
会場：奈良公園一帯　春日大社・興福寺・東大寺
各所でライトアップ・イルミネーション等を実施しております。

お問合せ・主催  なら瑠璃絵実行委員会 https://rurie.jp/

●庭園イルミネーションは、感染症対策として入場者人数制限や会場導線制限を実施のうえ、安全に開催いたします。（無料ゾーンはございません）
●マスクの着用、手指の消毒など、感染症対策にご協力ください。
●2月14日の奈良公園バースデー花火は実施いたしません。その他イベント内容に変更のある場合は、SNSにてお知らせいたします。

夜 間 特 別 法 要・祈 願
●春日大社（二之鳥居）
二之鳥居からの遙拝  
17：00～20：00

夜間特別祈願
2/11（金・祝）～2/13（日） 18：00～

●興福寺（東金堂）
夜間特別拝観  17：00～20：00

（最終入堂 19：45　閉扉 20：00）

夜間特別法要
2/11（金・祝）～2/13（日）
17：00～17：20

●東大寺（大仏殿）
夜間特別拝観  17：00～20：00
2/11（金・祝）～2/13（日） （最終入堂・閉扉 20：00）
中門外側からの拝観：2/8（火）～10（木）・2/14（月）
※大仏殿の中に入ることはできません

夜間特別法要  2/11（金・祝）～2/13（日） 19：00～19：20

●点灯時間
18：00～21：00

●夜間特別遙拝・拝観
17：00～20：00
［春日大社・興福寺・東大寺］
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※小雨決行。荒天になれば随時中止します。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況を鑑み、中止・変更の可能性があります。

検 索なら瑠璃絵 　 @nararurie　 @nararurie　Instagram：nararurie
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2022.2/8（火）～2/14（月）  17：00～20：45
春日大社・興福寺・東大寺をまわって、スタンプをあつめよう！
３カ所に設置されたQRコードをスマートフォン（iPhone・android）
で読み取り、スタンプを集めましょう！ 
素敵なプレゼントと交換できます。
達成数に応じて、素敵なプレゼントと交換できます。

プレゼントの引換場所：奈良春日野国際フォーラム 甍 ～ I・RA・KA～ 
 中央カウンター
プレゼントの引換時間：17：00～20：45

※スタンプ１つでも交換できます！
※専用アプリのダウンロードは不要です。
※シークレットモードを解除の上、同じブラウザを使用してください。
※スマートフォンの標準カメラアプリでQRコードを読み込んでください。
（QRコードリーダーアプリでは正常に動作いたしません）
※iPhoneもしくはAndroid 端末をご使用ください。
※プレゼントが無くなり次第終了となります。

デジタルスタンプラリー 参加無料

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
2022.2/8（火）～2/14（月） 
●二之鳥居からの遙拝（17：00～20：00）
　※二之鳥居から先には、入ることができません。

2022.2/11（金・祝）～2/13（日）
●夜間特別祈願（二之鳥居）（18：00～）

一部 要拝観料興福寺
2022.2/8（火）～2/14（月） 
●東金堂　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
●五重塔　ライトアップ（18：00～22：00）

2022.2/11（金・祝）～2/13（日）
●夜間特別法要（東金堂）
 （17：00～17：20）

東大寺
2022.2/8（火）～2/14（月） 
●観相窓の開扉、金銅八角燈籠の点灯、大仏殿・中門・
南大門・金剛力士像のライトアップ（17：00～20：00）

2022.2/8（火）～2/10（木）、2/14（月） 
●大仏殿 中門外側からの拝観（閉扉20：00）
　※大仏殿には入ることはできません。

2022.2/11（金・祝）～2/13（日）
●東大寺大仏殿 夜間拝観
 （最終入堂・閉扉20：00）
　※拝観料無料
●夜間特別法要（大仏殿）
 （19：00～19：20）

観覧無料光の演出
2022.2/8（火）～2/14（月） 18：00～21：00
場所： 春日大社参道（鹿道の辻～二之鳥居）

興福寺 北参道
東大寺 鏡池
奈良国立博物館 なら仏像館、仏教美術資料センター
浮雲園地会場

2022.2/8（火）～2/14（月）  17：30～20：45
場所：奈良春日野国際フォーラム 甍～ I・RA・KA～ 中央カウンター
1615年創業の黒川本家による吉野本葛入り「しあわせココア粉末」を販売い
たします。
大袋2,000円（約12～13杯）、小袋500円（約2杯）

しあわせココア粉末の販売 販売

チラシに記載されていましたが、コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、中止
とさせていただきます。

瑠璃絵マーケット 中止

夜参り提灯
2022.2/8（火）～2/14（月） 
チラシに記載されていましたが、コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、中止と
させていただきます。
瑠璃絵ナビゲーターが、会場内をご紹介いたします。

中止

庭園イルミネーション・冬七夕ロード
願いの花たんざく販売
2022.2/8（火）～2/14（月） 18：00～20：45
（販売開始17：50～販売終了、最終入場20：30）
花たんざくが庭園イルミネーションの入場料となります。
場所：奈良春日野国際フォーラム甍～I・RA・KA～ 庭園

入場は能楽ホール前　※入場制限を行い実施
販売価格：大人１人500円／小学生以下無料
※連日 先着50名さま 花たんざく無料配布
（17：50から配布開始 無くなり次第終了）。

販売 （無料ゾーンなし）

新型コロナウイルス感染症予防のため
必ずマスクをご着用ください。

1か所 2か所 3か所
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）

◆新型コロナウイルス感染症拡大状況を鑑み、中止・変更の可能性があります。

平日の「夜間特別拝観」は中止となりました。
2022.2/11（金・祝）～2/13（日）のみ



アプリを使ってスムーズに移動しよう！
おでかけに便利なスマホ向け移動生活ナビアプリ
アプリを使ってスムーズに移動しよう！

おでかけに便利なスマホ向け移動生活ナビアプリ

2／8（火） 9（水） 10（木） 11（金・祝） 12（土） 13（日） 14（月）
夜間特別遙拝
春日大社

◆日時／2/8（火）～2/14（月） 17：00～20：00
二之鳥居からの遙拝 
※二之鳥居から先に入ることはできません

夜間特別拝観
興福寺 一部 要拝観料

◆日時／2/8（火）～2/14（月） 
東金堂（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 
五重塔　ライトアップ（18：00～22：00）

し
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夜間特別拝観
東大寺

◆日時／2/8（火）～2/14（月） 17：00～20：00
観相窓の開扉、金銅八角燈籠の点灯、大仏殿・中門・南大門・金剛力士像のライトアップ

◆日時／2/8（火）～2/10（木）、2/14（月） 閉
へい

扉
ひ

20：00
大仏殿 中門外側からの拝観
※大仏殿には入ることはできません

◆日時／2/11（金・祝）～2/13（日）
大仏殿（最終入堂・閉扉20：00） ※拝観料無料

夜間特別法要・祈願
春日大社、興福寺、
東大寺

◆日時／2/11（金・祝）～2/13（日）
春日大社（二之鳥居） 夜間特別祈願18：00～
興福寺（東金堂） 夜間特別法要17：00～17：20
東大寺（大仏殿） 夜間特別法要19：00～19：20

庭園イルミネーション・
冬七夕ロード願いの花
たんざく販売 販売
（無料ゾーンなし）

◆日時／2/8（火）～2/14（月） 18：00～20：45（販売開始17：50～　販売終了・最終入場20：30）
◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～ 能楽ホール前　※入場制限を行い実施
◆販売価格／大人１人500円、小学生以下無料
毎日 先着50名さま 花たんざく無料配布（17：50から配布開始 無くなり次第終了）。
花たんざくが庭園イルミネーションの入場料となります。

光の演出 観覧無料
◆日時／2/8（火）～2/14（月） 18：00～21：00
◆場所／春日大社参道（鹿道の辻～二之鳥居）
 興福寺 北参道、東大寺 鏡池、奈良国立博物館 なら仏像館、仏教美術資料センター、浮雲園地会場

夜参り提灯 中止 チラシに記載されていましたが、コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、中止とさせていただきます。
瑠璃絵ナビゲーターが、会場内をご紹介いたします。
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ROKU×なら瑠璃絵
◆日時／2/8（火）～2/14（月） 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。

デジタルスタンプラリー
 参加無料

◆日時／2/8（火）～2/14（月）17：00～20：45
春日大社・興福寺・東大寺をまわって、スタンプをあつめよう！
３カ所に設置されたQRコードをスマートフォン（iPhone・android）で読み取り、スタンプを集めましょう！ 素敵なプレゼントと交換できます。
　※スタンプ１つでも交換できます！
　※専用アプリのダウンロードは不要です。
◆プレゼント引換場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～ 中央カウンター
◆プレゼント引換時間／17：00～20：45

物
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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（火）～2/14（月） 17：30～20：45　◆場所／奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～ 中央カウンター
◆販売価格／しあわせココア粉末　大袋2,000円（約12～13杯）、小袋500円（約2杯）

瑠璃絵マーケット 中止 チラシに記載されていましたが、コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、中止とさせていただきます。

なら瑠璃絵限定！！
吉野本葛入り「しあわせココア粉末」
を販売しています。

大人気

※予定しておりました「夜参り提灯」「瑠璃絵マーケット」は、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、中止といたします。

平日の「夜間特別拝観」は中止となりました。2022.2/11（金・祝）～2/13（日）のみ


