
「奈良デスティネーションキャンペーン」を開催します！ 
 

平成 22 年 2 月 17 日 
Ｊ Ｒ グ ル ー プ 

 
ＪＲグループでは、平成22年4月１日～6月30日の3ヶ月にわたり、奈良県および奈良県内の観光事業者と共
同で「奈良デスティネーションキャンペーン」を開催いたします。 
今年は平城京への遷都(710年)から1300年にあたり、奈良県では年間を通じて「平城遷都1300年祭」が開催さ
れていますが、デスティネーションキャンペーン期間中は、ＪＲグループが全国の駅や列車内にポスターを貼って
奈良の観光を宣伝するとともに、旅行会社に旅行商品の造成を働きかけて、全国から奈良県に向けて大々的に送客
をはかります。また、キャンペーン期間中の土休日と４月１日には、全国から奈良へお越しになるお客様に便利な
直通特急「まほろば号」を、新大阪駅から奈良駅間で運行します。 
この春は、魅力あふれる奈良県にぜひ、おでかけください。 
 
１  期    間     平成22年4月1日(木)～6月30日(水)  
２  テ ー マ    「はじまりの奈良、めぐる感動。」   
３  キャンペーン期間中の主なイベント等 
  (1) 平城宮跡会場イベント 

平城京の奈良時代の様子を今に再現した平城遷都 1300 年祭のメイン
イベント。政治・儀式の場であった第一次大極殿正殿の復原、遣唐使船
復原展示に加え、平城宮跡探訪ツアー、古代行事の再現パフォーマンス
など平城京の歴史・文化を体験することができます。 

  (2) 巡る奈良 
奈良県内各地で歴史・文化・自然などと触れ合えるイベントや行事が行われます。特に寺社では「祈り
の回廊」と題して、ふだんなかなか拝観することのできない秘宝・秘仏が特別開帳されます。 

  (3) 旅万葉 
万葉集ゆかりの名所・旧跡が数多く残る桜井線沿線において「旅万
葉」と題して、万葉集をテーマにした旅を提案して参ります。3月13
日(土)のダイヤ改正から桜井線に「万葉まほろば線」と愛称名を設定
するとともに、桜井線・和歌山線に「万葉集」をテーマにしたラッピ
ングトレイン「万葉トレイン」を運転します。また、駅の「万葉スタ
ンプ」を集める「万葉まほろば線スタンプラリー」や奈良県立万葉文
化館での特別講座など、万葉にちなんだイベントを実施します。  

４  奈良へのおトクな商品 
  (1) ＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラン 

主な旅行会社では、奈良方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。
またオプションとして、ＪＲ・近鉄・バスで便利に周遊できるミニきっぷをセットすることもできます。 

  (2) 特別企画乗車券 
各地から奈良方面への特別企画乗車券をご用意しています。東京・名古屋方面および山陽方面から往復
新幹線と自由周遊区間内のＪＲ・近鉄・バスがセットの「奈良・大和路遊々きっぷ」「奈良・大阪フリー
きっぷ(JR・近鉄)」、近郊区間からは往復ＪＲ乗車券と奈良県内のＪＲ自由周遊区間がセットの「奈良万
葉きっぷ」を発売します。  

５  その他 
  (1) 臨時特急「まほろば」号運転 

4～6月の土休日および4月1日(木)に、臨時特急「まほろば」号を新大阪～
奈良間に1往復運転します。 

  (2) デスティネーションキャンペーン特典 
デスティネーションキャンペーン期間中に、往復ＪＲ利用の旅行プラン、特別企画乗車券などのご利用で
奈良県内にお越しのお客様に、吉野杉の割り箸セットを差し上げます。 

  (3) 記念式典 
デスティネーションキャンペーン初日の4月1日(木)に、新大阪駅で臨時特急「まほろば」号出発式、奈
良駅で到着式およびデスティネーションキャンペーンオープニングセレモニーを開催する予定です。 

 
詳しくは、別紙１およびＪＲの主な駅のイベントガイドブックをご覧ください。 
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 別 紙 １  
キャンペーン期間中の主なイベント等 

 
１  平城宮跡会場イベント（4月24日～11月7日） 

平城京の中心・平城宮跡(へいじょうきゅうせき)を会場として平城京の栄えた奈良時代の様子を今に再現した
平城遷都1300年祭のメインイベント。 
(1) 通期イベント  
① 第一次大極殿正殿(だいいちじだいごくでんせいでん) [入館無料] 

大極殿正殿は政治・儀式の場となっていた建物で、1300年祭に合わせて復 
原整備され一般に公開される。建物内部が見学でき、当時天皇が座った玉座 
「高御座(たかみくら)」の実物大模型なども展示。ボランティアガイドに 
よる案内があり、前庭では天平衣装を着て記念写真を撮ることもできる。 

② 平城京歴史館/遣唐使船復原展示[有料] 
往時の都の姿、遣唐使の活躍を再現するシアターや、東アジアとの交流や平 
城京の暮らしなどのテーマ展示が楽しめる。また、遣唐使船を原寸大に復原 
展示、甲板への乗船体験もできる。 

③ 平城宮跡探訪ツアー [有料、要予約] 
第一次大極殿正殿、朱雀門(すざくもん)、東院庭園(とういんていえん)、遺構展示館、平城宮跡資料館な
どの主要ポイントでボランティアガイドによるガイドや平城宮跡内を周遊するガイドツアーを実施。 

④ 古代行事の再現 
奈良時代、平城宮皇城門(こうじょうもん)の警護を担っていた「衛士隊(えじたい)」の再現、華やかな衣
装を身にまとって伎楽(ぎがく)や散楽(さんがく)などの古代芸能を演じながら平城宮跡内をパレードする
「あをによしパレード」を実施。 

(2)期間イベント 
① 花と緑のフェア（4月24日～5月9日） 
・花と緑の「春風讃華(しゅんぷうさんか)」 
平城宮跡内各所を春の花や緑で飾り、往時に思いを馳せる魅力的な空間。 

・花夢の歌垣「花夢絵巻(はなゆめえまき)」   
奈良時代に朱雀門前で行われた「歌垣(うたがき)」を現代風にアレンジ。 

・まほろばステージ「春の宴」 
奈良とゆかりのあるアーティストによる歌謡、舞踏、伝統芸能。 

※その他、夏季に「光と灯りのフェア」（8月20日～27日）、秋季に「平城京フェア」（10月9日～11月7日）
を開催。 

 
２  巡る奈良 

奈良県内各地で「巡る奈良」をテーマに歴史・文化・自然に触れ合えるイベントを開催。奈良県全域を「青龍」
「玄武」「白虎」「朱雀」の四神が司る４エリアに分け、主なイベントをご紹介します。特に寺社では「祈りの回
廊」と題して、ふだんなかなか拝観することのできない秘宝・秘仏が特別開帳されます。 

(1) 青  龍 …飛鳥・藤原周辺、大和高原・宇陀周辺エリア 
・奈良文化財研究所飛鳥資料館「キトラ古墳壁画四神」（5月15日～6月13日） 
1300 年の時を越えて甦った未公開の「朱雀」を含めたキトラ古墳壁四陣（青龍・朱雀・白虎・玄武）をす
べて特別公開。 
・安倍文殊院(あべもんじゅいん)「獅子から降りた文殊菩薩」（1月1日～11月30日） 

日本三文殊に数えられる安倍文殊院で、造立以来800年ではじめて獅子から降りた重文の文殊菩薩(もんじ
ゅぼさつ)が眼前で拝観できる。 
・壷阪寺(つぼさかでら)「三重塔初層内陣」（3月1日～5月31日） 
室町時代の再建以来、初公開となる三重塔(重文)の初層が開扉され、内陣に安置されている大日如来坐像(だ
いにちにょらいざぞう)と秘仏弘法大師像を特別に公開。 
・室生寺(むろうじ)「金堂内の外陣拝観」（金堂：5月15日～8月31日） 
普段は入ることができない国宝の金堂(こんどう)内の外陣から、ご本尊の国宝・釈迦如来立像(しゃかにょ
らいりゅうぞう)や里帰りにより勢揃いした重文の十二神将立像(じゅうにしんしょうりゅうぞう)などを拝観
できる。 
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(2) 玄  武 … 奈良・平城京周辺エリア 
・奈良国立博物館「平城遷都1300年記念・大遣唐使展」（4月3日～6月20日） 
遣唐留学生の活躍を描いた絵巻、仏教を介した日唐間の交流を示す仏像、盛唐のサロンの様子を伝える名画

など、国宝級の文化財を国内外から一堂に集め、空前の規模で「遣唐使」の全容をたどる。 
・西大寺(さいだいじ)「愛染堂客殿・愛染明王坐像」（4月23日～5月31日） 
通常非公開である愛染堂客殿(あいぜんどうきゃくでん)の内部公開(4/1～11/15)に加え、日本の愛染明王像
の代表作のひとつである重文の「愛染明王坐像(あいぜんみょうおうざぞう)」も拝観できる。 
・薬師寺(やくしじ)｢東塔初層内陣｣（4月8日～10月31日） 
今秋から解体修理される東塔(とうとう)の外から初層を覗き込み、内陣の天井絵を拝観できる。また来年1
月5日まで玄奘三蔵印伽藍(げんじょうさんぞういんがらん)・大唐西域壁画殿(だいとうさいいきへきがでん)
を公開。 
・興福寺国宝館(こうふくじこくほうかん)「1300年祭」（3月1日～） 
阿修羅像を含む国宝級の文化財を所蔵する興福寺国宝館が2010年春リニューアルオープン。 

(3) 白  虎 …斑鳩・信貴山周辺、葛城周辺エリア 
・當麻寺(たいまでら)「東塔」「西塔」（5月20日～6月20日） 
奈良時代の創建当時のまま現存する、国宝の「東塔(とうとう)」「西塔(さいとう)」の初層を創建以来初め

て揃って開扉。 
・朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)「信貴山縁起絵巻」（4月22日～5月5日） 
毎年１巻づつ特別公開の国宝「信貴山縁起絵巻(しぎさんえんぎえまき)」全３巻を本年中に順次公開。デス
ティネーションキャンペーン期間中は4月22日～5月5日には「延喜加持の巻(えんぎかじのまき)」が公開
される。 
・法隆寺(ほうりゅうじ)「法隆寺秘宝展」（3月20日～6月30日） 

通常拝観できない宝物を、大宝蔵殿(だいほうぞうでん)で特別展示。 
・松尾寺(まつおでら)「役行者像」など（6月1日～30日） 

日本最古の厄除け霊場・松尾寺境内の行者堂に安置されている木造彩色で総高が六尺に及ぶ役行者像(えん
のぎょうじゃぞう)を特別公開。重文の大黒天立像(だいこくでんりゅうぞう)も同時に拝観できる。 

 (4) 朱  雀 … 吉野周辺エリア 
・榮山寺(えいさんじ)「薬師如来坐像」（4月25日～5月16日） 
奈良時代の建造物で国宝の八角円堂(はっかくえんどう)で知られる榮山寺で本堂内の厨子(ずし)が開かれ、
本尊の薬師如来坐像(やくしにょらいざぞう)が拝観できる。 
・吉野山の桜（例年4月上旬～中旬） 
日本有数の桜の名所である吉野山。例年4月上旬から中旬にかけて3万本ともいわれる桜が、上千本、中千
本、下千本にかけて豪華絢爛に咲き乱れる。 

 
３  旅万葉 

ＪＲ桜井線周辺には、今も万葉集の時代と変わらない穏やかな空気が流れ、古代に思いを馳せる名所旧跡も多
数。悠久の時に育まれた万葉の舞台で、往時のロマンに浸る旅をご提案します。 

(1) 桜井線に愛称「万葉まほろば線」 
万葉の舞台を走る路線である桜井線(奈良～桜井～高田)に「万葉まほろば線」と愛称を付け、万葉ロマンに
思いを馳せる旅を演出。（平成22年3月13日のダイヤ改正から使用開始） 

(2) ラッピングトレイン「万葉トレイン」運転 
デザインのテーマは万葉。第１編成は「万葉歌人×大和三山」 
をコンセプト、外装のみならず内装でも万葉の世界を表現。第２ 
～４編成も万葉をイメージしたデザインで皆様をお迎えします。 

(3) 万葉まほろば線スタンプラリー 
キャンペーン期間中、万葉まほろば線(桜井線)の天理・桜井・高田の3駅に設置している「万葉スタンプ」
を集めてご応募いただくと、抽選で各駅周辺の特産品などが当たります。また、桜井駅前のレンタサイクルを
利用していただき、奈良県立万葉文化館にお越しいただいた方には、ダブルチャンスとして万葉文化館賞もご
用意。 
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(4) 奈良県立万葉文化館特別イベント 
・「万葉」駅からウォーク（事前申込みが必要） 

万葉歌が詠まれた地や古代史ゆかりの地を万葉古代学研究所の研究員と巡ります。 
  4/ 3長柄駅→天理駅コース、4/10巻向駅→三輪駅コース、      4/17巻向駅→柳本駅コース、 
4/24桜井駅発着コース、    5/29香久山駅→万葉文化館コース、6/ 5金橋駅→畝傍駅コース 

・万葉講座「万葉まほろば線に乗って」（事前申込みが必要） 
奈良県立万葉文化館の中西館長をはじめとする講師陣による万葉集や古代史を題材にした特別講座をシリ
ーズで開催(6/12・19・26)。 

・「平山郁夫展 シルクロード～奈良への道」 
平城遷都1300年記念特別展として、シルクロード、仏教、奈良をテーマにした代表作60点を一同に公開
(4/17～5/30)。5/1・8・15・22には学芸員による解説も（事前申込みが必要）。 

 
※上記のお申込みは、参加希望イベント名、郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記の上、往復はがき、または
Ｅメールで下記まで。 
[往復はがき] 〒634-0103  奈良県高市郡明日香村飛鳥10 

奈良県立万葉文化館「万葉まほろば線に乗って」係 
[Ｅ メール]  koho@manyo.jp 



奈良へのおトクな商品 
 
１  ＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラン 

主な旅行会社では、奈良方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。 
またオプションとして、ＪＲ・近鉄・バスで便利に周遊できる周遊タイプのミニきっぷをセットすることもで
きます。詳しくは、旅行会社にお問い合わせください。 
【奈良・大和路遊々ミニきっぷ】(東京・名古屋方面から)              [自由周遊区間] 
○ご利用期間    平成22年4月1日～平成22年9月30日 
○発 売 期 間    平成22年3月1日～平成22年9月27日 
○有 効 期 間    ４日間 
○きっぷの効力   ・自由周遊区間内のＪＲ、近鉄の普通列車自由席

および奈良交通の路線バスが乗り降り自由 
・自由周遊区間内では別途特急券の購入で、臨時特急 
「まほろば号」、近鉄の特急列車を利用可 
・別途乗車整理券の購入で、ライナーを利用可 

○お ね だ ん    大人 2,500円、こども 1,250円 
※ＪＲと宿がセットになった旅行プランのオプションとして発売いたします。 
 

    【奈良・大阪フリーミニきっぷ（JR・近鉄）】(山陽方面から)           [自由周遊区間] 
○ご利用期間    平成22年4月 １日～9月30日           
○発 売 期 間    平成22年3月15日～9月28日 

                         ※ご利用日の1ヶ月前から発売  
○有 効 期 間    ３日間 
○きっぷの効力   ・自由周遊区間内のＪＲ、近鉄の普通列車自由席

および奈良交通の路線バスが乗り降り自由。臨
時特急「まほろば」号(新大阪～奈良)の普通車
自由席を利用可(4/1除く) 
・別途特急券の購入で、ＪＲ、近鉄の特急列車を利用可 
・別途乗車整理券の購入で、ライナーを利用可 

○お ね だ ん    大人 2,500円、こども 1,250円 
※ＪＲと宿がセットになった旅行プランのオプションとして発売いたします。 

 
※その他、奈良エリアに加え、京都・大阪・神戸エリアのＪＲ自由周遊区間がセットになった「三都・奈良周遊乗
車券」もご用意しています。 

２  特別企画乗車券 
東京・名古屋方面および山陽方面から往復新幹線と自由周遊区間のＪＲ・近鉄・奈良交通がセットになった「奈
良・大和路遊々きっぷ」「奈良・大阪フリーきっぷ(JR・近鉄)」、神戸・大阪・京都・和歌山方面の近郊区間からは
奈良県内のＪＲ周遊区間がセットになった「奈良万葉きっぷ」を発売します。 
(1) 東京・名古屋方面から「奈良・大和路遊々きっぷ」                   [自由周遊区間] 
○ご利用期間    通年                                          
○発 売 期 間    通年  ※ご利用日の1ヶ月前から発売           
○有 効 期 間    ４日間 
○きっぷの効力   ・京都までの往復新幹線普通車指定席と、自由周

遊区間内のＪＲ、近鉄の普通列車自由席および
奈良交通の路線バスが乗り降り自由 
・自由周遊区間内では別途特急券の購入で、臨時特急 
「まほろば号」、近鉄の特急列車を利用可 
・別途乗車整理券の購入で、ライナーを利用可 ・自由周遊区間以外での途中下車不可 

○主な駅からのおねだん（大人1名様、こども半額） 
東京(都区内)発着  27,500円   新横浜(市内) 発着 26,200円 
静岡発着           20,400円   浜松発着           16,800円、名古屋(市内)発着  11,900円 
※「のぞみ」、「ひかり」、「こだま」用があります。 
※その他の駅の設定もあります。ご不明な点はお買い求めの際に係員までお尋ねください。 



 
(2) 山陽方面から「奈良・大阪フリーきっぷ(JR・近鉄)」                [自由周遊区間] 
○ご利用期間    平成22年4月 １日～6月30日  
○発 売 期 間    平成22年3月19日～6月27日 

※ご利用日の1ヶ月前から前日まで発売 
※2名様以上(同一行程に限る)で発売 

○有 効 期 間    ３日間 
○きっぷの効力   ・新大阪までの往復新幹線指定席と、自由周遊区

間内のＪＲ、近鉄の普通列車自由席および奈良
交通の路線バスが乗り降り自由。 
臨時特急「まほろば」号(新大阪～奈良)の普通車自由席を利用可(4/1除く) 
・別途特急券の購入で、ＪＲ、近鉄の特急列車を利用可 
・別途乗車整理券の購入で、ライナーに利用可 

○主な駅からのおねだん（大人1名様、こども半額） 
岡山発着       普通車用 13,000円、グリーン車用 15,000円 
広島市内発着   普通車用18,500円、グリーン車用 21,500円 
※その他の駅の設定もあります。 

  
(3)神戸・大阪・京都・和歌山方面から「奈良万葉きっぷ」                         [ＪＲ自由周遊区間] 
○ご利用期間    平成22年4月 １日～6月30日              
○発 売 期 間    平成22年3月12日～6月29日 

                         ※ご利用日の1ヶ月前から前日まで発売   
○有 効 期 間    当日限り有効 
○きっぷの効力   ・自由周遊区間まで普通列車自由席と、ＪＲ自由周遊区間内の

普通列車自由席が乗り降り自由 
・別途特急券の購入で、臨時特急「まほろば」号などの特急列
車を利用可 
・新幹線をご利用の場合は、特急料金のほか別途乗車券も必要 

○主な駅からのおねだん（大人1名様、こども半額） 
三ノ宮発着 1,300円、京都発着 1,000円、和歌山発着  2,200円 
※その他の駅の設定もあります。 

 

 

平城山

三郷 王寺 奈良

高田

桜井

五条

大和二見

自由に乗り降りできる区間は下図のとおりです。

 



 
その他 

 
１  特急「まほろば」号運転 
(1) 期  間    平成22年4～6月の土休日および4月1日(木) 
(2) 区  間    新大阪駅～奈良駅 
(3) 時  刻    [下り] ※(  )内は4/1の時刻 

駅名 新大阪駅 天王寺駅 王寺駅 法隆寺駅 奈良駅 
時刻 10:32発 10:50発 

(10:51発) 
11:12着 11:16着 11:27着 

[上り] ※(  )内は4/1の時刻 
駅名 奈良駅 法隆寺駅 王寺駅 天王寺駅 新大阪駅 
時刻 16:34発 16:43発 

(16:44発) 
16:48発 
(16:49発) 

17:07着 
(17:08着) 

17:31着 
(17:32着) 

(4) 編  成    6両編成(指定席4両、自由席2両)  ※4/1は全車指定席 
※「まほろば」号ご乗車の方には、記念乗車証をお渡しします。 
 
 
２  デスティネーションキャンペーン特典 

デスティネーションキャンペーン期間中に、往復ＪＲ利用の旅行プラン、特別企画乗車券
などのご利用で奈良県内にお越しのお客様に、吉野杉の割り箸セットを差し上げます。 

(1) 配 布 物    吉野杉の割り箸セット 
「吉野杉」は、主に奈良県の吉野林業地帯が産地の杉のことで、秋田杉、木曽檜とならび日本
三大美林の１つとしても有名で、その吉野杉で作られたお箸は色が良く、上品な香りと美しい
ツヤで愛されています。今回のセットは、柱や梁を取った後に残る端材・間伐材を使用したエ
コな商品です。 

(2) 配布期間     平成22年4月1日～6月30日 
(3) 配布条件    往復ＪＲ利用の旅行プラン、特別企画乗車券などをご利用になって奈良県内をご旅行のお客様 
(4) 配布方法    お帰りのＪＲきっぷを指定された現地観光案内所の係員にご提示いただくと、１人様につき１点

を差し上げます。 
(5) 配布箇所    奈良県内の主な観光案内所(ＪＲ奈良駅総合観光案内所など) 
 
 
３  オープニングセレモニー 
(1) 新大阪駅 
① 特急「まほろば」号出発式 
・日  時    平成22年4月1日(木) 10時30分頃 
・場  所    新大阪駅16番のりば 

(2) 奈良駅 
① 特急「まほろば」号到着式 
・日  時    平成22年4月1日(木) 11時30分頃 
・場  所    奈良駅4番のりば 
② デスティネーションキャンペーンオープニングセレモニー 
・日  時    平成22年4月1日(木) 12時頃 
・場  所    奈良駅２階コンコース 

※詳しくは、別途お知らせいたします。 
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４  駅から観タクン  
駅から手軽に予約なしで効率よく人気スポットを巡るタクシー観光がおすすめ。タクシー券はＪＲ西日本奈良
地区のみどりの窓口で。 
(1) 期  間    平成22年4月1日～9月30日 
(2) コース 
① 桜井駅出発プラン 
◇明日香万葉コース … 石舞台古墳、岡寺、奈良県立万葉文化館 
◇多武峰コース     … 聖林寺、談山神社 
◇長寿道コース     … 安部文殊院、藤原宮跡(車窓)、おふさ観音 
◇山の辺コース     … 大神神社、箸墓古墳・景行天皇陵・崇神天皇陵(車窓)、長岳寺 
◇長谷寺コース     … 出雲十二柱神社、長谷寺  
② 五条駅出発プラン 
◇歴史街道コース   … 五條代官所長屋敷、新町通り、榮山寺または金剛寺、柿の葉すし本舗たなか国道店 
◇金剛山麓コース   … 大澤寺、藤岡家住宅、ばあくまたは農悠舎王隠堂 
◇葛城山麓コース   … 高鴨神社、高天彦神社、高天山草園 
◇葛城古道コース   … 高天寺橋本院、九品寺または極楽寺、船宿寺または梅本とうふ店 
③ 法隆寺駅出発プラン 
◇法隆寺特別コース「日本初の世界遺産、聖徳太子ゆかりの斑鳩の里」 
竜田公園(車窓)、藤ノ木古墳、法隆寺・中宮寺、法起寺(車窓)、法輪寺(車窓) 

 
５  DISCOVER WESTハイキング 

予約不要、ガイド料無料で気軽に「歩く観光」を楽しめます。ただ見るだけでは気づかない歴史や裏話まで、現
地のボランティアガイドが詳しく解説。 
(1) 期  間     平成22年4月1日～9月30日 
(2) コース 
◇奈良駅出発 …「歴史を伝えるならまちを歩く」 
◇郡山駅出発 …「百万石の城下町 金魚の町大和郡山を歩く」 
◇畝傍駅出発 …「江戸時代の街並み『かしはら今井町』を歩く」 

 
 
 
 
<参考：奈良県内の世界遺産> 
・古都奈良の文化財        … 東大寺、興福寺、春日大社、春日山原始林、元興寺、薬師寺、 

唐招提寺、平城宮跡 
・法隆寺地域の仏教建造物 … 法隆寺、法起寺 
・紀伊山地の霊場と参詣道 … 吉野・大峯(吉野山、吉野水分神社、金峯神社、金峯山寺、 

吉水神社、大峯山寺)大峯奥駆道(玉置神社含む)、熊野参詣道小辺路 
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