
集結!!

れじフェス！第5回
女性のためのビューティー祭

P R O D U C E  B Y  R E G I O N

れじおん主催

region@triton.ocn.ne.jp

イベントに関するお問い合わせ▼

☎0742-34-1222
▼詳しくはこちらでチェック！！▼

れじおん
Instagram

れじおん
Facebook

in 生駒市

10.252018 入 場 無 料
10：00～15：30（最終入場）TH

U

会場/北コミュニティセンター ISTAはばたき（はばたきホール）
富雄川沿い「ラ・ムーさん」近く！

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

【1回目配布】10：00～ 【2回目配布】14：00～

お楽しみ
抽選会開催！

先着100名様に先着100名様に

ご来場
特典

※景品無くなり次第終了とさせて頂きます。　※写真はイメージです。

1day!

季節の野菜詰め合わせ季節の野菜詰め合わせ

各回先着
50名様ずつ

ハズレ
なし！！

スタンプラリー

スタンプを集めて豪華商品をもらおう！

＠regionnara

■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

生駒市 北コミュニティセンター
ISTAはばたき

Beauty salon RyuRyu
☎090-3714-9460

夏の疲れ肌を秋に向けてリセットしませんか♪

渡辺商店

〇スイーツプレゼント
　　（抽選）付のアンケート調査
 

香芝市藤山2-1149-1　☎０９０-３４８２-４８８０

　大事なご家族の保険見直しいつするの？今でしょ

オーダースーツ専門店ツキムラ

○洋品・小物（ネクタイなど）
　　　　・・・・・・・・・・・500円～

奈良市三条本町1-10　☎0742-20-5151

ツキムラオーダースーツの裏ワザ購入法教えます！

手創り工房　風樹の塔

○端材で作ったコースター
　　　　　・・・・・・・・・・１枚300円
○端材で作った木っコロ
　　　　　・・・・・・・・・・・・・・100円

奈良市石木町100-1イオンタウン富雄南D棟

いろんな木材で作ったぬくもりのある天然木製品

うらら＆ツキヒ

○水素ケア 10分・・・1,000円
　　　　　 30分・・・3,000円

☎090-9257-3677（うらら）　☎090-8167-3227（ツキヒ）

宇宙盤＆水素ケアで心と身体をかろやかに！

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。　　

生駒市西松ヶ丘10-36 　☎0743-74-5215

毛細血管が美容と健康のキーポイント

（はばたきホール） 

※当日、出店内容・企画内容については変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※当日は、撮影が入り、お客さまが映り込む場合がございます。あらかじめご了承ください。
※会場内にロッカーやクロークはございません。手荷物の管理は自己責任にてお願いいたします。

富雄駅

学研北
生駒駅

白庭
台駅

163

阪奈道路
阪奈道路

近鉄けいはんな線

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
はばたきホール

富雄川沿い「ラ・ムー」さん近く！
右記のQRコードを読み込むと携帯で地図が確認できます。

マップコード 11 462 720*11

LINE ID  rinmama69

上質なクリームでお肌に潤いを与えます。
いつものメイク+ワンポイント
変えるだけで華やかさUP☆

○フェイシャルエステ＆メイク
　　　　　　　  ・・・・・・1,000円

〇年齢に合わせた
　　　　　　シミュレーション

10,000円分の優待券を
来場者全員にプレゼント

☎0742-51-0597

　※香りや手触りが楽しめます。舐めても
　　安心なのでお子様のおもちゃにも◎

※別途チューブ代350円必要です。

○宇宙盤（20分）・・・2,000円

　○測定＆カウンセリング
　　　　　　     ・・・・・・・・500円

■住所／奈良県生駒市上町１５４３番地

主催 協賛有限会社レジオン ひらかたパーク・オーダースーツ専門店ツキムラ　他.

店
舗約50

※駐車場に限りがあり、混み合うことが予想されます。
　出来る限り乗り合わせや、公共交通機関をご利用下さい。

■駐車場/170台

れじフェスの楽しみ方

出入口

出入口

ベッド
ブース

企業
ブース

物販
ブース

ベビーカー置き場

れじおんブース

飲食
ブース

フリーマケット
ブース

お子様連れ大
歓迎！

ベビーカー置
き場もあり

掘り出し物が見つかるかも！？？フリーマーケット同時開催

受付

01
会場内の施術やエステ、
クラフト体験など予約して回ろう！

02

03

予約待ちの間に物販ブースや
飲食ブース、フリマなどでお買い物♪

体験
ブース

 ※予約が殺到し、希望時間に間に合わない場合が
　ございますので、予約はお早めに！

スタンプラリーで集めたポイントで
抽選会！！　（れじおんブースにて開催）

スタッフとの相性・お店の雰囲気をこの機会に感じて、是非お気に入りの店舗を見つけて下さいね★スタッフとの相性・お店の雰囲気をこの機会に感じて、是非お気に入りの店舗を見つけて下さいね★

抽選会会場

https://m.facebook.com/regionnara/

旅行券 お 米 アミューズメント
チケット

その他、景品いろいろご用意しております！その他、景品いろいろご用意しております！



れじフェス！第5回

─ 出 店 者 紹 介 ─
れじフェスだけの特別メニュー

P R O D U C E  B Y  R E G I O N

日本ハーバリウム協会認定校-amore-

○ハーバリウム２本作製
　　　　　　・・・・・・・・3,000円 
※追加は１本毎に1,500円

☎080-7792-1596　　　@8amore7

オリジナルハーバリウムを作ろう！

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

今までネイルが出来なかった貴女に！

ポーラザビューティー登美ケ丘店

○お肌分析&カラー診断・・・無料
○秋のメークサービス・・・・無料

奈良市鶴舞東町2-13　VIV106　☎0742-43-5219

90秒でお肌&カラー診断！無料メークサービス

ゆるゆるリンパケアサロン　mamabeautynavi

○ゆるリンパ施術体験　
　　　　・・・・・・・15分　1,000円
○お顔リフトアップブラシケア
　　　　・・・・・・・・・10分　500円

生駒市萩の台1丁目2-1-705　☎080-1445-5176

ゆるリンパで肩こり＆お顔のたるみがスッキリ

エステサロン「June」ジュン
生駒市北大和３丁目9-5　☎0743-25-4836

県内初！リンパボーラーで顔コリや肩コリを解消！

総合癒し処　ひな屋

○前世リーディング・・・10分1,000円
○未来リーディング・・・10分1,000円

☎080-3820-4321　https://ameblo.jp/hinatanotane/

心も体も。あなたを丸ごと癒します。

レペット　アトリエ・緑
生駒市壱分町234-3　☎0743-77-7384

飛び出す楽しいグリーティングカード

バリスパマスターズ

○小顔効果のあるハンドスパ

○肩までスッキリフットスパ
　　・・・・・・・・・・・・25分 2,500円

☎080-1410-4573

身体も心も癒される本格的バリエステ

grooviń

○似合うネックライン
　似合うアクセサリー（形・大きさ）
　体型カバーアドバイス

 ☎090-6730-1791　Facebook 浅井恵

パーソナルスタイル診断

イルチブレインヨガ生駒スタジオ

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

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

オーラ撮影＆へそヒーリングde癒しの時間♡

Nail＆SPA salon MA-RU
大和郡山市矢田山町　☎080-1500-9701

本格ハンドスパがお得に体感できます

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～

奈良市押熊町496-8　☎0742-51-6836

作家ものの器と手作り雑貨のお店

ビーズdeコレクション　hana buquet

○グルージュエリー　
           ・・・・・・1,500～2,000円
○ビーズアクセサリー　
           ・・・・・・1,500～2,000円

☎0743-73-1234   https://ameblo.jp/hanabuquet/

作る楽しみを！ グルー・ビーズアクセサリー

ナリスビューティーステーション

アロマリンパマッサージで代謝アップ！

Twins Gemine

○キラキラアクセサリー〔販売〕
　　　   ・・・・・・・・・・・・・・1,500円～

sumiwashika@docomo.ne.jp

大人可愛いキラキラアクセサリー

インナーチャイルドカード eclat(エクラ)

インナーチャイルドカードはカードを
通して心の声を聴く事が出来ます。

奈良県生駒郡三郷町　https://eclat.themedia.jp

自分の本当の気持ちに気づいていますか？

ラ・コスタ

○手のもちもち泡体験
　　　　　・・・・・・・・・・・・・無料

香芝市旭ヶ丘1丁目17-13　☎070-4066-9692

キメの細かいモチモチの泡で、手のお手入れ体験！

リンパトリートメント hana hana+r

○ヘッドセラピー　
              ・・・・・・・15分　500円

奈良市三松ヶ丘 ☎090-9617-2244

心と身体を癒すヘッドセラピー

ViVian JuJuメナードフェイシャルサロン
奈良市二名3丁目1104-7  ☎0742-81-9066

ハンドマッサージ＆ワンポイントメイクプレゼント

東雲琴音のエンジェルリーディング　ケルビムのハープ

○基本リーディング ショートver.

　（前世・今世の使命）・・・・800円
○追加質問１点につき・・・500円

https://angel-kotone.com/

エンジェルリーディング　ケルビムのハープ

ルフォール＆フレグランスコレクション
☎090-6604-5485　　loeufor934.blogspot.jp

癒される花とアロマストーンのコラボショップ

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

毎日飲むお水、そろそろ見直してみませんか？

Healing Spa 波の音

○肩・首スッキリ美容整骨・・・15分1000円
○美容整骨・小顔体験・・・・・・・10分500円
○ハンドマッサージ・・・・・・・・10分500円
○頭ほぐし・・・・・・・・・・・・・・・・10分500円

生駒市東生駒1-34-2　☎0743-86-4800

骨格からキレイに！美容整骨で小顔＆疲労解消

みつのぶカイロプラクティック

○悶絶整体・・・・・10分　2,000円　
○バキバキする骨盤矯正
　　　　　・・・・・・・・・・・・2,000円
○涙がでるほど痛い小顔矯正
　　　　　・・・・・・・・・・・・3,000円

奈良市富雄元町２-３-２９ ２F　☎090-4560-7778

危険な痛さ！終わったら納得！

Studio Saika

○手作りイヤリング・ピアス
                       ・・・・・1,500円～
○フォトフレーム ・・・3,000円～

奈良市富雄川西2-16-16　☎080-8308-1891

プリザードフラワーで届ける『和みの花生活』

はとむぎの杜

○メロンパン・・・・・・・・・・・・・194円
○はとむぎの杜の角食パン・・・450円

奈良市出屋敷町141-1　☎0742-62-8318

はとむぎでおいしく健康に

macaron ribbon　
☎090-9719-4410　　macaronribbon1122

      おいしそうなクラフト雑貨ショップ

べんとう工房　はなとみつ

○季節のお弁当・・・・・・・850円

相楽郡和束町釜塚前田29-4　☎0774-78-2838

明日の元気をつくるお手伝い…

アイメディカル新大阪

○視力回復体験・相談
　　　　　　   

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

YOSA  PARK  CAHAYA奈良店

芸能人にも“神の手”として人気の
チタニウムエッジでむくみスッキリ！

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

前回フェスでも予約殺到！大人気の温美活！！

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！

奈良市今市町40-1　☎0742-93-4484

新鮮ミニトマトすくい！親子参加可♪

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

☎090-9690-1850

パワーストーンカウンセリング

たっくんのバームクーヘン屋さん
奈良市中町2422-1　☎070-2305-2163

ハロウィン間近の特別販売！

メタトロンセラピー　Tuki☆Hana

○全身簡易スキャン　
　　　　・・・・・・・20分　500円

☎090-7112-6928　☎06-6484-6359

細胞ナノスキャン『メタトロン』体験

○お肌スッキリ！似合う色診断

カラーでもっとキレイに！外見＆内面を磨きませんか？

※ラッピング無料 
★事前予約優先（下記の電話まで） （高級ホホバオイルを使用いたします）

・・・・・・・・・・・・20分 1,500円

★ご体験頂いた方にメークレッスン
　チケット贈呈
※お仕事体験予約受付中 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
　　　　　　　　・・・・・・1,000円

○開運★
　卓上用ミニサンキャッチャー作り
　　・・・・・・・・・・・・2,000～2,500円

守護天使からのメッセージを
あなたにお伝えいたします。

○上半身リンパマッサージ 
                ・・・・・・・ 10分 500円

○ステンドフラワーワークショップ
   バレッタを作ろう　
             ・・・・・500円、1,000円

○ミニトマトすくい
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・無料

○奈良県産活性はとむぎ美人茶
　（有機栽培）・・・・・・・・・・1,080円

○木の実とフルーツのリュスティック
　　　　　　　　・・・・・・・・216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

世界約８０か国以上で取り扱われている
ドイツのネイルメーカーLCNの
本格ハンドスパ

○LCNハンドスパ・・・・・1,000円

爪周りの甘皮をケアします
○ネイルケア・・・・・・・・・・・500円

○インナーチャイルド
　カードセッション　
　　　　・・・・・・・・・20分 1,000円

○アクセサリー・・・・・・・500円～
○アロマストーン・・・・・600円～

お花のアクセサリーやアレンジと
ほのかな香りのアロマストーン

○マカロンカードスタンド・・・800円

★各イベントでも大盛況！

○バームクーヘンと
　ソフトアイスのセット・・・400円

○プレミアたっくんと
　かぼちゃバームのハーフ＆ハーフ
　　　　　　・・・・・・・・・1,300円

○リンパボーラー体験
　　　　　　　・・・・・・・・・500円

筋膜ムーブ電流で筋肉を動かし
コリを解消へ！

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

器やガラス、ドライフラワーリース
などお買い得価格にて販売します

Petit Cadeau
橿原市古川町358-35  ☎090-9867-4619

○１本・・・・・・・1,000円+税～

今話題のハーバリウム！世界で１つ
しかないあなただけのハーバリウム
作りを楽しみましょう！

（ボトルの大きさにより価格は変動）

ハーバリウム　ワークショップ

安全で安心できる素材と旬の野菜。
どこか懐かしい体思い弁当。 自分の身体や心を見える化し、

ベストな自分の暮らし方応援

メディカアロマ
奈良市三碓１丁目2-11ヨシエビル302　☎0742-46-1116

アロマの学校『メディカアロマ』です

○ロックタッチヒーリング　
　　　　　　　　 ・・・15分1,000円
○お守りアクセサリーの販売　
                       ・・・500～2,000円

頭のこりをほぐすと心のこり
がほぐれます！

0120-497-613

奈良県香芝市の自宅サロン 出張可能 

○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～

　5分 500円・10分 1,000円・20分 1,500円  

カラー総合スクールA+STYLE＆スマイルキャラバン
エースタイル

奈良市油阪町1-61　奥田ビル４F  ☎0742-93-3500

・・・・・・10分1,000円～

・・・・・・10分1,000円～
○心スッキリ！カラーセラピー

女性を笑顔にする資格や仕事がしたい方
相談（無料）★先着30名

○クリスマスカード

○バースデーカード

○サンキューカード
・・・・・600～1,000円

○アロマオイルを使った
　ハンドマッサージ ・・・・・・・・500円
○足のマッサージ・・・・・・・・・1,000円
○美顔器「メガビューティ」体験
　　　　　　　　・・・・・・・・・・・500円
○健康食品試飲・販売

○無料ハンドマッサージ
次回エステのご予約で3大特典

①美肌に導く基礎サンプルプレゼント
②オ～タムメイクで、マイナス５歳若返り
　メイクプレゼント
③スタンダードコース6,480円が2,160円（50分）

超音波を1日10分当てるだけ！
視力の改善により、肩こり・
目の疲れも解消に

暮らしのお困りごと相談しませんか？

JHA日本ハーバリウム協会認定校
 (プティット キャト)

◯試飲、試食、体験無料！

結婚相談所仲人小町　 ☎070-2316-3030
ラシックプラン奈良　　☎080-5305-9985
川西発達支援の会　　  ☎090-8532-9201

弾力のあるキメの細かいモチモチの泡
で、手のお手入れ体験してみませんか？
白くすべすべになります。
一週間ぐらいすべすべが続きますよ♡

（アロマストーンのお土産付き）・・・700円
○心と身体を整える精油ブレンド

○～タロットカードを使って～
　リーディングで精油選び・・・1,000円～
○アロマルームスプレー作り・・・500円
○ダウンジングによるレメディ診断　無料!!

○婚活相談（結婚相談所の選び方等）
・・・・・・・・500円

・・・・・・・・500円

・・・・・30分1,000円

○整理収納相談（レッスンやプラン提案）

○教育相談（学力や発達障害について）

ミネラル30種類以上のサーバー水で色ん
な事ができる♡お水は飲むだけじゃもった
いない！サーバー水を利用した酵素ドリンク
や醗酵ドライフルーツ販売(数量限定)


