
平城宮跡歴史公園 天平みはらし館 

利用規約及び注意事項 

 

 平城宮跡歴史公園 天平みはらし館（以下、当施設という）は、平城宮跡を一望できる展

望宮跡室（貸し会議室）と、周遊のためのジョギング・サイクリングステーションや、更衣

室、レンタサイクル機能を兼ね備えた施設になります。近隣施設との周遊拠点等にご利用く

ださい。 

 

１．利用時間 

当施設のご利用時間については下表のとおりとなりますので、定められた時間内での

ご利用をお願いいたします。また、時間外のご利用についてはお断りさせていただきます。 

    利用時間 備 考 

レンタサイクル 9時～1７時 

月曜休館※１） 

年末年始休館 

（12/28～1/4） 

ジョギング・サイクリング

ステーション 

（サロン・更衣室・シャワールーム） 

９時～1７時 

宮跡展望室（貸し会議室） ９時～17時※２） 

VRシアター ９時～17時※２） 

展望デッキ ９時～１７時※２）※３） 

※１）月曜日が休日の場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日 

※２）１７時以降の使用に関しては、管理事務所までお問合せください。 

※３）年中無休。 

 

２．利用料金 

(1)レンタサイクル 

 
利用料金 

（1日） 
保有台数 

延長料金※３） 

（３０分ごと） 

電動アシスト自転車 800円 5台 １００円 

普通自転車（大） 
500円 

１０台 
５０円 

普通自転車（小） ５台 

※３）延長料金については、券売機の金券（１００円券、１０円券）にて 

徴収させていただきます。 

 

 



(2)ジョギング・サイクリングステーション 

①サロン 

無料でご利用いただけます。 

 

②更衣室、シャワールーム 

 
利用料金 

（1回） 
施設数 

更衣室のみ利用 無料 
男女 1部屋ずつ 

（ロッカーは各１６台） 

シャワールーム 300円 男女各 2室 

 

(3) 宮跡展望室 

展望室は 3室ありますが、間仕切りを取り外し 1室としてご利用いただくこ

とも可能です。その際は、ご利用になる展望室全てご予約下さい。その際の利用

料金は各展望室の料金の合計となります。 

 

   ①一般利用料金 

    9時から 13時 13時から 17時 9時から 17時 

宮跡展望室 A（東） 1,350円 1,350円 2,700円 

宮跡展望室 B（中央） 1,270円 1,270円 2,540円 

宮跡展望室 C（西） 1,050円 1,050円 2,100円 

 

②登録団体利用料金 

    9時から 13時 13時から 17時 9時から 17時 

宮跡展望室 A（東） 1,080円 1,080円 2,160円 

宮跡展望室 B（中央） 1,01０円 1,01０円 2,020円 

宮跡展望室 C（西） 840円 840円 1,680円 

※「登録団体」とは、構成員（５名以上）の過半数が奈良県内在住であり、事前に登録を行った団体とする。 

 

③登録学生団体利用料金 

    9時から 13時 13時から 17時 9時から 17時 

宮跡展望室 A（東） 67０円 67０円 1,3４0円 

宮跡展望室 B（中央） 63０円 63０円 1,2６0円 

宮跡展望室 C（西） 52０円 52０円 1,0４0円 

※「登録学生団体」とは、構成員（５名以上）の過半数が奈良県内在住、かつ、構成員の過半数が学生であ

り、事前に登録を行った団体とする。 

 



(4)ＶＲシアター 

無料でご利用いただけます。 

団体貸切予約をいただいている場合には、その間はお待ちいただくことにな

りますので、あらかじめご了承ください。 

 

３．利用の流れ 

(1) レンタサイクル 

 当日、1 階の受付でお申し込みいただき、券売機にて利用券をご購入ください。

事前予約は承っておりません。自転車は利用当日の１７時までにご返却ください。

予約時間を超過しますと延長料金が発生しますので、あらかじめご了承ください。 

レンタサイクルにはチャイルドシートを設置しておりませんので、予めご了承願

います。 

 レンタサイクルの貸出台数には制限がありますので、お申し込みをお断りする場

合があります。併設して、乗り捨て可能のバイクシェアも取り扱っておりますので、

そちらもご利用ください。 

 

(2) ジョギング・サイクリングステーション 

①サロン 

 どなたさまもご自由にご活用ください。 

 

②更衣室、シャワールーム 

 更衣室は男女 1 部屋ずつありますので、ご自由にご利用ください。また、シャ

ワールームを更衣室内に設置しておりますので、ご利用の際は受付までお越しく

ださい。券売機にて利用券を購入いただいた後、シャワールームの鍵をお渡ししま

す。 

 

(3)宮跡展望室 

①空き状況の確認 

ご予約は原則としてご利用日の６ヵ月前より承ります。ご希望の日時の空き状況に

ついては電話にてご確認ください。 

宮跡展望室の机、椅子のレイアウト、貸し出し可能物品は会場により異なります。

詳細は各展望室の施設情報をご覧ください。 

  



  【施設情報】 

施設名 面 積 収容人数 設置品 数 量 

宮跡展望室 

A（東） 
約 29㎡ 約２０人 

会議用テーブル ４ 

会議用椅子 ８ 

応接用テーブル 1 

応接会議椅子 4 

スクリーン １ 

宮跡展望室 

B（中央） 
約 27㎡ 約２０人 

会議用テーブル ８ 

会議用椅子 １６ 

宮跡展望室 

C（西） 
約２２㎡ 約１５人 

会議用テーブル ４ 

会議用椅子 ８ 

共通備品 

プロジェクター １ 

ホワイトボード 2 

会議用椅子 ２６ 

 

②申し込み 

利用規約をご確認のうえ、所定の利用申込書を FAX にてご提出ください。内容

確認後、「利用承認書」を FAXにて返送いたします。利用料金につきましては、利

用当日に、券売機にて利用券をご購入ください。 

※展望室に空きがある場合、当日申し込みも受け付けます。当日申し込みの際は、

その場で使用申込書をご記入の上、券売機にて利用券をご購入ください。 

※必要に応じて、お申込者に資料の提出をお願いする場合があります。また、予約

が完了した場合でも、その後の審査により、お貸出しができない場合があります

ので、あらかじめご了承ください。 

 

③利用当日 

ご入室にあたっては、受付にお声かけください。予約内容を確認後、宮跡展望室

の鍵をお渡しします。 

ご退室はご予約時間内にお願いします。ご利用後は、机、イスの配置をもとの状

態に戻し、ごみ等を持ち帰るなど、ご利用前の状態にてご退出ください（チェック

リストによりご確認ください）。ご退室がご予約時間を超過しますと、後にご利用

される方の妨げとなりますので、準備・後片付け等はご利用時間内にお願いします。 

当日の利用時間の延長に関しましては、原則お断りしておりますが、後の利用予

定がなく、受付スタッフが対応可能な場合において延長することができるものとし

ます。 

 



④キャンセル（変更）について 

キャンセル（変更）は、お電話または FAXにて連絡をお願いします。 

 

 (4)ＶＲシアター 

VRシアターにおいては、原則以下のスケジュールで作品を上映いたします。ま

た、ご予約により、お客様のご希望の時間にご希望の作品を上映することも可能で

すので、事前にお問い合わせください。 

 

 

 

※１時間内で「平城京 はじまりの都」「平城京 安らけし都」「三笠の山にいでし月

かも」の順に、５分程度の幕間を挟みながら上映します。 

 

◎平城京 はじまりの都（約 12 分） 

在りし日の平城京の姿を、目の前いっぱいに広がる５面マルチスクリーンに最新の 

バーチャルリアリティーを駆使して再現したものを上映します。 

◎平城京 安らけし都（約 14 分） 

聖武天皇（しょうむ てんのう）の皇女として生まれ、初の女性皇太子となった 

阿倍内親王（あべないしんのう）が、混乱と混迷の中から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 CGアニメーションで語る感動の物語を上映します。 

◎三笠の山にいでし月かも（約 20 分） 

阿倍仲麻呂の遣唐使としての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。 

 

４．利用制限 

  当施設について、下記の場合においてご利用をお断りもしくは制限させていただく場

合があります。 

・物品の販売等、営利を目的とするとき。 

・運営趣旨に反するおそれがあるとき。（政治活動、労働運動、宗教活動など） 

・秩序や風俗をみだすおそれがあるとき。 

・騒音、振動、大声、演奏等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をされたとき。 

・大規模地震発生に関する情報等が発表されたとき。 

・その他、管理上の支障があるとき。（不測の事態により、当施設が使用不能になっ

た場合を含む） 

・公益を害するおそれがある場合。 

・その他使用させることが不適当であると考えられること。 

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

9:00 10:00 11:00 12:00



・その他特別の事由。 

 

５．注意事項 

当施設を利用される際は、下記のことにご注意ください。 

・当施設の内壁面、施設前、施設内の共有スペースでのポスター・看板の掲示は行っ

ておりません。 

・不測の災害に備え、非常口・誘導方法・消火設備等を予めご確認下さい。 

・VR シアター、更衣室内での飲食はご遠慮ください。 

・不可抗力又はその他の都合で当施設のご利用ができない場合があります。あらかじ

めご了承ください。 

・持込手荷物などはお客様ご自身で管理願います。お荷物の事前郵送および持ち込み

によるお預りは、承っておりません。 

・施設内に公衆電話はございません。外部からのお電話を宮跡展望室におつなぎする

こともいたしません。管理事務所への伝言は、行き違いやトラブルの原因にもなり

ますのでご遠慮願います。 

・当施設内は全面禁煙となっております。ご理解とご協力をお願いいたします。 

・施設、設備、備品を汚損又は毀損した場合は損害賠償を請求いたします。 

・当施設内へのペット類の持ち込みは禁止です。 

  ※補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）は除きます。 

・当施設内にはゴミ箱は設置しておりません。ゴミは全てお持ち帰りください。 

 

６．免責事項 

・事故、盗難、災害、紛失また毀損については一切責任を負いません。 

・当施設の定める事項に違反し生じた損害については、一切の責任を負いません。 

 

７．個人情報の取り扱い 

  当施設のための予約により得られた個人情報の一切は、申込者の身体、生命等に危害が

及ぶ恐れのある事態等、緊急を要するやむを得ない事態が発生した場合を除き、当施設の

予約およびその確認以外には使用いたしません。 

 

８．その他禁止事項 

・発火性・引火性物品、その他の危険物の持ち込み、および火気の使用は禁止します。 

・当施設内において他者への迷惑行為を禁止します。 

 

  



９．規約の変更 

当施設は事前の通達なく本規約、ならびに諸注意事項を変更できるものとし、変更内容を

更新することによって通知するものとします。 

 

【問合せ先】 

 平城宮跡歴史公園管理事務所 

 （住所）奈良市二条大路南 4丁目６番１号 

 （電話）0742-35-8201 

 （FAX）0742-35-8204 


