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日光の幸せ効果

太陽、それは明るく、地球を暖め、誰からも愛される存在です。またそれは、
日本の国旗のシンボルでもあります。ニホンともニッポンとも呼ばれる日本
は“日出る処（太陽が昇るところ）”という意味です。

そして太陽は、世界中で幸福の象徴です 。

では、一体なぜ太陽が、幸福のシンボルとなったのでしょう? 実は、日光には
脳に生理的な効果があるのです。人間の皮膚は日光を浴びるとビタミンＤを
生成します。適度な量のビタミンＤは多くの疾病を撃退し、またビタミンＤ
の欠乏は不安と鬱病を引き起こすと証明されています。

ビタミンＤサプリメントを摂取することは有効ですが、日光を浴びることとは
比べものになりません。日光に晒されたとき、皮膚におけるビタミンＤ生成
はとても急速に進みます。たった30分間の日光浴だけで、皮膚は500㎍のビ
タミンＤを生成します。それは200杯のミルクあるいは50個の普通のマルチ
ビタミン剤（１錠に10㎍のビタミンＤ含有量想定）を摂取するのに同等の量
なのです。

ですから、もっと日光に当たり幸せを感じてください。日光にあまり当たる 
ことができないなら、ビタミンＤのサプリメントを摂るように心がけてくだ
さい。ネオパックは10㎍のビタミンＤを含んでいますが、アメリカでは１日に 
50㎍までが安全とされています。ただ、日光がビタミンＤの最高の供給源 
だということを忘れないでください（でも、日焼けの
しすぎにはご注意ください）。

皆様の健康と幸福を願って。

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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どんなに栄養十分で健康的な食事を摂っ
ている方でも、解毒と断食をすると素晴ら
しい変化が起こります。私は過去にさま
ざまなクレンジング、食事療法、断食を患
者にしてもらいましたが、これからご紹介
する解毒方法で目を見張るほどの結果が
出たので、これ以外はする必要がなくなり
ました。

回復しないと思っていた体の問題も、この
方法により眠っていたあなたの幹細胞が
刺激され、器官の修復が始まります。

体がいったん重金属に汚染されると、その
後は全く触れなくても自己免疫疾患を引き
起こし、それが継続する可能性があります。
自己免疫疾患になると様々な症状が出る可
能性がありますが、症状が重い場合は、問
題を解決するために様々な対策を取る必要
があります。また、自己免疫疾患から回復し
たとしても、自己免疫反応によって引き起こ
された様々な障害は治さなければなりませ
ん。
自己免疫疾患、がん、糖尿病、自閉症、心臓
病、アルツハイマー病、甲状腺疾患、うつ病

毒素と 
自己免疫疾患
その根本的な原因

ロバート・ギブソン�
（脳神経科医／自然療法医師）
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など、すべての病気の99％には共通の原因
があります。ほとんどすべての病気の根本
的な原因は、体内に蓄積された毒素や化学
物質の過多にあります。毒素は、DNAを変
異させ、それを制御する部分にダメージを
与えます。そして毒素は、体に必要ないくつ
かの必須ミネラルの吸収を妨げてしまいま
す。ですから、解毒をすることが、より健康
になるための最初のステップになるのです。

私たちは、食べ物によって、毒素を体内に入
れているのです。食品製造業者は、製造過
程で失われた風味や味を補い、味をよくす
るために、香料、甘味料、脂肪分などの添加
物を人工的に加えている会社もあります。
多くの加工食品で、「ダイエット」「ライト（低
脂肪）」などと表示のあるものは、これらの
化学物質、特に人工甘味料などが大量に加
えられているのです。

化学物質を体内に入れる度に、細胞に異変
が起こります。インスタントラーメンを食べ
る度に、あなたのDNAは変性しているので
す。コーラも同じです。ファーストフードや
ジャンクフードを食べる度に、あなたの細
胞は損傷しているのです。ワクチンや薬も
同様。そして街で息を吸うだけでも、少しず
つ毒素が体内に侵入しています。
私たちの体は、ある程度のダメージを修復
することができます。しかし、毎回毒素に触
れる度に、あなたは自分の体を危険に晒し
ているのです。今日遺伝子を損傷すること

が、やがてはガンの原因になったりするの
です。変異した遺伝子は、数十年にもわた
り、休止状態を維持し、ある時、何らかのス
トレスにより急に活性化されることがある
のです。

食べ物は、あなたに栄養を与えるべきもの
で、毒を与えるものではあってはなりませ
ん。食品のラベルをしっかり読んで、全ての
成分がどんなものであるか理解できない場
合は、食べない方がいいでしょう。

それぞれの毒素は個々に私たちにダメージ
を与えます。より多くの化学物質が体内に
侵入することで体のダメージが加速します。
アスパルテームなどのいくつかの毒素は体
内により長く残ります。ダイエット飲料など
を飲む度にそれらがどんどん体内に蓄積
され、数年後には非常に大量に蓄積されま
す。いったんある一定の量を超えると、それ
以下のレベルではなかった症状が突然現
れることがあります。これにより、それまで
は目立った症状が出なかったために、新た
な症状がダイエット飲料とは無関係である
かのような誤解を与える可能性があるので
す。

アルミニウムについても同様です。アルミニ
ウムは、体内で分解することができません。
体外に排泄されにくい物質のため、長い年
月をかけて蓄積されたものが、脳障害を引
き起こすのです。アルミニウムの毒素によ

5



る一般的な病気は、自閉症、認知症、パーキ
ンソン病、アルツハイマー病などです。

2種類以上の毒素が混ざると、細胞レベル
でより複雑な影響がでます。その影響は、
通常単体で起こるよりもより危険な状態に
なります。単体でも非常に危険なのですが、
複数が合わさると非常に危険な状態になり
ます。
私たちの体は、有害な物質をフィルター、排
除する仕組みを持っています。しかし、ある
重金属は簡単に除去できません。特に、ア
ルミニウムと水銀などが、直接血液に入って
しまうと、フィルターが働かないので、中々
除去できなくなります。その他、多くの医薬
品や食品添加物にも、血中に入る重金属が
含まれています。一度血液中に入った重金
属は、血液脳関門という脳を守る強力なバ
リアすら通過するようになります。脳内で
重金属は隔離され、閉じ込められてしまい、
人間の自然な防御機能が重金属を除去す
ることがほぼ不可能になります。完全に不
自然な方法で侵入したため、体はそれに対
応できるようにはできていません。そのた
め、脳細胞の機能を常に変化させることに
なります。

毒素は、あらゆる範囲とレベルで脳と身体
にダメージを与えます。私たちの生活のあ
らゆる側面が、良いことも悪いことも、それ
ぞれの出来事、食べ物、薬などが、私たちの
健康と人生の結果を変える力を持っていま

す。目隠しをして投げられたダーツのよう
なもので、毒素が当たったところはダメージ
を受けます。同じ毒素でも、まったく異なる
病気を引き起こすのです。ワクチンによる
ダメージが子供にまで及ぶのはこのためで
す。また、発達段階に応じて被害の内容も
変わります。そのため、同じ神経毒にさらさ
れても、大人の被害は大きく異なります。
そして、毒素に繰り返しさらされることで、
この騒乱は続きます。新しい毒素を浴びる
たびに、さらに悪化していきます。
目隠しをして乱暴に投げられた毒素とい
うダーツは体のさまざまな部分に当たった
り、組み合わさってより大きなダメージを与
えたりします。まず、自分を危険から遠ざけ
ましょう。毒物を避けましょう。

重金属、栄養素、放射性物質などの量を分
析できる血液のサンプルキットがあります。
その結果、毒素が細胞内に閉じ込められる
ことを私は何度も実証しました。「ネオクレ
ンズ」と私のスーパーデトックスのプロトコ
ルを実践することで、それらの毒素を有効
に除去できるということも実証済みです。
重金属がかなり多くて、必須栄養素がかな
り少ない人の場合でも、「ネオクレンズ」を
使用した90日間のデトックスプログラムで、
毒素が除去されたので、栄養素を吸収でき
るようになり、いろいろな健康障害を克服
できました。

皆さんもご存知のように、毒素は本当に私
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たちの健康を害します。しかしそのことに
気づいていない人も多いのです。どうして慢
性の病気にかかっているのか、その理由に
気づいていないのです。ですから、私は今ま
で学んだことを元に、「ネオクレンズ」を開発
しました。「ネオクレンズ」は、オーガニック
でナチュラルな成分ですが、自然にキレート
ができ、解毒作用のある成分も含まれてい
ます。
「ネオクレンズ」は、体内に蓄積された、水
銀、鉛、アルミニウム、放射性物質など環境
による重金属を自然に解毒するのを促し
ます。「ネオクレンズ」の威力は、たくさんの
人々のケーススタディーによる臨床データ
で実証済みです。この結果は、私のブログや
「ネオクレンズ」のホームページでご覧いた
だくことができます。
（ブログ ➡ http://ameblo.jp/drgibson/）

毒物の中には避けられないものもありま
す。ワクチン、抗生物質、その他の薬などを
摂取し、それらが腸内の善玉菌を殺してし
まった場合は、オーガニックのホールフード
の食べ物を食べたとしても、あまり効果が
ない場合があります。多種多様な毒素が体
内に蓄積し、脳、肝臓、腎臓、その他の免疫
システムに負担がかかります。それにより、
老化し、DNAが異変を起こし、病気がちに
なり、楽しい人生を送ることができなくなり
ます。
基本の概念を理解できると、答えはとって
もシンプルです。人間の体というのは、陸、

海からの自然の植物や動物などからの、
様々な素晴らしい栄養素を活用するようデ
ザインされているのですから。
次のようなことを実践してみてください。
❶�人工的に作られたもの、遺伝子組み換え
などがされているものを生活の中から全
て除去しましょう
❷�環境による毒素、放射性物質などを極力
避けましょう

❸�避けられない毒素や放射性物質に対処
するために、「ネオクレンズ」を摂取し、ブ
ロッコリーなどの、体を守り毒素を除去
する野菜を食べましょう

❹�出来合いのものや冷凍のものでなく、食
事をはじめから作り、食材はオーガニック
のホールフードを使用して、キムチや漬物
などの腸内を健康にする発酵食品を食
べましょう

❺�体内に溜まった毒素を取り除くために90
日の解毒プログラムを実行しましょう

❻�４日間の長期断食で、一度体を危機的状
況に追い込むことで、修復する幹細胞の
放出を促します。（詳しくはブログの「脳の
健康のための断食」の記事をご覧くださ
い）

もっと詳しく知りたい方は次のページで紹
介している、私と渡邊千春さんの、自己免疫
疾患と毒素のオンラインセミナーにご参加
ください。
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毎回大好評！！ 
ドクター・ギブソン 

＆ 
渡邊千春さん 

ジョイントセミナー

自己免疫疾患がある• 慢性の痛みがある•常に疲労感がある• 気分が優れない
そんな症状に悩まされている人が、たくさんいます。

また自己免疫疾患を患っている人は、過去数十年間に３倍にもなっています。

オ ン ラ イ ン セ ミ ナ ー

では、これらの症状の本当の原因は何
でしょうか？ なぜ、たくさんの人がこ
れらの複雑な病気にかかってしまうの
でしょうか？

自己免疫疾患があると、脳が正常に機
能せず、体も不調になっていきます。
自己免疫疾患の症状は、中枢神経シス
テムの変性の原因になります。脳のス
キャンイメージでも自己免疫疾患があ
る患者は、脳のたんぱく質が少なく、
脳の機能にも減少が見られます。

ドクター・ギブソンと渡邊千春さんが、
食べ物や環境に含まれる毒素がどの
ように自己免疫疾患を引き起こし、脳
にダメージを与えるかをお伝えします。

お二人は長年にわたり、これらの症状
がある方を改善に導いてきたエキス
パートです。セミナーでは、どのように
より良い健康状態を得られるかを学
ぶことができます。また、これらの慢
性の症状をどのように克服するかの
具体的なステップを伝授します。

オンラインセミナーの受講には事前登録が必要です。�
お申し込みこちらから ➡ w w w.questgrp.net/jp/webinar082021　　

参加者の中から、抽選で１名様に「ネオクレンズ」を１本プレゼントさせていただきます。
なお、抽選時にセミナーにライブで参加されていることが条件です。

「自己免疫疾患：身体に溜まった毒を出し切れば�
症状は改善する！」

8月6日㈮ 10:00–11:00AM

腸内環境をきれいにしよう！
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腸内環境をきれいにしよう！
手軽にできる新・大腸デトックスプログラム「腸の健康セット」のご紹介

腸は免疫システムの要。�
消化器官は、体内の中で、あまり重要視されていないシステムのひとつです。�
しかし、腸は食べ物から栄養を吸収し、その栄養を体中に届ける働きを持つ�

大切な器官です。消化系酵素や酸、ホルモン、バクテリアを作り、�
それらの成分が協力し合って、食べ物を細かくし、�

栄養素として体が吸収しやすい形に変えてくれているのです。

「でるサポート」と 
「でるミックス」が 

セットでお得！

単品で購入するより
$15お得!

3セット購入なら$6
0OFF!!
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あなたの体全体の健康は腸に大きく依存し
ています。体が不健康であれば、もちろん
腸も不健康ですし、腸が不健康なら体も不
健康になってしまうのです。腸が体全体の
免疫システムをコントロールしていると言っ
ても過言ではないでしょう。事実、慢性的
な疾患は、腸の健康が大いに関わっている
と言われています。

腸管神経系は第２の脳

腸（内臓）は、第２の脳と呼ばれるほどに、
私たちが思っている以上に、いろいろなこ
とを察知しているのです。消化器官の内
部には、「腸管神経系」と呼ばれる、1億以
上のニューロン（神経細胞）があり、その
数は脳と同じ！�「腸管神経系」は、スムー
ズな消化を促しつつ、体全体のさまざま
な機能に影響を与えているのです。

善玉菌と悪玉菌

腸内には数兆に及ぶバクテリアなどの細菌
が住んでいます。一説には私たちの細胞数
の10倍以上の細菌が体内にいると言われ
ています。
腸内フローラ（細菌などの微生物）には良い
もの（善玉菌）と悪いもの（悪玉菌）がありま
す。そして残念なことに悪玉菌を避けるこ
とはできません。悪玉菌は私たちの身近に
ある空気や水、食べ物など、すべてのものに
含まれているのです。一方、善玉菌は、健康
的な食生活を送る限り、体内で自然に生ま
れてきます。

体内では、悪玉菌を抑えるために、少なくと
も善玉菌が85％以上のバランスを保つ必要
があります。
善玉菌が不足し、悪玉菌が15％以上になる
と、腸や大腸にダメージが出てきます。悪玉
菌の暴走により、風邪やインフルエンザな
どの病気にかかりやすくなってしまいます。
しかも、食事からの栄養素も吸収しにくくな
ります。その結果、免疫システムも弱まって、
体全体の健康が害されていくのです。

善玉菌が減る理由

善玉菌は、実にたくさんの物質によって殺
されてしまいます。なかでも問題なのが、塩
素とフッ化ナトリウム。この２つの物質は水
道水に含まれる成分です。
そのほかにも抗生物質や抗菌石鹸、環境汚
染、お酒、経口避妊薬などの薬、さらにはス
トレスが善玉菌と腸の細胞を傷つけてしま
います。
これらの物質やストレスを減らすことはもち
ろん可能ですが、100%取り除くことはでき
ません。だからこそ、善玉菌を「育てる」こと
が大切なのです。

その方法は—
●発酵食品を含む健康的な食生活にする
●�どうしても必要な場合以外は、抗生物質
を使用しない

● �濾過された水を飲む
●�ストレスを上手に管理する
●�「でるサポート」を毎日摂取する
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善玉菌をサポート

腸内フローラの健康的なバランスを取り戻
す最初のステップは、お菓子などの甘い食
べ物をやめること！�砂糖や加工食品をや
めることで、善玉菌が強化され、健康に害を
及ぼす悪いバクテリアに対する抵抗力を取
り戻します。
でも油断は禁物。そのような健康的な食事
に切り替えても、先ほど挙げた色々な問題
が複合的に作用することで、腸内の善玉菌
が弱ってしまうことがあるのです。
「でるサポート」は腸内の善玉菌をサポート
します。毎日の最優先事項として、「でるサ
ポート」を摂りましょう。免疫システムを強
化していくことは、減量への大切なステップ
にもなります。

とても大事な食物繊維

現代の食生活では、ほとんどの人は、消化
器系の健康を維持するために十分な量の
食物繊維を摂取できていません。
食物繊維の摂取量が少ないと、さまざまな
健康上の問題を引き起こす可能性がありま
す。食物繊維の推奨摂取量は、1日あたり
20〜27gですが、日本の成人の1日あたりの
平均摂取量は14.2gに留まっているとの報
告もあります。
毎日、食物繊維たっぷりの食事をすること
で便秘が改善されるのはもちろん、体重管
理も容易になり、さらには心臓病やガン、糖
尿病、胆石、腎結石も防げるようになってい
きます。

豆やベリー、発芽穀物、ブロッコリー、緑黄
色野菜、ビーツ、ケール、ホウレンソウ、カブ
の葉などには、食物繊維がたくさん含まれ
ています。
でも、毎日の食事だけで、必要十分な食物
繊維を取るのがなかなか難しい人もいるで
しょう。
「でるミックス」には、１日あたりの摂取量
を満たす食物繊維が含まれており、腸内に
残った宿便などもきれいに出してくれます。
古い便は、体が排出しなければならない�
毒素をたくさん含んでいます。腸内の古い
便が排出されれば、肝臓やその他の臓器に
溜まった毒素を排出するための準備が整い
ます。これが、完全なデトックスの第一歩で
す。

あなたの消化器官をきれいにしながら、大
切にいたわると、健康状態が大いに好転し
ます。それによって、より早く減量もできる
ようになり、あなたは生涯、目標体重を維
持することができます。そして、活力がみな
ぎり、肌もイキイキ、嬉しいことづくめです
よね。

腸の健康セット� 商品番号：3040���価格：$85
腸の健康セット×3� 商品番号：3340���価格：$240
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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

“今や、かつてないほど、重金属や有害化学物質、�
� 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（脳神経科医/自然療法医師）
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あなたは、ほとんどの自己免疫疾患が免
疫システムの損傷や弱体化の結果である
ことを知っていましたか？ これはしばし
ば、身体のあらゆる部分に影響を及ぼす、
大きな神経障害の現れです。
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
閉症、心臓病、アルツハイマー病、甲状腺
疾患、アレルギー、うつ病など�―�そし
て、それらを予防する科学的方法はある
のでしょうか？
ほとんどの病気の根本的な原因は、あな
たの体の中に蓄積した毒素と化学物質の
過負荷です。毒素は、免疫システムの損傷

や弱体化を引き起こす、最も一般的な原
因です。その結果、ほとんどの自己免疫疾
患を引き起こしているのです。
現代は、有毒物質が溢れています。より健
康になるためには、体内に取り込んでし
まった重金属や放射性物質、その他の有
害物質を体内から除去することが不可欠
です。

「ネオクレンズ」に含まれる植物栄養素ブ
レンドは、最初に細胞内の毒物を解毒し
ます。そして、腸、腎臓、肝臓の解毒機能を
サポートし、毒物を体外に排泄するようデ
ザインされています。

夏に向けて、「ネオクレンズ」で解毒して スッキリボディーを手に入れましょう！



「ネオクレンズ」4本セット　商品番号：4045P���価格：$185

製品の詳細とご購入は、こちらからどうぞ。 www.questgrp.jp /
サポートセンターにて、お電話やファックスでのご注文も承ります。

フリーダイアル： 0120-676-601 ファックス番号： 03-5915-2661

6月1日～7月31日限定スペシャル価格
通常$205のところ、期間中$185（$20もお得）でお求めいただけます。
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「ネオクレンズ」でデトックスをすること
で、体内の免疫システムを強化し、体の損
傷を修復することができます。
「ネオクレンズ」は、特に日本の人々のため
に作られました。解毒は細胞レベルで行
われます。その優れた解毒作用は、一般
的な毒素や汚染の除去に役立つだけでな

く、放射性物質、水銀、アルミニウムなどの
より深刻な問題に直接働きかけます。
４本セットで90日間のデトックスを完了す
ることは、体を浄化するためにとても重要
です。デトックス完了後も、「ネオクレンズ」
を使って、日々体内に取り込んでしまう毒
素から体を守りましょう。

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。

夏に向けて、「ネオクレンズ」で解毒して スッキリボディーを手に入れましょう！

JUNE—JULY SPECIAL PROMOTION



クエスト・グループからの お知らせCORPORATE 

ANNOUNCEMENTS

薬に頼らずに栄養補強や自然療法を活用して�
より健康で幸せになるためのヒントやアドバイスが満載

……などなど、健康に関するアドバイスを必要としている方は、ぜひお集まりください。�
皆様のご参加とご質問をお待ちしています♪��

ドクター・ギブソンと渡邊千春さんが生ライブで、皆様からの質問にお答えくださいます。�
録画はありませんので、当日ライブでご参加ください！

開催日程：6月18日、�7月16日、�8月20日　午前10:00〜11:00
場所：オンライン（ウェビナージャム）
参加お申し込みはこちら ➡ www.questgrp.net/jp/productsupport

なお、ドクター・ギブソンと渡邊千春さんへの質問内容は、事前にEメールでこちらまで
（contactus@questgrp.net）お送りください。いつもたくさんの質問をお寄せいただきます
ので、質問をいただいた順にご回答いたします。

クエスト製品を愛用されている方もそうでない方も、�
どなたでもご参加いただけますので、ぜひお友達もお誘いのうえお気軽にご参加ください。

ドクター・ギブソン＆渡邊千春さんによる 
「最強の自然治癒メソッド★無料オンライン・フォロー会」開催！
クエストグループでは、皆様のさらなる�
健康サポートのために、毎月１回、参加費
無料のオンラインフォロー会を開催してい
ます。アメリカ医学会の革命児ドクター・�

ギブソンと難病改善アドバイザーの渡邊�
千春さんをお招きし、皆様から寄せられた
ご質問になんでもお答えいただけるという
大変スペシャルなイベントです。

●今、なんらかの病気や症状でお困りの方
●より健康に美しくなりたい方
●できるだけ薬に頼りたくない方

●自然療法での改善を目指している方
●自分にあった栄養補強ついて知りたい方
●自然治癒メソッド学びたい方
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本誌『ナチュラル・ヘルス・ニュース』の購読について

価格改定のお知らせ

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.50
Spring  
2021

姿勢と 
脳の健康

季節の変わり目は要注意！ 「免疫力向上セット」に 「ネオガードプラス」をもう1本！

心臓を守る 
5つのステップ

2021年春号　定価¥250

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。

日頃はクエストグループ製品をご愛顧賜り
誠にありがとうございます。当社は、最高品
質の製品をできるだけ皆様がお求めやす
い価格にてご提供できるよう、最善を尽く
しておりますが、コロナ禍によるオーガニッ
ク原料の価格高騰で製造コストが上昇し、
やむなく製品価格の改定をさせていただく
ことになりました。

７月１日より「ネオパック」「でるサポート」�
「でるミックス」「フラックスオイル」の価格
を２〜５ドル値上げさせていただきます。
なお製品セット、補充用・お徳用4本パック
などについては従来通りの価格でご提供
させていただきます。詳細は、新しい価格
リストをご覧ください。
➡ http://questgrp.jp/PL.pdf

あなたの体験談をシェアしませんか？ ～50ショッピングポイントプレゼント～

ぜひあなたと、ご家族の体験談をシェア
してください。読んだ方への勇気と希望
になります。体験談は、ジャパンサポート�
センターまで、ファックス、またはEメール
にてお送りください。「文章が上手に書け�

ない・・・」という方も、ご安心ください。
電話取材の上、お手伝いをいたします。�
体験談をニュースレターやホームページに
掲載させていただいた方には、50ショッピ
ングポイントをプレゼントいたします。

15



Quest Group Pleasant Grove, UT 84062 USA  

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

© 2021 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
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