
イベントに関するお問い合わせ▶☎0742-34-1222 region@triton.ocn.ne.jp

ご来場予約特典

※当日にれじおん
　受付ブースにてお渡し

※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

「5/21来場予約」名前・来場人数・連絡先
をご記入ください

ご来場予約

こちらからも申し込み可能です▶

季節の野菜
プレゼント
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※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。
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16：00

住所／北葛城郡王寺町本町4-645-1

いずみスクエア
～

3階  いずみホール

■駐車場/約100台
■電車をご利用の場合/JR「畠田」駅より10分
■バスをご利用の場合/JR・近鉄「王寺」駅からバスで約13分、南口3番のりばから奈良交通バス「王寺ニュータウン循環・内回り」で「泉の広場」バス停下車すぐ

（王寺町防災コミュニティセンター）

※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でお越しください。
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場

会場案内図 3F いずみホール

コロナウイルス対策のご協力をお願い致します

◎発熱や咳、強いだるさ、息苦しさ、味覚・嗅覚障害等の新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方
◎新型コロナウイルス感染症陽性とされた方、ならびにその方と濃厚接触がある方
◎過去２週間に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航された方、
　ならびにその方と濃厚接触がある方
◎入場時の検温で37.5℃以上の方

会場や政府・自治体のイベント関係ガイドラインに従い、以下の感染予防対策を実施の上開催させていただきます。

【以下の方はご入場いただけません】

◎マスク必ず着用・各箇所に消毒液を設置しておりますので手指消毒のご協力をお願い致します
◎入場制限を行わせて頂く場合がございますのでご了承下さい

王寺町役場

王寺小学校
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左記の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 36 879 407*36

Bimaturi

in いずみスクエア
王寺町防災コミュニティセンター

PRODUCE BY REGION

入場
無料
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主　催 有限会社レジオン
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予約特典〈野菜交換〉場所

受付

検温・消毒
の設置場所



●オーラリーディング　15分　2,000円
●カードリーディング　15分　1,500円
●オーラ＆カードリーディング
　・・・30分　3,000円

オーラ＆カードリーディング

STAR★G88
磯城郡田原本町　☎090-4289-3638

３Dオーラシステムでオーラとチャクラ
から心と体の情報を受け取って下さい。
カードでお悩みの相談を承ります。
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●カードワーク体験
　1回（15分）　1,000円

あなたの心の声に
耳を傾けてみませんか？

　Mission Leaders Academy Japan
高市郡高取町越智78－2

オリジナルのカードを引いて伝わるイメ
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。
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●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

血行が良い手ほど
運気がよくなります。
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●入会金　20,000円⇨半額 10,000円
●初月月会費　6,500円⇨半額 3,250円
●登録費　10,000円　合計：23,250円

一人一人に寄り添った
結婚相談サポートを提供

結婚相談所　仲介小町／ダイアナクラブ
http://nakoudo-komachi.jimclo.com　☎070-2316-3030

婚活はしているけど中々良いご縁に出
会えない方、他社で登録しているけれ
どお見会いが出来ない方、結婚相談所
仲介小町にお任せ下さい。
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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★かわいい雑貨でテンションUP↑ 
●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
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●アロマハンドマッサージ 10分 500円
●5分で完成！アロマクラフト
　・・・各500円～1,000円
　スプレー・ロールオン（ルーム、マスク、kids、運気UPetc…）
　クリーム（スリムアップ、うるおい対応etc…）

極上アロマで
心と身体にご褒美を！

emikopiano
emikopiano.amebaownd.com　☎090-3284-0021

メディカル級のエッセンシャルオイルで
健康をサポートします
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●血管年齢・握力測定
　体験無料

あなたの血管年齢は何歳？
握力は、いくつ？
明治安田生命では皆様の健康増進を応
援しています！！まずは血管年齢と握力を
測定してみませんか？

明治安田生命　王寺営業所
北葛城郡王寺町王寺2-8-25田中愛ビル15号館3F　☎0745-32-4320
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●20分　2,000円　10分毎に1,000円
鑑定後、オラクルカードより
貴方に必要なメッセージをお伝えします。

運気を上げる数秘術
＆女神タロットカード占い

　スピリチュアルサロン　旺華（ouka)　
大和郡山市新木町482-2　☎090-5364-8281

生年月日よりご自身の才能・気質課題を
紐解き運気の流れをみます。不安事は女
神タロットカードにて導いて行きます。
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●美眉スタイリングWAX+似合わせ眉メイク
　・・・2,500円（通常5,500円）
●美眉スタイリングWAX・・・2,000円

あなただけの！
美眉スタイリングWAX脱毛

　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

顔の印象は眉毛で”80％”変わる！自分
に合った眉毛がわからない方。あなただ
けの似合わせ眉をみつけます。
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●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？

　松ヤニを使用するナチュラルパックですっぴんに差がつくサロン　ファーノ
北葛城郡王寺町王寺2丁目11-33-50c　☎050-1447-8529

全成分天然由来100％のジェルで水光
のような艶肌・美白に。当日はハンドで
松ヤニエステ体験もできます。
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●2点以上お買い上げの方に合計金額
　から100円値引きさせて頂きます。
●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

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
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●リフトアップ体験・・・無料
●泡泡ハンドマッサージ・・・500円

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

幹細胞培養上清液の入った化粧品はた
くさんありますが、国産にこだわった化
粧品です。たくさんの方に体験して頂き
たい！
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●ミラブルプラスお買上で粗品プレゼント
●電位温熱組合わせ家庭用医療機器
　50％OFF  数量限定5台
●ペット用水素自動給水器
　20％OFF 数量限定5台

健康で・・・そして美しく

健康総本舗
奈良市法蓮町738-7 1F　☎0742-81-9636

当社の３事業・ウィルス、菌対策事業・予
防、未病事業・美容事業の３業体を展開
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●無添加パン・・・200円～
●有機ジュース・・・各100円
●季節のジャム・・・300円～

安心がくれる、おいしさを。

　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

家族と大地を守りたい！
おいしくってカラダにも環境にもやさし
い「つくる人」と「食べる人」をつなぐ商
品づくり。
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●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

　YOSA PARK Haru
生駒郡平群町若葉台3-22-14　☎090-9548-3616

YOSAで人気のマッサージがお得に受
けられます。肩こり・ムクミ・フェイスアッ
プなどに！水素水試飲付！
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▼詳しくはこちらでチェック！！▼

れじおん
Instagram

れじおん
Facebook

＠regionnara

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

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

環境や人に優しい独自研究開発のエシカ
ル・サスティナな癒しの食品・商品・食材の
フェス限定シリーズ特別価格にて販売！！
●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

14製法にこだわった
食パン専門店

　高級食パン　まほろば
北葛城郡河合町中山台2-13-8　☎0745-34-1180

手間を惜しまず丁寧に熟成を重ね
48時間かけて
一本の食パンを作り上げる、
こだわりの製法の食パン専門店です。
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【施術で爪やすりプレゼント】
●爪の形整え、表面磨き、
　仕上げにオイル塗布・・・500円
●ジェル 自然なクリア仕上げ・・・2,000円
●ジェル ワンカラーor
　カラーグラデーション・・・3,000円
●フルーツサンド（3種類入り）・・・850円

ジェルネイル＆フルーツサンド

　喫茶1475（フルーツサンド）＆Nail
☎080-1456-5932
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主催 有限会社レジオン

※無くなり
　次第終了

●某有名ブランドのアウトレット
　レギンス・肌着販売
●アンケート記入で
　抽選で3,000円分の
　ギフトカードプレゼント

れじおんブース

※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。

●鑑定料　・・・10分　1,000円　
　　　　　・・・・20分　2,000円　
　　　　　・・・・30分　3,000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。
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