
2023 年 4 月 1 日

～VR シアターご予約の流れ～

平城宮跡歴史公園朱雀門ひろば でで検索 又は https://www.suzakumon-heijokyo.com/へアクセス

朱雀門ひろば HP 上部タブ より「平城宮跡歴史公園 VR シアター 予約受付申込書」をダウンロード



必要事項をご記入の上、観光案内所（FAX:0742-93-9105）へ FAX にてお申込みください



お電話にてご予約内容の確認後、FAX にて「予約確認書」を送付させていただきます

2021 年 10 月 1 日より団体バス駐車場のご予約受付及び、一般乗用車駐車場に関するお問い合わせは

「奈良公園バスターミナル」（TEL:0742-81-8920）へ変更となりました

各種申込

※その他ご質問・ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

県営平城宮跡歴史公園    指定管理者

■     VR シアターのご利用料金は無料です。

■     HP からのダウンロード、FAX でのご予約が困難な場合は、観光案内所までお問い合わせください。

■     「雨天時のみ利用」での VR シアターのご予約は承っておりません。

■     VR シアター内でのご飲食はお断りしております。

 

～当園ご利用時の注意点～

●    休館日

　　　　➢    天平みつき館・天平うまし館・天平つどい館・・・無休

　　　　➢    天平みはらし館・・・月曜日休館（祝日の場合は翌平日）

　　　　　　　　　　　　　　　※平城宮いざない館休館日（2 月・4 月・7 月・11 月の第２月曜日）は開館

　　　　　　　　　　　　　　　※天平みはらし館の休館時、VR シアターはご利用いただけません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2 階展望デッキへは外階段及びエレベーターよりお上がりいただけます。

　　　　➢    平城宮いざない館・・・2 月・4 月・7 月・11 月の第２月曜日（祝日の場合は翌平日）

                                      　　　　　　　　 年末年始（12 月 29 日～１月１日）

●    当園は公園敷地を含めて全面禁煙です。

●    園内にゴミ箱はございません。ゴミは各自でお持ち帰りください。

●    VR シアター以外の施設を利用する場合、予約などが必要な場合がございます。別途お問い合わせ下さい。

　　　　➢    平城宮いざない館・復原事業情報館           TEL    0742-36-8780（平城宮跡管理センター）

　　　　➢    平城宮跡資料館                                        TEL    0742-30-6753（奈良文化財研究所）

　　　　　　　　➢    第一次大極殿・遺構展示館・東院庭園    　　 TEL    0742-32-5106（文化庁平城宮跡管理事務所）

VR シアターご予約・当園ご利用時の注意点について

平城京 魅力創造プロジェクト_市

 観光案内所    TEL : 0742-93-9012

 FAX : 0742-93-9105

 HP : https://www.suzakumon-heijokyo.com/ 



平城宮跡歴史公園    VRシアター    予約受付申込書

申込日               年             月           日

ふりがな

団体名

日程

滞在時間        （ ： ） ～ （ ： ） 人数： 名

ご予約

ご担当者名

VRシアター

8:35 17:00

※月曜日    休館

祝日の場合は翌平日

※ご希望の項目に✔をお入れ下さい。

□    席のみ（20名～59名）                    □    貸切（60名以上）

※感染症対策として入場人数に制限を設けております。詳しくは観光案内所までお問い合わせください。

□       ①    平城京    はじまりの都    （約12分）   毎時    00分～    上映開始

在りし日の平城宮の姿をバーチャルリアリティで再現し、マルチスクリーンで上映

□       ②    平城京    安らけし都       （約14分）   毎時    17分～    上映開始

初の女性皇太子となった安倍内親王が、大仏造立を通して安寧の時代を築く

奈良時代中期の姿をアニメーションで上映

□       ③    三笠の山にいでし月かも（約20分）   毎時    36分～    上映開始

阿倍仲麻呂が遣唐使として唐にわたるまでの葛藤と決意を実写映像で上映

ご希望時間           （              ：              ）    ～    （              ：              ）

備考：

※ご注意事項：ご予約時間になりましたら、上映を開始させて頂きます。

連絡先：

FAX：

-

-

-

-

-

-

会社名（学校名）：
フリガナ

ご担当者名：

年                         月                         日         （              ）

交通手段

※該当する項目に✔をお付けください。

□団体貸切バス                  □乗用車                  □公共交通機関                  □徒歩

※2021年10月1日より団体バス駐車場予約は「奈良公園バスターミナル」へ移管の為、

本用紙ではバス駐車場のご予約はお取りいただけません。

遣唐使船のご乗船について

※ 一度のご乗船人数の目安は約60名です。他団体様がご乗船の場合はお待ちいただくことがございます。

※ 荒天時は安全保持の為ご乗船いただけない場合がございます。

※ 遣唐使船のご乗船ご予約はお受けしておりません。

平城宮いざない館・復原事業情報館のご利用について

平城宮跡管理センター    0742-36-8780    までお問い合わせ下さい。

県営平城宮跡歴史公園   指定管理者

平城京 魅力創造プロジェクト_市   観光案内所

〒630-8012    奈良市二条大路南4-6-1

TEL：0742-93-9012         FAX：0742-93-9105

HP：http://www.suzakumon-heijokyo.com/



平城宮跡歴史公園 VRシアター 
〈上映内容〉 

 平城京 はじまりの都（約12分） 

在りし日の平城京の姿を、バーチャルリアリティを駆使した映像で 目の前いっぱいに広がる5面マルチ
スクリーンへ上映します。（声優：麦人、田坂秀樹、岩本規夫） 

 平城京 安らけし都（約14分） 

聖武天皇の皇女として生まれ、初の女性皇太子となった安倍内親王が、 混乱と混迷の中から大仏造立を
通し安寧の時代を築く姿をCGアニメーションで上映します。 

 三笠の山にいでし月かも（約20分） 

阿倍仲麻呂が遣唐使として唐に渡るまでの、 葛藤と決意を実写映像に再現したものを上映します。 

〈上映スケジュール〉 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

平城京 はじまりの都  35 00 00 00 00 00 00 00 00 

平城京 安らけし都  × 17 17 17 17 17 17 17 17 

三笠の山にいでし月かも  × 36 36 36 36 36 36 36 36 

・席のみ予約（20名以上で可能）の場合、スケジュール通りの上映となります。 

・貸切予約（60名以上で可能、最大144名まで）の場合、ご希望の上映を見ていただくことが可能です。 



スタッフのマスク着用 消毒液の設置

案内所・ショップに飛沫防止シールドを設置

来館者エリアの清掃・消毒

館内の換気

■当園の取り組み

団体でお越しのお客様へ
新型コロナウィルス感染防止のためのお願い

 

■お客様へのお願い

    ・咳・発熱など体調がすぐれない場合はご来園をお控えください

    ・新型コロナウィルス感染症陽性者との濃厚接触がある場合はご来園をお控えください

    ・館内ではマスクの着用をお願い致します

    ・各施設入口での手指消毒、こまめな手洗いにご協力ください

    ・各施設内では他のお客様との間隔をあけ、会話はできるだけお控えください

    ・館内は飲食禁止です

 

■下見

    ・団体利用にあたっての下見を希望される場合は、

       電話にて下見希望日の前日までにご連絡ください

        ※予約なしでご来園の場合、お待ちいただく可能性があります

    ・できるだけ少人数での下見来園をお願い致します（目安：３名以下）

        ※総合案内所カウンターでご説明の際、人数・時間の制限を行うことがあります

    ・総合案内所カウンターではソーシャルディスタンスにご協力ください

    ・下見来園の際も、上記の「お客様へのお願い」にご協力ください

 

■VR シアター

    ・座席数を減らし、間隔をあけてお座りいただいております

    ・VR シアターをご予約の団体様につきましては、

       一度にお座りいただける座席数を 50～60 席として おります

    ・制限人数を大幅に超える場合は、数班に分けてのご視聴にご協力ください

    ・入場の際には、シアター入口での手指消毒にご協力ください

    ・シアター内は飲食禁止です

    ・シアター内ではマスクを着用いただき、会話はできるだけお控えください

県営平城宮跡歴史公園 指定管理者

平城京 魅力創造プロジェクト_市 総合（観光）案内所

　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:0742-93-9012

　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：0742-93-9105

HP:http://www.suzakumon-heijokyo.com




