
【ご協賛企画書】

2017年6月吉日



2016年9月22日（木・祝）～ 9月25日（日）に開催した『アンチエイジングフェア in 台場』は、

会期中のうち３日間の悪天候にもかかわらず、４日間で51,984人の動員を記録いたしました。

さらに、当初からターゲットとして掲げていた40代～女性にも多数来場いただき、

アンチエイジングへの意識の高さを改めて感じることができました。

第2回目となる2017年は、機能性表示食品や、広がるアンチエイジング領域を考慮し、

「食」「健康」「美」「生活」「サービス」等のテーマを持たせます。

協賛各社様による商品展示／サンプリング／販売／アンケート調査／ゲーム等の他、

主催者によるイベントステージ、著名人を招いたトークショー、セミナー等を開催いたします。

さらに、フジテレビスポットCM及び番組内でイベント告知を実施する事で、

来場客以外の視聴者にも協賛各社様の展開内容を広く訴求いたします。

是非『アンチエイジングフェア 2017 in 台場』へのご協賛をご検討いただきますようお願い申し上げます。

はじめに

※2016年開催時の模様

『アンチエイジングフェア 2017 in 台場』

2017年9月21日（木）～ 9月24日（日）に開催決定！！
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■タイトル：

アンチエイジングフェア 2017 in 台場

■主催：

日本抗加齢協会／フジテレビジョン

■後援：各社

■開催期間：

2017年9月21日（木）～ 24日（日） 計4日間

■開催時間：

10:00～17:00

■開催場所：

東京台場フジテレビ本社屋

1F広場、エントランス、シアターモール、

22Fフォーラム

■入場料：無料

※球体展望室他一部エリア、コンテンツは有料

■2016年動員実績：

9月22日（木・祝） 8,630人

9月23日（金） 7,249人

9月24日（土） 13,378人

9月25日（日） 22,727人

2016年総来場者数 51,984人

【開催概要】
22Fフォーラム平面図

22Fフォーラム
約800平米

１F広場

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

22F
フォーラム

１F平面図

1F広場

エントランス

シアターモール

●フジテレビ社屋使用予定エリア

１Fシアターモール

シアターモール

エントランス

１F広場

ホワイエ22Fフォーラム

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。
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●告知スポットCM（関東ローカル／15秒）

・イベント開催を告知するスポットCMにて

実施内容、期間等を訴求

●番組内告知案①

・フジテレビのイベント紹介番組

『プレミアの巣窟』で複数回告知

（毎週月曜深夜放送）

・フジテレビの情報・報道番組等でイベント紹介（告知）

※社名露出の確約は出来ません

●番組内告知案②

・『その原因、Xにあり!』（毎週金曜19時放送）等、

アンチエイジングと親和性のある番組と

連動することにより、集客へと導きます

※番組、及び企画内容に関しては調整中となります

※社名露出の確約は出来ません

【イベント全体プロモーション】（案）

<イベント告知スポットCM> <ノンストップ！>

※2016年開催時の写真となります。

※写真はイメージとなります。
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●ポスター、チラシ、WEBサイト、その他

（新聞、雑誌、専門誌、交通広告等 ※有料出稿は未定）

【イベント全体プロモーション】（案）

<ポスター> <当日配布チラシ> <イベントHP>

<産経新聞広告>

※2016年開催時の写真となります。

【集客施策】（案）

●アンチエイジングと親和性のあるイベントの同時開催

・グルテンフリーパン祭
米粉パン、ふすまパンなど
グルテンフリーにこだわる有名店を
全国より誘致

・玄米祭
玄米、及びパン、クッキーなど
玄米関連商品を扱う店舗を全国より誘致

・マクロビ祭
マクロビオティックやオーガニックを
提唱する店舗を全国より誘致

※2016年開催時の写真となります。

※写真はイメージとなります。

●著名人を招いたトークショー等の開催

★

★

★

★

★

↑ RIKACO トークショー

石田純一×東尾理子 トークショー

← シルクのべっぴん塾
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【昨年度協賛実績】

●プラチナスポンサー

●ゴールドスポンサー

●ブーススポンサー

●協賛

他 ※五十音順
※このイベントでの“アンチエイジング”とは、「心身共にいつまでも健康で自分らしく、生き生きと過ごすためのライフスタイル」のこと。（協賛社の商品の効果を保証するものではありません） 5



1F広場・エントランス・シアターモール・マルチシアター平面図（昨年実績）

※2016年開催時の図面となります。図面は変更となる場合がございます。
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ブーススポンサー

ブーススポンサー

ブーススポンサー

ブーススポンサー

ブーススポンサー ブーススポンサー ブーススポンサー

ブーススポンサー

プラチナスポンサー

ブーススポンサー

伊藤園 いきいき美活 飲料フェア

「わかさの秘密を体験しよう！」
わかさ生活

よしもと47シュフラン

もう一つのアシックス。ヒューマンアカデミー
グッドエイジングサロン

味の素株式会社ファンケルヘルスサイエンス

キリンの機能性飲料･
美容成分配合飲料ブース

いいもの真っすぐExcel Human 

ニッスイのEPA商品ブース

アリナミン 元気応援ステーション

プラチナスポンサー

エーザイの機能性食品ブース

主催

日本抗加齢協会

ブーススポンサー

瞳に本来の美しさを！ ロート製薬

プラチナスポンサー

ファンケルヘルスサイエンス

ゴールドスポンサー

ハウステンボス

ゴールドスポンサー

アサヒグループ食品の
機能性表示食品ブース

セミナー実施

カネカセミナー

プラチナスポンサー

アクティブにいこう！
ドライブに行こう！
眠眠打破

プラチナスポンサー

未来の健康を築く！あなたに
ピッタリの「アンチエイジング宣言」

をしよう！森下仁丹

セミナー実施

太陽生命セミナー
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22Fフォーラム平面図（昨年実績）

8
※2016年開催時の図面となります。図面は変更となる場合がございます。



プラチナスポンサー

be my self

協賛スポンサー

キューピー

協賛スポンサー

築野食品工業

協賛スポンサー

メルシー

協賛スポンサー

日本生物製剤

ゴールドスポンサー

ディノス・セシール

主催

協賛スポンサー

協賛スポンサー 協賛スポンサー 協賛スポンサー

山田養蜂場キューサイ亜細亜食品

日本抗加齢教会

大抽選会ブース

※会場内外で配布していた
案内パンフレットを

お持ちになれば参加できる
ハズレくじ無しの大抽選会を実施

協賛スポンサー

JAみっかび

協賛スポンサー

大塚製薬

蒟蒻屋本舗

ファッションショーショップ

22日 YUMA KOSHINOブース
23日 Wamilesブース
24日 泉川典子ブース
25日 JOTARO SAITOブース

協賛スポンサー

ヘルスケアシステムズ
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協賛各種ご案内



【プラチナスポンサー】

アンチエイジングフェア最高の協賛カテゴリー。

フジテレビ社屋内イベントエリアの中で、視認性が高いスペースをご提供し、

各種媒体での内容・商品名訴求も可能となります。

なお、以下のエリア内にプラチナスポンサーブース・スペースを設けます。

１．1F広場

２．1Fエントランス

３．1Fシアターモール

４．22Fフォーラム
１F広場

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

22F
フォーラム

シアターモール
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【プラチナスポンサー】

●プラチナスポンサー プレハブブース概要

・1F広場内にプレハブブースを設置

・プレハブ（5,600×2,800）の4連棟 （※4連棟ブース平面図参照）

※ゴールドスポンサーは2連棟、ブーススポンサーは1棟

・プレハブ、看板、外装、AC電源（電気代）、ブース内ライト、

2×6テーブル、パイプいす等の基本備品は協賛金に含みます。

※内装、運営制作費別途

●媒体露出メリット

・イベント告知スポットCM（15″）社名もしくは

商品名「ロゴ」表記1社毎、「コール有り」

・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは

商品名「ロゴ」表記（最大級数）

・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは

商品名「ロゴ」を露出

●付帯メリット

・1F広場仮設ステージ、22フォーラム特設ステージ、

※制作費別途

１．1F広場ブース展開 63㎡

<プラチナスポンサー告知スポットCM>

図1（フジテレビ1F広場）

フジテレビ社屋イベントのメインエリアとなる
1F広場内の屋外プレハブブースでの展開。

１１，２００
５
，
６
０
０

〈ブース展開例〉

〈4連棟ブース平面図〉

<ポスター社名・商品名ロゴ表記>

ご協賛金額：お問い合わせください
※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。
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【プラチナスポンサー】

●プラチナスポンサー エントランス展開概要

・エントランス内にスポンサースペース（75㎡）を確保（図1ｰ①）

・ジャンボビジョンを使用するなどエリアを自由に使った展開

・看板、AC電源（電気代）、2×6テーブル、

パイプいす等の備品は協賛金に含みます

※ブース設置にかかる費用、運営制作費別途

●媒体露出メリット

・イベント告知スポットCM（15″）社名もしくは

商品名「ロゴ」表記1社毎、「コール有り」

・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは

商品名「ロゴ」表記（最大級数）

・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは

商品名「ロゴ」を露出

●付帯メリット

・1F広場仮設ステージ、22フォーラム特設ステージ、

※制作費別途

２．エントランス 75㎡

図1（フジテレビエントランス）

フジテレビ社屋オフィスタワーのエントランスを
パーテーションで仕切ったスペース。
常設のジャンボビジョンを使用した展開が可能。

＜ブース展開例＞

①

<プラチナスポンサー告知スポットCM> <ポスター社名・商品名ロゴ表記>

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください
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【プラチナスポンサー】

●プラチナスポンサー シアターモール展開概要

・シアターモール内にスポンサースペース（75㎡）を確保（図1ｰA）

・看板、AC電源（電気代）、2×6テーブル、

パイプいす等の基本備品は協賛金に含みます

※ブース設置にかかる費用、運営制作費別途

●媒体露出メリット

・イベント告知スポットCM（15″）社名もしくは

商品名「ロゴ」表記1社毎、「コール有り」

・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは

商品名「ロゴ」表記（最大級数）

・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは

商品名「ロゴ」を露出

●付帯メリット

・1F広場仮設ステージ、22フォーラム特設ステージ、

※制作費別途

３．シアターモール A 75㎡

図1（フジテレビシアターモール）

フジテレビに訪問する一般来場客で常ににぎわうエリア。
カフェや番組グッズショップ、コンビニ（ローソン）も
常設されているエリア。

A

B

<プラチナスポンサー告知スポットCM> <ポスター社名・商品名ロゴ表記>

＜ブース展開例＞

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください
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【プラチナスポンサー】

●プラチナスポンサー シアターモール展開概要

・シアターモール内にスポンサースペース（75㎡）を確保（図1ｰB）

・看板、AC電源（電気代）、2×6テーブル、

パイプいす等の基本備品は協賛金に含みます

※ブース設置にかかる費用、運営制作費別途

●媒体露出メリット

・イベント告知スポットCM（15″）社名もしくは

商品名「ロゴ」表記1社毎、「コール有り」

・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは

商品名「ロゴ」表記（最大級数）

・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは

商品名「ロゴ」を露出

●付帯メリット

・1F広場仮設ステージ、22フォーラム特設ステージ、

※制作費別途

4．シアターモール B 75㎡

図1（フジテレビシアターモール）

フジテレビに訪問する一般来場客で常ににぎわうエリア。
カフェや番組グッズショップ、コンビニ（ローソン）も
常設されているエリア。

A

B

<プラチナスポンサー告知スポットCM> <ポスター社名・商品名ロゴ表記>

＜ブース展開例＞

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください
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【プラチナスポンサー】

●プラチナスポンサー 22Fフォーラム展開概要

・22Fフォーラム内にスポンサースペースを確保（図1ｰA）

※約80㎡ございます

・看板、AC電源（電気代）、2×6テーブル、パイプいす等の

基本備品は協賛金に含みます

※ブース設置にかかる費用、運営制作費別途

●媒体露出メリット

・イベント告知スポットCM（15″）社名もしくは

商品名「ロゴ」表記1社毎、「コール有り」

・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは

商品名「ロゴ」表記（最大級数）

・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは

商品名「ロゴ」を露出

●付帯メリット

・1F広場仮設ステージ、22フォーラム特設ステージ、

※制作費別途

5．22Fフォーラム A

図1（フジテレビ 22Fフォーラム）

1Fエントランスから直通専用エレベーターで上がると
様々なステージコンテンツ（ファッションショーやタレ
ントトークショーなど）が展開される22Fフォーラム会
場がございます。
アンチエイジングフェア第2会場と言えるこのエリアに
最大の展開スペースをご用意いたします。

A

ス
テ
ー
ジ

小ﾌﾞｰｽ
ｽﾎﾟﾝｻｰ展開

小ﾌﾞｰｽ

ｽﾎﾟﾝｻｰ展開
小ﾌﾞｰｽ

ｽﾎﾟﾝｻｰ展開

<プラチナスポンサー告知スポットCM> <ポスター社名・商品名ロゴ表記>

＜ブース展開例＞

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください
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●ゴールドスポンサー プレハブブース概要

・1F広場プレハブブース／ 5,600×2,800を縦もしくは横２連棟 （図1-①②）

・プレハブ、看板、外装、AC電源（電気代）、ブース内ライト、

２×６テーブル、パイプいす等の基本備品は協賛金に含みます

※内装、運営制作費別途

●ゴールドスポンサー 22Fホワイエ概要

・２２Fフォーラム ホワイエ内にスポンサースペースを確保（図２-③）

・看板、AC電源（電気代）、２×６テーブル、パイプいす等の基本備品は

協賛金に含みます

※ブース設置にかかる費用、運営制作費別途

●媒体露出（1F広場ブース展開／22Fホワイエ共通）

・イベント告知スポットCM（15″）社名表記数社連合、

「角ゴシック体」・「コールなし」

・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名

もしくは商品名「ロゴ」表記（中級数）

・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは商品名「ロゴ」を露出

【ゴールドスポンサー】
ゴールドスポンサーには以下のスペースにおける
PRイベント展開と御社名もしくは商品名の媒体
露出をいたします

図1（フジテレビ1F広場）

① ②

図2（フジテレビ 22Fフォーラム）

③

１．1F広場ブース展開 32㎡

２．22Fホワイエ 40㎡

<ポスター社名・商品名ロゴ表記>

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください
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●1Fブーススポンサー プレハブブース概要
・1F広場プレハブブース／ 5,600×2,800（1棟）
・プレハブ、看板、外装、AC電源（電気代）、ブース内ライト、

2×6テーブル、パイプいす等の基本備品は協賛金に含みます
※内装、運営制作費別途

●媒体露出
・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは商品名「角ゴシック体」表記
・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは商品名「角ゴシック体」を露出

【1Fブーススポンサー 16㎡】
1Fブーススポンサーには以下のスペースにおける
PRイベント展開と御社名もしくは商品名の媒体
露出をいたします
※スポンサー数および場所（図1赤線内）は今後調整いたします

図1（フジテレビ1F広場）

■1Fブーススポンサー展開例

※ブースデザインは夢大陸用のデザイン装飾となります

※ブース開放面（ブースの前面）に緑の柱がありますが、夜間クローズ時に取り付けるアルミサッシの枠で取り外しは不可となります。
※ブースの入り口は階段になっていますが、設置場所によって1段、2段、3段の仕様がございます。

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください
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【小ブーススポンサー】
スポンサーカテゴリーとしてリーズナブルな
小ブーススポンサー22Fフォーラムに設定します。
※1社につき2ブースまでとさせていただきます

フジテレビ 22Fフォーラム

ス
テ
ー
ジ

展開想定エリア

展開想定
エリア

展開想定
エリア

展開想定エリア

●小ブーススポンサー概要
・システムパネルブース2ｍ×2ｍ、看板、AC電源（電気代）、

ブース内ライト、2×6テーブル、パイプいす等の基本備品は
協賛金に含みます

※内装、運営制作費別途

●媒体露出
・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは商品名「角ゴシック体」表記
・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは商品名「角ゴシック体」を露出

※2016年開催時の図面となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください



ステージスポンサー概要 ※運営制作費別途

1．1F広場ステージ（図①）おける商品PRなどのステージコンテンツを
来場客に向けて実施可能
・スポンサーには1ステージ1時間を提供

2．22Fフォーラム特設ステージ（図②）における商品PRやセミナーなどの
ステージコンテンツを来場者に向けて実施可能
・スポンサーには1ステージ60分を提供（参加者入れ替え30分含み計90分）

●媒体露出
・ポスター、チラシ、WEBサイトに社名もしくは商品名「角ゴシック体」表記
・その他告知物に同様のレベルで社名もしくは商品名「角ゴシック体」を露出

※セミナーおよびステージ実施において、対談および司会等で
フジテレビアナウンサーを稼働調整可能

【ステージスポンサー】
※スポンサー数および実施日程・時間は今後調整いたします

図① フジテレビ1F

※2016年開催時の図面となります。図面は変更となる場合がございます。

22Fフォーラム特設ステージスケジュール表 ※全16コマ

※企業名・団体名が記入されているコマは決定もしくは仮押えとなります。

9月21日（木） 9月22日（金） 9月23日（土） 9月24日（日）

11:00～12:00 売り止め M22-1 M23-1 M24-1

12:30～13:30 売り止め M22-2 M23-2 M24-2

14:00～15:00 M21-3 M22-3 M23-3 M24-3

15:30～16:30 M21-4 M22-4 M23-4 M24-4

１F広場 ステージスケジュール表 ※全24コマ

9月21日（木） 9月22日（金） 9月23日（土） 9月24日（日）

11:00～12:00 売り止め S22-1 S23-1 S24-1

12:00～13:00 売り止め S22-2 S23-2 S24-2

13:00～14:00 売り止め S22-3 S23-3 S24-3

14:00～15:00 S21-4 S22-4 S23-4 S24-4

15:00～16:00 S21-5 S22-5 S23-5 S24-5

16:00～17:00 S21-6 S22-6 S23-6 S24-6

図②
フジテレビ 22Fフォーラム
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ご協賛金額：お問い合わせください



セミナー 昨年実績

1F広場 ステージ 昨年実績

9月22日（木・祝） 9月23日（金） 9月24日（土） 9月25日（日）

11:00～11:45
太陽生命セミナー

出演:新田 恵利 他

日本抗加齢協会

セミナー

基調講演:吉川 敏一

太陽生命セミナー

出演:高見 国生 他

太陽生命セミナー

出演:新田 恵利 他

12:00～12:45

日本抗加齢協会

セミナー

パネルディスカッション

ヒューマンセンター21

若手研究者育成のための

研究助成受賞者表彰式

司会進行:南 美希子

日本抗加齢協会

セミナー

講師:尾池 雄一

日本抗加齢協会

セミナー

講師:松崎 靖司

13:00～13:45
森下仁丹セミナー

講師:丸 幸弘

森下仁丹セミナー

講師:國枝 加誉

森下仁丹セミナー

講師:齊藤 早苗

アサヒグループ食品

セミナー

出演:小宮 悦子 他

14:00～14:45
太陽生命セミナー

出演:新田 恵利 他

太陽生命セミナー

出演:高見 国生 他

太陽生命セミナー

出演:高見 国生 他

ノエビアグループ

セミナー

講師:新垣 健太

15:00～15:45

アサヒグループ食品

セミナー

出演:小宮 悦子 他

日本抗加齢協会

セミナー

講師:市橋 正光

ノエビアグループ

セミナー

講師:大谷 勝

日本抗加齢協会

セミナー

講師:太田 博明

16:00～16:45
カネカセミナー

出演:石田 純一 他

日本抗加齢協会

セミナー

講師:南野 徹

日本抗加齢協会

セミナー

講師:山田 和

日本抗加齢協会

セミナー

講師:山岨 達也

9月22日（木・祝） 9月23日（金） 9月24日（土） 9月25日（日）

13:30～14:00

目が離せない！

わかさ生活の

チアダンスショー

11:45～12:15

HANDSIGN special Live

～手話で届ける

エンターテイメント～

11:30～12:00

よしもと芸人ライブ

12:30～13:00

Ema

「Respirar」

ミニライブ

14:00～14:30

オープニング セレモニー

14:15～14:45

ハッカドロップス

Special Live !!

12:30～13:00

中孝介ライブ

14:15～14:45

遠藤舞LIVE

15:00～15:30

石田純一×東尾理子

トークショー

15:30～16:00

よしもと芸人ライブ

14:15～14:45

目が離せない！

わかさ生活の

チアダンスショー

15:45～16:15

清貴

Special LIVE in お台場

16:00～16:30

瀬川あやか 2nd Single

「恋の知らせ」

スペシャルミニライブ

16:00～16:30

山野ミナ＆酒井麻生代

ライブ

<太陽生命セミナー> <森下仁丹セミナー>

<ノエビアグループセミナー> <朝日グループ食品セミナー>

<眠眠打破ステージ>

※2016年開催時の写真となります。
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22Fフォーラム 特設ステージ 昨年実績

↑RIKACO トークショー

9月22日（木・祝） 9月23日（金） 9月24日（土） 9月25日（日）

12:00～12:30

YUMA KOSHINO

2016 Autumn & Winter

Collection

12:00～12:30

wamiles

美しい未来へ

Happy Challenge

12:00～12:30

Noriko Izumikawa

Costume Jewellery Show

12:00～12:30

JOTARO SAITO

KIMONO STYLE COLLECTION 2016

13:00～13:45

シルクのべっぴん塾

13:00～13:45

シルクのべっぴん塾

13:00～13:30

RIKACO トークショー

12:45～13:30　※

～美しさは健康から～

健康力を身につけませんか

講師：野口 なつ美

14:00～14:30

10秒で柔軟効果が実感できる！

ボディアジャストエクササイズ

14:00～14:15

世代を超えて楽しむ

アンチエイジング

フラダンスショウ！

13:45～14:30　※

老けないからだづくり

～習慣力で若返る。

講師：日比野 佐和子

14:15～14:45

美腸で超ハッピー！

美腸エクササイズ

15:00～15:30

YUMA KOSHINO

2016 Autumn & Winter

Collection

15:00～15:30

wamiles

美しい未来へ

Happy Challenge

15:00～15:30

Noriko Izumikawa

Costume Jewellery Show

15:00～15:30

JOTARO SAITO

KIMONO STYLE COLLECTION 2016

15:45～16:30　※

おやつ美容にメタボ対策弁当

～明日から取り組める

アンチエイジング食講座

講師：渡邉 美和子

15:45～16:30　※

いつまでも輝き続けるコツ、

教えます。

講師：南 美希子

15:45～16:30　※

アンチエイジングの秘訣教えます。

ボケずに長生き生活楽しみませんか？

講師：森下 竜一

15:45～16:30　※

体の新常識　肌と血管関係

～血流美人の作り方～

講師：赤澤 純代

※日本抗加齢協会『アンチエイジングドクターによる多彩な健康セミナー』

↑シルクのべっぴん塾

↑10秒で柔軟効果が実感できる！
ボディアジャストエクササイズ

↑いつまでも輝き続けるコツ、教えます。 ↑美腸で超ハッピー！美腸エクササイズ ↑世代を超えて楽しむ
アンチエイジングフラダンスショウ！

※2016年開催時の写真となります。
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●サンプリング協賛
・22Fフォーラムに設置するサンプリングステーションにて合同サンプリングを

実施します。※サンプリングステーション展開位置は図１参照
・各日1,000個限定で4日間で合計4,000個をサンプリング予定です。
・イベントオリジナルの袋に複数社の商品およびチラシ等を封入し配布します。
※競合排除は致しません

【サンプリング + ビジョンCM協賛】
※提供枠がなくなり次第売り止めとなります（20社想定）

図1 フジテレビ22Fフォーラム

ス
テ
ー
ジ

展開想定

エリア

●ビジョンCM協賛
・1F広場ステージに設置するLEDビジョンに純広CMを放映いたします。

放映時間はステージコンテンツの間の毎正時前を予定しております。
※ステージ位置は図2参照
※純広CM15秒、30秒およびイベント告知CM15秒
※放映本数は未定です 図2 フジテレビ1F

※2016年開催時の図面、写真となります。図面は変更となる場合がございます。

ご協賛金額：お問い合わせください
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『アンチエイジングフェア 2017 in 台場』に関するお問合せ

フジテレビジョン 事業局 販売企画部

TEL：03-5500-9651

里谷：tae.satoya@fujitv.co.jp

萩原：yoshihisa.hagiwara@fujitv.co.jp

大黒：keiichiro.daikoku@fujitv.co.jp

藤原：toshiaki.fujiwara@with1.fujitv.co.jp

イベント事務局

松尾：matsuo@umc.tokyo
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