平成３０年５月２９日
奈
良
市
公益社団法人奈良市観光協会
西日本旅客鉄道株式会社
近畿日本鉄道株式会社
奈 良 交 通 株 式 会 社

の実施について
奈良市、公益社団法人奈良市観光協会、西日本旅客鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通
株式会社は共同で昨年に続き、夏の奈良への誘客施策「なつの奈良旅キャンペーン２０１８」を
７月１日（日）から９月３０日（日）までの３か月間実施します。
平成２５年度から６年目の実施となる「なつの奈良旅キャンペーン２０１８」は「ぶら～りお散歩。
ワタシが映える奈良ですね。」を合言葉に、夏ならではの奈良旅をお客様にご提案いたします。加えて、
奈良・西ノ京ロータスロードなど奈良のトピックをお伝えし、お客様に新たな奈良の魅力を発見してい
ただくことを目的として計画、実施いたします。
１．奈良市内で実施する主な事業について
(１) 新日本三大夜景「奈良若草山夜景観賞バス」の運行（本年計画３６日、昨年実績３５日）
(２) 「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮とご朱印めぐりを楽しむ旅～」を拡大。従来の薬師寺、
唐招提寺、喜光寺に加え、今年加わった西大寺も含めた四ヶ寺共同で実施
a 特別ご朱印めぐり四ヶ寺共通拝観券の販売
b 四ヶ寺僧侶がご案内する「僧侶と巡るロータスロード」ウォーキングツアーの実施
（要予約）
c
四ヶ寺早朝参拝の実施（要予約）
d 奈良交通定期観光バス 「蓮の四ヶ寺めぐりと写経体験」（要予約）他
(３) 夏休み特別企画「なつの鹿寄せ」を実施（本年計画１４日、昨年実績１６日）
(４) 着地型旅行商品企画（全て要予約）
a ならまち・京終レトロさんぽ
b ならまち舞子ビアホール in 四季亭 2018 他
(５) ＪＲ西日本の「ちょこっと関西歴史たび」と共同し、高畑地区に焦点を当てる（新規事業）
a 高畑三ヶ寺（福智院、不空院、新薬師寺）特別御朱印
b 福智院「絵塔婆」特別公開、夕方のお勤め体験
c
不空院 本尊「不空羂索観音菩薩坐像（重文）」
・秘仏「宇迦辨財天女」夜間特別拝観、
阿字観体験
d 新薬師寺 景清地蔵・おたま地蔵と本堂の解説、夜間特別拝観
e 入江泰� 写真展「奈良を愛した文士と高畑界隈」 他
２． キャンペーン告知のための施策
(１) ポスター（Ｂ１、Ｂ３判）
、パンフレットを制作しＪＲ西日本管内、近鉄管内の各駅・車内で
掲出、奈良市内の観光案内所等での掲出配布
(２) 旅行会社とタイアップし、商品企画を促進
（北海道、東北、関東、北陸、中部、関西、中国四国、九州発 １４商品）
「なつの奈良旅キャンペーン２０１８」では従来の企画に加え、この時期にぜひ体験いただきたい
着地型企画を多数ご用意しました。今夏もより多くのお客様に夏の奈良をお楽しみいただきたいと考え
ています。詳細は別紙をご覧ください。
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別紙

の概要並びに主要な事業について

I.

主

催

奈良市、公益社団法人奈良市観光協会
西日本旅客鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社

II. 期

間

平成３０年７月１日（日）から９月３０日（日）までの３か月間

III. 「なつの奈良旅キャンペーン２０１８」主な事業について
１． 新日本三大夜景「奈良若草山夜景観賞バス」の運行（６年連続実施）
昨年１，７００名以上にご体験いただいた好評の夜景観賞バスの運行を今年度も実施します。

(１) 運行について
【実施日】 ７月１３日（金）から９月３０日（日）の金・土・日曜日
全３６日間計画
【運 賃】 大人６００円、小児３００円（往復料金）
【行 程】 ＪＲ奈良駅（１９：３０）～近鉄奈良駅～若草山山頂（夜景観賞約３０分）
～県庁前～近鉄奈良駅～ＪＲ奈良駅（２１：００）
【その他】 ・荒天時は、運休する場合があります。
・平成２９年のご利用実績は１，７７６名様でした。
・購入者特典準備中
(２) 特別企画 春日山よるさんぽ（要予約）
夜景観賞バスに乗車し、若草山の夜景を鑑賞した後、ガイドのご案内で夜の春日山を
歩きながら、静かな森の音に耳を傾け体感するツアーを実施します。
【実施日】 ７月２８日（土）
、８月４日（土）
・１１日（土・祝）
【料 金】 大人３，４００円（対象：中学生以上の方）
２． 薬師寺、唐招提寺、喜光寺、西大寺の西ノ京四ヶ寺での奈良・西ノ京ロータスロード企画
新たに西大寺が加わり、四ヶ寺となったロータスロードはさらに魅力を増しました。今年も特
別ご朱印付き四ヶ寺共通拝観券の発売、早朝参拝の実施、僧侶と巡るロータスロードウォーキ
ングツアー、お寺で写真教室 in 喜光寺、フォトコンテストを実施いたします。
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(１) 特別ご朱印めぐり共通拝観券について
【価 格】 ３，６００円（大人料金のみ設定）
【期 間】 ６月１５日（金）から８月１９日（日）
【販売箇所】薬師寺、唐招提寺、喜光寺、西大寺の拝観受付、奈良市総合観光案内所、
奈良市観光センター、奈良まほろば館（東京都中央区日本橋）
※奈良まほろば館では６月７日～８月１３日までの販売
a 共通拝観券に含まれるもの
① 薬師寺、唐招提寺、喜光寺、西大寺（本堂）の拝観料
② 上記四ヶ寺の特別ご朱印納経料
（共通拝観券だけの特別なご朱印をお受けいただけます）
③ 記念品トートバッグ
b その他
① ご朱印と同時に特製散華をプレゼント。
② 共通拝観券は２，０００枚限定です。売切れ次第販売は終了します。
(２) 四ヶ寺の早朝参拝の実施について（要予約）
僧侶の方と一緒にお参りし、その後、朝粥を召し上がっていただく体験を実施します。
喜光寺でのプランではお写経体験も含みます。
◎薬師寺
日時：７月１日（日）
・１４日（土） ７：００～８：３０
料金：おひとり２，５００円（お参り・法話・朝粥）
◎唐招提寺 日時：６月３０日（土）・７月１５日（日） ７：００～８：３０
料金：おひとり２，０００円（お参り・法話・朝粥）
◎喜光寺
日時：６月２４日（日）・８月１２日（日） ７：００～９：３０
料金：おひとり３，０００円（お参り・法話・朝粥・お写経体験）
◎西大寺
日時：７月７日（土）
・２２日（日） ７：００～８：３０
料金：おひとり２，０００円（お参り・法話・朝粥）
(３) 四ヶ寺を巡るウォーキングツアーの実施（要予約）
僧侶のご案内による拝観、花蓮の観賞に加え、ミニ法話会なども実施いたします。
【開催日】 ７月２９日（日）
【料 金】 おひとり５，６００円（四ヶ寺共通拝観券・喜光寺での昼食を含む）
(４) 奈良交通 夏の定期観光バス特別コース「蓮の四ヶ寺めぐりと写経体験（H）
」
四ヶ寺を効率よく巡りたい方におすすめのプラン。喜光寺ではいろは写経体験
とお抹茶をいただけます。昼食は「倭膳たまゆら」で特別ランチをいただきま
す。
【実施日】 ７月１日（日）
・８日（日）
・１４日（土）
・１５日（日）
・１６日（月・祝）
【行 程】 JR 奈良駅（１０：３０）～近鉄奈良駅（１０：３５）～唐招提寺～
倭膳たまゆら（昼食）～薬師寺（法話）～喜光寺（いろは写経・抹茶ご賞味）
～西大寺～JR 奈良駅（１６：５０頃）～近鉄奈良駅（１６：５５頃）
【料 金】 大人８，０００円、小児５，６９０円
(５) お寺で写真教室 in 喜光寺（要予約）
写真家・佐藤和斗先生の指導による写真教室。
【開催日】 ６月２９日（金）
８：００～１１：３０頃まで
【料 金】 おひとり２，９００円
(６) フォトコンテストの開催
ロータスロード期間を通じて、四ヶ寺（薬師寺・唐招提寺・喜光寺・西大寺）の境内を含
めた蓮の花の写真を募集します。
【応募期間】６月１５日（金）～８月１９日（日）
（消印有効）
【応募先】 奈良市観光協会内 ロータスロードフォトコンテスト係
（奈良市上三条町 23-4）
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３． 夏休み特別企画「なつの鹿寄せ」
ナチュラルホルンの吹奏を合図に、集まってくる鹿はまさに奈良ならではの景観。公園デビュ
ー間もない愛らしい子鹿や、この時期鹿の子模様が鮮やかな鹿たちと触れ合ってください。

【場 所】春日大社境内「飛火野」
（奈良公園内）
【実施日】７月２１日（土）～９月２日（日）の土・日曜日
全１４日間実施
【時 間】９：３０から約１５分間。（無料）※時間までにお越しください。
【その他】荒天時は中止することがあります。
４． 体験型の企画について（全て要予約）
奈良をより深くご体験いただくため、奈良市観光協会独自の商品を関係先のご協力の下、企画
いたしました。
(１) ならまち・京終レトロさんぽ
商品搬出用のトロッコのある酒店「小川又兵衛商店」や、大正・昭和の香り漂う元遊郭の
「旅館 静観荘」など、レトロなスポットをガイドの安達えみさんとともに巡ります。
【実施日】８月２５日（土）
、９月８日（土）
１３：３０～１６：１５頃まで
【料 金】おひとり３，０００円
(２) ならまち舞子ビアホール in 四季亭 2018
かつて花街としても栄えたならまち。奈良老舗の宿「四季亭」で、元林院「つるや」の舞
子・芸者と語らう楽しいひとときを！
【実施日】７月６日（金）～９月２９日（土）までの金・土曜日
※７月２７日、２８日を除く
１９：００～２０：３０頃まで
【料 金】おひとり７，０００円（＋２，０００円で特別料理つき）
(３) 佐保路・平城宮跡マラニック yoga
平城宮跡周辺の歴史の道をジョギング後、平城宮跡歴史公園に新しく誕生した“天平みは
らし館”でヨーガを体験！
【実施日】９月２７日（木）
、３０日（日）
８：００～１１：００頃まで
【料 金】おひとり４，５００円
(４) 特別企画 奈良の夜さんぽシリーズ
〇春日山よるさんぽ（前出）
4

〇奈良の夜は、ちょこっと怖い？「奈良妖怪さんぽ」
妖怪文化研究家：木下昌美さんのガイドで“妖怪スポット”をめぐる街中さんぽ。
ちょこっと怖い？
【実施日】７月２８日（土）
・８月４日（土）
各日１８：３０～２０：３０頃まで
【料 金】おひとり３，０００円
〇提灯の灯りで歩く「夜の春日・若宮お参りさんぽ」
闇に包まれる春日の杜と春日大社境内を、ガイドの安達えみさんと一緒に、提灯をかかげ
て歩く夏の夜の奈良さんぽ！
【実施日】７月２１日（土）
１９：００～２１：００頃まで
【料 金】おひとり３，２００円（提灯代込）
(５) その他
a お寺でマインドフルネス 笑って禅 yoga@薬師寺
b お寺でマインドフルネス 正暦寺・お薬師さんの禅 yoga
c
奈良の近・現代建築をめぐる②
d 秋の番茶づくり＆野草茶ブレンド体験
e 奈良の美味いと自然を楽しむ！ 春日山マジックアワーハイク
f
夏休み！家族で昆虫観察体験
※全企画
【予約・問合せ】奈良市観光協会 TEL０７４２－２７－８８６６
５． 「ちょこっと関西歴史たび」奈良・高畑の魅力を知る、楽しむ「歴史たび」特別企画の実施
（本年度新規事業）

今夏は春日大社の南に広がる高畑地区に着目し、
「福智院」
「不空院」「新薬師寺」の三ヶ寺
と、入江泰� 記念奈良市写真美術館で各種の企画を実施いたします。本企画はＪＲ西日本の「ち
ょこっと関西歴史たび」と共同で行います。
(１) 入江泰� 写真展「奈良を愛した文士と高畑界隈」
【実施日】６月３０日（土）～１０月２１日（日）
※８月２７日（月）～３１日（金）は展示替えのため休館
期間中の企画展
川島小鳥氏の写真展：６月３０日（土）～８月２６日（日）
永瀬正敏氏の写真展：９月１日（土）～１０月２１日（日）
【場所・時間】場所／入江泰� 記念奈良市写真美術館
時間／９：３０~１７：００（入館１６：３０まで）
【内 容】昭和２０年～３０年代のモノクロスナップ写真、新薬師寺を中心とする仏像写
真、高畑界隈のカラー写真など、入江泰� 氏の作品約５０点を展示。
【料 金】大人５００円、高・大学生２００円、小・中学生１００円※土曜日は小･中･高生
無料
【お問合わせ】入江泰� 記念奈良市写真美術館 ０７４２－２２－９８１１
(２) 福智院「絵塔婆」特別公開
【実施日】７月２５日（水）～９月３０日（日）
【場所・時間】場所／福智院本堂
時間／９：００~１６：３０（受付１６：００まで）
※８月２４日、９月２４日は１４：００～１６：３０
【内 容】福智院に残された、めずらしい「絵塔婆（えとうば）
」を期間中本堂に並べ、地
蔵大仏様と合わせてご覧いただきます。
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【料 金】大人５００円（中学生以上）
、小学生２５０円
【お問合わせ】福智院 ０７４２－２２－１３５８
(３) 不空院 本尊「不空羂索観音菩薩坐像（重文）」
・秘仏「宇迦辨財天女」夜間特別拝観
【実施日】８月５日（日）～１４日（火）
【場所・時間】場所／不空院本堂
時間／１８：００~２１：００
【内 容】通常非公開の「不空羂索観音菩薩坐像（重文）
」、秘仏「宇迦辨財天女」を、なら
燈花会に合わせた夜間特別拝観期間に特別公開します。
【料 金】６００円
【お問合わせ】不空院 ０７４２－２６－２９１０
(４) 新薬師寺 夜間特別拝観
【実施日】８月５日（日）～１４日（火）
【場所・時間】場所／新薬師寺本堂周辺
時間／１８：００~２１：００
【内 容】なら燈花会に合わせた夜間特別拝観を実施いたします。本堂の周りに、燈花会の
ろうそくを１００～３００個並べます。
【料 金】大人６００円、中高生３５０円、小学生１５０円
【お問合わせ】新薬師寺 ０７４２－２２－３７３６
(５) 福智院 夕方のお勤め体験
【実施日】７月７日（土）～９月２９日（土）の毎週土曜日（８月４日・１１日を除く）
【場所・時間】場所／福智院 本堂
時間／１７：００～１８：００
【内 容】檀信徒向けのお勤めを、拝観終了後の福智院本堂にて特別に体験していただけま
す。
【参加費】１，０００円（先着３０名様）
(６) 特別ご朱印
【実施日】７月１日（日）～９月３０日（日）の毎日
【内 容】期間限定の特別ご朱印を参画社寺（福智院、不空院、新薬師寺）にて設定してお
ります。この特別ご朱印（1 つでも）を入江泰� 記念奈良市写真美術館にご提示
いただくと、団体料金（2 割引）で入館いただけます。
(７) 新薬師寺 景清地蔵・おたま地蔵と本堂の解説 （要予約）
【実施日】７月２１日（土）
、２８日（土）
、８月１８日（土）、２５日（土）、９月１日（土）、
２９日（土）
【場所・時間】場所／新薬師寺 香薬師堂、本堂
時間／１１：００～１２：００頃
【内 容】元は町内の地蔵堂に安置されていた「景清地蔵」は明治２年に新薬師寺に移され
ました。平成になり、解体修理のため、東京藝術大学に預けた際、内部にもう一
体の像があることがわかり、それを「景清地蔵」から独立させたものが「おたま
地蔵」です。今回は、通常非公開の「景清地蔵」
「おたま地蔵」を拝観しながら
住職の解説をお聞きいただくとともに、併せて本堂の解説もお楽しみいただけま
す。
【料 金】１，０００円
【定 員】１回あたり２０名 ※５日前までに要予約（先着順）
(８) 不空院 阿字観体験（要予約）
【実施日】７月２１日（土）
、２８日（土）
、８月２８日（火）、９月２１日（金）
、２８日（金）
【場所・時間】場所／不空院庫裡
時間／８：００~１０：００頃
【内 容】早朝の座禅（阿字観）
、茶粥の朝食を体験していただきます。２８日は阿字観体
験の後、護摩焚きを行います。ご希望の方は、当日現地にてご案内します。
【料 金】２，５００円 ※護摩木３００円
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【定 員】２０名 ※５日前までに要予約
(９) 入江泰� 記念奈良市写真美術館 講演会 「高畑 社家町と藤間家 住宅」
（要予約）
【実施日】９月９日（日）
【場所・時間】場所／入江泰� 記念奈良市写真美術館
時間／１３：３０~１６：３０
【内 容】１８世紀代に建造され、社家町・高畑の歴史を今に伝える「藤間家」。高畑に唯
一残る貴重な住宅を通して、街の魅力を探ります。
【料 金】１，０００円
【定 員】５０名 ※９月３日までに要予約
(１０) 高畑ガイドウォーク「文士と巡る奈良・高畑界隈」
（要予約）
【実施日】９月１５日（土）
【場所・時間】場所／ならまちセンター
時間／９：００~１５：３０
【内 容】高畑が舞台となった文学作品を取り上げ、奈良大学名誉教授の浅田隆氏による作
品の解説とともにその地を巡ります。
【料 金】１，５００円
【定 員】４０名 ※申込受付８月１日～９月７日

IV. キャンペーンプロモーション施策について
１． ポスターＢ１判、Ｂ３判、キャンペーン専用パンフレット（Ａ４判１２ページ）を制作し
キャンペーンの告知に取り組みます。

（パンフレット表紙）

（ポスター）

（車内吊広告）

(１) ＪＲ西日本、近鉄によるプロモーション
昨年に続きＪＲ西日本、近鉄両社の媒体を活用し、プロモーションに取り組みます。
ＪＲ西日本管内（近畿、北陸、中国、福岡）
、近鉄管内（近畿、中部）での車内吊、駅貼
ポスターの掲出ならびにパンフレットの配布を行います。また、ＪＲ西日本、近鉄の
情報誌、ホームページなどでキャンペーン情報を発信します。
(２) 奈良でのキャンペーン告知拡大を目的として奈良交通バス車内吊の掲出を行います。また、
奈良市内の主要な宿泊施設での掲出を行います。
(３) ポスター、車内吊広告、パンフレットのキービジュアルは、奈良を代表する景観である猿
沢池をバックに「ぶら～りお散歩。ワタシが映える奈良ですね。
」の合言葉を添えました。
モデルには第２９代ミス奈良の３名を起用し、奈良での夏休み旅行をご提案します。
(４) お客様が奈良へお越しいただいた後でも夏の奈良をお楽しみいただけるよう、着地型企画
を中心とした簡易パンフレットを制作し、お越しいただいたお客様への情報提供に心がけ
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ます。また、本年度は体験コンテンツの拡大に重点をおき、夏ならではの奈良旅をお客様
にお届けいたします。さらに、海外からのお客様の増加を踏まえて、多言語での情報発信
に取り組んでまいります。
２． 旅行会社とのタイアップにより旅行商品を造成し、お客様購買機会を拡大します。本年度
は、特に首都圏へのアプローチを強化し、より効果的な誘客を図ります。
【旅行商品数】首都圏－５商品他合計１４商品
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