
●ジェルネイル１本無料
　（水ではがせます）
●爪のケア、ハンドマッサージ　500円
●ネイルチップ販売　2,000円～
●手作りリボン販売　500円～
来店時利用可能割引券プレゼント！

令和は、指+美人＝「ゆびじん」で決まり！！

prima è nail J
北葛城郡河合町中山台2-9-11　☎070-1765-2019

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

身体が緩めば心が緩む・心が緩めば身体が緩む

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

●魔法の小顔整顔術
●さとう式リンパケア
●アクセス・バーズ
●アクセス・ボディ
　（MTVSS orセルラーメモリー）

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ます。
小顔耳つぼマッサージ付き

●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

～大人かわいいキラキラアクセサリー ～ 

Twins Gemine
sumi-233731@docomo.ne.jp

筋肉のバランスなどを測定し
バランス筋診断させていただきます。
●体験アンケートにお答えで
　プレゼント進呈！
●体力年齢測定・・・・・・・・・・・・・・無料

あなたの筋肉バランスを測定します

ダイエット専門スタジオ　カロリロジャパン
奈良市宝来町928-1 奈良宝来ビル2F　☎0742-40-5515

●ケイルケアオイルプレゼント付き（先着10名様）
　アロマハンドトリートメント  1,000円
●オーガニックアロマde美ボディークリーム、
　アロマスプレー作り各種  500円

自分へのごほうびにココロとカラダに香りを！

emikopiano
奈良県橿原市　☎090-3284-0021

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

●星詠みメッセージ　追加料金あり
　　　　　　　・・・・・・20分4,000円
●インナーチャイルドカード 4,000円
●手相・・・・・・・・・・・・・1,000円／10分
●手相＋算命学・・・・・2,000円／20分
　　　　　　  ・・・・・3,000円／30分

占星術、インナーチャイルドカード、手相

ビビューティー大阪市淀川区東三国   ☎080-8344-7843
サウザンドクレインズ　高野ちづるtakanochizuru23@gmail.com

～ オーラ撮影&”BHP”de自然治癒力回復健康法～

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

生まれ持った個性のお話をさせて
いただきます。色の力を利用して
日常をもっとカラフルに！
●ブランドカラー診断・・・1,000円
●カラーリーディング・・・1,000円

キレイデザイン　ブランドカラー診断

more colorful
奈良市南紀寺町3-62-13  ☎090-9289-5084

～あなただけのコスメを作ってみませんか？～

POLA 登美ヶ丘店

●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

身体も心も癒される本格的バリエステ

バリスパマスターズ
☎080-1410-4573

～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

中條游雅
香芝市畑 ☎080-1447-6059

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「することチェックボード」（タスク
管理）を作成していただけます。
●お子様への関わりのヒントを提供
   （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
●することチェックボード作り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

●ハーバリウム
●３Dプレミアム
・置き時計+紐付きミニボトル 3,500円
・ソーラー電卓+紐付きミニボトル
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円

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】

身体を「緊張」「歪み」から解放したい方へ

らしくらし～脳の発達プロジェクト～
https://www.facebook.com/nounohattatu/

「足育」健康は足元から。足指開いていますか？

カイロプラクティック&美容カイロfor you
奈良県橿原市　uwahaha-3505yuu-yuu.no1@docomo.ne.jp

お花とアクセサリー＆インテリア雑貨

  ルフォール＆Asterisk*　
　インスタグラム　『loeufor1』『 asterisk_　_yumi』

解剖学、機能解剖学を熟知した整体師
による施術で、肩甲骨から姿勢美人に
なってみませんか？

肩甲骨ぐるぐる屋さん

整体院 美和
橿原市内膳町　https://ameblo.jp/seitai-miwa/

お披露目！ガラ紡バトンタッチ

（株）益久染織研究所
生駒郡斑鳩町法隆寺南3-5-47　☎0745-75-7714

お好きな空間にアロマストーンや
サシェを飾りませんか？

●アロマストーン、サシェ
　　・・・・・1,000円～2,500円

アロマストーン＆サシェで暮らしに癒しを

umi umi
fummy.0726＠au.com   nojigarden.y.717@docomo.ne.jp

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

水素の足湯を体験しませんか？

美腸エステサロン高畑
奈良市高畑町1237-3　☎090-1958-7584

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

１４年の実績！地域の皆様から愛されるサロン

メナードフェイシャルサロン サロンドルポ
奈良市学園大和町2丁目52　☎0742-51-0448

天然ハーブとヘナのお話♪

さんくちゅあり＆LAXMI
生駒市西松ヶ丘23-9　☎090-1154-2981

●お楽しみプレゼント
　　　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

自然に沿った生き方で自分を解放しませんか？

スミレのhana
生駒市　☎090-5653-0583　https://what-yaro.com/

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

　・・・・10分1,000円　
　・・・・20分2,000円　
　・・・・30分3,000円 ※税別　※資材調達の関係で内容変更の場合あり

●リフトアップ体験・・・・・・・・無料

●水素足湯（15分） ・・・・・・・・500円
●100％オーガニックヘナと
　天然蜜ろうクリーム販売
●ハーブ温浴とヘナのお試し特別券販売

●スタンダードコース（イルネージュ使用）
　+エイジングケア
　ビジター価格　6,000円+1,000円+税
　当日ご予約のお客様は
　初回お試し価格　・・・・・・・2,000円+税
(担当　オーナー辻合由紀)

奈良市鶴舞東町2-13 VIV106　☎0742-43-5219 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）

★各イベントでも大盛況！

●ほうじ茶バーム・・・・・・・・ 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

 ●陶器・ガラス・・・・・・・・・・・・・５００円～
 ●苔玉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５００円～
 ●お正月用十二支箸袋・・・・・・・400円 
 ●木工　（まな板）・・・・・・・・・・5００円～
　　　　 

（高級ホホバオイルを使用いたします）

5分 500円 ・  10分1,000円
20分 1,500円  

[レジフェス限定　ワークショップ]
・・・・１本 1,500円～
・・・・・・・1,500円～

　30分2,000円
　15分1,000円
　30分2,800円
30分3,500円

スワロフスキーやキラキラパーツを
使用した大人かわいいアクセサリー
を製作しています。
●選んで作る！
　カスタマイズ万華鏡風ペンダント作り
●キラキラアクセサリー（販売）

・・・・・・・・・・・2,000円

1,500円

●ゆる～むぞうり
　　　　　 ・・・・3,000円～6,000円
●ナカメ式足指バンド　　無料体験

履くだけで筋肉の緊張が緩む「ゆる～
むぞうり」と足指につけるだけで経絡
が整うナカメ式足指バンド。
体感ください！

つまずき、転倒は寝たきりの原因で
す。足元から体を変えていく今話題
の今井一彰先生考案の五本指ソック
スです。
●足指診断
　写真プレゼント付き

・・・・・・・・・・・・・・500円

女性は生まれながらにお姫様♡
そんな生き方をお伝えしていま
す。価値観が変わると見えてくる
物事も変わります。

●１セッション　1,000円

オーラの色で今の身体の状態がわ
かり、”BHP”押すだけ簡単セルフ
ヒーリングで健康アドバイスを提供
します。
●オーラ撮影&
　健康チェックアドバイス

●業界初肌診断（動画＆静止画）
　＋コスメオーダー　40分
●業界初肌診断（動画＆静止画）
　30分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
●業界初肌診断（静止画）
　20分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
●元祖ハンドトリートメント（お土産付）

●水素の足湯・手浴
       　・・・・・・・10分 300円

美容と健康の新習慣！
水素のチカラでパワーアップ！

艶やかなフラワーアレンジメント
大人エレガントなアクセサリー、
インテリア雑貨などを
ご用意しております。
●アクセサリー   ・・・・・1,800円～
●インテリア雑貨 ・・・2,000円～

無農薬で育てた綿100％の製品で
す。
●ガラ紡のくつろぎ靴下
●ガラ紡の化粧落とし2枚セット

お買い上げの方に粗品プレゼント
※税別価格

2,100円

・・・・・・・・・・・・700円

https://www.calorilo.jp

●肩甲骨ぐるぐる
●お顔スッキリ
●ぐるぐる＆スッキリセット2,500円

ハーブの力で体の中も外も
綺麗になるヒミツをご紹介♡

●タロット/四柱推命
　料金・・・・・・・・・・・30分 3000円
●タロットのみ・・・・・・・・・1,000円
●レジフェス限定メニュー
　相性・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

笑顔を共有しましょう！

100％純粋な天然の精油でアロマク
ラフト作りを楽しみませんか？
その他販売もあります。

パーソナルカラー診断

groovin’
香芝市旭ヶ丘2-17-20　☎090-6730-1791

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

・・・・・・1,500円
・・・・・・・・・1,500円

Bimaturi
PRODUCE BY REGION

れじフェスだけの特別メニュー

第7回れじフェス



入口

出口

ベッド
ブース

ベビーカー
置き場

れじおんブース

物販
ブース

飲食
ブース

企業
ブース

受付

カウンセリング
ブース

抽選会会場

■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★

れじフェス会場

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

10.302019
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。

【午前の部】10：00～ 【午後の部】13：30～

お楽しみ
抽選会開催！

野菜詰め放題

1回
100円

※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。

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 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7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　水

（最終入場）
10：00 15：30▼

開催日時

無くなり次第終了野菜詰め放題 ※写真はイメージです。

あなたのガイドさんの言葉、お伝えします

  丘の上の空
奈良市登美ヶ丘4-3-5 丘の上鍼灸院内　☎0742-51-0370

●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
●フェイスラインすっきりコース
　　　　　　・・・・・・・30分3,000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

不動産・リフォーム実績21年！

スマイル株式会社
生駒市東生駒1丁目358-2の2F https://www.smileone-1.com

必見！サロンとスクールのコラボ！美と健康は足元から！！

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

お気に入りの小物を作りませんか？
クレープのほかいま流行りの
タピオカも販売中！
キッチンカーでいろんな場所にも出店中！
●れじフェス限定
　ハロウィンクレープ・・・・・・・600円

インスタ映えスイーツ！！

chou chouクレープ
近商ストアパラディ地下１階（近鉄学園前徒歩３分）

●うおのめ、タコケア、かかとケア
　　　　　　・・・・・・・・・各２,000円
●冷え性、むくみ、血行障害等
　無料カウンセリング

・・・・・・・・・・・・・1,000円●爪切り

　　じゅくらーる　
　☎090-5055-6680

　手々（シュシュ）美輪れい子
☎０９０-８８８５-２１４７

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。

●ハンドリーディング・・・・・1,000円

●ハンドリフレセラピー・・・1,000円

会場まで
電車やバスでお越しの方

※10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。

いつもあなたの傍にいるガイドさんに
会ってみませんか？イメージの力を利用
したお悩み相談も受け付けています。

・・・・10分 1,000円

・・・・１５分 ２,０００円

●ガイドさんを知りたい！
　リーディング
●リーディングによるお悩み相談

インスタグラム　chouchou.ep.2018
（※価格等変更の場合あり）

リフォームなら弊社へお任せ下さい！
お家の小さなお悩みから、不動産ご
相談まで幅広くお受け致します！！
●施工事例の展示、サンプル展示で体感！
●ご相談、お見積無料！
●オリジナルエコバックプレゼント！

ハンドメイド
お家レッスンしませんか？
お好きな生地で小物をかわいく
デコナージュしましょう♪

●フラワーリップ・・・・・・・2,000円

　一般社団法人Mission Leaders Academy Japan
高市郡高取町越智78-2

あなたの心の声に耳を傾けてみませんか？

●カードワーク体験
　1回15分・・・・・・・・1,000円▶500円

オリジナルのカードを引いて伝わる
メッセージから、
あなたの心に閉じ込められた
メッセージを引き出します。


