
世界遺産を結ぶ、
瑠璃色の
星々が広がる。

なら瑠璃絵実行委員会事務局  http://www.rurie.jp/ 

会場：春日大社・興福寺・東大寺・奈良国立博物館・奈良公園一帯

2018

2.8THU WED14 18：00 21：00
雨天決行・荒天になれば随時中止します。

お問合せ先

＠nararurie ＠nararurie nararurie

［写真］春日大社：中門（提供：春日大社）、興福寺：東金堂と五重塔（提供：奈良市観光協会）、東大寺：大仏殿（提供：奈良市観光協会）平成 29 年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業



冬七夕ロード
光の演出

光の演出

バースデーライブ会場
◆日時／2018年2月14日（水）
◎19:00～

依水園

奈良国立博物館
新館

中金堂（再建中）北円堂

南円堂 仏教美術資料研究センター

光の夜神楽

夜参り提灯 受付

祓
戸
神
社

夜参り提灯 受付

一之鳥居

氷室神社

花火ビューポイント

東大寺総合文化センター
　東大寺ミュージアム
　金鐘ホール

春日大社
感謝・共生の館

国宝殿
2/10～12のみ

二之鳥居
浅茅ヶ原会場

万燈籠
着到殿

本
殿

春日野園地会場

浮雲園地会場

光の演出

竹あかり

東
金
堂

瑠璃絵マーケット
2018年2月8日（木）～14日（水）

仮設燈籠が点灯しています

春日大社 国宝殿夜間開館春日大社、興福寺、東大寺夜間特別拝観

◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水）
　　　　18：00～20：45（17：45～販売開始）
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～
花たんざくをご購入いただいたお客様は奈良春日野国際
フォーラム 甍～I・RA・KA～庭園イルミネーション内に作ら
れた冬七夕ロードを通った先にある冬七夕ツリーにたんざ
くをかけていただけます。

冬七夕ロード願いの花たんざく ◎販売価格
￥500

夜参り提灯
◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水）
　　　　18：00～20：00（最終受付）
◆出発／奈良春日野国際フォーラム

甍～I・RA・KA～ 及び 興福寺
お客様に提灯を持っていただき、瑠璃絵ナビゲー
ターが会場をご案内いたします。

無料、随時受付

十津川温泉足湯
◆日時／2018年2月9日（金） 17：30～20：30
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～前

無料

要入館料 無料オープニングセレモニー
◆日時／2018年2月8日（木） 17：30～18：00　
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～
点灯式参加の方で17:00～先着100名様にしあわせココア
と、冬七夕ロード願いの花たんざくプレゼント。

興福寺 国宝館夜間拝観
◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水）
　　　　9：00～20：00（受付終了は～19：45）

要拝観料

奈良国立博物館夜間開館
◆日時／2018年2月8日（木）・11日（日）～14日（水）
 9：30～20：30（入館は～20：00）
 2018年2月9日（金）・10日（土）
 9：30～21：00（入館は～20：30）

要入館料

一部 要拝観料

花たんざく販売庭園イルミネーション
◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水）18:00～20:45
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～
庭園内に無数に敷き詰められたイルミネーション。幻想的で神秘的な空間を
体感することができます。

観覧無料光の演出

観覧無料光のオブジェ
◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水）18：00～21：00
◆場所／興福寺北参道、浮雲園地

観覧無料竹あかり〈高山竹あかり〉
◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水） 
　　　　18：00～21：00
◆場所／浅茅ヶ原会場
約500年の歴史を有する茶荃づくりや茶道具、編針などの竹製品づ
くりの里としての生駒市高山町。個性豊かな竹の造形物が、なら瑠璃
絵に幻想的な空間を創り出します。

観覧無料奈良公園バースデー花火・ライブ
◆日時／2018年2月14日（水）19：30～
　　　　（ライブは19:00～19:30）
　　　　※荒天中止時、順延なし
◆場所／春日野園地
明治13（1880）年2 月14 日に奈良公園が開設されました。
今年は138 回目のお誕生日！みんなでお祝いしましょう。

◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水）
◎春日大社 御本殿夜間拝観（～20:30）、燈籠点灯
◎興福寺 五重塔ライトアップ、東金堂、国宝館夜間拝観
 （夜間拝観受付終了は19:45、閉扉20:00）
◎東大寺 南大門・大仏殿ライトアップ、観相窓を開扉・八角燈籠点灯
 大仏殿は中門外側からの拝観（～20:30）
 金剛力士像ライトアップ（～21:00）

かい ひ

へい ひ

バス停留所しあわせ回廊（順路） なら瑠璃絵エリア UP
LIGHT ライトアップ光オブジェ 光のオブジェ

や　た　 し　し まいこう

観覧無料光の夜神楽
◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水） 
　　　　19：00～20：00
◆場所／春日大社　祓戸神社前
　　　　（雨天時は着到殿を予定）
◆出演／漢國神社韓園講（豊来家玉之助、桃俣獅子舞保存会、八多獅子舞講）

ほうらい や たま の　すけ

はらえど

ちゃくとうでん

かんごうじんじゃからそのこう もものまた　し　し まい

インフォメーションinfo

◆日時／2018年2月10日（土）・11日（日）・12日（月・祝）
　　　　10：00～20：30（入館は～20:00）
　　　　御創建1250年記念展「伝説の名刀たち」

◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水） 17：30～20：30
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～前
1615年創業の黒川本家による吉野本葛入り「しあわせココア」を提供致します。

“しあわせココア”の販売 ◎販売価格　￥500販売

販売

◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水） 17：30～20：30
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～前
奈良を代表する店舗の温かいフードやドリンクのブースなどが並びます。

瑠璃絵マーケット 販売

写真提供：奈良市観光協会

◆日時／2018年2月8日（木）～14日（水）18：00～
◆場所／「森羅万象の祈り」東大寺大仏殿参道（中門外側から拝観）　～20：30
 「ミラーボーラー」春日大社参道　　～21：00
 「northern lights」奈良国立博物館　～21：00

特別陳列「お水取り」、「薬師寺の名画」
特集展示「名もなき知識、発願者たち（写経編）」
名品展「珠玉の仏教美術」、「珠玉の仏たち」、「中国古代青銅器」

◆ご来場者の安全を確保するため三脚等、カメラを地面に固定する機材の使用、およびセルフィやドローンに
　よる撮影は禁止させていただきます。
◆ご来場者の安全を確保するため三脚等、カメラを地面に固定する機材の使用、およびセルフィやドローンに
　よる撮影は禁止させていただきます。

三脚等禁止 セルフィ禁止 ドローン禁止

  奈良春日野国際フォーラム　甍～ I・RA・KA ～
  浮雲園地、春日大社、東大寺
バス：市内循環・外回り「東大寺大仏殿・春日大社前」下車
徒歩：近鉄奈良駅より東へ約20分（東改札口利用）

  奈良国立博物館
バス：市内循環・外回り「氷室神社・国立博物館」
　　　下車すぐ
徒歩：近鉄奈良駅より東へ約15分（東改札口利用）

  興福寺
バス：市内循環・外回り「県庁前」下車すぐ
徒歩：近鉄奈良駅より東へ約 3 分（東改札口利用）
 JR 奈良駅より東へ約15 分

各会場へのアクセス（JR 奈良駅・近鉄奈良駅より）



ICOCAはカンタンに買えてスグにご利用OK！
パスケースに入れたままで自動精算ができ、改札がスムーズ！
全国の　　 マークのある鉄道・バス・お店などでご利用OK！
（交通系ICカード対応エリアを事前にご確認ください）

マークのあるコンビニなどでのお買い物にも
ご利用いただけます！

2／8（木） 9（金） 10（土） 11（日） 12（月・祝） 13（火） 14（水）

し
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春日大社、興福寺、
東大寺夜間特別拝観�
� 一部�要拝観料

◎春日大社	 御本殿夜間拝観（～20:30）、燈籠点灯

◎興福寺	 五重塔ライトアップ、東金堂夜間拝観（夜間拝観受付終了は19:45、閉
へい

扉
ひ

20:00）

◎東大寺	 南大門・大仏殿ライトアップ、観相窓を開
かい

扉
ひ

・八角燈籠点灯	
	 大仏殿は中門外側からの拝観（～20:30）、金剛力士像ライトアップ（～21:00）

春日大社�国宝殿
夜間開館� 要入館料

◆時間／10:00～20:30
　　　　（入館は～20:00）
　御創建1250 年記念展
　「伝説の名刀たち」

興福寺�国宝館
夜間拝観� 要拝観料 ◆時間／9:00 ～20:00（受付終了は～19:45）

奈良国立博物館
夜間開館� 要入館料

◆時間／2/8（木）・11（日）～14（水）9:30 ～20:30（入館は 20:00 まで）
	 2/9（金）・10（土）9:30 ～21:00（入館は 20:30 まで）
　特別陳列「お水取り」、「薬師寺の名画」		　特集展示「名もなき知識、発願者たち（写経編）」
　名品展「珠玉の仏教美術」、「珠玉の仏たち」、「中国古代青銅器」

竹あかり〈高山竹あかり〉
� 観覧無料

◆時間／18:00 ～21:00　◆場所／浅茅ヶ原会場

光の演出� 観覧無料 ◆日時／2018 年 2 月8日（木）～14日（水）18：00 ～
◆場所／「森羅万象の祈り」東大寺大仏殿参道（中門外側から拝観）　～20:30　　「ミラーボーラー」春日大社参道　～21:00
	 「northern	lights」奈良国立国立博物館　　～21:00

光の夜神楽� 観覧無料 ◆時間／19:00 ～20:00　◆場所／春日大社　祓
はらえ
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講）

光のオブジェ� 観覧無料 ◆時間／18:00 ～21:00　◆場所／興福寺北参道、浮雲園地

冬七夕ロード願いの
花たんざく� 販売

◆時間／18:00～20:45（17:45～販売開始）　◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～
◎花たんざくをご購入いただいたお客様は奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～庭園イルミネーション内に作られた冬七夕
ロードを通った先にある冬七夕ツリーにたんざくをかけていただけます。◎花たんざく	販売価格	￥500

庭園イルミネーション
� 花たんざく販売 ◆時間／18:00 ～20:45　◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～

夜参り提灯� 無料
◆時間／18:00 ～20:00（最終受付）※随時受付　◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～	及び	興福寺	出発
　◎お客様に提灯を持っていただき、瑠璃絵ナビゲーターが会場をご案内いたします。

イ
ベ
ン
ト

オープニングセレモニー ◆時間／17:30 ～18:00　◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～　
　◎点灯式参加の方で17:00～先着100名様にしあわせココアと、冬七夕ロード願いの花たんざくプレゼント。

十津川温泉足湯� 無料
◆時間／17:30 ～20:30
◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～前

奈良公園バースデー
花火・ライブ� 観覧無料

◆日時／19:30～	
（ライブは19:00		
　～19:30）
◆場所／春日野園地

物
販
ブ
ー
ス

なら瑠璃絵オフィシャルブース
しあわせココア� 販売

◆時間／17:30 ～20:30　◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～前
　◎しあわせココア	販売価格　￥500

瑠璃絵マーケット� 販売 ◆時間／17:30 ～20:30　◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～ I・RA・KA～前

なら瑠璃絵限定！！
大人気の吉野本葛入り
「しあわせココア」です。


