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決して遅すぎることはありません
新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により、私たちは人生の周知の事実を再認
識することになりました。つまり年齢を重ねることで免疫システムも老化するという事

実です。歳をとればとるほど、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症による肺炎

のような免疫不全疾患を患うリスクが高くなります。その事実をたとえ認めたくはなく
ても、私たちは歳を重ねることで徐々にゆっくりとそして弱くなっていき、一般的に病気

を克服するためにはより長い時間が必要となるのです。しかしながら、年齢にかかわら
ず筋肉を動かせばより強い筋肉が育つように、免疫システムは強化することができる
のです。

ナチュラルヘルスニュース最新号では、身体の免疫システム強化について特集していま
す。決して遅すぎることはありません。身体は回復力があり、正しく扱えば驚くほどの

良い反応を示します。私たちは誰もが最善を尽くしますが、年齢にかかわらず人生を楽
しむためにできることが、まだ少しあるかもしれません。

私は昨年の夏、プールで孫たちとこの写真を撮りました。その日私たちは素晴らしい時

間を過ごしました。このような時間を楽しむために、私は出来る限り健康でいたいので
す。あなたが健康でいたい理由は何ですか。

このニュースレターから、より健康に過ごすための何らかの大きなヒントを得ていただ
ければと思います。

クレイグ・デイビス

クエストグループ社長
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免疫システムの基礎

ロバート・ギブソン
（脳神経科医／自然療法医師）

免疫システムは感染症やけが、病気から身

ことが、最も大切な免疫システムの機能に

体を守るために細胞を保護、修復、維持し

とって必須であり、最適な機能を保つ上で、

ます。その重要な機能を維持し、燃料を供

現在推奨されている量のビタミンを摂取す

給し、制御し、必要に応じてその活動を強

ることが必要なのです。

化するうえで栄養素が必要です。医学にお
ける非常に古い事実として、栄養失調、およ

私たちは常に病原体に取り囲まれています。

び一つ以上のビタミンもしくは必須ミネラ

それなのになぜ常に具合が悪くならないの

ルの欠乏が免疫機能の低下を招くことが挙

でしょうか。細菌とウイルスの存在は病気と

げられます。例えば、ビタミン C の欠乏によ

イコールではないのです。では、深刻な病

る壊血病のように、長期にわたる重度の欠

や体調不良の本当の原因は何なのでしょう

乏は致命的です。

か。ほとんどの微生物は害ではありません。
多くの微生物は私たちと共生関係にありま
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私たちの知るところでも、必要な栄養素の

す。しかし、病原体は日和見主義的でバラ

リストは常に増え続けています。最低でも

ンスが崩れると増殖します。身体が弱ると

一日当たりの摂取ビタミンの推奨量を摂る

増殖し、重い病気を発症するのです。病気

や深刻な疾病は不健康な選択と関連してい

は良い栄養に対し素早く反応します。今日

ることもあるのです。

から健康的な選択を行うことができるので

複雑な免疫防御システムは、私たちの周り

す。

や体内に常在する潜在的な病原微生物の
バランスをとります。また、細胞の損傷の修

ハーブ、抽出エキス、オイルと栄養素 －

復を手助けします。強力な免疫システムは、

ハーブ、抽出エキス、オイルには、免疫力を

環境汚染物質や食べ物に含まれる毒素を

高める栄養素と免疫を活性化させる役割を

除去し、炎症に対処し、皮膚や粘膜のよう

果たすものと、天然の抗菌力を持つものの

な物理的障壁が体内への侵入を阻止しま

２種類あります。同時に、複数の種類がク

す。次に、生化学的機序が素早く危険分子

ロスオーバーするケースもあります。また、

や過剰な状態を特定し破壊して、その脅威

例えば免疫作用を刺激するのに特に有効

を取り除きます。免疫細胞は、特定の抗原

な強力なハーブもあります。しかし、免疫力

を認識するとその抗体を形成し、将来的同

が低下した弱った宿主ではそのハーブに対

定、および中和を行います。

する反応も弱くなります。常に免疫システ
ムや脳、そして身体を優先的に強化するこ

しかし、栄養素がなければ、いかなる免疫

とが望ましいのです。このようにあらゆるハー

細胞や防御作用も働きません。つまり完璧

ブや抽出エキス、そしてオイルもより良い

に機能させるだけの十分な栄養素を有する

効果を保証する活発な反応を刺激すること

こと、でなければその免疫システムが欠乏

ができるのです。

に直接働きかけることで軽減させます。こ

免疫システムは全身の神経、臓器、組織、細

の事実が新型コロナウイルス感染症に関連

胞、そして生化学物質の複合体です。この

するニュースやほとんどの政府の対応にお

システムは外からの侵入者や損傷、毒素、

いて言及されることはまずありません。政

そして異常細胞を認識しなければなりませ

府やメディアは十分な栄養、運動、日光、戸

ん。ガン細胞や突然変異は日々対処されて

外での活動、睡眠を推奨します。さらにビ

います。ウイルスや細菌、寄生虫、かび、ア

タミンＣ、Ｄ、Ａ、Ｅ、亜鉛、プロバイオティ

レルゲン物質、損傷、そして毒素も同様です。

クス食品を勧めます。また、砂糖やジャンク

身体の健康な細胞からそれらを見分けるこ

フード、そしてストレスを少なくするよう提

とができるのです。

唱しています。しかし一旦大流行が起きて

自己免疫疾患は、外部からの侵入者ではな

しまえば、このことに関して何も触れられな

く、身体 が 機能不全をおこし、その 組織を

くなり、もう遅すぎると思うかもしれません

攻撃することで引き起こされます。自己免

が、決して遅すぎることはないのです。身体

疫反応は、身体に入る異質な化学物質や重
5

金属により、ほぼ常に引き起こされます。中

ステムは継続的に化学伝達物質や細胞、そ

毒はゆっくりと緩やかに進行し、年月をかけ

してタンパク質を生成しています。損傷や

て環境や仕事、食べ物に含まれる毒素、薬

外部からの侵入者に接触した場合には、そ

剤の過剰服用への曝露に繋がります。これ

れに応じて生成を大きく増加させます。

は決して最適な食事やストレス、有害物質

炎症は、通常の免疫反応の主な特徴です。

への曝露によるものではなく、むしろ遺伝

免疫細胞や化学伝達物質、さらに抗体が損

的要因をもつ人によく見られます。

傷部または感染部に集まると炎症が発生し

アレルギーは、ほとんどの人が耐性を持つ

ます。しかしながら慢性炎症は、身体のあ

環境に存在する物質に対して個別に免疫シ

る問題の治癒、または消散が不可能である

ステムが反応して引き起こされます。

ことを指し示します。それにより、組織の損

免疫反応は先天免疫と適応免疫の2つのカ

傷や慢性的な疾患が進行します。炎症は大

テゴリーに分類されます。

抵悪いこととみなされ、薬で抑えられます。

❶先 天免疫は、主に病原体への即時的かつ
非特異的反応にかかわっています。
❷適 応免疫（別名獲得免疫）は、最初 に 母
乳から、その後子供の時の社会生活を通

（もし生き延びるために緊急的な治療が必
要でなければ）身体自身が修復し、守るた
めに必要とする栄養素を与えることの方が
より良い治療となるものと思われます。

して作られます。私たちが新しい動物や
花粉、細菌などに接することで、病原体を
認識し、記憶する免疫細胞の生成を刺激

呼吸（酸化）バースト－ 免疫細胞は侵入
する微生物を取り込んで破壊し、さらに殺

します。適応免疫は特定の病原体に対し

滅させるのを手助けする活性酸素種（ROS）

て複合的かつ集中的に反応します。最初

の濃縮バーストを産出します。炎症と同様

の接触後、適応免疫反応が作られるのに

に呼吸バーストは、通常の免疫反応の一部

数日から数週間を要します。さらに、そこ

です。毒素および弱体化した宿主は、組織

に関与した免疫細胞はその接触を「記憶」

を損傷させる ROS に長期持続的 に曝露さ

し、次に同じ、もしくは類似する病原体に

れ、慢性的な疾患を引き起こします。抗酸

対して素早く反応します。一種類の細菌

化物質はこの活動のバランスをとるのに役

もしくはウイルスへの接触であっても、類

立ちます。

似する数千の病原体から守ることができ

物的・生化学的障壁－防御の第一線は、

るのです。

細菌やウイルス、かび、寄生虫、花粉、ほこ
り、有害化学物質 に対して物的・化学的障

免疫機能活性における重要な特徴

増殖は、免疫反応規模の拡大です。免疫シ
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壁を形成する身体の外部、および内部表面
（皮膚および粘膜）から構成されます。

例えば、鉄は上皮組織の分化と成長に必須

栄養が必要なのです。ここで私が述べる基

です。ビタミン Aと亜鉛は、皮膚と粘膜細胞

本的な免疫栄養素は必要とされる唯一のも

を構造的かつ機能的に完全なものにするう

のではありません。これはそのシステムを

えで極めて重要です。腸内システムは、ビタ

最適化させるうえで最も直接的に関与する

ミン D、A、B6、B12と葉酸によって維持され

というだけなのです。重要な順に示します。

ています。ビタミン C や Eといった食物性抗

これらは最も欠乏しがちなものであると同

酸化物質は、フリーラジカルによる損傷か

時に、摂取することで最も影響を与えるも

ら細胞膜を保護します。抗酸化物質は濃度

のでもあります。ビタミン C、D3、K2、A、E（セ

のバランスを保ち、損傷から細胞を保護し、

レン）、亜鉛、鉄、マグネシウム、カルシウム、

細胞シグナル伝達の維持に欠かせません。

銅、B6、B9、B12、オメガ3。これらは 可能

物理的障壁は、汗や唾液、粘液、胆汁、胃酸

な限り食べ物から摂ることが望ましいです。

といった体液を化学物質に対して十分な量

免疫反応のあらゆる段階において、これら

を生成します。さらにこれらの体液には、微

の微量栄養素の存在が必要なのです。

生物 の 増殖を抑制し破壊 する抗菌物質 や
酸、酵素が含まれています。ビタミン D は

免疫栄養 の 最適化 が 感染症 の 撃退よりも

気道内の抗菌生物ペプチドを刺激し、感染

ずっと大切なのです。ガンを抑制し、筋肉

症から肺を守ります。新型コロナウイルス

や骨を維持し、老化を遅らせるなどの働き

感染症や SARS のようなほとんどの肺感染

をします。身体のあらゆる組織や細胞を修

症を防ぎます。また消化管や腎臓内のたん

復、および維持するシステムで、これがなけ

ぱく質を刺激し、角膜上皮バリアを強化し

れば私たちは死んでしまいます。寿命が短

ます。

くなります。弱まれば生産性の低い生活に

消化管は、物理的・生化学的障壁となる上

なります。幸せ脳と組み合わされば、100年

皮細胞をもつ重要な防衛線です。免疫細胞

は強く健康でいられます。

や腸内細菌と協力して病原菌を撃退し、細
胞への直接の接触を制限します。多くの微

重要な免疫栄養素について学びたい場合

生物叢が病原菌を抑制、または殺滅するバ

は、それぞ れ の 栄養素 に 関 する記事を掲

クテリオシンのような多数の複合体を生成

載した 私 のブログ（➡ https://ameblo.jp/

します。ですから、納豆やキムチ、漬物を食

drgibson/）をご覧ください。

べ、プロバイオティクスサプリメントを摂り

ネオソース製品「ネオパック」
「 ネオガード

ましょう。

プラス」
「 ネオセルプラス」
「 でるサポート」

重要な免疫栄養素 － 総じて、強固な免

にはこれらの重要な栄養素が含まれていま

疫システムの形成には結局のところ健康と

す。
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「若々しさ」には、強さ、回復力、エネルギー、
楽観主義などが思い浮かびます。若い人た
ちの行動を見ていると、日々の活動の中に
これらの特徴を見ることができます。では、
何が私たちを変化させるのでしょうか。
体が加齢するにつれて老いを感じたり、そ
う言われたりします。しかし、老化が実際に
起こるのは、当たり前の事なのでしょうか。
70歳や80歳でマラソンをする人たち、90歳
でヨガを教えてダンスを踊る人たち、毎日
自分の村の近くの山を駆け上がる人たちに
ついては、どう説明がつくのでしょう。
「アンチエイジング」は、非常に多くの製品
やプログラムに対する専門的な響きを持つ
言葉です。私たちは皆そのような若さの泉、
健康状態や感じ方を逆転させるような魔法
を探しています。実際の問題は「老化を逆
行することができるか」ということです。そ

老化の逆行

の答えは「イエス」です。本当にできます。
実際に、より強く、より若く、より回復力があ
りエネルギッシュになることができます。よ

レビを見ていることと、煙草を吸っているこ

り強く、より回復力に富んでいれば、病気に

とが同じくらい体に悪い、ということを知っ

なったり、がんや心臓病を発症したり、自己

ていましたか ?

免疫不全状態になったりすることが起こり

体は動かすように作られています。心臓、脳、

にくくなります。

消化器官および体のすべての器官の動き

ここで、老化を逆行させ、免疫力を増強させ

に依存しています。強い骨と筋肉を持つに

ることができる5つの簡単な方法を紹介し

は、運動に時間をかける必要があります。

ます。

ジムに行く必要があるでしょうか。いいえ、

1
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体を動かす

体を動かすことが必要なだけです。ダンス、
ヨガ、ウォーキングまたはハイキングのよう

体は、動きが鈍くなったり、動かすのを止め

な動きのある活動を始めてみましょう。楽

たりすると老化します。ソファーに座ってテ

しむようにして、日常の事にします。2-3時

システムには、粘膜や健常な皮膚のような
防護壁を作るための水が必要なのです。
1日当たり少なくとも2リットルを体に取り込
み、水以外のすべての飲料を制限しましょう。

3 解毒する

体は、毒素に長期間晒されることで弱めら
れていきます。毒素は肝臓や脳のような重
要な器官の中に蓄積される可能性がありま
す。蓄積された毒素は体の動きを鈍らせ、
重要部位を破壊し始めます。毒素は病気の
99% の主要因です。これにより免疫システ
ムは損傷を受け、回復力が弱められます。

行と免疫力

解毒の方法はいくつかあります。汚染され
ていないものを食べ、薬物の摂取を止め、
Wi-Fi を遮断し、多くの緑黄色野菜を食べ、
「ネオパック」
「ネオクレンズ」
「ネオガード
プラス」を摂取し、十分な水を飲むことによっ
て、解毒を毎日することができます。
「でる

間ごとに短い散歩や階段の上り下りをする

もんね」のような腸内クレンジングを年に

ように、これを1日数回行うようにすると良

1回または2回行うことによって消化器系の

いでしょう。体を動かすことで年齢の若返り

解毒を行うことができます。
「ネオクレンズ」

だけでなく、免疫力の強化にもなります。

の使用による「90日解毒プログラム」によっ

2

水分の補給を忘れない

水は本当に不老不死の薬なのです。解毒を
するためにも必要なものです。また免疫シ

て深部細胞や重金属の洗浄を行うことがで
きます。老化に逆行するためには解毒する
必要があります。

須なのです。食物、化学物質、毒素などの

染されていない食物や
4 汚栄養補助食品を食べる

処理または除去に水が必要になります。皮

体 は90種類以上 の 必須栄養素を必要とし

膚の弾力性にも水が必要になります。免疫

ます。ジャンクフードを 食 べると、AGE と

ステムを含む、体内のどのシステムにも必

9

呼ばれる物質が作り出されることによって

ディアからもたらされる、沢山の情報が加

老化 が 進 みます。これらは 終末糖化産物

わります。さらに、脳は毎日 Wi-Fi や携帯電

（ ※ブ ログ 参照➡ https://www.questgrp.

話の基地局の電波などによってダメージを

net/jp/archives/4589）です。これらは文字

受けています。

通り細胞を老化させます。加工食品は必須
栄養素が欠けている上に、6,000種類以上

脳に対して以下のことをすべて行い、ポジ

の化学物質を含んでいます。摂取すれば、

ティブメンタルプログラミングだけでなく、

私たちの体の中に毒素環境が作られていき

脳をサポートする栄養素を加える必要があ

ます。

ります。
「ネオセルプラス」は脳をサポート
し、栄養を補給します。
「ネオセルプラス」は、

汚染されていないものを食べましょう。沢

日常の抗ストレス栄養補助食品です。毎日、

山の新鮮な果物や野菜を毎日食べましょう。

ポジティブプログラミングに重点的に取り

異なる色は異なる栄養素を意味するので、

組みましょう。

必ず沢山の色の食物を摂取するようにしま

そして実際に歩きましょう。すべての美しい

しょう。加工されていない、油で揚げてない、

ものに注意を向けましょう。子供たちと遊

パン粉がまぶされていない、汚染されてい

び、一緒に喜びを感じましょう。面白いもの

ないタンパク質源を食べましょう。食事で

を見て笑いましょう。ドクター・ギブソンと

すべての必須栄養素を摂取することは難し

渡邊千春さんは、ポジティブプログラミング

いので、栄養補助食品を忘れないようにし

についての素晴らしいオンラインセミナー

ます。

を開催しました（YouTube でご覧ください

「ネオパック」は吸収が容易な形態で、体が

➡ https://youtu.be/1jHUGyOzDLk）。 ポ

必要とするすべての必須栄養素を含んでい

ジティブであることによって回復力が強化

ます。これらの必須栄養素を摂取すること

されます。回復力が強化されると、免疫力

によって免疫システムが強化されます。そ

が増強されます。

してそ の 免疫システムを 維持 するた め に
「ネオガードプラス」も毎日摂りましょう。

5
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脳に注意を払う

クエストグループは、2001年の創業以来ア
ンチエイジングに重点的に取り組んで来ま
した。私達の製品は、皆様が老化に逆行し、

脳は毎日痛めつけられています。慢性のス

身体を強化し、優れた回復力を得られるよ

トレスが一番の脅威です。ストレスは脳の

うになるお手伝いをいたします。それにより、

健康に影響を及ぼします。また毒素によっ

すべての病気に対する免疫力が増強される

ても脳は毎日攻撃されています。そこにメ

のです。

■■■■■■■■■
オ

ン ラ イ ン

セ

ミ

ナ

ー

12 月18 日金午前10:00-11:00

「脳をより賢く、強く、幸せにする５つのステップ」
—2021年を最高の年にする秘訣—
今年もいよいよ師走。あな

するものでないことも多いのでは…？

たは来年の目標をもう設定

ドクター・ギブソンのオンラインセミナーを受

していますか？

講するとあなたの健康状態が長期的に改善

毎年、年 の 初 め に新しい目

する方法を学ぶことができます。

標を掲げても、どれくらいそ

2021年が、あなたとって最高の年になったら

の目標を達成するために行動を継続できてい

素晴らしいですよね？ より健康で、賢く、幸せ

るでしょうか？ また、掲げる新年の目標は、多

になれるとしたら？

くの場合、必ずしもあなたの健康状態を良く

— では、その最善の方法は？

それは脳を最善の状態にすることです。

健康で幸せな人生を送るには、
脳を健康にし、強化することが鍵なのです。
● より健康になりたい
● もっと幸せになりたい

● もっと賢くなって、
仕事や勉強ができるようになりたい
● 記憶力を改善したい

● ブレインフォグを減少させたい

● 記憶力を向上させたい

脳神経科医／自然療法医師であるドクター・

康にし、最高のパフォーマンスができるように

ギブソンは、今まで非常に多くの人々の脳の

しましょう。

状態を改善するよう導いてきました。

セミナー受講後、新年まで約2週間あります。

セミナーでは、ドクター・ギブソンがあなたの

今年のうちからしっかりと新しい習慣を実践し、

脳を最高のコンディションにする５つのステッ

新年を最高の状態で迎えましょう。

プを伝授します。

ライブセミナーを受講され た 方 は 直接ドク

あなたもセミナーに参加して、2021年を最高

ター・ギブソンに質問をしてアドバイスをもら

の年にしませんか？ 簡単で、誰でも実践でき

うことができます。お見逃しのないように！

る５つのステップを実践し、あなたの脳を健

web inar/
ww.questgr p.ne t/jp/smartb rain
受講 希望の方は今すぐご登 録を➡w
ドクター・ギブソンが開発した、
受講 者の中から抽選で１名様に、
します。
「ネオセルプラス」をプレゼントいた
脳への栄養補強サプリメント
とが 条件です
※抽 選時にライブ で受講しているこ
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Holiday Speci

免疫力を最強にアップ！「免疫力プラスセ
病 気を予防するにはどうしたらいいのでしょうか？
それには、免疫 力を高めることです。
活発な免疫システムを持つことは、
病 気を予防するだけでなく、若々しさを保つ鍵になります。

免疫システムは、毎日体内を攻撃するたくさんの侵入者から私たちの体を守る軍隊のような
ものです。その侵入者というのは、ウイルス、バクテリア、カビ、毒物、そして季節性の風邪や
インフルエンザなどです。
免疫システムには、活動を調整し、活性を高めるための必須栄養素が不可欠です。特に攻撃
を受けているときには、より多くの抗酸化物質を必要とします。
「ネオガードプラス」には最高
品質の抗酸化物質が含まれています。免疫システムが効果的に働くには、ビタミン Cと亜鉛
が必要です。
「ネオガードプラス」は、免疫システムに必須の栄養素が摂れる最高の抗酸化剤
です。
免疫物質のうち80％は腸内で作られるといわれています。
「でるサポート」には、10種類のプ
ロバイオティクス（善玉菌）が含まれて、これこそがその免疫物質の生産者です。また、質の良
いプロバイオティクスを摂ることで、食物の消化・吸収・分解もスムーズになります。免疫力を
強化させるには、豊富なプロバイオティクスを摂ることも大切なのです。
毒素が、私たちの免疫システムを継続的に攻撃することもあります。また、毒素は善玉菌を殺し、
体が必須栄養素を使うのを妨げてしまうこともあります。
「ネオクレンズ」は、細胞などから除
去した毒素と結合することで、排出を助けます。

12月1日～1月31日限定「免疫力プラスセット」

120 の特別価格でご提供いたします！

通常価格$158を$

12

ial Promotion

セット」登場！

「免疫力プラスセット」
番号：3030 価格：$120

クエストグループの製品は、一緒に摂取していただくと、相乗効果が出るようにデザインされ
ています。最高の健康状態を保つために、是非セットでのご購入をお勧めします。
この相乗効果によって、皆様の免疫力を最強にアップできるよう、
「ネオガードプラス」、
「で
るサポート」、
「ネオクレンズ」を含む、
「免疫力プラスセット」をご用意しました。このセットで、
皆様が必要な栄養素をしっかりと摂取していただけるようサポートします。抗酸化物質、亜
鉛やセレニウムなどの必須ミネラルをより多く摂取することで、ウイルス性の病気を予防する
ことができます。
蔓延しているウイルスにしっかりと対応して、皆様が効率的に免疫力アップをしていただける
よう、今回特別に38ドル割引でご提供させていただきます。

スセット」やその他 製品を
皆様の健 康維持のため「免疫力プラ
〈定 期購入システム〉。
毎月確実にお届けできる、便利な
します。
毎月ご指定日に製品を自動的に発送
らえるプランは？』
いの？』『毎月手間なしで 送っても
『定 期的に届けてくれるコースはな
しました。
〈定 期購入システム〉をご用意いた
得な
そんなご要望にお応えして便利でお
なく、商品 購入額の
グポイント」としてもらえるだけで
⃝商品購入額の10％が「ショッピン
になります。
％割引価 格でご購入いただけること
10％をディスカウント。つまり毎月10
発送日の3日前まで 変更 が可能
⃝毎月のご購入される商品は、指定
上の 継続をお願いいたします。
⃝なお、定期 購入システムは3ヶ月以
ww. que stgr p.ne t/jp/mo nthl y
EBショップをご覧ください ➡ http s://w
詳細は当社W
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「脳の健康プラスセット」 体 験 談

サプリメントを飲み始めたことで、
アマルガムに気づき、
除去治療が出来て、
体調も良いです。
（神奈川県

M.H様）

長年、良いサプリメントはないかと探していましたが中々巡り会えずにいま
したが、ドクターギブソンのブログに行きつき、クエストグループの
「脳の健
康プラスセット」を即、購入しました!!
飲み始めて直ぐの変化は、これまで以上に野菜を摂るようになり少食に
なって来ました。これまでに何度も実践して来た断食もはじめました。
一番ありがたいのは、サプリメントを飲んだおかげで、アマルガム治療され
た歯が見つかり、除去治療が出来たことなのです。
サプリメントを飲み始めて直ぐに、ジリジリと歯に焼ける様な痛みがはじま
りました。
「ン? 何だろう?」もしかして、ドクターギブソンが言っておられるアマルガム
が歯の中にあるの? と、感じました。
サプリメントを摂取したことで、悪いものを出したほうが良いという感じで、
しっかりと私の体に変化が現れたのです。そして、直ぐに歯科でアマルガ
ム除去治療を受けることが出来たのです。
口から摂る物の大切さとそれによって引き起こされる体の反応をまさに実
体験しました。反応による解毒の重要性やより良い物を摂る重要性を実感
しました。
この体験を元に私は、素晴らしいサプリメントに出会い安心した生活をし
ています。
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R AT E
C O R POU N C E M E NTS
AN N O

クエスト・グループからの

お知らせ

年末年始のお休みと配達について
年末年始は、日本サポートセンター、日本通

なお、FAXとクレジットカード以外のご注文

運、日本税関の業務がお休みとなり、平常

の受注処理、銀行振込の入金確認について

よりご注文から配達まで時間がかかります

は休暇明けの営業日から対応させていただ

ので、余裕を持ってお早めにご注文手続き

きます。

をお願いします。年末年始休暇12月29日㈫

12月がお誕生月の方へ

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

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 ?

す。この間はWEBショップ、FAXのご注文は

まだの方は、
ぜひこの機会に! なお、
12月が

受け付けておりますが、製品の発送は、1月

お誕生月の方は12月28日㈪までにご 注文

6日㈬からになります。

手続きとお振込の完了をお願いします。

年末年始の配達について
➊12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28日㈪までにお振込の完了をお願いします。

➋12月29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。

We Wish You a Merry Christmas & a Happy New Year
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。
2021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
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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

（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

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

フェイスブックページ

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。

Quest Group

1062 E 1150 N Pleasant Grove, UT 84062 USA
TEL: (801) 765-1301

FAX: (801) 877-4380
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