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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

創業の理念を受け継いで

このたびクエストグループの社長に、私マキャナ・ゴードンが就任いたします
ことをご報告させていただきます。

父クレイグ・デイビスの仕事について、とても鮮明で懐かしい思い出がありま
す。父は11歳の私に、パソコンでの小切手の支払い方法を教えてくれました。
当時は、それが父の元で企業経営を学ぶ30年の始まりになろうとは思っても
いませんでした。

数年後、父はクエストグループを設立しました。それは私にとって、栄養補強
で身体を治す方法を学ぶ始まりでもありました。私は栄養学に夢中になり、
ホリスティック栄養学の学位を取得。ヒポクラテスの「汝の食事を薬とし、汝
の薬は食事とせよ。」という言葉に感銘を受けました。20代と30代前半には
多くの健康問題に取り組み、クエストグループのサプリメントとホールフード
で、私自身も健康を維持することができました。

現在は、一周回って元に戻ってきたと感じています。父の築き上げた功績を
引き継ぐべく、父の歩んだ道を辿っています。私は、この30年がこの時のため
の準備期間であったことに気がつきました。今自分が、父がクエストグルー
プを設立した時の年齢であることが偶然とは思えません！

クエストグループの従業員の大半は、15~20年以上私たちと共に働いてきま
した。これからも私たちは変わることはありません。引き続き、高品質な製
品作りに真摯に取り組み、皆様を健康にすると
いう目的のもと、私たちが下すあらゆる決定にお
いても、誠実に事業理念を徹底してまいります。

マキャナ・ゴードン
クエストグループ社長
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脳は体の中で最も素晴らしく、重要
な器官です。体全体の健康は、脳が
健康であるかどうかにかかっている
のです。「 ネオクレンズ」の自然なデ
トックスで、神経症状から身を守りま
しょう。

脳内毒素

脳に悪い影響を与えるものはすべて脳内
毒素が原因です。例えば脳しんとうを起
こした時に、脳内毒素によって治癒が遅
れたり止まったりします。うつ病、怒り、ス
トレス、不安などの感情コントロールの問
題は赤色食用色素、MSG、人工甘味料な
どの興奮性毒素によって増幅されます。

自閉症、パーキンソン病、アルツハイマー
病などの神経症状も、重金属や一般的な
毒 素が脳に与えるダメージが原因です。
さらに、脳内に重金属が蓄積されると、
5G などの電磁 波の影 響を受けやすくな
ります。5G は気分や行動、免疫システム
を変化させ、DNA にさえもダメージを与

える可能性があります。また、脳内に重金
属が多いほど、5Gによる悪影響が出やす
くなります。

パーフェクトストーム

神 経行動障害の原因が1つということは
めったにありません。通常、複数の要因
がまとまって、様々な脳損傷をもたらす

「パーフェクトストーム（破滅的状態）」を
作り出します。神経行動障害の主な原因
は、神経毒性物質として分類されますが、
大部分は人工物質であり、回避すること
ができます。中でも医薬品とワクチンは、
最も有害なグループ です。薬物とワクチ
ンに関する混乱と公衆の不信を避けるた
めに、神経毒性の影響は、人々からは長
い間隠されているのです。

あなたの脳内毒素に対するリスクは、体
内にどれだけの重金属があるか、また、細
胞内の水の質にもよります。アルミニウ
ムを人に接種すると、その人はより電磁
場の影響を受けやすくなってしまいます。
では、アルミニウムを接種するのはどん
な時ですか？ワクチンです。これがまさに
今、我々が体験している、種の荒廃ともい
うべき大混乱です。
現代ほど、重金属や産業界で使われてい
る化学物質、放射性物質からあなたの脳
と体を解毒する必要性と緊急性が課題と

ロバート・ギブソン 
（脳神経科医／自然療法医師）

脳の 
解毒の 
緊急性

6



なっている時代はありません。いまだに
とどまることなく放出され続けられる化
学物質と放射性物質。我々はこの２つの
側面から被害を受けており、あなた自身
と家族を守るための対策を今とることは
極めて重要なのです。

必須プロトコル

これは、病気を治療する最も強力なツー
ルの1つです。この非常に凝 縮された驚
くべきプロトコルに含まれる脳と体を治
癒する可能性を過小評価しないでくださ
い。これらは、自閉症を含む全ての健康
状態を改善するための基本的なステップ
です。あなたの健康の基盤と活気に満ち
た人生を築くためにここから始めましょ
う。忠実に従って、生活を向上させ、脳を
癒し、体を癒しましょう。

私は、過去数年間にわたり、解毒の特性
がある様々な植物や植物性化学 物質を
分析してきました。重金属汚染や放射性
物質、化学物質の汚染度の高い患者を選
び、臨床試験を行いました。血液、唾液、
髪の毛や他の組織サンプルを用いて、ど
の植物が蓄積した毒素を放出させるのに
最も強力か、そしてどの植物が毒素と結
合して体から排出するのに最適かを自分
自身で確認してきました。
毒素を細胞の外に出するのにとても良い

植物や解毒のためのフォーミュラはあり
ますが、放出された毒をさらに体から外
に出すという大切な役割を果たさないも
のが多いのです。大切なことは、もし解
毒 のために摂 取した植 物が 毒 素と結 合
せず体からも除去できなければ、それら
は毒になってしまうということです。これ
は極めて重要なポイントです。

私は、それまでの研究成果を生かし、強
力な解毒製品「ネオクレンズ」を開発しま
した。「ネオクレンズ」は決して“贅沢品”で
はなく、増加する一方の問題に対抗する
ための “ 必需品 ” なのです。多くの人の命
を奪う癌患者が将来激増するのを防ぐた
めに、このプロトコルをすぐに始めるべき
です。また、このプロトコルをできるだけ
多くの人にシェアしていただければ幸い
です。私は日本の皆様の健康が脅威にさ
らされていること、それが今後さらに悪
化することを恐れています。先に述べた
とおり、これは緊急の課題なのです。私た
ちは何百万人もの人々を癌や早すぎる死
から救うことができるかもしれません。
日本 の 皆 様 が 直 面している問 題のため
に、「ドクター・ギブソンのスーパー解毒マ
ニュアル」を作成しました。
以下は、その強力な解毒の、もっとも基
本的な4ステップです。ぜひ学んで取り組
み始めて下さい。
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解毒の、もっとも基本的な4ステップ
１ 

新たな汚染を避けましょう
多くの人にとっての主な汚染源は、ワクチン、薬、食品添加物であること
を忘れないでください。

２ 
水をよく飲んで、食べ過ぎに注意しましょう

脱水症状は解毒の妨げになります。十分な水を摂取し、適切な水分補
給を維持することは、どんなクレンズでも常に最初のステップであるべ
きです。もうひとつのよくある問題は、カロリーの過剰摂取と脳内毒素
による炎症の結果です。クレンジングとデトックスが目的であれば、適
切な維持レベルまで摂取カロリーを減らすことも必要です。

３ 
蓄積された放射性物質、重金属、化学物質を解毒しましょう
体内に入った放射性物質と結合し、体外への排泄を促す次のような物
を食べましょう。
● 生のブロッコリーとブロッコリースプラウト
● 海草
● 生の濃い緑の葉物野菜
●  免疫系を弱めるため、あらゆる種類の砂糖および加工食品を 

食事から排除しましょう
●「ネオクレンズ」

4 
傷ついた細胞とDNAを修復し、免疫系を活性化するために、 

次の食物を摂りましょう。
● コラーゲン
● 味噌汁やテンペ（ジピコリンが含まれているため）
●  イワシ、アンチョビ、サバ 
（オメガ３脂肪酸や健康に良い脂肪と 

良質なコレステロールが含まれています）
●「ネオセルプラス」
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9

コ ロ ナ 騒 動 の25年 前 よ りこ の 計 画 に 
気づき、何十年もあらゆるワクチンの危険 
性を訴え続けてきドクター・ギブソンが、
これまで のワクチンと比 較にならないほど危 険 だと断言 する「（mRNA）コロナ 
ワクチン」の 真 実 と本当 の 目 的 につ いて、 医 学 的 見 地 か ら 明 らか にしま す！  
ワクチン 接 種 に よるダメー ジ を 解 毒し治 療 する方 法 を 記した『 スーパー 解 毒 
マニュアル（完全版）』も同時発売。9月1日よりAmazonでの予約もスタート！

ウイルスに対して植え付けられた誤解、捏
造されたパンデミック、意図的にバラ撒か
れる人工ウイルスという生物兵器、世界中
で進行中の人口削減計画、ワクチンに含
まれるトンデモ成分、私たちの免疫をズタ
ズタに破壊する５GとmRNA 技術、コロナ
治療と予防のためと称した大量殺人、、、

まさに私たちは、人類にとっての「未曾有
の危機」の真っ只中にいるのです！

本 書では、 計 画されたパンデミックの 
真実を紐解き、自身や大切な人たちの身
を守り、健康と人としての霊性を取り戻す
方法についてお伝えします。

【２冊同時購入で3つの特典】
『コロナによる死と毒された免疫システム』と、『スーパー解毒マニュアル（完全版）』を２冊とも

ご購入いただき、フォームから申し込みいただいた方に、３つの特典をプレゼントします！

❶出版記念オンラインセミナーへ無料ご招待（10月28日（金）10時〜） 
皆さんから寄せられた書籍の内容に関するご質問に、ドクター・ギブソンに回答いただく 

特別企画（通常参加費3,500円）。
❷ 「脳の強化のために今日からできる10のこと」PDF版をプレゼント 

脳機能の老化防止、成績アップ、パフォーマンスアップなどにお役立てください。
❸キャンペーン参加者専用Facebookグループへご招待 

ドクター・ギブソンの自然治癒メソッドや自然療法や栄養補強に関するご質問に、 
クエストグループの専任スタッフがお答えします。

書籍とキャンペーンの詳細は、こちらのウェブサイトからご確認ください。
➡https://drgibson1.hp.peraichi.com/

ドクター・ギブソン待望の書籍 
10月11日ついに発売決定！
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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）

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。
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「ネオクレンズ」4本セット　商品番号：4045P   価格：$180

さらに！ 「ネオクレンズ」（4本セット）を購入すると、「臨床データ/ 検査キット」の採血3回分セット
（商品番号：7950）を、通常価格の＄150オフの＄600でご購入いただけます！

あなたの毒素レベルを調べて、それが「ネオクレンズ」でどのように減少するかを 
確認してください。　　　　　　　　キットの詳細はこちら ➡ www.questgrp.net/jp/pod

9月1日〜10月31日限定スペシャル価格
通常$205のところ、期間中$180（$25もお得）でお求めいただけます。

「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。



この女性は、アメリカ北西部に住んでいま
す。都会から離れ、大自然に囲まれた島に
住み、自宅で仕事をしています。健康によ
いことをしっかりと実践し、ほとんどオー
ガニックのホールフードを食べています。
毒素が原因の特定の症 状はありませんで
した。

プログラム開始前は、ヒ素、水銀、アルミニ
ウム、鉛が多く検出されました。健康によ
い食事とライフスタイルを送っている彼女
が、このように多くの毒素を含んでいると
いう結果は、非常に驚くべきものでした。
これはどんなに健 康や食べ物に気をつけ
ていても、重金属の毒素が年々体内に溜ま
るということを示しています。開始後30日
後には、彼女の体内のアルミニウム、ヒ素
などの危険な毒素が非常に減少しました。
ヒ素は38％、鉛は35％減少しました。90日
後のテスト結果は、完璧な状態でした。全
ての栄養素が上昇し、全ての毒素のレベル
が許容範囲内になったのです。

アンチモン

ウラン

ヒ素

ベリリウム

水銀

カドミウム

鉛

アルミニウム

開始前
30日後
90日後

カルシウム

マグネシウム

ナトリウム

カリウム

銅

亜鉛

リン

鉄

マンガン

クロミウム

セレニウム

ホウ素

コバルト

モリブデン

イオウ

開始前
30日後
90日後

解毒サプリメント 

「ネオクレンズ」 

臨床データ
ケーススタディ #1

—50代女性

適正範囲 適正範囲
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製品の摂取はとても簡単でした。通常より、疲れにくく

なったと思います。また、肌にもより透明感と張りが出て

きたように思います。体調は常によい状態でしたが、さ

らに快適になりました。

普段から食べ物に気を付けて、栄養補強をしっかりして、毒物を極力避けていた

と思っていたので、かなり毒素が多くて驚きました。

ですが、ネオクレンズの摂取で、90日後には全ての毒素の量が許容範囲内に

なったので、とても嬉しかったです。この製品での好転反応などは一切ありま

せんでしたが、毒素がかなり出てくれたんだと思います。

健康関係の仕事をしているため健康管理は、格別に気を付けているのですが、

足りない栄養素があるということにもショックを受けました。「ネオクレンズ」で

毒素が減少しただけでなく、栄養素の吸収率が上がり、全て標準範囲内になり

ました。

結果が、目に見えて分かるというのは、とても素晴らしいことだと思います。

それにしても、「ネオクレンズ」の解毒力、それに伴い栄養素の吸収率が上がる

ということをわずか90日で実証できたことが素晴らしいと思います。

どんなにいろいろなことに気をついていても、 

毒素はどんどん溜まってしまうということが分かり、 

「ネオクレンズ」を定期的に摂取し続けています。

素晴らしい製品とプログラムの開発を 

有難うございます。

被 験 者 の 感 想
（ クエストグループスタッフ 菊池みどり 

アメリカワシントン州在住）
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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♪  

渡邊千春さんとテレサがリアルタイムで、皆様からの質問に回答します。 
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： 9月16日、 11月11日、 12月16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、渡邊千春さんとテレサへの質問内容は、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。

渡邊千春さん&テレサ・ファクレルによる 
「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、月１回程度、参加費
無料のオンラインフォロー会を開催してい
ます。当社の副社長であり、栄養学と健康
に関して２０年以上の実績と経験を持つテ

レサ・ファクレルと、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くと
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について知りたい方
●自然治癒メソッドを学びたい方
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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

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。）

週刊メールマガジン「ナチュラル・ヘルス・ウイークリー」

あなたとお友達に25ポイント(約2,500円分)プレゼント！

● 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
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うつ、不安障害、パニック障害を 自然療法で克服する方法

ストレスを吹き飛ばす 夏の「ネオセルプラス」 特別キャンペーン
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Quest Group Pleasant Grove, UT 84062 USA  

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

© 2022 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）


