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昨今この「終活」という言葉を耳にする機会が増えてきたと思います。

文字通りの意味を考えるなら「終わる活動」すなわち「死」への準備のように聞こえます。

しかし我々終活カウンセラー協会ではこの「終活」の定義をこのように考えております。

“人生の終焉を考えることを通じて自分をみつめ今をよりよく自分らしく生きる活動”

なかなか自分のことを直面するのは難しいことですが、人生の終焉を見つめるからこそ、

「今」をよりよく生きるということをしっかりと味わえるものだと思っております。

「終活フェスタ2017in東京」とは終活に特化した、一般社団法人終活カウンセラー協会が主催

するイベントです。

今回は5回目ということで、メディアや一般の皆様も大変注目されております。

ぜひイベント成功に向け「終活フェスタ2017in東京」をともに創っていただければ幸いです。

一般社団法人終活カウンセラー協会

代表理事 武藤頼胡

この企画書を

手に取っていただいた皆様へ



名称 終活フェスタ２０１７in東京

開催時期 2017年12月16日（土）9:00～16:30

会場 大田区産業プラザPio東京都大田区南蒲田1-20-20

来場予定数 約4,000人

来場対象者 40歳～80歳代の終活にご興味のある全国の一般の方

主催 一般社団法人 終活カウンセラー協会 http://www.shukatsu-csl.jp

企画運営 一般社団法人 終活カウンセラー協会

公式サイト 終活フェスタ http://www.shukatsu-fesuta.com/

お問い合わせ

一般社団法人 終活カウンセラー協会

東京都品川区旗の台4-2-5 ホープイン旗の台２B

TEL03-6426－8019 FAX03-6426-8029

E-mail jimukyoku@shukatsu-csl.jp

イベント責任者 武藤頼胡（一般社団法人終活カウンセラー協会代表理事）

イベント概要

http://www.shukatsu-csl.jp/
http://www.shukatsu-fesuta.com/
mailto:jimukyoku@shukatsu-csl.jp


当協会は「終活」のパイオニアです。

昨今、「終活」という言葉が世の中に広がり、全国の皆さんが知っている言葉とな
ってきました。
ただ言葉だけが先走り、実際に「終活」といっても何からすれば良いかなどやり方
や方向性を理解していない消費者の方がまだまだ多くいらっしゃいます。
そこで、「終活のパイオニア」である当協会が「真の終活のあり方」を楽しいイベ
ント形式でお伝え致します。

協会概要

組織名：一般社団法人 終活カウンセラー協会

設立：平成23年7月12日

事業内容：終活カウンセラー認定資格事業

終焉活動（終活）に関する事柄の知識を得るための講座を開催する。

講座の後に実施する試験に合格した者には、レベルに応じた認定資格を与える。

終活カウンセラー協会



過去開催実績
第1回 終活フェスタ2013in東京(2013/8/24開催)

来場者：約2,100名 出展・協賛 45団体

第2回 終活フェスタ2014in東京(2014/8/24開催)

来場者：約3,230名 出展・協賛 58団体

第3回 終活フェスタ2015in東京(2015/9/26/27開催)

来場者：約3,490名 出展・協賛 64団体

第4回 終活フェスタ2016in東京(2016/9/11開催)

来場者：約3,250名 出展・協賛 54団体

講演・セミナー実績
＜自治体・公的団体＞
新所沢公民館・武蔵村山市包括センター・町田福祉サービス協会・神
戸いきいき財団・津山市包括センター・遠賀町公民館・千曲市社会福
祉協議会・石橋公民館・世田谷区北沢セミナー・下野市社会福祉協議
会・八王子学園都市文化・ふれあい財団・千葉赤十字・栃木大田原市
・栃木県小山市・近江八幡消費者センター・府中市・府中生涯学習・
福島市消費者センター・北沢生涯学習・大阪摂津市包括センター・大
府市社会福祉協議会・沼津市・八潮市包括センター
＜民間企業・団体＞
日本生命保険株式会社・昭和浄苑・アクサ生命保険株式会社・ＪＡ・
應典院・コープライフサービス・ゆきげ・藤原葬祭・天昇堂・株式会
社溝口祭典・橋本屋葬具店・高齢者住宅新聞・クラブツーリズム・株
式会社ヤシロ・日本石材産業協会・日本宗教用具協会・照泰仏堂・鳴
本石材・イオン・ミサワホーム・岡山終活フェア・石川終活ひろば・
和歌山終活フェア

メディア実績
RSKテレビ「メッセージ」・沖縄タイムス・ＢＳ金曜プラス知
って得するテレビ・朝日新聞・ＣＳカイロスのテーブル・文化
放送「くにまるジャパン」・東洋経済・ＮＨＫ「newsweb」
・TBS『私の何がいけないの？』・週刊ダイヤモンド掲載・岡
山テレビ・中日スポーツ新聞・ テレビ東京『ガイアの夜明け
』・週刊東洋経済・日経マネー・日本経済新聞・産経新聞・日
本石材工業新聞・産経新聞・十勝毎日新聞・サンパウロ新聞・
月間フューネラルビジネス ・ BIG tomorrow・中日スポーツ
・J-CASTニュース ・自由学校・日刊スポーツ シニアライフ
・保険毎日新聞・NHK生活情報ブログ ・百歳万歳

2016年9月 週刊新潮

2016年10月 関西テレビよ～いドン！サタデー！

2016年10月 TBSサタデープラス

2016年12月 読売新聞

終活カウンセラー初級検定
2011年10月よりスタートし、日本全国で13,000人以上が受講

終活カウンセラー協会 実績



１６００㎡の展示場にて様々な企業様による大規模出展
会場全体で60ブースをご用意。終活関連企業様はもちろん、多種多様な業種の企業様にご出展いただきます。

過去出展業種：葬祭業、墓石業、生命保険業、化粧品業、美容業、写真行、不動産業、健康器具メーカー、買取業、NPO法人など

全６０ブース予定

イベント内容①



ステージイベントの充実
芸能人を招いての講演やパネルディスカッション、終活に関するセミナーを実施。
今年も来場者層に人気の高い有名人に出演してもらいます。
第２回中尾ミエさん、第３回仁科亜季子さん、第４回デヴィ夫人などが出演。

出展企業様の魅力をアピールするミニセミナー
来場者の皆さまに出展企業様の商品やサービスをアピールする単独のミニセミナーを実施予定。
昨年は一日計8コマ、平均約20名の方にご参加いただきました。

大人気企画！「終活川柳」
昨年は１０９３句応募をいただきました終活川柳。フェスタ当日に会場内で
人気投票を 行います。終活川柳を楽しみにご来場される方も大勢います。

終活バスツアーの実施
過去に開催し、出展企業様に大変ご好評いただきました終活バスツアーを今年も実施します。
ツアーの参加者は料金を支払って参加しているため、とても終活に対し関心の高い方々が参加されます。

出展企業様同士の懇親会
日本全国から出展されるため、毎年終活フェスタで会うのを楽しみされている企業様も多くいらっしゃいます。
ぜひ横の繋がりの構築にご活用ください。

その他、地元大田区の行政とのイベントも企画中です。

イベント内容②



・広告

web（HPやFacebook）、メディア（テレビや雑誌へプレスリリース）、

アナログ（新聞広告やチラシ約30万枚）で多方面から広告を実施。

・終活カウンセラーからの紹介

日本全国各地にいる終活カウンセラーに案内を送付しイベントの告知協力依頼。

来場者の約30％は終活カウンセラーの協力。

・検定や講演からの送客

年間70回以上開催する、終活カウンセラー初級検定からの送客。年間約180回行う講演からの送客。

・多種多様な業種からの出展

今まで以上に様々な業種の企業様にご出展いただくことにより、来場者の層を広げる。

・地元（大田区）からの集客

会場が近いという利点を活かし、大田区内からの集客に注力する。

・行政への投げかけ

行政の協力をもらうことで、イベントの価値を高める。

ターゲット：終活に興味のある40～80代の一般の方
これまでの4回と同様、メインとなる来場者は終活にご興味のある40～80代の一般の方です。

今年は4,000名の方の来場を予定しています。

集客



【広告の無料掲載】
終活フェスタのホームページやFacebook、チラシへ出展企業様の広告を掲載。

【出展企業を効果的にアピールした資料を来場者全員に配布】
当日会場内で書き上げることが可能なエンディングノートを来場者全員へプレゼント。
エンディングノートは家に帰られてからも眺める機会が多いものです。終活に関して相談や不明点が
あった場合に、出展企業様へ電話できるような仕様になっています。

掲載物



終活フェスタ2017in東京ブース出展料

（産業プラザPio 会場イメージ）

※税別となります。

割引

・２年以上連続でのご出展企業様は5,000円割引いたします。

・２コマ以上のご出展で２コマ目以降、１割引いたします。

ブース出展料

一般企業様 250,000円

終活カウンセラー在籍企業様 210,000円

追加備品 実費

懇親会 未定

ブース代には基本セットが含

まれております！

パネル、展示台、椅子２脚、

社名板２種類、電源が含まれ

ており、基本セットだけでも

即出展可能です。

（詳細は次ページ参照ください）

ブース基本セット イメージ



（社名表示パネルイメージ）

1区画2.7m×2.7m 
展示台1台、椅子４脚、社名表示パネル1枚、電源2口
※その他追加レンタル備品あり（有料）

2

出展ブース概要



2016年10月6日 一般社団法人終活カウンセラー協会



【名称】 終活フェスタ2016in東京

【開催日時】 2016年9月11日（日）9:00～16:30

【会場】 大田区産業プラザPio
東京都大田区南蒲田1-20-20

【対象者】 終活に興味のある一般の方

【ゲスト】 デヴィ夫人

【主催・企画運営】
一般社団法人 終活カウンセラー協会

【問合せ先】 一般社団法人 終活カウンセラー協会
東京都品川区旗の台4-2-5 ホープイン旗の台2B
TEL：03‐6426‐8019 FAX：03‐6426‐8029
E-mail：info@shukatsu-csl.jp

イベント概要



【4階イベント来場者結果】
・仏教人生大学：約30名
・遺品整理生前整理のトラブル：約40名
・終活とは：約200名
・納棺の儀：約100名

【来場者数】 約3250名
【出展企業社数】 25団体：39ブース
【協賛企業社数】 29団体：39口

Yahoo!ニュース・週刊新潮・週刊ポスト・日本農業新聞・月間フューネラル・みまもりジ
ャーナル・ガンマ通信・月刊セレクト・しんぶん赤旗・BIGLOBEニュース・Bizloopサーチ
・bizocean・BlogPeople・excite.ニュース・goo ビジネス EX・・Infoseek ニュース・
INTERNATIONAL BUSINESS TIMES・J-sta.com・Mapionニュース・MarkeZine・
N+NewsRelease・rentaloffice.bz・SankeiBiz・SANSPO.COMSEOTOOLS・StartHome
・YOMIURI・ONLINE・zakzak・えんウチ・とれまがニュース・クイックオーダー・ジョ
ルダンニュース！・ビズハック！・リセマム・ロイター.co.jp・伝説の営業マン・徳島新聞
Web・朝日新聞デジタル＆m・財経新聞、その他複数

・終活落語：約50名
・エンディングノートの書き方：約100名
・パネルディスカッション（デヴィ夫人出演）：約400名
・ファイナルイベント：約200名

イベント結果

【メディア掲載結果】



【出展企業様 一覧】
・株式会社メルシー 医療機器メーカー
・證大寺 昭和浄苑 寺院
・SMBC日興証券株式会社 証券業
・株式会社ウィルコミュニケーションズ

高齢者施設の紹介業務
・終活バンク株式会社 終活サポート
・株式会社リリーフ 遺品整理業
・株式会社マニビット IT
・株式会社E・M・LUMBER 建設業・設計事務所
・株式会社シーボン 化粧品
・株式会社サン・プロンプト ダイレクトメール発送代行
・株式会社フローレス 珊瑚数珠の販売。宝石、貴金属の買取。
・ソニー生命保険株式会社
新宿ライフプランナーセンター第10支社

生命保険
・株式会社松戸家 霊園・骨壺の販売

・株式会社ケンロウ本舗 小売業（開発・販売）
・公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会

霊園・墓石・永代供養

・MARUKA 古物商
・旅立ちネイル協会 美容(ネイル)
・日本ロングライフ株式会社 有料老人ホーム
・スカイコート株式会社 不動産業
・株式会社アーバンフューネスコーポレーション

葬祭業
・特定非営利活動法人国境なき医師団日本

非営利団体
・ディパーチャーズ・ジャパン株式会社

葬祭業
・高橋貴絵写真事務所 写真撮影
・フリックアートスティックショップ 大田区商店
・一般社団法人終活カウンセラー協会 認定資格事業

【協賛企業様 一覧】
・行政書士川崎直美事務所 行政書士・米多敏晴
・株式会社イフケア北九州 終活相談
・あさひ行政書士法人一般社団法人ライフエンティング・ステージ
・株式会社 ウィズネット
・株式会社ワンズライフ 代表取締役 上野貴子
・エンディング産業展
・有限会社川本商店 ／ 一般社団法人日本尊骨士協会
・宗教法人三明寺
・一般社団法人 遺品供養カルチャー協会
・一般社団法人 お寺さんの会
・株式会社かねはら・株式会社公栄社・株式会社エヌケー
・株式会社丸栄
・AFFA（株式会社ユー花園）
一般社団法人 フューネラル・フラワー技能検定協会

・有限会社天昇堂・有限会社マイルドスクエア
・鳴本石材株式会社・ＵＢＳ株式会社・株式会社共栄
・医葬連携協会・株式会社東京葬祭・浸みわたる水素水
・株式会社読売エージェンシー大阪・山岡石材工業株式会社
・株式会社三晃堂
・倉蔵屋・株式会社ケア・クリエイト・アソシエーション

出展企業様・協賛企業様



【性別比】
女性 57％ ： 男性 43％

【お住まい】
東京都 61.7％
関東（東京以外） 22.4％
その他 15.9％

【感想】
・皆さんのおもしろ川柳、真剣川柳が楽しみでした。
・初めて参加しましたがあっという間の時間で
楽しめました。

・4階イベント会場が暗かった。
・始めはこのイベントに参加して暗い・深刻といった
印象で終われるかなと思ったのですが、楽しい落語
などのイベント、ネイルの実演があり、充分楽しく
明るく参加出来た。1時間ぐらいで帰ろうと思ったが
4時間も居てました。

・納棺体験ができて良かったです。散骨の話も、聞く
事が出来て勉強になりました。

来場者アンケート
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4%
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来場者年代別
10代

20代

30代

40代
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70代

80代

不明



回答：9社 ※10月7日時点

出展への満足度
・非常に満足 1社 ・満足6社 ・普通1社 ・やや不満1社

ブースへの来場者数 平均 94.4 名

ご意見 （一部抜粋）
・各ブースの出展だけでなく、大きな枠でのイベントも多くあり、その流れでお客様とお話しすることが出来ました。
スタッフの方に「どんなお客様を呼び込みますか？」等お気遣いもいただき、安心して活動することができました。

・奧のブースには中々お客様がまわってこない印象を受けました。何かスムーズな導線があるともっとすばらしい
と思います。

・当日の天候が雨だったせいがあるかもしれませんが、昨年より全体の来場者数が少ない気がしました。
・当日昼すぎ迄の雨天もあり、動員が厳しかったように感じました。近隣にお住いの来場は前回より手応えはありました。
・セミナーイベントに動員がかかる時間帯に本会場の動員が極端に少なくなるので、単日開催の場合は開催時間を
ご考慮頂けると有り難いです。

・お客様の導線がわかりにくかったです。
・初めての出展させていただきましたが、多くの方々、終活カウンセラーの方々と知り合うことができました。
・短い準備期間ではありましたが、色々と便宜を図っていただき感謝しております。
・お客様をより具体的にイメージできるような情報をいただけると更に成果につながる展開ができると思いました。

出展企業様アンケート



【その他】
・行政への告知
・プレスリリース
・メディア関係者へ直接告知
・駅なか広告
・地元商店街からの協力

【WEB関連】
・終活カウンセラー協会と終活フェスタのホームページにて告知
・Facebookでの告知
・その他、告知サイトにて告知

【紙媒体】 チラシ約25万枚を配布
・新聞掲載
・チラシ送付
・駅前配布
・ポスティング
・新聞折込み
・DM

（第一弾チラシ） （第二弾チラシ）

告知実績



【ミニセミナー】
・会場内にミニセミナーを行えるスペースを確保し、申込み企業様専属のミニセミナーを
開催していただける企画です。午前と午後 各1コマ25分ずつ。

午前と午後で計8コマ実施 1コマ平均約20名がご参加

【終活川柳】
・終活にまつわる川柳を募集し、当日応募作品を全て会場内に掲示しました。

応募総数：１０９３句

ベストオブ終活 （当日来場者の方からの投票により選出）
「あいあいの 笠でいきます あの世まで」

キラリ頼胡賞 （終活カウンセラー協会代表理事武藤が選出）
「砂時計 残りの砂に 星探し」

企画実績



会場の様子



一般社団法人 終活カウンセラー協会

事務局 賀集一弥

TEL：０３－６４２６－８０１９

FAX：０３－６４２６－８０２９

E-mail：jimukyoku@shukatsu-csl.jp

ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合せくださいませ。

お問い合わせ

mailto:jimukyoku@shukatsu-csl.jp

