
●大阪阿部野橋駅から約1時間15分
●京都駅から約1時間40分
　（橿原神宮前駅のりかえ）
●近鉄名古屋駅から約2時間55分
　（大和八木駅・橿原神宮前駅のりかえ）
※所要時間は列車により異なります。
※特急ご利用の場合は別途料金が必要
です。

吉野駅発 大阪阿部野橋行 最終電車
<直通>特急21:34
<古市駅乗換>普通22:13（土日・祝は
22:12）

吉野山へは
　近鉄特急が便利です。

：吉野山観光協会（お問合せ　tel.0746-32-1007 　月水金曜 10:00～16:00）
：奈良県・吉野町・吉野町教育委員会・（一社）吉野ビジターズビューロー・吉野町商工会・総本山金峯山寺
：吉野山青年団・笑の会・近畿日本鉄道株式会社・JTB旅ホ連 奈良支部・近畿大学・阪南大学・吉野山郵便局

主 催
後 援
協 賛

フォトコンテスト開催
「＃鬼フェス」で投稿ください。※「＃鬼フェス」のワードのみがコンテスト対象ハッシュタグワードとなります。

※本キャンペーンは『Instagram』の運営ではなく、吉野山観光協会が企画・運営となります。

吉野の鬼は電車にも。 2020年1月18日（土）大阪阿部野橋駅10:10発吉野行き
「青のシンフォニー」車内に吉野山の鬼が現れます。当日は、吉野山の観光ＰＲとして鬼フェスイベントをご紹介。

金峯山寺
国宝仁王門大修理勧進
蔵王堂秘仏ご本尊特別御開帳
2020年3月28日～5月6日
拝観時間／午前8時30分～午後4時30分
（受付は午後4時まで）
※諸行事・法要の執行中は拝観を中止することがあります。
○ミニ木札付き・特製エコバッグ進呈

吉野山の鬼が
大阪阿部野橋駅にやってくる!!
2020年1月10日（金）・17日（金）
13：00～17：00

吉野の鬼たちが1月18日から始まる鬼フェスのPR
にやってくる。シャッターチャンスを逃さないで!!



鬼歩き 和太鼓演奏

19～20時頃

全国から追われた悪い鬼たちが夜の吉野山を
練り歩きます。

蔵王堂境内にて、和太鼓奏者「幻創」さんによ
る力強い和太鼓演奏があります。
20時20分からスタート（予定）

「福は内、鬼も内」と唱える金峯山寺の鬼の調伏式は、全国でも極めて珍しい節分会の行事です。
また、午後からは豆まきも行われます。

2/2
㊐

11時～　鬼踊り／鬼の調伏式

12時～　大護摩供

13時～　福豆まき

2/3
㊊

金峯山寺節分会
「鬼火の祭典」
毎年２月３日に行われる金峯山寺の節分会「鬼火の祭典」は、

修験道の開祖である役行者が法力で「鬼」を呪縛し、

仏法を説いて弟子にしたという故事に習い千年以上続いています。

蔵王堂で行われる「鬼の調伏式」は他の寺社のものとは大きく違い、

「福は内、鬼も内」と唱え、全国から追われてきた鬼を迎え入れます。

そして、荒れ狂う鬼たちを経典の功徳や法力をもって、

また信徒の撒く豆で平伏させ「良い鬼」に改心させます。

堂内での法要後には境内において「採灯大護摩供」が修され、

大護摩の火の周りを改心した鬼たちが、喜びの「鬼踊り」を

踊ります。

吉野山観光協会では、「鬼火の祭典」に合わせ、

「鬼フェス in 吉野山」を開催しています。



週末は吉野山に泊まろう
　　　　吉野山の週末は鬼が出る !!
週末は吉野山に泊まろう
　　　　吉野山の週末は鬼が出る !!

1/18㊏ 25㊏ 2/1㊏ 8㊏・ ・ ・
鬼が各宿泊施設を周り、お客様を驚かせ、
鬼と触れ合うことが出来ます。ファミリーの場合は、
親御さんは子供を守り鬼を追い出して頂く事によって、
親に守られる安心感が親子の絆を強めていただくことができます。

吉野山の旅館や民宿、そして町に。怖～い鬼たちがやってくる！

鬼フェス共通宿泊プラン（全て、税サ・入湯税込）

各日18:00～20:00

赤鬼プラン

13,000円
青鬼プラン

11,000円
黒鬼プラン

9,000円

竹林院群芳園 ☎0746-32-8081 景勝の宿 芳雲館 ☎0746-32-3001 旅館 歌藤 ☎0746-32-3177

吉野温泉元湯 ☎0746-32-3061

美吉野 桜庵 ☎0746-32-2111

吉野荘 湯川屋 ☎0746-32-3004

吉野館 ☎0746-32-3039

湯元 宝の家 ☎0746-32-5121

花屋 ☎0746-32-5083

桜美荘 たいら ☎0746-32-3125

太鼓判 花夢・花夢 ☎0746-32-3071

戎館 ☎0746-32-3031

【お申込み方法】 
下記、鬼フェス共通宿泊プランを提供している旅館・民宿へ予約の際
に、ご希望されるプランと共にお申込みください。
【プランについて】
１泊２食付き、お一人様のご料金です。税サ込・入湯税別。夕食は各宿泊施設が
独自のお鍋をご用意いたしております。（提供されるお料理などは各施設それぞれ
となります。）
小学生以上のお子様は、大人料金の半額（お料理は子供用料理または大人同等）
その他、ご不明な点は各宿泊施設にお問い合わせください。



吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。
この機会に吉野山のグルメや伝統をお楽しみください。
吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。吉野山の食事や土産物をバルチケット片手に練り歩き。
バル
中町エリア1/ 1/18㊏ 上町エリア25㊏
下町エリア2/1㊏ 中町エリア2/8㊏全エリア2㊐

チケットは、各参加店で
販売しています。
1冊5枚綴となるバルチケットは、3,000円
で販売。5軒じゃ物足りないよ！という方は、
まとめ買いがオススメ。チケットは、枚数に
限りがあるので売り切れに注意してくださ
いね。

バルチケット販売1
好きなお店でチケットを使おう
お目当てのお店があったら、お店で「バルメ
ニューをください」と注文しましょう。その際
バルチケットを、渡してくださいね。また、バ
ルメニュー1つを複数人で分けることは出
来ませんので、予めご了承ください。

バルチケット使用2

開催期間中なら、
いつでも使えるのでお土産にも。
｢当日参加できなかった｣｢チケットを余らせ
てしまった｣そんな人もご安心を。イベント
開催期間の1月18日～2月9日まで、バル
チケット以外にも600円分の金券としても
使えます。
※バル参加店に限ります。
※チケットは現金への換金できませんのでご了承ください。

いつでも使える3

※注意事項※
・全店舗、バルメニューが売り切れ次第終了となります。
・各店舗のメニュー写真はイメージです。実際の商品と
異なる場合がございます。
・バル期間は基本的に予約が出来ません。お店が混雑し
ている場合は、お外でお待ち頂く場合がございます。
・バルのお食事メニューのお持ち帰りは出来ませんの
で、あらかじめご了承の程よろしくお願いします。
・イベント開催期間の1月18日～2月9日まで、バルチ
ケット以外にも600円分の金券としても使えます。
(※バル参加店に限ります。)

鬼くるでー！！
下町エリア2/1㊏

バルチケット販売1 バルチケット使用

開催日には
こんなイベントも
開催日には
こんなイベントもバル

鬼火ライブ

フォトコンテスト

鬼のフェイスペインティング
フェイスペインティングでいつもと違う自分で吉野山を練り歩こう!!

1月 18日 14：00～20：00中町エリア (甘味処 弁慶にて)　
1月 25日 14：00～20：00上町エリア (太鼓判にて)　　
2月 1日 14：00～20：00下町エリア (陽ぼっこにて)　
2月 2日 14：00～20：00中町エリア (柿の葉すしやっこにて)
2月 3日 12：00～18：00中町エリア (金峯山寺聚法殿にて)
2月 8日 14：00～20：00中町エリア (静亭にて)

Instagram による写真コンテストを開催！

「＃鬼フェス」で投稿ください。
ハッシュタグを選定し、定められたハッシュタグの投稿をプ
ロのカメラマンによる審査と「いいね」の数で審査をします。
賞に選ばれた写真は次年度のイベントPRに使用させていた
だきます。入賞発表は3月1日吉野山観光協会のホームペー
ジにて発表します。

（総合部門）
赤鬼賞 吉野山の旅館宿泊券 30,000円分
青鬼賞 吉野山の旅館宿泊券 20,000円分
（フェイスペインティング部門）
吉野山郵便局長賞　
 選べるギフト 10,000円相当

鬼バルの開催日には、各エリアでナイトライブが開催されます！
夜の吉野山をバルと音楽で楽しもう。

1月 18日 19:00～20:30
中町エリア (弁慶にて) 出演：クロスポット　　
1月 25日 19:00～20:30
上町エリア (太鼓判にて) 出演：むんむ 吉野悦世 リユ

2月 1日 19:00～20:30
下町エリア (旅館歌藤にて) 出演：あらい舞
2月 2日 18:30～20:00
中町エリア (柿の葉すしやっこにて)出演：ワンチ

大淀町北野台にあ
る自家焙煎珈琲の
お店「Crosspot」の
夫婦で奏でるサッ
クス & ギターの
デュオ。ジャズス
タンダードを中心
にしっとりとした
ナンバーをお届け
いたします。

クロスポット
70 年代から活動
する吉野出身の実
力派ベテランシン
ガー昨年に続き、
吉野山の夜を盛り
上げてくれます。

ワンチ
ボーカリスト・歌い
手として邦楽・洋
楽・演 歌・歌 謡
ジャンル問わず活
動中。バンド、アヴ
シンシアのボーカ
ルとしても活躍し
ている。

リユ
通天閣の元気娘シン
ガ ー ソ ン グ ラ イ
ター。テレビやCM
ソングなど楽曲提供
を手掛ける。金曜夜
20時～ラヂオきしわ
だ【むんむのやって
る デ ー ！ フ ラ イ
デー】生放送中！

むんむ
シンガーソングラ
イターとしてアイ
ドル歌手への楽曲
提供だけでなく企
業のCMソングな
ども手がける。時
代をこえた作品を
お楽しみくださ
い。

あらい舞
18 歳の時に通天閣
歌謡劇場に初出演
し、以来、「通天閣の
おやゆび姫」として
親しまれる。2012 
年 9 月にキングレ
コードより「三つの
拍手」でメジャーデ
ビュー。歌手・役者
として活躍中。

吉野悦代

ペイント
無料



近鉄
近鉄

勝手神社

仁王門

観光車道

ささやきの小道

黒門

吉野神宮

民宿桜庵

桜美荘たいら

弘願寺

銅
の
鳥
居

喜蔵院

善福寺

竹林院

金峯山寺蔵王堂東南院

如意輪寺 吉野温泉元湯

大日寺
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送迎バスルート

当日は無料送迎バスの
運行があります。

鬼フェス　 吉野山
in MAP

下町エリア　　　2/1㊏・2/2㊐
上町エリア　　　1/25㊏・2/2㊐
中町エリア　　　1/18㊏・2/2㊐・8㊏

開催
日時

下町エリア 2/1
㊏

2/2
㊐

1/18ライブ会場
「弁慶」

19:00～ 20:30

2/2ライブ会場
「柿の葉すし やっこ」

19:00～ 20:30

2/1ライブ会場
「旅館歌藤」
19:00～ 20:30

1/25ライブ会場
「太鼓判」
19:00～ 20:30

鬼バル専用無料バス
1/18㊏・25㊏・2/1㊏・2㊐・8㊏
17:00～21:30

鬼フェス期間限定 
     吉野山朱印巡り 参加寺社
各寺社の都合により朱印できない時もあります。各寺社にお問い合わせ下さい

総本山金峯山寺
☎0746-32-8371

東南院
☎0746-32-3005

竹林院群芳園
☎0746-32-8081

桜本坊
☎0746-32-5011

弘願寺
☎0746-32-3855

吉野神宮
☎0746-32-3088

如意輪寺
☎0746-32-3008

善福寺
☎0746-32-3747

喜蔵院
☎0746-32-3014

大日寺
☎0746-32-4354

吉水神社
☎0746-32-3024

【50 音順】

〈2020 年１月 18 日から２月９日まで〉
時間 ／ 10：00～16：00



下記のお店でバルチケットをお渡しくださいね。
チケットはバル参加店すべてでお買い求め頂けます。

参加店一覧鬼バル in吉野山

上-01 太鼓判
1/25㊏18:00～21:00
2/2㊐18:00～21:00

ウナギの蒲焼
きor白焼き＋
ハイボールor
ビール１杯
（１品につきチ
ケット３枚）

☎0746-32-3071

食事 上-02 竹林院群芳園
1/25㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00

湯豆腐（小）と
珍味と熱燗
（2人に1本）
もしくは、庭園
拝観+コーヒー
（17時まで）

☎0746-32-8081

食事

上-03 水本米穀店
1/25㊏18:00～21:00
2/2㊐18:00～21:00

かまどで
炊いた春の
お粥セット

☎0746-32-3030

食事 上-04 魚歌屋
1/25㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00

鹿肉串カツ
2本
コロッケ
2個

☎0746-39-9255

食事 上-05 矢的庵
1/25㊏18:00～21:00
2/2㊐18:00～21:00

ジビエ
つけ麺（小）
or
ジビエ

ラーメン（小）

☎090-2478-5834

食事

上-06 葛舗でんでん
1/25㊏17:00～21:00
2/2㊐17:00～21:00

ワンプレート
料理
or

アルコール
or

ソフトドリンク
☎0746-32-3062

食事 上-07 芳雲館
1/25㊏18:00～22:00
2/2㊐18:00～22:00

おつまみと
ドリンク

☎0746-32-3001

食事

ライブ会場

下-01 萬松堂
2/1㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00

お団子6個
セット

☎0746-32-2834

土産 下-02 青木酒店
2/1㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00

湯葉

☎0746-32-3059

土産 下-03 吉野荘 湯川屋
2/1㊏11:00～21:00
2/2㊐11:00～14:00

本格
ネパール
カレー

☎0746-32-3004

食事

下-04 密井土産物店
2/1㊏9:00～17:00
2/2㊐9:00～17:00

オススメの
お土産物

☎0746-32-3141

土産 下-05 うぐいす
2/1㊏10:00～19:00
2/2㊐10:00～21:00

葛にゅうめん
と柿の葉すし
のセット

☎0746-32-3076

食事 下-06 柿の葉すし ひょうたろう
2/1㊏9:00～16:00
2/2㊐9:00～16:00

手桶
柿の葉すし
8個入り

（チケット3枚）

☎0746-32-3070

土産

下-15 陽ぼっこ
2/1㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00

パスタ
（サラダ付き）

☎0746-32-3177（旅館歌藤）

食事

下-07 歌藤御芳堂
2/1㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00

葛湯
※チケット２枚

☎0746-32-4652

土産 下-09 桜陰 山本庵
2/1㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00

葛菓子

☎0746-32-3158

土産

下-10 初音
2/1㊏10:00～19:00
2/2㊐10:00～19:00

おすすめの
一品＋
地酒１合
or

葛ぜんざい

☎0746-32-8455

食事 下-11 おつけもの処 まやま
2/1㊏9:00～17:00
2/2㊐9:00～17:00

金山寺
味噌

☎0746-32-1354

土産

下-08 桜山荘 花屋
2/1㊏18:00～21:00
2/2㊐18:00～21:00

ビールと
おつまみ

☎0746-32-5083

食事

下-12 花見亭
2/1㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00

ビール
＋

おつまみ
３種セット

☎0746-32-3150

食事

下-13 千本楼
2/1㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00

鍋焼きうどん

☎0746-32-3036

食事 下-14 山の駅 中西
2/1㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00

鮎＋焼き餅
のセット

☎0746-32-3112

食事

8㊏

1/上町エリア 25㊏・2/2㊐

1/中町エリア 18㊏・ 2㊐・
2/下町エリア 1㊏・2/

2/
2㊐

下町エリア

2㊐1㊏・2/

上町エリア

25㊏・1/ 2㊐2/



チケットはバル参加店すべてでお買い求め頂けます。

下-16 花山 山本
2/1㊏9:00～17:00
2/2㊐9:00～17:00

山伏うどん

☎0746-32-4034

食事 下-17 さくら堂
2/1㊏11:00～16:00
2/2㊐11:00～16:00

鬼タコスと
飲み物セット

☎0746-32-5835

食事 下-18 笹岡食堂
2/1㊏10:00～17:00
2/2㊐10:00～17:00

オススメ
どんぶり

☎0746-32-2694

食事

下-19 大木商店
2/1㊏10:00～17:00
2/2㊐10:00～17:00

葛湯セット

☎0746-32-3120

土産 下-20 近藤商店
2/1㊏9:00～17:00
2/2㊐9:00～17:00

山桜
ようかん

☎0746-32-3018

土産

中-01 静亭
1/18㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00
2/8㊏10:00～21:00

鴨葛うどん
又は

ドリンクと
おつまみ

☎0746-32-3157

食事 中-02 西澤屋
1/18㊏11:00～17:00
2/2㊐11:00～17:00
2/8㊏11:00～17:00

葛玉
うどん

☎0746-32-8600

食事 中-03 TSUJIMURA＆cafe kiton
1/18㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00
2/8㊏10:00～21:00

オーガニック
ワインと
おつまみ
一品

☎0746-32-3032

食事

中-04 枳殻屋
1/18㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00
2/8㊏9:00～21:00

鹿肉串カツ
2本・
コロッケ
2個

☎0746-32-8732

食事 中-05 横矢芳泉堂
1/18㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00
2/8㊏9:00～21:00

葛湯5個
セット

+店内にて
葛湯1杯

☎0746-32-3108

土産 中-06 谷嶋誠心堂
1/18㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00
2/8㊏9:00～21:00

しおり・
懐紙

☎0746-32-4008

土産

中-07 湯元 宝の家
1/18㊏15:00～21:00
2/2㊐15:00～21:00
2/8㊏15:00～21:00

日帰り入浴
フェイス
タオル付き

☎0746-32-5121

風呂 中-08 柿の葉すし 醍予
1/18㊏9:30～21:00
2/2㊐9:30～21:00
2/8㊏9:30～21:00

柿の葉すし
鯖3個・
鮭2個

☎0746-32-1177

土産 中-09 柿の葉すし たつみ
1/18㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00
2/8㊏10:00～21:00

柿の葉すし
鮭・鯖
各2個
吉野葛

☎0746-32-1056

土産

中-10 甘味処 弁慶
1/18㊏10:30～21:00
2/2㊐11:00～17:00
2/8㊏11:00～17:00

筋、大根、
こんにゃく煮
込み＋なます
＋１ドリンク

☎0746-32-4102

食事 中-11 平木商店
1/18㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00
2/8㊏9:00～21:00

吉野杉箸

☎0746-32-8155

土産 中-12 豆富茶屋 林
1/18㊏10:30～21:00
2/2㊐10:30～21:00
2/8㊏10:30～21:00

とうふ
おつまみ
セット

☎0746-32-5681

食事

中-13 ちゃつぼ 芳魂庵
1/18㊏9:30～21:00
2/2㊐9:30～21:00
2/8㊏9:30～21:00

ぜんざい

☎0746-32-8207

食事 中-14 車田商店
1/18㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00
2/8㊏9:00～21:00

線香
8種類から
3個

☎0746-32-3041

土産 中-15 葛屋 中井春風堂
1/18㊏10:00～21:00
2/2㊐10:00～21:00
2/8㊏10:00～21:00

葛入り白玉
ぜんざいと
お土産葛湯

☎0746-32-3043

食事

中-16 お食事処 はるかぜ
1/18㊏10:00～17:00
2/2㊐10:00～17:00
2/8㊏10:00～17:00

葛うどん定食
※チケット2枚

☎0746-32-3830

食事 中-17 柿の葉すし やっこ
1/18㊏9:00～21:00
2/2㊐9:00～21:00
2/8㊏9:00～21:00

和風
中華そばと
柿の葉すしの
セット

☎0746-32-3117

食事

ライブ会場
中-18 金峯山寺
1/18㊏9:00～17:00
2/2㊐9:00～17:00
2/8㊏9:00～17:00

銘香
1セット

☎0746-32-8371

土産

ライブ会場

下記のお店でバルチケットをお渡しくださいね。

参加店一覧鬼バル in吉野山
8㊏

1/上町エリア 25㊏・2/2㊐

1/中町エリア 18㊏・ 2㊐・
2/下町エリア 1㊏・2/

2/
2㊐

中町エリア

8㊏
1/ 18㊏・
2㊐・2/



近鉄 近鉄

勝手神社

仁王門

観光車道

ささやきの小道

黒門

吉野神宮

民宿桜庵

桜美荘たいら

弘願寺

銅
の
鳥
居

喜蔵院

善福寺

竹林院

金峯山寺蔵王堂東南院

如意輪寺 吉野温泉元湯

大日寺

鬼フェス　 吉野山
in MAP

送迎バスルート

当日は無料送迎バスの
運行があります。

鬼バル専用 バス運行時刻表 大峯ケーブル延長営業

途中での下車は、都度ドライバーへお伝えください。
途中乗車は、バスに向かって手をあげてください。
混みあっている場合はご乗車頂けない可能性もございます。
運行日時／ 1/18・25・2/1・2・8　17:00～21:30

営業日時／１月18日・25日　２月１日・2日 ・８日
片道運賃／ 450円
最終吉野駅ゆき／９時 20分発

無料

白雲荘「蕉翠庵」での「雪見の茶会」と笑花堂弁当
昭和の初めに別荘として建てられた贅沢な造りの白雲荘「蕉翠庵」で気軽に体験できるお
茶会です。ご昼食は笑の会女将が心をこめておつくります。

限定20名 要予約　※10名未満の場合は開催中止
0746-32-3061(担当：小川)までご連絡ください。

日　時：2020年1月23日(木)、24日(金)
時　間：10：00頃～13：00頃
費　用：：12,000円（税込）
※近鉄吉野駅10：00発で、迎えのバスがございます。

笑の会 福も鬼もみんな集まれ
金峯山寺聚法殿（吉野山ビジターセンター）において
女将さん特製のお鍋がお楽しみいただけます。その
他、吉野の美味しい食べ物が勢ぞろい!!※要チケット
（会場内にて販売）

２月３日（月）限定の特別料金
6,000円 別 一泊朝食付き
詳細は観光協会HPをご覧下さい。

2/3
㊊

鬼フェス×「近畿大学文芸学部芸術学科」のコラボ企画登場
「近畿大学文芸学部芸術学科」の学生さんが鬼をテーマにモニュメントを制作!!

イベント期間中、吉野山に登場します。




