
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★

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

天平広場 & 2階会議室201

小学生以下のお子様へ
お菓子プレゼント

大屋根付き屋外広場

▼詳しくはこちらでチェック▼

ご来場予約特典

新大宮駅
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奈良県コンベンションセンター

■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

塗り絵や折り紙ができる
子どもスペースあり

1階天平広場

大屋根付き屋外広場

入場
無料

■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

天平広場・ 2階会議室201

選べて、楽しい体験
イベント！！

選べて、楽しい体験
イベント！！

約35店舗集結！！約35店舗集結！！

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）
を2階れじおんブースにて販売しております
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会議室 2階201号室

4 3

予約特典〈野菜交換〉場所

れじおん
ブース

※当日にれじおん受付ブース（2階）にてお渡し

※先着100名様に

☎0742-34-1222
電話受付時間（9：00～18：00）

※日曜・祝日休み

ご来場予約

れじおん
Instagram

れじおん
Facebook

れじおん
ホームページ

4.242021
会場/奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

　土 10：00 16：00▼

開催日時

美容・健康・クラフト・物販など選べて、楽しい体験イベント！！

集結!!
店
舗約35

10：00 16：00▼

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 region@triton.ocn.ne.jp

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

  奈良県
コンベンションセンター

in

（JWマリオットホテル奈良の隣）

Bimaturi

入場
無料

れじおん主催

※無くなり次第終了

▼ ▼
お問い合わせ・ご来場予約特典の

お申し込みはこちら

@425froqe
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31
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
　・・・・2,000円
●ハンドリフレセラピー
　・・・・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

17

●キャッシュフロー表作成無料
●ファイナンシャルプランナー
　相談無料（何度でも大丈夫）
●さわってみてわかる
　乳がんキット体験

女性の為の「マネー相談室」

女性のための「マネー相談室」

「教育、住宅、家計、年金介
護、資産運用、保険、相続贈
与」など、お金の事なら何で
もご相談下さい！

22

●ハンドエステ（石膏パック付き）
　・・・500円
●肌プランニング（お肌チェック）
　・・・・無料

癒しのハンドエステとお肌診断

POLA THE BEAUTY 新大宮店
奈良市大宮町3丁目4-21 グリーンフィール2階　☎0742-36-3608

アルコール消毒で荒れがち
な指先をトリートメント＆
パックでケア。無料お肌診断
で自分のお肌を見てみませ
んか。

YOSAで大人気のリフトアッ
プマッサージが水素ミストを
たっぷり浴びながらお得に
受けられます！

エアブラシを使ってメイクの
上から触れることなく顔の
たるみや肌の変化を体験

3

●無添加ドッグ
●無添加パン
●有機ジュース

キッチンカーがやって来る！

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

人気の無添加ドッグや
国産小麦の無添加パンの
販売。

・・・・100円　
・・・・・200円～
各100円　

29
●うる★つや指先
　パラフィンパック＆
　アロマクリームハンドマッサージ
　・・・1,000円
●ケア用品/ネイルチップなど
　特別価格で販売
●来店時利用可能
　割引チケットプレゼント

エイジングケア♡潤いの指先＆ハンドマッサージ

nail&school incense
奈良市帝塚山6-1-9センチュリーアネックスビル303　☎080-7382-2022

26
●ハンドトリートメント
　・・・15分　500円
●松ヤニパックハンドケア
　・・・・指の毛　500円
　・・・・手の甲　500円
　・・・・鼻毛ケア　500円

自分史上最高の美肌に出会いませんか？

スターローズ
大和郡山市天井町（詳細は予約時に）　☎090-5130-6446

32
生まれてきた時の気質を知
ることで自分らしく生きて
いく為のエッセンスをお伝
えしています。

●鑑定・・・・30分1,000円

自分を知り自分らしく生きる！

幸せシェアニストbloomさちこ
☎090-8579-5234

1

アッチャー デイズ

●こだわりチャイ
　・・・・400円
●オートミールクッキー
　・・・・100円

アッチャーのオリジナルスパイスチャイ

A chchha Days～こだわりのチャイ～

チャイは美容や健康に良い
のをご存知ですか？
万能スパイスを独自配合し
たオリジナルチャイです。

4
●鶏肉のガパオライス
　ご飯を低糖質炊飯器で
　たいているので低糖質！

　・・・・700円
●ミートタコス
　タコスのパティーには
　全粒粉入りで栄養まんてん！

　・・・・・400円

低糖質で高タンパク料理専門のキッチンカー

choice
☎080-9124-0887

7
●癒しのお弁当シリーズ
　1,080円
　〔カレー・玄米麺・セラピー弁当〕
●バナナケーキ 
　パウンドシリーズ
　ハーフ1,500円　1本2,500円
●バナナケーキ
　カップケーキシリーズ
　大580円　小380円

癒しのお弁当・VGスウィーツ・OG野菜・お米の特別価格販売

Total Therapy cafe・salon・school・studio KURURU
奈良市東向南町5-1 井上ビル2F A・B　http://www.nl-kururu.com

6
●北海道産小麦
　ゆめちから使用 湯種角食パン
　1本（2斤）600円　1斤300円
●よつ葉バターとミルクの山食
　1本（2斤）600円　1斤300円
●自家製カスタードとリンゴの
　コンポートのクリームパン160円
●発酵バターのクロワッサン150円

自家製天然酵母と国産小麦の無添加パン　

自家製天然酵母と国産小麦の無添加パン えんベーカリ
北葛城郡上牧町上牧3109-16 ☎090-8384-2990

5

●clearピアス・・3,000円～
●フラワーピアス2,000円～

●フラワーリップ
　・・・・・・2,000円

ハンドメイドアクセサリーショップ

POLUA
☎050-3556-5373

POLUAの商品はすべて1
点ものです。世界に同じも
のが2つとないことが最大
の魅力

9

●易占い・・・1回　500円
●九星気学と四柱推命で
　「運命鑑定」
　15分1,500円　30分3,000円

奈良運命学研究所.com

奈良運命学研究所
奈良市神功1丁目3-5　☎090-8218-6595

九星気学、四柱推命など東洋
占術で運命鑑定（運勢の強
弱、星の作用）を観て的確に
分かりやすくお話します。

10

●ハワイアンロミロミ体験
　・・・・10分（手）500円
●リフレクソロジー体験
　・・・・10分（足裏）500円

ロミロミマッサージとハワイアン雑貨のお店

LINO HAWAII
大和郡山市紺屋町39-2　☎0743-87-9627

現地ハワイから調達したハ
ワイアン雑貨や現地で人気
のハイドロフラスクが勢揃
い★

28

●リンパケアしながら
　水素ケア・・・500円
●3DEMSでお手軽
　筋肉トレーニング 500円

YOSA PARK 西大寺
奈良市二条町1-1-7　2F奈良ファミリー東側　☎0742-42-6060

水素ミスト＆テラ波動によるマッサージ！

楽しく集中できる時間を見つけてみませんか？

じゅくらーる
大和郡山市矢田山町49-7　☎090-5055-6680

インテリアデコナージュやリ
ボンなどお好きな生地で小
物など可愛いくデコレーショ
ンできます。

21

●腸のタイプ診断
　+ワンポイントアドバイス
　・・・・・15分500円
●美と健康の機器、
　サプリメント等の紹介

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、その対処法を知ることで
健康への早道を見つけま
しょう！

27

●アクセスバーズお試し
　20分　2,000円
　60分　半額　5,000円
●ノーハンドエステ
　・・・・1回　1,000円

アクセスバーツxノーハンドエステ

RC　ahr2
大阪市港区市岡4-3-10　☎080-4769-3103

30
●みらい友美の星セッション
　・・・10分1,000円
●数種類のパーツから選べる
　私だけのオーダーメイド
　アクセサリー作り・・・2,500円
●イベント限定！！
　鑑定+アクセサリー作り
　スペシャルプライス 3,000円

私の再発見！＆私のお守りアクセサリー作り

占いの店　古墳のあたま/Twins Gemine
奈良市油阪町446-6 山口ビル1階　☎090-8883-5445

33
●しみ抜き、染め替
　仕立直しなど見積り無料
●着物のお手入の見積りを
　ご依頼の方に次回使える
　1,000円クーポン
　プレゼント
●きものを着よう体験会
　（3回コース）3,000円

着物お手入相談会と前結び着付体験

森本呉服店
天理市長柄町786-3　☎0743-66-0070

23

●セルフハンドパック体験
　・・・・500円
●フェイシャルチケット販売
　・・・・2,200円（1回分）

しっとりプルプル！ハンドパック体験

サロンドフルベール学園前店
公式LINE ＠yus6247a　☎0742-55-9704

アルコール消毒や手洗いで
荒れがちな手をしっとりぷ
るぷるに！

●個性占い・・・・700円
●相性占い・・・・1,000円
●1人分の鑑定追加
　・・・・+500円

お悩みのタネを四柱推命で占います

なぜか幸せになる占いFORTUNE emicafe

お姑さんが苦手、子供が宇
宙人みたい、自分がよく解ら
ない。個性に迷っている方、
ぜひご相談ください。

18

2

・デミグラスソース
・ケチャップ

ふわふわオムライス！

RIPEN
橿原市北八木町1-6-18　☎0744-24-3889

ふわふわ玉子を巻き上げた
オムライス！
出来立てをどうぞ！
その場で仕上げます^ ^b

●オムライス・・各600円

（ ）

●ワンコインで
　フェイシャルハイフ
　4000ショットのお試し価格
　（3,000円相当）・・・500円

話題のハイフ専門店！わたしのハイフ新大宮店

わたしのハイフ。新大宮店
奈良市大宮町5丁目3-33 新奈良ビル2階　☎090-9885-2288

24
春メイク無料体験
●正しいまゆの書き方&
　マスク生活だからこそ目
　力UP！マイナス５歳若返り
　アイメイク
●ブースへ、ご来場いただい
　た方に薬用ビューネサン
　プルをプレゼント♡

マイナス５歳！若返りアイメイク

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

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

●ハンドエステ+オプション
　・・・・・・・・・500円

・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（ ）

次回エステの
ご予約特典あり！！

20

12

●アクセサリー　1,800円～
●インテリア雑貨
　2,000円～

アクセサリー＆インテリア雑貨とお花

Asterisk*&ルフォール
奈良市・生駒市　インスタ『asterisk_ _yumi』『loeufor1』

大人エレガントなアクセサ
リーやインテリア雑貨、フラ
ワーアレンジメントをご用意
してお待ちしております。

13

●2点以上お買い上げの方
　合計金額から100円値引き
●アクセサリー雑貨 500円～

アロマストーン・アクセサリー雑貨販売

RIKU
インスタriku.5.handmade　☎080-3765-7461

シーズンに合わせていろい
ろな小物やアクセサリーを
作っています。オーダーメイ
ドのご相談や出張ワーク
ショップ等

16
●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
　30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

15
●電気を流す美容鍼体験
　・・・2,000円
　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
●たまご肌美容鍼体験
　・・・2,000円

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
生駒市辻町243-33バームス辻町2階　☎0743-89-4311

14 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

まごころを込めてあなたに
合った「美」の提案をさせて
いただきます。

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

11

※無くなり
　次第終了

25

手作り和菓子

たこ小町
☎080-4393-5960

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。

●おはぎ     ●大福
●ポップコーン

8

19
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
お肌しっとり薬用入浴剤を
プレゼント♡

全国展開中のセルフエステ
サロン【わたしのハイフ。】
短時間・低価格で安心です。

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

●ハンドマッサージ・・・無料

●某有名ブランドのアウトレット
　レギンス・肌着販売
●お花の販売
●スタンプラリー参加で
　粗品プレゼント！

れじおんブース


