう。あなたはやります。やれば
幸せになります！
誰もがまだ気付いていないすばらしい潜在
能力を秘めています。あなたのスーパーブレ
インの潜在能力を開花させましょう！

来年1月31日にドクター・ギブソンと渡邊千
春さんによる天才脳オンラインセミナーを
開催します。詳しくは次頁へ☞
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ドクター・ギブソンと渡邊千春さんの 
ジョイント・オンラインセミナー 

「脳を最高の状態にし、より賢く、強く、幸せになる方法」

2020年1月31日金午前10:00-11:00

ドクター・ギブソンは、 
25年にわたって、深刻な神経性疾患を持つ患者を治療してきました。 

その間に、天才脳（スーパーブレイン）についても研究を進めていました。

脳が最高の状態で機能している人間について 
徹底的に研究した結果、 

普通の人でもスーパーブレインを持てるという結論に至ったのです。

それには、まずは脳のケアの基本的なことを実践し、 
「スーパーブレインを得たい」と心底願い、実践することが重要です。

誰もが、賢くより健康な脳を持つことを望んでいます。 
脳が正常に機能しなくなったり、 

それが原因で不健康な人生を送りたくありません。

あなたは、強化された脳で何をしたいですか？

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪オ ン ラ イ ン セ ミ ナ ー の お 知 ら せ
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セミナーでは、リウマチ感謝！こと渡邊千春さんが、 
最高の脳を得られる方法を 

ドクター・ギブソンにインタビュー。 
ドクター・ギブソンが、 

より美しく、気分も良く、思考も明晰になる、 
脳を最高の状態にする方法をシェアします。

脳が最大限に機能すると、こんなことが起こります。
● より賢くなれる
● より幸せになれる
● 勉強や仕事をより効率良くできるようになる
● 記憶力が向上する
●  ブレインフォグ（思考が明瞭でなくなり、 

頭にもやがかかったような状態）の症状が減少する
● 活力いっぱいになれる

人数制限がありますので、受講希望の方は今すぐこちらからご登録ください。
➡www.questgrp.net/jp/superbrain/

受講者の中から抽選で１名様に、ドクター・ギブソンが開発した、 
脳への栄養補強サプリメント「ネオセルプラス」をプレゼントいたします。 

※抽選時にライブで受講していることが条件です

2020年1月31日金午前10:00-11:00

あなたもこのオンラインセミナーで、 
脳を最善の状態にして2020年を過ごしませんか？
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クエストグループとドクター・ギブソンは、 
メンバーの皆様やご家族が、自然療法でより健康になれる解決策を 

シェアさせていただくことが使命だと思っています。
定期的にドクター・ギブソンをはじめとする健康のエキスパートを招いて 

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。 
テーマは、脳を健康にし、免疫力を上げ、アンチエイジング、自然療法など 

多岐にわたります。なお、受講されたことがある方は、 
今後のセミナーのトピックでリクエストがあれば、ぜひお知らせください。

以下は過去に開催したオンラインセミナーで人気の高いものです

●「医師が教える、健康長寿７つの秘訣」—100歳以上で、介護なしで若々しく生きるには？
https://www.youtube.com/watch?v=Yp7scp57-Ls&feature=youtu.be

私たちは皆健康長寿になりたいと思ってい
ます。あなたがどのように年をとるかをコ
ントロールできます。知識を深め、体内時
計の進行を遅らせ、エネルギッシュに生き
ることができます。
●  どのような毒素が、脳にダメージを与え、

あなたを老化させるか？
●  老化のプロセスをコントロールする、全て

の細胞にある小さな体内時計「テロメア」
について

●  ほとんどの人が知らない、細胞時計の進
行を遅らせる酵素を活性化する方法

●  老化をコントロールするエピジェネティク
スについて

●１日数分でできる、若さを保ち、より健康
になれるトリック
●  DNA と老化の関係、染色体にスイッチを

入れて、より長生きできる方法
●  アンチエイジングのための食べ物とサプ

リメント
80歳以上になってもハイキングやダンスを
したり、孫たちと遊んだり、運動競技に出ら
れ、100歳過ぎても健康でイキイキ生活で
きる秘訣が満載です。

オンライン・ライブラリー
当社のオンラインセミナーで、あなたもさらに健康になれる方法を、ご自宅で学べます。 
健康状態を向上させ、病気を予防し、老化を逆行させ、幸せになる方法を学びましょう。 
過去のオンラインセミナーのビデオはこちらから。 ➡ www.questgrp.net/jp/seminar

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪他 に も た く さ ん ！ 無 料 オ ン ラ イ ン セ ミ ナ ー
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● 「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！」

https://www.youtube.com/watch?v=1jHUGyOzDLk&feature=youtu.be

ドクター・ギブソンと渡邊千春さんの２人
のエキスパートが、メンタルプログラミング
がどのように体全体の健康の鍵となるかに
ついてお話しくださいました。
●  神 経システムからのメッセージを変え、

細胞・マインドとのコミュニケーションを
変える方法

●  マインドが、どのように体をコントロール
するのか？

●  脳を鍛えて、より健康になる方法
●  メンタルプログラミングで、どのように 

加齢の仕方を変えるか？
●  テロメアを長くして、長生きする方法

●ドクター・ギブソン＆檜山知佐ジョイントオンラインセミナー	
「自然療法で自閉症を改善していく上で、親としてできること、心がけるとよい点」

https://www.youtube.com/watch?v=kClP6pCoNQw&feature=youtu.be

今まで多くの自閉 症、ADD（ 注 意 欠 陥 障
害）、アスペルガー症候群、学習障害など脳
の障害を持つ子どもや大 人の治療にあた
り、多くの患者たちの心身の状態向上を手
伝ってきたドクター・ギブソン。
今回は、実際に発達障害のお子さんを持つ
母親であり、カウンセラーでもある檜山知
佐さんがインタビューして、改善へのコツや
その他のアドバイスをいただきました。

お子さんが、自立し、活力を高め、行動を管
理できる方法を学びます。またお子さんが、
今のデジタル時代にゲームやインターネッ
トの中毒にならず、孤立せずに、家族や友
達とよい関係を保つことができるかについ
てもシェアします。
障害の有無にかかわらず、全ての子どもた
ちが脳力を高め、健康で最高の能力を発揮
する方法も学ぶことができます。

●ドクター・ギブソンによる「絶対に知っておきたい、認知症・アルツハイマー病の予防法」
https://www.youtube.com/watch?v=zSJJskAFiKg&feature=youtu.be

認知症や脳の神経変性疾患になる患者は
急激に増えており、環境的な要因が原因に
なっています。しかし、認知症やアルツハイ
マー病は予防することができるのです。ラ
イフスタイルを少し変えるだけで、これら
の病気になるリスクを劇的に減少すること
ができます。

ドクター・ギブソンが長年の経験に基づき、
以下をシェアします。
●  認知症・アルツハイマー病治療の素晴ら

しい効果
●  これらを未然に防ぐには？
●  最新の効果的な自然療法のステップ
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December 1 
 – January 31

年末年始は 
体調改善のチャンスです

「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、 
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。

12

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。「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。



December 1 
 – January 31

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

「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、 
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。
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皆様の健康維持のため「脳の必須栄養プラスセット」やその他製品を 

毎月確実にお届けできる、便利な〈継続購入システム〉。 

毎月ご指定日に製品を自動的に発送します。

『定期的に届けてくれるコースはないの？』『毎月手間なしで送ってもらえるプランは？』

そんなご要望にお応えして便利でお得な〈継続購入システム〉をご用意いたしました。

⃝ ショッピングポイントが1.5倍   さらに！ 6ヶ月継続ごとに５％の感謝ボーナスを加算 

お誕生日を登録されると、お誕生月のポイントは3倍の30％にもなります！！

⃝ 毎月のご購入される商品は、指定発送日の3日前まで変更が可能

⃝ 今月は「健康向上プラスセット」、翌月は「ネオガード」だけ、というようにご注文内容の 

変更は自在（変更のお申し出が無い場合は、前月と同じ商品がお手元に届きます）

詳細は当社WEBショップをご覧ください ➡ http://www.questgrp.jp/shop/autoship

12月1日～1月31日限定 「健康向上プラスセット」 

通常価格$170を$155の特別価格でご提供いたします！

健康向上プラスセット　 
番号：3087P   価格：$155



兄の紹介で飲み始め、�
今では心も体も軽く�
穏やかな気持ちになれました。�
� （D.S様  青森県  30代） 

私はストレスからなのか、1日に何度も死にたくなるような気持ちに陥ってい
ました。また眠れなくて眠れなくて、不眠も本当に辛かったです。病院では
統合失調症といわれ、薬も長い間たくさん（4種類）飲んでいました。

そんな時に、同じく統合失調症で苦しんでいた10代の甥が、クエストグルー
プの「ネオセルプラス」で、見違えるように元気になったのを、甥の父である、
私の兄から聞き、サプリメントを分けてもらいました。

良い感じがして、私も「ネオセルプラス」に加えて、「ネオパック」も開始しまし
た。お水も2リットルしっかり飲みました。すると数週間でどんどん元気にな
りました。

まず、とても良く眠れるようになりました。心も体も軽い感じがします。頭が
冴えて、感覚もさっぱりした感じがします。気持ちまでも穏やかになれました。
30キロ太ってしまっていたのも悩みでしたが、体重は数週間で６キロ減りまし
た。その後数週間でさらに2キロ、飲み始めてから1か月半くらいで合計8キ
ロ減りました。その後1か月半ほどたち、現在13キロ痩せて、本当に心も体も
軽いです。まだまだ減って元の体重に戻るかもしれません。

薬も少しずつやめられて、今では1種類だけになりました。そして何より、死に
たくなるような気持ちが全く無くなりましたのが本当に嬉しいです。

さらには、色々なことを前向きにとらえることができるようになり、今までは過
去は嫌なものでしかありませんでしたが、今となっては原動力とまで思えま
す。生きていて良かったと本当に思います。

これからは恩返しの意味でも、何かしらの形で、困っている人の一助になりた
いです。夢や目標を設定して生きていきたいと思います。クエストグループを
紹介してくれた兄や甥、家族に感謝しています。ありがとうございます。

「ネオセルプラス」「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

➊ 12月20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20日㈮までにお振込の完了をお願いします。
➋ 12月21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。

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28日㈯
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
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
6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27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。

2020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

We Wish You aMerry Christmas & a Happy New Year

15



Quest Group 1062 E 1150 N   Pleasant Grove, UT 84062 USA  

 TEL: (801) 765-1301    FAX: (801) 877-4380    E-mail: contactus@questgrp.net

© 2019 Quest Group   All Rights Reserved

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

〒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・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
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）


