
第4回 女性
のためのビューティー祭

れじフェス！れじおん主催

2018

入場無料
10：00～

16：005.30

W
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生駒市in

※写真はイメージです。

季節の野菜
詰め合わせ

先着10
0名様に

【1回目配布】10：00～
【2回目配布】14：00～

ハズレなし！！

れじフェスだけの特別体験メニュー

北コミュニティセンター
ISTAはばたき（小ホール）

32店
舗が集結!!

れじおん

☎0742-34-1222

region@triton.ocn.ne.jp

イベントに関する
お問い合わせはこちらまで▼

有限会社れじおん

各先着
50名様ずつ

※景品無くなり次第終了とさせて頂きます。　

お楽しみ
抽選会開催！

ご来場特典

楽しいイベント盛りだくさん！

富雄川沿い
「ラ・ムーさん」

近く！

中国伝統療法で健康的に美しく

生駒市高山町3215 ☎0743-89-0534
エステティックサロンえん

中医経路かっさリンパマッサージ

サロンブースにお越しで
化粧品サンプルプレゼント♡

○ご希望箇所（手・足・肩・首）　
                 15分・・・・1,000円

中国中医かっさ薬技術
大会　受賞

オーラ撮影＆へそヒーリングde癒しの時間

生駒市谷田町３７１－３ ファミール生駒ビル202 ☎0743-73-8290
イルチブレインヨガ生駒スタジオ

どちらもオリジナルブレンドティー付☆

○オーラ撮影＆健康チェック
   アドバイス＆へそヒーリング　
                  ・・・・・・・・・1,000円
○へそヒーリング体験・・・500円

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

○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！
　ミニトマトすくい・・・・無料

飛び出す!!グリーティングカード

からだの歪みや姿勢を改善！

生駒市壱分町234-3 ☎0743-77-7384
レペット　アトリエ・緑

○お誕生日 出産カード 
              ・・・400円～

○ウエディングカード　
　　　　・・・・600円～

生駒市壱分町172-1　上田ビル２階 ☎090-1955-0764
BB教室　生駒南店

○からだの歪み
　バランス測定＆体組成計測定　
　　　　　　  ・・・・・・・・300円
歪み改善のための運動を
体験いただけます

10分でお顔の引き締めと輝く手に♪

ご自身の運命をズバリお話しします！

生駒市北大和３丁目9-5 ☎0743-25-4836
「June」ジュン

○パラフィンパックと
   リフトアップマッサージ　
                    ・・・・・・1回500円

最新美容機器を使って表情筋を鍛えて
むくみやくすみを改善！パラフィンパック
でしっとり輝く手に大変身！

エステサロン

生年月日四分の柱から運命・性格を推理判断します

☎090-5126-5361飛鳥推命学研究所

四柱推命占い
○10分・・・・・・・・・・・1,000円　
○20分・・・・・・・・・・・2,000円
○30分・・・・・・・・・・・3,000円　
○60分・・・・・・・・・・・5,000円

リフトアップ術でほうれい線改善！！

ゆるゆるリンパケアサロン　
mamabeautynavi

○魔法のリフトアップ
　施術体験（ベット）
　　　　　15分・・・1,000円
○魔法のブラッシング
   リフトアップ体験（いす）
                  10分・・・500円

生駒市萩の台1丁目2-1-705
☎080-1445-5176

パンに感謝の気持ちを込めて

奈良市法蓮町635-1　一條館Ⅱ  １F ☎０７４２-２４-００８１
小さなパン屋さんMOMO

○フランスパン・・・・・・・・・150円
（ジンジャー×柚子）（大和当帰×レモン）

（ジンジャー×柚子）（大和当帰×レモン）

その他のお菓子も多数
ご用意しております。

○パウンドケーキ・・・・・・・150円

ビーズ・グルーワークショップ＆クッキー

☎0743-73-1234
ビーズdeコレクション hana buquet

ワークショップ（作業時間30～40分）

○ピアス・イヤリング
　　　　　　・・・1,000円～1,500円

○グルージュエリーリング 
　　　　　　　　　　・・・・2,000円
○抹茶のさくほろ米粉クッキー　
　　　　　　　　　・・・378円（税込）

四柱推命で開運してみませんか？

pepeco-mimico.0810@docomo.ne.jp
☎090-5247-3418四柱推命　敏 楓

ハンドマッサージ＆角質ケア

奈良市二名3丁目1104-7 ☎0742-81-9066
ViVian JuJu

○無料ハンドマッサージ
次回エステのご予約で４大特典

メナードフェイシャルサロン

①美白ファンデーションサンプルプレゼント♡
②スタンダードコース6,480円▶2,160円（50分）
③アイクリームを使って15分延長コース
④エステ後、春のメイクサービスプレゼント♡

○15分・・・・・・・500円

四柱推命であなたの今と未来を鑑定致し
ます。身近な人との相性やラッキカラー
などもお伝えします。水

木

火

土金

結婚、仕事、子育て、引っ越し、
2018年運勢等

顔は額縁！髪も人生もイキイキ！

奈良市西登美ケ丘8-7-17 ☎090-1020-3800
ヘナ＆ネイルsalon Cocoron

○ヘナ無料説明
塗れば塗るほど美しさが増す
“ヘナトリートメント”お試しだけ
でもOK!

○爪のお手入れ・・・・500円

毛細血管が美容と健康のキーポイント

生駒市西松ヶ丘10-36 ☎0743-74-5215三和漢方堂

毛細血管や微小循環の状態を
ダイレクトに画像で観察
できます。　　
　○測定＆カウンセリング
　　　　　　     ・・・・・・・・500円



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

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！

結婚相談所の選び方

結婚相談所　仲人小町

○ワンコイン結婚相談
                     ・・・・・・500円

仲人小町では地域に
密着した活動で、
お一人お一人に合わせた
お世話をモットーにしています

北葛城郡上牧町　☎070-2316-3030

大人可愛いアクセサリーや小物♪

☎090-9719-4410macaron ribbon　

○スイーツ・パンマグネット・・・・300円～
○ストラップ・バッグチャーム
　　　　　　　　　　・・・・・・・・・500円～
○マカロンカードスタンド・・・1,000円～
○クレイのフラワーアレンジ　
　　　　　　　　　・・・・・・・・・1,500円～

大人かわいいキラキラアクセサリー

sumiwashika@docomo.ne.jpTwins Gemine

○マリンアクセサリー
　　　　　 ・・・・・1,000円～
○キラキラペンダントトップ
                ・・・・・1,000円～

アロマリンパマッサージで代謝アップ！

☎090-8233-1963ナリスビューティーステーション

○アロマオイルを使った
　ハンドマッサージ・・・500円
○角質クリア体験 ・・・・500円
○美顔器「メガビューティ」体験
　　　　　　　　・・・500円
○健康食品試飲・販売

今までネイルが出来なかった貴女に！

奈良市芝辻町4-5-2新大宮グリーンビル４階　☎0742-30-2330
ティプトワショップアルシア

今まで仕事等でネイル出来なかった
方にもオススメ！商品多数！！
サイズがあれば購入が可能です。
クレジットカードOK

○ジュネル装着体験・・・・無料　　

★ジュネルショップ奈良１号店

付け外し簡単の本格ジェルネイル

ミネラル豊富“おうちお菓子”

https://coharukitchen.jimdo.com/
Coharu kitchen

焼きどーなつ・マカロン
マフィン等の焼き菓子販売
○ロールケーキ販売
   （カットしたもの）
・・・金額は１コ 100～200円位

パワーストーンカウンセリング

☎090-9690-1850蓮の種♡はーと

○鑑定で出たストーンのピアス　
　　　　　　　　・・・・1,000円～
○鑑定+パワーストーンストラップ
　　　　　　　　　・・・・1,000円
アンケートにお答えで「ミラクルの種」をプレゼント
当日ブレスレット注文で
「パワーストーン使いこなし辞典」プレゼント

日頃のお疲れをほぐします！

生駒市真弓南２丁目　☎050-3633-0819
Relaxation Salon Rosemary

○ボディマッサージ　

○フットマッサージ　

○ヘッドマッサージ　

　・・・・・・各10分500円

夏までに本気の温活！！むくみスッキリ！

奈良市押熊町1313-2　ガーデンハイツ登美ヶ丘110号　☎0742-51-4133
YOSA  PARK  CAHAYA奈良店

90秒でスキンチェック＆メイクアドバイス

奈良市鶴舞東町2-13 VIV106　☎0742-43-5219
ポーラ登美ヶ丘店

○お肌分析＆お手入れ提案
　　　　　    ・・・・無料（10分）
○お肌分析＆メイクアドバイス
　　　　　　  ・・・・無料（10分）
あなたにピッタリの
お手入れアドバイスを致します

（体のお好きな部分マッサージ）

（足裏～ふくらはぎの中からお好きなところ）

（頭と顔のマッサージ）

【神の手】と芸能人にも大人気！！
チタニウムエッジマッサージ
○上半身（10分）・・・・・・500円
○水素水フットスパ（10分）
　　　　　　　　  ・・・500円
○水素水☆試飲無料

味わったことのない最上級リラックス！

生駒市あすか野南2-4-4　☎0743-25-8837
美容整体BEAUth

○エナジーテラピー肩・首
             （10分）・・・・・500円
○姿勢分析  ・・・・・・・・・・無料
○骨盤矯正（15分）・・・500円

頭皮ケア＆若返りファスティング術

○至福の頭皮マッサージ
           　 10分・・・・・・・・500円

生駒市小明町1040-9　☎0743-89-2014
奈良市富雄北3-16-6-1 ☎080-4362-1097

　

PM-InternationalAG
Leash hair design

○【アスリート愛用】酵素ジュースの試飲

驚きの顔リフトUP体験・・・・・500円
＆５日間ファスティング

天然石ソウタシエジュエリー

生駒市壱分町1093-4 ☎090-8206-5617
アトリエ由起

○天然石ソウタシエジュエリー
　体験ワークショップ
（簡単なブローチを
　     天然石を使って制作します）

・・・・2,000円（材料費込）

女子力UPは手から♡

+MIKKe プラスみっけ
大和郡山市高田町1-1 1階 Jarinco room内 ☎090-5254-8013

○フェイシャルエステ級
   ハンドマッサージ・・・500円

○しわ、くすみ、たるみ等
　お肌トラブルカウンセリング　
　　　　　　　　　・・・無料

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　

○こけ玉・・・500円～

○木工・カッティングボード
　　　　　　　・・・500円～

結果重視のモティーブ痩身を体験♪

木津川市州見台1-17　☎0774-73-4937
ヘルシースリムくにみだい

○モティーブ痩身
　(手又は手首)………500円
○界面活性剤フリーの
　クレイパックハンド体験 200円
○ブルーライトカットの
   日焼け止め……無料お試し

施術前 2回目

頭皮の緊張をほぐしてリラックス!!
　

生駒郡平群町西宮1丁目
☎070-1842-5050頭の癒し　CoCoりら

○ヘッドマッサージ　10分
　今回だけの特別価格 500円

　（→体験で割引チケット
                       プレゼント♡）
○前髪カットor眉カット・・・無料

気持ちいい♡とファン続出！！

0120-497-613
アイメディカル新大阪
大阪市淀川区東三国5-12-10 エンシンビル2F 

「メガネがとれた！」お喜びの声が多数

○視力回復体験・相談
　　　　　　・・・・・・・・無料
超音波を１日１０分あてるだけ！
視力回復はもちろん、
肩こり・目の疲れの解消に！


