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天空にそびえる“花の御寺”から“ハレ詣で”の旅へ 

“長谷寺・奈良大和四寺編” スタート！ 

 
 

「花の御寺
み て ら

」長谷寺
は せ で ら

。奈良県中部の桜井市初瀬
は せ

に位置するこのお寺には、四季を通じて花が咲

き誇り、山あいにそびえる伽藍は「天空の御寺」とも呼ぶべき壮大なものです。初瀬の地に詣で

れば、そこには日常を忘れる空間が広がっています。 

そんな「ハレ」の空間で静かに自分と向き合えば、気持ちも晴れ
ハ レ

る。「うまし うるわし 奈良」

2019年春のキャンペーンが提案するのは、そんな「ハレ詣で」の旅です。 

また今回は、キャンペーンとして初めて、複数の社寺をまたがるエリア展開を実施し、「長谷

寺からはじまる奈良大和四寺の旅」として、奈良県中部にある室生寺
む ろ う じ

・岡寺
おかでら

・安倍
あ べ

文殊院
もんじゅいん

を含め

た４つのお寺を取り上げ、魅力をご紹介いたします。 

長谷寺からはじまる、奈良大和四寺への「ハレ詣で」。それぞれのお寺では、長谷寺の秘宝と

もいえる「銅板
どうばん

法華
ほ っ け

説相図
せつそうず

（白鳳時代、国宝）」が奈良国立博物館から里帰りするのをはじめ、

今この時期だからこその公開も盛り沢山。是非この機会に、奈良へのご旅行をお楽しみください。 

 

１．長谷寺について 

・奈良県桜井市にある、真言宗豊山派
ぶ ざ ん は

の総本山。 

全国に三千の末寺を持つ大寺です。7世紀後期に創建されたと 

いわれ、平安時代には多くの貴族が参詣。その様子は「源氏物 

語」や「枕草子」など数多くの文学にも登場します。 

・春は桜に牡丹
ぼ た ん

、初夏は紫陽花
あ じ さ い

・・・と四季を通じて様々な花が 

咲き誇ることから「花の御寺」と呼ばれます。 

また、399段の登 廊
のぼりろう

（重要文化財）を登った先、初瀬山の中腹 

に本堂（国宝）がそびえるさまは、「天空の御寺」とも呼ぶべき 

スケール感を有しています。 

・御本尊の十一面観世音菩薩立像（重要文化財）は、木造の十一面 

観音像として日本最大級です。キャンペーン期間中は、おみ足に 

直接触れて「ご縁」を結ぶことができます。 

 

２．奈良大和四寺について 

・長谷寺（桜井市）、室生寺（宇陀市）、岡寺（明日香村）、安倍文殊院（桜井市）の四ケ寺は、いずれも

千二百年以上の歴史を誇るお寺で、御本尊はすべて国宝・重要文化財です。 

・「奈良大和四寺巡礼」として、1枚で四ケ寺を巡ることができる個人共通拝観券があります。 
※写真はイメージです 

※入山料に加えて特別拝観料が別途必要 



 
 

 
 

３．キャンペーン期間中のイベント・特別公開 

○長谷寺 

・本尊大観音尊像 春季特別拝観：2019年 6月 30日（日）まで 

普段は立ち入る事のできない本堂（国宝）の中に入ることができ、 

御本尊・十一面観世音菩薩立像（重要文化財）のおみ足に直接触れて 

ご縁を結ぶことができる。 

・ぼたんまつり：2019年 4月 20日（土）～2019年 5月 12日（日） 

約 150 種、7,000株にも及ぶ牡丹が咲き競い、見頃を迎える。 

※開花状況は長谷寺ＨＰ（http://www.hasedera.or.jp）等でご確認ください。 

・銅板法華説相図（国宝）特別公開：2019年 4月 1日（月）～2019年 5月 31日（金） 

長谷寺の開祖とされる道明上人が、7 世紀末に建立したとされる銅板。 

長谷寺の草創に関わるとされ、長く秘宝とされた文化的・学術的価値 

の高い文化財が、2ヵ月限定で奈良国立博物館より戻り、公開される。 
 

○室生寺 

・金堂特別公開 諸仏揃い踏み 見納め：2019年 5月 12日（日）まで 

室生寺の金堂内に並ぶ、十一面観音立像（国宝）や地蔵菩薩立像 

（重要文化財）、十二神将立像（重要文化財）といった文化財の 

仏像群の一部が今後、寶物殿（2020年春オープン予定）に移され 

るため、現状の揃い踏みの状態を拝観できる最後の機会。 

※入山料に加えて特別拝観料が別途必要。 
 

○岡寺 

・本堂内々陣お扉特別開扉：2019年 4月 1日（月）～2019年 6月 30日（日） 

通常は閉じられた本堂内々陣の扉から、塑像として日本最大の御本尊・ 

如意輪観音坐像（重要文化財）を間近で見ることができる。 

・愛染・不動明王坐像特別公開：2019年 4月 1日（月）～2019年 6月 2日（日） 

2017 年より、江戸時代に造立されてから初となる修復に入っていた寺宝、 

愛染明王坐像と不動明王坐像。これら 2つの御本尊脇侍が、修復を終えて 

特別公開となる。 
 

○安倍文殊院 

・秘仏十二天軸特別開帳：2019年 4月 27日（土）～2019年 5月 31日（金） 

普段秘仏とされている境内の金閣
きんかく

浮
うき

御堂
み ど う

に祀られた、東西南北をはじめと 

する各方位を守護する十二天像が、期間限定で御開帳となる。 

 

４．ＴＶＣＦ・ポスター・ホームページ展開 

・ＴＶＣＦ 

2019 年 4月 6 日（土）～4月 28日（日） 

・ポスター 

2019 年 4月 6 日（土）から順次掲出 

・ホームページ内特設ページ 

2019 年 3月 22日（金）から順次公開 

本尊大観音尊像 

春季特別拝観 
※入山料に加えて 

特別拝観料が別途必要 

金堂「諸仏揃い踏み」 

※入山料に加えて特別拝観料が別途必要 

 

愛染・不動明王坐像 

秘仏十二天（一部） 

※特別拝観料が別途必要 

※写真はイメージです 

http://www.hasedera.or.jp/


■ポスタービジュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※写真はイメージです。 

○紫陽花が咲き誇る「花の御寺」 

別紙１ 

 

○天空に広がる舞台造りの本堂 



ＪＲ東海ツアーズのおすすめ旅行プラン 

 

１．うましうるわし奈良 長谷寺・奈良大和四寺めぐり 

 ●プランのポイント 

  ・長谷寺をはじめ、室生寺・岡寺・安倍文殊院の四寺めぐりがお楽しみいただける「奈

良大和四寺巡礼 個人共通拝観引換券」付き。※日帰りプランは２ヶ寺の拝観引換券

付き。 

■設定期間： １泊プラン ：４月６日（土）～６月２９日（土）出発 

２泊プラン ：４月６日（土）～６月２８日（金）出発 

３泊プラン ：４月６日（土）～６月２７日（木）出発 

日帰りプラン：４月６日（土）～６月３０日（日）出発  

※一部除外日あり。 

■出発地区： 首都圏、静岡地区、名古屋地区 

■旅行代金： ２６，７００円～４２，８００円 
※東京・品川発着、１泊２日、往復新幹線普通車指定席（利用できる列車は限られます）、

ホテル日航奈良、 

禁煙ツイン（２・３名様１室）・禁煙ファミリーツイン（４名様１室）、 

食事なしプラン利用、大人おひとり様、奈良大和四寺巡礼 個人共通拝観引換券含む 
■申込期限： 出発日の１日前まで（一部販売店、ＷＥＢ申込は除く） 

■発売日 ３月２７日（水）予定 

 

 

 

 

 

 

２．総本山長谷寺時間外特別拝観と奈良祈りの旅（ＪＲ東海「50＋」特別企画） 

 ●プランのポイント 

・「長谷寺」では一般拝観終了後の時間外に僧侶の案内で特別拝観します。 

・室生寺、岡寺、安倍文殊院も含めた大和四寺でも僧侶によるご説明があります。 

 

■設定期間： ５月：１９日（日）、２５日（土） 

６月：４日（火）、１４日（金）、１６日（日）、２２日（土）、 

２６日（水） 

７月：５日（金）、７日（日）、１７日（水）、２０日（土）、 

■出発地区： 首都圏、静岡地区、名古屋地区 

■旅行代金： ４５，８００円～５３，８００円 
※東京・品川発着、１泊２日、往復新幹線普通車指定席（利用できる列車は限られます）、

朝食 1回・昼食２回・夕食１回付、大人おひとり様、拝観料含む 

■申込期限： 出発日の１６日前まで 

■発売日 ３月２２日（金） 

 

別紙２ 

 

 

 

[商品問合せ] ぷらっと旅・コールセンター 

 ・フリーダイヤル：0120-945-355   ・電話：03-6860-1080 

 ・受付時間：全日 10:00～18:00 （年末年始を除き年中無休） 



 

 

３．長谷寺と日本の原点を辿る橿原神宮参拝（ＪＲ東海「50＋」特別企画） 

 ●プランのポイント 

・「長谷寺」では、通常非公開の「書院」を僧侶の案内で特別に拝観します。 

・新元号を迎える年に、日本の始まりの地と伝わる橿原神宮を参拝します。 

 

■設定期間： ５月：１２日（日）、１８日（土）、２２日（水）、２６（日） 

６月：６日（木）、９日（日）、１２日（水）、２２日（土） 

７月：３日（水）、６日（土）、１４日（日）、２３日（火） 

■出発地区： 首都圏、静岡地区、名古屋地区 

■旅行代金： ２３，８００円～２４，８００円 
※東京・品川発着、日帰り、往復新幹線普通車指定席（利用できる列車は限られます）、

昼食１回（弁当）付、大人おひとり様、拝観料含む 
■申込期限： 出発日の１４日前まで 

■発売日 ３月２２日（金） 

 

※50＋（フィフティ・プラス）の旅行プランお申込みには、会員登録（入会金・年会費無料）

が必要になります。同行者の年齢制限はありません。（会員１名につき５名まで同行可） 

※50＋旅行プランの詳細は、パンフレットまたはホームページ（http://jr50plus.jp）をご

覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[商品問合せ] 50+ツアーデスク 

 ・フリーダイヤル：0120-957-550   ・電話：03-6867-8650 

 ・受付時間：全日 10:00～18:00（12/31～1/3を除き年中無休）  

※５０＋への会員登録を同時に受け付けます。 

http://jr50plus.jp/


奈良へ行くならネット予約が便利♪ 

“奈良満喫フリーきっぷ”を期間限定で発売！ 

 

東海道・山陽新幹線のネット予約サービス「スマートＥＸ」・「エクスプレス予約」の商品を

利用して京都駅・新大阪駅を訪れたお客様に、大阪・京都・奈良自由周遊区間内のＪＲ線の

普通列車（快速・新快速含む）の普通車自由席、近畿日本鉄道線の普通列車の普通車自由席、

奈良交通バスが 3日間乗り放題になる、「奈良満喫フリーきっぷ」を期間限定で発売します！ 

「スマートＥＸ」・「エクスプレス予約」と「奈良満喫フリーきっぷ」で、奈良への「ハレ詣

で」に出かけてみませんか？ 

 

●発売対象となるお客様 

京都駅・新大阪駅まで「スマートＥＸ」・「エクスプレス予約」の商品を利用された方 

 

●発売期間 

２０１９年３月３１日（日）から２０２０年３月３１日（火）まで 

※ご利用開始日の前日もしくは当日に限り発売します。 

 

●利用期間 

２０１９年４月１日（月）から２０２０年４月２日（木）までの連続する３日間 

※２０２０年３月３１日（火）出発分まで発売します。 

 

●購入時に必要なもの 

「ＥＸご利用票（座席のご案内）（※１）」または「ご利用票 兼 領収書（※２）」 

（※１）「スマートＥＸ」では登録した交通系ＩＣカード、「エクスプレス予約」ではＥＸ予約専用ＩＣカー

ドでご利用の場合、入場時に新幹線自動改札機から出力されます。 

（※２）きっぷでご利用の場合に、指定席券売機等できっぷの受取時に発券されます。 

 

「ＥＸご利用票」または「ご利用票 兼 領収書」1枚につき 1度に限り「奈良満喫フリーき

っぷ」を発売します。 

 

※きっぷでご利用の場合は、1枚の「ご利用票 兼 領収書」できっぷをご利用になった人

数分を上限として発売します。 

※「ＥＸご利用票」「ご利用票 兼 領収書」は、「奈良満喫フリーきっぷ」のご利用開始日

の前日もしくは当日のものに限り有効です。 

※きっぷのご提示では「奈良満喫フリーきっぷ」を発売できませんので、ご注意ください。 

 

 

別紙３ 

 



●発売価格(1人あたり) 

おとな 3,200円 

こども 1,600円 

※こどものみの発売・ご利用はできません。 

※乗車区間、ご利用状況によっては普通乗車券やその他フリーきっぷ等の方がお安くなる

ことがあります。 

 

●発売箇所 

・ＪＲ東海の京都駅、新大阪駅 

・ＪＲ東海ツアーズ 京都支店・京都駅新幹線中央口支店・新大阪支店 

・ＪＲ西日本の京都駅、新大阪駅、大阪駅、天王寺駅 

 

●自由周遊区間 

 
※きっぷの利用条件等の詳細については、ホームページをご覧ください。 

「スマートＥＸ」会員の方 https://smart-ex.jp/lp/nara_free/ 

「エクスプレス予約」会員の方 https://expy.jp/lp/nara_free/ 

https://smart-ex.jp/lp/nara_free/
https://expy.jp/lp/nara_free/

