
春日大社

それぞれのエリアで瑠璃色の世界を楽しもう
春日大社　参道 興福寺 東大寺 浮雲園地奈良国立博物館

夜間特別拝観を行う春日大社、興福寺、東大寺への参道を照らします。
小雨決行。荒天になれば随時中止します。

奈良春日野
国際フォーラム 甍
～I・RA・KA～
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2019年度　文化庁 
文化芸術創造拠点形成事業



冬七夕ロード

光の演出
提灯参道

光の演出

バースデー花火会場
◆日時／2020.2/14（金）
 カウントダウンイベント 19:00～ 花火は 19:30～
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瑠璃絵マーケット
◆日時／2020.2/8（土）～2/14（金）
 17:30～20：30

仮設燈籠が点灯しています

2020.2/8（土）～2/14（金）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
　大人・子ども一律500円（小学生以上）※小学生未満無料

夜参り提灯
2020.2/8（土）～2/14（金）
18：00～20：00（最終受付）※雨天、悪天候時中止
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。

参加無料、順次受付

各コース1日3－4回、約20名程度、各40分程度（片道のご案内）

奈良国立博物館夜間開館

一部 要拝観料 一部 要拝観料

花たんざく販売庭園イルミネーション
2020.2/8（土）～2/14（金） 18：00～20：45
場所 :奈良春日野国際フォーラム 甍～ I・RA・KA～庭園
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。

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 インフォメーションinfo

春日大社
2020.2/8（土）～2/14（金）
●御本殿夜間拝観（閉門20：30）
　※拝観料別途要　初穂料　500円
●燈籠点灯（御本社回廊釣燈籠、一之鳥居から鹿道
の辻までの仮設燈籠、二之鳥居から南門までの石
燈籠点灯）

●春日大社国宝殿　全日夜間開館
（最終入館～18：30　閉館19：00）
特別展「最古の日本刀の世界 安綱・古伯耆展」 門外不出の
国宝、天下五剣の一つ 「太刀 銘安綱（名物 童子切）」出品
中！また、鬼切丸や薄緑丸（膝丸）など源氏代々の名宝が集
結です！　※ 入館料別途要　大人1,000円

興福寺
2020.2/8（土）～2/14（金）
●東金堂、国宝館　夜間拝観（最終入堂～19：45　閉扉20：00）
　※拝観料別途要　東金堂　大人300円、国宝館　大人700円
　連帯共通券あり　大人900円
●五重塔　ライトアップ（20:30まで）

東大寺
2020.2/8（土）～2/14（金）
●大仏殿中門と観相窓の開扉及び八角燈籠の点灯
（いずれも～20：30）中門外側からの拝観
●大仏殿中門、大仏殿大屋根、南大門のライトアップ（いずれも～20：30）
●金剛力士像のライトアップ（～21：00）

2020.2/8（土）～2/14（金）  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円販売

2020.2/8（土）～2/14（金） 17：30～20：30
場所：奈良春日野国際フォーラム 甍～ I・RA・KA～前庭石畳
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

観覧無料

2020.2/14（金）　カウントダウンイベント19：00～
（花火は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140回目のお誕生日！みんなでお祝いしましょう。

奈良公園バースデー花火
無料

2020.2/8（土） 17：40～18：00　
場所：奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～ 能楽ホール前
点灯式参加の方で16:45～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。

オープニングセレモニー

2020.2/8（土）～2/14（金）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～
奈良で生まれた鹿のキャラクター「ロク」と
なら瑠璃絵の期間限定コラボ

冬七夕ロードROKUたんざく　　　　　　　　

◎販売価格　大人・子ども一律600円（小学生以上）
　※小学生未満無料

※花たんざく・ROKUたんざく1枚につき、1人1回の入場に限らせていただきます。

販売

光の演出・オブジェ
2020.2/8（土）～2/14（金） 18：00～21:00
場所： 春日大社参道・提灯参道（鹿道の辻～二之鳥居、祓戸神社～南門） 
　　　興福寺　東金堂　竹あかり（高山竹あかり）～20:30 
　　　東大寺大仏殿　参道（回廊内）～20:30
　　　奈良国立博物館　新館前 
　　　浮雲園地会場　吉城川沿い

や　た　 し　し まいこう

観覧無料光の夜神楽
2020.2/8（土）～2/14（金） 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  ほ ぞんかい

夜間開館　（最終入館～19：30、閉館20:00）・期間中無休
特別陳列「お水取り」 、名品展「珠玉の仏たち」「中国青銅器」、特別展「毘沙門天－北方鎮護のカミ－」
※入館料別途要　特別陳列、名品展 一般520円、　特別展 一般1,500円（特別陳列・名品展も観覧可）
なお、特別展「毘沙門天－北方鎮護のカミ－」は特別陳列・名品展と開館時間、開館日が異なります。
特別展「毘沙門天－北方鎮護のカミ－」 
2/9（日）・2/11（火）～2/13（木）（最終入館～ 16:30、閉館17:00）
2/8（土）・2/14（金）（最終入館 ～18:30、閉館19:00）
2/10（月）は、特別展「毘沙門天－北方鎮護のカミ－」のみ休館です。

要入館料

数量限定販売
小雨

◆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5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）
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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（閉門20：30）	※拝観料別途要　初穂料　500円	
	 燈籠点灯（御本社回廊釣燈籠、一之鳥居から鹿道の辻までの仮設燈籠、二之鳥居から南門までの石燈籠点灯）

◎興福寺	 	東金堂、国宝館　夜間拝観（最終入堂～19：45　閉
へい

扉
ひ

20：00）	※拝観料別途要　東金堂　大人300円、国宝館　大人700円
連帯共通券あり　大人900円

◎東大寺	 大仏殿中門と観相窓の開扉及び八角燈籠の点灯（いずれも～20：30）中門外側からの拝観	
	 大仏殿中門、大仏殿大屋根、南大門のライトアップ（いずれも～20：30）、金剛力士像のライトアップ（～21：00）

春日大社�国宝殿
夜間開館� 要入館料

◆最終入館～18：30　閉館19：00
　特別展「最古の日本刀の世界	安綱・古伯耆展」　門外不出の国宝、天下五剣の一つ	「太刀	銘安綱（名物	童子切）」出品中！
　	また、鬼切丸や薄緑丸（膝丸）など源氏代々の名宝が集結です！　※	入館料別途要　大人1,000円

奈良国立博物館
夜間開館� 要入館料

◆最終入館～19：30、閉館20:00・期間中無休
　特別陳列「お水取り」	、名品展「珠玉の仏たち」「中国青銅器」、特別展「毘沙門天−北方鎮護のカミ−」
　※	入館料別途要　特別陳列、名品展	一般520円、　特別展	一般1,500円（特別陳列・名品展も観覧可）なお、特別展「毘沙門天−北方鎮護

のカミ−」は特別陳列・名品展と開館時間、開館日が異なります。
　	特別展「毘沙門天−北方鎮護のカミ−」	2/9（日）・2/11（火）～2/13（木）（最終入館～	16:30、閉館17:00）　　　　　　　　　　　
2/8（土）・2/14（金）（最終入館	～18:30、閉館19:00）　2/10（月）は、特別展「毘沙門天−北方鎮護のカミ−」のみ休館です。　　　　
※各拝観料・入館料の表記は、一般大人の料金です。

庭園イルミネーション
� 花たんざく販売

◆日時／2/8（土）～2/14（金）	18：00～20：45
◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～I・RA・KA～庭園

光の夜神楽� 観覧無料
◆日時／2/8（土）～2/14（金）	19：00～20：00　◆場所／春日大社　祓
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光の演出・オブジェ

◆日時／2/8（土）～2/14（金）	18：00～終了は各エリアによって異なる
◆場所／	興福寺北参道	～21：00、竹あかり（高山竹あかり）～20:30、春日大社参道・提灯参道（鹿道の辻～二之鳥居、祓戸神社～南門）～21：00、

五重塔ライトアップ～20:30、東大寺大仏殿	参道（回廊内）～20：30、奈良国立博物館	新館前～21:00、
	 浮雲園地、吉城川導線	～21：00

冬七夕ロード願いの
花たんざく� 販売

◆日時／2/8（土）～2/14（金）	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：大人・子ども一律500円（小学生以上）※たんざく1枚につき、1人1回の入場に限らせていただきます。

冬七夕ロード
ROKUたんざく
数量限定販売

◆日時／2/8（土）～2/14（金）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～
　	奈良で生まれた鹿のキャラクター「ロク」となら瑠璃絵の期間限定コラボ　◎ROKU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。
　◎	ROKUたんざく	販売価格　大人・子ども一律600円（小学生以上）※小学生未満無料　※たんざく1枚につき、1人1回の入場に限らせていただきます。

夜参り提灯� 参加無料
◆日時／2/8（土）～2/14（金）	18：00～20：00（最終受付）	※雨天、悪天候時中止
◆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。

イ
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オープニングセレモニー ◆日時／2/8（土）	17：40～18：00　◆場所／奈良春日野国際フォーラム	甍～I・RA・KA～能楽ホール前　
　◎点灯式参加の方で先着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。（16：45～先着100名に達し次第終了）

ROKU×なら瑠璃絵 ◆日時／2/8（土）～2/14（金）	18：00～20：45　◆場所：	奈良春日野国際フォーラム	甍～I・RA・KA～冬七夕ロード付近
　奈良で生まれた鹿のキャラクター「ロク」と、なら瑠璃絵の期間限定コラボ。

奈良公園バースデー
花火� 観覧無料

◆日時／2/14（金）　カウントダウンイベント19：00～（花火は19:30～）
◆場所／春日野園地　※荒天中止時、順延無し

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

◆日時／2/8（土）～2/14（金）	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円

瑠璃絵マーケット� 販売 ◆日時／2/8（土）～2/14（金）	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。


