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 Raw Queen Bee Royal Jelly, a product sold since in May 2012 by Oak Lawn Marketing, Inc. (HQ: Higashi-ku, 

Nagoya. President & CEO: Harry A. Hill; Operations: three shopping brands “Shop Japan,” “Hill’s Collection,” 

and “exabody”) has won the gold award in the Diet & Health products category at Monde Selection 2013. 

 

Raw Queen Bee Royal Jelly is a beauty supplement jelly 

containing 1200 mg of rare raw royal jelly per stick pack. It 

is made of carefully selected high-quality raw royal jelly 

that contains more than 2.0% of decenoic acid*, which is a 

quality indicator of royal jelly. Adhering to the highest 

standards in taste, we succeeded in getting rid of the 

bitterness, which is a distinctive taste of raw royal jelly, by 

giving it three kinds of sweet flavors: strawberry, raspberry, 

and blueberry. It is in the form of jelly, which is easy to eat 

for people who have trouble taking pills. 

* While acceptance criteria for raw royal jelly according to the fair competition code regarding label ing of royal jelly is set more than 1.4% of 

decenoic acid, “Raw Queen Bee Royal Jelly” consists of carefully selected high-quality raw royal jelly that contains more than 2.0% of decenoic 

acid. 

 

Product Description  

Product name: Raw Queen Bee Royal Jelly  Price: ¥7,800 

Contents: 390g (13g × 30 packs**)  Product URL: http://www.shopjapan.jp/goods/JRJ01 

** 10 packs of blueberry, raspberry, strawberry each 

 

About Monde Selection 

Monde Selection is an international institute for quality selections founded in Brussels, Belgium in 1961 with 

the aim of improving product quality. Grand gold, gold, silver, or bronze quality labels will be granted based 

on an evaluation by professional jury in each category. 

  

OLM continuously strives to provide services that meet every customer’s need through various media 

forms to achieve its company vision of lifestyle enrichment. 

 “Jooubachi-no-nama-royal jelly (Raw Queen Bee Royal Jelly)”, 

 sold by Shop Japan, 

has won the gold award at Monde Selection 2013! 

http://www.shopjapan.jp/goods/JRJ01
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Oak Lawn Marketing is a media and branding company headquartered in Nagoya, Japan with offices in Tokyo and 

Sapporo along with local operations in China and the United States. Through our three virtual store fronts, Shop 

Japan, Hill's Collection, and exabody, we strive to enrich our customers’ lifestyle by bringing them exciting 

products from around the world.  

For more information, contact our PR Section at Oak Lawn Marketing, Inc.  

TEL: +81-3-6746-0324 E-mail:pr@oaklawn.co.jp 
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株式会社オークローンマーケティング 

【報道関係各位】 

 

 

 

 

 

 

ショッピングブランド｢ショップジャパン｣、｢ヒルズコレクション｣、「エクサボディ」を展開する株式会社オークローンマー

ケティング（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：ハリー・A・ヒル）が 2012年 5月から販売している『女王蜂の生ロ

ーヤルゼリー』は、「2013年モンドセレクション」のダイエットならび健康食品部門において金賞を受賞いたしました。 

 

『女王蜂の生ローヤルゼリー』は、希少な生ローヤルゼリー

を１袋に１２００ｍｇ配合したスティックゼリータイプのサプリメ

ントです。ローヤルゼリーの品質の指標となっている成分デ

セン酸※1を 2.0％以上含む上質な生ローヤルゼリーのみを厳

選して使用。おいしさにもこだわり、生ローヤルゼリー独特の

えぐみをなくし、「ストロベリー」「ラズベリー」「ブルーベリー」

の３種類の風味で、スイーツのようなおいしさを実現しました。

食べやすいゼリータイプなので、錠剤を飲むのが苦手な方で

も安心してお召上がりいただけます。 

※1 ローヤルゼリー表示に関する公正競争規約での生ローヤルゼリーの規格値はデセン酸 1.4%以上と定められていますが、 「女王蜂の生ローヤル

ゼリー」はデセン酸 2.0以上の上質な生ローヤルゼリーを厳選して使用しています。 

 

【商品情報】 

商品名： 女王蜂の生ローヤルゼリー 

内容量： 390g（13ｇ×30袋※2） 

※2ブルーベリー風味、ラズベリー風味、ストロベリー風味、各 10袋） 

価格： 7,800円 

商品 URL： http://www.shopjapan.jp/goods/JRJ01 

 

【モンドセレクションとは】 

1961 年にベルギーのブリュッセルにて、商品の品質向上を目的に創設された世界的な品質評価機関です。各専

門機関の審査により、最高金賞、金賞、銀賞、銅賞の評価が行われます。 

 

オークローンマーケティングは、今後も様々なメディアを通じて、お客様個々人のニーズに応じたサービスの提供

を目指し、より豊かなライフスタイルの実現をサポートしていきます。 

ショップジャパンから発売中の『女王蜂の生ローヤルゼリー』 

「2013年モンドセレクション金賞」を受賞！ 

http://www.shopjapan.jp/goods/JRJ01

