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足取りを軽やかに
小さい頃は、大人に近づくのはとてもわくわくして、夢が広が
るように感じていました。しかし今、
「年を重ねる」という言葉
を聞くと、日々のうずきや痛み、活力の減退、病気に対する恐

れを思い起こしてしまいます。でも安心してください。加齢と
闘い、私たちに与える悪影響を減らす多くの方法があります。

私にとって毎日の運 動が加齢と闘う強 力な武器となっていま

す。運動で身も心も活き活きとして、笑顔になります。運動は
本当に気持ちがよいものです。ですが、運動を始める前はとて
もおっくうで、体がまるで昼寝をするように言っているかのよ

うなのです。このことと闘うために私は「ネオスプリング」を数
粒摂ります。すると運動を始めるのに必要な健 康的な高揚感
が感じられ、昼寝をその後に回すことができるのです。

正しく食べ、十分な睡眠をとり、感謝の気持ちを抱くために最
善 を尽くしましょう。そして加 齢と闘うために毎日の 運 動 に

チャレンジしましょう。軽やかな足取りのために「ネオスプリ

ング」をぜひお試しください。その他「ネオパック」、
「ネオガー
ド」、
「 ネオセルプラス」、
「 ネオクレンズ」も毎日の体のメンテナ
ンスと活力アップに非常に重要な

栄養素が豊富に含まれています。
皆様の健康と幸せを願って

クレイグ・デイビス

クエストグループ社長

＊ 
「ネオスプリング」のご使用について：
糖尿病、高血圧、緑内障、甲状腺の問題のある方、妊娠中、授乳中の方は使用前に医師にご相談ください。
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ガンを闘い、
予防するための
つの柱

3

4

ガンは恐ろしい言葉です。ガンの罹 患

食用色素や保存料、過剰な糖分、カフェイ

り有毒なものになればなるほど、私たち

ンクフードの食事は、あなたの体に栄養を

率は世界中で上昇しています。世界がよ

の体は健康を維持するためにより一層
懸命に闘わなければなりません。興味

深いことに、ガンとの闘いと同じ取り組
みにより、ガンを防ぐことも可能です。

ン、その他「ゼロ」カロリー食品を含むジャ
与えることはできませんし、与えてはいませ
ん。体は適切なビタミンやミネラルを補 給
しなければ、ガス欠の車のように活動を停
止します。

|||第1の柱― 食事

ホールフードダイエット（食材をまるごと食

ガンは人生での最大の闘いに相当します。

べる食事）は、必要な栄養を満たす最適な

困難を乗り切るためには出来る限り健康で

方法です。ホールフードは豊富なビタミン

いる必要があります。必要な運動をこなし、

やミネラル、植物性 栄養素を与えてくれま

感染や細菌に打ち勝ち、加齢による症状と

す。新鮮な食品、有機食品、サラダ、スムー

闘うため、体は適切な燃料を必要とします。

ジー、明るい色のものを摂りましょう。乳製

食事はガンの原因となる根を絶つ第1の柱

品、大豆、穀類、特定の農産物が未知のスト

なのです。

レス因子となりうることも忘れないでくだ
さい。白砂糖、精白小麦粉、白米、加工食品、

食事は健 康 や病 気と闘う力とは関 係ない

乳製品、大豆を避けましょう。

と言う人がいたら、たとえその人が医療の
専門家であっても、嘘つきと呼ばざるを得

ガンと闘ったり、予防したりするのに体が必

ません。世界保健機構（ＷＨＯ）はガンの約

要とする全ての栄養を現代の食品から摂る

40％が、食事が原因であるとしています。

ことはほぼ不可能ですから、栄養素をを補

あなたが口に入れるために選び取ったもの

う必要があります。私共の最高品質の製品

は、生と死の境界を意味するかもしれませ

であるネオソースシリーズのサプリメントに

ん。これが真実なのです。

より、容易に栄養を摂取できます。
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|||第2の柱― 感情の浄化

いこと」と定義しています。つまり、感情を

ネガティブな感情がガンの根本的な原因で

くなり、進行も早まるのです。

全て内に抑え込むことでますます具合が悪

あるというのは本当です。これを否定する
ような説はあまりにも多くありますが、どう

ストレスは伝統的な社会において、またそ

か先入観をもたないでください。

れにとって代わる社会においても炎症の主
な原因として知られています。そして炎症は

スタンフォード大学の精神科医であるデイ

あらゆる周知の病気の元凶であることが知

ビット・シュピーゲル博士は、乳がん患者に

られています。すなわち、ストレスはガンや

おける感情の影響について研究を始めた当

心臓発作、自己免疫疾患となってあなたの

初は懐疑的でした。しかし、術後10年の健

命を奪いうるのです。ストレスにあなたの

診で個別のカウンセリングを受けていた女

命をコントロールさせてはいけません。バ

性のほうが、受けていなかった女性よりも

ランスのとれた感情＝バランスのとれた生

2倍多く生存していることを知り衝撃を受

理システムとなります。

けました。ネガティブな感情を取り除くこと
で、生存率が顕著に上昇することをご理解

ドクター・ギブソンは健康におけるストレス

いただけると思います。

の危険 性について繰り返し伝えています。

また、別のイエール大学の研究では、“ 感情

YouTubeでご覧いただけるポジティブプロ

を抑圧された ” 女性はガンがより早く進行

グラミングのウェブセミナーをご視 聴いた

するとされています。そこで は「 抑圧され

だければ、ストレスを軽減し、脳がポジティ

た」という言葉を、
「強い絶望感や怒り、恐

ブな感情を感じるトレーニングの助けとな

れ、その他ネガティブな感情を表現できな

ることでしょう。

|||第3の柱― 解毒
現代社会には数えきれないほどのストレス
因子があり、その多くは人間、環境、そして
体に取り入れることを許してしまった食べ
物や製品です。初めの2つについてはすで
にお話してきました。ここではほとんどの
人が考えたこともない汚染物質についてお
話したいと思います。
汚染物質は、土や水、空気の中に含まれて
6

おり、それはつまり私たちが口にする食べ
物にも含まれていることを意味します。あ

|||生活の中の恐ろしい毒素

なたは、体に身に着けるもの、取り入れるも

化粧品やシャンプー、コンディショナー、防

の、そして取り巻く環境のほとんどをコント

虫剤、ペンキ、日用洗剤、洗濯洗剤またその

ロールすることができます。もし化 粧品や

他様々な製品を使用するたび、健康を害す

日用品、毎日使う洗剤に含まれる化学物質

る有害化学物質に自身をさらしていること

について耳にしたことがないのであれば、

になるのです。これらの恐ろしい毒素は、体

今すぐに調べるようお勧めます。重金属や

のシステムをただ通過するだけではありま

ヒ素に始まり、ホルムアルデヒドやパラベン

せん。

に至るまで、皆さんが日々購入する製品の

これらの化学物質の多くがとても危険なの

多くには、環境ホルモンや類似エストロゲ

は、体の中に蓄積されることなのです。あ

ン物質が多く含まれ、体の細胞まで完全に

らゆる組織における毒性値が少しずつ高く

有毒なものにします。

なっていくのです。

イリノイ大学公 衆 衛 生学 部労 働 衛 生環 境

クエストグループとドクター・ギブソンは、

医学 教 授サム・エプスタイン博士は『The

定期的な解毒をお勧めしています。ネオク

Politics of Cancer（ガンの政治学）』という

レンズにより体に蓄 積 された毒 素 が 取り

著書の中で、以下のように述べています。

除かれることが証明されており、デトックス

NCI（国立がん研究所）はガンによる
年 間 死 亡 率 は2000年まで に半 減 する
と見 込 んでいた。同機 関は現在、遅れ
ばせながらガンの罹 患率が急激に増加
していることを認めている。また空気や
水、食品、職場といった環境に浸透して
いる多岐にわたる化学、放射性発ガン
物質は考慮されていない。同機関は、食
物脂肪、特に農業用殺虫剤、PCB（ポリ
塩化ビフェニル）、エストロゲン
（規制さ
れていない動物飼料への過剰な成長促
進 剤の添 加物）に含まれる発ガン性汚
染物質を黙殺している

（解毒）プログラムの実証結果でご確認いた
だけます。

|||原因はコントロールできる
ガンの原因はコントロールできます。体は
毎日多くのストレスを受けています。粗悪な
栄養、高いレベルのストレス、化学物質によ
る汚染により、ストレス因子は体が対応でき
るぎりぎりのところを超えるのです。
これらの体への負荷を出来る限り多く取り
除くため、この3つの柱を実践するかどうか
はあなた次第です。それにより、健康を維
持し、ガンにならないために、体本来の力が
発揮されるのです。
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エピジェネティクスで
時計の針を戻しましょう
ロバート・ギブソン
（脳神経科医／自然療法医師）

“ 脳の老化対策 ” に関するメッセージが、とても速いスピードで広まっているのを知
り嬉しく思います。一人ひとりが遺伝子や健康全般に影響を与えることができると
いうことをただ知るだけで、驚くほど大きな効果を発揮します。健康で長生きしたい
人は、テロメアとエピジェネティクスについて理解する必要があります。テロメアは
私の最も好きな課題のひとつです。
高齢になってもマラソンを走ったり、登山をしたりと驚くようなことをしている人も
いれば、老人ホームで過ごす人も多くいます。その違いは何なのでしょうか。私たち
はみな、長生きしたいと思っています。しかし、単に長生きをするだけでなく、健康に
人生を全うすることを目標とするべきです。そうすると、年をとっても、活動的で、記
憶力を維持し、老後を楽しむことができます。今日はあなたの体内時計の進行を遅
くらせ、活力いっぱいに人生を生きるためのいくつかの秘訣をお知らせします。
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エピジェネティクスとは、DNA がどのよう

物質、および薬に敏感な器官です。こうした

にコントロールされているかという科学で

神経毒は、細胞の補修過程、および細胞分

す。DNA は、細胞を作る環境により、変化を

裂で新しい細胞を生み出す過程を阻害しま

もします。エピジェネティック制御は寿命を

す。分裂 後 の細胞には変 成が見られたり、

延ばす遺伝子を刺激することができます。

何らかの欠損が生じます。これがいわゆる

ここにいくつか重要なポイントを挙げます。

加齢というものです。同じことが体中の細
胞で起き、加齢の原因となります。脳では、

1

こうした毒素は認知過程や記憶を阻害しま

2

す。

3

薬による神経のダメージ
ほとんどの薬やワクチンは、強力な神経毒
を持っています。多くの薬の神経への副作

4

用はよくあることですが、それらは、薬への
反応としてではなく、新しい症状として治療
されることが多いのです。最近、アメリカで
は、抗生物質やワクチンなど常用されてい
る多くの薬による神経のダメージについて

5

強い警告が発 表されました。この問題は、
非常に深刻で、乳児に多くの化学物質を注
入することで、デリケートな脳の発 達にダ

6

メージを与えてしまうのです。子どもや大
人に同じワクチンを注入しても、ダメージ
が起こり、脳が完全に発達している時には、

7

違った形で影響を与えます。その結果、アル
ツハイマー病や 他の 神 経 変 性 疾 患などの
神経のダメージが起こるリスクを非常に高
めてしまいます。
最近のハーバード大学の研究では、
「 精神面

毒素を体内に入れる度に、私たちの細胞は

の悪化の最も共通している原因が医薬品で

ダメージを受け、DNA を変異させます。脳

ある」ということが判明しました。悲しいこ

は特に食物に含まれる毒、歯科関係の化学

とに、幼少時代に受けたワクチンに含まれ
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る水銀とアルミニウムは、脳内に80年、ある
いはそれ以上残ります。ですから、もし脳の

第1のステップ

加齢を逆行させたいと望んでいる人は、脳

DNA とテロメアを保護する、第1のステップ

の解毒が重要なのです。
「 ネオクレンズ」は

は、悪い習慣をやめることです。その最善

このような取り込まれた毒素を脳や肝臓か

の方法は、私、ドクター・ギブソンの必須プ

ら取り除くのに特化しています。

ロトコルをフォローすることです。詳しくは、

体に炎症を起すもの

すので、どうぞご覧ください。これは非常に

これらのあらゆる脳の老化をもたらす習慣

重要です ! 実践すると気分が向上し、あな

は炎症を引き起こします。炎症は、たいてい

たもその状態を心から喜ぶことができるで

の場合、悪い食生活とストレスホルモンが

しょう。

原因とされています。また、炎症が原因で
心臓病などの血管の問題が生じることがあ
ります。

第2ステップ
毒 素を避けましょう。クエストグループの

ですから、私は脳に変性症状がある可能性

「ネオクレンズ」は、毒素、重金属、放射能

がある患者の目を検査するのです。それは、

汚染を除去することが実証済みです。ドク

目の血管が充血し、不健康な状態だと、脳

ター・ギブソンのスーパーデトックスマニュ

のデリケートな血管もダメージを受けてい

アル、あるいは、
「ネオクレンズ」のホーム

て、炎症していることが多いからです。これ

ページで解毒についてもっと学んでいただ

は、脳梗塞や脳動脈瘤になるリスクがとて

くことができます。

も高くなるという意味でもあるのです。ここ
が大切です。

第3ステップ

体に炎症を起すものは、神経毒になるとい

運 動しましょう。毎日体を動かして、スト

う可能性もあります。たとえ、血中に含まれ

レッチをすること。脳の研究では20分の強

る量が少ないとしても・・・。

い運動で認知スコアを30%改善することが

1つの例としては、炭酸飲料やファストフー

できるとしています。

ドに含まれる精製された砂 糖があります。
私たちの体は、ヘルシーな炭水化物をエネ

第4ステップ

ルギーとして使います。しかし、あまりにも

体に必要な栄養素を補給しましょう。それ

たくさん摂取すると、腸内、動脈、心臓、肺、

には、高品質の栄養が必要です。
「 ネオセル

腎臓、すい臓、肝臓、目と脳に危険な炎症を

プラス」は脳に必要な栄養素が補給でき、

起す恐れがあります。
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私のブログ、フェイスブックに掲載していま

「ネオパック」は体に必要な基本的な栄養素

が補強できます。これらは毎日の摂取が必

れよ」というのがあります。その違いは、弟

要です。

子と師匠ほどの差があります。

第5ステップ

人は、毎日、1日を通してずっと考えている
ことが、上手になります。ですから、心配し

私は、状態に応じて長期間の断食を奇跡的

たり、恐れたりばかりしている人は、それが

なツールとして患者に使います。なぜなら、

上手になってしまいます。

断食を長期にすると5百万個もの幹細胞が

ぜひ、肯定的な思考を持って毎日を過ごし、

新しく体内にリリースされるからです。

幸せで、愛情いっぱいの人生を送ってくだ

第6ステップ
思考と感情をコントロールすること。日々目

さい。

脳に適切な栄養素

的を持って生きることです。ストレスを減ら

適切な栄養を与えると、ポジティブプログ

し、否定的な感情、発想を少なくする。毎朝

ラミングがで きる環 境を 作るのが簡単に

積極的に、感謝し、幸せを感じるようにする

なります。
「 ネオセルプラス」には、脳のエネ

ことです。

ルギー、関連性（神経細胞同士の接続状態

そういったプラス思考はあらゆるものを解

を良好にする）、全般のパフォーマンスをサ

き放つ鍵です。これらの健全な習慣を身に

ポートする成分が凝縮されています。脳の

つけ、隠れた自分の可能性を開花させる必

エネルギーを上げて、重要な神経細胞をサ

要があります。あなたの脳を肯定的な思考

ポートし、脳を活性酸素のダメージから守

や感情でいっぱいにしましょう。これは多

る、脳のパワーをアップさせるフォーミュラ

くの人が忘れがちなのですが、実は最も重

なのです。脳に適切な栄養素があると、脳

要なステップとなります。これを行うことで、

はより多くの幸せな化学物質を生成できる

その 他の 努力が実を 結ぶようになるので

ようになります。これにより、脳がより幸せ

す。肯定的な思考が、私たちの DNA の細胞

になり、プログラミングが簡単になります。

環境を作ります。そうすることで、エピジェ
ネティックを最高の状 態でコントロールす

最近の患者で、アルツハイマーの症状を劇

ることができるようになります。

的に改善した例があります。この患者は、
記 憶 が 低下したことにより63歳で 退 職 す

意図して反復することがポイントです。目的

るまで非常に成功していた獣医でした。10

と意識を持って反復しましょう。古い諺に、

年以 上前にアルツハイマー病と診断され、

「1万もの違ったパンチを学んだ者を恐れる

私が彼に会った時には8年間以上の記憶が

な。1種類のパンチを1万回練習した者を恐

すっかり失われ、心が閉ざされていました。
11

それからご夫婦は、テキサスからユタ州
セントジョージ市に引っ越しました。不運
にも彼の症状が急激に悪化し、介護施設
に入らなければならなくなったのです。さ
らにその後すぐに、彼の人間性もすっかり
変わってしまいました。怒り、悲しみ、混

ド

ク

タ

ー

・

ギ

3月

ブ

ソ

ン

来日セミナー
|

3月16日㈯ 3月17日㈰

乱し、イライラしていました。奥さんが40
年間連れ添った夫とは全く別人になって
しまったのです。身体面も、歩行器を使っ
てやっと歩けるような状 態でした。彼が
唯一理解できていたのは、自分の人生が
全くおかしくなってしまったということだ
けでした。彼はとってもみじめでした。し
かし私の治療により彼の心は徐々に目覚
め始めました。不断の努力と全ての指示
を厳守し、彼はたった1年で完全に回復し
たのです。25年患っていた震えもなくなり
ました。ブログでは彼の回復過程がビデ

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。健康に

なれる方法を、直接ドクター・ギブ

オでご覧になれます。

ソンから学ぶことができる絶好の

人々の健康状態を回復させ、生活の質を

なお、ドクター・ギブソンのセミ

改善するお手伝いができることは、私の
仕事の最高の報酬です。脳を若返らせる

チャンスです。

ナーは毎回好評ですぐに満席にな
ります。

この情報を共有し、人々の生活をより良
いものとするお手伝いをしましょう。

ドクター・ギブソンはポジティブプログラ
ミングに関するオンラインセミナーのシ
リーズを完成させたところです。YouTube
でご視聴いただけます。詳細については
こちらのオンラインセミナーをご覧くだ
さい。
➡http://www.questgrp.net/jp/seminar
12

各会 場 、
すので、
がありま
り
限
に
お席
方は
ご 希望の
を！
席の 確 保
今すぐお

3.16SAT

認知症とシニアが抱える
健康問題の改善・予防法
「ここには全ての解決法がある！」
越山雅代さん＆藤井佳朗氏とのジョイントセミナー

あなたは、健 康問題を年のせいにしていませんか？ 年のせいにする治療家たちは、自分
たちがそれらの改善方法を知らないからだけです！ 今回はアメリカの脳 神 経科・自然 療
法医ギブソン先生から「栄養と解毒療法」、歯科医の藤井先生は「歯と体を診る治療」、そ
して越山雅 代さんからは「様々な世界最 強の画 期 的なホリスティックのアプローチ」での
３本 柱 で の前 代 未 聞 の 講 演 会！ 世界で 活 躍 する３人の 健 康 のプロたちから、 画 期 的で
目から鱗の「解決策」を伝授します！
日時：3月16日
（土）13:00～17:00 ※受付開始：12：30
場所：アイワステーションビル9階 大阪府吹田市昭和町1-1 アイワステーションビル
JR吹田駅東改札より南出口出てすぐ
（セミナー終了後に懇親会も開催）
セミナーの詳細、申し込みは、☞ http://masayo.us/seminar/sp1903/

3.17SUN

つらい痛みとさようなら！ドクター・ギブソンの自然
治癒メソッドで慢性化した痛みから解放されよう♪

渡邊千春さんとのジョイントセミナー
慢性的に起こっている痛みは、体内でもっと危険な状態を引き起こして
います。長く続く慢性の痛みは、中枢神経にもダメージを与え、脳を萎縮させて正常な機能を妨
げるのです。結果、最初の痛みがさらに別の痛みや症状を引き起こすという悪循環をまねいて
しまいます。でも、ご安心ください！ ドクター・ギブソンが解決策をお持ちです。このセミナー
では、痛みがなぜ起こるのか？ なぜ慢性化してしまうのか？ その原因と対処法について、実際
の治療例を交えながら詳しくお話しします。長年たくさんの人々が病気を克服するのを助けて
いるエキスパートの夢の共演！痛みのせいで、人生を楽しむことができないことがあります。あ
なたも痛みを解消して、人生を謳歌しませんか？
日時：3月17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/316676
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。
13

March—April Spe
3月1日〜4月30日限定

「ネオクレンズ」4本セット通常価格$200が10%offの$180

春の「
さらに、

植物栄養素が
あなたの体をダメージから守る！
スーパーボタニックブレンド
さあ、
本当にナチュラルな方法でクレンジングしましょう
「ネオクレンズ」4本セット

番号：4045P 価格：$180

ど、
重金属や有害化学物質、

“今や、かつてないほ
そして放射性物質を体や脳から解毒する必要性と重要性がある
”
ロバート・ギブソン
（脳神経会/自然療法医師）

あなたは、ほとんどの自己免疫疾患が免疫

引き起こしているのです。これは多くの場

システムの損傷や弱体化の結果であること

合、身体のあらゆる部分に影響を及ぼす可

を知っていましたか？

能性がある、大きな神経障害の一部です。

実際、すべての病 気や疾 患の99％には共
通の原因があります ― 癌、糖尿病、自

現代は、有毒物質が溢れています。より健

閉症、心臓病、アルツハイマー病、甲状腺疾

康 になるためには、 体 内に 取り込 んでし

患、アレルギー、うつ病など ― そして、

まった重金属や放射性物質、その他の有害

それらを予防する科 学的方法はあるので

物 質を 体 内から除去することが不 可欠で

しょうか？

す。

ほとんどの病気の根本的な原因は、あなた

14

「ネオクレンズ」に含まれる植物栄養素ブレ

の 体の中に蓄 積した毒 素と化学 物質の過

ンドは、最初に細胞内の毒物を解毒します。

負荷です。毒素は、免疫システムの損傷や

そして、腸、腎臓、肝臓の解毒機能をサポー

弱体化を引き起こす、最も一般的な原因で

トし、毒物を体外に排泄するようデザイン

す。その結果、ほとんどの自己免疫疾患を

されています。

ecial Promotion

「ネオクレンズ」デトックススペシャル
ご購入者には90日間
「デトックス検査プログラム」キットが$150offの$600
１回目の血液検査は
「ネオクレンズ」を飲み始める前に。
２回目は
「ネオクレンズ」による解毒開始後30日目に。
３回目は90日の解毒が終了する際に行います。
検査についてのプライバシーは固く守られ、
検査結果は米国ユタ州のドクター・ギブソンのオフィスから
直接皆様へEメールにて送付されます。

ドクター・ギブソンは、
このデトックスを実践した方、全員に
効果があることを確信しています。
その目覚ましい結果を実際に目で見て、
体験してください。
90日間「デトックス検査プログラム」キット

番号：7950P 価格：$600

（価 格には、採取した血液をご自宅からアメリカへ送る費用、検査費用、
検査結果をご自宅に送るための費用が含まれます。）
※キットには「ネオクレンズ」は含まれません。

「ネオクレンズ」でデトックスを完了すること
で、体内の免疫システムを強化し、体の損傷

解毒の必要性・効果が目で見てわかる
デトックス検査プログラム

を修復することができます。

自分にどれだけの毒素が実際に蓄積され

「ネオクレンズ」は、特に日本の人々のために

ているのか、そんなご自身の体内毒素レベ

作られました。解毒は細胞レベルで行われ

ルを知りたいと思いませんか？

ます。その優れた解毒作用は、一般的な毒

ドクター・ギブソンの協力により、体内毒素

素や汚染の除去に役立つだけでなく、放射

レベルが簡単な血液検査でわかる「ネオク

性物質、水銀、アルミニウムなどのより深刻

レンズ・デトックス検査プログラム」を開発

な問題に直接働きかけます。

しました。

４本セットで90日間のデトックスを完了す

ご自分で簡単に採血ができる、３回分の血

ることは、体を浄化するためにとても重要

液検査キットで、体内の毒素の量や解毒の

です。デトックス完了後も、
「ネオクレンズ」

成果、そして栄養レベルまでもが、数値で知

を使って、日々体内に取り込んでしまう毒素

ることができます。

から体を守りましょう。
15

ネオガード／ネオバランス／ネオパック

体 験 談

サプリメントで
体の変化ばかりか、
心の変化も
たくさんありました！
 （40代 東京都 N.T様）
クエストグループのサプリメントを飲んで、体の変化とともに、心の変化が大きく
ありました。
まず
「ネオセルプラス」
「ネオクレ
、
ンズ」から開始して、
「ネオガード」
「ネオバラ
、
ン
ス」、
「ネオパック
（2日に1袋）」を飲みはじめました。日常的に交感 神経が高く
緊張感が強い方でしたが、それが落ち着いたように感じます。
途中から90日間の解毒プロトコルを開始し、そのまた途中からでるもんねプログ
ラムを開始しました。
今までは、体がだるく否定的な感 情が優位に立ってしまうことが多かったので
すが、体が楽になるにつれて肯定的になり、心が安定してくると同時に、両親へ
の感謝がわいてきたり、自分自身を認められるようになったりしました。
また、夫や息子には
「ネオセルプラス」と
「ネオクレンズ」を、夫にはさらに
「ネオ
パック」を飲んでもらいました。普段、夫は消極的でたまに神経質だなと感じる
場面があったのですが、飲んでからは、徐々に積極的に話したり、行動したりす
るようになり、神経質な場面を見ることがなくなりました。高校生の息子はダラ
ダラする様子が見られなくなり、勉強にも一層身が入っているように感じられま
す。解毒することそして、栄養が足りるということは凄いことだなと思いました。
また、10年以上お付き合いのあるメンタルトレーナーの方に久しぶりに連絡を
とったところ、考え方がすごくスッキリしたねと、とても驚かれました。クエスト
のサプリメントのことを話したら、それはいいものに出会ったねと言ってくれまし
た。
「ネオセルプラス」
「
、ネオクレンズ」で頭がスッキリしたことを実感していたの
で、そう言ってもらえて、とても嬉しかったです。栄養補強と解毒で本来の自分
に出会えるような感じがしています。これからが楽しみです。
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クエスト・グループからの

お知らせ

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

入の特別ギフトとして25ポイントを贈呈し

いに、ぜひご紹介ください。ご紹介いただ

ます。
（ ※ポイントは、お友達の初回購入の

いたお友達が商品をご購入されると……ご

翌月15日以降にご利用いただけます。）

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

25 25

本誌『ナチュラル・ヘルス・ニュース』の購読について
最 新の 健 康 情 報を得られる素晴らしい情

当 社 ホームペー ジ で 必 要 事 項 をご 登 録

報源とご好評いただいている本誌『ナチュ

いただくと、無料で『ナチュラル・ヘルス・

ラル・ヘルス・ニュース』は、年4回発行１部

ニュース』１年分（４部）をあなたの大切な

250円、年間1,000円でご購読いただけま

方にお届けいたします。

す。なお、クエストグループの会員の皆様は

●w ww.questgrp.jp/free

会員特典として無料購読いただけます。

または、

さらに当社からのプレゼントです。皆様の

電話：03-5915-0345

大切な方に、
『ナチュラル・ヘルス・ニュー

ジャパンサポートセンター

ス』の年間購読をプレゼントしませんか？

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

期間限定
ホリディスペシャル!!
脳の必須栄養プラスセットが$1
15

No.41
Winter
2018

休暇ストレスの
対処法

“断食”は
脳を強化する
力強いツール

HEALTHY LIVING

年末年始の
イベントや
パーティーで
食べ過ぎない方法

2018 年冬号 定価 ¥250

週刊メールマガジン「ナチュラル・ヘルス・ウイークリー」
本 誌の 他に、 当社では週刊メールマガジ

切な方にもこのメルマガ

ン「ナチュラル・ヘルス・ウイークリー」を配

をご紹介ください。
「 健康

信しています。メルマガでは、健康増進法、

というギ フト」を 一人で

もっと活力いっぱいになれる方法、気分が

も多くの方にシェアして

向上する方法などをお届けしています。

ください。まだ購読されていない方は、こ

メルマガはどうぞご自由にご家族やお友達

ちらからご登録ください。

に転送してください。あるいは、皆様の大

● www.questgrp.jp
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クエスト・グループからの

お知らせ

好評！ 無料オンラインセミナー
クエストグループとドクター・ギブソンは、

る健 康の専門家を招いて自然 療 法につい

メンバーの皆様やご家族が、自然療法でよ

てのオンラインセミナーを開催し、毎回大

り健康になれる解決策をシェアさせていた

好評です。テーマは、脳を健康にし、免疫力

だくことが使命だと思っています。

を上げ、アンチエイジング、自然療法など多

定期的にドクター・ギブソンをはじめとす

岐にわたります。

今後のセミナー予定

オンラインセミナーは、定 員 制です。ご 希望の方は今すぐ、クエストグル ープ W E B サイトから
あなたのお子さんを健康で幸せな子どもにする秘訣
2019年4月26日㈮ 10:00-11:00 & 22:00-23:00（午前と午後、２回開催）
「子どもに最善のことをしたい」というのが
どの親にも共通した願いではないでしょう
か？ 誰もが、自分の子どもが健康で幸せ
になって欲しいと願っています。
子どもの脳は、環境や食べ物が非常に大き
く影 響しています。子どもたちが健康で幸
せな人生を送るためには、彼らの脳が健康
である必要があります。
その方法をドクター・ギブソンがシェアし
ます。

① 栄養素が、どのように脳の機能に関係し
ているか？

② お子さんが最高の能力を発揮するのに、
どんな物を食べさせたらいいか？

③ 集中力を高めるため、血糖値を安定させ
る食べ物とは？

④ 脳の記 憶センターをリフレッシュさせ、
テストや試 験時に記憶力を30％上げる
には？
⑤ 毒素やジャンクフードによる脳のダメー
ジをどのように修復するか？

オンライン・ライブラリー

当社の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はこち
らからご覧いただけます。➡ www.questgrp.net/jp/seminar
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受講者の中から抽選でそれぞれ１名様に、
「ネオセルプラス」をプレゼントいたします。
なお、プレゼントの当選には、抽選時に実
際に受講していることが条件となります。

お申 込 みください。➡ www.questgrp.net/jp/seminar

（ Q Rコードはこちら）

うつ、心配症、パニック障害を自然療法で改善する方法
2019年6月14日㈮ 10:00-11:00 & 22:00-23:00（午前と午後、２回開催）
近年、うつ、心配症、パニック障害の症状を

できます。うつに悩む人は、自殺をしてしま

持っている人 が急増しています。ストレス

うこともあるからです。

がいっぱいの環 境で 生 活している私たち

ドクター・ギブソンは今までたくさんのう

は、よりパワフルに脳をサポートできるシス

つ、心配症などに悩んでいる患者を助けて

テムを学ぶ 必 要があります。なぜならば、

来ました。自殺未遂、引きこもりなどの症

これらの症状は、脳内の良い神経伝達物質

状も改善へと導いて来ました。たくさんの

と悪い神経伝達物質のバランスが悪くなる

患者が、脳の状態を改善することで、人生

ことで起こるからです。脳に良い神経 伝達

を向上させるのを助けています。薬で症状

物質を増やし、悪い神経 伝 達物質を軽減

が無くなったように見せかける治療ではな

する様々な方法があります。

く、自然療法で改善していきます。脳、体全

腸内環境が原因で悲しくなることがあると

体が回復し、自分が良くなるのです。

いうのを知っていましたか？

どんな病気や症状を持っている人にも希望

また人々が、否定的な脳の化学物質に中毒

はあります。幸せになって、人生を楽しみ、

状態になるというのを知っていましたか？

家 族や友 達と充 実した時 間を過ごすこと

このセミナーを受講することで、自分の症

ができるようになります。そして、あなただ

状を改善する方法を学ぶだけでなく、この

けでなく、あなたの大切な人もそのように

ような症状を持っている方を助けることが

なれるのを手伝うことができます。
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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

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