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マキヒロチさんが奈良の魅力を再発見。
心解き放つ　癒しの聖地
社寺で見つけた かわいいおみくじ
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マキヒロチさんが奈良の魅力を再発見。
新たなスポットやホテルが続々と登場し、注目を集める奈良。

「建築」「デザイン」「景色」「食べもの」の４つのシーンに切り取った
“今の奈良”を漫画家・マキヒロチさんが訪ねました。

Art, Art, Art NARA

photo : Norio Kidera, Kiyoshi Nishioka  text : Mako Yamato 
illustration : Hirochi Maki

石づくりの柱と、クリーム色をした
外壁のコントラストが美しい『奈良
国立博物館』の『なら仏像館』。

漫画家。代表作に『いつかティファ
ニーで朝食を』『吉祥寺だけが住み
たい街ですか？』がある。現在、
「SKETCHY」「それでも吉祥寺だけ
が住みたい街ですか？」を連載中。

マキヒロチ
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　神社仏閣に負けず劣らず、見応え
ある建築が多い奈良県。なかでも明
治27（1894）年に『帝国奈良博物館』
として建てられた『奈良国立博物館 
なら仏像館』は代表的だ。
　ここから始まったマキさんの奈良
旅。華麗な建物の前に現れた鹿の姿
に「外観と鹿で、すでにテンション
はマックス」と笑う。「じっくり仏像
を眺めていると一体ずつにストーリ
ーがあって、昔の人もこうやって表

現をしていたんだと思うと時代を超
えてつながる気がします。特別公開の
『金

きんぷせんじ

峯山寺仁
におうもん

王門 金
こんごうりきしりゅうぞう

剛力士立像』
もすごい迫力でした」
　ほかにも醤油蔵に泊まる体験がで
きる宿『NIPPONIA 田原本 マルト
醤油』、建築家・黒川紀章設計の
『入江泰吉記念奈良市写真美術館』、
宮大工の手による教会建築『奈良
基
きりすと

督教会』など、旅の目的にしたく
なる建築物が点在する。

時代を経て受け継がれる名建築が揃う。

Architecture
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明治 27（1894）年に竣工した奈良初の西洋建築『なら仏像館』をは
じめ、年代の異なる4つの建物で構成。例年秋には正倉院展も開催。
▷奈良市登大路町50　☎050-5542-8600（ハローダイヤル）　原則 9
時30分～17時（入館～16時30分）　月休（祝日の場合は翌日）　観覧
料一般700円（特別展は別途） 最新情報は公式HPで確認を

田原本で、元禄２（1689）年に創業した奈良最古の醤油蔵元を18代目
当主が70年ぶりに再興。同時に、「大和棟」と呼ばれる奈良の伝統
建築様式が残る屋敷や醤油蔵を改装したホテルと、醤油を使った料
理が楽しめるレストランも登場した。▷磯城郡田原本町伊与戸170　
☎0744-32-2064　全 7室　 1室 2名 1泊 2食付 1名31350円～

昭和５（1930）年に竣工した会堂（礼拝堂）は、宮大工・大木吉太郎
による設計。日本伝統の瓦葺き屋根や吉野檜の柱、小

こぐみ

組格
ごうてんじょう

天井とい
った社寺建築に、キリスト教会建築特有の様式が融合されている。
国の重要文化財に指定。▷奈良市登大路町45　☎0742-22-3818　現
在一般解放は休止中。見学希望の場合は電話やHPから問い合わせを

重要文化財『如来三尊像』（奈良国立博物館蔵）

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。

奈良・大和路の風景や仏像などを撮り続けた写真家・入江泰吉の作
品を中心にした写真専門美術館。ガラス張りの外壁により、瓦葺き
の大屋根が浮かんで見える。▷奈良市高畑町600-1　☎ 0742-22-9811
9時30分～17時（入館～16時30分）　月休（祝日の場合は翌平日）・
祝日の翌平日・展示替え期間・年末年始休　観覧料500円

奈良国立博物館
Nara National Museum

NIPPONIA 田原本 マルト醤油
NIPPONIA Tawaramoto Maruto Shoyu

入江泰吉記念奈良市写真美術館
Irie Taikichi Memorial Museum of Photography Nara City

奈良基督教会
Nara Christ Church
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　現代アート、陶芸、盆栽、奈良団
うちわ

扇。
奈良で知るデザインは、古都の奥深
さを感じさせるものが多い。マキさ
んが訪ねたのは、野外ミュージアム
『室

むろう

生山上公園芸術の森』。
「『奈良ホテル』をきっかけに何度
か奈良には来ていますが、市外へは
今回が初めて。彫刻家ダニ・カラヴ
ァンの作品に触れるのも初めてです。
惹かれたのは季節や時間によって、
作品内に差し込む光の角度などが変

わる『天文の塔』。公園全体も、地
元の人とのやり取りを重ねてつくっ
たと聞いて、胸が熱くなりました。
森の中のふかふかの苔の遊歩道も丁
寧に手入れされていて携わる人すべ
ての作品だと思います」
　陶芸体験や色付けもできる陶芸工
房『春

はるひのがま

日野窯』、盆栽と共に暮らす喜
びを知る『塩津植物研究所』、奈良団
扇の唯一の専門店『池田含

がんこうどう

香堂』。
多彩な顔ぶれもまた魅力だ。

美しいデザインで知る伝統と革新。

Design
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室生出身の彫刻家・井上武吉の構想を引き継いだダニ・カラヴァン
による野外ミュージアム。写真の『螺旋の水路』などモニュメント
はもちろん公園全体が作品。▷宇陀市室生181　☎0745-93-4730　
10時～17時（ 3月・11～12月は～16時、入園は閉園の30分前まで）　
火休（祝日の場合は翌日）・12月29日～ 2月末日休　観覧料410円

若草山の麓に店を構える陶芸工房。店主である陶芸家・中野則子さ
んがつくるのは奈良晒の布目を写した器（布目鹿カップ4000円など）。
器づくり（4000円～）や鹿人形色付け（2000円～）などの体験も楽し
める。カフェ（13時～）を併設。▷奈良市春日野町158-9　☎0742-
23-3557　11時～17時　火・水・木休（祝日の場合は営業）

奈良時代に春日大社の神官がつくり始めた渋団扇を起源とする奈良
団扇。江戸時代中頃には現在と変わらない正倉院文様や鹿などを透
し彫りにしたデザイン、しなりのよさが特徴の団扇が完成した。奈
良団扇づくり体験（1980円）もできる。並鹿2200円～。▷奈良市角
振町16　☎0742-22-3690　9時～19時　月休（ 4～8月は無休）

店主の塩津丈洋さん・久実子さん夫妻が手がけるのは、シンプルに
格好いいと思える盆栽。盆栽で大切なことは「鉢の中に見える景色 
があるかどうか」という。種木から鉢、仕立てた盆栽（3000円～）
までを数多く揃える。伝統園芸の技法を伝える教室も開催する。▷
橿原市十市町993-1　☎0744-48-0845　 9時～17時　水・木休

室生山上公園芸術の森
Murou Art Forest

春日野窯
Haruhino Gama

塩津植物研究所
Shiozu Syokubutsukenkyujo

池田含香堂
Ikeda Gankodo

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。 04



『室生山上公園芸術の森』における
「太陽の道」を視覚化したモニュメ
ント『太陽の道』と『天文の塔』。
季節や時間により表情を変える。
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清流や巨岩を間近に眺められる『み
たらい渓谷』に佇むマキさん。大峯
山を源流とする、せせらぎのマイナ
スイオンを浴びるひととき。
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　巨岩と清流が迫力たっぷりの『みた
らい渓谷』に、厳冬期の『高見山』で
見られる美しい霧氷、約1300年前か
ら長い年月をかけてつくり上げられ
た桜の山『吉野山』、そして奈良時
代から変わらない景色を見せてくれ
る『東大寺 二月堂』。豊かな自然と、
悠久の歴史がもたらす絶景もまた奈
良を旅する魅力のひとつだ。
　天川村にある『みたらい渓谷』へ
と足を延ばしたマキさん。

「とにかく奈良って広いんだって実
感しました。道中では、緑深い山間
の景色や吉野川の清らかな流れを眺
めたり、おいしい柿の葉寿司や焼き
餅を食べたりと、楽しみがたくさん
あって。私、漫画家にしては珍しい
アウトドア派なんです。渓谷ではダ
イレクトに自然を感じることができ
たし、真っ青に透き通った水と赤い
橋とのコントラストもよくて、秋の
紅葉もきれいなんでしょうね」

古都の歴史と自然がもたらす優美な景色。

Scenery
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修験道の聖地・大峯山で知られる天川村に位置。川底まで見える透
き通った清流に沿って大小の滝と巨岩、橋が連なり、大自然がもた
らすダイナミックな渓谷美を堪能できる。紅葉に染まる秋はもちろ
ん、緑が映える春夏、水墨画のような冬と折々の景色を楽しみたい。
▷吉野郡天川村北角　☎0747-63-0999（天川村総合案内所）

下千本、中千本、上千本、奥千本と名づけられた山上へと連なる尾
根に、シロヤマザクラを中心とする３万本の桜が咲く名所。例年４
月初旬から中旬にかけて見頃を迎える。写真は花矢倉展望台からの
眺め。中央に見えるのは金峯山寺。遠く連なる山々も美しい。▷吉
野郡吉野町吉野山　☎0746-34-2522（吉野ビジターズビューロー）

古都に春を告げる修二会（お水取り）から、その名がついた『二月
堂』は奈良市街を見渡す絶景スポット。寛文７（1667）年の修二会
中の失火で焼失したが、２年後に再建された建物が現存し国宝に。
大仏殿越しに沈む夕日は見飽きることがない。夜間は静かに参拝を。
▷奈良市雑司町406- 1　☎0742-22-5511　24時間参拝可能　無料

みたらい渓谷
Mitarai Valley

吉野山
Mt. Yoshino

東大寺 二月堂
Todaiji Nigatsu-do

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。

奈良県と三重県の県境にある標高約1249ｍの名峰。その美しい姿か
ら、関西のマッターホルンとも。例年１～２月には、山頂付近で霧
氷が見られる。奈良からの登山口の中でも、おすすめは平野登山口。
近くにある村営の『たかすみ温泉』で登山後の入浴を楽しみたい。
▷吉野郡東吉野村　☎0746-42-0441（東吉野村観光協会）

高見山
Mt. Takami
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　いにしえの都、奈良はさまざまな
食の発祥の地。大神神社と素麺、氷
室神社とかき氷といった具合に、社
寺に深いゆかりがあるものも。
　マキさんの代表作は朝食をテーマ
にした『いつかティファニーで朝食
を』。食いしん坊であることは想像
に難くないけれど、実は『奈良ホテ
ル』の茶粥も作品に登場している。
「初めて食べた茶粥がおいしくて、
作品に登場させたいとお願いしまし

た。近頃の奈良は来るたびに新しい
スポットもできていて、どんな出合
いがあるかと期待が膨らみます」
　今回訪ねたのは『ほうせき箱』。
「ひとつのかき氷でいろんな味が楽
しめるのがよかった」とマキさん。
　三輪素麺が楽しめる『てのべ た
かだや』や、奈良食材を使った『ふ
うのおはぎ』、大和伝統野菜の魅力
を伝える『清澄の里 粟』など旅を彩
る味は、まだたくさんある。

奈良らしい味わいを存分に楽しむ。

Foodie
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素麺発祥の地と伝わる桜井市で、小麦の
風味を生かすオリーブオイルを使った素
麺などをつくる『マル勝髙田商店』。その
ショップ＆カフェ。つるり、もっちりな
ど食感を表す名をつけた素麺は全５種類
が揃う。好みのつゆで味わう素麺（500
円～）も楽しめる。▷桜井市大字芝374-1
☎0120-38-3876　9時～17時（食事11時～、
飲み物・甘味10時～）　　水休

てのべ たかだや
Tenobe Takadaya

奈良県産のもち米をベースに、希少な宇
陀大納言小豆や大和茶など、奈良ならで
はの食材を合わせた創作おはぎで人気が
高い専門店。定番から季節の味まで、６～
７種類が店頭に並ぶ。きなこ餡の子鹿や、
ほうじ茶餡の大仏など、見た目で楽しま
せてくれるものも。おはぎ１個250円～。
▷奈良市小西町1-7　☎なし　10時～18
時火休・月２回不定休

ふうのおはぎ
Funoohagi

大和伝統野菜に光を当て、広く伝えてき
た三浦雅之さん・陽子さん夫妻が営む農
家レストラン。自家栽培の野菜をたっぷ
り使った料理に、野菜を味わう喜びを実
感する。のどかな景色やヤギの存在も魅
力。粟おまかせコース3850円～。▷奈良
市高樋町861　☎0742-50-1055　予約受
付時間10時～16時（営業日は金・土・日
11時45分～）　　不定休　完全予約制

清澄の里 粟
Kiyosuminosato Awa

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。 08



奈良におけるかき氷ブームの立役者。農
家から直接仕入れる古都華などのイチゴ
や、『植村牧場』の牛乳など、地元食材
を使ったシロップが魅力。味や食感の変
化が楽しめるのもうれしい。▷奈良市餅
飯殿町47　☎0742-93-4260　10時～11時
50分、13時～16時50分　木休　予約制
（予約に空きがあれば、当日店頭での受
付可能） 詳細はSNSで確認を

ほうせき箱
Hosekibako

『ほうせき箱』でいちごマスカルポ
ーネ氷（1500円）を楽しむマキさん。
上にはヨーグルトエスプーマ。
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絶景あり、歴史文化あり、体験あり、美味しいものあり！
定番から最新トレンドまで変化し続けるスポットをチェック。

奈良エリア

　

area    nara

元興寺の旧境内を中心とした地域「ならまち」。江戸～明治時代の町屋が立ち並ぶ細
い路地に、神社仏閣はもちろんカフェや雑貨店もたくさんあります。鹿との出会いも
この町ならでは。歩けば歩くほど楽しい発見が待っています。   ▷奈良市中院町周辺
☎0742-27-2223（奈良市総合観光案内所）

車で行くのもいいですが、春日山原始林からハイキングで登るのもオススメの若草山。
山頂からの景色は遮るものがない絶景で、奈良市内を一望できます。季節や時間帯に
よって様々な表情を見せる景観に心も癒されます。（開山期間：3月第3土曜日～12月第
2日曜日）    ▷奈良市雑司町　☎0742-22-0375（奈良公園事務所）

ならまち 若草山からの景色

710年に藤原宮から遷都された都で、現在、 平城宮の 
正門である朱雀門、国家的な儀式が行われた第一次
大極殿が復原されています。 そして、 この春、 第一次 
大極殿院 南門の復原も完了予定で 、奈良時代の景
色がじわじわと蘇ります。 園内には復原建物のほか
にも、平城宮いざない館など無料で楽しめる展示施
設も充実しています。  ▷奈良市二条大路南3-5-1　
☎0742-36-8780 （平城宮跡管理センター）

平城宮跡歴史公園

Highlights

奈良、４つのエリアのスポットをピックアップ。
奈良エリア／生駒・信貴・斑鳩・葛城エリア／山の辺・飛鳥・橿原・宇陀エリア／吉野路エリア 
４エリアそれぞれの見どころと、おすすめのグルメ＆カフェ、体験やお土産をご紹介します。

0101

奈良公園周辺は、まるで鹿の庭 若草山は奈良のランドマーク

4 Areas in NARA
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大和西大寺

Ristorante L ' incontro
coto mono

若草山

N

あしびの郷
春日大社

東大寺

奈良国立
博物館

鎮宅霊符神社
赤膚焼・
古瀬堯三

薬師寺

平城宮跡歴史公園

尼ヶ辻

西ノ京

奈良

近鉄奈良

まほろば大仏プリン
本舗本店
「プリンの森」 般若寺

興福寺

春日山原始林

Gourmet

江戸時代に赤膚焼を再興させた赤膚
山元窯古瀬堯三では、八代目の女性窯
元ならではの細やかなご指導のもと「手
びねり体験」と「絵付け体験」ができま
す。体験した器やお皿は１ヶ月位で自
宅に届けてもらえます。  ▷奈良市赤膚
町（五条山）1049　☎0742-45-4517　9
時～17時　月・第4水休

赤膚焼・古瀬堯三の
「手びねり」「絵付け」体験

Experience

奈良にこだわるオリジナル商品が人気。
「鹿といちごのマスキングテープ」といっ
た正統派可愛いものから、クスっと笑え
るユニークなものまで。古民家を使用し
た店舗なので靴を脱いでゆっくりくつろ
げます。  ▷奈良市公納堂町6 西2（格子
戸をくぐって左手）　☎0742-81-9944　10
時～18時（平日11時～）　火休・不定休

Gift

ならまちで奈良漬と大和のお漬物を楽しむなら「おつけもの
御膳」がおすすめ。奈良漬の老舗「あしびや本舗」が運営し、
お漬物はもちろん、それに合う素材を厳選した御膳を楽し
めます。店舗ではお食事のほか、お漬物の購入も。  ▷奈良
市脇戸町29　☎0742-26-6662　11時30分～16時30分（17
時以降の会席は予約制）ランチタイムは15時頃まで、売り
切れ次第終了（ランチは予約不要）　不定休

奈良町あしびの郷の「おつけもの御膳」
自ら生産者のもとへ赴き、選んだ食材を使用。魚はもちろ
ん肉も塊で仕入れ、食材を余すところなく活かしています。
狩猟シーズンになれば、シェフが信頼する全国の猟師から
仕入れた食材のジビエを味わうことも。  ▷奈良市薬師堂町9
☎ 0742-26-8959　11時30分～14時30分、18時～22時

奈良の食材にこだわり、上質な生クリー
ムを使用するなど、素材の良さが味わ
いに込められたまほろば大仏プリン。
まほろば大仏プリン本舗本店「プリンの
森」は内装も外装もプリンをイメージし
たメルヘンなお店。  ▷奈良市奈良阪町
1073　☎0742-23-7515　11時30分～17時
30分　不定休

ココロまでとろけそうな
「まほろば大仏プリン」 coto monoのユニークな文房具

Ristorante L ' incontroのイタリアン

169

369

24

308

JR線
近鉄線

ならまち

他にも、赤膚焼の
窯元がたくさん。

「コスモス寺」とも
言われています。

754

104

ふる   せ  ぎょう ぞうあか はだ やき
コト　　　　モノ

リストランテ リンコントロ

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。11



開業 92年の歴史ある遊園地で、なんと入園は無料。レトロな遊具の数々に子供の頃のワクワクが止ま
りません。高台ならではの絶景も素晴らしく、大人デートでもいい雰囲気です。山上までは、犬（ブル）
と猫（ミケ）のデザインが可愛らしいケーブルカーで。  ▷生駒市菜畑2312-1　☎0743-74-2173　10時～17
時、11月は10時～16時　木休（祝日、春・夏休みは営業）、冬季休（12月～ 3月上旬）※天候、その他の事
由で臨時休園、営業時間の変更あり。※営業カレンダー要確認　

生駒山上遊園地

写真提供：近畿日本鉄道株式会社

古代の人々が仰ぎ見た築造当時の姿に復元・整備され
た古墳。前方後円墳の周りに並べられた円筒埴輪は、
その約４分の１が公募で集められた手作り。後円墳の
頂きは公園内でいちばん高いので大和盆地を一望でき
ます。   ▷北葛城郡河合町佐味田（県営馬見丘陵公園
内）　☎0745-57-2271（河合町役場生涯学習課）

馬見古墳群を中心とした自然豊かな公園です。春は
桜やチューリップ、夏はバラや花菖蒲やヒマワリ、秋は
ダリアやコスモスなど四季折々の花々が咲き誇ります。
季節ごとのイベントや、冬のイルミネーションなども。   
▷北葛城郡河合町佐味田2202　☎0745-56-3851（県営
馬見丘陵公園）

ナガレ山古墳の埴輪 県営馬見丘陵公園
幕末まで郡山藩の政治・経済の中心として栄えた城
下町は、綿町・豆腐町・紺屋町など町名にその名残を
感じる情緒あふれる風景。  ▷大和郡山市紺屋町周辺
☎0743-52-2010（大和郡山市観光協会）

郡山城下町

Highlights

area    Ikoma・Sigi・Ikaruga・Katsuragi

思わず童心に戻ってしまいそうなアトラクションやグッズ。

でもそこは、さすが奈良！きちんと歴史や文化に触れることも。

生駒・信貴・斑鳩・葛城エリア
0202

ケーブルカーのブルとミケ

12



登録有形文化財の「開運橋」は高さ30
ｍとバンジー初心者でもチャレンジしや
すい高さ。アクションカメラのレンタル
付きだから、ジャンプの瞬間をバッチリ
残せます。    ▷生駒郡三郷町信貴山西
1190-20　☎0278-72-8133（バンジージャ
パン）　9時～17時（16時30分が最終受
付）　水・木休（変動あり）

「開運バンジー」で運気向上！
「張り子の寅」で有名な朝護孫子寺の開
運橋。その橋の先では寅の姿をした饅
頭に出会えます。厳しい表情の寅ですが、
カステラ風の生地とこしあんの風味が
豊か、甘さも控えめで人に優しく美味し
い寅です。   ▷生駒郡平群町信貴山 23
03-6　☎0745-72-2116　 8時30分～17
時　不定休（曽我乃家本店）

雪丸は王寺町のマスコットキャラクター
です。聖徳太子の愛犬・雪丸がモチーフ。
愛らしい雪丸グッズは王寺町観光協会
や地域交流センターで販売されていま
す。   ▷北葛城郡王寺町久度2-2-1-501
（りーべる王寺東館5階）　☎0745-33-6

668（王寺町観光協会）

とにかく可愛い「雪丸グッズ」 信貴山・曽我乃家本店の「寅まんじゅう」

明治の司法官・北畠治房が隠棲したお屋敷「布穀薗」が和の趣の
カフェになりました。ランチの看板メニューは「斑鳩名物・竜田
揚げランチ」。竜田揚げは斑鳩町を流れる竜田川にその名の由
来があり、斑鳩町の名物となっています。  ▷生駒郡斑鳩町法隆
寺2-2-35　☎0745-44-8787　10時～16時　水休（祝日の場合は営業）

布穀薗の「竜田揚げ」

登録有形文化財に指定されている嘉永6年築の元旅籠をリノベー
ションしたお店で、じっくり炊いて丁寧に蒸らした釜めしは絶品の
味わいです。少し時間が掛かりますが、予め電話連絡すれば到着
時間に合わせて炊いてくれます。    ▷葛城市當麻1242　☎0745-48-
5470　11時～夕方まで　月休（祝日の場合は翌日）

玉やの「釡めし」

Gourmet

Experience Gift

生駒山上
遊園地

曽我乃家 本店

王寺町
観光協会

JR線
近鉄線

開運
バンジー

生駒
鳥居前

生駒山上

宝山寺

信貴山下
王寺

高田市

当麻寺玉や
當麻寺

大和高田

新王寺

法隆寺

布穀薗

近鉄
郡山

郡山

高田

ナガレ山古墳

郡山城下町

勢野北口

N

168

165

25

県営馬見丘陵公園

法隆寺周辺は
聖徳太子の伝説が
あちこちに！

とってもかわいい
ケーブルカー！

国宝や重文が
たくさん。

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。

ふ    こく  えん

13



睦月の「睦月ティラミス」

岐阜県の岩村城、岡山県の備中松山城と並び称され
る「日本三大山城」のひとつ。天守閣と麓の高低差は
390ｍあり「日本一の山城」とも。現在、残されている
石垣は圧倒的な存在感。季節ごとに違う表情を見せ
てくれます。  ▷高市郡高取町高取　☎0744-52-3334
（高取町まちづくり課）

桜井市から歩くコースは、大神神社や崇神天皇陵など
古代史の有名スポットがたくさん。約5時間、16kmほど
の道のりを石上神宮までのんびり歩きます。途中の桧
原神社周辺は少し高台にあり、大和盆地を一望できる
場所があって、オススメです。  ▷桜井市～天理市　☎
0744-42-9111（桜井市観光まちづくり課）

高取城跡 山の辺の道

今も大半の町家が江戸時代の面影を残しており、駅から5分ほどで
タイムスリップしたような気持ちに。「重要伝統的建造物群保存地
区」に指定されており、現在は古民家をリノベーションしたカフェや
雑貨店など、おしゃれスポットも点在しています。  ▷橿原市今井町
☎0744-20-1123（橿原市観光協会）

今井町

HighlightsExperience

フォレストパーク神野山にある、ひつじの
牧場です。「羊毛館」では気軽に羊毛を
使ったワークショップが楽しめます。羊
を眺めたり、エサやりをしたり、もこもこ
と愛らしい羊たちと一緒にのんびり過ご
したり。癒されましょう。   ▷山辺郡山添
村北野2921　☎0743-86-0131　9時30分
～16時30分　水休（祝日の場合は翌日）、
年末年始休

めえめえ牧場で癒されて

area    Yamanobe・Asuka・Kashihara・Uda

駅すぐの江戸の町並み。色鮮やかなスイーツ。

思わず撮影したくなる魅力がたくさん。

山の辺・飛鳥・橿原・宇陀エリア
03

うのまち珈琲店奈良店「クレームブリュレの季節のパフェ
（いちご）」

14



めえめえ
牧場

中西
ピーナツ

近鉄天理

西名
阪自
動車
道

榛原

桜井

橿原
神宮前

橿原神宮

飛鳥

高取城跡

abc

石上神宮

長谷寺
大神神社

県立万葉文化館
今西誠進堂
岡寺
カフェことだま

大和八木

八木西口
畝傍

天理

N

165

169
24

JR線
近鉄線

薬の町として栄えていた宇陀松山の古
い町並みにある、築170年の古民家を改
装したカフェ。フィナンシェなどの焼き菓
子をはじめ、地元野菜のキッシュや、大和
当帰を使ったピッツェッタといった軽食が
あり、テイクアウトもできる。  ▷宇陀市大
宇陀上新1899-1 南側　☎0745-90-9012
11時30分～17時　日・月・火休

abcのランチ
「イチゴ大福」（1月前半～3月後半頃）
白あんと奈良県産イチゴ「古都華」の組
み合わせが絶品です。小：270円／大：
320円。「くずバー」（通年）凍らせればア
イスバー、溶けても葛の食感が楽しめ
る一本で二度お得な新感覚スイーツで
す。250円。  ▷高市郡明日香村岡383-4
☎0744-54-5288　9時～17時　火休

「あすかルビーのパンケーキプレート」
（11月中頃～6月中頃まで）あすかルビー
のミニパフェとスフレパンケーキのセッ
トです。シェアするのがおすすめ。1800円。
※メニュー内容は変更する可能性あり。  
▷高市郡明日香村岡1223　☎0744-54-4
010　10時～17時（土・日・祝日は～18時）
火・第3水休（祝日の場合は営業）、不
定休、夏期・冬期休業あり

明日香村の苺スイーツ《caféことだま》 明日香村の苺スイーツ《今西誠進堂》

工場直売で品数豊富。定番の豆菓子のほかメープルナッツアイ
スやピーナッツクリームなども大人気。ペーストマシンで直にピー
ナッツペーストを作ることもできて楽しい。大きなピーナッツのオ
ブジェが目印。  ▷天理市櫟本町2340　☎0743-65-5400　10時～
17時　日・祝日休

落花生の専門！ 中西ピーナツ

マスコットキャラクター「オオクチオオカミ」のグッズの他、定番
の万葉集や古代史などの書籍はもちろんのこと、団扇や布巾、
雑貨など「万葉」「飛鳥」のイメージを大切にした素敵な商品が
いっぱいです。  ▷高市郡明日香村飛鳥10　☎0744-54-1850　10
時～17時30分（入館～17時）　月休（祝日の場合は翌日）、展示
替え期間・年末年始休※年間カレンダー要確認

県立万葉文化館
ミュージアムショップのグッズ

Gourmet

Gift

今井町

春の　丹もいいけど、
冬の寒　丹も！

定期的に
羊とのふれあい
イベントが！

明日香は
レンタサイクルが
充実。

山
の
辺
の
道

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。15



はて なし

に  う
民家の庭先を通るのは、世界遺産「熊野古道小辺路」。
この集落は、「天空の郷」とも呼ばれています。昔話の
ワンシーンを見ているような不思議な懐かしさを感じ
る場所です。  ▷吉野郡十津川村桑畑　☎0746-63-020
 0（十津川村観光協会・木休）

丹生川上神社（中社）の近くに３つの川が合流する場
所があります。ここは『日本書紀』において神武天皇
が東征の折に戦勝祈願をした場所といわれています。
翡翠色の美しい川面の少し上流には「東の滝」もあり、
神秘的な光景を映し出しています。   ▷吉野郡東吉野
村小　☎0746-42-0441（東吉野村地域振興課）

果無集落 夢淵
筒井順慶に仕え、関ケ原の戦いで徳川家康に認めら
れた松倉重政が城下町として建設した「重要伝統的
建造物群保存地区」の街並みです。様々な時代の建
築様式が残されており、タイムトリップが楽しめます。  
▷五條市　☎0747-22-4001（五條市企業観光戦略課）

四方を山に囲まれる野迫川村では、天候の状態
や時間、運次第で雲海が見られることがあります。  
▷吉野郡野迫川村　☎0747-37-2101（野迫川村
役場）

野迫川村の雲海

area    Yoshinoj i

神秘的な景色、豊かな自然、様々な建築様式を残す町。

季節ごとに見せる表情が魅力。いつも新しい発見があります。

吉野路エリア
0404

五條新町

Highlights

壮大な自然が体感できる大台ヶ原・大蛇嵓（だいじゃぐら） 高見の郷は新たな桜の名所

16



キ　ト　ス　ム

N

JR線
近鉄線

雄大な自然が自慢の上北山村。フォレ
ストかみきたでは、夏は北山川のラフ
ティングや筏下り、秋は地元女性ガイド
が案内するハイキングと苔テラリウム
づくり教室など、季節をまるごと体験で
きる宿泊パックが人気です。  ▷吉野郡
上北山村河合552-2　☎07468-3-0001

フォレストかみきたのネイチャー体験プラン

吉野杉の産地・川上村で作られる吉野
杉の木製品は、木工職人の技が光ります。
木のブロックをロクロでくり抜いたぐい
呑みや桜の葉を模したプレートなど、ひ
とつひとつ木目の表情が多様で、天然
木ならでは。ホテル杉の湯で販売され
ています。   ▷吉野郡川上村迫695　☎
0746-52-0006（ホテル杉の湯）

夏でも涼しい天川村は「夏いちご」の栽
培が有名。6～ 11月に収穫できるいち
ごは希少で大人気。「洞川夏いちご」の
フレーバーティー（緑茶・和紅茶）は、
ティーバッグなので長く「夏いちご」の
風味が楽しめます。村内の土産物屋等
で購入できます。  ▷吉野郡天川村　☎
0747-63-0818（天川村商工会）

天川村「夏いちご」のフレーバーティー kitosumuの「吉野杉」の木製品

洞川温泉界隈の食堂や旅館の定食には、よく「名水とうふ」が付
いています。大豆の優しい甘みとまろやかな味わいにほっこり。
きらく九兵衛では、お店から眺める清流に癒やされながら、食事
ができます。  ▷吉野郡天川村洞川47　☎0747-64-0600　11時～
15時　不定休

きらく九兵衛の「名水とうふ」付き定食

アートのような葛菓子の数々。吉野和紙が使用されたしおりや、
吉野杉の箸といった吉野産素材の美しさを感じられる商品も取り
扱っています。併設されている木のぬくもりが感じられるカフェ
では食事やお茶が楽しめます。  ▷吉野郡吉野町吉野山950　☎
0746-32-3032　10時～17時　火・水休

吉野葛のスイーツ TSUJIMURA / Cafe Kiton　

Gourmet

Experience Gift

夢淵

丹生川上神社
（中社）

ホテル杉の湯

如意輪寺

TSUJIMURA / 
Cafe Kiton

吉野吉野神宮

千本口
吉野山

五条

きらく
九兵衛

みたらい
渓谷

フォレスト
かみきた

果無集落

荒神社

前鬼川

不動七重
の滝

169

168

309

五條新町

吉野路エリアには、
温泉地がたくさん
あります。

巨岩と滝がダイナ
ミック！みたらい
渓谷の遊歩道。

吉野大　ケーブルは
現存する日本最古の
ロープウェイ。

十津川温泉は
源泉掛け流し！

※各施設の営業時間などは状況により変動する可能性があるため、事前にご確認ください。17



　春日山は「神さまの住む山」として、平安時代（841年）に狩り

や伐採が禁じられました。その後、1,000年以上も保護されたこ

とにより、広大で深い原始林が残っています。駅からそれほど

遠くない場所に原始林があることはとても珍しく、昭和 30年

（1955年）には国の特別天然記念物に指定、平成10年（1998年）

には「古都奈良の文化財」の一部として《世界遺産》にも登録さ

れています。

　原始林保存のため、遊歩道以外は立ち入り禁止です。遊歩道

奈良市

は木々の間をうねうねと進み、ところどころで石仏や滝、祠に出

会えます。道は若草山の山頂にまで続き、支道から柳生方面に

つながる道もあります。濃密な緑に包まれた原始林は、夏でも

涼しく快適。自然の力をひしひしと感じられます。運が良けれ

ば春日の神様のお使いである鹿と一緒に歩けるかもしれません

（夏期の原始林は山ヒルに注意。長袖、長ズボン必須です）。  ▷

奈良市春日野町　☎0742-22-0375（奈良公園事務所）

0101
青々とした巨木と木漏れ日が心地良い

紅葉の絨毯をゆっくり歩く時間、足裏の感触が楽しい 道中で出会った仏様にご挨拶 緑がまぶしい遊歩道

春日山原始林
Mt.Kasuga Primeval Forest

心解き放つ 癒しの聖地
古くから信仰を集めてきた奈良の聖地。様々な伝説が残る古代からの
とっておきな場所で深呼吸。身体の隅々までよみがえる気がします。

Power Spots
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　アウトドア人気の高まりから、トレッキングルートのひとつ「ダ

イヤモンドトレール」としても注目されている山です。葛城山と

金剛山は隣り同士の山で、それぞれの山頂からお互いの姿を見

ることができます。

　金剛山は、中腹の高天彦神社から登山道が伸びています。こ

の道はかつて郵便局員が行き来したことから「郵便道」とも呼

ばれており、草や木々の間の登山道が人気の山です。山頂には

修験道の開祖・役小角が開いた転法輪寺と葛木神社が鎮座。

御所市

葛城山・金剛山
Mt.Katsuragi & Mt.Kongo

かつては神仏習合による信仰が営まれていました。

　お隣りの葛城山は、５月頃になると山頂付近ではツツジが山

肌を茜色に染める「一目百万本」で人気です。また、秋は金銀

に輝くススキ、冬は真っ白な樹氷の世界など季節ごとの美しさ

で人々を魅了します。麓の里には葛城古道が南北に道をつなぎ、

道中の社寺にお参りや、季節の花々を愛でながら古道ウォーキ

ングを楽しめます。   ▷御所市　☎0745-62-3346（御所市観光

協会）

0202

冬の葛城山頂は雪の白色で覆われる 秋の葛城古道は彼岸花がナビゲート 葛城山の秋はたくさんのススキが迎えてくれる

葛城山はツツジが咲く季節、茜色に染まる

えんのおづぬ

たか ま ひこ
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　日本 300名山に数えられる倶留尊山（標高1038m）。この山から

亀山（標高849m）を結ぶ西の麓に広がるススキ野原が、曽爾高原

です。

　春から夏の季節にかけては、空の青と夏ススキの緑の爽快なパ

ノラマが広がり、秋には黄金色に色づいたススキの穂が、陽射し

を浴びてキラキラと輝きます。そんな景色を楽しみに毎年たくさ

んのハイカーや観光客が訪れます。広がりのあるロケーションは

晴れ晴れと爽やかで、心を開放できるスポットです。

曽爾村

　曽爾高原の中腹には「お亀池」と呼ばれる湧水の池があります。

このお亀池を中心に湿原が拡がり、豊かな生態系を育む源となっ

ています。湧水は地域の生活用水や農業用水として利用されるほ

か、曽爾高原のレストランや「曽爾高原ビール」の醸造にも使用さ

れています。大地を潤す恵みの水で作られる料理やクラフトビー

ルを味わえば、もはや曽爾高原と一体になったも同然。五感で自

然を満喫できること。それが曽爾高原のお楽しみです。   ▷宇陀

郡曽爾村太良路　☎0745-94-2106（曽爾村観光協会）

0303

曽爾高原
Soni Highlands

のどかで寝転びたくなるような穏やかな時間 この道の先にどんな景色が見えるのだろうか 夕日に輝く一面のススキは絶句する美しさ

天高い秋空と黄金のススキのコントラストが美しい

く  ろ  そ やま
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　下北山村の前鬼集落は、大峯奥駈道の修行場であるのと同時

に、宿坊を提供する村でもありました。前鬼集落は、修験道の

開祖である役小角の従者の前鬼と後鬼（男の鬼と女の鬼、ふた

りは夫婦）の子孫が営む村であると伝えられてきました。その

子孫は「五鬼熊」・「五鬼童」・「五鬼上」・「五鬼継」、「五鬼助」を

名乗り、それぞれ修行者をたすける宿坊を営んでいました（現在

は五鬼助家が営む「小仲坊」だけが残されています）。

　前鬼集落の前鬼川、そして不動七重の滝の水は、「前鬼ブ

ルー」と呼ばれる爽やかで美しい青色で、見る人の心まで清めて

くれそうな場所です。澄んだ水と空気と光。それぞれが美しい

宝石のように煌めいて、訪れた人々を迎えてくれます。

　ただし「秘境」ともいうべき険しい場所にあるため、現在でも

知る人ぞ知るスポット。山中で修行する行者の修練と共に身体

と心を癒す場でもあったのかもしれません。  ▷吉野郡下北山村

前鬼　☎07468-6-0001（下北山村役場地域振興課）

下北山村

前鬼川
Zenki River

0404

ため息が出るほど透明な水にはどんな魚がいるのだろう 小仲坊は、前鬼で唯一の宿坊 不動七重の滝は、これぞ秘境といえる険しい滝

思わず触りたくなるアクアブルーに輝く水

ご  き くま

えんのおづぬ ぜん き ご  き

ご  き じょ お なかぼう

ご  き どう ご  きじょう ご  き つぐ ご  き じょ
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社寺で見つけた
かわいいおみくじ

聖天堂の前に置かれている聖天さまのシンボ

ル「大根模様の巾着」のデザインのおみくじ。

巾着は昔の財布なので、金運にもご利益があ

りそう。陶器製 

05
宝袋みくじ

『日本書紀』で神武天皇を勝利に導いた金鵄

をデザインしたおみくじ。陶器製

07
金鵄みくじ

令和3年に大改修が終わった東塔の形をした
おみくじ。おみくじの紙面には東塔水煙の飛

天のイラストが描かれています。陶器製

04
東塔みくじ

愛らしい人形風の鹿のおみくじ。南円堂ちかく

の売店で出会いました。バンビのようなメルヘ

ン風味が可愛らしいおみくじです。布帛製

03
鹿みくじ

奈良時代、春日大社のご祭神は常陸国（現在

の茨城県）から白鹿に乗って来られたという

ご由緒から。可愛いお顔です。陶器製

02
白鹿みくじ

神武天皇が丹生の川原で勝利を占ったという

由緒から。「鮎」の漢字が「魚へん」に「占う」

と書くのは、この故事からきているのだとか。

陶器製

06
鮎みくじ

奈良らしい一刀彫の小さな鹿が口におみくじ

をくわえています。手作りなので、鹿の表情

を見くらべるのも楽しいおみくじ。木製

01
鹿みくじ

社寺にお参りしたときに運勢を占うおみくじ。

近ごろは、それぞれのご由緒や言い伝えをモチーフにした可愛らしい

おみくじも増えてきました。そんな心をときめかせる社寺のおみくじや、

フォトスポットをご紹介します。

ひたちのくに

ふ はく

きん し
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日本最大の石仏不動明王像「難切不動尊」に

あやかったおみくじです。陶器製

12
不動明王みくじ

境内で見かける鶏をかたどったおみくじ。日

本神話では「常世長鳴鳥」ともいわれ、光を

呼ぶ縁起の良いおみくじです。陶器製

08
御神鶏みくじ

境内の大黒堂で祀る大黒天（神仏習合の「大

国主命」）にあやかって、大国主命の危機を

救ったネズミの話にちなんだもの。木製

09
ねずみくじ

丹生川上神社（中社）は水を司る神様を祀る

神社です。龍はその象徴で、雨を降らせるの

も止ませるのも龍神の機嫌しだい。おみくじ

の龍はゴキゲンな顔をしています。陶器製

11
龍みくじ

手作り風の白兎のおみくじです。色違いのお

さぶ（座布団）付。おざぶの封筒におみくじ

が入っています。張り子製

10
おざぶうさぎのおみくじさん

猫の色ごとにいろいろなご利益があります。

陶器製

13
猫おみくじ

春日大社
奈良市春日野町160
☎0742-22-7788

01・02

石上神宮
天理市布留町 384
☎0743-62-0900

08

長谷寺
桜井市初瀬 731-1
☎0744-47-7001

09

吉野神宮
吉野町吉野山3226
☎0746-32-3088

10

東吉野村小 968
☎0746-42-0032

丹生川上神社（中社）
11

如意輪寺
吉野町吉野山1024
☎0746-32-3008

12・13

橿原神宮
橿原市久米町 934
☎0744-22-3271

06・07

寶山寺（宝山寺）
生駒市門前町1-1
☎0743-73-2006

05

興福寺
奈良市登大路町48
☎0742-22-7755

03

薬師寺
奈良市西ノ京町457
☎0742-33-6001

04

※取り扱い状況が変わる可能性があるため、事前にお問い合わせください。

とこよのながなきどり

なんきり
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社寺で見つけた
フォトスポット

写仏道場には、昭和初期から現在までに140人以
上の作家から奉納された色鮮やかな絵天井があり
ます。庭園に面した縁から覗き見ることができる他、
「写経」「写仏」体験の際には道場内で拝観・撮影
もOKです。  ▷葛城市當麻1263　☎0745-48-2001

絵天井 ―當麻寺中之坊

とても素敵なスマイルの狛犬
に出会えます。狛犬は神様を
邪なものから守る魔除けと聞
いていましたが、ここでは何だ
か元気がもらえそうです。  ▷奈
良市陰陽町

狛犬 ―鎮宅霊符神社

季節のお花だけでなく、折り鶴やカエデが
使われ、和の雰囲気が感じられる手水です。
水面に浮かぶカエデは季節に合わせて新緑
や紅葉と色が変わります。  ▷吉野郡吉野町
吉野山3226　☎0746-32-3088

鶴の手水 ―吉野神宮
岡寺の花手水は、ダリア・牡丹・蓮華・アジ
サイなど季節の花で彩られ、色鮮やか。時
期によっては、色とりどりのビー玉も。  ▷高
市郡明日香村岡806　☎0744-54-2007

花手水 ―岡寺

山深い土地でありながら、今な
お篤い信仰が捧げられる立里
荒神社。参道に立ち並ぶ鳥居
が神様のもとに誘います。  ▷
吉野郡野迫川村池津川347　
☎0747-37-2001

整然と並ぶ鳥居 ―

荒神社（立里の荒神さん）

コスモス寺としても有名な般若寺は、秋のコ
スモスはもちろん、夏のアジサイなど季節
折々の花々をガラス製のボウルやキューブ
で魅せてくれます。  ▷奈良市般若寺町221
☎0742-22-6287

花のデコレーション ―般若寺

思わず撮りたくなっちゃうもの
まだまだあります！

たて  り
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僧侶のご案内で伽藍めぐり
非公開の特別拝観も

開催日  

開催時間 
参加費  4,300円 最少催行人数  7名

MAP
奈良市

最古の宮の国宝拝殿に昇段
禁足地の特別拝観も！

開催日

開催時間 

 

参加費  1,500円
10:00～／13:00～（所要時間：約60分）

最少催行人数  1名

MAP
天理市

通常非公開
重要文化財「礼堂」
特別拝観

開催日  

開催時間 

参加費  大人 2,500円、高校生以下1,000円 最少催行人数  2名

MAP
奈良市

 

本堂拝観と金閣浮御堂での
特別勤行

開催日  
開催時間  

2022年 1/15(土)、1/22(土)、2/12(土)、2/19(土)、3/12(土)、3/19(土)

参加費  大人 3,000円、小学生 1,500円 最少催行人数  2名

MAP
桜井市

通常非公開で細川護熙氏の障壁画がある慈恩殿（じおんでん）や、この
時期非公開の田渕俊夫氏の壁画がある食堂（じきどう）、中村晋也氏作
の釈迦四相像がある西塔内陣を特別にご案内いただきます。

鑑真和上が我が国に伝えた律宗の総本山唐招提寺。奈良時代建立の金
堂は小説「天平の甍」でも有名。このプランでは通常非公開の礼堂も
ご案内いただきます。

令和御大典記念事業で覆屋の中、通常昇殿できない拝殿にて参拝。大
神様の鎮座地であり、一般には踏み入れることのできない禁足地を間
近から拝観できる特別プラン。

日本三文殊の第一霊場の安倍文殊院本堂にて説明を伺い、金閣浮御堂
で魔除け方位災難除けの「七まいり」。簡単な経本をお持ち帰りいた
だきます。

薬師寺
やくしじ

唐招提寺
とうしょうだいじ

安倍文殊院
あべもんじゅいん

石上神宮
いそのかみじんぐう

うまし奈良めぐり
楽し！うれし！深堀りの奈良旅いろいろ

うまし冬めぐり  12月～3月実施   ／   うまし夏めぐり  6月～9月実施

10:00～／14:00～（所要時間：約60分）13:00～（所要時間：約90分）

僧侶と茶話会
女人高野を満喫　

開催日
開催時間 

 2022年 1/8（土）、1/22（土）、2/12（土）、2/26（土）、3/12（土）、3/26（土）

参加費  8,000円
12:00～（所要時間：約100分）

最少催行人数  3名

MAP
宇陀市

写真家土門拳の常宿だった室生寺門前の橋本屋で人気の山菜料理に舌
鼓。ランチの後は室生寺の僧侶に加わっていただき、僧侶と茶話会！
その後は凜として美しい冬の室生寺をご案内いただきます。

室生寺
むろうじ

「ホトケ女子」安達えみが
３月大雛曼荼羅の
壷阪寺僧侶と語る

開催日
開催時間 

 2022年 3/6（日）、3/12（土）、3/25（金）

参加費  大人4,000円、17歳以下3,500円
13:20～（所要時間：約90分）

最少催行人数  5名

MAP
高取町

3月は2500体以上のお雛様が礼堂の本尊前や講堂にお祀りされる大
雛曼荼羅。本プランでは壷阪寺僧侶と「ホトケ女子」安達えみさんの
トークをプラス。サクラの時季は「桜大仏」も楽しめます。

壷阪寺
つぼさかでら

僧侶のご案内

神職のご案内

僧侶のご案内

僧侶のご案内

僧侶のご案内 僧侶のご案内

15:00～（所要時間：約90分）

P28  3E

P28  2C P28 3C

P28  1CP28  1C

P28  4C

2022年 1/29(土)、1/30(日)、2/6(日)、2/12(土)、2/13(日)、2/19(土)、
2/26(土)、2/27(日)

～2022年 3/31（木）〔除外日：2022年 1/1～1/10、1/15、2/1～2/3、
2/6、2/11、2/13、2/15（午前）、2/19、2/23（午前）、3/1（午前）、3/6（午前）、
3/15（午前）、3/21（午前）、3/23（午前）、3/28（午前）〕

2022年 1/22(土)、1/23(日)、2/11(金)、2/12(土)、2/13(日)、2/20(日)、
3/12(土)、3/13(日)

＠Kosa-Photo

ご参加には事前のお申し込みが必要です
（開催日の４日前までにお申し込みください。）

最少催行人数に満たない場合、開催日の10日前に中止とすることがあります。

TEL：0742-81-8680
 

9:00～17:00
うまし奈良めぐり実行委員会事務局

（一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー内）

※全コース、神職や僧侶のご案内付き。　※行事等により催行中止になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、スケジュール・内容等変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

詳しくは、
うまし奈良めぐり

お申し込み・お問い合わせ

（土日祝・年末年始除く）

他にも
特別企画が
盛りだくさん！

検索

慈恩殿

楼門前参道 金閣浮御堂

五重塔 桜大仏

金堂
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※MAPの番号・エリアマークはP28の地図に対応しています。

奈良エリア

山の辺・飛鳥・
橿原・宇陀エリア

生駒・信貴・斑鳩・葛城エリア

広橋梅林
梅の里山まつりの梅
（下市町）

冬彩（香芝市）

梨の花プロジェクト
（大淀町）

浄安寺の紅葉
（上牧町）

飽波神社
なもで踊り奉納
（安堵町）

河分神社祭りの
巫女舞（黒滝村）

四社神社秋祭り
菅野獅子舞（御杖村）

六県神社
子出来おんだ祭
（川西町）

町の花「あざさ」開花
（三宅町）

奥田の蓮取り行事（大和高田市）

吉野路エリア

年間行事予定 2 02 2
Schedu le of Annua l Event s 2022

大神神社 繞道祭
【桜井市】 大神神社 ☎0744-42-6633

1/1 C-3

大和神社 お弓始め式
【天理市】 大和神社 ☎0743-66-0044

1/4 C-3

三峰山霧氷まつり
【御杖村】  御杖村観光協会
 ☎0745-95-2070
※土・日曜日、祝日のみ

1月中旬～
2月中旬

G-4

大神神社 大とんど
【桜井市】 大神神社 ☎0744-42-6633

1/15 C-3

念仏寺 陀々堂の鬼走り
【五條市】 五條市企業観光戦略課
☎0747-22-4001

1/14 B-5

吉祥草寺 左義長（茅原の大とんど）

【御所市】 吉祥草寺 ☎0745-62-3472
B-4

信貴山朝護孫子寺 左義長（納め札
焼大とんど）
【平群町】 信貴山朝護孫子寺 
☎0745-72-2277

B-2

若草山焼き
【奈良市】 若草山焼き行事実行委員会
☎0742-27-8677
※第４土曜日

C-1

大立山まつり
【奈良市】 大立山まつり実行委員会
☎0742-27-8974

1/22～
1/23

C-1

春日の大とんど
【奈良市】 奈良市観光協会
 ☎0742-30-0230

1/22 C-1

宝山寺 新年特別祈祷会
【生駒市】 宝山寺 ☎0743-73-2006

1/1～
1/15

B-1

大安寺 光仁会（癌封じ笹酒祭り）

【奈良市】 大安寺 ☎0742-61-6312

1/23
C-1

天理市内
奈良・町家の芸術祭はならぁと（天
理エリア）
【天理市】奈良・町家の芸術祭HANARART
実行委員会
info@hanarart.jp

2/11～
2/28

C-1興福寺 追儺会（鬼追い式）　
【奈良市】 興福寺 ☎0742-22-7755

C-5金峯山寺 節分会
【吉野町】 金峯山寺 ☎0746-32-8371

B-1往馬大社 生駒ゑびす祭
【生駒市】 往馬大社 ☎0743-77-8001

C-1春日大社 節分万燈籠
【奈良市】 春日大社 ☎0742-22-7788

2/3

大和郡山盆梅展
【大和郡山市】 大和郡山市地域振興課
☎0743-53-1151

2/5～
3/10

C-2

鬼フェスin吉野山
【吉野町】 吉野山観光協会
☎0746-32-1007

1月下旬～
2月上旬
（予定）

C-5

C-1しあわせ回廊なら瑠璃絵
【奈良市】 なら瑠璃絵実行委員会
https://www.rurie.jp/

2/8～
2/14
（予定）

B-2
信貴山朝護孫子寺 信貴山寅まつり

【平群町】 信貴山朝護孫子寺
☎0745-72-2277

2/26～
2/27

C-1東大寺 修二会（お水取り）
【奈良市】 東大寺二月堂 ☎0742-22-5511
※お松明3/1～ 11・13 19：00～、
　3/12 19：30～、3/14 18：30～

3/1～
3/14

C-4町家の雛めぐり
【高取町】 高取町観光案内所「夢創館」
☎0744-52-1150

3月
（予定）

C-5広橋梅林 梅の里山まつり
【下市町】 下市町地域づくり推進課
☎0747-52-0001

3月中旬
（予定）

C-4石舞台古墳 夜桜ライトアップ
【明日香村】 （一財）明日香村地域振興公
社 ☎0744-54-9200

3月下旬～
4月上旬

C-2大和郡山お城まつり
【大和郡山市】 （一社）大和郡山市観光協会
☎0743-52-2010

3/24～
4/7

C-1春日祭
【奈良市】 春日大社 ☎0742-22-7788

3/13

E-6朝拝式
【川上村】 川上村教育委員会 
☎0746-52-0144

2/5

法隆寺 西円堂修二会・追儺会
【斑鳩町】 法隆寺 ☎0745-75-2555
※2/3 19：00～ 西円堂追儺会

2/1～
2/3

B-2

信貴山朝護孫子寺 節分大法要・
星まつり法要・鬼追式（豆まき）
【平群町】 信貴山朝護孫子寺
☎0745-72-2277

B-2

D-3長谷寺 修二会・だだおし
【桜井市】 長谷寺 ☎0744-47-7001
※2/8～ 14 14：00～修二会、
　2/14 15：00～だだおし

2/8～
2/14

浄見原神社 国栖奏
【吉野町】 吉野町産業観光課
☎0746-32-3081
※旧正月14日

2/14 D-5

社寺の伝統行祭事や県・市町村等のイベント等をご案内します
（2022年1月～2022年12月）。掲載情報は2021年10月現
在のものです。内容が変更される場合もございますのでお出か
けの際にはご確認ください。

廣瀬神社 砂かけ祭
【河合町】 廣瀬大社 ☎0745-56-2065

B-22/11

六県神社 子出来おんだ祭 
【川西町】 川西町総合政策課
☎0745-44-2213

B-22/11
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薬師寺 修二会花会式（薬師悔過法
要）
【奈良市】 薬師寺 ☎0742-33-6001

3/25～
3/31 C-1

B-4
鴨都波神社 夏季大祭・ススキ提灯
献灯行事
【御所市】 鴨都波神社 ☎0745-62-2176

7/16

C-3祇園祭
【田原本町】 津島神社 ☎0744-32-3914
※20日前後の土・日曜日

7/17～
7/18
（予定）

A-7平維盛の大祭
【野迫川村】 野迫川村産業課
☎0747-37-2101

7/30
（予定）

D-6大峯山洞川温泉 行者まつり
【天川村】 洞川温泉観光協会
☎0747-64-0333

8/2～
8/3

B-8つり橋まつり 揺れ太鼓
【十津川村】 十津川村観光協会
☎0746-63-0200

8/4

C-9十津川の大踊り
【十津川村】 十津川村観光協会
☎0746-63-0200

8/13～
8/15

C-3ほうらんや火祭
【橿原市】 （一社）橿原市観光協会
☎0744-20-1123

8/15

C-2全国金魚すくい選手権大会
【大和郡山市】 大和郡山市地域振興課
☎0743-53-1151
※第３日曜日

8/21
（予定）

B-3大垣内 立山祭
【広陵町】 広陵町生涯学習文化財課
☎0745-55-1001

8/24

C-1バサラ祭り
【奈良市】 NPO法人バサラ衆　
☎090-9046-1999
※最終土・日曜日

8/27～
8/28

C-1奈良大文字送り火
【奈良市】 奈良大文字保存会
☎0742-30-0230

D-6ふるさとまつり
【天川村】 天川村総合案内所
☎0747-63-0999

8/14

C-1なら燈花会
【奈良市】 NPOなら燈花会の会
☎0742-21-7515

8/5～
8/14

B-1いこまどんどこまつり
【生駒市】 生駒市市民活動推進課
☎0743-74-1111

8/6

C-1東大寺 大仏殿万灯供養会
【奈良市】 東大寺 ☎0742-22-5511
※拝観有料 19：00～ 21：00

C-1
ぐれーとさまーふぇすた☆
ならまち遊歩
【奈良市】 ならまち遊歩実行委員会
☎0742-93-5250

8月中旬～
下旬（予定）

ふるさと上北夏祭り
【上北山村】 上北山村地域活性化イベント
実行委員会（上北山村役場企画政策課内）
☎07468-2-0002

7月中旬～
下旬（予定）

E-7

C-1
天平たなばた祭り
～平城京天平祭・夏～
【奈良市】 平城京天平祭実行委員会
☎0742-25-0707

8月下旬
（予定）

C-1東大寺 大仏殿夜間参拝
【奈良市】 東大寺 ☎0742-22-5511
※17：30～21：00

8/13～
8/14

C-1東大寺 大仏お身拭い
【奈良市】 東大寺 ☎0742-22-5511

8/7

C-1春日大社 中元万燈籠
【奈良市】 春日大社 ☎0742-22-7788

8/14～
8/15

下北山村夏祭り
【下北山村】 下北山村商工会
☎07468-5-2022

E-8

B-2達磨寺 達磨会式
【王寺町】 王寺町観光協会
☎0745-33-6668
※第2土曜日

4/9

県内各地ムジークフェストなら
【奈良県】 ムジークフェストなら実行委員
会事務局 ☎0742-27-8917

5/15～
6/5

C-1
唐招提寺 うちわまき（中興忌梵網
会）
【奈良市】 唐招提寺 ☎0742-33-7900

5/19

鮎漁解禁
【下北山村】 下北山村漁業協同組合
☎07468-5-9555
※第１日曜日

6/5～
9/30

E-8

C-1奈良・西ノ京ロータスロード
【奈良市】 奈良市観光協会
☎0742-30-0230

6月～
8月頃
（予定）

C-1なつの奈良旅キャンペーン
【奈良市】 奈良市観光協会
☎0742-30-0230

6月～
9月頃
（予定）

C-5丹生川上神社下社 例祭
【下市町】 丹生川上神社下社
☎0747-58-0823

6/1

春日大社・興福寺 薪御能
【奈良市】 薪御能保存会 ☎0742-30-0230
※春日大社11：00～（２１日は13：30～）、
　興福寺17：00～
※第３金・土曜日

5/20～
5/21

C-1

C-1唐招提寺 開山忌舎利会
【奈良市】 唐招提寺 ☎0742-33-7900
※6/5～6/7（予定） 鑑真和上像特別公開

6/5～
6/6

E-5
夏越大祓式ならびに七夕燈籠祭

【川上村】 丹生川上神社上社
☎0746-52-0733
※第1土曜日

7/2

B-3當麻の里ぼたん祭り
【葛城市】 葛城市観光協会事務局
☎0745-44-5111

4/13～
5/6

C-1帯解寺 小野小町忌
【奈良市】 帯解寺 ☎0742-61-3861

4/24

C-1平城京天平祭・春
【奈良市】 平城京天平祭実行委員会
☎0742-25-0707

５月上旬
（予定）

C-3町の花「あざさ」開花
【三宅町】 三宅町産業振興課
☎0745-44-3071
※早朝に咲き昼頃に萎む

5月～
10月

桜祭り
【下北山村】 下北山村商工会
☎07468-5-2022

4月上旬
（予定）

E-8

B-1宝山寺 大般若会式
【生駒市】 宝山寺 ☎0743-73-2006

5/1～
5/10

C-16/17 率川神社ゆり祭（三枝祭）
【奈良市】 率川神社 ☎0742-22-0832

C-37/1～
8/31

おふさ観音 風鈴まつり
【橿原市】 おふさ観音 ☎0744-22-2212

D-27/1 氷室神社 献氷祭
【天理市】 氷室神社 ☎0743-69-2971

B-27/3 龍田大社 風鎮大祭
【三郷町】 龍田大社 ☎0745-73-1138
※第1日曜日

C-5金峯山寺 蓮華会 蛙飛び行事
【吉野町】 金峯山寺 ☎0746-32-8371

C-1
春日大社 子供の日萬葉雅楽会

【奈良市】 春日大社 ☎0742-22-7788

5/5

B-1宝山寺 大護摩会式
【生駒市】 宝山寺 ☎0743-73-2006

大和神社 ちゃんちゃん祭り
【天理市】 大和神社 ☎0743-66-0044

4/1 C-3

B-2元山上千光寺 戸開式大法会
【平群町】 元山上千光寺 ☎0745-45-0652
※第１土曜日

4/2
　

C-5
金峯山寺花供会式（花供懺法会）

【吉野町】 金峯山寺 ☎0746-32-8371

4/10～
4/12

B-3當麻寺 練供養
【葛城市】 當麻寺（奥院） ☎0745-48-2008

4/14

二上山岳のぼり
二上山美化促進協議会事務局（葛城市商
工観光課内） 
☎0745-44-5111

4/23
（予定）

B-3

C-1氷室神社 献氷祭 
【奈良市】 氷室神社 ☎0742-23-7297
※一般参拝は午後から、
　舞楽奉納は14：00から

5/1

C-4梨の花プロジェクトイベント
【大淀町】 大阿太高原梨の花プロジェクト
委員会 ※梨花の開花状況等により変動
☎０９０-４７６２-３１２０

C-3大神神社 ささゆり奉献神事
【桜井市】 大神神社 ☎0744-42-6633

D-2山田町 虫送り
【天理市】 天理市産業振興館
☎0743-63-1242

6/16

石上神宮 神剣渡御祭（でんでん祭）

【天理市】 石上神宮 ☎0743-62-0900

6/30
C-2

B-3奥田の蓮取り行事
【大和高田市】 大和高田市文化振興課
☎0745-53-8200

7/7 

談山神社 春のけまり祭
【桜井市】 談山神社 ☎0744-49-0001

C-4

聖徳太子報恩大会式
【大淀町】 世尊寺 ☎0746-32-5976

4/29 C-4

天川村名水まつり
【天川村】天川村総合案内所
☎0747-63-0999

D-6

C-1玄奘三蔵会大祭
【奈良市】 薬師寺 ☎0742-33-6001
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奈良県観光公式サイト
「あをによしなら旅ネット」では
各種観光情報をご案内しています。

詳しくは
なら旅ネット 検索検索

奈良でのお泊まりは・・・

奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合

奈良県旅館ホテル組合
詳しくは

新型コロナウイルスの影響により、行事の中止や、日時の変更、予約・入場制限等の開催内容が変更になる場合があります。
お出かけの際は、各連絡先に最新情報をご確認ください。

C-1采女祭
【奈良市】 采女祭保存会（奈良市観光協会
内） ☎0742-30-0230
※宵宮祭9/9・本祭9/10
※中秋の名月

9/9～
9/10

神波多神社 天王祭
【山添村】 山添村教育委員会事務局 
☎0743-85-0049
※第４土曜日

F-2

天の川もみじまつり
【天川村】 天川村総合案内所
☎0747-63-0999

11月上旬 D-6

B-3浄安寺の紅葉
【上牧町】 上牧町まちづくり推進課
☎0745-76-1001

11月下旬

たかとり城まつり
【高取町】 高取町観光案内所「夢創館」
☎0744-52-1150

C-411/23

B-3冬彩
【香芝市】 香芝冬彩実行委員会
☎0745-76-2001

12月
（予定）

C-1冬の奈良大和路キャンペーン
【奈良市】 奈良市観光協会
☎0742-30-0230

12月～
2月頃
（予定）

春日神社 申祭り
【山添村】 山添村教育委員会事務局
☎0743-85-0049
※申の日

E-212月上旬
（予定）

談山神社 秋のけまり祭
【桜井市】 談山神社 ☎0744-49-0001

C-411/3

D-8池神社 秋の大祭
【下北山村】 池神社 ☎07468-5-2518

C-1春日大社 文化の日萬葉雅楽会
【奈良市】 春日大社 ☎0742-22-7788

D-511/3
（予定）

河分神社 秋祭り
【黒滝村】 黒滝村企画政策課
☎0747-62-2031

室生寺紅葉ライトアップ
【宇陀市】 室生寺 ☎0745-93-2003

E-3

光の祭典2022
【天理市】光の祭典実行委員会
☎0743-62-1945

C-212月上旬～
1月中旬
（予定）

B-112/1 宝山寺 生駒聖天厄除大根炊き
【生駒市】 宝山寺 ☎0743-73-2006

ペガサスフェスタ
【上牧町】 上牧町企画財政課
☎0745-76-1001

B-3

C-112/15～
12/18

春日若宮おん祭
【奈良市】 春日大社 ☎0742-22-7788

B-112/16 宝山寺 大鳥居大注連縄奉納
【生駒市】 宝山寺 ☎0743-73-2006 

石上神宮 ふるまつり　
【天理市】 石上神宮 ☎0743-62-0900

C-210/15

うたの秋祭り
【宇陀市】宇陀市観光協会
☎0745-82-2457
※第３日曜日

E-410/16

C-1
みつきうまし祭り
～平城京天平祭・秋～
【奈良市】 平城京天平祭実行委員会
☎0742-25-0707

10月下旬
（予定）

四社神社秋祭り 菅野獅子舞
【御杖村】 御杖村観光協会
☎0745-95-2070
※第4日曜日

G-310/23
（予定）

春日神社（土屋原）秋祭り 子ども
神輿
【御杖村】 御杖村観光協会
☎0745-95-2070
※最終日曜日

G-3
10/30
（予定）

B-2飽波神社 なもで踊り奉納
【安堵町】 安堵町歴史民俗資料館
☎0743-57-5090

10/22
（予定）

B-5五條天平行列
【五條市】 御霊神社本宮 ☎0747-23-0178
※第4日曜日・前日の土曜日

10/22～
10/23

B-3香芝ふれあいフェスタ
【香芝市】 香芝市市民協働課
☎0745-76-2001

11月
（予定）

與喜天満神社 大祭（初瀬まつり）
【桜井市】 與喜天満神社（桜井市観光まち
づくり課） ☎0744-42-9111

D-3

B-1高山八幡宮 例大祭
【生駒市】 高山八幡宮 ☎0743-78-1014
※第３日曜日

長岳寺 大地獄絵開帳
【天理市】 長岳寺 ☎0743-66-1051

C-310/23～
11/30

C-9玉置神社 例大祭
【十津川村】 玉置神社 ☎0746-64-0500

10/24

飛鳥光の回廊
【明日香村】 (一社)飛鳥観光協会
☎0744-54-3240

C-4

B-1宝山寺 生駒聖天お彼岸万燈会
【生駒市】 宝山寺 ☎0743-73-2006
※秋分の日

山の辺のあかり「柳灯会」
【天理市】天理市産業振興館
☎0743-63-1242
※第３土・日曜日

9月中旬 C-3

ヒルクライム大台ヶ原 since2001

【上北山村】上北山村地域活性化イベント
実行委員会（上北山村役場企画政策課内）
☎07468-2-0002

9月中旬
（予定） E-7

彼岸花祭り
【明日香村】 （一財）明日香村地域振興公社
☎0744-54-9200

9月中旬～
9月下旬

C-4

B-4

鴨都波神社 秋季大祭・ススキ提
灯献灯行事（8日宵宮）・大神輿渡
御（9日本宮）
【御所市】 鴨都波神社 ☎0745-62-2176
※スポーツの日の前々日と前日

10/8～
10/9 

B-2元山上千光寺 戸閉式大法会
【平群町】 元山上千光寺 ☎0745-45-0652
※第１土曜日

10/1

C-1興福寺 塔影能
【奈良市】 興福寺 ☎0742-22-7755
※第１土曜日

C-1奈良豆比古神社 翁舞
【奈良市】 奈良豆比古神社
☎0742-23-1025

C-1薬師寺 天武忌大祭
【奈良市】 薬師寺 ☎0742-33-6001

10/8

E-4丹生川上神社 小川祭り
【東吉野村】 丹生川上神社
☎0746-42-0032
※第2日曜日

10/9

B-1往馬大社 例大祭（火祭り）
【生駒市】 往馬大社 ☎0743-77-8001
※スポーツの日の前々日と前日 

B-3高田おかげ祭り
【大和高田市】 大和高田市商工振興課 
☎0745-22-1101

10月中旬 

春日神社（桃俣）秋祭り
桃俣獅子舞
【御杖村】 御杖村観光協会
☎0745-95-2070

10月中旬
（予定） F-4

大和神社 紅しで踊り
【天理市】 大和神社 ☎0743-66-0044

9/23 C-3

例大祭
【川上村】 丹生川上神社上社
☎0746-52-0733

10月上旬 E-5

B-1高山竹林園 高山竹あかり
【生駒市】 高山竹林園 ☎0743-79-3344

B-3香芝ウォーク2022
【香芝市】 香芝市商工振興課
☎0745-44-3312

10月or
11月（予定）

C-1鹿の角きり
【奈良市】 奈良の鹿愛護会
☎0742-22-2388

10月上旬
（予定）

高取かかし祭り
【高取町】 高取町観光案内所「夢創館」
☎0744-52-1150

10/1～
10/31 

C-4

県内各地
奈良県みんなでたのしむ大芸術祭
【奈良県】 奈良県大芸術祭・
奈良県障害者大芸術祭実行委員会事務局
☎0742-27-8488

9/1～
11/30

御杖神社秋祭り 太鼓台（御神輿）

【御杖村】 御杖村観光協会
☎0745-95-2070
※第1日曜日

11/6
（予定） G-3

F-3門僕神社 秋祭り（曽爾の獅子舞）
【曽爾村】 曽爾村教育委員会
☎0745-94-2104
※スポーツの日の前日

秋夜の奈良旅
【奈良市】 奈良市観光協会
☎0742-30-0230

C-1
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奈良市総合観光案内所 ☎0742-27-2223
近鉄奈良駅総合案内所
柳生観光協会 ☎0742-94-0002 

吉野路エリア

山の辺・飛鳥・橿原・宇陀エリア

奈良エリア

五條市企業観光戦略課 ☎0747-22-4001
JR五条駅前観光案内所 ☎0747-20-9005
吉野町産業観光課 ☎0746-32-3081
吉野町観光案内所 ☎0746-39-9237
吉野山観光協会（月・水・金曜のみ）☎0746-32-1007 

大淀町建設産業課 ☎0747-52-5543

下市町地域づくり推進課 ☎0747-52-0001
黒滝村企画政策課 ☎0747-62-2031

天川村総合案内所 ☎0747-63-0999
大峯山洞川温泉観光協会 ☎0747-64-0333
野迫川村産業課 ☎0747-37-2101 
十津川村観光協会 ☎0746-63-0200

下北山村地域振興課 ☎07468-6-0001
上北山村企画政策課 ☎07468-2-0002
川上村観光協会 ☎0746-52-0111
東吉野村観光協会 ☎0746-42-0441

市町村･観光協会などのお問い合わせ

大和高田市広報広聴課
大和郡山市観光協会 ☎0743-52-2010
御所市企画政策課 ☎0745-44-3169
生駒市観光協会 ☎0743-74-1111 
香芝市商工振興課 ☎0745-44-3312

葛城市観光協会（相撲館内）
火･水曜休館日 ☎0745-48-4611
信貴山観光協会 ☎0745-44-9855 

葛城市商工観光課 ☎0745-4４-5111

平群町経済建設課 ☎0745-45-1017
三郷町ものづくり振興課 ☎0745-43-7343 
斑鳩町観光協会（法隆寺iセンター）☎0745-74-6800

川西町総合政策課
安堵町産業課

☎0745-44-2213
三宅町産業振興課 ☎0745-44-3071

☎0744-33-4560
上牧町まちづくり推進課 ☎0745-76-1001

広陵町地域振興課 ☎0745-55-1001
王寺町観光協会 ☎0745-33-6668 

河合町広報広聴課 ☎0745-57-0200

☎0743-57-1511

かしはら観光インフォメーションセンター神宮前☎0744-27-2070

天理市産業振興館 ☎0743-63-1242

橿原市観光協会 ☎0744-20-1123
天理駅前広場インフォ ☎0743-61-5544

橿原市観光交流センター ☎0744-47-2270

桜井観光案内所（9:00～15:00）☎0744-44-2377
桜井市観光協会 ☎0744-42-7530

宇陀市観光協会 ☎0745-82-2457

曽爾村観光協会
御杖村観光協会
高取町観光協会（夢創舘内）☎0744-52-1150
飛鳥観光協会
（飛鳥びとの館内）

☎0745-95-2070

（一社）田原本まちづくり観光振興機構
（火曜定休）

☎0745-22-1101

☎0742-２４-4858

☎0744-54-3240

☎0745-94-2106
山添村観光協会 ☎0743-85-0081

生駒・信貴・斑鳩・葛城エリア

奈良エリアマップ
M ap o f  Nar a  Area

月ヶ瀬観光協会 ☎0743-92-0300 

【お問い合わせ】
奈良県道路建設課
☎0742-27-8667

奈良  アクセスナビ

ぐるっとバスのご案内

奈良公園 平城宮跡
周遊に便利!

詳しくは

道の駅

詳しくは本冊子末尾、
奈良交通誌面をご覧ください！フリー乗車券

奈良交通路線バスが乗り放題！

法隆寺

和佐又山

JR線
近鉄線
自動車道路
主な国道

1乗車
100円

大和路へぐり くまがしステーション

ふたかみパーク當麻

宇陀路 室生

かつらぎ

針T･R･S

☎0745-45-8511

☎0745-48-7000

☎0745-97-2200

☎0745-48-1147

☎0743-82-5533

❶

❹

レスティ唐古・鍵
☎0744-33-9170❷

❺

❼

飛鳥
☎0744-54-3240❻

宇陀路 大宇陀
☎0745-83-0051❽

吉野路大淀iセンター

杉の湯 川上

吉野路 黒滝

吉野路 大塔

吉野路 上北山

十津川郷

☎0747-54-5361

☎0746-52-0006

☎0747-62-2456

☎0747-35-0311

☎07468-2-0169

☎0746-63-0003

伊勢本街道 御杖
☎0745-95-2641❾

10

11

12

13

14

15

なら歴史芸術文化村
令和4年3月21日オープン16

❸
テラス

（一社）奈良県タクシー協会　☎0743-57-0073
奈良県レンタカー協会　☎0742-22-0127
日本道路交通情報センター（奈良情報）  ☎050-3369-6629
（近畿地方・大阪情報）☎050-3369-6627 
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至 博多
至 姫路

みやこ路快速 約47分 

京都～近鉄奈良【特急】約35分【急行】約45分

京都～飛鳥【特急】約1時間25分（橿原神宮前乗り換え）
京都～吉野【特急】 約2時間（橿原神宮前乗り換え）

新幹線
約2時間15分 大和西大寺

橿原神宮前 飛鳥 吉野大和八木
約8分

なんば梅田

みやこ路快速 約47分 

バスタ新宿発 夜行高速バス
「やまと号」 約8時間

 京都～近鉄奈良
【特急】約35分【急行】約45分

新幹線 約34分 

近鉄名古屋～大和西大寺【特急】 約2時間14分（大和八木経由）
大和西大寺～近鉄奈良【急行】約6分（大和八木経由）  

近鉄名古屋～飛鳥【特急】約2時間24分（大和八木経由）
近鉄名古屋～吉野【特急】 約3時間12分（大和八木経由）

近鉄奈良

飛鳥 吉野

京都

大和西大寺

主要駅から奈良へのアクセス所要時分

大和路快速 約33分 

大和路快速 約18分 大和路快速 約15分

大阪阿部野橋～飛鳥【特急】約39分【急行】約47分 大阪阿部野橋～吉野【特急】約1時間19分【急行】約1時間32分

約40分

飛鳥 吉野大阪阿部野橋

約40分
大阪難波 大和西大寺

阪神 神戸三宮～大阪難波【快速急行】約41分 ※阪神 神戸三宮駅から相互直通運転 
大阪難波～近鉄奈良【快速急行】約36分

神戸三宮

大阪阿部野橋～飛鳥【特急】約39分
大阪阿部野橋～吉野【特急】約1時間19分

大和路快速 約50分  

大和路快速 約35分

約32分 約12分

約23分

大和路快速 約15分

大阪難波～近鉄奈良【快速急行】約36分
鶴橋～近鉄奈良【快速急行】約29分

約4分
約16分

新幹線
約2時間30分

近鉄奈良

飛鳥天王寺 吉野
大阪難波

大阪阿部野橋

大和西大寺

※電車の移動時間、バスの移動時間は歩く速度や日時等により異なりますため目安と
　してご使用ください。
※乗車券の他に別途特急券が必要な列車があります。事前にご確認ください。

JR 西日本お客様センター
近鉄電車テレフォンセンター
奈良交通お客様サービスセンター
奈良交通総合予約センター（高速・リムジンバス等）※2021年11月時点での情報になります。最新情報は各連絡先にお問合せください。

鶴橋

久宝寺

☎0570-00-2486
☎050-3536-3957
☎0742-20-3100
☎0742-22-5110

詳細な時間につきましては、下記にお問い合わせください。

J R 奈 良
J R 奈 良

近鉄奈良

J R 奈 良

J R 奈 良近鉄奈良
関
西
空
港

﹇
関
西
国
際
空
港
﹈

な
ん
ば

博
　多

新
大
阪 大

　阪

名
古
屋

大和八木

橿原神宮前

近
鉄
名
古
屋

天
王
寺

王寺

新幹線
近鉄線
その他私鉄線
奈良交通高速・リムジンバス
ロープウェイ・ケーブル

JR線
阪神線
その他地下鉄線

至 福知山

至 福知山

JR難波

尼崎

高安山

コスモスクエア

放
出

鳥
居
前生

駒
山
上

京
橋

平城宮跡
奈良公園

近鉄丹波橋

新大宮

田原本

桜井

橿原神宮前

当麻寺

二上山

古市

尺土

近鉄御所河内長野
飛鳥

吉野口

吉野神宮
吉野

池部
西田原本
大和八木

平端新王寺 筒井
天理

大和西大寺
大阪難波 鶴橋

学研奈良
登美ヶ丘

大阪阿部野橋
西信貴ケーブル

吉野山ロープウェイ

生駒ケーブル

学研けいはんなプラザ

国際会館

平城山

京終

帯解

郡山

柳本

日根野

五条

千本口

吉野山

泉佐野

和歌山

至新宮

三輪

天王寺

大阪

新大阪

京都 名古屋

JR奈良

近鉄奈良

三ノ宮

大
阪
国
際

空
港（
伊
丹
）

関
西
国
際

　空
港

神戸三宮

畝傍
高田

近鉄下田

木
津

加
茂

笠
置

伊
賀
上
野

上
野
市

大
和
小
泉

法
隆
寺

王
寺

久
宝
寺

竹田

高の原

西ノ京

河内山本

信貴山口

信貴山下
王寺

香芝

近鉄
郡山

山陽新幹線

至
神
戸
空
港

南
海
線

伊
賀
鉄
道

至
鳥
羽・賢
島

至
東
京

至
横
浜

新
宿

「
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト 

」

学
園
前

大
和
高
田

長
谷
寺

下
市
口

大
和
上
市

名
張

伊
賀
神
戸

伊
勢
中
川

五
位
堂

生
駒

長
田

布
施

吉野線

長野線

奈良アクセスガイド
Acce ss  to  Nar a

王
寺

京
都
線

生
駒
線

南
大
阪
線

橿
原
線

名
古
屋
線

けいはんな線

奈良線

天理線田原本線

御所線

大
阪
線

学研都市線

大和路線

和歌山線

関西本線

奈良線

お
お
さ
か
東
線

阪
和
線

万
葉
ま
ほ
ろ
ば
線

東海道新幹線

東
　京

京
　都
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バスでゆっくり
奈良を巡ろう！

バス乗り放題のフリー乗車券を
販売しているよ～。

奈良交通

（8:30～19:00 年中無休）奈良交通お客様サービスセンター 奈良交通

スマホで
乗れるよ！

☎0742-20-3100お問い合わせ 検索

いろんなお得な特典が受けられる！

詳しくは
こちらから
チェック！
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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




