


詳細は下記にて随時情報を公開致します。 
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■イベントコンセプト   

「時代の形に合った幸せの提案」。それらを体感できることをイベントコンセプトとしている「癒しフェア」は 
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を柱としています。「アロマ」「オーガニックコスメ」「ヨガ」など認知度が高いものをはじめ、「音楽」「エコ」「ペット」「健

康商材」など、根底に癒しがあるカテゴリーも常に押さえつつ「マクロビ」「ホリスティック」「ヒーリングサロン」など浸透

度に余地があるジャンルも次々に展開、情報発信のベースとなっています。 

 来場者は、女性を中心とした一般の方、さらに大手企業の仕入れ担当、商品開発の方など「癒し」という枠を超え

た業界の方々も多いという実績が出ています。また「癒しフェア」は多くのメディアにも取り上げられております。証券

会社からも問い合わせがあり、このことからも経済活性の一翼を担うほど“癒し”や“心”に対して注目度が高いことが

うかがえます。 

会場では“タッチ＆トライ“を元に、一般のエンドユーザーはじめ、ビジネス来場者、個人経営者の方々に向けて同時

に情報発信が可能。一般の潜在顧客や業者に向けて情報発信できるマーケティングの良い機会と捉えていただけ

れば幸いです。 

雑誌・新聞、ＷＥＢ、テレビ、ラジオなど多くのメディアが混在する中、どの媒体でもカバーできない“体感する”ことが

「癒しフェア」の最大の広告効果であることを確信しています。 
 

・開催日：２０１８年８月４・５日（土・日） 

・開催場所：東京ビッグサイト  

・主催：株式会社エルアウラ 癒しフェア事務局  

・開催時間：１０時～１８時 ※日曜日は１７時迄 

・来場見込：３７,０００人 

・前回来場者数：３５，７５１人 

・前回出展社数：３２２社 

・搬入日：２０１８年８月３日（金） 

・入場料 当日１，０００円 

■東京開催概要            



■癒しフェアの試み 

■癒しフェアカテゴリー＆出展企業業種 

自然派化粧品、リラクゼーションサロン、代替療法、クリニック、歯科、自然派ヘアケア関連

商材、アーユルヴェーダ、癒し系美容機器、フラダンス、ロミロミ、ベリーダンス、スパ、ヨーガ

（ヨガ）、ジュエリー、ストーンセラピー、リフレクソロジー、マッサージ、アロマテラピー､ オーガ

ニック食品、オーガニック飲食店、カフェ、サプリメント、水、ハーブ、オーラカメラ、ヒーリング

サロン、アロマ、天然石、整体、気功、フラワーエッセンス、カラーパンクチャー ､地球環境を

配慮した一般商品・サービス、エコ商品、市町村観光局・リゾート施設、ペット関連商材、住

宅、書籍、その他一般消費者を対象にした商品全般  NPO法人、財団法人etc 
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１.一般層との交流 

土日の開催｡ 男性が主体になりやすい平日のイベントとは違い、土日に開催することで、女性を集客。“癒し”
を必要とする彼女たちと、効率的な情報交換を可能にする。 
 

実際に施術や商品を体感することが出来る展示形態をとることで、より深い理解を得ることができ、興味を持っ
てもらうことを可能にする。 

女性は購買意欲が強く、一方慎重でもある。会場でなるべくサンプルの配布・購入・試食などができるように出
展企業の方々にご協力していただくことで、活気を持たせ、癒しへの理解をさらに深める。 

２.体験型展示 

３.参加型のイベント 

Medical 



■癒しフェアの露出展開   

通常イベントで行われる出展企業の顧客となりえる来場対象者への無料招待

状のダイレクトメールはもちろん、癒しフェアに賛同できる各一般・専門メディア

からのアプローチによる来場促進、雑誌・交通媒体による広告展開を行います。

また、癒しフェアではインターネットを活用した展開にも力を入れております。 

 

一般の方を誘致するための展開プロモーション  

癒しフェア 

交通広告 

■出展者のメリット   

癒し関連に興味を持つアクティブ層・富裕層に露出が可能 

癒し業界のイベントでは唯一、一般層も積極的に集客を促進しているイ

ベントです。今トレンドである癒し商品・サービスに興味のある女性は、ア

クティブなトレンドリーダーです。また、商品単価も高く、通常より富裕層

の女性が多いと言われております。 

さらに、業界関係者も多数来場されております。一般層はもとより業界関

係者に同時にアプローチできる場であり、出展者様のメリットは様々なか

たちでリターンを獲ることができます。 

 

新規顧客獲得 販路拡大 

業界内でのブランディング マーケティング＆情報収集 

既存の顧客との 

コミュニケーション 
新製品・商品の発表 

■癒しフェア メインターゲット 

癒しに興味を持つ一般女性 

etc 

無料招待券 

雑誌 
WEB 

癒し業界で働く方 

バイヤー 

富裕層女性 

オーナー 

商品企画関連 

癒しフェアホームページ チラシ＆雑誌広告 

ＴＶＣＭ※大阪開催 



■これまでの癒しフェア 詳細まとめ 

２０１７東京 来場者数： ３５，７５１ 人 

雑誌・フリーペーパー 

GLOW／sweet／In Red／リンネル／anan／Hanako／クロワッサン／MORE／OＺマガジン／婦人公論／CLASSY.／BOAO／

HERS／VERY／サンケイリビング／女性自身／STORY／美ST／PHPスペシャル／シティリビング／愛犬チャンプ／TRINITY／

MISS／ViVi／nonno／天然生活／セラピスト／週刊女性／ゆほびか／ゆがふる／春ぴあ／恋運暦／Veggy／アロマトピア／

あんしんＬｉｆｅ／ポコチェ／MISS／GLITTER／STAR PEOPLE／ＭＩＳＴＹ／ライフスタイル21／大江戸かわら版／アネモネ／ペッ

ト経営／からだにいいこと／ほんとうの時代／Grooming Journal／ＴＨＥ 21／うかたま／ITOMA／Lilac／一個人 etc. 

インターネット 

OＺ mall／Yahoo！Japan／NIKKEI NET ／MSN ／google／nifty ／livedoor／TRINITY WEB／ BIGLOBE ／AOL ／infoseek ／

goo／yorimo／Ask.jp／じゃらん／BIGLOBE ／excite ／ ＠Net Home／livedoor ／ODN ／ MYLOHAS etc. 

新聞 読売新聞／朝日新聞／日本経済新聞／東奥日報／南港新聞／THE DAILY YOMIURI／Diet & Beauty／ 

カイロタイムズ etc. 

ＴＶ テレビ朝日／ＴＢＳ／TOKYO MXテレビ／ＴＶ大阪 etc. 

ラジオ FMおおさか／Bay FM／Nack 5 etc. 

交通広告 JR山手線／JR中央線／JR京浜東北線／メトロ銀座線／メトロ丸の内線／JR大阪市営地下鉄／ゆりかもめ  etc. 

株式会社ＰＨＰ研究所／株式会社光文社／株式会社地球丸／株式会社ＢＡＢジャパン／アイシス編集部／株式会社マガジン

ハウス／株式会社実業之日本社／特定非営利活動法人日本ホリスティック医学協会 ／月刊プシコ（ポプラ社）／株式会社祥

伝社／財団法人日本盲導犬協会／月刊Diet＆Beauty／NPO法人日本手技療法協会／株式会社MPTBB／環境緑化新聞／

観光アラリア／地球新聞／大阪市／大阪府／テレビ大阪株式会社／南海電気鉄道株式会社／株式会社ディーズクリエーショ

ン／アップ制作室／有限会社エイジー／株式会社鳥取広告社／株式会社エヌ・アイ・プランニング／キラジェンヌ株式会社／

東京ニュース通信社／株式会社ONE BRAND／芸文社／株式会社メディアジーン／社会福祉法人日本介助犬協会／一般社

団法人日本ベビーダンス協会／文踊社／トランスメディア／ミディアム／カイロタイムズ／サンケイリビング新聞社／ビオマガ

ジン／すぴナビ／恋愛ユニバーシティ／フレグランスジャーナル社／武田ランダムハウスジャパン 

２０１７東京 出展社数： ３２２ 社 ２０１７大阪 出展社数： １３９ 社 

２０１７大阪 来場者数： １０，６７０ 人 

直近の癒しフェア来場者・出展社数 

今までのパブリシティ＆広告掲載実績一覧 

癒しフェアで今までにご協力・後援頂いた企業・団体 

今までに講演・出演された主な著名人 

叶姉妹／藤原 紀香／美輪 明宏／桃井 かおり／野村 克也／広瀬 香美／西城 秀樹／夏木 マリ／萬田 久子／石井 竜也／

河村 隆一／冨永 愛／中村 うさぎ／りゅうちぇる／ダイアモンド★ユカイ／ＹＯＵ／国生 さゆり／ＩＫＫＯ／サンプラザ中野くん／

ＴＯＳＨＩ／竹原 慎二／心屋仁之助／CHIE／新子 景視／風間 トオル／鳩山 幸／アグネス・チャン／島田 秀平／杉田 かおる

／クリス松村 ／川原 亜矢子／宮本 亜門／鏡 リュウジ／假屋崎 省吾／ゲッターズ飯田／帯津 良一／ジャガー横田／須藤 

元気／南雲 吉則／さとう 珠緒／長谷川 理恵／岡本 夏生／重盛 さと美／ボビー・オロゴン／ユリ・ゲラー／テレンス・リー／フ

ランク・ヒューエット／エリカ・アンギャル／山川 紘矢・亜希子／藤原 美智子／兼子 ただし／中森 じゅあん／森本 義晴／喜納 

昌吉／ヴァイアナ・スタイバル／衛藤 信之／安藤 美冬／レバナ・シェル・ブドラ／ゲリー・ボーネル／松本 隆博／桂 小金治／

中野 裕弓／越智 啓子／成瀬 雅春／メル・ギル／椎名 由紀／パシンペロンはやぶさ／たかくら引越センター／びびこイスカン

ダル／出雲 阿国／イナ・シガール／鳴海 治／塩田 妙玄／伊藤 三巳華／ＴＡＫＡＫＯ／ほか （順不同・敬称略）                                                       



■癒しフェア 東京開催データ  

■男女比率 ■年齢層 ■来場目的 

■居住エリア ■職種 ■認知方法 
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東京会場風景 

癒しフェア２０１７ in 東京 来場者データ 

■10代 
 
■20代 
 
■30代 
 
■40代 
 
■50代以上 

■男性 
 
■女性 

■東京 
 
■神奈川 
 
■千葉 
 
■埼玉 
 
■その他 

■WEB 
■昨年から 
■知人・友人 
■新聞・雑誌 
■ビジネス関連 
■交通広告 
■その他 

■一般として 
 
■ビジネス 
 
■一般・ 
ビジネス 
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