春日大社

三社 寺 を 結 ぶ
瑠璃色 の 星 々
興福寺

2 019
～
（金）

（木）

～
雨天決行・荒天になれば随時中止します。

東大寺

会場：春日大社・興福寺・東大寺・奈良国立博物館・奈良公園一帯
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。

お問合せ先
＠nararurie

なら瑠璃絵実行委員会事務局 http://www.rurie.jp/
＠nararurie

nararurie

興福寺
2019. 2/8
（金）～2/14（木）
● 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

春日大社

ライトアップ

東大寺

2019. 2/8
（金）～2/14（木）

2019. 2/8
（金）～2/14（木）

●御
 本殿夜間拝観
（閉門20：30）


※拝観料別途要

初穂料

●大
 仏殿中門と観相窓の開扉及び八角燈籠

500円

の点灯（いずれも～20：30）中門外側からの拝観

● 燈籠点灯
（御本社回廊釣燈籠、一之鳥居から二之

鳥居までの仮設燈籠、二之鳥居から南門までの石
燈籠点灯）

● 2 /9
（土）～11（月・祝）のみ

● 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
（最終入館～20：00 閉館20：30）

特別展「清明の美・春日大社の名刀」

同時開催「鐵の煌めき 宮入小左衛門行平一門展」
※入館料別途要 大人500円

奈良国立博物館

● 2 /9
（土）～11（月・祝）のみ

大仏殿夜間特別拝観

（最終拝観受付～20：00）

※拝観料別途要

大人（中学生以上）600円

● 奈 良国立博物館

夜間開館 2/8（金）
・2/9（土）9：30～21：00（最終入館

2/10（日）～2/14（木）9：30～20：30（最終入館 20：00）

2019. 2/8
（ 金）～2/14（ 木）

20：30）



特別陳列「お水取り」、特別陳列「覚盛上人770年御忌 鎌倉時代の唐招提寺と戒律復興」

名品展 〈西新館〉珠玉の仏教美術、
〈なら仏像館〉珠玉の仏たち
※入館料別途要 特別陳列、名品展 観覧料 大人520円

※各拝観料・入館料の表記は、一般大人の料金です。

～ 奈良公園・浮雲園地会場では光のオブジェ設置があります ～
庭園イルミネーション

光の夜神楽（観覧無料）

◆2019.2/8
（金）
～2/14
（木）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。

光の演出

◆2019.2/8
（金）
～2/14
（木）19：00～20：00
◆場所：春日大社

はらえど

祓戸神社前
ちゃくとうでん
（雨天時は着到殿を予定）
かんごう じんじゃ からそのこう

ほうらい や たま の すけ



もものまた

◆出演：漢 國神 社韓 園講（豊 来家 玉 之 助、桃 俣
し

し まい ほ ぞんかい

おおます し

し か ぐ ら だん

獅子舞保存会、大升獅子神楽団）

◆2019.2/8
（金）～2/14（木）18：00～21：00
◆場所：春日大社参道（鹿道の辻～二之鳥居、祓戸神社～南門）
東大寺大仏殿 参道（回廊内）

奈良国立博物館 庭園（※奈良国立博物
館への入館が必要、有料）

浮雲園地会場 吉城川導線

オープニングセレモニー

夜参り提灯（無料、順次受付）

瑠璃絵マーケット

◆2019.2/8
（金）17：30〜18：00
◆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。
（17：00〜
先着100名に達し次第終了）

◆2019.2/8
（金）
～2/14
（木）


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。

◆2019.2/8
（金）
～2/14
（木）


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。

冬七夕ロード願いの花たんざく

“ しあわせココア ” の販売

◆2019.2/8（ 金 ）～2/14（ 木 ）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。
◎販売価格
500円（ 中学生以上 ）、300円
（小学生以上）※小学生未満無料

◆2019.2/8
（金）～2/14（木）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
提供いたします。
◎販売価格
500 円

【お問い合せ】なら瑠璃絵実行委員会

http://www.rurie.jp/

 奈良公園バースデー
花火（観覧無料）
◆2019.2/14
（木）
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
2019.2/14 は奈良公園の 139 回目
のお誕生日！ みんなで祝おう！

ANNIVERSARY スカイランタンイベント
◆2019.2/9
（土）
19：00～19：50 ランタン引換
20：00～
一斉リリース
◆ランタン引換、リリース場所：春日野園地
※雨天、強風中止  2/10（日）または 2/11
（月・祝）へ順延
◎販売価格／数量限定
前売り：2,500円
（2/8 18:00～21:00）
当 日：3,000円
（2/9 15:00～18:00）
いずれも、花たんざく1枚付
チケット販売は、奈良春日野
国際フォーラム 甍～ I・RA・ （イメージ図）
画像提供：スターリーナイトカンパニー
KA ～中央カウンター

@nararurie

@nararurie

nararurie

◆詳細につきましては事務局、もしくはホームページにて ◆イベントスケジュールは変更になる場合があります。 ◆小雨なら決行します。但し、荒天になれば随時中止決定をします。

