
２０２２年５月１１日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

鈴木亮平さんを起用 

『いざいざ奈良』キャンペーンスタート！ 

 

 当社沿線の魅力ある観光地の一つ、「奈良」にスポットをあてた観光キャンペーン『い

ざいざ奈良』をスタートします。 

 

 

 『いざいざ』とは、万葉集や古事記で人を誘（いざな）う意味で用いられたことばの

「いざ」を繰り返したもので、奈良への旅の誘いの思いを込めました。 

 奈良は、1300年以上の時を超えて受け継がれてきた魅力と、今を生きる人たちが新た

に発信する魅力が合わさった、知るほどに面白く、触れるほどに新たな好奇心をかきたて

られる、そのような旅ができる場所です。 

 

 『いざいざ奈良』キャンペーン第一弾は、「東大寺・ならまち」エリアを取り上げま

す。東大寺の大仏造立（ぞうりゅう）に込められた「動物も植物も人間も、生きているす

べてのものが幸せになるように」との思いや、大仏殿の東にある二月堂からの 1300年前

と変わらない壮大な空。長い歴史の中で受け継がれてきた魅力や感動をお届けします。 

また、奈良市中心部の「ならまち」では、歴史ある街並みのなかで、魅力あふれる店舗

が数多く誕生しています。奈良の新しい文化として盛り上がりをみせる「かき氷」や「バ

ー」などの魅力についても深掘りしていきます。 

 

日帰りするにはもったいない。大人になった今こそ、受け継がれる歴史の魅力と新しい

奈良の魅力をゆっくりとお楽しみください。 

 

※ご旅行の際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。 



 
 

 
 

１．宣伝展開（別紙１） 

キャンペーン第一弾の「東大寺・ならまち編」では、イメージキャラクターに世界遺

産検定保持者でもある俳優の鈴木亮平さんを起用し、大人になって訪れる奈良旅の魅力

をお伝えします。特設サイトでは、ＣＭ動画のほか、インタビュー映像も含めたメイキ

ングムービーを公開しますので、ぜひご覧ください。 

 

 ・ＴＶＣＭ：５月１１日（水）～ 

【ＵＲＬ】 

https://youtu.be/3TTGD3BKoK4 

 

 

 

 

 

                 （ＴＶＣＭの一部） 

 ・ポスター：５月１１日（水）～ 

         （ポスター：東大寺・二月堂） 

 ・特設サイト：５月１１日（水）～ 

【ＵＲＬ】 

https://nara.jr-central.co.jp/campaign/izaiza_todaiji/ 

ＣＭ動画のほか、インタビュー映像も含めたメイキングムービーを公

開。ロケ地ＭＡＰでは、奈良のちょっとした「こばなし」を鈴木亮平さ

んの音声ガイドで紹介しています。「東大寺を知り尽くす旅」モデルコ

ースでは深堀り情報が満載です。東大寺・ならまちの魅力満載の特設サ

イト、ぜひご覧ください。 

 

鈴木 亮平 

1983年3月29日生まれ、兵庫県西宮市出身。2006年俳優デビュー。2014年、NHK

朝の連続テレビ小説『花子とアン』では、ヒロインの夫・村岡英治役を演じ、2018

年、NHK大河ドラマ『西郷どん』で主人公の西郷隆盛を演じる。近年の出演作はド

ラマ『テセウスの船』『レンアイ漫画家』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』、映画

『燃えよ剣』『孤狼の血LEVEL２』『土竜の唄FINAL』。2022年、第45回日本アカデミ

ー賞最優秀助演男優賞を受賞。 



 
 

 
 

２．連動商品（別紙２） 

●ＥＸサービス会員向け「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」 

  東海道・山陽新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービス「ＥＸサービス」利用

者向けサイト「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」では、東大寺、ならまちを楽しむプラ

ンをご用意しています。 

 

＼中川政七商店とのコラボプラン／ 

・鹿寄せと中川政七商店 茶論で学ぶ、抹茶のおもてなし 

・鹿寄せと「㐂つね（きつね）」の特別な一日の朝ごはん 

＼唐招提寺御影堂落慶記念プラン／ 

・【落慶記念】唐招提寺御影堂×東大寺 戒壇堂と大仏殿 

＼人気のかき氷店「ほうせき箱」プラン／ 

・奈良の人気かき氷店「ほうせき箱」記念品付 お席確約 

 

※ＥＸサービスの詳細は、エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)、スマ

ートＥＸホームページ（https://smart-ex.jp/）をご覧ください。 

 
●「ずらし旅 選べる体験」 

「ずらし旅 選べる体験」では、東大寺を満喫する体験コンテンツをご用意していま

す。キャンペーンに合わせた特別な体験もご用意していますのでぜひご利用ください。 

 

 ＼キャンペーン連動！開催日限定コンテンツ／ 

 ・いざいざ奈良 東大寺で“ととのう”お写経体験 

 ＼東大寺を満喫！大仏殿拝観と東大寺ミュージアム／ 

・『東大寺の歴史と美術』を訪ねる！大仏殿拝観と東大寺ミュージアム入館 

 

３．ＳＮＳの開設 

  「いざいざ奈良」では、公式 Twitterと公式 Instagramを開設します。キャンペーン

情報はじめ、奈良のおすすめ情報を随時発信していきますので、ぜひフォローをお願い

します。 

いざいざ奈良公式 Twitterアカウント 

https://twitter.com/nara_cjr 

いざいざ奈良公式 Instagramアカウント 

https://www.instagram.com/izaizanara_official 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※外出自粛要請の出ているエリアにおいて、不要不急のお出かけはお控えください。 

 

 



 

宣伝展開について 

 

１．ＴＶＣＭ 

【期 間】2022年 5月 11日（水）～ 

【地 域】首都圏および静岡の各地区を中心に展開 

     ※特設サイトで公開するほか、YouTubeでも配信 

      （YouTube）https://youtu.be/3TTGD3BKoK4 

【ストーリー】「いざ、いざ、東大寺！」の言葉とともに、東大寺大仏殿を訪れるシーンから

スタートします。見上げるほどの大きな大仏を参拝し、裏参道を通って東大

寺二月堂へ。二月堂では開放感ある奈良の景色を堪能します。その後は、なら

まちでの街歩き。かき氷を頬張り、バーでカクテルを楽しむシーンが続きま

す。ラストは、奈良の街並みを望む露天風呂に入りながら、奈良への思いを馳

せます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＴＶＣＭの一部） 

２．ポスター 

【期 間】2022年 5月 11日（水）～ 

【地 域】ＪＲ東海の主な駅、東海道新幹線および在来線車内 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポスタービジュアル） 

別紙１ 
 



３．特設サイト 

【期 間】2022年 5月 11日（水）公開 

【ＵＲＬ】https://nara.jr-central.co.jp/campaign/izaiza_todaiji/ 

【おすすめコンテンツ】 

・ＣＭ動画のほか、インタビュー映像も含めた「メイキングムービー」を公開していま

す。 

・「ＣＭロケ地マップ」では、撮影スポットの紹介と合わせて、奈良のちょっとした“こ

ばなし”を鈴木亮平さんの音声ガイドで紹介していますので、ぜひご視聴ください。 

・「東大寺を知り尽くす旅」モデルコースでは、奈良好きの方必見の“深堀り情報”が

満載の巡り方を紹介しています。 

・このほか、かき氷やバーにそれぞれ注目したイチオシ特集も掲載しています。 

 

東大寺・ならまちの魅力満載の特設サイトを、ぜひご覧ください。 

 

（特設サイトの一部） 

 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※外出自粛要請の出ているエリアにおいて、不要不急のお出かけはお控えください。 

 

 



連動商品について 

 

１．ＥＸ 旅のコンテンツポータル 

 東海道・山陽新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービス「ＥＸサービス」利用者

向けサイト「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」において、中川政七商店とのコラボプランや

唐招提寺御影堂落慶を記念した唐招提寺・東大寺を巡る特別プランを発売します。また、

奈良の人気かき氷を楽しむプランもご用意していますので、ぜひご利用ください。 

《注意事項》 

購入には、ＥＸサービス（「エクスプレス予約」または「スマートＥＸ」）への入会・

登録が必要です。詳しくは、「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」ＨＰをご確認ください。 

 https://jr-central.co.jp/ex/travel-portal/ 

■ＥＸサービスの詳細は、エクスプレス予約ホームページ(https://expy.jp/)、スマー

トＥＸホームページ（https://smart-ex.jp/）をご覧ください。 

 

① 鹿寄せと中川政七商店 茶論で学ぶ、抹茶のおもてなし 

春日大社境内での鹿寄せ（ホルンの音色でたくさんの鹿を呼び寄せて触れ合う、奈良

の風物詩）と、中川政七商店が創業の地に構える茶論（さろん）にて、講師の方のレクチ

ャー付きで、お抹茶を一服点てていただけます。中川政七商店 奈良本店のかや織ふきん

付きです。 
 

【出発日】2022年 6月 5日（日）・12日（日） 

【行 程】 8：00 鹿寄せ（鹿せんべいをご準備します） 

       9：30～/10:00～ 中川政七商店「茶論」で朝抹茶（２部制でご案内します） 

     10：00～11：00 かや織ふきんのお渡し（３種類からお選びいただけます） 

【旅行代金】4,000円（税込）（大人おひとり様） 

【最少催行人数】15名様 

【最少申込人数】１名様 

【申込締切日】３日前 

【その他】・鹿寄せは雨天の場合でも屋外にて実施します。お足元が悪くなりますのでご注

意ください。 

     ・「茶論」では相席となる場合がございます。 

※購入方法等詳細は、ＥＸサービス会員向けサイト内「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」

のＨＰをご確認ください。 

 
        （鹿寄せ）      （朝抹茶）     （かや織ふきん） 

別紙２ 
 



② 鹿寄せと「㐂つね（きつね）」の特別な一日の朝ごはん 

春日大社境内での鹿寄せ（ホルンの音色でたくさんの鹿を呼び寄せて触れ合う、奈良

の風物詩）と、ならまち「鹿猿狐ビルヂング」のレストラン「㐂つね」の朝定食で一日の

気持ちを晴れやかに。炊き立てのご飯と皮をパリッと焼き上げた銀鮭、黒毛和牛のひと

くちすき焼きをメインにこだわりの小鉢など、全 8 皿の贅沢な朝ごはんをお届けいたし

ます。中川政七商店 奈良本店のかや織ふきん付きです。 
 

【出発日】2022年 6月 5日（日）・12日（日） 

【行 程】 8：00 鹿寄せ（鹿せんべいをご準備します） 

       9：00 「㐂つね」の朝定食 

     10：00 かや織ふきんのお渡し（3種類からお選びいただけます） 

【旅行代金】4,000円（税込）（大人おひとり様） 

【最少催行人数】11名様 

【最少申込人数】２名様 

【申込締切日】３日前 

【その他】・鹿寄せは雨天の場合でも屋外にて実施します。お足元が悪くなりますのでご注

意ください。 

     ・「㐂つね」では相席となる場合がございます。 

         ・メニューは一例です。食材の入荷状況等により、内容が変更になる場合がござ 

います。 

※購入方法等詳細は、ＥＸサービス会員向けサイト内「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」

のＨＰをご確認ください。 

 

    （鹿寄せ）      （「㐂つね」の朝定食）   （かや織ふきん） 

 

 

③ 【落慶記念】唐招提寺御影堂×東大寺 戒壇堂と大仏殿 

≪各回３０名様限定≫唐招提寺御影堂落慶を記念して、御影堂へお寺の方の案内付で

ご入堂いただける特別な参拝プランです。東山魁夷画伯障壁画と国宝鑑真和上坐像厨子

開扉をじっくりご覧ください。拝観後は大型バスで移動し、東大寺ではかつて鑑真和上

が授戒を行った、現在保存修理及び耐震化工事中の戒壇堂と大仏殿を特別参拝します。

日本の律宗のはじまりを辿る貴重な機会にぜひご参加ください。特別御朱印・記念品・図

録付きです。 
 



【出発日】2022年 6月 18日（土）・25日（土） 

【行 程】（第１部）10：45～15：15 

     （第２部）12：45～17：15 

【旅行代金】12,000円（税込）（大人おひとり様） 

【最少催行人数】10名様 

【最少申込人数】１名様 

【申込締切日】３日前 

【その他】・唐招提寺御影堂の堂内は撮影禁止です。 

     ・東大寺の堂内は撮影禁止です（大仏殿除く）。 

     ・[御影堂落慶記念]特別御朱印は書置きとなります。 

     ・昼食は含まれておりません。 

※購入方法等詳細は、ＥＸサービス会員向けサイト内「ＥＸ 旅のコンテンツポータル」

のＨＰをご確認ください。 

 

④ 奈良の人気かき氷店「ほうせき箱」記念品付 お席確約 

予約制の人気店「ほうせき箱」のお席を確約して、お好きなかき氷１杯（※一部のメニ

ュー除く）をお召し上がりいただけます。とってもかわいい特製デザインのスプーンも

必見です。季節により、旬の果物を使った新作やイベント氷もございますので、いつでも

こだわりのかき氷をお楽しみいただけます。 
 

【出発日】2022年 4月 1日（金）～9月 30日（金） 

     ※一部除外日あり 

【旅行代金】1,400円（税込）（大人おひとり様） 

【申込締切日】５日前 

【その他】・15：00～15：30入店枠のお席を確約 

※詳しくはＨＰをご確認ください。 

  https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/parts/modal_list_005.html 

 

  

 

 
（かき氷） 

（東大寺 盧舎那仏像） 



２．「ずらし旅」 

 ご好評いただいている旅行商品「ずらし旅」に、キャンペーン期間中も東大寺や奈良の

魅力を楽しめるコンテンツをご用意しています。「ずらし旅」の特徴である観光地で利用で

きる「選べる体験」での東大寺での“ととのう”体験や、テレビＣＭに登場するホテルで

の旅行商品などを設定していますので、この機会に是非、奈良へのご旅行をお楽しみくだ

さい。 

《注意事項》 

 「ずらし旅」は限定列車で特別な割引を適用したＪＲ東海沿線・観光地で利用できる「選

べる体験」が付いた旅行商品（宿泊・日帰り）です。ご利用には、対象の旅行商品の購

入が必要です。詳しくは、「ずらし旅」ＨＰをご確認ください。 

 https://shinkansen.travel/zurashi-tabi/ 

 

（１）「ずらし旅 選べる体験」 

① いざいざ奈良 東大寺で“ととのう”お写経体験 

東大寺 二月堂に隣接し、普段立ち入ることのできない北参籠所を会場として、“身

も心も整える”をテーマに、講話および写経を体験いただけます。二月堂からの美し

い眺望や、通常とは異なる場所での写経体験を堪能ください。完成した写経は、東大寺

のご本尊である盧舎那仏の胎内へ、8月 7日「お身拭い」の際に奉納されます。 
 

【出発日】2022年 5月 27日（金）・6月 4日（土）・11日（土） 

【行 程】15：00～16：30（講話 30分、写経 60分） 

【体験に含まれるもの】 

写経は、「華嚴唯心偈（けごんゆいしんげ）」（百字心経）と、「般若心経」の２

種類からお選びいただけます 

【その他】定員 20名、事前予約制。  

※詳しくはＨＰをご確認ください。 

 https://recommend.jr-central.co.jp/zurashi-tabi/activity/ss/333.html 

 

② 『東大寺の歴史と美術』を訪ねる！大仏殿拝観と東大寺ミュージアム入館 

「奈良の大仏さま」として親しまれている「盧舎那仏」 

は釈迦如来の別名で、動物も植物も生きているものすべ 

てが幸せになることを願っておられます。奈良を訪れる 

のは修学旅行ぶりという方もあらためてその大きさには 

圧倒させられるはず。ご鎮座される 56枚の蓮弁には華厳 

経に説かれる世界「蓮華蔵世界」が緻密に描かれており、  

その果てしなく広大な教えを知ることができます。また 

現在「東大寺ミュージアム」では、修理工事のため非公開となっている戒壇堂の「塑

造四天王立像」（国宝）を特別公開中。「塑造日光・月光菩薩立像」（国宝）などととも

に天平塑像が一堂に会した空間は必見です。 

 
（東大寺大仏殿） 



【出発日】2022年 4月 1日（金）～9月 30日（金） 

      ※4月 28日(木)～5月 8日(日)、8月 10日(水)～8月 16日(火)は除く 

      ※法要などの都合により急遽拝観休止、臨時休館となる場合がございます。 

【体験に含まれるもの】 

①大仏殿の拝観  ②東大寺ミュージアムの入館 

※詳しくはＨＰをご確認ください。 

  https://recommend.jr-central.co.jp/zurashi-tabi/activity/ss/321.html 

 

（２）「ずらし旅」での旅行商品 
① 【いざいざ奈良】ずらし旅◆奈良１泊 

   テレビＣＭでも登場する「ＡＮＤＯＨＯＴＥＬ 奈良若草山」に泊まるずらし旅。ホ

テルは若草山中腹に位置し、東大寺大仏殿など世界遺産が点在する季節の風景や、新

日本三大夜景にも選ばれる夜景が自慢で、屋上貸切露天風呂（※１）、ロビー等からも

その景色をお楽しみいただけます。当プランでは、「ＡＮＤＯＨＯＴＥＬ 奈良若草山」

が用意する様々な体験プログラムのなかから、「鹿人形の色付け体験」をお楽しみいた

だけます。旅の記念にいかがでしょうか。 

（※１：貸切露天風呂は事前予約制となります。詳しくは施設までお問合せください。） 

【設定期間】2022年 5月 14日（土）～9月 30日（金）帰着 

【宿泊施設】ＡＮＤＯＨＯＴＥＬ 奈良若草山 

【旅行代金】46,000円～72,200円（大人おひとり様） 

首都圏発／往復限定新幹線普通車指定席 禁煙和洋室（２名様１室）/１泊２食付 

【出発地区】首都圏、静岡地区、中部地区 

【旅 の ポ イ ン ト】鹿人形の色付け体験 

【そ の 他】ずらし旅選べる体験クーポン付 

※詳しくはＨＰをご確認ください。 

https://ec.jrtours.co.jp/ec/search/pc-tour-L28433/?top_type=0&category=01&nights=1&meal=01&room=02&sozai_hotel=L125901&dep_region=01 

 

         （外観）     （客室）     （貸切露天風呂） （鹿人形色付け体験） 

 

※写真・画像はすべてイメージです。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、実施内容を変更する場合があります。 

※外出自粛要請の出ているエリアにおいて、不要不急のお出かけはお控えください。 


