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＜＜新商品＆キャンペーンのお知らせ＞＞

 ◆ネオエナジー（３０ml）
　　　  ＜商品番号：２０２６＞

　　      価格　$２０

皆さん、こんにちは。クエスト会員の皆様のサポートチームとして発足したクエスト・ユーザーグループは、お陰さま
でこの６月で５年目を迎えることができました。今後も皆様が安心してご相談いただけるよう、スタッフ一同より精進
して参りますので、宜しくお願いいたします。
さて、今号のクエスト・ユーザーグループニュースでは、クエスト社の新商品と新キャンペーンの案内や、ユーザーグ
ループ通販の新商品のご紹介などお知らせ情報が満載です。どうぞごゆっくりご覧ください。

＊クエスト社の製品は、アメリカ農務省のオーガニック認定を受けており、放射能照射や遺伝子組み換えの原材料は使用しておりません。

  ネオエナジー単品販売開始！

でるもんね３個セット 今だけ２倍ポイント実施中！！

発売以来、大人気の腸内クレンジング製品『でるもんね』！！

キャンペーン期間中に、でるもんね3個セット（$315）を　　　

ご購入されると、通常ポイント（31.5ポイント）のところを、

今だけ２倍の６３ポイント（約5,300円相当分）を進呈中♪

このたび、「でるミックス」に甘味成分ステビアを加えて、

飲みやすく生まれ変わりました。ぜひ、お試しください。

※ポイント２倍キャンペーンに、「バースディクラブ」誕生月WWポイントや　　　
　定期購入�ポイントは適用されないため、ご注意ください。

7月３１日（火）まで

でるもんね３個セット
（商品番号：３１０３）$３１５

　　　　＜ビタミンB12の働き＞
◎新しい細胞を作り、壊れた細胞を修復する働き
◎神経の壊れた部分を修復する働き
◎神経伝達物質を作る働き
◎免疫を正常にする働き
◎血流をよくする働き
◎タンパク質・炭水化物・脂質の代謝を助ける働き
◎心臓病のリスクを減らす
◎精神的なリラックスをもたらす
◎記憶力、明晰力、集中力を上げる

スーパースレンダー８プログラム（SS8)専用のサプリメント「ネオエナジー」が、
皆様から大変多くのご要望をいただき、このたび単品でもご購入できるようになりました！

ラズベリー風味でどなたにも摂りやすくなっています。

体内で非常に重要な働きをもち、現代人にとって必要不可欠なビタミンB１２が
手軽に補給できるスプレータイプの「ネオエナジー」を
あなたの毎日の健康維持にぜひお役立てください。

　　　ネオスリープ
　☆価格改�定のお知らせ☆

このたび、ネオスリープが　
よりお求めやすい価格になり
ました♪

（商品番号：2020）新価格 $40
         1本：60カプセル入り

※2012年6月1日（金）のご注文分よ

り新価格でのご提供となります。

＜飲み方の目安＞
１日２回程度。
よく振ってからご使用ください。

（注意）お子さんの手の届かないところに保管してください。��
����������目にスプレーを吹きかけないでください。��������������������������������������������������

☆ビタミンB12が効果的に作用するためには、ビタミンB12単体ではなく　　　　
　葉酸などのビタミンB群と一緒の摂取がおすすめです！
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Q１）何歳から飲めますか？
A１）離乳食を始めた頃から摂ることができます。与える時は、すり潰して離乳食に混ぜて与えるとよいでしょう。乳幼児の
お子様が摂取する際は、大人が目を離さないように注意してください。
Q２）ネオガードチュアブルは、大人も飲んでいいの？
A２）はい、もちろんお摂りいただけます。ネオガードチュアブルは、噛めて美味しいラムネタイプの抗酸化ビタミン剤で、
乳児からご年配の方まで幅広い世代にご好評を頂いております。
喉が痛い時に、のど飴代わりになめたり、粒のサプリメントが摂りにくい時などにも手軽に摂れてお勧めです。また、妊娠中
の女性にも安心して使用できるサプリメントですので、つわりの時期にネオガードチュアブルを活用する方も多いです。つわ
りの不快な症状が楽になったというご報告も頂いています。用途や状況に合わせて、ガード、ネオガードチュアブルを使い分
けていただくとよいでしょう。
Q３）ネオガードとネオガードチュアブルの違いを教えてください。
A３）同じ抗酸化ビタミン剤ですが、ネオガードの方が栄養価が豊富ですので、お子様が粒が飲めるようになったら、　　　　　
ネオガードもお勧めです。
Q４）食後にとらないといけませんか？
A４）水なしで食べられるラムネタイプですので、いつでも食べていただいてOKです。食間のおやつ代わりとして摂っている
方もいらっしゃいます。
Q５）飲もうとしたら湿気ってしまいました。
A５）ネオガードチュアブルは、湿気を吸いやすいため、必ず蓋をしっかりお閉めください。湿気のために色が変わっても品
質には問題がありませんが、春～夏季の間は、冷蔵庫での保管がお勧めです。サプリメントは、乳幼児の手の届かない所に必
ず保管してください。
　　　

ネオガードチュアブルQ＆A

♪♪大人気のチュアブルキャンペーンが今年も帰ってきました♪♪

　　　　　　　　　＜飲み方の目安＞
体重５キロにつき１粒目安。ネオガード同様に初めての方は少量から
始め、慣れてきた方は体調に合わせて増減しながらお続けください。

◆ネオガードチュアブル（１本240粒入り）

　（商品番号：４０２８）　$１７５
４本+１本セットでお届けします！

薬剤師の健康ミニコラム
子どもたちの免疫力が最近落ちています。その結果、アトピー・喘息・アレルギーなどの病気がどんどん増加
しています。病院ではこれらの症状に対して、薬を処方してくれますが、まずは根本的に免疫力を高めてあげる
ことが第一です！そこで、UGニュースでは、子どもたちの免疫力を高めるちょっとした秘訣を紹介していきます。　　

子どもたちの免疫力を高める生活習慣！～①食事をよく噛むこと～
　　　　　　　　免疫力を高めるために、食品や料理法に　
　　　　　　　気を使っているお母さんは多いと思います。
確かに、毎日の食事も大事ですが、その前に意識してほし
いことがあります！それは「食べ物をよく噛んで食べるこ
と」です。自然食で健康的な食事であっても、ちゃんとよ
く噛んで唾液と混じらないと消化がうまくいきませんし、
消化がうまくいかなければ、体に吸収されずに、そのまま
外に排出されてしまいます。これでは、いくらバランスの
取れた食生活をしていても、体は栄養失調になり、免疫力
は下がってしまいます。栄養をきちんと体の細胞に届ける
ためには、よく噛んで食べることが基本です。
　噛むことは唾液を出して消化を助ける他にも、様々な効
果があります。分泌された唾液は体内で発がん物質や活性

酵素の働きを抑えるなど、体を守ってくれますし、噛むこ
とで副交感神経が刺激されたり、免疫力を活性化するホル
モンも分泌されます。また、よく噛むことで、口呼吸の癖
も治せます（口呼吸は、免疫力を低下させる最たる原因で
す）。
　食事に歯ごたえのあるものをとりいれる（例：豆類、キ
ノコ類、小魚の佃煮など）、食材をちょっと大きめに切
る、加熱時間を短くして歯ごたえを残すなど、ちょっとし
た調理の工夫で、噛む回数を増やしてあげましょう。おや
つにせんべいなどの硬いものをあげるのもいいでしょう。
よく噛むことで、免疫力が高まると同時に、脳の発達を促
す（記憶力や思考力のUP！）ことができますよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（枝松）

７月３１日（火）まで！
 

お子様からシニア世代まで大人気のネオガードチュアブル！

今年も４本セットのご購入で、１本おまけのキャンペーンを実施します。
１年に１度のこの大チャンス、ぜひご利用ください。

☆次回のチュアブルキャンペーンは来年の予定です。
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●ユーザーグループ通信販売からお知らせ●

★UG通販の商品は、WEBショップ、ユーザーグループブログ（通販商品資料がダウンロードできます。＊最新版の夏号は、6月中旬に
アップ予定）からご覧いただけます。 インターネット環境にない方は、資料（無料）をお送りいたしますので、お申し付けください。
★送料無料サービス：1万円以上のご購入で送料無料にてお届けいたします。（ただし、お米、野菜、ジュースは除く）
＜ご注文方法＞
◎お電話　☎０３-３９６９-９０７０（月‒金　１０：００～１６：００）
◎FAX   ０３-５９１５-２６６１（２４時間受付中）
　専用ご注文用紙(通販商品資料にございます）に必要事項をご記入の上、FAXでご送信ください。
◎インターネット　　クエスト・ユーザーグループWEBショップ　http://www.questuser.jp/shop1.html
＜お支払い方法＞現在、郵便振替または銀行振込の先払い（振込手数料はお客様のご負担となります）のみとなっております。
　　　　　　　　お振込確認後、商品を発送いたします。
※ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方は、ATMまたはゆうちょダイレクト（インターネットサービス）のご利用で、無料でお振込
できます。［ゆうちょダイレクトご利用の場合、月に５件まで無料］
＜振込先＞ゆうちょ銀行　名義：クエスト・ユーザーグループ　10170‒46223161　または店番018口座番号4622316
※クエスト・ユーザーグループ通販では、当面の間、売り上げの一部を東日本大震災の義援金として、日本赤十字社を通じて寄付いたします。

�【ノ【トΔ【ロぞほつぱよ健康ゅ™ぞ�よぺにオ集�べ通信販売ネゼ�ゅ＼新商品て家ェア�ぱべ““

　　　◎ユーザーグループ通販WEBショップ　　http://www.questuser.jp/shop1.html

★塗るグルコサミン　キダデラックス★

秘密は配合にあり！グルコサミン、MSM、エミューオイルがスムーズライフをサポート。
気になるところにマッサージしながら塗るだけ♪ベトつかずに無臭なので、いつでも使え
るのも魅力的。サプリメントのネオフレックスとキダデラックスクリームで、内側と外側
のアプローチがおすすめです。72％のモニター様が商品の良さを実感されています。

ぜひお試しください。

いつでもどこでも気軽に使えるグルコサミンクリームが新登場！！ ＜＜ご愛用者の声＞＞

リウマチ、手指の腫れと痛み、肩の痛み

がある。このクリームを使うと手指の腫れ

が退き痛みが和らぐ。また、右肩の痛み

に夜つけて寝ると朝が楽。前に使用して

いた匂いのあるMSMクリームより効果が

あり、匂いのないのが良い。

����������������������������������（66歳・女性）

腰痛でキダDXを購入しました。初めは腰

だけに使っていましたが、首の痛みが出

てきたために首にも使ってみました。

そしたら痛みがなくなって、とても楽に

なったのです。関節以外のこういう症状に

も効果があるんですね！

������������������������������������（50代・女性）

　　　　　　　［キダデラックス］
　　　　　＜200g＞9,450円（税込・送料無料）
　　　　　　   ※1日2～3回の使用で約2か月半
　　　　　　
　　　　　＜お試し用10g＞500円（税込・送料別）

成分：水、ジメチルスルホン、セタノール、エミュー油、アセチルグルコサミン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリル、グリセリン、トコフェロール、ローズマリー葉エキス、ステアリン酸グリセリル、クエン酸、フェノ
キシエタノール、ステアラルコニウムクロリド、EDTA、メチルイソチアゾリノン、イソプロパノール

66月３０日までの期間限定！　麹スィーツ・チョコ

白砂糖は体に良くない・・・それはわかっているけど、甘いものはやっぱり食べたい。
そんな「健康に気をつけつつスィーツも楽しみたい！」というこだわり派のあなたへ

　　　　　　　　［麹スィーツチョコ］
　　　　＜200g＞　700円（税込・送料別）
              ＜500g＞　1,200円（税込・送料別）
             ＜1000g＞ 2,350円（税込・送料別）
　　　　

玄米・雑穀（ひえ）・麹・ココア・キャロブで作った                           
ノンシュガー・マクロビオティックなチョコレートのご紹介です。
このチョコレートは精製された上白糖は使っていません。科学的に作ら
れた人工甘味料も不使用。またバターや生クリームなどの乳製品など動
物性の材料を一切使用していません。少しビターな味わいで麹の香りが
苦手な方でもおいしく召し上がれますよ。

パンに塗ったり、冷凍してアイスとしても。また、サプリメントが苦手
なお子様には、サプリメントを粉状にして混ぜるのもおすすめです！

 ＊こちらの商品は期間限定での取り扱いのため、
  お早めにご注文ください。お届けは7/8前後を予定しております。

ネオスプリングやメンドも、麹スィーツチョコを適
量混ぜるだけで、とても摂りやすくなりますよ♪

原材料：千葉県産玄米、米麹（国産米
100％・無添加）、ひえ、ココア、カカ
オ、キャロブ
保存方法：常温（開封後は10℃以下で要
冷蔵）　　

　　　★栄養成分（100g当り）★
　エネルギー：226 kcal
　たんぱく質：5.8g
　脂質：1.9g
　糖質：44.5g
　食物繊維：3.8g
　ナトリウム：10mg
　鉄：3.2mg
　カルシウム：14mg
　マグネシウム：38mg　

　　　　　　　　　＊食塩相当量0.00g
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＜クエスト・ユーザーグループ＞

●WWEEBBサイト：hhttttpp::////wwwwww..qquueessttuusseerr..jjpp
●ユーザーグループ・ブログ　　　　　
　hhttttpp::////dd..hhaatteennaa..nnee..jjpp//qquueessttuusseerr//

　
＜クエスト・ユーザーグループからのお知らせ＞

               ★☆留守番電話対応について☆★
ユーザーグループの電話相談時間は、現在のところ平日10時－16
時のため、仕事などで、ご相談できないという方、メールを書く時
間がないという方のために、受付時間帯以外は、留守番電話でご用
件を承っています。
代表電話番号０３－３９６９－９０７０に電話を頂きますと、メッ
セージが流れますので、その後、会員番号、お名前、ご相談内容を
はっきりとお伝えください。そして最後に、こちらからお返事する
のにご都合の良い方法（電話、メールなど）をお知らせください。

☆サプリメントの相談や専門相談のご予約（薬剤師相
談、アトピー相談）は、QuestUG@mac.com 
または、電話０３-３９６９-９０７０（１０－１６時　
土・日・祝日を除く）までお気軽にどうぞ。

☆ユーザーグループではお勧めのサプリメントや、サプリメントの効果的な飲み方、好転反応の乗り越え方、ご予算に応じたサプ
リメントのご提案・・・など、電話、またはメールにて相談を承っております。また、様々な健康問題を抱えている方のために、
電話での専門相談（予約制）もお受けしています。安心してクエスト製品をお使いいただくためにも、お気軽にご利用ください。

ユーザーグループオリジナル小冊子　第２弾！

＊薬剤師：枝松の専門相談日のご案内＊ご予約はお早めに

６月：６日(水）、１１日(月）、１５日(金）、１９日(火）
　　２２日(金）、２７日（水）
※ご予約時間はいずれも「10時」「11時」「12時」の
　1日3枠となっております。

◎直前のご予約は取りにくい場合もございます。ご希望の方は
どうぞお早めにご予約ください。

◎薬とサプリメントの飲み合わせなど、メールでのご相談も　
お受けしております。お気軽にお問い合わせください。　　　
（アドバイスやお返事に多少お時間をいただく場合もございます）

『リウマチ/膠原病と向き合う～自然療法で回復を目指す人のためのガイドブック』

リウマチ/膠原病からの回復を目指して、自然療法に取り組んでいる方向けのガイ
ドブックを新しく編集いたしました。（全９０ページ）
リウマチ/膠原病は、回復過程に、さまざまな体調の変化が訪れます。回復のため
には、そうした変化を好転反応として、きちんととらえ、自分の体調と向き合い
「治してもらう」という考え方から離れ、自分の心とも向き合う必要があります。
そのためのヒントをまとめました。ご家族の方にも読んでいただきたい一冊です。
＊巻末の体験談集Ⅱでは、多くのリウマチ／膠原病から卒業した方の例の中から、３人の方の回
復過程を詳しくご紹介した未発表の体験談とユーザーグループの薬剤師：枝松の体験談も併せて
掲載しています。回復途上の皆様の参考にしていただけましたら幸いです。

☆会員様に限り、無料でダウンロード版をお読みいただけます。（冊子版については現在準備中ですので、もうしばらく
お待ちください。アトピー冊子同様、会員様に無料にて配布いたします。一般販売については、アマゾンでも予定してお
りますが、現在ダウンロード版をユーザーグループ通販にて扱っております）
☆ご希望の方にはリンクをお送りしますので、ユーザーグループメール：QuestUG@mac.com　
または、電話０３-３９６９-９０７０までご連絡ください。
なお、ユーザーグループのホームページhhttttpp::////wwwwww..qquueessttuusseerr..jjpp からもお申し込みいただけます。

クエスト会員様に限り、無料でお読みいただけます

ユーザーグループオリジナル小冊子
『リウマチ／膠原病と向�き合う』
　　　　　ダウンロード版

☆UGオリジナル小冊子第1弾！☆会員様に無料でプレゼント！

『アトピーと向き合う～脱ステ・脱プロ・自然療法～』

　　　　　　　　　　A5    64ページ　フルカラー

パマΖゼ�オ約1155年＼免閲抑制剤オ約33年

使ぽむでべ著者て＼自然療法めズ�リ【オ

克服ぱむでべ記録〜ズ�リ【ゅ限ァぴ＼

体よ不調オ克服ぱべぞも思だびんむよ人ゅ

読カめ�ァぞべぞ11冊めび〜

�堪末ゅら＼2244年関パマΖゼ�オ使用ぱ内臓障概オ併発ぱやてァ�ズ
�リ【オ寛治はふべ�【ノ【トΔ【ロよズ�ユゼノ【ゅ™ィ＼自然療
法オ始�ィ前ゅ＼心理的＼社廻的ゅ準備ぱむつどんで要点オ66ヰ【バゅ
ェべア�も�むぞ�び〜

　　　　　　　　　　　　          ＜冊子の感想をいただきました＞
早速＼ばぽも拝読はふむぞべぺで�ぱべ〜早」ゅつ送アぞべぺでぜアてもだのばぞ�ぱべmm((____))mm

読カめィも普段よ苦ぱ��忘イむ＼前向���でゅ治ぱむぞでべぞも力オ�ァぢ�ぱべ〜ばぽもぱづ読カめぞやぞよめ＼頭ゅ叩で込�

™だゅ可度�読カめぞでべぞも思ぞ�び〜ねイづァ�つ世話ゅやア�び〜ゃだへ宜ぱどつ伎ぞ致ぱ�びmm((______))mm                  ((HH様∞
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QUEST USERS GROUP	 WWW.QUESTUSER.JP

ご質問はお気軽にお電話下さい
クエストユーザーグループ　東京都板橋区蓮根3-23-18　TEL:03-3969-9070

☆ユーザーグループ通信販売☆

送料無料！
同梱OK

※北海道、九州へは翌日配送ができないため、通常ご注文をお受けしておりませんので、ご了承く
ださい。

◆200ｇ入りのほかに、下記もご用意しています。
　　　　＜お試し用10g＞500円（税込・送料別）
☆お試し用のみご注文の場合、送料は120円（定形外郵便）に
てお送りできます。

 ◎安心旬野菜ボックス 　夏期期間はクール便にてお届けしています。

野菜の鮮度を保つため、夏期の出荷（５月～１１月初旬ごろ）については、
クール便でのお届けをしています。クール便代として105円を加算させてい
ただき、3,085円となります。

安心旬野菜ボックス　33,,008855円

　　　　　　（税込・クール便送料込）

千葉の房総半島で作っている、美味しい旬野菜（８～１０種
類）を詰め込んだセット。房総半島では独自の安全基準を設
け、危険な農薬利用を禁止しており、安全な野菜作りに取り
組んでいます。とにかく新鮮！美味しい野菜です。
毎週届く定期便もございます。

～注目商品ピックアップ！～

＜お届け内容例＞キャベツ１玉、インゲン100g、かぶ３～４玉、ほうれん草200ｇ、　　　
人参500ｇ、ミニトマト150g、じゃがいも500g、山東菜200g、おかひじき100g
　  　☆ウェブショップにて、毎週金曜日に翌週のお届け内容をお知らせしています。

＜ご注文先＞
ユーザーグループ：０３-３９６９-９０７０
通販WEBショップ：http://www.questuser.jp/shop1.html

　　＜＜新☆冷えとり靴下セット「正活絹」取り扱い開始！！＞＞

冷えとり専用の靴下セット「正活絹」をユーザーグループ通販で取り扱うことになりました！
「正活絹」は冷えとり健康法の進藤義晴先生が監修された靴下で、冷えとり愛用者の中で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大人気の靴下です。これから冷えとりを本格的にチャレンジしたい方や冷えとり上級者にもおすすめです！

     ＊足首に腫れのあるリウマチの方やむくみのひどい方にも安心してお使いいただけます。　
     ＊入荷数に限りがございますので、ご注文はお早めに！詳細等はWEBショップまたはユーザーグループへお問い合わせください。

☆暑い夏も絹だからさらっと快適♪

シルクショーツ（税込・送料別）
１枚：1,260円
２枚セット：2,420円

(同色・同サイズのみ）

絹100％なので、吸湿性、速乾性、通気
性に優れ、いつも肌はサラサラです。　
お腹まですっぽり包む丈長タイプの
ショーツ。これからの暑くなる季節にも
快適に過ごせるので、おすすめですよ。

カラー：ペールオレンジ、ブラウン
サイズ：M.L　　品質：絹100％
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   冷えとり靴下【正活絹４足セット】　 （税込・送料別）
　◎Mサイズ（22-24.5）3,410円 　◎ Lサイズ（24.5-27) 3,710円

ご質問はお気軽にお電話ください
クエスト・ユーザーグループ　東京都板橋区蓮根３-２３-１８　TEL 03-3969-9070
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