
癒しフェア 2018 in Tokyo 併設イベント

出展のご案内

テーマと意義

[主催] Natural & Therapy [会場] 東京ビッグサイト
[開催日] 2018年8月4日(土)・5日(日) [開催時間] 10:00－18:00 

※最終日は17：00まで

　人間が本来もつ自然治癒力、その力を最大限に引き出すため、数多くの
スペシャリストの方々が活躍していらっしゃいます。 
　その皆様が持つ素晴らしいセラピー・商材を一人でも多くのお客様に紹
介したいという思いから、イベント「ナチュラルタウン」を企画いたしま
した。　
　本イベントは、おかげさまで４年目となり、今年の春の大阪に続き、大
きな賑わいの中で開催され、ご好評をいただいております。
　私たち自身も「心と身体」を補う国内外のナチュラル・オーガニック・
ロハス などの食品や商材の紹介を通じ、「人と地球にやさしい時代を作る
お手伝い」 をテーマに活動しております。さらに、出展社様とセラピスト
様の連携をより深めるサポートにも力を注いでおります。
　今回も「癒しフェア」の場をお借りして、皆様にトライアルの機会と選
りすぐりの商品や商材をお勧めする場をご提供してまいります。どうぞよ
ろしく お願いいたします。

した。　

[開催日]　2018年8月4日(土)・5日(日)

[開催時間] 10:00 -18:00 ※最終日は17：00まで　癒しフェア 2018 in Tokyo 

《開催場所》

東京ビッグサイト 【東1・2ホール】

株式会社エルアウラ　癒しフェア事務局   
〒135-0063東京都江東区有明3-11-1

[ 来場見込み ] 35,000 名

[ 前回来場者数 ]

[ 入場料 ]
癒しフェア HP: http://a-advice.com

32,086 名（２０１６年度）

[ 主催 ] 

当日 1,000円
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施術内容の例

対象出展社

対象出展社

リラクゼーション、ヨガ、アロマテラピー、 リーディングなどさまざまな施術

自然食品・健康食品・サプリメント・オーガニック、飲料水・健康機器

リラクゼーション、健康グッズ・健康機器、ワークショップ・セミナー

出展メリット

Natural Market ナチュラルマーケット

Therapist Avenue セラピストアベニュー

Performance Square パフォーマンススクエア

実践
　体験

提案
　発見

実演
　共感
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　ヨガやアロマのなどの施術を広いスペースを使って来場者にPRします。目で見て、
体を使って、多くの人に参加していただくことで、一体感や解放感などの感覚を体験
し、自己を磨くためのきっかけ作りとして活用していただきます。また健康器具を使
ったデモや施術では、「使用感」、「効果」など来場の方々の生の声を聞く場として、ま
た、サンプリングやアンケートカウンセリングなどの実施で今後のマーケティングに
もご活用いただけます。
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ナチュラルタウン2018 in Tokyo

セラピストアベニューTherapist Avenue 

ナチュラルマーケットNatural Market

パフォーマンススクエアPerformance Square 
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アクセス
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PR用 HP制作及びフライヤーの作成 

電力使用料
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申込締め切り 

申請について

レンタル備品のお申し込み

お問い合わせ

؛ઌम����ফূ৫ಈৎभुभदघپ
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�उेलহਜଂमજிભ॑ःऽच॒؛ऽञؚଠ಼ऩनृि॑੭ऩः৶दَႩखইख़ُ॔ऋ৫ಈदऌऩःৃ়मؚহਜଂमघदपਭऐथःॊলனண
ा॑ॉघऒधऋदऌऽघ؛

๖ऩनभிભٴ
লனؚजभ৻৶যؚঢ়બभਔऽञमૌଷपेढथႨऽञमಈহਟৃؚजभਸ਼ �ऋ૩॑ढञৃ়मؚपथजभ૩॑๖ൢःऽघ؛

3Rपणःथٴ
ভৃਗदभय़কॵॳ७شঝ५मओ೫ൟऎटऔः؛

লனಞ౫भଦਦृଣଛपणःथٴ
ਊঐ५॥ऩनपॉऑैोॊ૭ચਙऋँॉऽघ؛ਲ਼ષृ७ছআ५ॺभ੶ஈઌऩैलप൸भଦਦृଣଛपਔखथຘऌऽघ؛जभभসබ੍௸ः
मओकःऽच॒؛

५೧भಌشঈٴ
ঈش५भপऌऔऋಌघॊ૭ચਙमँॉऽघऒध॑ओവഅৣऔः؛
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癒やしフェア東京
２０１8年8月4日・5日

NaturalTown 申込書

Aroma Stern( アロマシュテルン ) ナチュラル&セラピーイベント事業部
〒362-0045埼玉県上尾市向山2-28-16 TEL/Fax 048-793-4001 
E-mail: n_t@sky.plala.or.jp　担当：蒲池（かまち）　mobile：090-7711-0521

下記、必要事項をご記入のうえ、6月 4日（月）までに
Eメールまたは　FAX　048-793-4001 までお送り下さい。
※本申し込みにて出展案内規約に同意したとみなします。
申請書・フライヤー制作およびレンタル品のお申し込みは
別途ご案内させていただきます。

▢ A. セラピストアヴェニュー ￥28,000
▢ B. セラピストアヴェニュー 　　　無料
▢ A. ナチュラルマーケット4㎡ ￥76,000   ( 販売なしのデモのみ )
▢ B. ナチュラルマーケット4㎡ ￥68,000 ( 販売あり )

▢ C. ナチュラルマーケット6㎡　 ￥96,000 ( 販売あり )

▢ D. ナチュラルマーケット8㎡　 ￥120,000 ( 販売あり )
▢ パフォーマンススクエア

出展内容

料金

会社名

連絡先

( 屋号 )

代表者名

HP URL http://

E-mail 　

( 担当者名 )

住所 （〒　　-　　　）

電話番号

＠

( 携帯電話 )
－　　　  － －　  　　－

※表示は税別です。
パーフォーマンススクエアの出展料金は要相談

2018年　　　月　　　日


