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魔法の癒しの森でよく使われる言葉について

森

森の住人

ガーデン

ギャラリー

エルブランシュ 

インターネット上で作られた森です。 
ここの皆さんと豊かな森を育めるように沢山の方に関わってほしい！と思っています。 
将来的にはこちらに集まる方々と本当の森を育成したいと考えています。 

森に住んで、訪れた人に大切なものを販売したり、伝えたりしている人。 
イベントも大好きで、住人が集まってイベントを開催したりしています。

森はとっても広いので、7つのエリア (6つのガーデン＋広場) に分かれています。

各ガーデンにある共有スペースです。 
森の訪問者にたくさん見ていただけるよう、森の住人たちが大切なものを持ち込 
んでは、飾っています。 

森のイベント広場で開催する「イベント名」。
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コンセプト

魔法の癒しの森に、朝がやってきた。 

 ブルーベリーを摘みに行こう！ 育てるのは生きる知恵？  
魔法のブルーベリーを食べにおいで。  

どこからか、ほのかに薔薇の香りがする。  
薔薇の花を摘む人が、魔法の水を調合しているみたい。 
 広場では、森の住人たちがイベントをやっている。 

せせらぎの音を聞きながら、身体を伸ばしてリラックス。 
 耳を澄ませば、湖の方から音楽が聴こえてくる。  
それは、楽しそうに演奏している森人たち。   
ハチドリに誘われて、足を運べばあちこちで  

森人が素敵なものを作ってる。  
煌く星空の下、自然界からの声を聞き、伝える人々が集まっている。 

各ガーデンには森のギャラリーがあります。 

とびきりみんなに伝えたい！ 
大切なものがある森人が 

大切なものを持ってきて、飾ります。 
妖精が、飾られたものに魔法をかけていたり、 
ハチドリたちが、素敵な作品を並べていたり、 

可愛らしいどんぐりたちの、心躍る出会いが待つ場所や、 
リラックスしたくなったら、鳥のさえずりの場所へ。 

花びら舞う丘では、美しく変えてくれる魔法と出会えるかも。 
みつばちたちは、豊かさをもたらす学びを抱えてスタンバイ。 

そうしてね、 
魔法の癒しの森には、訪れる人の身体や心が緩み、喜ぶものが集まるよ。 

魔法の癒しの森は、そんな場所です。

魔法の癒しの森はこんな場所です。



私達GRACEは、これまで癒しのトータルイベント「癒しフェスタ」の開催を通して、「人と人、人と未来、人と土地
をつなぐ絆」をコンセプトに、地域や人、文化、情報の交流を目的としたイベント運営をしてまいりました。 

2018年末からイベント業務を休業しておりましたが、その間、世界中で新型コロナウイルスが広がり、世界団結で 
経済危機を乗り越えるために、自粛やテレワークなどへの仕事の移行など、私達の暮らしに大きな変化がもたらされて
います。 

多くの方々が時代の変化に尽力をされている中、私たちも何かできないかと試行錯誤しながら、今年に入り、何か月 
もの間、苦悩しながら、模索しておりました。 

何か月も模索し続けましたが、このたび、未来への希望とともに、 
新企画「魔法の癒しの森」をスタートさせていただく運びとなりました。 

不安や心配はたくさんありますが、私達の未来を、私達の手で変えたい！  
変えるなら幸せに豊かに、そして、たくさんの皆様と、という願いでおります。 

育成中のこの森の住人となって、一緒に創って下さる皆様を募集中です！ 
たくさんの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。 
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GRACEからのご挨拶

募集内容

魔法の癒しの森を大切にしながら育てよう。 
自分が何かを提供することで誰かが幸せになるって素敵だね。 

喜び合える場所があるって素敵だね。 
オンラインだけど自然を大切にすることを皆で分かち合いたいな。 

共に生きること、共に創ること。 
そんなことができたらいい。 

「魔法の癒しの森」はそんな場所。 

癒し、ヒーリング、スピリチュアル、カウンセリング、占い、ボディーワーク、アート、 
音楽、クラフト、ハンドメイド、ヨガ、ビューティー、リラクゼーション、ダイエット、 

ボディケア、スクール、レッスン、環境、エコロジーなど。 
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森の各エリアについて

天空の星ガーデン

スピリチュアル 
カウンセリング 

占い

【 ハートケア 】

森の 
イベント広場

ヨガ 
ボディケア

【 リラクゼーション 】

森の 
せせらぎガーデン

ハチドリの森 
ガーデン

クラフト 
ハンドメイド 
フード

【 クリエイティブ 】

レイクサイド 
ガーデン

アート 
音楽 

【 アート・音楽 】

ローズガーデン

ダイエット 
ボディケア

【 ビューティ 】

ブルーベリー 
ガーデン

スクール 
レッスン

【 学び 】

ミツバチの森 
ギャラリー

ハチドリの森 
ギャラリー

花びら舞う丘 
ギャラリー

森の妖精 
ギャラリー

どんぐりの森 
ギャラリー

鳥のさえずり 
ギャラリー

魔法の癒しの森には７つのエリア（ガーデン・広場）があります。 
それぞれのガーデンに、どんな森の住人がいるのか覗いてみよう！ 

各ガーデンには、森の住人たちのおすすめが並んだギャラリーもあります。

イベント名 
エルブランシュ 
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森の住人 募集について

登録料 

森の住人届を出した方は森に家を構えて、営業活動をしていただけます。 
　　森のイベント「エルブランシュ」に出展申込みをしていただけます。 

　　森の管理人からのお便りが届きます。

魔法の癒しの森 維持費 
+ 

継続課金 

1,100円/月

特別区 同じエリアで２区画以上お申し込み頂いた方への特典！ 
ホームページ「森の住人一覧」で上位に森の住人名を表示いたします。 
２区画を１つの家で使用する場合、文字・写真・動画等をよりアピールできるように選んでいただける、４種の特別なレイア 
ウトをご用意いたします。３区画以上を１つの家で使用する場合、個別に相談、ご対応いたします。

＊森の住人のお届け期間（掲載）は1年です。契約終了後は自動継続になります。ご解約の場合にはご連絡をお願いいたします。 

＊

森の住人届 

1年間住む 3ヶ月試しに住む 

特別区掲載例はこちらになります。 https://grace-ailes-blanches.com/files/special-aria2020.pdf 

4,620 円

1,540円/月 × 3ヶ月

銀行振込（12ヶ月分・一括払い）もお選びいただけます。

クレジットカード決済 銀行振込 個 人

会 社 
協 会 
団 体

一括振込 

1,100 円 3,300 円個 人
会 社 
協 会 
団 体

132,000 円/年 33,000円/3ヶ月

銀行振込・現金 一括払い 銀行振込・現金 一括払い 

https://grace-ailes-blanches.com/files/special-aria2020.pdf
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動画制作 + SNS配信 

森の住人から世界に向けて配信する動画を制作できます。 
スマホなどで動画を撮って送るだけで、 

宣伝に使用できる動画を格安で作成させていただきます。 
作成した動画は森の住人ページの案内に組み込めます。 

完成動画のデータは、森の外で自由に使えるようお客様に差し上げます。

13,200 円
収録時間 

59秒 facebook Instagram Youtube 
随時掲載 随時掲載 永続掲載 

森の住人 
一覧 

随時掲載 

5秒 50秒 4秒 

オープニング エンディング 
世界に届ける魔法の手紙・共通 世界に届ける魔法の手紙・共通

PR映像 

■長さ：50秒 
■画質：1920×1080px 
　　　（フルHD） 
　　　　横長・30fps 
■ビデオカメラ・スマート 
　フォン等で撮影した動画

注意事項

■お急ぎの場合は、恐れ入りますがお申込後、お早めに素材をお送りください。 
■誤字や脱字などを除き、原則リテイク（修正）は行いません。完成動画、お渡し後の修正や追記は別途料金 
　550円/箇所がかかります。 
■動画制作開始後のキャンセルの場合は、返金不可となります。 

ご紹介してくださった方へのお礼 

新しく森の住人になってくださる方をご紹介いただき、その方が動画制作をお申し込みしてくださった場合、 
「仲間を増やしてくださってありがとう」という感謝の気持ちを込めて、お礼をお届けします。

50秒 
PR映像の 

送付 
映像の編集 制作完了の 

ご連絡 

お客様の 
ご確認 

掲載の承認 
動画 
掲載 

1 2 3 4 5

■テロップ追加 
■森の住人名・森の住所追加 
■音量調整 
■オープニング・エンディン 
　グ映像・音楽追加 
■会話以外のテロップ追加 
（希望の場合）

完成動画をお送り 
いたします。

7営業日

■森の住人一覧 
■facebook 
■Instagram 
■Youtube

動画制作の流れ 

世界に届ける魔法の手紙（動画制作）について

■2020年12月31日まで　2,000円/人キャッシュバック 
■2021年1月1日から　　 森のマルシェ「エルブランシュ」出展料2,000円特別割引
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各ガーデンの森の住人一覧の上部に、商品やサービスの画像を掲載する、森の住人たちのギャラリー
（広告スペース）です。 
画像は、森の住人名やメニューなどの表示がなく、森の住人の皆様から提供していただいたものをその
まま展示させていただきます。希望のページに飛ぶようにリンクを貼らせていただくため、ワンクリッ
クで、見ていただきたいページにお客様をお運びいたします。 
エリア毎に最大100点、森全体では600点のみ限定の展示となるギャラリーです。 
ギャラリーは各ガーデンの森の住人一覧の上部に設置し、飾られている額の中の絵が動くようなスライ
ドショー形式で演出し、ランダムに画像を表示します。

森の妖精 
ギャラリー

ハチドリの森 
ギャラリー

花びら舞う丘 
ギャラリー

鳥のさえずり 
ギャラリー

どんぐりの森ギ
ャラリー

ミツバチの森 
ギャラリー

継続課金 1,100 円/月

画像掲載 

各エリア最大100点

1点

■画像（JPEG）16:9の横長・1920×1080px程度 
■リンク先のURL（https～）

注意事項

■掲載後1ヶ月以内は同じものを掲載。掲載期間中、画像の差し替えは毎月1回のみとなります。 
■掲載画像は16:9の横長です。4:3でお送りいただきますと左右に余白ができます。 
　撮影した画像の横:縦の比率にご注意の上お送りください。 
■魔法の癒しの森の全体の雰囲気を大切にしているため、画像に文字を挿入する場合は、画像全体の面積に対 
　して、20%以内でお願いいたします。また、料金やセールの明記等の直接的なセールス表現についても、 
　掲載をお控えいただきますようお願いいたします。 
■制作期間は、素材をお預かりをしてから3営業日以内です。 
　お急ぎの場合は、恐れ入りますがお申込後、お早めに素材をお送りください。 
■ご連絡をいただければ解約はいつでも可能です。

各エリアのギャラリー（広告スペース）に、お送りいただいた画像をそのまま掲載させて頂きます。 

画像掲載 画像掲載 画像掲載 各ガーデンに３箇所のスライド
ショーを設置しランダム表示。 

ギャラリー（広告スペース）について

お送りいただくもの

銀行振込（12ヶ月分・一括払い）もお選びいただけます。

クレジットカード決済 
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お申し込みについて

お申し込みの流れ

申込フォーム 
の送信

自動返信メール 
と担当者より 
決済方法と 

必要素材のご案内 
（メール）

1

2

ご入金

3-2
ホームページ掲載 

のための 
必要素材の送信

3-1

担当者より 
ご入金確認の 

ご連絡 
（メール）

4-2

ご案内から5営業日以内ご案内から5営業日以内

3営業日以内

3営業日以内

3-3

担当者より 
決済手続き完了 

のご連絡 
（メール）

4-3

ご案内から5営業日以内

3営業日以内

継続課金 
の手続き

動画制作 

登録料 

お申し込みフォームのご案内

森の住人届のお申し込みフォームはこちらになります。 
https://form1ssl.fc2.com/form/?id=ac0a4a59e23a2e8b

＊正常に送信されましたら 
　自動返信メールが届きます。 
　届いたことをご確認ください。 

contact@grace-ailes-blanches.com 
を受信可能なメールアドレスとしてご登録ください。 

素材到着と 
ご入金・継続課金 
の手続き確認後 
ホームページ 
作成着手

4-1

ホームページ 
掲載日のご連絡 
（メール）

5-1

3営業日以内

・ホームページへのご掲載は、お申し込み順とさせていただきます。 
・掲載後1週間以内の文字情報の修正や差し替えは１回のみ無料で行います。 
　それ以降の変更は＋550円/箇所でご対応いたします。（P10参照）

クレジットカード決済 銀行振込 

ギャラリー 
一括振込 

魔法の癒しの森 
維持費・一括振込 

ギャラリー 
継続課金 

魔法の癒しの森 
維持費・継続課金 

mailto:contact@grace-ailes-blanches.com
https://form1ssl.fc2.com/form/?id=ac0a4a59e23a2e8b
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◆大きなサイズの動画・写真ファイルをお送り頂く場合は、ギガファイル便等のファイル転送サービスをご利用 
　ください。 
　https://gigafile.nu/ 
◆制作した動画全体の複製権、上映権、頒布権、公衆送信権、送信可能化権、二次利用権は、依頼した住人と 
　株式会社GRACEが所有いたします。 
◆止むを得ず動画・写真等の掲載を中止したい場合は速やかにご連絡ください。 
◆お送りいただいた動画や写真、文字情報については、肖像権、著作権を所有、もしくは掲載許可を得たものと 
　判断いたします。出展者様各自で、撮影、掲載に問題がないかご確認の上、資料やデータをお送りください。 
　万が一、トラブルが発生した場合、株式会社GRACEは一切の責任を負いません。 

森の住人一覧への掲載について

◆各エリアには下記の内容を掲載いたします。 

　1)エリア毎の森の住人一覧（店舗名一覧） 

　2)エリア毎に森の住人１人１人の詳細掲載 
　　・森の住人名 
　　・住所（～ガーデン～番地） 
　　・写真・動画（写真のみ or 動画のみ or 写真+動画）（16:9の横長・合計最大2点） 
　　・見出し70文字 
　　・本文200文字 
　　・お問い合わせ連絡先（電話番号・Eメールアドレス）・URL（ホームページ・ブログ・ショッピングサイト 
　　　等）５箇所まで　　　　　　　　　 

動画・画像について

お支払いについて
【銀行振込】 

◆原則として銀行振込の振込明細書等をもって領収証に代えさせていただいております。 
　ご請求書、領収証が必要な場合は、メールでご連絡をお願いいたします。 

◆お振込先は事務局担当者からのメールを参照ください。 
　お振込み手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。 

◆担当者よりお振込先と必要素材のご案内の後、５営業日以内にご入金をお願いいたします。 

【継続課金】 

◆お引き落とし日は下記の通りです。 

・１回目　　：お申し込み日　　　　　　　　　　（例）１回目　1/1 
・２回目以降：毎月同じ日にちに自動引き落とし　　　　 2回目　2/1

掲載内容の修正について

◆ホームページ掲載内容は以下の料金で修正いたします。 

　・無料　　　  ：誤字脱字・単語等の短い文字の修正 
　・550円/箇所：写真差し替え・文章全体の修正・リンクの変更・レイアウトの変更

https://gigafile.nu/
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◆ご入金（本契約）の時点から下記のキャンセル料金が発生いたします。 

キャンセル 
期間・割合

1年間住む 
キャンセル料金

３ヶ月試しに住む 
キャンセル料金

個人 
正規料金 

2021年1月～

会社 
協会 
団体

個人 
正規料金 

2021年1月～

会社 
協会 
団体

決済完了後7日以内 
50% 550円 5,500円 2,310円 16,500円

決済完了後8日以降～ 
森の住人一覧掲載後 

100%
1,100円 11,0000円 4,620円 33,000円

森の維持費 

キャンセル期間・割合 個人　キャンセル料金 
2021年1月～

会社・協会・団体　キャンセル料金 
2021年1月～

～ご入金後3日以内 
30% 330円 990円

～ご入金後7日以内 
50% 550円 1,650円

ご入金後8日以降～ 
100% 1,100円 3,300円

登録料 

キャンセル期間・割合 動画制作料金　キャンセル料金

～ご入金後3日以内 
30% 3,960円

～ご入金後7日以内 
50% 6,600円

ご入金後8日以降～ 
動画制作開始後 

100%
13,200円

動画制作 

キャンセル期間 キャンセル料金

決済完了後7日以内 
50% 6,600円

決済完了後8日以降～ 
ギャラリー掲載後 

100%
13,200円

ギャラリー 

キャンセル料金について



お預かりした画像・動画・音声や、エルブランシュ開催時に撮影させていただいた画像・動画・
音声を、「魔法の癒しの森」「森のマルシェ エルブランシュ」PR用の動画に使用させていただき
ます。 

下記の動画制作規約について必ずご一読いただき、ご了承をお願いいたします。 

1. 動画は「魔法の癒しの森」「森のマルシェ エルブランシュ」PRのために使用いたします。 
　 
2. イベント周知、告知のための動画制作にあたり、制作した動画の著作権・複製権・上映権・ 
　 頒布権・公衆送信権・送信可能化権・二次利用権は弊社所有といたします。 
　  
3. お申し込み・ご出展・ご出演いただいた皆様への出演料、放映料、肖像権・著作権等に関連す 
    るお支払いはございません。 
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◆お申し込みのキャンセルをご希望の場合は、事務局までご連絡をお願いいたします。 

◆継続課金のキャンセルをご希望の場合は、お申し出をいただいた翌月よりお引き落としを停止いたします。 

◆お申し込みキャンセルの際にキャンセル料金が発生する場合は、銀行振込の場合、お預かりした料金から 
　キャンセル料金と振込手数料を差し引いた金額をご指定の口座に振込させていただきます。 

◆担当者よりお振込先と必要素材のご案内の後、５営業日以内にご入金がない場合は、お申し込みをキャンセル 
　させていただきます。

◆森の住人同士やお客様とのトラブルについて、株式会社GRACEは一切の責任を負いかねます。 

◆お申し込みいただきましても、当プロジェクトの募集内容やコンセプトに合致しないと判断させていただいた 
　場合、著しく社会規約に反する個人 団体等や悪質な追加高額要求をする個人・団体等のお申し込みはお断り 
　いたします。（浄霊と称して、追加高額要求をする霊感商法の個人、団体等）予めご了承ください。 

◆原則として森の住人同士の勧誘等は禁止いたします。森の住人同士やお客様との間で、強引な勧誘、宗教活 
　動、株式会社GRACEが著しく不利益を被る行為が発覚した場合、誹謗中傷など迷惑行為とこちらで判断した 
　場合には、直ちに掲載を中止し、解約手続きを進めさせていただきます。 

◆魔法の癒しの森で開催するエルブランシュ等のイベントで、開催中の様子を撮影する場合がございます。 
　撮影したお写真・動画等は、ホームページ等でイベントの様子をご紹介する際に使用いたします。 

◆募集要項の無断転載を固く禁じます。

注意事項

お申し込みのキャンセルについて

動画制作規約



4. 二次使用、三次使用の場合もございますので、今後、いかなる場合においても、動画内で使用 
    させていただいた動画・画像・音声素材については、肖像権、上映権、著作権等の権利を放棄 
　 をしたものとみなします。 

5. 公開場所は「魔法の癒しの森」「森のマルシェ エルブランシュ」ホームページ、ブログ、 
　 facebook、インスタグラム、Youtubeなどの各種SNS等に掲載いたします。公開時期や媒 
　 体はご一任いただきます。  

6. 完成した動画は、「魔法の癒しの森」「森のマルシェ エルブランシュ」にお申し込み・ご出展 
　 ・ご出演いただいた皆様も自由にご使用いただけます。ただし株式会社GRACEや「魔法の癒 
　 しの森」「森のマルシェ エルブランシュ」にお申し込み・ご出展・ご出演いただいた皆様が不 
　 利益を被るような内容での使用、誹謗中傷などの行為を一切禁止いたします。 

7. 動画・画像・音声素材（イベント時に撮影した素材、事前にお預かりした素材）は制作 
　 時の判断で編集し使用いたします。撮影・お預かりした素材を使用しない場合もございます。 
　  
8. 出展者様・出演者様のご都合のよる、制作後の画像・動画・音声の差し替え、及び修正は対応 
　 致しかねます。 

9. 画像・動画・音声素材をご提供いただいた時点、動画を撮影させていただいた時点で、本規約 
　 に同意したこととさせていただきます。 

10. 「森のマルシェ エルブランシュ」の開催の様子を撮影した画像・動画・音声について、その 
　　一部、もしくは全部の掲載を希望しない場合は、開催前に予めGRACE癒しフェスタ実行委 
　   員会へお申し出ください。お申し出がない場合は、本規約に同意したこととさせていただき 
　　ます。 
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GRACE癒しフェスタ 魔法の癒しの森 実行委員会 
https://grace-ailes-blanches.com 

お問い合わせ
全てのお問い合わせは、こちらからご連絡をお願いいたします。 

GRACE癒しフェスタ 魔法の癒しの森 実行委員会 

メール： contact@grace-ailes-blanches.com 

主　催
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