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イベントに関するお問い合わせ▼

☎0742-34-1222
region@triton.ocn.ne.jp

▼詳しくはこちらでチェック！！▼

れじおん
Instagram

れじおん
Facebook

5.302019
会場/生駒市立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。

【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
季節の野菜詰め合わせ
先着100名様に

ご来場
特典

※景品が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。

季節の野菜詰め合わせ

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
■バスをご利用の場合
「富雄」駅─「学研北生駒」駅　151-157系統「真弓橋」下車すぐ

生駒市立 北コミュニティセンター
ISTAはばたき（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 真弓橋停真弓橋停

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

■住所／奈良県生駒市上町１５４３番地

主催 有限会社レジオン

※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

ベビーカー置き場もあります！

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などでお買い物♪

 ※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）

お店との相性・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★

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

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

約50店舗集結！！美容・健康・クラフト・物販など盛りだくさん！
選べて、楽しい1日体験イベント！！選べて、楽しい1日体験イベント！！

第6回

Bimaturi

はばたきホール
in 生駒市

れじフェス

PRODUCE BY REGION

れじおん主催

入場
無料　木

（最終入場）
10：00 15：30▼

開催日時

各回先着50名様ずつ

しわ・たるみ・ほうれい線が！？・・・
ぜひ貴方の目で確かめて下さい。

貴女はもっと綺麗になれる！！

Syouan Co. Fitline
奈良市芝辻町4-6-15　☎090-8368-2452

●目のコリ・疲れ ほぐしコース
　　　　　　・・・・・・・10分1,000円
●首・肩・頭のコリ・疲れ ほぐしコース
　　　　　　・・・・・・・30分3,000円
●足裏マッサージ
　カウンセリング込コース
　　　　　　・・・・・・・20分1,000円

現代人の目の疲れと悩みに私がお答えします

イーキュアレーション東大阪本部
東大阪市荒本北1-2-48　☎06-6748-4136

ヤクルトオリジナル成分乳酸菌発酵
エキス配合の美容液を使った
プチマッサージを無料体感できます。
●プチリフトマッサージ体感・・・無料
●プチアイズトリートメント体感・・・無料
●お肌の水分測定＆カウンセリング・・・無料

乳酸菌生まれのヤクルト化粧品体感！

ヤクルト エステサロン富雄店
奈良市二名3丁目947-1　☎0120-72-1040

痛かった足のトラブルを解消します

アルシア爪職人
奈良市芝辻町4-5-2　新大宮グリーンビル401　☎0742-30-2330

毛穴が気になる方、吸引体験して
みませんか？メイクのお直しも
させていただきます。

●毛穴ケア・・・・・・・・・・・・・・500円

ワンコインで毛穴ツルすべ体験しませんか

サロンドフルベール学園前店
奈良市西登美ケ丘3-18-8フラワービル1F　☎0742-55-9704

小さな子供からお年寄りまで
「おいしいね！」と喜んで頂ける
パンを一つ一つ真心を込めて作って
います。
●大和当帰入り　
　全粒粉入りビスケット

小さなパンに感謝の気持ちをいっぱいに込めて

小さなパン屋さんMOMO
奈良市法蓮町635-1 一條館Ⅱ１Ｆ　☎0742-24-0081

●フェイシャルエイジング・・・・500円
●ハンドエイジング・・・・・・・・・200円
●腸内エイジングドリンク・・・・300円

●うおのめ・たこ・・・・・・・・・・・1,000円
●角質除去・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
ヒルナンデスでも紹介された取り外し
自在のネイル「ジュネル」もあります！

・・・・・1,000円
●爪切り（爪周りのケア含む）

パーソナルカラー診断

groovin’
香芝市旭ヶ丘2-17-20　☎090-6730-1791

　手々（シュシュ）美輪れい子
生駒郡三郷町美松ヶ丘西１-３-３　☎０９０-８８８５-２１４７

カラー診断で似合う色を知り、
よりあなたを美しく！

●カラー診断【20分】・・・・・1,500円

れじフェス会場

ハンドリフレセラピー＆ハンドリーディング

血行が良い手ほど
運気がよくなります。

●ハンドリフレセラピー・・・1,000円

●ハンドリーディング・・・・・1,000円

会場まで
電車やバスでお越しの方

※5月30日の日付のみ有効です。

抽選会1回サービス！！
当日乗車したことがわかれば

写真でもOKです。



Bimaturi
PRODUCE BY REGION

れじフェスだけの特別メニュー

第6回れじフェス安全で安心できる素材と
旬の野菜を使ったお弁当。
●お弁当・・・・・・・・・850円

♥当日お楽しみのお惣菜♥

明日の元気をつくるお手伝い…

＜べんとう工房＞はなとみつ
☎0774-78-2838

一つ一つ丁寧に作っています。
リピーターさんも多い大人気の
和菓子を是非食べてみてください。

●チョコあん大福餅 通常200円を
        ・・・イベント特別価格180円

手作り和菓子

たこ小町
☎080-4393-5960

YOSAで人気のマッサージがお得に
受けられます。
肩コリ・むくみ・フェイスアップなどに！！
水素水試飲付！
●チタニウムエッジ上半身マッサージ
　　　　　　　　・・・・・・・10分500円

チタニウムカッサマッサージでスッキリボディー

YOSAPARK生駒店
生駒市山崎町21-30　☎0743-74-1403

たるみ改善小顔整顔術＆アクセス・バーズ体験

ゆるリンパケアサロンmamabeautynavi
生駒市萩の台１丁目2-1-705　☎080-1445-5176

●なりたいお顔に整える小顔整顔術
　　　　　　・・・・・・・・30分2,000円
●お顔リフトアップブラシケア
　　　　　　・・・・・・・・15分1,000円
●アクセス・バーズ（脳の断捨離）
　　　　　　・・・・・・・・30分2,800円

リンパボーラーの筋膜ムーブ電流で
けんこう骨まわりやお顔のコリを
ほぐしてたるみを引き締め
ほうれい線の改善にも！

●リンパボーラー体験・・・１回500円

県内初！リンパボーラーでお顔と体のコリをほぐします

エステサロンJune
生駒市北大和3丁目9-5　☎0743-25-4836

作家ものの器と手作り雑貨のお店

ギャラリー津遊　
奈良市押熊町496-8　☎0742-51-6836

毛穴クリア つるつる小鼻美人に！

ナリスビューティーステーション

～ナインスターリーディング～
生年月日で導き出した、あなたの星を
みて鑑定していきます。
●九星気学×心理学を組み合わせた
　プレミアムリーディング
　20分2,000円　延長10分1,000円

愛されハッピーマインド

愛されナインスターリーディング
奈良県香芝市　https://happy4venus.com

心地よい眠りを追求したこの形状は
仰向きも横向きも寝やすい枕。
●あいの手まくら+
　ガーゼタオルカバーセット・・・18,000円
●女性施術者による美姿整体
　（ソフトorレギュラー）10分・2,000円

身体のケアを専門とする技術人が開発した枕

AINOTEMAKURA～枕と美姿整体～
奈良市西木辻町200-27 1F　☎0742-87-0625

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。

自分の本当の気持ちに気づいていますか？

インナーチャイルドカード eclat(エクラ)
生駒郡三郷町　https://eclat.themedia.jp

●箔作品・・・・・2,000円～3,000円
●漆作品・・・・・1,500円～3,000円
●レジン・・・・・1,000円～2,000円

レジン　アクセサリー

レジンクラフト萌　
桜井市三輪339　☎0744-42-9224

オーラ撮影&へそヒーリングde癒しの時間♡

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

●ハンドマッサージ＆
　メナードエステも
　ちょっぴり体験できますよ♪

●次回エステのご予約特典あり

ハンドマッサージ＆ワンポイントメイクプレゼント

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

●メークサービス
●ハンドマッサージ

POLAメーク体験またはハンドマッサージ！！

POLA 登美ヶ丘店
POLA 押熊店

ヨーロッパの伝統的なコード刺繍で
ソウタシエコード（組紐）で天然石を
巻く様に縫い付けて行きます。

天然石ソウタシエジュエリー

アトリエ由起
生駒市壱分町1093-4　☎090-8206-5617

●選んで作る！
　ガラスドームネックレス・・・1,500円
●選んで作る！カスタマイズ
　キラキラボールペン作り・・・1,500円
●キラキラアクセサリー（販売）
　　　　　　　　   ・・・・・1,500円～

大人かわいいキラキラアクセサリー

Twins Gemine
sumi-233731@docomo.ne.jp

～大切なのは自分の道を自分で
　　　ひらいて歩いていくこと～

●タロット占い
　　

タロットと星をつかって開運に導きます

占いの店　古墳のあたま
奈良市油阪町446-6　star crepe　☎090-8883-5445

ヒト脂肪幹細胞培養上清液と
天然鉱石マイナスイオン入りの
化粧品で、目指せ♥
バックエイジング！

1分で驚きのリフトアップ体験！！

ラ・コスタ
香芝市旭ヶ丘1丁目17-13　☎080-2081-1584

全成分天然由来のスキンケアで
お手入れをし、ツヤツヤ素肌に
自信を持ち、幸せな気分を感じて
みませんか。

すっぴん美肌、目指しませんか？

ゆりのて
Instagram【lotus.ooo】　☎０９０-８８６９-１５７３

まごころを込めてあなたに合った
「美」のご提案をさせて頂きます。

●無料ビューティーハンドケア
●無料お肌診断
●エステお試し当日予約特典あり

無料ビューティーハンドケア・無料お肌診断

メナードフェイシャルサロンエトワールブリアント
木津川市木津宮ノ裏159-2　☎0774-72-6433

れじおん限定バームクーヘン有り

たっくんのバームクーヘン屋さん
☎070-2305-2163

頭のコリをほぐすと心のコリが
ほぐれます！ヘッドセラピーで心と
身体を癒しませんか？
頭は心の反射区です。

●ヘッドセラピー・・・・・15分500円

心と身体を癒すヘッドセラピー

リンパトリートメント　hana hana +r
奈良市三松ケ丘　☎090-9617-2244

「持ち物チェックボード」（忘れ物防止）
や「ふわふわ言葉に変換シート」
（思考の転換）を作成して頂けます。
●子育て・教育・発達相談
   （特別支援教育士が対応）30分1,000円
●持ち物チェックボード作り・・・500円
●ふわふわ言葉に変換シート作り500円

ここちよいコミュニケーションのヒントを提供

川西発達支援の会
磯城郡川西町　☎090-8532-9201

世界に一つしかないハーバリウムを
作りましょう！
●オリジナルハーバリウム1本
    　　　　　・・・・・・1,000円+税～
●メッセージ入りハーバリウム1本
　　　　　　　・・・・・・1,500円+税～

ハーバリウム　ワークショップ

JHA日本ハーバリウム協会認定校 Petit Cadeau
Instagram【cibi.hacchi2017】

お花のエネルギーを取り込む自然療法

和樂　フラワーエッセンス　金木犀
京田辺市花住坂3-4-5　パークハイツ2　☎090-3572-3022

指先に彩りを添えてみませんか。
ジェルネイルを1本無料体験して
いただけます。

●ジェルネイル・・・・・・・・1本無料

●アクセサリー・・・・・・・・・・500円～

ジェルネイル1本無料体験！オフははがすだけ

Private nail salon 　Alice
奈良市中町397番地の８　☎090-8829-3536

●お花コサージュやアレンジ
　　　　・・・・・・・500円～3,000円
●アロマストーン
　　　　・・・・・・・500円～1,300円

お花に癒やされて 香りに癒やされて

  ルフォール＆fragrance collection
　loeufor934.blogspot.jp    fragrancecollection.jimdo.com

御室桜で有名な仁和寺が家元の
華道の美をワンコインで
お楽しみください！

華道、経験者の方も未経験の方も
5分で生けてご自宅で1週間楽しめます。

●生花体験【予約制】・・・・・・・500円

OMURO御室 花あそび

上田一賀 御室流華道スクール
生駒市鹿ノ台北1-2-7　☎090-2193-3295

●楽しい飛び出すカード
　　　　・・・600円～1,000円
●出産お祝いカード
　　　　・・・・500円5枚のみ

グリーティングカード

レペット・アトリエ・緑
☎0743-77-7384

当店名物とり天と奈良県産に
こだわったおにぎり
●とり天（5個入）・・・・・・・・・・500円

●おにぎり（2個入）・・・・・・・・300円

からあげグランプリ金賞受賞！！

お食事処　たちばな　
奈良市奈良阪町2340　☎0742-23-6526

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

参加して下さったお子様に
無添加ゼリープレゼント！

新鮮ミニトマトすくい！親子参加可♪

生活協同組合　コープ自然派奈良
奈良市今市町40-1　☎0742-93-4484

新鮮な海の幸をれじフェス特別メニューで

海鮮料理 つじ平
奈良市三条本町4-32 中室ビル1F　☎0742-23-2222

1回の体験で視力の変化が見られます
目の疲れ・視力の低下・眼鏡が面倒だと
思う方はぜひ1回お試しを！

目が見えることの喜びを感じたい方へ

アイメディカル新大阪

四柱推命は世界でも類をみない
的中率を誇る神秘な学問です。
自分の宿命を四つの柱で
「生年月日時」より推理する占術です。

四柱推命、タロット、姓名判断

飛鳥推命学研究会
奈良市三松2丁目12-2-406　☎090-5126-5361

心と体。あなたを丸ごとゆるりと癒します。

総合癒し処　ひな屋

歯のホワイトニング&速攻！顔のリフトアップ

再生美容サロンas you
奈良市学園北２丁目1-6セブンスターマンション402号　☎0742-93-7696

●スイーツプレゼント
　　　抽選付のアンケート調査
 
●年齢に合わせた
　　　　　　シミュレーション

あなたの保険、見直しませんか？

渡辺商店
香芝市藤山2-1149-1　☎０９０-３４８２-４８８０

エンジェルリーディング　ケルビムのハープ

東雲琴音のエンジェルリーディング　ケルビムのハープ
https://www.angel-kotone.com

●インナーチャイルド
　カードセッション　
　　　　・・・・・・・・・30分 2,000円

●天然石ソウタシエジュエリー
　体験レッスン
　　　　　・・・（材料費込）2,000円

　・・・・10分1,000円　
　・・・・20分2,000円　
　・・・・30分3,000円 ※容器の大きさにより価格が変動します

古代箔や漆を使い日本的な作品
作りもしています。

●お財布ヒーリング・・・10分2,000円
●幸運の鍵セッション
　　・・・・10分2,500円（小さなお守り付）

 （リーディングとヒーリングを同時に行います）
　　　　　　　　・・・10分2,000円

●リフトアップ体験・・・・・・・・無料

●花カード診断　
　　　・・・・・・4,000円（エッセンス付）
●チャクラ診断　
　　　・・・・・・2,000円（ペンダント付）
●耳ツボ診断・・・・・・・・・・・・・1,500円
　全てメッセージ付です

●とり天ランチボックス・・・・800円
（とり天+ちらし寿司）

●オーラ撮影&
　健康チェックアドバイス・・・1,000円

●オーラ撮影&健康チェックアドバイス
　&へそヒーリング（オーラ２回目）
　　　　　　　　　・・・・・・・1,500円
どちらもオリジナルブレンドティー付 ●話題のケイ素　試飲・販売

●歯のホワイトニング体験
　（痛くない！しみない！光触媒による歯の美白）
                           ・・・・・・・・500円
●速攻！リフトアップ体験
   （REFAコース・炭酸コース）・・・各500円 ●トライアルエステ、パッチテスト・・・500円

●ジェルエステ、パッチテスト・・・2,000円

●小鼻美人エステ・・・・・・・・・1,000円

●アロマハンドマッサージ・・・500円

●ヘッドマッサージ・・・・・・・・・500円

●美顔器体験

●つじ平弁当・・・・・・・・・・・・・・800円

●季節のちらし寿司・・・・・・・・800円

●ごま豆腐デザート・・・・・・・・・500円

●あさりの炊き込みご飯・・・・500円

★メークレッスン（2回コース）
　チケットプレゼント！
★POLAのお肌診断またはフットマッサージ
　の無料体験チケットプレゼント!

奈良市鶴舞東町2-13VIV106　☎0742-43-5219

奈良市押熊町1279-1-2F　     ☎0742-46-8822 大阪市淀川区東三国5-12-10 エンシンビル2F 0120-497-613

●1回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
●2週間無料レンタルキャンペーン
 先着5名限定（店舗にてご確認を）

●過去世+質問1点
●今世の使命（課題）+質問1点

東雲琴音のエンジェルリーディング
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。

・・・・・・各1,000円

★各イベントでも大盛況！

●限定販売
　ミルクティーバーム・・・・ 1,300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

 ●器・ガラス・・・・・・・・・・・・・・・５００円～
 ●こけ玉・・・・・・・・・・・・・・・・・・５００円～
 ●ドライフラワースワッグ・・・８００円～
 ●染めテーブルセンター・・・１,０００円～
 ●木工　ミニコースター・・・・３００円
　　　　カッティングボード…５００円
 

当日体験特典

●龍話セッション


