
アンチエイジングフェア２０１８
～いつまでも健康に～ （仮題）

　　企　画　提　案　書

日本抗加齢協会

本企画に関するお問合せ先　：
関西テレビ放送株式会社
営業局業務部　廣瀬（ひろせ）
〒530-8408大阪府大阪市北区扇町2-1-7
tel :06-6314-8215／090-9270-8006
fax:06-6314-8234
　　



世界各国の民話や伝説の中でも語られているように、
「不老不死」や「若返り」に対する憧れは、古くから存在していたようです。

現在では、長寿命、少子高齢化という現実と医療の発達により、
「憧れの若返り」から「具体的なアンチエイジング」への関心が高まっています。

そこで、機能性表示食品や広がるアンチエイジング領域にもっと親しみを持っ
てもらおうという目的で、『いつまでも健康に』をコンセプトに「知りたい」
「やってみたい」を体験していただきます。

美容

見た目も
若々しく

マイナス５歳を目指す

健康

身体も
イキイキ

医療

未病と予防で
備える

はじめに・・・

アンチエイジングに欠かせない3大テーマを網羅 １



アンチエイジングフェアー２０１８
～いつまでも健康に～（仮）

2018年5月25日（金）～27日（日）
10:00～17:00

タイトル

日 時

無 料

入 場

アンチエイジングに関する情報やグッズなどを一堂に会し、ブースにて体験/試食/試飲ができ、
かつステージにてトークショーやセミナーなどを楽しみながら過ごしていただくイベント

内 容

開催概要

アンチエイジング いつまでも若々しくいるために考えられる、

美容、身体、運動、食事、心など生活のすべてを充実するための
アイデアを拾えるイベント

２

国際会議場 グランキューブ大阪
1階プラザ・7階 701・702会議室

会 場



開催場所について

駅直結でアクセスの良い立地

国際会議場 グランキューブ大阪
大阪を代表する国際会議場です。都心ながら水辺のある落ち着いた立地で、京阪電車の中之島駅に直結している他、6路線5駅のマルチアクセス
に加え、大阪市電バス、シャトルバスや車でのアクセスにも便利です。
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３つのゾーンで展開

美容、健康、医療、趣味などに
カテゴライズしたブースゾーン

協賛ドリンクや、コミュニケー
ションの場所となる休憩ゾーン

●出展社の商品、サービスを体験
●サンプリング
●試食、試飲
●ブース内セミナー

●休憩スペース
●サンプリング商品の試食、飲料
●ステージイベントの観覧

イベントの具体的な内容①

ブース１ZONE

レスト３ZONE

講演・体験・計測・試飲・試食・サンプリングが様々なシーンで体験できます

４

特設会場

●特番の出演者と
特徴を活かしたトークショー

●スペシャリストのトーク
パフォーマンスショー

●出展社のPRステージ
●ドクターによる専門的セミナー
●メディカルセミナー

２ZONE

ゲストのトークショーやセミ
ナーなど耳より情報満載の会場



開催場所イメージ ▶▶▶ 1階プラザ レイアウトイメージ
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開催場所イメージ ▶▶▶ 特設会場 レイアウトイメージ

※写真はスクール形式
※レイアウトは相談の上調整致します。

7階 ７０１・７０２会議室
会場仕様
・ステージ
・バックパネル
・客席レイアウト/シアター形式100席想定

６



美容、身体、運動、食事、心にまつわる多彩な特設会場コンテンツ満載

タレント、芸人によるアンチエイジングに関する
トークショーを開催

（出演者交渉中）

７

イベントの具体的な内容②

特設会場コンテンツ

トークショー
女優、作家、ダンサー、実業家、プロデューサー、
ディレクター、公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva理事長。等



美容、身体、運動、食事、心にまつわる多彩な特設会場コンテンツ満載

スポーツを通しての健康、アンチエイ
ジングについてのトークショーを実施。

（出演者交渉中）

８

イベントの具体的な内容②

特設会場コンテンツ

トークショー（スポーツ）



美容、身体、運動、食事、心にまつわる多彩な特設会場コンテンツ満載

９

イベントの具体的な内容③

顔ヨガ FaceYOGA
顔を動かして筋肉を活性化！マイナス10歳を目指すセミナー、等。

特設会場コンテンツ

カルチャー



美容、身体、運動、食事、心にまつわる多彩な特設会場コンテンツ満載

ファッション
コーディネート術
プロのスタイリストが
教える「若い」を着こなす術

（出演者未調整）

アンチエイジング
のための食事術
料理家による、健康のための
食事の採り方、作り方講演

マイナス5歳見え
写真術
フォトグラファーによる、誰でも
カンタンに若く見える写真を撮る
撮影法を伝授！

１０

イベントの具体的な内容③

特設会場コンテンツ その他カルチャー



美容、身体、運動、食事、心にまつわる多彩な特設会場コンテンツ満載
（出演者未調整）
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イベントの具体的な内容③

※各スポンサーステージの時間は30分（予定）となります。

日・時間 5月25日(金) 5月26日(土) 5月27日(日)

10:00～ スポンサーステージ① スポンサーステージ⑥ スポンサーステージ⑩

11:00～ スポンサーステージ② スポンサーステージ⑦ スポンサーステージ⑪

12:00～ カルチャーステージA 特別番組 公開収録（仮）

13:00～ スポンサーステージ③ 特別番組 公開収録（仮）

14:00～ スポンサーステージ④ スポンサーステージ⑧ 松井知事 トークショー

15:00～ カルチャーステージB カルチャーステージC 市民公開講座

16:00～
スポンサーステージ⑤ スポンサーステージ⑨

タイムテーブル案（※セールスの状況ごとに調整していきます。）



販
売
口
数

協賛金

協賛メリットA 協賛メリットB 協賛メリットC ポスター、
フライヤー、

HP
ロゴ掲載ブース エリア

特設会場
ステージ

事後特番
取材

プラチナ 2 ¥5,000,000
４区画
可能

１階プラザ
約36㎡

２枠 要調整 〇

ゴールド 5 ¥3,000,000
1区画
可能

1階プラザ
約9㎡

１枠
インサート紹介
優先2口

〇

シルバー 5 ¥1,000,000
1区画
可能

1階プラザ
約9㎡

× × 〇

ブロンズ 5 ¥250,000
0.5区画
可能

1階プラザ
（机１椅子２）

× × ×

ご協賛プランまとめ

（注1）協賛金は、税抜となります。
ステージ展開は数に限りがありますので先着順となります。
ステージ時間は1ステージ＠30分です。
ステージ内容は別途相談させていただきます。
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（注3）協賛メリットC、事後番組での取材については、
協議の上調整させて頂きます。
関西2府4県への地上波放送ですので、
内容面、演出面、尺などご要望通りに展開できない
こともあります。ご理解頂けますと幸いです。

（注2）広告会社を経由する取引となる場合は、
別途広告会社手数料が発生することがあります。
また、ブースの施工については、別途ご予算に合わせて、
協議の元実施させて頂きます。



ご協賛メリット詳細

▶▶協賛メリットＡ ブース出展 商品やサービスを体験、PRできる場所として活用していただけます。

１３

《基礎小間仕様》

■ システムパネル

■ パラペット

■ 社名板

■ スポットライト

■ 蛍光灯

■ コンセント

：W2970×D2970×H2400 

：W2970×H300 

：白地ウッドラック ロゴ出力

：100W×4灯

：40W×2灯

：0.5ｋｗ迄 ※平行口

（注）カウンター/椅子は別途料金になります

▶▶協賛メリットＢ 特設会場ステージ
商品やサービスをステージでPRいただけます。

●トークショー
●商品プレゼン
●ショーなど

＜展開案（制作費別途）＞

●『タレント・モデル・芸人』人をキャスティング

することで訴求力を高める

●オリジナルのステージコンテンツを構築することが可能

●ステージ記録映像の２次使用（制作費別途）

●WEB動画によるLIVE配信（制作費別途）（※企画により要調整となります）

▶▶協賛メリットC
パンフレットやWEBサイトへの貴社ロゴご掲載



メインコンテンツとなる、健康、医療、美容等、
カテゴリに分かれた”体験型”ブースを製作し来場者に楽しんでもらいます。
来場者が最新のコンテンツすべてを回遊し楽しめるエリアを展開します。

＜展開案＞

●3m×3mの基礎ブース ※施工・運営費は別途

●サンプリング／タッチ＆トライによる来場者への商品訴求

●ゲスト（芸人、タレント）のブース体験（製作費別途）

ビジュアル訴求 / 商品タッチ&トライ / サンプリング

展示・販売 / カウンセリング / ゲストブースイン

協賛メリットA ブースを活用した展開

１４

（注）カウンター/椅子は別途費用になります

《基礎小間仕様》

■ システムパネル

■ パラペット

■ 社名板

■ スポットライト

■ 蛍光灯

■ コンセント

：W2970×D2970×H2400 

：W2970×H300 

：白地ウッドラック ロゴ出力

：100W×4灯

：40W×2灯

：0.5ｋｗ迄 ※平行口



ステージを活用した来場者へのPR
ゲストを起用したトークショーやデモンストレーションによる商品PRなど、
ブランドイメージに沿った演出で楽しませる協賛ステージを展開します。

＜展開案（制作費別途）＞

●『タレント・モデル・芸人』人をキャスティングすることで訴求力を高める

●オリジナルのステージコンテンツを構築することが可能

●ステージ記録映像の２次使用（制作費別途）

●WEB動画によるLIVE配信（制作費別途）（※企画により要調整となります）

協賛ステージ

トークショー / 商品プレゼン / ショーなど

協賛メリットB ステージを活用した展開

１５



日本抗加齢医学会副理事長
日本抗加齢協会 副理事長
大阪大学大学院医学系研究科
臨床遺伝子治療学教授

発起人紹介

日本抗加齢協会 理事 事務局長
財）ルイ・パストゥール医学研究センター

基礎研究部 免疫治療研究室 室長
脳心血管抗加齢医学研究会評議員
NPO法人ジャパンメディカルリンク 理事長
大阪府観光局医療観光アドバイザー

髙島正広森下 竜一

主 催
関西テレビ放送株式会社／特定非営利活動法人日本抗加齢協会

制 作
アンチエイジングフェア２０１８実行委員会

後 援
一般社団法人抗加齢医学会 公益財団法人大阪府観光局 大阪府 大阪市

イベントの運営について

１６



協賛セールスメリットCについて（番組展開）

▶▶▶ 関西テレビでの事後特番（予定）
※タイトル、内容、編成時間など、これからの調整となります。

マイナス5才に挑戦！～関西アンチエイジング事情に潜入～（仮） 
30分枠／6月下旬～7月の土日深夜or早朝枠
オールロケ

タイトル ：
放送枠 ：
番組形式 ：
出演者案 ：

内 容 ：若々しくいるための努力は惜しまない芸能人がアンチエイジングに迫る。
目から鱗の専門ドクターへのインタビューや、関連商品などの体験を通じて、
アンチエイジング＝美容というこれまでのイメージだけではなく、
医療の世界でも広がっているアンチエイジングの最新情報を紹介する。

１７

注意点 ：スポンサー様の要望をお伺いしながら、どういった構成にしていくのか
相談となります。




