SL Creations の

ローヤルゼリー

冷凍ローヤルゼリー プレーン
360 粒
冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 360 粒

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。

スプーンで
すくってのむ
タイプです

40g 入りもあります

6997

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

機能性表示食品

キャンペーン期間

キュー

ローヤルQ10スーパーゴールド

年末最終お届け分まで
特売

税込

29,160 円

機能性表示食品（B446）/還元型コエンザイムQ10含有食品

ローヤルQ10
スーパーゴールド 360 粒
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。

詳しい商品情報
はこちら！
キャンペーン期間

年末最終お届け分まで
特売

税込

5,114 円

ローヤルゼリーフリーズ
ドライ
7019

税込

6,000円

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））
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多 くの栄 養 成 分や特 有 成 分を含

ローヤルゼリー
フリーズドライ

るローヤルゼリー︒エスエル・クリエーシ

“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。

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）

み︑さまざまな健 康 効 果が期 待でき

日本臨床栄養学会総
会・日本臨床栄養協
会総会・大連合大会
の発表で使用された、
SL Creationsの資料。

エ 2kcal ■
塩 0g
1g=■

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

ョンズは生ローヤルゼリーの効果につい

100g

１日あたり1 〜 2 gを
目安にすくって
のみます。

対する作 用 ﹂や﹁ 心と体の健 康 維 持

税抜
22,000円

て︑
﹁加齢に伴う日常で感じる悩みに

6936

23,760円

税込

冷凍生ローヤルゼリー
100g

れまでさまざまな臨床試験と研究を

冷凍生ローヤルゼリー
100g
6999

120 粒入りもあります

16,200 円

に関する新たな機能の研究﹂など︑こ

税込

臨床試験から得られた結果について︑

特売

行ってきました︒このたび︑これらの

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）

キャンペーン期間

年末最終お届け分まで

２つの学会で発表を行いました︒いず

37,800

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）
=■

認められた演題のみが発表できます︒

7068

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

税抜
円
35,000円

れも事前に厳しい審査があり︑そこで

120 粒入りもあります

冷凍ローヤルゼリー
ゴールド 360粒

まだ未知の部分も多いローヤルゼリー

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）

27,000 円

税込

今回、生ローヤルゼリーのさまざまな効果に対する臨床試験の結果が、2つの学会で発表されました。

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）
=■

コエンザイムQ10・プロポリス配合

6990

31,320円

税込

人間に必要な五大栄養素に加え、43 種類以上の栄養成分と、特有成分を含むSL Creationsのローヤルゼリー。

離せませんね︒

6992

キャンペーン期間
税込

21,600 円

冷凍ローヤルゼリー
プレーン 360粒

年末最終お届け分まで
特売

税込

ですが︑そのパワーはこれからも目が

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。

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。

キャンペーン期間

年末最終お届け分まで
特売

SL Creations の生ローヤルゼリーの
効果が 2 つの学会で発表されました！

●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。
「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」

ローヤルQ（キュー）10
スーパーゴールド 360粒
7000

41,040円

税込

税抜
38,000円

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 粒入りもあります

6935

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

すべての商品に共通の、召しあがるうえでの注意点

SLローヤルゼリーは、
体の中から健康をサポートする
スーパーフード
ローヤルゼリーは、若い働きばちが花粉を消化
吸収し、2 つの分泌腺（下咽頭腺、大顎腺）か
ら分泌されたたんぱく質と脂肪酸、集めた花蜜
をもとにつくられた、みつばちによる天然の生
産物（分泌物）です。たんぱく質、ビタミン、ミ
ネラル、脂質、炭水化物の五大栄養素に加え、
特有成分のデセン酸やロイヤラクチン・プロリ
ンなど、若々しさの維持にさまざまに働く豊富な
栄養素を含んだ、まさにスーパーフードです。
愛用者のかたからも「飲みはじめてから調子が
いい」
「同世代のかたより若く見られる」などの
お声をいただいております。

発表を行った2つの学会とは?
第 20 回日本抗加齢医学会総会
医師ならびに医生物研究者らが中心に
なって設立された、抗加齢（アンチエイジ
ング）医学を正しく広めていくための「日
本抗加齢医学会」による総会。

第 42 回日本臨床栄養学会総会・
第 41 回日本臨床栄養協会総会・
第 18 回大連合大会
疾患の予防・治療に貢献する臨床栄養
学の発展をめざしている「日本臨床栄養
学会」と、医師や栄養士等による臨床栄
養の研究・研鑽を重ねる「日本臨床栄養
協会」が合同で行う大連合大会。

●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。

＊㈳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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