
PRESS RELEASE 第 1 弾 
令和 3 年 7 月 30 日 

公益社団法人 奈良市観光協会 

奈良市では、秋の夜を満喫できる催しが令和 3 年 10 月 29 日（金）～11 月 20 日（土）の毎週金・土曜日に

行われます。世界遺産の春日大社、興福寺、元興寺で夜間特別参拝が行われるほか、美しい夕景や夜景を若草山

山頂へ観に行く、奈良若草山トワイライトバスが運行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古都奈良の秋の夜を味わう「秋夜の奈良旅」は昨年 11 月に初開催しました。今年は、春日大社の国宝・御本殿

夜間特別参拝と万燈籠や、元興寺の国宝・極楽堂（本堂）の夜間特別参拝が昨年に引き続き行われるほか、

新たに興福寺の国宝・五重塔の初層内陣特別開扉が夜間にも実施されます。中でも興福寺五重塔の夜間の初層

内陣特別開扉は、初開催となります。 

奈良市観光協会では、若草山山頂で夕景から夜景へと移ろう様子をお楽しみいただける「奈良若草山トワイ

ライトバス」を期間中の金・土曜日に運行します。山頂からの景色を眺めた後、お帰りの際には途中下車をし、

夜間特別参拝にもお出かけいただけます。しっとりとした雰囲気の秋夜の奈良で、素敵なひと時をお過ごし

ください。 

 

名称：秋夜の奈良旅 2021 

期間：令和 3 年 10 月 29 日（金）～11 月 20 日（土）の毎週金・土曜日 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で情報が予告なく変更される場合があります。 

＜本件に関するお問い合わせ先（総合）＞公益社団法人 奈良市観光協会 広報企画課 胎中・大垣・大石 

住所：〒630-8122 奈良市三条本町 8-1 シルキア奈良 2 階 Tel: 0742-30-0230 

Email: kouhou@narashikanko.or.jp（広報窓口代表） URL: https://narashikanko.or.jp/（公式 WEB） 

※「秋夜の奈良旅 2021」特設ページは第 2 弾プレスリリース配信時に公開予定です。 

夜間特別参拝や夕景・夜景観賞で味わう秋の夜「秋夜の奈良旅 2021」 

世界遺産・社寺の夜間特別参拝を今年は 10 月末～11 月に実施。夕景・夜景を観に行くバスも運行 

画像左：興福寺 五重塔のライトアップイメージ 右上：春日大社 万燈籠のイメージ  
右下：元興寺 国宝・極楽堂（本堂）のライトアップイメージ 
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名称： 春日大社 国宝・御本殿夜間特別参拝と万
まん

燈
とう

籠
ろう

特別開催 

内容： 春日大社では国宝・御本殿夜間特別参拝と万燈籠が行われます。 

御本社回廊内にある約 1,000 基の釣燈籠に浄火が灯されます。 

日程：  令和 3 年 10 月 30 日（土）、11 月 6 日（土）、13 日（土）、20 日（土） 

時間：  10 月 17:45～20:00（17:30 で一旦閉門） 

11 月 17:30～20:00（17:00 で一旦閉門）※御朱印授与も20:00 まで 

特別参拝料：500 円 

場所：   〒630-8212 奈良市春日野町 160 

問い合わせ：0742-22-7788（春日大社 受付 17:00 まで） URL: https://www.kasugataisha.or.jp/ 

 

名称：  興福寺 国宝・五重塔 初層内陣 夜間特別開扉 

内容：   興福寺では、令和4 年度から約120 年ぶりの大規模修理が行われる 

国宝・五重塔の初層内陣が特別開扉され、秋夜の奈良旅 2021 期間 

中は夜間も延⾧されます。夜間、ライトアップされた塔の初層 

内陣を拝観できるのは、今回が初めてです。 

日程：  令和 3 年 10 月 29 日（金）、30 日（土）、11 月 5 日（金）、 

6 日（土）、19 日（金）、20 日（土） 

時間：   17:30～20:00（17:00 で一旦閉門） 

※期間限定 特別御朱印授与も 20:00 まで。五重塔初層内陣は 10 月 9 日（土）～11 月 23 日（火・祝） 

9:00～17:00 に特別開扉されますが、上記 6 日間については夜間も開扉されます。 

拝観料： 大人（大学生含む）1,000 円、学生（中高生）600 円、小人（小学生）400 円  

※五重塔特別護符付き。未就学児は無料 

場所： 〒630-8213 奈良市登大路町 48 

問い合わせ：0742-22-7755（興福寺 受付 17:00 まで） URL: https://www.kohfukuji.com/ 

 

名称： 元興寺 国宝・極楽堂（本堂）夜間特別参拝と境内ライトアップ ほか 

内容： 元興寺では、国宝・極楽堂（本堂）の夜間特別参拝を実施する 

ほか、境内のライトアップなどを行います。“ならまち”にひっそりと 

佇む“日本仏教はじまりの寺・元興寺”で、日中とは違う情景を 

味わうことができます。 

日程： 令和 3 年 10 月 29 日（金）、30 日（土）、11 月 5 日（金）、 

6 日（土）、12 日（金）、13 日（土）、19 日（金）、20 日（土） 

時間：  18:00～20:00（17:00 で一旦閉門）※御朱印授与も 20:00 まで 

特別拝観料：500 円 

場所：  〒630-8392 奈良市中院町 11 

問い合わせ：0742-23-1377（元興寺 受付 17:00 まで） URL: https://gangoji-tera.or.jp/ 

世界遺産の 3 つの社寺で夜間特別参拝 

ライトアップされた国宝・極楽堂（本堂）のイメージ 

万燈籠のイメージ 

ライトアップされた興福寺五重塔のイメージ 
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名称：奈良若草山トワイライトバス 

内容：毎年夏の夜に実施している、若草山山頂に夜景を観に行く「奈良若草山夜景観賞バス」。今秋は、令和 2 年

に初運行し好評をいただいた、夕景と夜景を満喫できる「トワイライトバス」を「秋夜の奈良旅」期間中の

金・土曜日に運行します。帰りは途中下車が可能。絶景を堪能した後は夜間特別参拝へとお出かけください。 

日程：令和 3 年 10 月 29 日(金)、30 日(土)、11 月 5 日(金)、6 日(土)、12 日(金)、13 日(土)、19 日(金)、20 日(土) 

運行経路： 

【期間中の毎週金曜日】 

JR 奈良駅（東口 4 番のりば）16:00 発→近鉄奈良駅（奈良交通 20 番のりば）16:05 発→ 

若草山山頂 16:30 着…1 時間山頂に滞在…17:30 発→奈良県庁前 17:53 着→近鉄奈良駅 17:55 着→ 

JR 奈良駅 18:00 着 

【期間中の毎週土曜日】 

JR 奈良駅（東口 4 番のりば）16:00 発→近鉄奈良駅（奈良交通 20 番のりば）16:05 発→ 

若草山山頂 16:30 着…1 時間山頂に滞在…17:30 発→春日大社本殿 17:58 着→奈良県庁前 18:03 着→ 

近鉄奈良駅 18:05 着→JR 奈良駅 18:10 着 

  ※復路「奈良県庁前」「春日大社本殿」は降車扱いのみとなります。 

料金：大人（中学生以上）600 円、子ども（小学生）300 円（税込） 

※予約なしでご利用いただけます。雨天時も運行。荒天時は運休する場合があります。 

主催：公益社団法人 奈良市観光協会 

一般問い合わせ：  0742-20-3100（奈良交通お客様サービスセンター 8:30～19:00 年中無休） 

企画問い合わせ：   0742-30-0230（公益社団法人 奈良市観光協会） 

奈良市観光協会主催企画 

写真左：タイミングが合えば、鹿と夕日のシャッターチャンスも 写真右：新日本三大夜景の 1 つ、若草山山頂からの夜景 
※写真はイメージです 


