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C on cept

最旬の癒しが集う
国内最大級の
ヒーリングショー
心も身体もいつまでも美しく、幸せ
を感じていたい！ ストレスフルな社
会を生き抜く女 性たちのためのイ

の
デル
を
的モ
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世界
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す！
美し
しま
伝授

ベントが今年もやってきます。
ヒーリ
ング、代 替 医 療 、オーガニックコ
スメ、エコなど、感 度の高い女 性
が求めるサービス・商材が一挙集
結！ ビューティー、ヘルス、スピリ
チュアルなど、様々な分野の専門
家による講 演・ワークショップも多
数開催されます！
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Talk show

Ai Tominaga

モデル

Profile
2001年のデビュー以来、国内外の一流
ファッション誌、広告、
ショ―などに出演す
る世界的トップモデル。アジア人が世界
の舞台で活躍する礎を築く。現在はプロ
デュース業なども行っている。

癒しフェア 2011 in OSAKA
（土）
・27日
（日）
［ 開 催 日 ］2011年3月26日

Talk show

3 . 27SUN
歌うビーガン

サンプラザ
中野くんさん
Sunplaza Nakano Kun

ミュージシャン

［ 開催時間］10:00〜17:00
［ 開催場所］大阪ATCホール
［ 主 催 ］テレビ大阪／アジア太平洋トレードセンター株式会社
株式会社フレイア 癒しフェア事務局
［ 入場料金］1,000円 ※WEB事前申し込みの方は無料
URL

http://www.a-advice.com/ モバイル http://www.iyashi.mobi

Profile
84年に爆風スランプでメジャーデビュー。
代表曲に「Runner」
「大きな玉ねぎの下
で」など。西式健康法を実践し、24kgの
ダイエットに成功。心や身体の健康に関
する著書を多数出版している。

癒しフェアは
多くの 癒し を提 供していきます
今や一大マーケットである 癒し 産業。情報が溢れているからこそ、
「体感できる」
を大切に！
話題のヒーリング・占いのプチ体験、
ゆる系エステへのTRY、
自然派コスメやサプリの特別価格販売
癒しのリーダー達による講演など。最新かつ有効、
ユーザーと企業が選べる情報が2日間に凝縮です

あらゆる癒しを網羅した
国内最大級のヒーリングイベント
今回で12回目を迎える癒しフェアは、女性をター
ゲットとした癒し関連の商品やサービスを一同に
集めたイベントです。その規模は、国内
の癒し関連イベントでは最大級。2010年
3月の大阪開催では165社の癒し関連の
企業様にご出展いただき、15,019人もの
方にご来場いただきました。毎年、東京・
大阪と2つの地域で開催し、2009年には九州
でも初開催を行うなど、さらなる発展を目指
しています。

ビューティー
オーガニック系コスメの販売や、ア
ロマ、アーユルヴェーダなど。グッ
ズ販売のほか体験ブースも。

スピリチュアル
スピリチュアルカウンセラー、占い
師による鑑定、オーラカメラ、ヒーリ
ングの体験、ストーンの販売など。

ヨガ
ヨガグッズの販売、パフォーマンス
のほか、ゲスト講師を招いての有料
ワークショップも毎回好評です。

ペット
自然派ペットグッズやペットフード
の販売。ペットヒーリングやマッサ
ージなど、ペットの癒しサービスも。

キッズ・子宝
赤ちゃん関連の商品のほか、女性の
ための健康食品の販売など。妊娠・
不妊に関する講演を行われます。

スクール
代替医療やスピリチュアルを中心
に、各種スクールの案内やプチ体
験など。

手 づ くり
石鹸やアクセサリーなど、手づくり
雑貨の販売、手づくり体験など。

フ ード
オーガニックやマクロビなどのお弁
当、カフェなどが登場します。

ヨガ
リサイクル商品の販売やエコに関す
る展示など。

NPO
環境保護や事前事業などの紹介展
示など。

萬田久子／サンプラザ中野くん／杉田かおる／美輪明宏／桃井かおり／ＹＯＵ／Ｉ
ＫＫＯ／須藤元気／
川原亜矢子／宮本亜門／ＴＯＳＨ
Ｉ／假屋崎省吾／村上和雄／藤原美智子／天外伺朗／アグネス・
チャン／ジャガー横田／ユーコ・スミダ・ジャクソン／ダンカン・ウォン／龍＆アニキ／一途／ＴＡＫＡＫＯ／
中森じゅあん／龍村仁／帯津良一／森本義晴／長谷川理恵／さとう珠緒／喜納昌吉／鏡リュウジ／
本田健／ボビー・オロゴン／ＡＨＮ ＭＩ
ＫＡ／レバナ・シェル・ブドラ／クリス・グリスコム／フランク・ヒューイッ
ト／松本隆博／桂小金治／中野裕弓／越智啓子／成瀬雅春／ルネ・ヴァン・ダール・ワタナベ／由井
寅子／澤恵／広瀬光治／穴口恵子／樹峰／絵描きのやす／日本ゆる協会nido／末武信宏／藤井
佳朗／池田明子／ＥＲ
Ｉ／鳴海治／藤田和芳／ミスティカ・アンドレオリ／土井敏久／フェニーチェ・フェ
ルチェ／山川紘矢・亜希子／リーナ・ダナエ／清水泰宏／大葉ナナコ／坂東イッキ／ほか 敬称略

ＰＨＰ研究所／地球丸
（天然生活）
／ＢＡＢジャパン
（セラピスト）
／アイシス編集部／マガジンハウス
／実業之日本社／エルアウラ
（トリニティ）
／NPO法人日本ホリスティック医学協会／祥伝社
（から
だにいいこと）
／財団法人日本盲導犬協会／財団法人関西盲導犬協会／月刊Diet＆Beauty／
ひーりんぐマガジン
（NPO法人日本手技療法協会）
／SPA＆TREATMENT（㈱MPTBB）
／環境
癒しフェアでは、
芸能界はもとより、
各界著名人の講演・ワークショップが
行われています。

緑化新聞／観光アラリア／地球新聞／大阪府／南海電気鉄道株式会社
（P＋natts）
／株式会
社ディーズクリエーション
（fd エフディ神戸版）
／アップ制作室
（UP downtown）
／有限会社エイジ
ー
（Birds eye）
／株式会社鳥取広告社
（サンドペーパー）
／株式会社エヌ・アイ・プランニング
（タウ
ン情報 ぱーぷる）
／キラジェンヌ
（ＶｅｇｇｙＳｔ
ｅａｄｙＧｏ）
／東京ニュース通信社
（TOKYO
PANORAMA）
／株式会社ONE BRAND（ONE BRAND）
／芸文社
（愛犬チャンプ）
／株式会
社メディアジーン
（MYLOHAS）
／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／株式会社文踊社（フラレア編集部）

テレビ朝日／TBS／TVおおさか／日本テレビ ズームインスーパー／TOKYO MX
（U-LA-LA@）
／
bay FM
（MORNING CRUISIN）
／FM NACK5／KISS−FM／WEB女性自身／マガジンハウ
ス
（anan）
／光文社
（女性自身）
／イーストプレス
（SOMA）
（恋運歴）
／BABジャパン
（セラピスト）
／
癒しフェアは、
様々なメディアに
取り上げ頂いております。

芸文社
（愛犬チャンプ）
／角川クロスメディア
（関西Walker）
／講談社
（KANSAI1週間）
／Livedoor
（独女通信）
／新潮社
（週刊新潮）
／Yogini／粧業界展望／元気読本／㈱地域情報センター
（ふく
おか経済）
／シティ情報ふくおか／月刊イベントレポート／共同通信社／日本繊維新聞
（Primer）
etc

［ 雑 誌 ］Trinity／Hanako／天然生活／セラピスト／クロワッサン／OＺマガジン／婦人公論／
CLASSY.／BOAO／HERS／VERY／SAVVY／女性自身／STORY／美ＳＴＯＲＹ／PHPスペ
シャル／シティリビング／愛犬チャンプ／anan／MISS／ViVi／nonno／週刊女性／ゆほびか／ゆ
がふる／春ぴあ／恋運暦／Veggy Steady Go!／アロマトピア／あんしんＬ
ｉ
ｆ
ｅ／ポコチェ／
GLITTER／MISS／ＭＩ
ＳＴＹ／ライフスタイル21／大江戸かわら版／アネモネ／ペット経営／
MICE Ｊａｐａｎ／ほんとうの時代／Grooming Journal／ＴＨＥ21／うかたま／ITOMA／Lilac etc.
［ W E B ］OＺmall／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.
［ T V ］TVおおさか／TV朝日／ＴＢＳ／TOKYO MXテレビ／中天電視公司／スピリチュアルＴＶ etc.
［ラジオ］FMおおさか／bay FM／Nack 5 etc.
［ 交通広告 ］大阪市営地下鉄／ゆりかもめ etc.

