的合成添加物不使用のソフトカプセルに詰めてから冷凍。台
湾から細心の注意を払って保ってきた鮮度と品質をそこなうこと
なく、お客さまにお届けします。“鮮度のいい生”だからこそ、本
来含まれている栄養素をいただけるのが、最大の魅力です。

機能性表示食品
キュー

ローヤル Q10
スーパー
ゴールド

みつばちの巣箱は、花畑近辺の林の中などに設置します。

を保つために徹底されているのが温度管

四季を通して温暖で、みつ

理。低温で一昼夜かけて解凍し、すぐに

ばちのみつ源や花粉源と

ろ過機を通して専用の容器に充塡。再び

なる花が一年じゅう咲く台

冷凍され、日本へ運ばれます。

湾。現地の信頼できる養
蜂家と契約し、生産指導
などを行いながら、高品質

機能性関与成分
還元型コエンザイム Q 10

なローヤルゼリーをつくり

一つの巣箱に2 万〜 3 万匹の働きばち

●届出番号 B 446

出す、元気なみつばちを育

が。
たっぷりとローヤルゼリーを蓄えます。

●届出表示 本品には還元型コエン

てています。

ザイム Q 10 が含まれます。還元型コエ
ンザイム Q 10 は、細胞でのエネルギー
産生を助け、日常の生活で生じる一

SL Creations の

過性の身体的な疲労感を軽減する機
能があることが報告されています。

ローヤルQ10
スーパーゴールド 360 粒

冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 360 粒

ローヤルQ（キュー）10
スーパーゴールド 360粒

冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 360粒

7000

41,040

税込

360粒/1粒350mg
（1粒に還元型コエンザイ
ムQ10/20mg、生ローヤルゼリー/220mg、プ
ロポリス/10mg、植物油脂/100mg含有）
エ 9kcal ■
塩 0g
5粒
（2.5g）
=■

日常の生活で生じる一過性の「身体
的な疲労感」を軽減したい方に!還元
型コエンザイムQ10を配合しました。
国産:生ローヤルゼリー
（台湾）

120 粒もあります

6935
税込 14 , 040 円

37,800円

税込

税抜
35,000円

360粒/1粒350mg
（1粒に生ローヤルゼリー
220mg、
コエンザイムQ10/20mg、プロポリス
10mg、植物油脂100mg含有）
エ 8kcal ■
塩 0.01g
4粒
（2g）
=■

生ローヤルゼリーにコエンザイムQ10
とプロポリスを配合しました。エネル
ギー代謝を高め、健康な若さをサポー
トします。 国産:生ローヤルゼリー
（台湾）

120 粒もあります

6936

のみやすいよう、
日本で初めて
生ローヤルゼリーを
ソフトカプセルに
充塡した商品。

冷凍ローヤルゼリー
（プレーン）360粒
6992

31,320円

税込

税抜
29,000円

360粒、1粒300mg
（1粒に生ローヤルゼリー
250mg、植物油脂50mg含有）
エ 5kcal ■
塩 0.01g
4粒
（2g）
=■

生ローヤルゼリーを飲みやすいカプ
セルタイプにしました。日本初!生ロー
ヤルゼリーをソフトカプセルに! 国
産:生ローヤルゼリー
（台湾）

1 日あたり 1 〜 2g を
目安にすくってのみます。

冷凍生ローヤルゼリー
100g
6999

23,760円

税込

税抜
22,000円

100g
エ 2kcal ■
塩 0g
1g=■

純度100%、自然の恵をそのままに。
養蜂家が精魂込めて採取した生ロー
ヤルゼリーを新鮮なまま冷凍しまし
た。 台湾産:生ローヤルゼリー（台
湾）

（採乳）

ばちは、女王ばちが育つ「王台」
という特別な部屋にロー
ヤルゼリーをためます。養蜂家は効率よくローヤルゼリーを
とるために「人工王台」
を用い、ここにたまったローヤルゼリ
のローヤルゼリーは常温に置くと劣化しやすいため、採取し
たローヤルゼリーは氷の入ったクーラーボックスに入れ、
時間をおかずに冷凍庫に保管されます。

みつばちを育てる

養蜂
「人工王台」に移虫
「人工王台」の中に孵化した

40g 入りもあります

7068

6997

冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 120 粒

冷凍ローヤルゼリー
プレーン 120 粒

冷凍生ローヤルゼリー
40 g

税込 12 , 960 円

税込 10 , 790 円

税込 11 , 880 円

すべての商品に共通の、召しあがるうえでの注意点
●まれに、喘息や食物アレルギーのかたにアレルギー反応が出るとの報告がありますので、その際は摂取を中止してください。● SL Creations のローヤル
ゼリー商品は、鮮度を保つため冷凍保存が必要ですので、必ず冷凍庫（− 18℃以下）で保存してください。●ローヤルゼリーは、一度にたくさん召しあが
るよりも、適量を毎日続けて召しあがることをおすすめします。

ローヤルゼリーを愛用されている、三木美加子さんのインタビュー
（P 35）もご覧ください。

詳しい商品情報
はこちら！

理想的な養蜂の地として選んだ
のは、台湾。養蜂農家と契約を
結び、長年にわたって信頼関係
を築いています。

ばかりの幼虫を1匹ずつ移虫

採取

し、その後、巣箱の中に設置

（採乳）

します。

ったら、ていねいにすくい取ります。

養蜂家の自宅で即冷凍

ローヤルゼリーを集める
みつばちがつくったローヤルゼリ
ーを巣から少しずつ集めます。

巣の破片を取り除く

ろ過

「人工王台」
にローヤルゼリーがたま

＊㈳全国ローヤルゼリー公正取引協議会の品質基準に適合した商品をお届けします。
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「ローヤルゼリー」お届けまでのプロセス

ローヤルゼリーを採取
120 粒もあります

養蜂から
製品化までの
こだわりを
ご紹介

ーを採取します。採取後に重要になるのが温度管理。生

日本

ローヤル Q10
スーパーゴールド 120 粒

6990

スプーンで
すくってのむ
タイプです

が卵を産むために不可欠なローヤルゼリー。そのため、働き

台湾

コエンザイムQ10・プロポリス配合

採取

冷凍生ローヤルゼリー 100g

鮮度を大切に︑
その日のうちに冷凍

機能性表示食品（B446）/還元型コエンザイムQ10含有食品

税抜
円
38,000円

冷凍ローヤルゼリー
プレーン 360 粒

プレーン に
抗酸化力の高い
コエンザイムQ 10と
プロポリスを
配合しました。

コエンザイムQ 10を、
体内で還元する
必要のない
還元型 にした商品。

幼虫が食べることによって女王ばちになり、また、女王ばち

ローヤルゼリー

1974年の発売以来︑
﹁生﹂の鮮度をそこなわないように﹁冷凍﹂して

工場に集められます。ここで巣の破片など
を取り除くためにろ過するのですが、鮮度

お届けしている﹁ローヤルゼリー﹂
︒高品質な商品を作り出すための︑

台湾各地の養蜂農家が採取したローヤル
ゼリーは、冷凍状態を保ったまま台北の

﹁養蜂﹂から﹁製品化﹂までのこだわりを︑お届けまでのプロセスに沿ってご紹介します︒

製品化

最適な環境で︑
健康なみつばちを育てる

ろ過

養蜂

生の新 鮮 な
ロ ー ヤルゼ リ ー を
お届けするために

台北の工場で
ろ過して
日本へ出荷

富士山の
ふもとの工場で
カプセルに詰める

日本に運ばれた生のローヤルゼリーは、独自に開発した化学

製品化

温度と衛生管理に最新の注意
を払ってろ過し、混じりけのない
ローヤルゼリーに。

カプセルに詰める
ソフトカプセルに充塡し、商品と
して出荷します。

採取したローヤルゼリーは、鮮度を保つために、
すぐに養蜂家の自宅の冷凍庫に保管します。

お客さまのもとへお届け
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