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東大寺大仏殿・
春日大社前

東大寺大仏殿

株式会社きんでん
奈良支店

奈良信用金庫
JR奈良駅前プラザ

スーパーホテル
Lohas・JR奈良駅

スーパーホテル
JR奈良駅前・三条通り

奈良市観光協会

ピアッツァホテル奈良

関西電力株式会社

小山株式会社

公益社団法人
奈良県宅地建物取引業協会

奈良観光産業推進協議会
奈良商工会議所
奈良市旅館・ホテル組合

西口会計事務所

JTB
近鉄奈良駅前店

ホテル
花小路

アクティ奈良

奈良県
ビジターズ
ビューロー
アンテナ
ショップ

旅館松前

天平倶楽部

きんなら
ニコニコ
保育園

東横 INN
近鉄奈良駅前

まほろば
大仏プリン
本舗

大和骨付鳥
一勝

セトレならまち

大仏館旅館江泉

プチホテル
古っ都ん100％ 青葉茶屋

森奈良漬店

観鹿荘

ザ・ヒルトップテラス奈良
古都の宿むさし野

古都屋

白銀屋
松乃家旅館

江戸三
四季亭

KKR奈良みかさ荘

椿荘
ホテル美松

ビジネス旅館
白鳳

旅館南都

天平ホテル

奈良町の宿
料理旅館吉野

奈良ワシントン
ホテルプラザ

ホテルウェルネス
飛鳥路

8/5～14

8/5～14

・キリンビール
・富貴包子楼
・クレセル
・やまびこ
・K-foods
・華鳥
・ULTIMATE CREPES
・pati ra patni

・サーティーワン
　アイスクリーム
・大和骨付鳥　一勝
・十津川うどん　古道
・黒川本家
・ならのうまいもん
・ドリンク販売　スギモト
・みやけ　旧鴻池邸表屋
・ペガサスキャンドル

※8/5～14　18：00～21：45

水火

水

8/5～14 18時～23時まで
8/5～14 17時～22時30分まで
8/13・14 18時～21時30分まで
8/11～14
状況により必要に応じて実施する交通規制 

一般財団法人奈良市総合財団 なら100年会館 8/ 8 のみ
小西通商店街振興組合 8/11～14
三条通り橋本商親会 8/ 5 ～14
西寺林町商交会 8/10～12
下御門食遊会 8/ 5 ～14

奈良今御門町パークハウス自治会 8/12～14
中新屋町自治会 8/13～15
名勝大乗院庭園文化館 8/10～11
奈良県 猿沢イン 8/ 5 ～14
不空院奈良高畑丹坂町 8/ 5 ～14



同時開催

春日大社 東大寺

興福寺 奈良国立博物館

中元万燈籠
ちゅう　 げん　  まん　  とう　  ろう

古くは貴族や武士をはじめ、一般庶民からも奉
納された約３，０００基もの燈籠に一斉に灯りがと
もされます。参道や朱塗りの回廊がやさしく照ら
され、幻想的な雰囲気に包まれます。

【開催日時】 ８月１４日（水）、１５日（木）
 午後７時頃～午後９時３０分
 （閉門予定）

【拝 観 料】 回廊内特別参拝は５００円
 また、３，０００円以上の初穂料で
 献燈可

春日大社境内は、さまざまな魅力にあふれていま
す。神職の話を聞きながら、早朝の奈良を体験し
てみませんか。

【開催日時】 ５～９月の毎土・日曜・祝日
 午前６時３０分～ 
 一之鳥居集合（雨天決行）

【所要時間】 約１時間
【参 加 費】 無料 ※事前申込不要

お問合わせ　春日大社　TEL：０７４２－２２－７７８８

国宝 東金堂 夜間拝観
こく     ほう とう　  こん　  どう や     かん　 はい　 かん

【開催日時】 ８月５日（月）～１４日（水）
 午前９時～午後８時３０分（受付：午後８時１５分まで）
 ※通常は、午後５時閉扉

【拝 観 料】 大人３００円

国宝館 夜間拝観
こく     ほう　 かん や　　かん　 はい　 かん

【開催日時】 ８月５日（月）～１４日（水）
 午前９時～午後８時３０分（受付：午後８時１５分まで）
 ※通常は、午後５時閉館

【拝 観 料】 大人７００円

【開催日時】 ８月10日（土）
  午後6時～、午後7時15分～（2回公演予定）

【会　　場】 奈良春日野国際フォーラム甍 ～I・RA・KA～
【入 場 料】 無料
【主　　催】 奈良県
【協　　力】 文化服装学院

お問合わせ　興福寺　TEL：０７４２－２２－７７５５

お問合わせ　県観光プロモーション課　TEL：０７４２－２7－8482

お身拭い
み　  ぬぐ

約１２０名の僧侶や関係者が早朝より身を清め、白装
束に藁草履姿で大仏殿に集合し、撥遣作法が行わ
れた後、全員でお経を唱え、年に一度の大仏さまの
「お身拭い」を行います。

【開催日時】 ８月７日（水）午前７時～
 ※一般入堂は午前７時３０分～

【拝 観 料】 大仏殿拝観料６００円

わくわくびじゅつギャラリー

「いのりの世界のどうぶつえん」
せ     かい

仏教美術を始めとする祈りの美術に表された動物たち
が大集合。お子様から大人の方まで、多彩な動物たち
の姿をお楽しみ下さい。

特別陳列

「法徳寺の仏像 ―近代を旅した仏たち―」
ほう     とく      じ ぶつ     ぞう きん    だい たび ほとけ

奈良市十輪院町の法徳寺には、近年約30軀の仏像が寄進されました。南都
ゆかりの像を多く含む、これら仏像群の魅力に迫ります。

令和2年4月に落慶が予定されている薬師寺東塔等をテーマにショーを開催！
古の美術や建築物に着想を得てデザインされた衣装が披露されます。

【開催日時】 ７月１３日（土）～９月８日（日）
 ※毎週月曜日休館（但し、７月１５日・８月５日・８月１２日は開館）

【開館時間】 ９時３０分～１８時００分（入館は閉館の３０分前まで）
 ※金・土曜日は２０時まで、８月５～８日、１１～１５日は１９時まで、８月９・１０日は２１時まで開館

【会　　場】 奈良国立博物館　東新館・西新館
【観 覧 料】 一般５２０円（４１０円）、大学生２６０円（２１０円）

 ※カッコ内は２０名以上の団体料金。この観覧料でなら仏像館を含めた全ての展覧会を観覧可能。

【日　時】 8月5日（月）
  ①19時15分～　②20時15分～

【会　場】 奈良春日野国際フォーラム甍 ～I・RA・KA～ 庭園
【出演者】 Shyan Kishore（シャイアン キショール）＆Masha（マシャ）

【日　時】 8月12日（月）
  ①19時15分～　②20時15分～

【会　場】 奈良春日野国際フォーラム甍 ～I・RA・KA～ 庭園
【出演者】 Shanachie/シャナヒー

大仏殿の中門が開放され、夜間の参拝が可能で
す。また、大仏殿正面の観相窓が開き、大仏さまのお
顔を拝んでいただくことができます。

【開催日時】 ８月１３日（火）、１４日（水）
 午後７時～午後９時

【拝 観 料】 無料

大仏殿のまわりに約２，５００基の灯籠が並べられ、
供養のための灯がともされます。また、大仏殿正面
の観相窓が開き、大仏さまのお顔を拝んでいただく
ことができます。

【開催日時】 ８月１５日（木）午後７時～午後１０時
【拝 観 料】 ６００円
※ただし、灯籠・祈願のお申し込みをされている方は、入堂参拝券でお入りいただけます。

写真提供：奈良市観光協会

お問合わせ　東大寺　TEL：０７４２－２２－５５１１

お問い合わせ　ハローダイヤル　TEL：０５０－５５４２－８６００

大仏殿夜間拝観
だい   ぶつ    でん     や     かん    はい    かん

万灯供養会
まん　  とう      く      よう      え

※国宝館・東金堂連帯共通券（大人９００円）有。

犬形埴輪（伝・茨城県東海村出土品）
（奈良国立博物館蔵）

ほの灯りライブ（ほのあかり）

東金堂・五重塔

私たちが尊ぶ三つの火
奈良には、古から続く、火の行事が
あります。古の人々は、この三つの
火に真心をうつして、神仏に祈り
を捧げてきました。「なら燈花会」
は、世界の平和と幸福を願い、今
年も火を捧げます。

春日大社万燈籠
神に祈りを捧げるため、数多の燈籠に浄ら
かな火が供えられます。

東大寺修二会
奈良に春を呼ぶ厳しい行法は、激しい火と
ともに修められます。

興福寺薪御能
春日の山から神聖な薪を運び、その燃え盛
る火をみ仏に捧げます。

神職が案内する朝のお参り
しん    しょく あん　 ない あさ まい

私
た
ち
は

な
ら
燈
花
会
を

応
援
し
ま
す
。

奈良市旅館・ホテル組合
宿ならまほろばねっと 検索

観覧無料

8月5日～14日　18：00～21：458月5日～14日　18：00～21：45

奈良春日野国際フォーラム甍～I・RA・KA～奈良春日野国際フォーラム甍～I・RA・KA～



西日本旅客鉄道㈱/近畿日本鉄道㈱/㈱南都銀行
東海旅客鉄道㈱/（公社）奈良県宅地建物取引業協会/
㈱日本中央住販/Ｍ！Nara ミ・ナーラ/ペガサスキャンドル㈱
奈良市旅館・ホテル組合/キリンビール奈良支店/
ザ・ヒルトップテラス奈良/便利屋クイック救急/大和ハウスグループ

協賛企業

奈良観光産業推進協議会/ダイドードリンコ㈱/奈良市東向商店街協同組合/ホテルサンルート
奈良/奈良商工会議所/奈良まほろば館/奈良交通㈱/奈良中央三菱自動車販売㈱/㈱読売奈
良ライフ/近畿日本ツーリスト協定旅館ホテル連盟奈良支部/インパクト㈱/奈良県猿沢イン

（一財）奈良県ビジターズビューロー アンテナショップ/㈲奈読企画

Café Cojica/さるさわ池 よしだや/奈良自動車学校/㈲ワールドセキュリティーサービス/大阪ガス㈱/
小山㈱/三和住宅㈱/関西電工㈱/奈良ダイハツ㈱/㈱農協観光奈良支店/まほろば大仏プリン本舗/リス
トランテ オルケストラータ/関西電力㈱ 奈良支社/㈱カームネススマイル/大和骨付鳥一勝/㈱明新社/
㈱マイナビ

白玉屋榮壽 奈良店/㈱加藤商会/平宗奈良店/㈱近畿環境衛生センター/㈲無限損保ライフ/大和信用金庫/なら町「界」/
㈱近畿レンタカーサービス/天平倶楽部/トヨタカローラ奈良㈱/浮見堂貸ボート店/ひかり装飾㈱/奈良トヨタ自動車㈱/
㈱春日庵/菊水楼/奈良信用金庫/菓匠千壽庵吉宗/回転寿司ととぎん近鉄奈良駅前店/㈱きんでん奈良支店/ならまち若
草モータープール/ホテルニューわかさ/春日ホテル/ホテルフジタ奈良/御菓子司本家菊屋/柿の葉すし本舗たなか なら本
店/東大寺門前 夢風ひろば/ホテル日航奈良/㈱米澤開発/（公社）奈良市観光協会/㈱ガラージュモリ/㈲三笠商会/蔵元 
豊祝（奈良豊澤酒造㈱）/白銀屋/吉野塗装㈱/アクティ奈良/㈲山田印刷/観光ホテルタマル/人力車ことぶき屋/杉下税務
会計事務所/㈱野矢設備工業所/ウェルコンサル㈱/㈱レントオール奈良/ネオス・タニムラ㈱/㈲ホリウチ/奈良ホテル/
西口会計事務所/にぼしこいし/器まつもり/観光人力車やまと屋/㈱あきしの建築工房一級建築士事務所/居酒屋 天うま/
アックスオブジェ/アスカランドリー/旬彩ひより/飛鳥荘/夢おり本舗/関西美術印刷㈱/㈱三木ホーム/なら和み館/奈良
町情報館/㈱藤井書房/奈良デコラ㈱/㈱ききの杜/デミセ電工/若葉建設㈱/森奈良漬店/㈱松田組/きんならニコニコ保
育園/セトレならまち/㈱JTB国内旅行企画/吉田電機商工㈱

（順不同）


