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毎日の健康のためにできること
昨年の健康関係の世界的な重大ニュースと
いえば、何と言っても新型インフルエンザに
関する事柄でした。
世界的な流行の中、日本では2009年5月に
初の感染者が出、国内感染が広がるにつ
れ、マスクが店頭から消え、お子さんをお持
ちの皆様には、学級閉鎖、修学旅行等の行
事の中止など、様々な影響が出たと聞いてい
ます。さらに大変痛ましいことですが、昨年11
月以降は、5歳以下のお子さんの死亡例が急
増しました。
先月２月２日までに日本全国での新型インフ
ルエンザによる死亡者数は１８６名。そのうち
10歳以下のお子さんが、今年に入ってからも
６名亡くなり、合計で32名、死亡者全体の約
17％を占めています*。
しかし、体に害となる病原体は新型インフル
エンザのウイルスだけではなく、常に私たち

の身の周りにいて、避けることは不可能で
す。
アメリカでは最近、サルモネラ菌による大規
模な食中每で、約700名が感染し、９人の死
者が出ましたが、この原因は加工されたピー
ナッツ製品でした。また以前、未殺菌のリン
ゴジュースが原因で、ブライアン君という5歳
の少年が大腸菌に感染し、腎不全に陥り、生
命の危機に瀕したこともありました。
今までアメリカ国内で起きた食中每は、袋詰
めされたほうれん草、唐辛子、トマトなどの生
もの、半生の鶏肉や牛肉などが主な原因で
したが、加工品までもが注意すべき対象に
なっているのです。
新型インフルエンザは、医療機関を受診した
人を合計しただけでも日本国内で2,000万人
以上の人が罹患していますが*、重篤に状態
になり、亡くなった人と、普通の風邪程度で
続く Continued
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済んだ人との違いは何でしょう？死亡した
32名のお子さんのうち、以前から喘息等の
病気があったのは８名のみでした。また、な
ぜ、ピーナッツ製品は数万人以上が食べた
のに1,000人以下しか感染しなかったので
しょう？そして、なぜブライアン君の家族は
同じリンゴジュースを飲んだのに病気にな
らなかったのでしょう？
高齢者や体の弱い人は感染疾患に対する
抵抗力が弱いと言われていますが、それよ
り大事なことは、私たちの日々の健康習慣
が免疫力に大きな違いを生むということで
す。健康な食生活で多くのビタミンやミネラ
ルを摂ること、サプリメントでの栄養補強、
また日々の運動は、風邪やインフルエンザ
や、避けることのできない有害な細菌への
感染を防いでくれます。また、有害な細菌と
闘う体に良い細菌を多く摂取することは、
健康と免疫システムを改善する確実な方
法です。

私も、6人の子の親として、妻とともに一番
気遣ってきたことは子供た ちの健康でし
た。たとえ軽い風邪にかかっただけでも、
子供たちの生活のみならず、親の生活まで
もが大きく影響されてしまうことは皆様よく
ご存じだと思います。
私は、あなたと子供たちの未来のために、
健康を維持するための自然な方法につい
て書かれた文章を読み、学び、そして実行
することをお勧めします。毎日の生活の中
で、健康的な選択を続けることにより、多く
の病気が予防できるのです。
クエストグループ 社長
Craig Davis
*厚生労働省ホームページ 新型インフル
エンザ対策関連情報による

会員の方からのお便り紹介
＜ヒールとメンドでの解每 神奈川県 Ｋ．Ａ．様＞
ヒールとメンドの解每のセットが届いて1ヶ月になります。
初日に、突然、以前痛めた左胸の筋肉がものすごく痛み出し、「まさか、早速好転反応！？」
と驚いていたら、 3時間ほどでピタッと治った、という不思議体験をしました。
さらに、体の様々な部位が痛み、すぐ治り、というパターンに慣れ、他に特に不調も感じず、快
適に過ごしていたところ･･･先日の生理初日に、これまた唐突に、吐くは下すわ、という騒ぎに
なりました。
丸一日、下痢と嘔吐が続き、寝込んでしまいました。普段生理痛とは無縁なので、今でもなん
だったのか不思議ですが、あそこまで出しまくったので、悪いものがいろいろ出て行ったに違
いない、と思っています。

＜スタッフより＞
好転反応は、病気や傷のところに出ると言いますが、まさにその通りのことが起きましたね。筋
肉の痛みが出て治ったあとは、筋肉が一層強く元気になったことと思います。
生理初日の吐き下しも、さぞお辛かったと思いますが、出産の時と同じで、体が全て出すぞ！
というモードになったときは、止めずにどんどん出して、水分だけはしっかりとってお休みくださ
い。
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クエストグループ製品の品質について
NeoSource Quality
サプリメントの安全・安心の品質保証
クエストグループではお客様に安心してサプリ
メントをお召しあがりいただくために、常に品
質にこだわった製品作りに取り組んでいます。
クエストグループのサプリメントは、入手可能
な限り最高品質のビタミン、ミネラル、そして天
然の原材料をブレンドしています。私たちの製
品はUSDA（アメリカ農務省）のオーガニック認
定を受けており、放射線照射や遺伝子組み換
えの原材料を使用しておりません。
クエスト製品はGMP（医薬品、医療機器の製
造管理及び品質管理規制）の基準を満たした
施設で製造されています。GMPはFDA（アメリ
カ食品医薬品局）により制定された、ビタミン
やサプリメントを安全に製造されていることを
証明する厳重な規準です。ラベルに示してい
るような原材料や量で製品が正確に作られて
いるのを保障するため、GMP施設は、定期的
に第三者による法令遵守の厳重な監査を受
けています。
全てのクエストグループのサプリメントはラベ
ルに原材料を表示していますが、毎回新しく
製造するたびにきちんと正確な原材料を含む
ことを確認したうえでラベルをつけています。
原材料は製造に回される際、汚染がないこと
を確認し、その後、さらに原材料の質を確認す
るため、赤外線スキャンを用いて精密な検査
をしています。
ネオソース製品の微量ミネラル
毎日の食事で高品質の微量ミネラルを補給す
ることは、健康全般においてとても重要です。
ネオソースのサプリメントでこれらの必須ミネ
ラルをとることができます。

ネオソース製品の
原材料になっている
海草のブレンドは、
8種類の新鮮な海草
のユニークな組み
合わせで、必須ミネ
ラルをはじめとす
る、74種類の天然
の栄養素を含んでいます。
海の植物は利用可能な自然の栄養素の形態
としては最も純粋であり、ミネラル含有量も陸
生植物よりすぐれています。大気汚染、水質
汚染、そして有害な化学物質の影響をほとん
ど受けない海に生息しているものを使用して
います。
クエストグループでは、海草由来の必須ミネラ
ルは他のものより良いと信じています。なぜな
ら海草は体内で消化され、より自然に吸収さ
れるからです。
製品の外観（色・味）について
全く同じ色、形のリンゴを見たことがあります
か？同じ種類の赤いリンゴでさえ、それぞれ
異なった色をしています。同様のことがサプリ
メントの天然原料でも言えます。たとえば、ネ
オガードには赤紫色のビルベリー(ブルーベ
リーの一種)が含まれていますが、これは時々
とても赤かったり逆に紫色に近かったりしま
す。このため、ネオガードの粒は製造ロットに
よって異なった色をしているのです。ネオガー
ドには黒い斑点がありますが、これがビルベ
リーです。
「同じ製品なのに、前回のものと色や味が違う
のですが」とお客様からお問い合わせをいた
だくことがあります。化学合成によって作ら
れ、合成着色料など加えられたサプリメントは
色味とも均一性があります。しかし、クエストグ
ループ製品は、天然原料を使用しているた
め、製造時期によって色味が異なる場合があ
りますが、品質には問題ありません。

海草ブレンド由来の
必須ミネラルが含ま
れているクエスト製
品：ネオパック、ネ
オガード、ネオサー
ジ、ネオスプリン
グ、ネオガードチュ
アブル（ラベルに書
かれたsea life blend
は、海草由来の必
須ミネラルが含まれ
ていることを示しま
す。）またネオパック
は、日本の厚生労
働省指定の必須ミ
ネラルのほとんどが
バランス良く加わっ
ていますので、すべ
ての栄養補強の基
本となる製品です。
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子供はプロバイオティクスを摂っていいの？
Can Children Take Probiotics?
プロバイオティクスは
人の内臓で発見され
た、生きた微生物や細
菌のことであり、食べ
物の消化に必要なも
のです。これらは善玉
菌ともいわれていま
す。
全ての人が胃腸の中
に善玉菌をもっていま
す。問題は多くの人が
十分に持っていないこ
とです。大腸内に15％
の悪玉菌がいても、
85％の善玉菌がいれ
ば健康を保つことがで
きますが、善玉菌が不
足している人がほとん
どです。（2008年12月
号：社長からの手紙よ
り）

プロバイオティクスが健康に有益であることは
最近耳にするようになってきていますが、プロ
バイオティクスが子供の消化機能や免疫機能
にもとても良い影響を与えることもご存じです
か？

と関与しています。プロバイオティクスは、風邪
やインフルエンザの症状で辛いときも、免疫機
能を高めるのを助けてくれます。健康なバラン
スの善玉菌が胃腸に入ることで、感染に対す
る抵抗力が上がるのです。

ロサンゼルスの自然療法医Holly Lucille医師
は、プロバイオティクスは大人同様子供にも非
常に有用だと言っています。最近のインタ
ビューで、Lucille医師は子供がプロバイオティ
クスを摂ることについての質問に以下のように
答えています。

Q.薬を服用中にプロバイオティクスを摂っても
いいですか？
A.プロバイオティクスは食べ物の一つと考えて
ください。医薬品とは反応しません。ただし、抗
生物質は腸内細菌を殺してしまいます。そのた
め、現在はアメリカのどの医師も、大人にも子
供にも共通して、抗生物質服用後は少なくても
2週間はプロバイオティクスのサプリメントを摂
ることを勧めています。抗生物質で破壊され
た善玉菌を、プロバイオティクスで補充する
ことは非常に重要なのです。

Q.プロバイオティクスを摂ることが体に有
用なのは、何歳からですか？
A.何歳でもOKです。日々のサプリメン
トでプロバイオティクスを摂取するこ
とにより、消化機能や免疫機能に大
きな効果をもたらします。
Q.プロバイオティクスは子供特有
の病気に対し、治癒の手助け
になりますか？
A.腸内フローラ（腸内環境）は
免疫機能の低下、アレルギー
反応、アトピー性皮膚炎の増
加、消化機能の低下、栄養吸収
の低下、腹部の膨満感やガスなど

アレルギーは免疫機能の低下の指標であ
り、プロバイオティクスはこの状況の改善
に最適です。ニキビやアトピー性皮膚炎
のような肌の問題や過敏性腸症候
群、クローン病のような消化機能の問
題さえもプロバイオティクスで改善さ
れる可能性があります。
Q.赤ちゃんや子供の腸内環境の悪
化を引き起こす原因は何ですか？

会員の方からのお便り紹介
＜お乳の味が美味しくなりました 滋賀県Ｔ．Ｈ．様＞
家族で栄養補強をしているので、私は主にガードを摂っています。実家の母もクエスト製品を愛
用していますが、帰省中にサプリをもらったので、贅沢にネオパック、ネオバランス、ネオサー
ジ、フラックスオイル、ネオガード、でるサポート…総合的に摂取してみました！
結果、もちろん風邪しらずなのは三年以上継続中ですが、驚いたことに三女（三歳）が、こちら
からいわないと母乳を飲みませんでしたのに、美味しいからちょうだいと言うようになりました！
数日後から母乳が美味しくなったといいます。一番の驚きでした！只今継続してます。それか
ら、生理中の少しだるさや腹痛がたまにありましたが、それが摂取中全くなかったことです。ネ
オバランスの効果だと思います。
＜スタッフより＞
いつも、ご家族皆様でクエスト製品をご愛用いただき、ありがとうございます。
栄養補強を取り組まれている育児中のお母様方から、「母乳の出がよくなった」「産後のイライ
ラがなくなった」などお声をよく頂戴しますが、母乳の味が美味しくなったとの報告は初めてで
す。ネオガード以外の製品も今回一緒にお試しいただいたのが良かったのですね。大変参考
になる体験談をありがとうございました。
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A.下痢、抗生物質の服用、精製された炭水
化物や砂糖の摂り過ぎ、食物繊維の不足
は、腸内環境の悪化を起こします。ストレス
も同様です。
Q.子供へのプロバイオティクスの最適な摂
取方法として、食べ物とサプリメントのどち
らがいいですか？
A.食べ物、サプリメントどちらでもいいです。
プロバイオティクスが摂れる主な食べ物に、
サワークリーム、ザワークラウト、昆布茶、
ヨーグルト、ホエイやプロバイオティクスを含
む健康飲料などがあります。
訳者注）味噌、しょうゆ、漬物、甘酒などの
日本の伝統的な発酵食品にもプロバイオ
ティクスが多く含まれていますので、上手に
利用しましょう。
ヨーグルトのような加工食品にもプロバイオ
ティクスは含まれていますが、質の良いサ
プリメントの1/10の量の善玉菌しか含まれ
ていません。そのため、プロバイオティクス
を機能的に摂るには、アメリカの多くの医師
は食品よりも生きた微生物をより多く含むサ
プリメントの摂取を勧めています。
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使うのがベストです。また、様々な菌種を組
み合わせて摂ることのほうが、単体よりもよ
り体には効果的なことが実証されています。
でるサポートとおなかサポートチュアブル
は、10種類のビフィズス菌や乳酸桿菌を1回
に40億個以上摂ることができます。
クエストグループのプロバイオティクスは、
長時間生き残るよう安定化させるフリーズド
ライ製法技術を利用して作られています。ま
た、胃酸を自然に中和する目的で、プロバ
イオティクスにイオン化した植物由来のミネ
ラルとオオムギの葉をブレンドしています。
これはクエストグループのプロバイオティク
スに特有のもので、このブレンドにより善玉
菌は胃酸による消化から守られています。

イリノイ州の有名な医
師であるMercola医師
は「生まれてから死ぬ
までの全ての年齢層
で プロ バイ オティ ク ス
は必要だ。また、プロ
バイオティクスを摂り
過ぎることはありえな
いことであり、不可能
だ。」と言っています。

◆今月から、小さいお子様からシニアの方
まで、手軽に美味しく食べられるラムネタイ
プのプロバイオティクス製品「おなかサポー
トチュア ブル」 が新発売されます。お得な
キャンペーンも実施中です。是非この機会
にお試しください。

胃の酸性条件下でも生き残り、安全に腸ま
で到達するように保障されたサプリメントを

会員の方からのお便り紹介
＜原因不明の胃腸の問題がなくなりました 徳島県のＨ．Ｍ．様＞
クエストグループ製品を約１年半程続けています。
それまで私は腸の調子が悪く、食事の途中や食後に気分が悪くなり、下腹部の激痛と生汗、手足が感
覚の無いほど冷えて、パニックのように息も苦しくなり、クラクラして最後には倒れて嘔吐と下痢で全部
出してしまう･･･ということが何度もありました。
病院に行っても、はっきりとした原因は分かりませんでした。
毎回ではないのですが、いつその症状が出るのかといつも不安で、外食が全く出来ず、ひどい時は飲
み物だけでも同じことが起きていました。
それが、クエスト社の栄養補強を始めて、本当に嘘のようにその症状が全く無くなりました。
今私は大学４年生なのですが、友達と外食に行くのが楽しくて仕方ありません！１〜２年生の頃の私を
知っている友達は、「本当に劇的に変わったね〜」と言ってくれます。本当に、栄養補強のおかげで、実
習や就活も乗り越えられたと思っています。
本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございます！
＜スタッフより＞
学生の楽しい時期に、お友達と食事が楽しめなかったのは辛かったことと思いますが、今ではお友達と
外食するのが楽しくて仕方ないとのこと、私たちスタッフもとても嬉しく思います。良い栄養を入れると、体
は本当に変わるものですね。どうぞこれからも、栄養補強を続けて社会人生活を楽しんでくださいね！
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薬剤師の健

康コラム

健康における塩の効用
塩は私たちの生活には欠かせない調味料
の一つです。調理の際に、塩味を加えるだけ
でなく、肉や魚の身を引き締めて、素材の旨
味をひき出してくれます。また、塩には殺菌・
防腐効果があり、昔から魚の塩物、漬け物、
味噌、醤油など多くの食品の保存に利用さ
れてきました。

薬剤師紹介：枝松由佳子
東京大学医学系博士課
程中退後アメリカでエイ
ズの研究に携わる。
帰国、出産後、難病の多
発性筋 炎を 発症。 様々
な自然療 法を駆 使 し完
治。日々更に勉強中。
ご相談は
QuestUG@mac.com
または
03-3969-9070
までどうぞ。

参考：『日本人には塩が
足りない』（東洋経済新
報社）：村上譲顕
『「塩」は体を温め、免疫
力を上げる』（経済界）：
石原結實
『病気に効く「天然塩」健
康法』（現代書林）：河木
成一
「塩」についてもっと詳し
く知りたい方は、是非一
読してみてください。

NATURAL

現在、日本では減塩志向が高まり、塩は健
康の悪者になってしまっています。しかし、塩
は私たちの生命を支える重要不可欠な物質で
す。私たちの体が当たり前に代謝を行い、正常に
機能しているのは、塩が体内でナトリウムイオン
となり細胞中の浸透圧をコントロールしているか
らであり、体から塩分がなくなると、体は正常に
機能しなくなります。人間の細胞が、細胞として
の力を発揮できるのは、実は塩のおかげなので
す。
逆に、体に必要とされるだけの塩分を取らない
と、体内の塩分濃度のバランスが崩れ、体液や
栄養素の循環がおかしくなってしまいます。その
ため、新陳代謝の低下、食欲の減退をはじめ、肌
あれ、手足のしびれ、体全体に力が入らない、何
をするにも無気力、腎機能の低下など様々な症
状を引き起こします。また、塩分には体を温める
作用があり、日本で増えている低体温の原因の
一つに、塩不足も関係あると考えられています。
体温が下がると、免疫力は大きく低下してしまい
ます。
減塩が世の中の常識として社会に広まった理
由として、塩は高血圧の原因だと思われている
ことがありますが、その根拠は正確なものでは
ありません。また、実際に塩が原因の高血圧の
患者（減塩により血圧が下がる人）は、全体の
２～３％しかなく、ほとんどは、肥満、アルコール
の過剰摂取、運動不足、ストレスなどが高血圧の
要因です。
また、多く流通している塩に問題があります。現
在、塩事業センターが販売する「食塩」（商品名）
は塩化ナトリウム９９％以上と定められており、
海水のミネラルから、塩化ナトリウムだけを抽出
して、塩としています。体には、様々なミネラルが
存在しますが、ナトリウムだけを単独で過剰摂取
すると、体内のミネラルバランスが大きく崩れ、健
康を害してしまうことは簡単に想像できると思い
ます。

HEALTH

NEWS

私たちの体液に近い海水から、自然のミネラ
ルを残したまま製造された自然塩は、１６種
類の必須ミネラルを含む８０種類にも上る微
量ミネラルで形成されており、塩化ナトリウム
をはじめ、マグネシウム、カルシウム、カリウ
ムなどの私たちの生命にとても関係のある
物質で出来ています。本当の意味の減塩と
は、塩化ナトリウムの過剰摂取を避けること
であり、塩を少なく取ることとは違います。
自然塩の健康への効果
塩は体を温め、気力・体力を益し、健康を保
つ上でいちばん大切な栄養素です。また、塩
の主要なミネラルはチームで働いて、下に掲
げるような重要な生理機能に関係していま
す。
・体を温めて免疫力を上げる
・体液の浸透圧を一定に保ち、水分の代謝や
体液のｐHを維持する
・血圧の調整と血液の循環
・神経の興奮の伝達
・筋肉の収縮と弛緩
・胃液、腸液、胆汁など消化液の原料
・体内の有害物質の解每
低体温化し、免疫力が落ちて様々な病気に
かかっている日本人にとって、塩をしっかり
摂り、体を温めることは非常に大切です。塩を
しっかり摂るということは、自分の本能に従っ
て、自分が「おいしい」と感じる範囲で摂ると
いうことです。必要な塩分量は、「食事量」、「運
動量」、「水分摂取量」によって、人それぞれ違
います。本来持つ自然治癒力＝本能に沿っ
た量が一番適量です。逆に塩を摂りすぎる
と、体内の塩分濃度を一定に保つために、の
どが渇くことで、体が教えてくれますし、汗や
尿で排泄させればよいだけです。
最近、私たちの食卓に並ぶ塩は、化学塩だけ
の昔と比べ、種類が増えて自然塩も出回る
ようになってきました。まずは、塩の健康への
効能を見直し、毎日の食事に使う塩を、海の
自然の力（ミネラル）がたっぷりの自然塩に
変えてみませんか。塩をしっかり摂り、運動を
十分にし、発汗と利尿を促すことは、心身とも
に健康で、病気知らずの体を手に入れるの
に、重要だと思います。

お子様の健康に
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おなかサポートチュアブル
（でるサポートのチュアブルタイプです）

新発売キャンペーン

3月1日から4月30日まで
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新発売キャンペーン
おなかサポートチュアブル
商品番号4140：＄140
5本で価格は＄140のまま♪
4本セットに1本増量して5本でお届けしま
す。４月３０日まで！
「おなかサポートチュアブル」は、10種のプ
ロバイオティクスと、これらの善玉菌が生き
て腸まで届くように、大麦の葉、オート麦の
ミネラルを含んでいます。100％自然の原
料を使っており、年齢を問わず安全で、
まったく副作用がありません。WHO（世界
保健機関）も、プロバイオティクスは健康に
有益であると認めています。
クエスト社の「おなかサポートチュアブル」
のプロバイオティクスは、フリーズドライ抽
出により保存し、変質を防ぐコーティングを
施した上で錠剤に加工されます。皆様が
口にされるクエスト製品は、高品質で変質
しにくいことを常に念頭に置いて製造して
います。
栄養成分
植物性乳酸菌ブレンド、カラスムギ、オオ
ムギ

水なしで食べられるラムネタイプ
健やかな腸内環境のための植物性乳酸菌
10種類のプロバイオティクス
プロバイオティクスとは、日本語では“善玉菌”と呼ばれ、人間
の腸内に生息し、健康に有用な働きをする、生きている微生
物もしくはバクテリアです。腸内環境を整え、食べ物の消化
吸収を助けるため、便秘・下痢などの胃腸のトラブルや皮
膚トラブルに効果があります。また、免疫力を向上させ、ア
トピーや花粉症などのアレルギー症状の改善にも効果があ
るといわれています。逆に、腸内に善玉菌が不足すると、
免疫機能がうまく働かず、感染症にかかりやすくなります。
善玉菌は、ヨーグルトなどの発酵乳製品、味噌、漬け物な
どに含まれています。しかし、現代の食生活では、これらの
発酵食品から得られる善玉菌の量は、体に良い効果をもた
らすほど十分ではありません。「おなかサポートチュアブル」
で善玉菌をしっかり補給しましょう。
毎日プロバイオティクスを摂取することは、様々な疾病の予
防や症状の改善を助ける、安全で効果的な方法だと言わ
れています。さらに、プロバイオティクスは、1つの菌種だ
け単品で飲むよりも、数種類組み合わせて摂取するほう
が、体にとって効果的であるという事実が証明されました。
「おなかサポートチュアブル」は、10種類の乳酸菌とビフィ
ズス菌を含む素晴らしいプロバイオティクス製品です。皆
様のご健康のために「おなかサポートチュアブル」をお役
立ください。

おなかサポート
チュアブル
90粒入り

（2140） ＄39 1本
（4140）＄140 4本
対象年齢2歳以上
1日2-4粒目安です
プロバイオティクスは、食物の
分解と消化吸収、解每効果を
高め、免疫力を向上させます。

チュアブルシリーズが
セットで新登場！

Wチュアブルセット
商品番号3065：＄77

抗酸化ビタミンのネオガードチュアブルと植物性乳酸菌
おなかサポートチュアブルで健康な体を維持しましょう！

おなかサポートチュアブル1本とネオガードチュアブ
ル1本のセット（通常価格＄89）約1000円もオトク！

Quest Group
732 N. Main Street
Springville, UT 84663 USA

クエストグループからのお知らせ

Corporate Announcements
ネオガードチュアブルキャンペーン

お待たせしました

PHONE: (801) 765-1301
FAX: (801) 491-2997

毎年大好評をいただいている、ネオガードチュアブルもう１本
プレゼントキャンペーンが今年も帰ってきました！クエスト社では、３月１日から

E-MAIL:
contactus@questgrp.net

４月３０日（金）までに、「ネオガードチュアブル4本セット」をお買い上げの方
に、もれなくもう1本プレゼントさせていただきます（50ドル＝約5,000円相
当お得！）。

WEBSITE
www.questgrp.net

日本サポートセンター
〒106-0047
東京都港区南麻布５－１－８
YMDビル3F
カスタマーサービス及び
オーダーサービス部
03-5915-0345

ネオガードチュアブルは、いつでもポリポリと手軽に食べることができる、キャン
データイプの抗酸化剤です。良質の抗酸化ビタミン（ビタミンA・C・E）と自然の食べ
物（野菜・果物・海草など）からできており、合成甘味料・合成着色料・防腐剤は一
切含みません。春は、環境の変化などで、体調を崩しやすい季節ですが、しっかり
栄養を補給して、毎日の健康を維持していきましょう。
お子さんや、錠剤・カプセルタイプの栄養補強食品を飲み込むのが苦手な方、ま
た、普段、ネオガードやその他の製品をご愛用の皆様も、美味しく食べることので
きるネオガードチュアブルを是非ご利用ください。

ご注文専用フリーダイアル

カスタマーサービス用Fax
03-5915-2661
日本サポートセンター
メールアドレス
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
平日10:00-16:00

商品番号４０２８：ネオガードチュアブル４本セット ＄１７５

その他の時間は留守番電話にて承ります

4本セットに1本増量して5本でお届けします。４月３０日まで！

03-3969-9070
メールアドレス
QuestUG@mac.com
ホームページ
www.questuser.jp

クエスト・ユーザーグループにつきまして
会員の皆様が安心してクエスト製品をお使いになり、より効果的な使用方法や心身の健
康に関するご質問やご相談をしていただけるようクエスト・ユーザーグループが発足しま
した。ご相談にお答えするのは、自分や家族、子どもが自然療法で健康になった経験を
生かし、その経験を皆さんと分け合い、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。またお薬との飲み合わせに関するご相談も、専任の薬剤師が承ります。
クエスト・ユーザーグループ WEBサイト http://www.questuser.jp
ブログ: http://d.hatena.ne.jp/questuser/ 相談用メールアドレス: QuestUG@mac.com
相談専用電話番号 03-3969-9070 受付時間は平日の午前10時より午後4時までです。

