
平成２４年７月２３日 

 

～この秋、吉野線は開業１００周年を迎えます～ 

「吉野飛鳥 近鉄エリアキャンペーン」を実施 

～９月８日（土）から１２月９日（日）まで９３日間開催～ 

 

近鉄では、鉄道事業の主要施策として、「沿線観光資源の面的な掘り起こし」「地元と連携した観光強

化」に取組んでいます。この取組みの一環として、年１回、数カ月にわたって沿線の特定の地域を集中

的に PR する観光プロモーションキャンペーンを展開することといたしました。 

その第一弾として、大正元年（１９１２年）１０月２５日に、吉野軽便鉄道株式会社が吉野口駅～吉

野駅（現在の六田駅）間を開業して以来、本年１０月で１００周年を迎える吉野線（橿原神宮前～吉野

間）沿線を舞台に、９月８日（土）から１２月９日（日）までの約３カ月間にわたり、「吉野飛鳥 近鉄

エリアキャンペーン」を展開します。 

 

キャンペーンの主な内容 

 （１）秘宝秘仏特別公開（１０月１日（月）～） 

   日本最大の秘仏、金
きん

峯
ぷ

山寺
せ ん じ

の「金剛
こんごう

蔵王
ざ お う

大権現
だいごんげん

」（三体、高さ７メートル余）をはじめ、壷阪寺、 

如意輪寺など沿線の各寺において、秘宝秘仏が特別公開されます。 

 （２）吉野線開業１００周年関係イベント  ※１０月２５日（木）吉野線開業１００周年 

   ①記念車両の運行など 

・ラビットカーのリバイバル塗装車の運行（９月８日（土）～） 

・吉野・飛鳥の風景を描いた吉野線ラッピング列車の運行（１０月１日（月）～） 

 ・吉野駅での記念イベント（懐かしのヘッドマークや写真展示、グッズ販売）（１０月２８日（日））

   ②吉野飛鳥の特産品販売 

・近鉄百貨店阿倍野本店での「吉野線開業１００周年記念 吉野・飛鳥の物産と観光展」 

（９月２７日（木）～１０月３日（水）） 

物産展内特設会場にて、金峯山寺による特別展示ほか様々な催事を実施 

・「吉野ラインマルシェ」 

   大阪阿部野橋駅で電車を留置し、列車内で吉野飛鳥の特産品や農産物を販売 

  （１０月２７日（土）、１２月８日（土）１０時～１４時（予定）） 

    この他、吉野、飛鳥をテーマにした講演会や各種ハイキング、旅行商品を多数企画いたします。

 （３）地元開催イベント 

地元自治体などによる期間限定ガイドツアーや講演会などが数多く予定されています。 

 

奈良県南部の各自治体や当社グループ会社との連携により、沿線地域や吉野線活性化に取組むととも

に、昨年の台風１２号で甚大な被害を受けた、奈良県南部地域の復興支援のお手伝いもしたいと考えて

います。キャンペーンの詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

吉野線ラッピング列車（イメージ） 



 

 

１．キャンペーン期間   

 

平成２４年９月８日（土）～１２月９日（日） 

※大正元年（１９１２年）１０月２５日に、吉野軽便鉄道株式会社が、吉野口駅～吉野駅（現在  

 の六田駅）間で営業開始。本年１０月２５日(木)に吉野線開業１００周年 

     

２．開催エリア 

 

吉野線沿線地域（橿原市、明日香村、高取町、御所市、大淀町、吉野町） 

および吉野郡全域、五條市 

 

 ３．キャッチフレーズ 

 

「未知 いざ、なう。」 

「未知なる場所へ誘う（いざなう）、いざ今出かけよう」という意味をこめたキャッチフレーズ

です。日本の原点とも言える吉野・飛鳥エリアの奥深い隠れた魅力に、このキャンペーンを機

会にぜひとも触れていただき、新たな発見をしていただきたいと考えております。 

 

 ４．キャンペーンの主な内容 

  

（１）秘宝秘仏特別公開 

  

①金
きん

峯
ぷ

山寺
せ ん じ

 蔵王堂
ざ お う ど う

金剛
こんごう

蔵王
ざ お う

大
だい

権現
ごんげん

 

期間：１０月１日（月）～１２月９日（日） 

 白鳳年間、金峯山山上ヶ岳で役行者が感得したと言われる

日本最大の秘仏「金剛蔵王大権現」（三体、高さ７メートル

余）が今春に引続きご開帳されます。堂々とした威容の三体

のご本尊に、この機会にぜひとも向き合ってください。 

 期間中、週末を中心に１３日間（※）、吉野山の旅館に宿

泊のお客様向けに夜間特別拝観も行われます。また、１１月

２３日（金・祝）には、近鉄および奈良交通の専用旅行商品

をお買い求めのお客様を対象とした夜間特別拝観が行われ

ます。 

           ※夜間特別拝観日 

１０月１３日（土）、２０日（土）、２７日（土） 

            １１月３日（土・祝）、４日（日）、１０日（土）、１１日（日）、 

１７日（土）、１８日（日）、２４日（土）、２５日（日） 

１２月１日（土）、２日（日） 

 

  ②壷
つ ぼ

阪 寺
さ か で ら

 秘仏子
こ

島
しま

荒神像
こうじんぞう

 

期間：１０月１日（月）～１１月３０日（金） 

「子島荒神」とは、子島寺と壷阪寺の中興の祖・真興が感得したと伝わる荒神です。 

秘仏像は、享保７年(１７２２年)に制作された木造彩色の坐像（高さ２０．３ｃｍ）。

荒神を表現した彫像は全国的にも珍しく、今年春の初の一般公開に引続く開帳です。 

 

別 紙 

金剛蔵王大権現 



  ③如意
に ょ い

輪寺
り ん じ

 後
ご

醍醐天皇
だいごてんのう

御霊
ご れ い

殿
でん

 

期間：１０月２７日（土）～１１月３０日（金） 

          後醍醐天皇の木造が鎮座する御霊殿が今春に引き続き特別公開されます。木像は後

醍醐天皇の御自作と伝えられ、そのお姿を忠実に表現されているといわれる大変貴

重なものです。 

 

後醍醐天皇笠置落ちの図、後醍醐天皇お祈りの図 

 

期間：１１月３日（祝）～２５日（日） 

・後醍醐天皇笠置落ちの図 

 倒幕計画が発覚し、京都（花山院）から笠置山へ脱出されている時の図です。 

          ・後醍醐天皇お祈りの図 

           後醍醐天皇が、京都に早く戻れるよう、念持仏の金剛蔵王権現に祈念されている図

です。 

本キャンペーンにあわせて、２つの図が初めて同時に公開されます。 

 

  ④櫻 本 坊
さ く ら も と ぼ う

 天武天皇
てんむてんのう

御神像
ご し ん ぞ う

 

期間：１１月１７日（土）～２５日（日） 

          天武天皇により建立された櫻本坊には、平安時代より天武天皇像が祀られていまし

た。その後行方知れずとなりましたが、近年、皆様のご勧進により復元され、昨年

秋以来の特別開帳となります。 

 

  ⑤岡 寺 三 重
さんじゅう

宝塔
ほうとう

壁画
へ き が

  

 期間：１０月２１日（日） 

          三重宝塔壁画は、真言密教独特の世界観を表現した壁画です。開祖・義淵僧正の命

日の供養として行われる野点茶会と同時に、年に一度だけ公開されます。 

 

  ⑥橘 寺 聖 倉
しょうそう

殿
でん

の伝
でん

・日
にち

羅
ら

立 像
りゅうぞう

   

期間：１０月６日（土）～１１月４日（日） 

          聖徳太子誕生の地であり、太子建立七ヶ寺のひとつである橘寺の聖倉殿が特別公開

されます。伝・日羅立像など寺宝の数々が今春に引続きご開帳されます。 

 

  ⑦おふさ観音 秘宝生き人形 

   

期間：１０月１９日（金）～１１月３０日（金） 

          日本に数体しか現存しないと言われる、天才人形師・安本亀八の「生き人形」のう

ちの貴重な１体、「飯田喜八郎像」が今春に引続き公開されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２）吉野線開業１００周年関係イベント 

 

    ①記念車両の運行 

 

●ラビットカーのリバイバル塗装車の運行  ９月８日（土）運行開始 

       かつて吉野線と南大阪線で活躍した「ラビットカー」のリバイバル塗装車が復活します！ 

      高加速、高減速で駅間を走行する姿がウサギに例えられた鉄路の名優に、ご乗車いただけま

す。キャンペーンのオープニングにあわせ、９月８日（土）旅行商品「吉野線開業１００周

年記念列車」で運行開始します。この車両を使用した商品として、１１月４日（日）「歌声列

車」などを予定しています。通常は、南大阪線・吉野線などで定期列車としても運行します。 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

     ●吉野線ラッピング列車デビュー  １０月１日（月）運行開始 

       キャンペーンを機に、吉野・飛鳥の風景を美しく描いた吉野線ラッピング列車がデビュー

します。キャンペーン期間中、車内は吉野・飛鳥の美しいポスターで埋め尽くされます。 

      この車両を使用した旅行商品として、１０月２８日（日）「文楽列車」、１１月２３日（金・

祝）「旬彩列車」などを予定しています。通常は、南大阪線・吉野線などで定期列車としても

運行します。（詳細は ⑥イベント列車を参照） 

   

  

 

 

 

 

    ②吉野線開業１００周年記念イベント 

 

●１０月２５日（木） 開業１００周年記念列車運行 

     大阪阿部野橋駅１１時２０分発の吉野行急行を、この日限定の特製ヘッドマークを掲げた

ラビットカーのリバイバル塗装車で運行します。 

 

●１０月２８日（日） 吉野駅での記念イベント 

     かつて吉野線で運転していた列車のヘッドマークや懐かしの写真展示会、鉄道グッズ発売

などを実施します。（１１時～１４時予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつて吉野線と南大阪線で活躍したラビットカー 

吉野線ラッピング列車（イメージ） 



    ③沿線めぐり 

 

     ●吉野線開業百周年記念ご朱印めぐり 

吉野線沿線の歴史深い社寺を、ご朱印を集め、めぐっていただきます。 

キャンペーン期間中、「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥めぐり朱印帳」をセットにした、お得

な「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥フリー乗車券」も発売します。（詳細は５．（１）をご覧

ください） 

 

「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥めぐり朱印帳」 

        発売期間：９月８日（土）～１２月９日（日） 

  発売場所：近鉄の主な駅営業所 

        発売価格：２００円 

 

ご朱印をいただける主な社寺： 

       金峯山寺、如意輪寺、吉水神社、櫻本坊、竹林院、 

東南院、喜蔵院、吉野神宮、岡寺、橘寺、飛鳥寺、 

橿原神宮、久米寺、おふさ観音、壷阪寺 

 

 

     ●吉野線開業１００周年記念スタンプラリー 

       吉野線の駅および地域の観光名所等を幅広くまわっていただくスタンプラリーです。 

      吉野・飛鳥エリア内を巡りながら、スタンプを集めた方に素敵な賞品をプレゼントします。

「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥フリー乗車券」のご利用がおすすめです。 

       期間：９月１５日（土）～１２月９日（日） 

       スタンプ設置場所：橿原神宮前、飛鳥、吉野など吉野線内特急停車駅、沿線の観光スポット 

 

    ④吉野飛鳥の特産品販売 

 

●近鉄百貨店阿倍野本店での「吉野線開業１００周年記念 吉野・飛鳥の物産と観光展」 

       期間：９月２７日（木）～１０月３日（水） 

時間：１０時～２０時（最終日は１７時まで） 

場所：近鉄百貨店阿倍野本店９階催事会場 

吉野・飛鳥の特産品、名産品、伝統工芸品などを一堂に揃えた物産と観光展を開催します。 

・特設会場にて金峯山寺による特別展示を開催 

・会場内のステージでは、沿線のゆるキャラ大集合、生産を開始したばかりの近鉄の農場 

「近鉄ふぁーむ花吉野」の野菜プレゼント、朝採れ野菜の即売会、プチコンサートの開

催などの各種イベントを実施します。 

・隣接する近鉄アート館では、１０月２日（火）１７時から、奈良県主催のイベント「南     

からの風」を開催します。 

（河瀬直美氏によるトークショーと映画「祈」特別上映会、要予約） 

 

     ●「吉野ラインマルシェ」 

       電車の中が小さな市場に早変わり。大阪阿部野橋駅に停まった列車内で、吉野飛鳥の特産

品や新鮮な農産物を販売します。 

日時：１０月２７日（土）・１２月８日（土） １０時～１４時（予定） 

場所：大阪阿部野橋駅に留置の特設列車内 

   

 

 

吉野線開業百周年 
吉野・飛鳥めぐり朱印帳 



    ⑤記念講演会 

●「天上の虹はいずこ～古事記、万葉の故郷を探して～」 

「天上の虹」「長屋王残照記」など吉野飛鳥を舞台にした作品を代表作 

に持つ漫画家、里中満智子氏の講演と、専門家を交えたディスカッシ 

ョンを行います。（当社と歴史街道推進協議会の共催） 

 日 時：９月２０日（木） １３時～１６時 

参加費：１，０００円（うち５００円は復興支援として寄付） 

場 所：シェラトン都ホテル大阪 

 

 

    ⑥イベント列車（近鉄の旅行商品として発売） 

       吉野線ラッピング列車、ラビットカーリバイバル塗装車を使った、数多くのイベント列車

を運転します。お申込みは近鉄駅営業所まで。 

 

●吉野線開業１００年記念列車（９月８日（土）） 

普段の営業列車が入線することのない車庫線など、数々の地点に立ち寄りながら吉野を目

指します。ラビットカー車内はなつかしの写真でいっぱいです。 

 

●文楽列車（１０月２８日（日）） 

       人形遣いの方を招いて、列車内で文楽人形とのふれあいを行います。 

 目的地の吉野では吉野山ふるさとセンターにて「義経・与一・弁慶・静合同サミット」の

文楽を鑑賞していただけます。 

 

   ●歌声列車（１１月４日（日）） 

       列車内ではギターの伴奏による合唱を楽しみ、吉野山では歌手山本陽子さんらによるコン

サートを鑑賞していただく楽しいツアーです。 

 

●旬彩列車（１１月２３日（金・祝）） 

       列車内が食堂車に様変わり。大和野菜をメインとした懐石料理を味わっていただけます。 

金峯山寺蔵王大権現の夜間特別拝観に参加できるコースもあります。 

 

※これらの他にも、ウルトラマン列車、婚活列車、利き酒列車など、ユニークなイベント列車

を企画しています。詳細は決定次第、お知らせいたします。 

 

    ⑦各種ハイキング（参加費無料） 

 

     ●吉野線開業１００周年記念スペシャルハイク２５ 

  ～古代文化の発祥地「橿原」から修験道の聖地「吉野山」へ～ 

吉野線開業１００周年を記念して、沿線にある社寺や名所・旧跡を訪ねながら、吉野線 

区間約２５キロを１日かけて歩きます 

日時： １０月６日（土）８時～９時 橿原神宮前駅集合 

 

     ●五私鉄リレーウォーク「世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道ｉｎ『吉野山』」 

世界遺産吉野山を訪ねる約１３キロのコース。役行者開祖の修験道の寺や、 南朝ゆかりの

史跡、源義経、西行、芭蕉ゆかりの地など、歴史スポットの宝庫です。 

日時：１１月１８日（日）９時３０分～１０時３０分 吉野駅集合 

 

     ※これらの他にも数多くのハイキングを予定しています。詳細は８月末発行のキャンペーンガ

イドブックでご確認いただけます。 

里中満智子氏 



    ⑧旅行商品 

  

●近鉄発売の旅行商品 

吉野や飛鳥で昼食と散策、体験などを手軽に楽しむ個人型のツアーや、近鉄の農場「近鉄

ふぁーむ花吉野」見学と梨狩りをセットしたツアー、春に実施して大好評を博した十津川村

を激励する日帰り弾丸ツアーなど、各種旅行商品を発売します。いずれも、お申し込みは近

鉄駅営業所へ。 

 

●奈良交通発売の旅行商品 

    バスを利用して、金峯山寺蔵王大権現の夜間特別拝観など、特別開帳のお寺をめぐる１泊

の旅行商品（１１月２３日出発）、ものづくり体験や歴史の舞台を訪ねる日帰りの旅行商品な

どを多数設定します。お申し込みは奈良交通総合予約センターへ。 

 

 （３）地元開催イベント 

今回のキャンペーン期間限定のガイドツアーなどを、地元の方が多数企画しました。 

   

①近鉄特急列車内での特産品ふるまい 

      キャンペーン期間中の週末を中心に、吉野線特急車内に地元の方が乗り込み、特産品等のプ

レゼントを行います。 

 

    ②期間限定イベントの実施 

      それぞれ趣向を凝らしたイベントが実施されます。主なイベントは以下のとおりです。 

 

     ●ガイドツアーなど 

      ・吉野町（要申込） 

        万葉歌碑巡りウォーク ９月２９日（土） 

        大海人皇子所縁の地ウォーク １１月１７日（土） 

         吉野町のコミュニティバス「スマイルバス」を使って、吉野川付近の歴史的な地点を

巡ります。 

   近畿文化会臨地講座「吉野の陸・海・空を巡る」 １０月２１日（日） 

      津風呂湖遊覧船、吉野山ロープウェイ、伯母谷ループ橋や交通遺産を巡ります。  

 

・明日香村（要申込） 

        ボランティアガイドがひも解く飛鳥の奇石と古墳 １１月１０日（土） 

         ミステリアスな歴史の足跡をガイドの解説で巡ります。 

 

・橿原市（要申込） 

 秋風と古代の空気のハーモニー   １０月１０日（水） 

大和三山ウォーク         １０月２０日（土） 

幻の小房線（橿原線）の跡を歩く  １１月１０日（土） 

畝傍山登山と御陵めぐり      １１月２２日（木） 

    

・高取町（要申込） 

旧城下町高取 とっておきの街歩き ９月２３日（日）、１１月１８日（日） 

地元の方とふれあいながら、街歩きと竹飯づくりなど様々な体験をしていただきます。 

        風雲！高取城 いざ山城ハイキングへ（全５回） 

９月２２日（土・祝）、１０月２０日（土）、２７日（土） 

１１月１７日（土）、１２月１５日（土） 

         日本一の山城と謳われる「高取城」を５回シリーズで訪ねます。 



・御所市（要申込） 

    葛駅～吉野口駅 巨勢の道の史跡めぐり ９月２７日（木）、１０月２１日（日） 

    万葉集に数多く読まれた秋の巨勢道を歩きます。 

       

・大淀町 

   農山村まるごと収穫体験＆ウォーク １１月４日（日）（申込不要） 

    地元の方々とふれあいながら芋ほりなどを体験するウォーキングツアーです。 

   秋風なびく吉野川と聖徳太子の法窟・世尊寺を歩く １１月１１日（日）（要申込） 

    大淀町内の歴史的文化財を、おおよど語り部の会のガイドがご案内します。 

 

 ・川上村（要申込） 

   巨木めぐりプラン「歴史の証人」へのご案内 

１０月２４日（水）～２５日（木） 

     １０月３１日（水）～１１月１日（木） 

     １１月 ７日（水）～ ８日（木） 

ホテル杉の湯にご宿泊の方を対象に実施します。日本最古の人工林「歴史の証人」を

散策します。 

 

●講演会など 

      ・吉野町（要申込） 

   第５０回吉野町観光文化講座・第２回みよしの倶楽部講演会 １１月１０日（土）・１１日（日） 

    松坂慶子さんを招いての朗読劇「額田王」を鑑賞し、吉野山を巡ります。 

 

   義経・与一・弁慶・静合同サミット １０月２７日（土）・２８日（日） 

所縁のある自治体の首長による記念講演と文楽上演などを実施します。 

 

・橿原市（要申込） 

   記紀フォーラム「壬申の乱と神武伝承」１１月２３日（金・祝） 

  京都教育大学名誉教授の和田萃
わ だ あ つ む

氏と橿原考古学研究所長菅谷
す が や

文則
ふみのり

氏の対談など、古事  

記の魅力を堪能できます。 

 

      ・大淀町（申込不要） 

        あらかし土曜講座－１００年前のおおよど－（全４回） 

１０月６日（土）、１３日（土）、２０日（土）、２７日（土） 

吉野線沿線の歴史と文化を振り返ります。  

 

※これらの他にも、多数の地元イベントを予定しております。詳細は８月末発行のキャンペーン

ガイドブックでご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５．お得なきっぷ、各種プランなど  

 

  （１）企画きっぷ・記念カード 

①「吉野線開業百周年 吉野・飛鳥フリー乗車券」 

      発駅から橿原神宮前駅または大和八木駅までの乗車券に、大和八木駅～吉野駅間のフリー乗

車券、吉野線内の特急券引換券２枚、吉野山ロープウェイの割引券および「吉野線開業百周年 

吉野・飛鳥めぐり朱印帳」引換券がセットされた、大変お得なきっぷです。 

吉野線開業百周年記念沿線社寺ご朱印めぐりや吉野線開業１００周年記念スタンプラリーに、

ぜひご利用ください。 

 

発売期間 ：平成２４年８月２０日（月）～平成２４年１２月９日（日） 

（利用期間９月８日（土）～１２月１０日（月））連続２日間有効 

 

＜主な発駅からの発売額＞ 

発駅 おとな こども 

大阪阿部野橋 １，９００円   ９５０円 

京都 ２，４００円 １，２００円 

近鉄名古屋 ４，６６０円 ２，３３０円 

     

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 

ストの主要支店・営業所 

      朱印帳引換箇所：近鉄主要駅営業所および橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、吉野神宮、吉野の特

急券うりば 

 

※このほか、「吉野山・蔵王堂特別拝観券付割引きっぷ」「古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ」「洞   

      川温泉・みたらい渓谷散策きっぷ」「大台ヶ原自然の森体感きっぷ」など、目的地に応じたお 

 得なきっぷを、各種ご用意しています。 

 

    ②「吉野線開業１００周年記念スルッとＫＡＮＳＡＩカード」（専用台紙付き） 

       ３，０００円の「吉野線開業１００周年記念スルッとＫＡＮＳＡＩカード」（専用台紙付き） 

      を限定５，０００枚で発売します。 

       ・発売期間   ９月中旬（予定）～当分の間 ※売切れ次第終了 

       ・発売金額   ３，０００円（限定５，０００枚） 

・発売箇所   青山町以西の主要駅（特急券うりばのある駅など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２）バス・タクシー 

   ●奈良交通 

・明日香周遊バス１日フリー乗車券 

      飛鳥めぐりに便利な、飛鳥エリア指定区間内のバスに１日乗り放題となるきっぷです。 

     キャンペーン用に、２，０００枚限定で和紙製の特別乗車券を発売します。 

 発売開始日：９月１日（土） 

発 売 額：大人６５０円、小児３３０円 

 

    ・大台ヶ原・洞川周遊フリー乗車券 

     大台ヶ原、洞川方面へのハイキングに便利な乗車券です。指定区間内のバスに３日間乗り放題

となります。鍾乳洞入洞料割引ほか、様々な特典付です。 

      発売期間：９月１日（土）～１１月２１日（水） 

      利用期間：９月１日（土）～１１月２３日（金・祝）連続３日間有効 

発 売 額：４，５００円（限定３００枚） 

 

    ・八木新宮線５０周年記念プレミアム乗車券 

      来る平成２５年３月１日、日本一長い路線を走る「八木新宮特急バス」が運行開始から５０

周年を迎えます。５０周年を記念して、ＤＶＤや通行手形等の特典が満載のプレミアム乗車券

を発売します。 

      発売開始日：９月１日（土）連続２日間有効 

発売額：５，２５０円  

 

    ・通常、下市口駅、大和上市駅から運転している天川・洞川、大台ケ原方面の路線バスを、１１

月２３日（金・祝）までの土休日には各１往復、大和八木駅から運転します。 

 

   ●奈良近鉄タクシー 

    事前予約制でお得な観光タクシープランをご用意します。（全１０コース） 

 

    （コースの一例） 

     金峯山寺蔵王堂特別開帳と世界遺産吉野山早回りコース 

      吉野駅⇒金峯山寺⇒吉水神社⇒櫻本坊⇒竹林院群芳園⇒如意輪寺⇒吉野駅又は吉野山宿 

２時間コース 小型車 ９，２００円（税込） 

 

飛鳥コース 

橿原神宮前駅又は大和八木駅⇒飛鳥寺⇒伝飛鳥板蓋宮跡⇒石舞台古墳⇒岡寺⇒橘寺⇒ 

おふさ観音⇒橿原神宮前駅又は大和八木駅 

３時間コース 小型車 １３，８００円（税込） 

 

※この他、吉野山上千本コース、今井町・橿原神宮コース、飛鳥と壷阪寺・吉野コース、秘境天  

 川・洞川コース、秘境大台ヶ原コースなどがございます。 

※ご予約いただいた方には「手作り吉野杉御取箸１セット」をプレゼントします。 

 

 （３）お得な宿泊プラン 

    ・天王寺都ホテルでは、吉野線開業１００周年記念スルッとＫＡＮＳＡＩカードと朱印帳がつい

たキャンペ－ン期間  限定特別宿泊プランと、大和の食材をふんだんに使用した特別お食事

プラン（「手造り吉野杉ペア箸セット」または「吉野産手漉き和紙桜コースター」プレゼント）

をご用意します。 

 

・シェラトン都ホテル大阪でも特別宿泊プランをご用意します。 



６．復興支援について 

  

    一部のイベントをチャリティー事業として、募金を募ったり、売上の一部を寄付するなどして、

昨年の台風で大きな被害を受けた奈良県南部地域の復興のお手伝いをします。 

  

 

７．吉野飛鳥 近鉄エリアキャンペーン推進協議会について 

 

本キャンペーンの実施にあたり、地元自治体や企業等による「吉野飛鳥 近鉄エリアキャンペー

ン推進協議会（会長：吉野町長、副会長：明日香村長、顧問：近畿運輸局長）」を組織し、観光に関

する緊密な情報連携や、地域で一体となった誘客への機運の盛り上げを図ってまいります。 

 

以 上 


