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はじめに 

「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『美容』『エコロジー』『健康』

『リラクゼーション』『エシカル』といったキーワードを押さえた商品・サービスが一度に体感できるイベントです。

「アロマ」「オーガニックコスメ」「ヨガ」などもうすでに認知度が高いジャンルをはじめ、「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「医療」「ホリスティック」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験・経験をターゲットに提供でき

るのが「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。

また、この市場に参入していない企業の皆様ぜひこのトレンド市場の動向を一緒に参加してみて下さい。

東京開催概要

・開催日：２０２０年１１月２２（日）・２３日（月・祝）

・開催場所：東京ビッグサイト 南3・4ホール

・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 ※月曜日は１７時迄

・来場見込：３９,０００名

・前回来場者数：３８，２０８名

・前回出展者数：３２６社

・搬入日：２0２０年１１月２１日（土）

・入場料 当日１，０００円

大阪開催概要

・開催日：２０２０年９月１２（土）・１３日（日）

・開催場所：大阪ＡＴＣホール

・主催：アジア太平洋トレードセンター株式会社

　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：１２,０００名

・前回来場者数：１１，２６０名

・前回出展者数：１５６社

・搬入日：２０２０年９月１１日（金）

・入場料 当日１,０００円

癒しフェアの試み 

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。

１.一般層との交流

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。

２.体験型展示

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。

３.参加型のイベント

この癒し業界唯一の年間５万人を超える出展者・来場者と

の交流が可能。

4.ビジネス層との交流

開催予定　東京・大阪合わせて５万人を超える来場者数を誇る

●姉妹イベント 博多で開催中！



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

プロモーション 

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。

癒し業界唯一の規模で展開する癒しフェアの活用方法 

日本で展開する癒し業界のイベントでは唯一癒しフェアが数万人規模のイベントです。今ビジネストレンドである癒し商品・サービス

は恒常品を購入する為に来場されるわけではありません。付加価値を求めて来るのです。顧客単価商品単価も高く、一般層とは違

い富裕層の女性も来場しております。

業界唯一のイベント故に、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得することができます。

etc...

交通広告  TVCM  癒し会員 

雑誌  ウェブ  無料DM 
13,000 6,000

新規顧客獲得

業界内でのブランディング

販路拡大 マーケティング＆情報収集

新製品・商品の発表

既存の顧客とのコミュニケーション



2019in東京・大阪来場者データ 

癒しフェアで今までにご協力・後援頂いた企業・団体 

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

／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
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[申込締切日]　大阪：２０２０年６月３０日 / 東京２０２０年７月３１日

角をご希望の方は、別途Ｌ小間：￥55,000、Ｍ小間： 
￥33,000、Ｓ小間：￥22,000、が必要となります。 

東京・大阪出展料金 

３０代以降の女性で９０％を超えています。そして来場者の９０％近くが女性というのは以前からの特徴です。今の日本経済を支え

る積極的な購買層がターゲットとなっています。

Ｌ小間 (3ｍ×3ｍ) 

Ｍ小間 (3ｍ×2ｍ)

￥３３０,０００

￥２２０,０００

*ご入金につきまして、申込み後、７日間以内にお振込みくださ
い。ご入金が確認できた時点でお申込み完了となります。※料
金は、下記のイラストの設備とスペース料金が含まれる２日間
合計の金額となります。※出展にあたり審査がございます。審
査結果により、出展をお断りする場合がございます。 ご了承く
ださい。 ※小間の連結の上限は、Ｓ小間は『1小間まで』、Ｍ小
間は『2小間まで』とさせて頂いております。※小間内造作物の
床面からの高さの上限は、Ｌ小間が4,500ｍｍ、Ｍ小間は2,400
ｍｍ、Ｓ小間は1,800ｍｍまでとさせて頂きます。※土間（パネ
ルなし）のスペースもご用意しております。詳細はお問い合わ
せください。 
 

S小間 (2ｍ×1.5ｍ) ￥１１０,０００

L小間 

M小間 
S小間 



その他の特別メニュー 

来場者様へ到達率 90％以上！癒しフェアの冊子で継続的

アプローチ！当日の講演・ワークショップスケジュール、会

場ＭＡＰが掲載されています。そこで紹介する事により、よ

り一層来場者様へＰＲができ、会期中の集客、イベント後の

継続的アプローチに効果的です。

会場内冊子広告

癒しフェアの協賛はウェブ・冊子・会場・イベント企画を複

合的に展開するプランです。様々な角度で癒しフェア来

場者、及びネットユーザーにマーケティングを提案させて

頂きます。

講演会場他協賛企画

女性は購買意欲が強く、一方慎重でもあります。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ます。

会場入り口フライヤー設置

癒しフェアのウェブサイトにて御社のご紹介記事やバナー広

告、メールマガジンを配信することが可能です。

癒しフェアウェブタイアップ・広告

株式会社エルアウラ　癒しフェア事務局  
TEL.０３-６４５９-３００３
Email: info@a-advice.com
東京都品川区東五反田5丁目12-1 ロイヤルフラッツ池田山 1F

お問い合わせ 

カラー１p  ６００,０００円 

カラー１／２p  ３５０,０００円 

カラー情報枠1/8  １００,０００円 

カラー情報枠1/４  １８０,０００円 

*税別となります。

タイアップ  ３００,０００／１回 

バナー(レクタングル)  ２００,０００円／1開催 

メルマガ  ３００,０００円／1開催 

*税別となります。



癒しフェアは海外のイベントと提携 

2017年より開催スタート。韓国の癒しのイベント。主催者は

イベント会社が取り仕切っており、来場者数も年々増加して

います。

韓国(ソウル)

2018年から開催。元々仏教のイベントとの共催で始まりま

した。今、中国もストレス社会で癒しの商品・サービスの需

要が拡大しています。

中国(北京)

癒しフェアは海外の癒しのイベントと提携をしています。癒しの業界で海外進出を検討されている方は提携イベントにつきましてご検

討くださいませ。詳細資料は営業担当にお問い合わせください。

中国Wisdom light expo オフィシャルサイト
http://www.wisdomlightexpo.com/

韓国Healing Fair オフィシャルサイト
https://www.healingfair.co.kr/fairDash.do

エルアウラでは上記のイベントの出展・出演等日本の窓口です。  
 

株式会社エルアウラ  
TEL.０３-６４５９-３００３
Email: info@a-advice.com
東京都品川区東五反田5丁目12-1 ロイヤルフラッツ池田山 1F

お問い合わせ 

日 本・中 国・韓 国 
海 外 進 出 を ご 検 討 の 方 へ   

http://www.wisdomlightexpo.com/
https://www.healingfair.co.kr/fairDash.do

