結果は思った以上に良好！

「生ローヤルゼリー」の

働きばち育成試験を行いました

SL Creations の ローヤルゼリー

ローヤルゼリーフリーズ
ドライ
7019
詳しい
商品情報
はこちら！

税込

6,000円

﹁生ロー ヤルゼリ ー﹂は自然界とほぼ同じ羽化率︒

ローヤル Q10
スーパーゴールド 120 粒
税込 14 , 040 円 ➡ 税込 10,060 円

5,114 円

ここまで成績のいいロー ヤルゼリ ー は久しぶりに見ました︒

6935

税込
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確率です︒ここまで成績のいいローヤ

特売

「本品は、疾病の診断、治療、予防を
目的としたものではありません」
「本品は国の許可を受けたものではありません」
「食生活は主食、主菜、副菜を基本に、
食事のバランスを」

120 粒入りもあります

キャンペーン期間

年末最終お届け分まで

ますが︑今回の実験では働きばちに

常温で持ち運べるローヤルゼリーのご要望におこたえして、商品化いたしました。

︱︱今回の実験では︑
﹁生ローヤル

ローヤルゼリーフリーズドライ

︱︱みつばちの巣箱からローヤルゼ

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）

“生ローヤルゼリー”を有用成分をそこなわずフリーズドライにしました。

ルゼリーは久しぶりに見ました﹂

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）
=■

なるようにエサの量を調整していま

冷凍生ローヤルゼリー
40 g
税込 11 , 880 円 ➡ 税込 8,640 円

リーを 採 取・保 管 な どで 人の手が

冷凍ローヤルゼリー
プレーン 120 粒
税込 10 , 790 円 ➡ 税込 7,550 円

ちの味覚を満足させることができ

冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 120 粒
税込 12 , 960 円 ➡ 税込 9,380 円

6997

加わっていますが︑それでもみつば

7068

たということですね︒

40g 入りもあります

成分で脂肪酸の一種である ︲ヒドロ

120 粒入りもあります

90

﹁推察になりますが︑独特のえぐみ

7000

税抜
円
38,000円

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）

造になっているのでしょう︒えぐみを

ローヤルQ（キュー）10
スーパーゴールド 360粒

6936

エ 2kcal ■
塩 0g
1g=■

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）

キシデセン酸をうまくカバーする構

機能性表示食品（B446）/還元型コエンザイムQ10含有食品

120 粒入りもあります

税抜
22,000円

あまり感じないということは︑人 間

29,160 円

23,760円

税込

100g

にとってもうれしいですね﹂

税込

6999

ゼリー﹂を食べさせたみつばちの羽

年末最終お届け分まで
特売

冷凍生ローヤルゼリー
100g

%の

キャンペーン期間

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）

31,320

税込

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）
=■

16,200 円

す︒与えた分すべてを食べれば無事

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）
=■

6992

税抜
円
29,000円

税込

に羽化しますが︑食べ残しがあると

税抜
35,000円

冷凍ローヤルゼリー
プレーン 360粒

特売

うな方法でされたのでしょうか︒

37,800円

税込

21,600 円

化 率 を 調べた そ う で すが︑どのよ

6990

税込

羽 化できません﹂︵ 中 村さん︒以 下

冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 360粒

特売

﹁実験対象である生ローヤルゼリー

27,000 円

︱︱みつばちにも味覚があり︑食べ

税込

同︶

特売

コエンザイムQ10・プロポリス配合

残すかどうかは味や香りの影響が

キャンペーン期間

年末最終お届け分まで
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大きいようですね︒﹁生ローヤルゼ

キャンペーン期間

年末最終お届け分まで

リー﹂はどうだったのでしょう︒

キャンペーン期間

年末最終お届け分まで

﹁とても食いつきがよく︑約

●届出番号 B 446
●届出表示 本品には還元型コエン
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
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。

6

を半分︑残り半分を糖やイーストと

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。

いった基 底 素 材で作ったエサを︑孵

ローヤルQ10
スーパーゴールド 360 粒

化したばかりの幼虫に 日間︑規定

凍ったまま
スプーンで
すくってのみます。 すくってのむ
タイプです

量を与えて実 験しました︒ 週 間

１日あたり

1 〜 2 gを目安に

後に成 虫に羽 化するまでを観 察し

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。

ます︒

プレーン に有用性の高い
コエンザイムQ 10と
プロポリスを配合しました。

冷凍生ローヤルゼリー
100g

自 然の中で育つ幼 虫とほぼ同 等の

冷凍ローヤルゼリー
プレーン 360 粒

幼虫が無事に羽化しました︒これは

ローヤルQ10
スーパーゴールド

冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 360 粒

みつばちの幼 虫はローヤルゼリー

キュー

をたくさん食べると女王ばちになり

機能性表示食品

根強い人気でロングセラーを誇る「生ローヤルゼリー」。安心・安全を保ちながら、
より自然に近い形で提供できるよう研究開発。その成果を、働きばち育成試験の結果が示してくれました!

試験に協力してくれたのは

中村佳子さん
一般財団法人生物科学安全研究所研究員・農学博士
みつばちに対する各種物質の影響評価試験を担当してい
る。また国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構

動物衛生研究部門等と共同で、ヨーロッパ腐蛆病

発症機構解明の基礎研究プロジェクトにも参加している。

税抜
5,556円

30g
（2g×15本）
エ 4.64kcal ■
塩 0g
1包
（2g）
=■

生ローヤルゼリーをフリーズドライにし
ました。 国産:マンゴーパウダー
（国
内製造）
、乾燥ローヤルゼリー（ロー
ヤルゼリー
（台湾））

お得な定期購入があります。定期購入、お支払い方法など、詳しくは担当販売員にお申し付けください。
すべての商品に共通の、召しあがるうえでの注意点

新商品フリーズドライも
栄養価は生ローヤルゼリーと同じ！
フリーズドライについても実験。その結果、与えられたエサを全
量食べた幼虫は健康な働きばちに羽化しており、栄養面にお
いて生ローヤルゼリーとまったく遜色がないことが確認されまし
た。外出や旅行の際には、扱いやすいフリーズドライをぜひ!

小さな容器に孵化して24 時間以内
のみつばちの幼虫を1 匹ずつ入れ
て、実験室内で飼育。ローヤルゼリ
ーを含むエサを規定量与え、羽化率
を調べました。

●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。
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＊㈳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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