
れじフェスだけの特別体験メニュー

10/22（木）限定【ご来場特典】
食器用洗剤
プレゼント
【配布時間】13：30～※変更になる

　可能性があります

先着
25名様

更に

Bimaturi

in
奈良県

コンベンションセンター

PRODUCE BY REGION

（JWマリオットホテル奈良の隣）

※記載の出店内容は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

10.212020 　水22木

10：00 16：00▼

住所／奈良市三条大路1丁目691-1

奈良県コンベンションセンター
天平広場大屋根付き屋外広場

開催日時

◎
◎
◎
※

コロナウイルス対策のご協力をお願い致します
必ずマスクの着用
検温、手指の消毒のご協力（体温が37.5℃以上の場合入場をお断りさせていただきます）
会場内が三密にならないように入場制限を行う場合がございます
必要な方はフェイスシールドを150円（税別）で受付にて販売しております

※ご来場予約日当日にれじおん受付ブースにてお渡し

ご来場予約特典

季節の野菜
プレゼント

☎0742-34-1222
電話受付時間（9：00～18：00）

※写真はイメージです。

ご来場予約

各日50名様に

入場
無料

ジェルネイル・まつげパーマ
白髪染めサロン

ノワール　ポポアート
奈良市西大寺小坊町8-7 さくらビル1・2F　☎0742-77-0899

西大寺駅徒歩5分です。ネイル・まつげパーマ・
白髪染め・着付けをしています。プライベート
サロンです！
●ハンドマッサージ or 甘皮ケア  500円
●奈良初のジェルネイルチップが体温で
　記憶形状されるのを体験して下さい。
●白髪染めのご予約いただいた方に
　1000円相当のシャンプートリートメントをプレゼント

21
（水）

神の手マッサージで
むくみスッキリ☆キレイ♥

YOSA PARK CAHAYA奈良店
奈良市押熊町2212-50　☎0742-42-6543

●テラ鉱石マッサージ
 　（上半身10分）・・・・700円

毎回満員御礼♥♥更にバージョン
UPテラ鉱石マッサージで疲れた
体を癒します。テラ水無料♥♥
笑顔でお待ちしております。

21
（水）

●ヘッドマッサージ 500円
●ハンドマッサージ 500円
●超音波美顔器（肩こり解消）
　・・・・500円
●無料お肌診断

ヘッド・ハンドマッサージ
無料お肌診断

アイビー化粧品　レ・スポワール
奈良市小西町8-1 ラフィーヌ東洋奈良ビル3F-B　☎0742-81-8897

21
（水）

恐怖のマスク老け＆肌荒れ。
あなたは大丈夫

メナードフェイシャルサロン サロン ド ルポ
奈良市学園前大和町2-52　☎0742-51-0448

●無料お肌のお悩み相談
●あなたのお肌にあったサンプルプレゼント
●エステお試し当日予約特典あり

気になるマスク荒れや毛穴、乾燥、
たるみなどお肌のお悩みをお一人
ずつカウンセリング致します。

21
（水）

●腸タイプ診断+
　ワンポイントアドバイス
　・・・・15分300円
●健康機器・健康サプリのご紹介

腸は健康のカギ！
あなたの腸は美腸？汚腸？

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

あなたの腸タイプをチェックし、その
対応法を知ることで健康への早道を
見つけましょう！

21
（水）

●〔美容整骨〕小顔　おためし
　・・・・15分 1,000円
　

奈良県初！美容神筋矯正で
自分史上最高の小顔へ

かくれ家サロン Rin
桜井市大福637-1 ジュネスコート102　☎090-6823-1292

お化粧したままOK!!
先ずは小顔矯正でお試し！！
更に入手困難V3ファンデーション
はじめサロン人気商品の限定販売有

22
（木）

●リンパボーラー体験 1回 500円
●むくみスッキリ！
　1分小顔 耳マッサージ付♡

県内初！リンパボーラーで
お顔のリフトアップ

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

リンパボーラーは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、ほうれい線の改善へ

22
（木）

れじおん限定バームクーヘン有

たっくんのバームクーヘン屋さん
☎070-2305-2163

●プレミアたっくんと
　かぼちゃバームのハーフ＆ハーフ
   1,350円
●新商品 柿蜜バームクーヘン
　1,450円

★各イベントでも大盛況！

22
（木）

当日、アンケートに答えてくださった、
お客様。薬用ビューネサンプルプレゼン
ト♡
初メナードエステご予約で、メナード青
山リゾート限定ボディクリームボディシ
ャンプーをプレゼント♡

癒しの♡ハンドマッサージ

メナードフェイシャルサロン  vivianjuju
奈良市二名三丁目1104-7　☎0742-81-9066

21
（水）

●ハンドマッサージ・・・無料

●ブローチ＆コサージュ 600円
●プレートアレンジ 2,000円
●和風リース＆しめ縄 2,000円

予約制花屋＆フラワーアレンジ教
室です。一点物の花飾りをご用意
致します。是非お求め下さい。

これからの季節にピッタリな
花飾り販売

Emi Florist's
奈良市押熊町1135 喫茶バルビゾン2F　☎090-2102-6534

22
（木）

●カラーセラピーセッション
15分 1,000円
（ヒーリングカラーのマスクチャーム付）

●《別売り》マスクチャーム
各1ヶ 500円

綺麗なカラーボトルから、今日の自分
の心の色を選んでみませんか。

カラーセラピーde
ココロの色・処方せん♡

カラダとココロが喜ぶ癒しのサロン Linamis(ルナミス)
生駒市あすか野　https://www.salon-linamis.com

22
（木）

選べて、楽しい体験イベント！！選べて、楽しい体験イベント！！
各日約20店舗集結！！各日約20店舗集結！！
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手作り和菓子

たこ小町
☎080-4393-5960

●ワンコイン整体 ・・・・500円

つらい痛みで
長年お悩みのあなたへ

「慢性腰痛専門」整体　SARAS治療院
奈良市芝辻町4－7－6 扇ビル2-1　☎090-7624-2399

手作りの和菓子は小豆の風味
豊かに仕上げています。人気の
大福などこだわりの和菓子を
食べてみて下さい。

「どこに行けばよいかわからない」
そんなお悩みを持つ方々から感動
の声多数！根本的に悩みを解決す
る人気の整体医院です。

●おはぎ     ●大福
●ポップコーン

●鑑定料　・・・・10分1000円　
　　　　　・・・・20分2000円　
　　　　　・・・・30分3000円

四柱推命・タロット
気学・姓名判断

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

四柱推命は中国で生まれ数千年の歴史
の知恵の結実で世界でも類をみない的
中率を誇る神秘な学問です。

ハンドエステ
&選べる無料オプション

ナリス　ビューティスタジオ
奈良・王寺・学園前・高田　

●小顔効果のあるハンドスパ
　5分 500円　10分1,000円
　20分1,500円　
●肩までスッキリフットスパ
　25分2,500円
●驚くほど軽くなる肩スペシャル
　20分2,000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
奈良市神殿町329－1－416　☎080-1410-4573

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

●電気を流す美容鍼体験  2,000円

ハンドリフレセラピー
＆ハンドリーディング

　手々（シュシュ）美輪れい子
☎０９０-８８８５-２１４７

次回エステのご予約特典あり！！

●ハンドエステ
　+オプション

●体験無料

・メイク・ヘッドトリートメント
・ショルダートリートメント
・小鼻つるつるエステ

・・・・・・・・・・・500円

（ ）

あなたのカラダは何歳？

（株）ライフプラザパートナーズ奈良FA営業部
　奈良市大宮町5-2-11 奈良大宮ビル6F　☎0742-30-6420

●分析していただいた方限定に
　「くじ引き」
　（大当り・・・フェイシャル無料マッサージ）

無料お肌分析＆
スキンケアプレゼント

ポーラ ザ ビューティー　西大寺店
奈良市二条町2丁目1-4　☎0742-81-8218

奈良県初！電気を流す
美容鍼でモチモチ美肌へ！

　鍼灸整骨サロン HARIART（ハリアート）
生駒市辻町243-33 バームス辻町2階　☎0743-89-4311

脳年齢？血管年齢？肌年齢？
測定してみませんか？
乳ガン触診も体験できます。

植物由来100％のハトムギ天
然酵母パンです。是非お立ち
寄りくださいませ。

最新のお肌分析でご自身のお肌を
知っていただき、それにあったス
キンケアのサンプルをプレゼント
させていただきます。

電気を流す美容鍼でコラーゲンやエラ
スチンの合成を促進することはもちろ
ん、顔面の筋トレも行えます。ご体験下
さい。

（約20本の鍼全てに電気を流し
  本来あるべき美肌へと導きます）

●メロンパン ・・194円（税込）
●湯だね食パン 370円（税込）

はとむぎでおいしく健康に

はとむぎの杜
奈良市出屋敷町141-1　☎0742-62-8318

酵素玄米と無農薬・有機野菜
たっぷりの、にじかふぇ弁当。れ
じフェス限定！特別バージョンの
お弁当を数量限定でご用意い
たします。売り切れ次第終了と
なりますので、前日までのご予
約(電話、DM)も承ります。

自然野菜たっぷりの
お弁当と焼き菓子の販売

nijiiro*cafe
生駒市真弓２－４－８　2F　☎0743-85-5366 

こんな方にご覧頂きたい
●ボディラインを
　すっきりくびれボディへ
●むくみ、冷え性改善でポカポカ
　温活したい
●不眠症・質の良い睡眠をとりたい
●体温を上げて免疫力をUPしたい

エネルギー商材を扱って
美と健康と医療をサポート

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
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マイナスイオン鉱石と幹細胞培
養液が入った世界初のオールイ
ンワンジェルです。
年齢を水に流そう‼

１分でおどろきの
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
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●リフトアップ体験・・・無料

Total Therapyだからできる癒しの
ラインナップやサポート。OGアロマ・
ハーブも充実!!占い的中抜群

癒しのお弁当・OG野菜＆お米販売
フェス限定占い有!!

Total Therapy cafe salon+studio KURURU
奈良市東向南町5-1井上ビル2F- A・B　☎0742-24-7156

21
（水）

22
（木）

●癒しのお弁当シリーズ　1,000円（税込）
玄米麺・お豆腐ハンバーグ弁当・玄米粉カレーetc..
↑グルテンフリー・無添加・動物性フリー・砂糖フリー・乳、卵フリー
【KURURU自社オリジナルオーガニックハーブティブレンド】
●占いお試し　10分　2000円+税～
17年の実績　本格セッションがレジフェス限定

コープ自然派奈良♡
こだわりコスメ天使の森

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

●有機ジュース・有機コーヒー各100円
●無添加パン　200円～
●無添加メイク　1,000円
●国産オーガニック化粧品　特別価格

国産小麦の無添加パンの販売。無添加
メイクや無添加化粧品の販売。安心へ
の取り組み☆物語のある商品

21
（水）

22
（木）

奈良県コンベンションセンター
天平広場

■住所／奈良市三条大路1丁目691-1

れじフェス会場

開催
日時

大屋根付き屋外広場

入場
無料

れじおん
Instagram

れじおん
Facebook

＠regionnara

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

■駐車場400台（地下１・２階、地上）
　入庫後60分以内無料
以降30分100円（最大料金24時間/1,000円）
■近鉄新大宮駅より徒歩約10分
■JR奈良駅より徒歩約15分、バス約8分、タクシー約3分

詳
し
く
は
こ
ち
ら

▼
▼

主　催 有限会社レジオン　奈良市二条大路南1丁目1番45号　お問い合わせは　TEL:0742-34-1222


