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平成２１年１１月３０日 
 

来年１月から始まる平城遷都１３００年祭に向けて 
奈良県内の秘宝・秘仏・国宝巡りに便利なきっぷと日帰り旅行プラン 

「せんとくん 奈良世界遺産フリーきっぷ」 
「奈良大和路 秘宝・秘仏・国宝めぐり」を発売します    

 

平成２２年１月から平城遷都１３００年祭が始まり、奈良県内各地で秘宝・秘仏の特別公開が行われます。

また、奈良県内にはほかにも国宝・重要文化財が多数あるほか、「古都奈良の文化財」「法隆寺地域の仏教建造

物」「紀伊山地の霊場と参詣道」の３つの世界遺産があり、来年の奈良は見どころがいっぱいです。 

近鉄では、これにあわせて、現在発売中の「奈良世界遺産フリーきっぷ」をリニューアルし、「せんとくん 奈

良世界遺産フリーきっぷ」（「奈良・斑鳩・吉野エリア」、「奈良・西の京・斑鳩エリア」の２種類）を発売しま

す。このきっぷは、近鉄電車の往復乗車券とフリー区間の近鉄電車・奈良交通バスが自由に乗降できるきっぷ

を割引セットしたもので、「奈良・斑鳩・吉野エリア」は、平城遷都１３００年記念事業協会が発行する「国宝

巡礼奈良まほろば手帳」のモデルコースに含まれる近鉄電車・奈良交通バス（一部コミュニティバスを除く）

にすべてご乗車いただけるよう、フリー区間を拡大。「奈良・西の京・斑鳩エリア」は奈良交通バスのフリー区

間を拡大のうえ値下げして発売します。 

また、秘宝・秘仏の特別公開の時期にあわせて、日帰り旅行プラン「奈良大和路 秘宝・秘仏・国宝めぐり」

を発売します。近鉄電車、奈良交通バス（一部コースを除く）、拝観券、昼食（一部コースを除く）をセットし

たお得な日帰り旅行プランで、上半期（１～６月出発分）は、創建以来初めて初層を特別開扉する国宝の室生

寺五重塔、當麻寺東塔西塔の拝観を含んだコースなど、普段は見ることのできない仏像や宝物、建造物の数々

の中から、ぜひとも拝観したい秘仏や至宝を選んで全１０コースをご用意しました。 

来年は、平城遷都１３００年祭にあわせて奈良県内各地でイベントが開催されます。この機会に、ぜひ奈良

大和路へお出かけいただきたいと考えています。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奈良大和路 秘宝・秘仏・国宝めぐり」
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１．「せんとくん 奈良世界遺産フリーきっぷ」 詳細 
 

（１）名   称  ①「せんとくん 奈良世界遺産フリーきっぷ 奈良・斑鳩・吉野エリア」 

          ②「せんとくん 奈良世界遺産フリーきっぷ 奈良・西の京・斑鳩エリア」 

 

（２）発 売 期 間  平成２１年１２月１５日（火）～平成２２年１２月３１日（金） 

 

（３）ご利用期間  ①奈良・斑鳩・吉野エリア  平成２２年１月１日（金）～平成２３年１月２日（日） 

          ②奈良・西の京・斑鳩エリア 平成２２年１月１日（金）～平成２３年１月１日（土） 

 

（４）有 効 期 間  ①奈良・斑鳩・吉野エリア   ご利用期間中で乗車開始日から３日間有効 

②奈良・西の京・斑鳩エリア  ご利用期間中で乗車開始日から２日間有効 

 

（５）発売額（おとな。こどもはおとなの半額）  

奈良・斑鳩・吉野エリア 奈良・西の京・斑鳩エリア 

発駅 発売額 発駅 発売額 

大阪難波～鶴橋 

大阪阿部野橋 
２,８００円 大阪難波～鶴橋 １,８００円 

京都 ３,０００円 京都 １,９００円 

近鉄名古屋 ４,８４０円 近鉄名古屋 ４,４００円 

桑名 ４,４５０円 桑名 ４,０００円 

近鉄四日市 ４,３１０円 近鉄四日市 ３,８００円 

白子 ４,０２０円 白子 ３,５００円 

津 ３,８５０円 津 ３,３００円 

松阪 ３,７８０円 松阪 ３,１００円 

伊勢市・宇治山田 ４,０９０円 伊勢市・宇治山田 ３,５００円 

 

（６）発 売 箇 所  ・近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 

           ・ＫＮＴツーリスト・近畿日本ツーリスト、ＪＴＢ・日本旅行各グループ、京阪交通

社、農協観光の主要支店・営業所 

 

（７）きっぷの内容 

近鉄電車の往復乗車券とフリー区間の近鉄電車・奈良交通バスが自由に乗降できるきっぷを割引セ

ットした、奈良大和路の国宝めぐり・世界遺産めぐりに便利なきっぷです。社寺仏閣やレンタサイク

ルの優待特典もついています。 

     ＜フリー区間＞（  は今回拡大する区間） 

     ①奈良・斑鳩・吉野エリア 

    ・近鉄電車  平城～吉野、生駒～近鉄奈良、大和八木～室生口大野、平端～天理、生駒～王寺、

新王寺～西田原本、当麻寺～橿原神宮前、尺土～近鉄御所、鳥居前～宝山寺（生駒

ケーブル）の各区間 

     ・奈良交通バス  奈良・西の京・斑鳩・柳生・加茂・富雄・信貴山・山の辺の道・飛鳥・榛原・

室生の各地区 

     ②奈良・西の京・斑鳩エリア 

      ・近鉄電車  平城～筒井および学園前～近鉄奈良の各区間 

      ・奈良交通バス  奈良・西の京・斑鳩・柳生・加茂の各地区 

 

（８）現在発売中の「奈良世界遺産フリーきっぷ」（「奈良・斑鳩・吉野エリア」、「奈良・西の京・斑鳩エ

リア」〔鉄道コース、バスセットコース〕、「奈良公園エリア」の３エリア４コース）は平成２１年１２

月３１日をもって発売を終了します。１２月３１日ご出発分まで発売します。 

別 紙 
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２．「奈良大和路 秘宝・秘仏・国宝めぐり」 詳細 
 

 （１）プラン名称  「平城遷都１３００年祭記念 祈りの回廊 奈良大和路 秘宝・秘仏・国宝めぐり」 

 

 （２）内   容   近鉄電車、奈良交通バス（一部コースを除く）、拝観券、昼食（コース⑥を除く）等を

セットした日帰り旅行プラン（個人型の募集型企画旅行商品）です。 

 

 （３）募集開始日  平成２１年１２月１５日（火） 

 

 （４）コースおよび出発日 

    ①室生寺
む ろ う じ

・大野寺
お お の じ

・室生龍穴神社
むろうりゅうけつじんじゃ

コース 

      【室生寺の五重塔初層
しょそう

特別開扉】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 １月 １日（金）～ １月１７日（日） 

             平成２２年 ３月１３日（土）～ ３月２８日（日） 

       ＜見どころ＞五重塔〔国宝〕：初層特別開扉 創建初 

             本堂：五智如来
ご ち に ょ ら い

と両界曼荼羅
りょうかいまんだら

 

      【室生寺の十二神将立像
じゅうにしんしょうりゅうぞう

勢ぞろい】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ５月１５日（土）～ ８月３１日（火） 

       ＜見どころ＞金堂〔国宝〕：里帰りにより勢揃いした十二神将立像〔重文〕 

    ②長谷寺
は せ で ら

コース 

      【長谷寺十一面観世音菩薩御影大画軸
じゅういちめんかんぜおんぼさつみえいだいがじく

特別拝観】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 3月 1日（月）～ ５月３１日（月） 

       ＜見どころ＞大講堂：十一面観世音菩薩御影大画軸 通常非公開 国内最大級 

    ③談山神社
たんざんじんじゃ

・聖林寺
しょうりんじ

・安倍文殊院
あべもん じゅ いん

コース 

      【談山神社・聖林寺・安倍文殊院めぐり】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 3月 1日（月）～ ５月３１日（月） 

＜見どころ＞談山神社：秘仏公開 

      聖林寺：十一面観音菩薩
じゅういちめんかんのんぼさつ

立像〔国宝〕（拝観期間 通年） 

      安倍文殊院：文殊菩薩像〔重文〕眼前での特別拝観 

（拝観期間 １１月３０日まで） 眼前での特別拝観は創建初 

    ④東大寺
とうだいじ

・春日大社
かすがたいしゃ

・興福寺
こうふくじ

コース 

【東大寺 俊乗堂重源上人
しゅんじょうどうちょうげんしょうにん

公開と春日大社・興福寺の国宝館など特別展示】 

      ＜出 発 日＞平成２２年 ４月 ２日（金）～ ４月１５日（木） 

      ＜見どころ＞東大寺 俊乗堂：重源上人坐像〔国宝〕、阿弥陀如来像
あ み だ に ょ ら い ぞ う

〔重文〕 

            春日大社 宝物殿：神殿の秘宝（拝観期間 ７月１９日まで） 

            興福寺：国宝館特別展示 

    ⑤伝香寺
でんこうじ

・東大寺
とうだいじ

・白毫寺
びゃくごうじ

コース 

      【伝香寺地蔵菩薩立像特別拝観と大和の三名椿（伝香寺・東大寺・白毫寺）めぐり】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ３月１０日（水）～ ４月 ４日（日） 

＜見どころ＞伝香寺 本堂：地蔵菩薩立像〔重文〕 

             大和の三名椿：伝香寺 散り椿、東大寺開山堂 のりこぼし椿、白毫寺 五色椿〔県

天然記念物〕  

※東大寺開山堂は非公開ですが、のりこぼし椿は四月堂の縁側か

ら垣間見ることができます。 
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⑥薬師寺
や く し じ

・唐招提寺
とうしょうだいじ

コース 

【薬師寺白鳳伽藍
はくほうがらん

と玄奘三蔵院伽藍
げんじょうさんぞういんがらん

・大唐西域壁画展
だいとうさいいきへきがてん

と唐招提寺金堂落慶
こんどうらっけい

に伴う諸仏拝観】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 １月 １日（金）～ ６月３０日（水） 

＜見どころ＞薬師寺 玄奘三蔵院：玄奘三蔵院伽藍 通年公開 

             唐招提寺 金堂〔国宝〕：落慶 

    ⑦矢田寺
や た で ら

・松尾寺
まつおでら

コース 

      【金剛山寺
こんごうせんじ

（矢田寺）地蔵菩薩立像拝観と松尾寺役行者像
えんのぎょうじゃぞう

特別拝観】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ６月 ５日（土）～ ６月２７日（日）の土日限定 

       ＜見どころ＞矢田寺 本堂：地蔵菩薩立像〔重文〕 

             松尾寺 行者堂：役行者像 

    ⑧信貴山朝護孫子寺
し ぎ さ ん ち ょ う ご そ ん し じ

コース 

      【信貴山縁起絵巻
し ぎ さ ん え ん ぎ え ま き

と奥秘仏毘沙門天王
びしゃもんてんおう

特別公開】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ２月 １日（月）～ ２月１６日（火） 

       ＜見どころ＞本堂：奥秘仏毘沙門天立像 １２年ぶり 

             霊宝館：絵巻 飛倉
とびくら

の巻 

 毎年１巻ずつ公開の信貴山縁起絵巻〔国宝〕全３巻を順次公開 

      【信貴山縁起絵巻と秘仏特別公開（戒壇めぐり付き）】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ４月２２日（木）～ ５月 ５日（祝） 

＜見どころ＞本堂：秘仏、戒壇めぐり 

霊宝館：絵巻 延喜加持
え ん ぎ か じ

の巻 

 毎年１巻ずつ公開の信貴山縁起絵巻〔国宝〕全３巻を順次公開 

    ⑨當麻寺
たいまでら

・石光寺
せっこうじ

コース 

     【當麻寺東塔西塔初層
とうとうさいとうしょそう

特別開扉・中之坊
なかのぼう

、西南院
さいないん

】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ５月２０日（木）～ ５月３１日（月） 

 【當麻寺東塔西塔初層特別開扉・中之坊】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ６月 １日（火）～ ６月２０日（日） 

＜見どころ＞當麻寺 中之坊霊宝館
なかのぼうれいほうかん

：中将姫
ちゅうじょうひめ

特別展 

      當麻寺 東塔・西塔〔国宝〕：初層特別開扉 創建以来初 

            當麻寺 西南院：諸尊（拝観期間 ５月３１日まで） 通常非公開 

            當麻寺 中之坊：導き観音
みちびきかんのん

（拝観期間 ６月１６日まで） 修復完成記念 

  ⑩壷阪寺
つぼさかでら

・岡寺
おかでら

・橘 寺
たちばなでら

コース 

【南法華寺
みなみほっけじ

（壷阪寺）三重塔初層内陣
しょそうないじん

初公開と岡寺書院内陣、橘寺の寺宝特別公開】 

       ＜出 発 日＞平成２２年 ４月１０日（土）～ ５月 ５日（祝） 

       ＜見どころ＞壷阪寺 三重塔〔重文〕：初層内陣（拝観期間 ５月３１日まで） 

             岡寺：書院〔重文〕内陣特別公開 通常非公開 

            橘寺 聖倉殿
しょうそうでん

：伝
でん

・日羅立像
にちらりゅうぞう

〔重文〕等拝観（拝観期間 ５月９日まで） 

 特別展示 
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（４）主な駅からの旅行代金（おとな１人あたり。こどもの設定もあります。） 

コース 大阪難波発 京都発 近鉄名古屋発

①室生寺・大野寺・室生龍穴神社コース ４,９８０円 ５,２３０円 ７,４１０円 

②長谷寺コース ４,５８０円 ４,８３０円 ７,２５０円 

③談山神社・聖林寺・安倍文殊院コース ４,９８０円 ５,２３０円 ７,７１０円 

④東大寺・春日大社・興福寺コース ３,７６０円 ３,８３０円 ７,２９０円 

⑤伝香寺・東大寺・白毫寺コース ３,８９０円 ３,９６０円 ７,４２０円 

⑥薬師寺・唐招提寺コース ２,０９０円 ２,１６０円 ５,６２０円 

⑦矢田寺・松尾寺コース ４,６７０円 ４,８００円 ８,０８０円 

奈良コース ４,６２０円 ４,８８０円 ８,０３０円 
⑧信貴山朝護孫子寺コース 

大阪コース ４,９８０円 ５,６２０円 ８,７１０円 

⑨當麻寺・石光寺コース ４,４７０円 ４,６８０円 ７,６５０円 

⑩壷阪寺・岡寺・橘寺コース ５,２５０円 ５,５００円 ８,４７０円 

    ※他駅からの設定もあります。 

※大阪難波発、京都発の旅行代金には特急料金は含まれていません。（特急列車をご利用の場合は、

別途割引料金にてご利用いただけます。） 

        ※④は東大寺拝観料が別途必要です。 

    ※⑥は昼食はセットされていません。 

※⑧の「奈良コース」は信貴山下駅から奈良交通バスを利用するコース、「大阪コース」は信貴山

口駅から西信貴ケーブル・近鉄バスを利用するコースです。 

  

（５）お 申 込 み  近鉄主要駅営業所 

 

（６）１２月１５日から募集を開始するものは平成２２年１月１日～６月３０日（上半期）ご出発のプラン

です。下半期ご出発のプランも今後発売する予定です。 

 

 以 上 


