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昨年開催され⼤盛況だった、⽇本のアンチエイジングを発信する
体験イベント「アンチエイジングフェア in Osaka 2019」が

2019年5⽉25⽇（⼟）・26⽇（⽇）2⽇間 カンテレ扇町スクエアにて開催され、
約10,000⼈のお客様にご来場頂きました。

多くのメディアで取り上げられるようになった「機能性表⽰⾷品」や
⾃分でできる健康⻑寿のための情報を学び、
その場で体験できる参加型のイベントとして

多くのお客様にご参加頂きました。

セミナーでは、STORYのカバーモデルとして活躍しながら、
2児の⺟親をもこなす稲沢朋⼦さん、

フリーアナウンサーであり、“グレイヘア”のワードで話題を博した
近藤サトさんのトークショーや

医療・美容のスペシャリストによるセミナーを実施。
各回、全てのプログラムにたくさんのご応募を頂き、多くのお客様にご参加頂きました。

さらに参加企業様によるブースでは、終⽇多くのお客様で賑わい、
⾎管年齢や⾃⽴神経測定ができる健康チェックコーナーや
美容に特化したシャワーや試飲ができる体験コーナー、

ブース内での研究員や専⾨家のミニセミナー、
プロのメイクやネイルチップを体験できるブース、

機能性表⽰⾷品を⼿軽に体験できるカフェ、
アンケートや来場周回での抽選会のブースなど

様々なコンテンツを無料体験、無料サンプリングを実施。

このように、今注⽬のアンチエイジングコンテンツ全てが
⾒るだけでなく実際に体験できるイベントとして実施、

お客様の参加意識、注⽬の⾼さを実感した２⽇間でした。

今回、経済産業省、消費者庁、⼀般社団法⼈抗加齢医学会様の
後援を賜り、今後も関⻄中⼼に拡⼤してまいります。

観客動員数 約10,000名 を記録!



All Rights Reserved © アンチエイジングフェア in Osaka 2019 実行委員会

開催概要

■イベント名 ︓アンチエイジングフェア in Osaka 2019

■開催⽇ ︓2019年5⽉25⽇（⼟）・26⽇（⽇）

■開催時間 ︓OPEN(受付スタート) 9:30／START 10:00／CLOSE 18:00

■開催場所 ︓カンテレ扇町スクエア／メビック扇町

■⼊場 ︓⼊場無料（セミナーはWEBでの事前登録有り）

■コンテンツ ︓協賛企業による、ブースでの体験 /試⾷ /試飲 セミナー

︓オープニングセレモニー／ ⼤阪府知事・⼤阪市⻑登壇

■主催 ︓関⻄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

■共催 ︓⼤阪府／メビック扇町

■後援 ︓経済産業省／消費者庁／⼀般社団法⼈ ⽇本抗加齢医学会

■協⼒ ︓株式会社サンケイリビング新聞社

■制作運営 ︓アンチエイジングフェア in Osaka 2019 実⾏委員会

■オフィシャルHP http://antiagingfair.net/
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コンテンツ⼀覧
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Booth Report
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ブースレポート
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森下仁丹株式会社
有名チョコレート店と森下仁丹とのコラボレーションで⽣まれた
SALACHOCO（サラチョコ）とサラシア珈琲を楽しめるカフェ。
提供される商品は、⾷後⾎糖値の上昇や糖質の吸収を穏やかにする
サラシア由来サラシノールを配合。

わかさ⽣活株式会社
「⽬は守る時代から『鍛える』時代へ」をテーマに“わかさEXPO”と
題した複数の体感型ゲームの運営。ゲームを通じて動体視⼒を測定し
てもらう他、来場者への『ブルーベリーアイ』のプレゼントも実施。
また、ブルブルくんやざわちん、⼥⼦プロ野球選⼿の登場など、
ブース内でのイベントも１⽇３回実施。

株式会社ファンケル
「⼈⽣100年時代」をテーマに、健康や美容についての測定や
カウンセリング、ファンケル商品が当たる抽選会を実施。
⼤⼈のカロリミットなどの商品サンプルも配布。

株式会社サイエンス
マイクロバブルトルネードと美顔器に匹敵する特徴を持つ
シャワーヘッド「ミラブル」の体験及び即売会の実施。

ロート製薬株式会社
化粧品「Obagi」を⽤いた、スキンケア⽅法の紹介。
来場者の様々な肌の悩みに合わせタオススメのサンプルや、
ブース内でのミニセミナー等も実施。

近畿⼤学アンチエイジングセンター
UHA味覚糖、⼩林製薬をはじめとする様々な企業と近畿⼤学との
産学連携で⽣まれた商品の展⽰・紹介。
商品の無料サンプルや、⽢酒の試飲コーナーも実施。
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ブースレポート
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株式会社⽇商エステム
資産運⽤のアンケートに回答頂いた来場者を対象に
ダイソンのドライヤーなどが当たる抽選会を実施。

アサヒグループ⾷品株式会社
プロテイン「ディアナチュラアクティブ」の試飲、
機能性表⽰⾷品「ネナイト」の展⽰

株式会社STBヒグチ
⻭医者による⻭周病チェックも無料体験、
及び「360do BRUSH」の販売を実施。

⼤阪府
2025年に開催される⼤阪万博に向けての施策の紹介や、
アンチエイジングと健康に関するアンケートの実施。
回答頂いた来場者には先着3000名で、サンプリングも配布。

メビック扇町
⼤阪で活動するクリエイターの情報発信などを応援する
⼤阪市の産業⽀援施設「メビック扇町」について、
活動状況やクリエイターとのコラボ実績を紹介。

POINT MARKET株式会社
スマートフォンアプリ「クロノアプリ」のダウンロード促進。
また、アプリを⽤いて、会場の各ブースの滞在時間で
ポイントを溜めてきた来場者に向けて抽選会を実施。
２⽇間で計1037件のダウンロードを獲得。
（iOS︓729件、Android︓308件）
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ヘルスデザインプロモーション
未病の状態を⾒える化した「HQC(Health Quality Control)」
チェックの無料体験チケットの配布。

⼤⽇本印刷
薄くて曲げ伸ばしができ、センサーも搭載された次世代の
スキャンディスプレイの紹介。

⽇⽴システムズ
⽼化の⼀要因でもある「疲労・ストレス」を
⾃律神経測定システムから⾒える化。
スマホに話しかけるだけで「⼼の元気度」が分かる
アプリの紹介も実施。

株式会社サンケイリビング新聞社
サンケイリビング新聞社で発⾏しているフリーペーパーや
SNS、イベントやカルチャー教室の案内。

⽇本鍼灸師協会
⽇本で古くから独⾃に発展してきた伝統医療・鍼灸の体験。
⼼⾝だけでなく、環境にも優しい鍼灸で健康寿命の延伸へ。

かづきれいこ
10歳若返りをメイクで叶える、かづきメイクの無料体験及び
スキンケア・メイクグッズの販売。
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⽇本美容整⾻学院
美容に特化した⾻格調整技術を⽤いて、独⾃の整⾻技術を
体験できるミニセミナーを実施。

シルクジャパン
炭酸ガスで美容液を肌に届け引き締める、
メイクの上から体験できる美容機器の紹介。

H&B.C
⾃⽖を傷めないネイルチップ「DIVA」の体験及び販売。

株式会社POLA
POLA⾃慢のハンドクリームを⽤いた、ハンドマッサージの
無料体験を実施。

アズーリ株式会社
刺さない鍼を⽤いた美容鍼体験や、⾃宅で出来るケアの紹介、
デトックスウォーターの試飲を実施。

株式会社シーボン
スキンチェッカーを使い、肌状態のチェック。
来場者の肌のキメ状態に合わせてシーボン化粧品の
無料サンプルもプレゼント。
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フットフリー
プロスポーツ選⼿にも愛されたインソールをパンプス専⽤に
改良したインソール「フェアリーハグ」の体験。

オリックス⽣命保険株式会社
⾎管年齢測定及び、保険に関する相談を実施。
ブース来場者に向けたアンケートの実施で
粗品のプレゼントも。
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Special contents
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スペシャル・コンテンツ

フジテレビの⼈気⼥⼦アナウンサーとして活躍し、
退社後はフリーアナウンサーとして番組のナレーションなど、
落ち着いた声質を活かして活動する近藤サトさんに、
キャリア⽣活やこれまでの⽣き⽅についてお話頂きました。

また、⽇本抗加齢協会 副理事⻑・森下 ⻯⼀先⽣にも
ご登壇頂き、抗加齢医学から⾒たご意⾒やアドバイスも頂きました。

セミナーの後半では、スペシャルゲストとして
吉村 洋⽂ ⼤阪府知事と松井 ⼀郎 ⼤阪市⻑のお⼆⼈をお招きし、
2025年に開催される⼤阪・関⻄万博に向けての想いをお話頂きました。

セミナー終了後は、先⽇発売された書籍のサイン会も⾏われ、
書籍を購⼊されたお客様との交流も楽しんでおられました。

フリーアナウンサー・近藤サト

⽇本⼈⼥性が歳を重ねてからの
リボーン・リスタートの活き⽅。
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スペシャル・コンテンツ

STORYのカバーモデルとして活躍し、さらに2児の⺟もこなす、
同世代の⼥性から絶⼤な⼈気を誇る稲沢朋⼦さん。
BIG SMILEをキープするための⽇頃の⾷⽣活や
美容、運動について⼼がけていることをお話頂きました。

また、⽇本抗加齢協会 副理事⻑・森下 ⻯⼀先⽣にもご登壇頂き、
抗加齢医学から⾒たご意⾒やアドバイスを頂きました。

モデル・稲沢朋⼦

ポジティブだからこそ輝ける︕
明るく健康で過ごすための

稲沢朋⼦流BIG SMILE LIFEのススメ
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Seminar Report
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セミナーレポート 〜5/25〜
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⾚堀 真澄
王妃が愛した薬膳料理でアンチエイジング

supported by 森下仁丹

⼭⼝ マユウ
夏までにまっすぐ美脚美⼈に︕

ウォーキングスペシャリストが教える美脚習慣

美脚になれるウォーキングとエクササイズを
参加者と実践。
近畿⼤学アンチエイジングセンター⻑の
岩城正宏さんも加わり、⾎流改善と運動習慣の
関係についてレクチャー頂きました。

薬膳料理研究家の⾚堀真澄さんから、
⽩きくらげを使ったスープや、スイーツなどの
レシピを紹介。
また、お茶やお⾵呂に〝⾹り〟を取り⼊れるなど、
中国王妃の養⽣法にも触れました。
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セミナーレポート 〜5/25〜
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ざわちん
⽬を美しく︕Beauty Eye 講座

supported by わかさ⽣活

ものまねメイクファンタジスタのざわちんさんが、
アイメイクのポイントをレクチャー。
参加者の⽅に直接アイメイクを施術して頂きました。
⽬の周りのケアには、アイパックや
こすらないクレンジングも⼤切だそうです。

中野 祐⼦
雑誌で⼈気のオッパニストが教える

垂れない美乳の作り⽅

オッパニストの肩書を持つ中野祐⼦先⽣から、
垂れない美乳になれる、「極乳リアルマーメイド」の
ストレッチ⽅法を伝授頂きました。
そのほかにも、美乳になるための下着の選び⽅や
ブラの付け⽅についてもレクチャー頂きました。
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折⽥ 久美
医学博⼠が教える、５つの美腸習慣で

年齢を重ねても美しい肌を⼿に⼊れる⽅法

医学博⼠や芸能⼈の⾷⽣活管理指導をも⾏っている
折⽥久美先⽣から、腸を整えることの重要性や、
⾃律神経と美容の関連性についてお話頂きました。
腸内環境不良によって脅かされる体調不良や、
⾃律神経を整えることによる体のはたらきについて
医学的な内容を交えてレクチャーして頂きました。

梅⽥ 万友美
最適なスキンケアのお⼿⼊れ術と

オーガニックコスメの選び⽅セミナー
⼀⼈ひとりにあった正しいスキンケア⽅法について
メーキャップアーティストの梅⽥万友美先⽣から
教えて頂きました。
スキンケア⽅法以外にも、最近の流⾏でもある
オーガニックコスメについても
詳しく教えて頂きました。
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セミナーレポート 〜5/25〜
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⽵⽥ 純
美尻王⼦が教える美尻エクササイズ︕

バレエダンサーである⽵⽥純先⽣から、
美尻になるための効率的なお尻の筋⾁の
エクササイズを実践を通して教えて頂きました。
意識的にお尻の筋⾁を使うことで
プリッと上がった美尻を⼿に⼊れられるという
お話をしながら、参加者の⽅々と数々の
トレーニングをレクチャー頂きました。

中塚 絵美
つま先からのフットケアでむくみも解消︕

⾜からの健康法を伝授します︕

フットケアのスペシャリスト、中塚絵美先⽣から、
フットケアにおける健康の重要性について
レクチャー頂きました。
正しい歩⾏を⾏うことで、むくみなどの体の不調の
改善が⾒込めることや、その正しい歩⾏を⾏うための
ネイルケアの重要性についてもお話頂きました。
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セミナーレポート 〜5/25〜
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岡下 真⼸
メディカルアロマを使って

ホルモンバランスを整え、体の内側から美しく
陰陽ビューティーアロマスペシャリストの
岡下真⼸さんは、中国伝統医学から気・⾎・⽔の
バランスについて解説。アロマセラピーにおける
おすすめの⾹りの紹介もありました。
近畿⼤学アンチエイジングセンターの
森川敏⽣教授にもご登壇頂き、
⾷品や薬学の観点からアドバイスを頂きました。

近畿⼤学 森川教授も登壇
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セミナーレポート 〜5/26〜
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Lily
お⾵呂でセルフマッサージ︕

10⽇間で痩せたがる美ボディーに
supported by サイエンス

平沢 美奈⼦
グルテンフリーから⾒る美容

美容に効果的であるとされている
グルテンフリーについて、どのように効果があるのか
平沢美奈⼦先⽣よりレクチャー頂きました。
また、近畿⼤学アンチエイジングセンターから
上嶋繁教授にもご登壇頂き、⾷品栄養学や医学的な
観点から、意⾒を頂きました。

「お⾵呂は最⼤の美活の場。10分以上は湯船に
つかりましょう」と、セルフケア専⾨エステシャンの
Lilyさん。サイエンス会⻑の⻘⼭恭明さんによる
今話題のシャワーヘッド「ミラブル」実演も。
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セミナーレポート 〜5/26〜
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KAI
ミセスモデルが教える歩くだけで美しくなる︕

引き締まる︕walkingトレーニング

モデルとしても活躍するKAI先⽣から、
姿勢の良くなるウォーキング術について
実践を通してレクチャー頂きました。
ウォーキング術だけでなく、
基本的な⽴ち姿勢なども教えて頂き、
意識して歩くことで体のさまざまな部分に
効果的であることも教えて頂きました。

浅⽥ 雅美
⼤⼈の魅⼒を最⼤限引き出すための

メイクアップセミナー

パーソナルカラーリストの資格を持ち、体の内外
両⽅から⼥性が輝けるためのトータルビューティ
レッスンを⾏っている浅⽥雅美さん。
セミナーでは、その⼈⾃⾝の魅⼒を引き出すための
メイクについてのお話を頂きました。
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セミナーレポート 〜5/26〜
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⾜⽴ 陽⼦
体幹を鍛え、しなやかで美しい
プロポーションを⼿に⼊れる︕

簡単ヨガのススメ
ヨガインストラクターである⾜⽴陽⼦先⽣から、
エアリアルヨガを参加者の⽅に体験頂きました。
体幹を意識してトレーニングを⾏うことで、
美しい姿勢を保つことができるようになるという事を
お話頂きました。

三好 万記⼦
美味しく⾷べて綺麗になろう︕

タンパク質と美しさの意外な関係

⾷空間コーディネーターで、⾷育セミナーなどで
講師も⾏っている三好万記⼦さん。
セミナーでは、たんぱく質と美容についての関連性や、
テーブルコーディネート、レシピについて
レクチャー頂きました。
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安藤 絵⾥菜
14キロ痩せたタレントが教える、

もう太らない⾷事ダイエット術と簡単ヨガ

⾼島 マチ⼦
⼩顔になれる三位⼀体アプローチ法と

美⼈眉の作り⽅

美しいお肌を作るための「体の中７割・体の外３割」
という理論に基づき、⼩顔を作るための
「顔⾻・表情筋・肌」の３つへのアプローチ⽅法や
美しさの印象についてレクチャー頂きました。
また、眉で顔の印象を⼤きく左右するほどの、
⼤切なメイクポイントであるというお話もありました。

ヨガ・ダイエットアドバイザーの安藤絵⾥菜さんは、
⾷事ダイエット術と簡単ヨガを披露。
参加者も⼀緒に体を伸ばすポーズなどを⾏い、
リフレッシュしました。
後半では近畿⼤学の多賀淳先⽣にもご登壇頂き、
アンチエイジングに関連したアドバイスも頂きました。
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メビックセミナー
クリエイターと

アンチエイジングについてトークセッション︕
森下⻯⼀さんとクリエイターの江副直樹さん、
三⽊健さん、服部滋樹さんがトークセッション。
森下さんは超⾼齢化時代を迎える⽇本の現状を解説し、
「⽣活習慣病の予防と、社会参画をして
⼈と話すことも⼤切」とのアドバイスも頂きました。
2025年の「⼤阪・関⻄万博」に向けて、
アンチエイジングの観点から意⾒交換も⾏われました。



All Rights Reserved © アンチエイジングフェア in Osaka 2019 実行委員会 26

制作物⼀覧
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フライヤー（A4）

■A4フライヤー 表
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フライヤー（A4）

■A4フライヤー 裏



All Rights Reserved © アンチエイジングフェア in Osaka 2019 実行委員会 29

当⽇パンフレット

（サンプリングバッグ）

■表⾯（A３/中折り）

■裏⾯（A３/中折り）
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サンプリングバッグ

■来場者⽤サンプリングバッグ（布製エコバッグ）

■⼤阪府アンケート回収ブース（先着3000名）

セミナールーム、⼤阪府ブースにて実施の
アンケートに回答頂いた先着3000名に無料配布

■封⼊物
・チラシ、ミニファイル(関⻄テレビ放送)
・Pure-ism(SUNSTAR)
・L-137(ハウス⾷品)
・プロテオグリカンコラーゲン(井藤漢⽅製薬)
・万博誘致チラシ⼊ティッシュ(⼤阪府)

来場されたお客様に向けて
会場⼊⼝(関⻄テレビ正⾯)にて配布

■封⼊物
・当⽇パンフレット(封⼊せず⼿渡しで配布)
・⽇本抗加齢協会 冊⼦
・APAGARD m-plus(ザンギ)
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◆オフィシャルInstagram

◆オフィシャルFacebook
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パブリシティ⼀覧
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事前告知

◆サンケイリビング

3/29、4/16、4/26（シティリビング）・3/30（リビング新聞）

5/17（シティリビング）

◆関⻄ウォーカー No.12 ◆関⻄テレビ放送 テレビスポットCM
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事後パブリシティ

◆関⻄テレビ放送 報道ランナー
5/27（⽉）17時45分頃「ランナーマガジン内
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事前パブリシティ①

◆SNS
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事前パブリシティ メディア掲載⼀覧
□紙媒体

媒体名 社名 掲載日 発行部数（部） 掲載頁

Kansai Walker KADOKAWA 5月21日 51,700 イベントカレンダー

□Ｗｅｂ媒体

媒体名 社名 公開日 URL

Mart Community Blog 株式会社光文社 3月24日 http://mc.mart-magazine.com/pressrelease/4?view=59342

Kirei Style（キレイスタイル） エキサイト株式会社 3月24日 http://kirei.woman.excite.co.jp/news/detail/20190325081500_est14728

gooグルメ&料理 エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社 3月24日 http://gourmet.goo.ne.jp/news/article/62804/

ウーマンエキサイト エキサイト株式会社 3月24日
http://woman.excite.co.jp/article/beauty/rid_Leafhide_beauty_148e1e72f5b6c41ca702af2

77e1cf458/

エキサイトニュース エキサイト株式会社 3月24日 https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_beauty_news_j1GR8EehZG/

gooニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 3月24日 https://news.goo.ne.jp/article/beautynews/trend/beautynews-14728.html

ｄメニューニュース 株式会社NTTドコモ 3月24日
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/beautynews/trend/beautynews-

14728?fm=latestnews

楽天WOMAN 楽天株式会社 3月24日 https://woman.infoseek.co.jp/news/neta/beautynews_14728

緑のgoo エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 3月24日 http://www.goo.ne.jp/green/column/beautynews-14728.html

デイリーニュースオンライン メディアシンク株式会社 3月24日 http://dailynewsonline.jp/intro/1745498/

美容最新ニュース 株式会社エスタイル 3月24日 http://www.beauty-news.jp/news_j1GR8EehZG_808.html

Infoseekニュース 楽天株式会社 3月24日 https://news.infoseek.co.jp/article/beautynews_14728/

BtoBプラットフォーム 株式会社インフォマート 3月24日 https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=1386293

フレッシュアイ 株式会社スカラコニュニケーションズ 3月24日
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20190323174516_pr_pr00000000

1-000043211/a/index.html

アットダイム 株式会社小学館 3月24日 https://dime.jp/company_news/detail/?pr=429084

ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 3月24日 http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000001A000043211

ハピママ ぴあ株式会社 3月24日 http://ure.pia.co.jp/articles/-/442218

STORY 株式会社光文社 3月24日 https://storyweb.jp/prtimes/67799/

eltha オリコン株式会社 3月24日 https://beauty.oricon.co.jp/pressrelease/451673/

VERY 株式会社光文社 3月24日 https://veryweb.jp/prtimes/event/43119/

ORICON NEWS オリコン株式会社 3月24日 http://www.oricon.co.jp/pressrelease/451659/

Traicy メディアエージェンシー
有限責任事業組合

3月24日 http://release.traicy.com/archives/20190324169574.html

財経新聞 株式会社財経新聞社 3月24日 https://www.zaikei.co.jp/releases/777054/

BIGLIBEニュース ビッグローブ株式会社 3月24日 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0324/prt_190324_2667263308.html

PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 3月24日 http://president.jp/ud/pressrelease/5c96e852776561732e160000

現代ビジネス 株式会社l講談社 3月24日 http://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5c96e8f17765613bdc160000

CREA WEB 株式会社文藝春秋 3月24日 http://crea.bunshun.jp/ud/pressrelease/5c96e8487765614c26060000

ダイヤモンド・オンライン 株式会社ダイヤモンド社 3月24日 http://diamond.jp/ud/pressrelease/5c96e97b7765619834160000

Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト 3月24日 http://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=382387

JB Press 株式会社日本ビジネスプレス 3月24日 http://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5c96e851776561710a160000

マピオンニュース 株式会社マピオン 3月24日 https://www.mapion.co.jp/news/release/000000001.000043211/

おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. 3月24日 http://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000001-000043211-2

STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア 3月24日 https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000001.000043211

iza 株式会社産経デジタル 3月24日 http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/190324/prl19032411120024-n1.html

時事ドットコム 株式会社時事通信社 3月24日 https://www.jiji.com/jc/article?k=000000001.000043211&g=prt

東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社 3月24日 http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5c96e8b77765611fdd160000

アットｎｉｆｔｙビジネス ニフティ株式会社 3月24日
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000001000043211

_1.htm

ＳＥＯＴＯＯＬＳ ブラストホールディングス株式会社 3月24日 http://www.seotools.jp/news/id_000000001.000043211.html

３０min.サンゼロミニッツ 株式会社イード 3月24日 http://30min.jp/release/prtimes/detail/117095

美ＳＴ ＯＮＬＩＮＥ 株式会社光文社 3月24日 http://be-story.jp/ud/pressrelease/5c96e958a285091dbe000007

とれまがニュース 株式会社サイトスコープ 3月24日 https://news.toremaga.com/release/others/1292030.html

BEST TIMES 株式会社ベストセラーズ 3月24日 http://www.kk-bestsellers.com/ud/pressrelease_besttimes/5c96e96c776561677f110000

CLASSY ONLINE 株式会社光文社 3月24日 http://classy-online.jp/partner/prtimes/47158/

産経ニュース 株式会社産経デジタル 3月24日 https://www.sankei.com/economy/news/190324/prl1903240024-n1.html

ウレぴあ総研 ぴあ株式会社 3月24日 http://ure.pia.co.jp/articles/-/442193

朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社 3月24日 https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_1104883/

ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ 3月24日 http://news.nicovideo.jp/watch/nw5038364

暮らしニスタ 株式会社主婦の友社 3月24日 http://kurashinista.jp/pressrelease/detail/141321

LINE NEWS LINE株式会社 3月24日 https://news.line.me/articles/oa-rp31535/823e0917f1bf

walker plus KADOKAWA 4月1日 https://www.walkerplus.com/event/ar0727e345217/

Yahoo! ロコ ヤフー株式会社 5月18日 https://loco.yahoo.co.jp/event/b1c53ef764876e8940fe6f4616a1f0115ffe90f6/

マチパブ レッドクルーズ株式会社 5月21日 http://machi.jpubb.com/jpr/2069378/

http://mc.mart-magazine.com/pressrelease/4?view=59342
http://kirei.woman.excite.co.jp/news/detail/20190325081500_est14728
http://gourmet.goo.ne.jp/news/article/62804/
http://woman.excite.co.jp/article/beauty/rid_Leafhide_beauty_148e1e72f5b6c41ca702af277e1cf458/
https://www.excite.co.jp/news/article/Leafhide_beauty_news_j1GR8EehZG/
https://news.goo.ne.jp/article/beautynews/trend/beautynews-14728.html
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/beautynews/trend/beautynews-14728?fm=latestnews
https://woman.infoseek.co.jp/news/neta/beautynews_14728
http://www.goo.ne.jp/green/column/beautynews-14728.html
http://dailynewsonline.jp/intro/1745498/
http://www.beauty-news.jp/news_j1GR8EehZG_808.html
https://news.infoseek.co.jp/article/beautynews_14728/
https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail.page?IMNEWS4=1386293
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20190323174516_pr_pr000000001-000043211/a/index.html
https://dime.jp/company_news/detail/?pr=429084
http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000001A000043211
http://ure.pia.co.jp/articles/-/442218
https://storyweb.jp/prtimes/67799/
https://beauty.oricon.co.jp/pressrelease/451673/
https://veryweb.jp/prtimes/event/43119/
http://www.oricon.co.jp/pressrelease/451659/
http://release.traicy.com/archives/20190324169574.html
https://www.zaikei.co.jp/releases/777054/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0324/prt_190324_2667263308.html
http://president.jp/ud/pressrelease/5c96e852776561732e160000
http://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5c96e8f17765613bdc160000
http://crea.bunshun.jp/ud/pressrelease/5c96e8487765614c26060000
http://diamond.jp/ud/pressrelease/5c96e97b7765619834160000
http://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=382387
http://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5c96e851776561710a160000
https://www.mapion.co.jp/news/release/000000001.000043211/
http://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000001-000043211-2
https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000001.000043211
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/190324/prl19032411120024-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000001.000043211&g=prt
http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5c96e8b77765611fdd160000
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000001000043211_1.htm
http://www.seotools.jp/news/id_000000001.000043211.html
http://30min.jp/release/prtimes/detail/117095
http://be-story.jp/ud/pressrelease/5c96e958a285091dbe000007
https://news.toremaga.com/release/others/1292030.html
http://www.kk-bestsellers.com/ud/pressrelease_besttimes/5c96e96c776561677f110000
http://classy-online.jp/partner/prtimes/47158/
https://www.sankei.com/economy/news/190324/prl1903240024-n1.html
http://ure.pia.co.jp/articles/-/442193
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_1104883/
http://news.nicovideo.jp/watch/nw5038364
http://kurashinista.jp/pressrelease/detail/141321
https://news.line.me/articles/oa-rp31535/823e0917f1bf
https://www.walkerplus.com/event/ar0727e345217/
https://loco.yahoo.co.jp/event/b1c53ef764876e8940fe6f4616a1f0115ffe90f6/
http://machi.jpubb.com/jpr/2069378/
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【5/27】スポーツニッポン【5/26】デイリースポーツ

【6/3】⼤阪⽇⽇新聞 ◆サンケイリビング

「アンチエイジングフェア in Osaka 2019～いのち輝く未来社会のために～」リポート

　5月25日・26日の2日間にわたり、関西テレビ放送本
社1階とメビック扇町を会場に開催された「アンチエイ
ジングフェア in Osaka 2019～いのち輝く未来社会の
ために～」。多くの人でにぎわったブースとセミナーの
様子をリポートします。

美しく健康的な生き方を
学んだ2日間

美と健康をテーマにした
セミナーも満載でした

主催：関西テレビ放送／日本抗加齢協会
共催：大阪府／メビック扇町
後援：経済産業省／消費者庁／日本抗加齢医学会
協力：サンケイリビング新聞社
アンチエイジングフェアWebサイト http://antiagingfair.net/

　会場の関西テレビ放送に集まった来場者は2日間で1万人。
企業や行政による26ブースでは、健康・美容に関連する無料
体験やサンプリングに多くの人が詰めかけていました。

スペシャルゲストが登場

　フリーアナウンサー近藤サトさんは、白髪を
染めない〝グレイヘア〟人気の火付け役。「人生
100年時代。たくさんの知識と経験がある私た
ちは、ここからがスタート。年齢を重ねることは
すばらしいことですよ」とアドバイス。大阪府知
事の吉村洋文さん、大阪市長の松井一郎さんら
も登壇し「大阪・関西万博」をPRしました。

近藤サトさんの
「日本人女性が歳を重ねてからの
リボーン・リスタートの活き方」

　雑誌の表紙を飾るなどモデルとして活躍する
稲沢朋子さん。体によい食べ物をとることやピ
ラティスなどの運動が日々の習慣で、リフレッ
シュ法はドライブだそう。「人生は楽しんだもの
勝ち。前向きにいきましょう」と語りかけます。
日本抗加齢協会副理事長の森下竜一さんも登壇
し、「無理のない範囲で健康生活を続けることが
大切」とエールを送りました。

「ポジティブだからこそ輝ける！　
明るく健康で過ごすための
稲沢朋子流　BIG SMILE LIFEのススメ」

main event

event.2

　森下竜一さんとクリエイターの江副直樹さん、三木健さん、
服部滋樹さんがトークセッション。森下さんは超高齢化時代
を迎える日本の現状を解説。アンチエイジングには「生活習
慣病の予防と、社会参画をして人と話すことも大切」とアドバ
イスも。2025年の「大阪・関西万博」に向けて、アンチエイジ
ングの観点からの発信などについて、意見交換がされました。

「クリエイティブは旅に出よ。」
デザイン、老いを学ぶ。

日本抗加齢協会副理事長

森下竜一さん
大阪大学客員教授 
大学院医学系研究科 
臨床遺伝子治療学

talk
session

　山口マユウさんが、ウォーキングを参加者と
実践。近畿大学アンチエイジングセンター長の
岩城正宏さんも加わり、血流改善と運動習慣の
関係をレクチャー。

夏までにまっすぐ美脚美人に！
ウォーキングスペシャリストが教える
美脚習慣

　ものまねメイクファンタジスタのざわちんさん
が、アイメイクのポイントをレクチャー。目の周り
のケアには、アイパックやこすらないクレンジン
グも大切だそうです。

目を美しく！
Beauty Eye講座
supported by わかさ生活

　「お風呂は最大の美活の場。10分以上は湯船
につかりましょう」と、セルフケア専門エステシャ
ンのLilyさん。サイエンス会長の青山恭明さんに
よる今話題のシャワーヘッド「ミラブル」実演も。

お風呂でセルフマッサージ 
10日間で痩せたがる美ボディーに　
supported by サイエンス

　ヨガ・ダイエットアドバイザー安藤絵里菜さ
んは、食事ダイエット術と簡単ヨガを披露。参
加者も一緒に体を伸ばすポーズでリフレッシュ
しました。

14キロやせたタレントが教える、
もう太らない食事ダイエット術
と簡単ヨガ

　薬膳料理研究家の赤堀真澄さんが、白きくら
げを使ったスープや、スイーツなどのレシピを
紹介。お茶やお風呂に〝香り〟を取り入れるなど、
王妃の養生法にも触れました。

王妃の愛した薬膳料理で
アンチエイジング
supported by 森下仁丹

event.1

26の
ブースも
大盛況
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事後パブリシティ②

◆出演者 / インフルエンサーSNS



All Rights Reserved © アンチエイジングフェア in Osaka 2019 実行委員会 40

事後パブリシティ③

◆出演者 / インフルエンサーSNS
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事後パブリシティ④

◆来場者SNS
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事後パブリシティ メディア掲載⼀覧
掲載日 報告日 メディア名 運営会社 記事タイトル URL

2019/05/18 2019/05/28 Yahoo! ロコ ヤフー株式会社 アンチエイジングフェア in Osaka[関西テレビ放送本社（カンテレ扇町スクエア/メビック扇町）/講演、シンポジウム] https://loco.yahoo.co.jp/event/b1c53ef764876e8940fe6f4616a1f0115ffe90f6/

2019/05/21 2019/05/28 マチパブ レッドクルーズ株式会社 アンチエイジングフェア2019 in Osaka「いのち輝く未来社会のために」を開催します！ http://machi.jpubb.com/jpr/2069378/

2019/05/25 2019/05/28 グノシー 株式会社Gunosy ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は... https://gunosy.com/articles/aOnGf

2019/05/25 2019/05/28 MSNニュース Microsoft Corporation ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は…

https://www.msn.com/ja-

jp/entertainment/story/%E3%81%96%E3%82%8F%E3%81%A1%E3%82%93-
%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%AD%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%AF

%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E6%AC%A0%E3%81%8B%E3%81%9B%E3%81%AA

%E3%81%84%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E2%80%A6/ar-
AABT9tb

2019/05/25 2019/05/28 au Webポータル KDDI株式会社、株式会社mediba ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は… https://article.auone.jp/detail/1/5/9/17_9_r_20190525_1558760242424620

2019/05/25 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は… https://news.goo.ne.jp/article/dailysports/entertainment/20190525060.html

2019/05/25 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は…
https://news.goo.ne.jp/article/dailysportsgeinou/entertainment/dailysportsgein

ou-20190525060.html

2019/05/25 2019/05/28 livedoor LINE株式会社 ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は… http://news.livedoor.com/article/detail/16515094/

2019/05/25 2019/05/28 Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は… https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190525-00000060-dal-ent

2019/05/25 2019/05/28 デイリースポーツ online 株式会社デイリースポーツ ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は… https://www.daily.co.jp/gossip/2019/05/25/0012364395.shtml

2019/05/25 2019/05/28 GIGA PARK 株式会社フェイス・ワンダワークス ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は…-ＧＩＧＡ ＰＡＲＫ[ギガパーク]
https://www.giga.co.jp/jsp/artist/news_gp.jsp?aid&index=dailysports&key=2019

0525019

2019/05/25 2019/05/28 dメニュー 株式会社NTTドコモ ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は…（デイリースポーツ 関西スポーツ/芸能ニュース） ものまねメークアーティストのざわちん（…
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/dailysportsgeinou/entertainment/dailys
portsgeinou-20190525060?fm=latestnews

2019/05/25 2019/05/28 dメニュー 株式会社NTTドコモ ざわちん ものまねメイクのため欠かせない美容法は…（デイリースポーツ） ものまねメークアーティストのざわちん（…
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/dailysports/entertainment/2019052506

0?fm=latestnews

2019/05/25 2019/05/28 ロコナビ 株式会社トクバイ アンチエイジングフェア in Osaka 大阪府/イベント https://loconavi.jp/events/252396

2019/05/26 2019/05/28 Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 近藤サト「年を取ることは、全然悪いことじゃない」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190526-00067945-lmaga-ent

2019/05/26 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 近藤サト、グレイヘアにしてから「敬語を使ってもらえるように」 https://news.goo.ne.jp/article/lmaga/entertainment/lmaga-00067941.html

2019/05/26 2019/05/28 Lmaga.jp 株式会社京阪神エルマガジン社 近藤サト、グレイヘアにしてから「敬語を使ってもらえるように」 https://www.lmaga.jp/news/2019/05/67941/?cv=y

2019/05/26 2019/05/28 Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 近藤サト、グレイヘアにしてから「敬語を使ってもらえるように」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190526-00067941-lmaga-ent

2019/05/26 2019/05/28 デイリースポーツ online 株式会社デイリースポーツ 近藤サト、グレイヘアにしてから「敬語を使ってもらえるように」 https://www.daily.co.jp/leisure/kansai/2019/05/26/0012368473.shtml

2019/05/26 2019/05/28 dメニュー 株式会社NTTドコモ 近藤サト、グレイヘアにしてから「敬語を使ってもらえるように」（Lmaga.jp 関西のニュース）フリーアナウンサーの近藤サトが５月２６日…
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/lmaga/entertainment/lmaga-

00067941?fm=latestnews

2019/05/26 2019/05/28 Lmaga.jp 株式会社京阪神エルマガジン社 近藤サト「ここからが人生のスタート」 https://www.lmaga.jp/news/2019/05/67945/

2019/05/26 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 近藤サト「年を取ることは、全然悪いことじゃない」 https://news.goo.ne.jp/picture/entertainment/lmaga-00067945.html

2019/05/26 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 近藤サト「年を取ることは、全然悪いことじゃない」 https://news.goo.ne.jp/article/lmaga/entertainment/lmaga-00067945.html

2019/05/26 2019/05/28 dメニュー 株式会社NTTドコモ 近藤サト「年を取ることは、全然悪いことじゃない」（Lmaga.jp 関西のニュース）フリーアナウンサーの近藤サトが、イベント…
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/lmaga/entertainment/lmaga-

00067945?fm=latestnews

2019/05/26 2019/05/28 Lmaga.jp 株式会社京阪神エルマガジン社 近藤サト「敬語を使ってもらえるように」 https://www.lmaga.jp/news/2019/05/67941/

2019/05/26 2019/05/28 Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 近藤サト、グレイヘアにしてから「敬語を使ってもらえるように」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190526-00067941-lmaga-ent

2019/05/27 2019/05/28 Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 吉村府知事「関西万博で１０歳若返らせる」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190527-00067950-lmaga-l27

2019/05/27 2019/05/28 LINEニュース LINE株式会社 吉村洋文知事「万博で１０歳若返らせる」 https://news.line.me/issue/oa-lmagajpnews/ded63e1271ae

2019/05/27 2019/05/28 LINEニュース LINE株式会社 近藤サト「ここからが人生のスタート」 https://news.line.me/issue/oa-lmagajpnews/dc0d1533abd9

2019/05/27 2019/05/28 Lmaga.jp 株式会社京阪神エルマガジン社 近藤サト「ここからが人生のスタート」 https://www.lmaga.jp/news/2019/05/67945/?cv=y

2019/05/27 2019/05/28 Yahoo! ニュース ヤフー株式会社 近藤サト「ここからが人生のスタート」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190526-00067945-lmaga-ent

2019/05/27 2019/05/28 LINEニュース LINE株式会社 近藤サト「なんて馬鹿な人間なんだろうって」 https://news.line.me/issue/oa-lmagajpnews/c5972fabb070

2019/05/27 2019/05/28 ダイヤモンド・オンライン 株式会社ダイヤモンド社 [ 株式会社 わかさ生活 ] 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://diamond.jp/ud/pressrelease/5ceb9dde7765616765210000

2019/05/27 2019/05/28 @DIME 株式会社小学館 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://dime.jp/company_news/detail/?pr=455622

2019/05/27 2019/05/28 @nifty ビジネス ニフティ株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。
https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000455

000003821_1.htm
2019/05/27 2019/05/28 antenna 株式会社グライダーアソシエイツ 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://antenna.jp/articles/8588217

2019/05/27 2019/05/28 BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://news.biglobe.ne.jp/economy/0527/prt_190527_6980610343.html

2019/05/27 2019/05/28 CNET Japan 朝日インタラクティブ株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://japan.cnet.com/release/30326403/

2019/05/27 2019/05/28 excite.ニュース エキサイト株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2019-05-27-3821-455/

2019/05/27 2019/05/28 Infoseekニュース 楽天株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000455_000003821/

2019/05/27 2019/05/28 JBPRESS 株式会社日本ビジネスプレス 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 http://jbpress.ismedia.jp/ud/pressrelease/5ceb9cb47765611a5b250000

2019/05/27 2019/05/28 NewsCafe 株式会社イード 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20190527/317372.html

2019/05/27 2019/05/28 PRESIDENT ONLINE 株式会社プレジデント社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://president.jp/ud/pressrelease/5ceb9cb57765611d90220000

2019/05/27 2019/05/28 RBB TODAY 株式会社イード 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://www.rbbtoday.com/release/prtimes2-today/20190527/369205.html

2019/05/27 2019/05/28 SEOTOOLS ブラストホールディングス株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 http://www.seotools.jp/news/id_000000455.000003821.html

2019/05/27 2019/05/28 Techable 株式会社マッシュメディア 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://techable.jp/archives/000000455.000003821

2019/05/27 2019/05/28 Trend Times 株式会社ニューゲートリンク 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://trend-times.jp/display/325622

2019/05/27 2019/05/28 ZDNet Japan 朝日インタラクティブ株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://japan.zdnet.com/release/30326403/

2019/05/27 2019/05/28 おたくま経済新聞
シー・エス・ティー・エンターテインメント

株式会社
「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000455-000003821

2019/05/27 2019/05/28 とれまがニュース 株式会社サイトスコープ 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://news.toremaga.com/release/others/1325945.html

2019/05/27 2019/05/28 イザ！ 株式会社産経デジタル 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。
http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/190527/prl19052717150365-

n1.html

2019/05/27 2019/05/28 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。
https://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000455A00000382
1

2019/05/27 2019/05/28 時事ドットコム 株式会社時事通信社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://www.jiji.com/jc/article?g=prt&k=000000455.000003821

2019/05/27 2019/05/28 朝日新聞デジタル＆m 株式会社朝日新聞社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_2659789/

2019/05/27 2019/05/28 東洋経済 ONLINE 株式会社東洋経済新報社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5ceb9d197765617698210000

2019/05/27 2019/05/28 現代ビジネス 株式会社講談社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5ceb9d557765619adc240000

2019/05/27 2019/05/28 産経ニュース 株式会社産経デジタル 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://www.sankei.com/economy/news/190527/prl1905270363-n1.html

2019/05/27 2019/05/28 財経新聞 株式会社財経新聞社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。 https://www.zaikei.co.jp/releases/808857/

2019/05/27 2019/05/28 Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。:Cubeニュース https://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=406855

2019/05/27 2019/05/28 インターネットコム インターネットコム株式会社 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。（プレスリリース 提供元：PR TIMES） https://pressrelease.internetcom.jp/release/2323581.html

2019/05/27 2019/05/28 Mapionニュース 株式会社マピオン 「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。：マピオンニュース https://www.mapion.co.jp/news/release/000000455.000003821-all/

2019/05/27 2019/05/28 @nifty ニュース ニフティ株式会社 アンチエイジングフェアin OSAKA 2019 来場者は2日間で1万人超 吉村大阪府知事、松井大阪市長も駆けつけ盛大に開催！ https://news.nifty.com/article/item/neta/12108-2815/

2019/05/27 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 アンチエイジングフェアin OSAKA 2019 来場者は2日間で1万人超 吉村大阪府知事、松井大阪市長も駆けつけ盛大に開催！ https://news.goo.ne.jp/article/agingstyle/life/agingstyle-2815.html

2019/05/27 2019/05/28 livedoor LINE株式会社 アンチエイジングフェアin OSAKA 2019 来場者は2日間で1万人超 吉村大阪府知事、松井大阪市長も駆けつけ盛大に開催！ http://news.livedoor.com/article/detail/16526266/

2019/05/27 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 吉村府知事「関西万博で１０歳若返らせる」 https://news.goo.ne.jp/article/lmaga/region/lmaga-00067950.html

2019/05/27 2019/05/28 デイリースポーツ online 株式会社デイリースポーツ 吉村府知事「関西万博で１０歳若返らせる」 https://www.daily.co.jp/leisure/kansai/2019/05/27/0012371334.shtml

2019/05/27 2019/05/28 dメニュー 株式会社NTTドコモ 吉村府知事「関西万博で１０歳若返らせる」（Lmaga.jp 関西のニュース）吉村洋文大阪府知事、松井一郎大阪市長、フ…
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/lmaga/region/lmaga-

00067950?fm=latestnews
2019/05/27 2019/05/28 Lmaga.jp 株式会社京阪神エルマガジン社 吉村知事「万博で１０歳若返らせる」 https://www.lmaga.jp/news/2019/05/67950/

2019/05/27 2019/05/28 Fresh eye デジアナコミュニケーションズ株式会社 株式会社 わかさ生活「アンチエイジングフェア in Osaka」にわかさ生活特設ブースを出展しました。
https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20190527152500_pr_p

r000000455-000003821/a/index.html

2019/05/27 2019/05/28 LINEニュース LINE株式会社 近藤サト「ここからが人生のスタート」 https://ch-news.line-apps.com/issue/oa-lmagajpnews/dc0d1533abd9

2019/05/27 2019/05/28 LINEニュース LINE株式会社 近藤サト「なんて馬鹿な人間なんだろうって」 https://ch-news.line-apps.com/issue/oa-lmagajpnews/c5972fabb070

2019/05/27 2019/05/28 デイリースポーツ online 株式会社デイリースポーツ 近藤サト「年を取ることは、全然悪いことじゃない」 https://www.daily.co.jp/leisure/kansai/2019/05/26/0012371340.shtml

2019/05/28 2019/05/28 Ameba News 株式会社サイバーエージェント アンチエイジングフェアin OSAKA 2019 来場者は2日間で1万人超 吉村大阪府知事、松井大阪市長も駆けつけ盛大に開催！ https://news.ameba.jp/entry/20190527-1029/

2019/05/28 2019/05/28 goo ニュース エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 アンチエイジングフェアin OSAKA 2019 来場者は2日間で1万人超 吉村大阪府知事、松井大阪市長も駆けつけ盛大に開催！ https://news.goo.ne.jp/picture/life/agingstyle-2815.html

2019/05/28 2019/05/28 緑のgoo エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 アンチエイジングフェアin OSAKA 2019 来場者は2日間で1万人超 吉村大阪府知事、松井大阪市長も駆けつけ盛大に開催！ https://www.goo.ne.jp/green/column/agingstyle-2815.html

2019/05/28 2019/05/28 dメニュー 株式会社NTTドコモ
アンチエイジングフェアin OSAKA 2019 来場者は2日間で1万人超 吉村大阪府知事、松井大阪市長も駆けつけ盛大に開催！（Aging Style）

「美と健康」と「健康長寿」、そして「大阪…

http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/agingstyle/life/agingstyle-

2815?fm=latestnews

https://www.lmaga.jp/news/2019/05/67941/?cv=y
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190526-00067941-lmaga-ent
https://www.lmaga.jp/news/2019/05/67945/?cv=y
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190526-00067945-lmaga-ent
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