
携帯サイトで
イベント情報を
見れます！

れじフェスだけの特別体験が特別価格で体験できる！！

ご来場特
典

四柱推命占い体験をしてみませんか？

https://www.facebook.com/uranaigakou

四柱推命占い「雅煌」

恋愛、相性、金運、仕事運を占います。

バランスボールDE美BODYに★★★

LINE＠ IＤ【＠enk4060s】      b.b.kumie@gmail.com

Kumie Park

ジュビラン無料ハンドマッサージ体験会

大和郡山市高田町66-6   ☎0743-85-6609

ジュビラン Blessing～ブレッシング～

○ハンドマッサージ
                ・・・・・・・・・無料
○お肌診断・・・・・・・・・無料

特別MENU

特別MENU

癒しをテーマにしたオリジナルイラストの展示

http://blog.livedoor.jp/nijiiro_mix/

にじいろミックス by Coto moco

ご要望に合わせて、イラストの
お仕事をお引き受けします。

バランスボールを使って
有酸素運動や筋トレストレッチを
体験いただけます

新鮮ミニトマトすくい！親子参加可♪

奈良市今市町40-1　☎0742-93-4484

生活協同組合コープ自然派奈良

　ミニトマトすくい・・・無料

特別MENU

ブラシリンパケアでほうれい線とさようなら！

生駒市萩の台1丁目2-1-705　☎080-1445-5176

ゆるゆる小顔リンパケア

○ブラシケア
　お顔リフトアップ＆
　肩こりケア　
　　　・・・・・・15分 500円

あなたの輝く未来のために…。美しい人生・健康・夢を

生駒市小明町1060-5   ☎080-5706-5789

星晃アセットマネジメント“Prcious”代理店

特別MENU

かわいい口紅が作れるお店

木津川市州見台5丁目1-3   ☎0774-71-3560

リリィキッチン

特別MENU

動脈硬化は大丈夫？血管・血流年齢測定　

生駒市西松ヶ丘10-36　☎0743-74-5215

三和漢方堂

○動脈硬化度測定
　漢方体質チェック
　  　　　・・・・・・・・・500円

特別MENU

あなたの足のトラブル＆悩みを改善します

奈良市芝辻町4-5-2新大宮グリーンビル203

フットケア専門店アルシア

○5分間無料診断 
○フットリフレ10分／500円
○うおのめ・たこ・・・2,000円
○普通の足の爪切り・・・1,000円

特別MENU

～からだ元気・脳も元気～

生駒市壱分町172-1　上田ビル2F   ☎090-6061-6190

BB教室　生駒南店

○からだの歪みバランス測定・・・無料
○体組成計測定・・・・・・・・・・・・・・・無料
○お試し体験教室（後日予約）
   　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・500円

特別MENU

YOSAで人気のメニューがワンコイン！

生駒市山崎町21-30   ☎0743-74-1403

YOSAPARK　生駒店

○水素炭酸足・・・・・・・10分／500円
○リンパマッサージ 10分／500円
○小顔マッサージ・・・10分／500円
○水素水試飲

特別MENU

髪は額縁！髪もイキイキ！人生もイキイキ！

奈良市西登美ケ丘8丁目7-17  ☎090-1020-3800

ヘナ salon COCORONココロン

○ヘナについての説明・・・無料

○ネイルケア・・・・・・・・・500円

○キューティクルオイル販売

特別MENU

世界初！周波数を持つカラー、復元ピコでうるツヤ髪

生駒市東生駒1-77-7   ☎0743-72-1770

Hair Patra.D ヘアーパトラディー

北コミュニティセンター
ISTAはばたき
（小ホール）

生駒市2017

入場無料

10：00～16：30

10.20 F
R
I

れじおん

0742-34-1222TEL
region@triton.ocn.ne.jp

ハズレなし！！

イベントに関するお問い合わせはこちらまで▼

お楽しみ抽選会
※景品無くなり次第終了とさせて頂きます。
※2,000円以上お買い上げにつき１回

in

開催！
季節の野菜詰め合わせ
プレゼント【1回目配布】10：00～

【2回目配布】14：00～
各先着
50名様ずつ ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

女性のためのビューティー祭

第3回

マツリ美B I M A T U R I

れ

じフ
ェス！

住所／奈良県生駒市
         上町１５４３番地

れじおん主催

Facebook

富雄川沿い
「ラ・ムーさん」近く！

先着
100名様に

○四柱推命占い
   健康酵素ジュースつき　
          ・・・・・・15分 500円

○バランスボール体験・・・無料

○口紅作り・・・・・・・・・・2,500円
○チーク・・・2,000円～2,500円
○クリーム ・・・・・・・・・・1,404円 
○美容液・・・・・・・・・・・・1,543円

○復元ピコ体験・・・・・1,000円

【一般社団法人体力メンテナンス協会認定】

髪質変化と似合うヘアデザインを
体感していただきます

エスティック

特別MENU

特別MENU

○イラスト作品約30点　
                         無料展示

○金魚のポイをつかって
　新鮮なミニトマトを
   すくってみよう！

特別MENU

○健康・美容サプリメントの
　ご紹介、実演
（エナジーリペア・グリーンリペア
・ディスチャージ）

☎0742-30-2330

特別MENU

・・・・・・無料



生駒市 北コミュニティセンター 
ISTAはばたき（小ホール）

■住所／奈良県生駒市上町１５４３番地
■駐車場/170台　スペースに限りがありますので出来るだけ公共交通機関をご利用下さい
■電車をご利用の場合
   近鉄けいはんな線「白庭台駅」下車。南東へ徒歩約８分
   近鉄けいはんな線「学研北生駒駅」下車。南へ徒歩約１０分
■お車をご利用の場合
   国道163号線から県道7号線（枚方大和郡山線）に入り、真弓橋を右折、すぐ

れじフェス会場

「キレイ」と「健康」を叶える治療院

しんきゅう治療院　Akala / 登美ケ丘治療院

○美容鍼・・・・・・・・・・・・・・2,000円
○マッサージ・・・・・・・・・・1,500円
○顔筋マッサージ・・・・・・1,500円
○足マッサージ・・・・・・・・1,500円

特別MENU
英国風フラワーアレンジメント

奈良市押熊町1135喫茶バルビゾン2階

エミ・フローリスト

○ワークショップ
            ・・・・・・3,000円～

特別MENU

甦る着物！タンスに眠っている着物をリメイク

奈良市赤膚山近く   ☎070-6927-8607

slow着物

○チュニック・・・・・・・・・・4,500円～ 
○ボトム・・・・・・・・・・・・・4,500円～    
○バッグ・・・・・・・・・・・・・・1,500円～       
○小物・手芸・・・・・・・・・・・・・300円～

特別MENU

手作りのとび出す！グリーティングカード

生駒市壱分町234-3  ☎0743-77-7384

レペット　アトリエ・緑

○グリーティングカード
             ・・・・・500円～

特別MENU

耳を刺激し脳をリラックスさせるセラピー！！

大和郡山市朝日町2-14-205

美脳サロン Lily（リリィ）

○美脳セラピー15分・・・1,000円
○ハンドマッサージ 10分
                ・・・・・・・・・・・・1,000円

特別MENU

プリザードフラワーを使った雑貨やアクセサリー

奈良市富雄川西2-16-16   ☎0742-43-2867

studio saika

◯雑貨・・・・・・・・・・・・・3,000円～
（ステンドフラワーのフットランプ・写真立て・額）

◯アクセサリー・・・・・・1,000円～
◯プリザーブドフラワーアレンジ
                    ・・・・・・1,500円～

特別MENU

あなたの血液サラサラ？ドロドロ？血液チェック

生駒市北大和３丁目9-5  ☎0743-25-4836

エステサロン「June」ジュン

○血液チェック 
   お一人様15分・・・・・500円

特別MENU

秋の素肌磨き♥乾燥知らずのプルプル肌へ

奈良市二名3丁目1104-7   ☎0742-81-9066

メナードフェイシャルサロンヴィヴィアンジュジュ

　〇ハンドマッサージ・・・・・・・・・無料
特別MENU

自分のオーラを知っておへそから元気になろう！

生駒市谷田町371-3
ファミール生駒ビル 2F      ☎0743-73-8290

イルチブレインヨガ 生駒スタジオ

○オーラ撮影
    （へそヒーリング ハーブティー付）

　　   ・・・・・・・・１回1,000円

特別MENU

手作りインテリアでフレンチな暮らしに

北葛城郡広陵町馬見南    ☎090-9981-6737

 メゾン　ドゥースMaison Douce

○ランプシェード
   （シェード+耐熱紙+レッスン費用）
　３種類からお好きな作品を選択
                      ・・・・・・各7,560円
○アロマハイストーン
　石膏200g（アクリル絵の具付）3,240円

特別MENU
カード&オーラリーディング

☎090-4289-3638   

ひまわり まりな＆Yudane

○カードリーディング・・・2,500円
○オーラリーディング・・・2,500円
○カード+オーラリーディング
                  ・・・・・・・・・・・4,000円

特別MENU
癒しと美容で忙しい毎日に一息つきませんか♫

LINE ID rinmama69  ☎090-3714-9460

Beauty salon RyuRyu

○ハンドトリートメント・・・500円
○ワンポイントメイク・・・・・500円

特別MENU

中国伝統療法で疲れを素早く流し健康的に美しく

生駒市高山町3215   ☎0743-89-0534

エステティックサロン えん

○経路かっさリンパマッサージ
　ご希望箇所（手・足・肩・首）各20分
              ・・・・・・・・・・・1,000円

特別MENU
作家ものの器と手作り雑貨のお店

奈良市押熊町496-8  ☎0742-51-6836

ギャラリー津遊

○作家もののめし碗・・・1,500円～
○木工品 丸イス・・・・・・4,000円
○こけ玉・・・500円～

特別MENU
大人気のハーバリウムとリボンリウムの体験レッスン♡

奈良市西登美ケ丘  ☎090-2045-4455

Flower & Ribbon フルール・ド・リス

○ハーバリウム体験レッスン・・・・・2,500円
○リボンリウム体験レッスン・・・・・2,000円
○ハーバリウム&リボンリウム・・・4,000円
○Shiny ドール ・・・・・・・・・・・・・・3,000円

特別MENU

心・身体・自然環境を支援する癒しのセラピー＆カフェ

奈良市小西町8-1ラフィーヌ東洋3F-A・B   ☎0742-24-7156

NL*KURURU＆natural cafe クルル

◯スピリチュアルカウンセリングお試し
                                  （10分）2,000円
◯ハーブボールセラピー（手・足・肩） 1,000円
◯ハーブボール、アロマオイル等　販売
◯自然食／自社オリジナル玄米麺販売
   軽食販売

特別MENU
♪ポーラオリジナルスキンチェック♪

奈良市鶴舞東町2-13  ☎0742-43-5219

ポーラ ザ ビューティー 登美ケ丘店

◯カメラでお肌撮影！90秒お肌分析
   　・・・・無料

◯スキンチェック無料
◯無料マッサージ券プレゼント

特別MENU

有名ブランド『トレンチコート』がれじおん特価!!

富雄駅

学研北
生駒駅

白庭
台駅

163

阪奈道路
阪奈道路

学研北生駒線

近鉄奈良線
カインズ
ホーム

ラ・ムー
ローソン

春日橋停

富雄産婦人科

北コミュニティセンター
ISTAはばたき
小ホール

富雄川沿い
「ラ・ムーさん」

近く！

☎0742-48-5556
☎0743-85-4496

登美ケ丘治療院

しんきゅう治療院　Akala

奈良市登美ケ丘2-1984-208

生駒市谷田町870-2　
中谷ビル501号

その他花材と作品の販売

（自宅営業のためご予約の方に住所お伝えします）

両方体験で900円
＋ステキなプレゼント♥

【特典１】　マイナス5歳肌になれる
               メイクレクチャー♥
【特典２】　エステのお試しご予約で
　　　　　コラーゲンドリンク3本プレゼント

今からの季節にピッタリ!!
トレンチコート
定価12,949円（約90％OFF）

★限定20着“早い者勝ち”★13：00～販売★1人2着まで

1,500円▶

 ☎090-2102-6534

☎090-1447-8456

（ほんのすこしの血液で簡単に
  　お身体の状態がチェックできます）

◎企業イベントや４名様以上で
   パーティー出張も可

○化粧品・かっさ板　販売 ○染め布（タペストリー・コースター）他　

あなたのお肌にぴったりの
お手入れ提案（10～20分）


