
［［［［第第第第２２２２部部部部］］］］［［［［第第第第２２２２部部部部］］］］平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都１３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭春季春季春季春季フェアフェアフェアフェア期間期間期間期間春季春季春季春季フェアフェアフェアフェア期間期間期間期間

のののののののの交通交通交通交通交通交通交通交通対策対策対策対策対策対策対策対策

（（（（社社社社））））平城遷都平城遷都平城遷都平城遷都1300年記念事業協会年記念事業協会年記念事業協会年記念事業協会、、、、奈良県土木部道路建設課奈良県土木部道路建設課奈良県土木部道路建設課奈良県土木部道路建設課

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年２２２２月月月月１２１２１２１２日日日日

資料資料資料資料－－－－６６６６



1
目目目目目目目目 次次次次次次次次

１１１１....交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２

２２２２....広報広報広報広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６６６

３３３３....自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９９９



2
１１１１１１１１..交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要

１１１１．．．．１１１１ 基本方針基本方針基本方針基本方針

平城宮跡会場の来場者アクセスは、 の優先

順位で案内・誘導を図る。

鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用
鉄道利用鉄道利用鉄道利用鉄道利用

団体団体団体団体バスバスバスバス利用利用利用利用
団体団体団体団体バスバスバスバス利用利用利用利用

自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用
自家用車利用自家用車利用自家用車利用自家用車利用

１１１１．．．．２２２２ 会場会場会場会場へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス

平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

徒徒徒徒 歩歩歩歩

③③③③自家用車自家用車自家用車自家用車
フェアフェアフェアフェア期間期間期間期間

近鉄大和近鉄大和近鉄大和近鉄大和

西大寺駅西大寺駅西大寺駅西大寺駅

ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良駅奈良駅奈良駅奈良駅

①①①①鉄道鉄道鉄道鉄道

②②②②団体団体団体団体バスバスバスバス

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス
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１１１１１１１１..交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要

大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅

交流広場交流広場交流広場交流広場南門広場南門広場南門広場南門広場
新大宮駅新大宮駅新大宮駅新大宮駅

ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良駅奈良駅奈良駅奈良駅

近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅

歩行者歩行者歩行者歩行者
帰路専用帰路専用帰路専用帰路専用シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

平城宮跡平城宮跡平城宮跡平城宮跡～～～～近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅
エントランスエントランスエントランスエントランス広場広場広場広場

帰路専用帰路専用帰路専用帰路専用シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

平城宮跡平城宮跡平城宮跡平城宮跡～～～～大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅

１１１１．．．．３３３３ 鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者鉄道利用者ののののアクセスアクセスアクセスアクセス

平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場

駅駅駅駅シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

平城宮跡平城宮跡平城宮跡平城宮跡～～～～大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅

奈良公園方面奈良公園方面奈良公園方面奈良公園方面

西西西西のののの京方面京方面京方面京方面 周遊周遊周遊周遊バスバスバスバス（（（（路線路線路線路線バスバスバスバスのののの増便増便増便増便））））

奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園～～～～平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場～～～～西西西西のののの京京京京

駅駅駅駅シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

平城宮跡平城宮跡平城宮跡平城宮跡～ＪＲ～ＪＲ～ＪＲ～ＪＲ奈良駅奈良駅奈良駅奈良駅

駅駅駅駅シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

運行間隔運行間隔運行間隔運行間隔

５５５５～～～～１０１０１０１０分分分分
５５５５～～～～１０１０１０１０分分分分
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平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市））））

平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（木津川市木津川市木津川市木津川市））））

郊外郊外郊外郊外シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

郊外郊外郊外郊外シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

１１１１１１１１..交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要

・フェア期間中は、「郊外駐車場」「宮跡会

場駐車場」の2つの駐車場を運営する。

・一般利用者は、「郊外駐車場」からシャト

ルバスで会場へ案内し、障害者等は予

約制の「宮跡会場内駐車場」利用とする。

１１１１．．．．４４４４ 自家用車利用者自家用車利用者自家用車利用者自家用車利用者ののののアクセスアクセスアクセスアクセス

郊外郊外郊外郊外シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス

平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場平城宮跡駐車場

（（（（奈良西奈良西奈良西奈良西））））

料金体系料金体系料金体系料金体系

郊外郊外郊外郊外シャシャシャシャ

トルバストルバストルバストルバス

運行間隔運行間隔運行間隔運行間隔

５００５００５００５００円円円円

(運営協力金運営協力金運営協力金運営協力金)

５００５００５００５００円円円円

(運営協力金運営協力金運営協力金運営協力金)
１０００１０００１０００１０００円円円円
１０００１０００１０００１０００円円円円

運営体制運営体制運営体制運営体制

一般利用者一般利用者一般利用者一般利用者
一般利用者一般利用者一般利用者一般利用者

障害者等専用障害者等専用障害者等専用障害者等専用

（（（（予約制予約制予約制予約制））））

障害者等専用障害者等専用障害者等専用障害者等専用

（（（（予約制予約制予約制予約制））））

郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場
郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場

会場内駐車場会場内駐車場会場内駐車場会場内駐車場
会場内駐車場会場内駐車場会場内駐車場会場内駐車場

１０１０１０１０～～～～１５１５１５１５分分分分
１０１０１０１０～～～～１５１５１５１５分分分分

宮跡宮跡宮跡宮跡会場内会場内会場内会場内駐車場駐車場駐車場駐車場



5
１１１１１１１１..交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要交通対策交通対策交通対策交通対策のののの概要概要概要概要

１１１１．．．．５５５５ 利用者利用者利用者利用者のののの視点視点視点視点にたったにたったにたったにたった「「「「1300年祭年祭年祭年祭におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通のののの広報広報広報広報、、、、案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導」」」」開催前開催前開催前開催前（（（（１１１１～～～～２２２２ヶヶヶヶ月前月前月前月前））））

い

場面場面場面場面 （（（（1300130013001300年祭年祭年祭年祭））））平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業平城宮跡事業開催中開催中開催中開催中（（（（4444月末月末月末月末～～～～11111111月上旬月上旬月上旬月上旬））））

運行PPPP＆＆＆＆BRBRBRBR

平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場

ホームページホームページホームページホームページ（（（（協会協会協会協会HPHPHPHP等等等等））））
電車電車電車電車
自家用車自家用車自家用車自家用車

団体団体団体団体バスバスバスバス駅駅駅駅ｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙ

電車電車電車電車

団体団体団体団体バスバスバスバス駅駅駅駅ｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙｼｬﾄﾙ

●ポスター・リーフレット　　　・ガイドブックの設置　・駅構内へのポスター                               等●ポスター・リーフレット　　　・ガイドブックの設置　・サービスエリア、パーキン　　グエリア、道の駅　等 チラシ

●会場内での情報案内　帰りの電車、シャトルバス運行状況を表示

ラジオラジオラジオラジオ（（（（FMFMFMFM////AMAMAMAM)))) 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話自宅自宅自宅自宅 （（（（そのそのそのその他他他他））））新聞広告新聞広告新聞広告新聞広告、、、、広報誌広報誌広報誌広報誌●自宅への広報
■シャトルバスの運行状況（出発前）

自家用車自家用車自家用車自家用車
P&BRP&BRP&BRP&BR ■看板等の設置　案内看板、横断幕　・パーク＆バスライド駐車場の　　満車情報、　・進行方向情報を提供

（移動中：リアルタイム）
誘導看板横断幕

●ラジオ（JARTIC情報） ■シャトルバスの運行状況■FM/AMラジオ（JARTIC情報）



6
２２２２．．．．広報広報広報広報２２２２．．．．広報広報広報広報

①①①①公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用促進利用促進利用促進利用促進
①①①①公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用促進利用促進利用促進利用促進

②②②②団体団体団体団体バスバスバスバスへのへのへのへのPR②②②②団体団体団体団体バスバスバスバスへのへのへのへのPR

会場駐車場会場駐車場会場駐車場会場駐車場

のののの利用利用利用利用

会場駐車場会場駐車場会場駐車場会場駐車場

のののの利用利用利用利用

○マイカー自粛・公共交通機関利用促進に向けた広報・ＰＲを実施

○事業広報と一体となりPR媒体に同時掲載を実施。

○マイカー自粛・公共交通機関利用促進に向けた広報・ＰＲを実施

○事業広報と一体となりPR媒体に同時掲載を実施。

○観客誘致部署と連携し「団体バス駐車場予約システム」を導入。

○全国のツアー会社に対し説明会等を実施

○観客誘致部署と連携し「団体バス駐車場予約システム」を導入。

○全国のツアー会社に対し説明会等を実施

目的目的目的目的

○フェア期間中における障害者等専用有料駐車場の事前の予約シス

テム

○フェア期間中における障害者等専用有料駐車場の事前の予約シス

テム

概要概要概要概要

③③③③駐車場駐車場駐車場駐車場のののの

利用案内利用案内利用案内利用案内

③③③③駐車場駐車場駐車場駐車場のののの

利用案内利用案内利用案内利用案内

郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場

のののの利用利用利用利用

郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場郊外駐車場

のののの利用利用利用利用

○３つの郊外駐車場によるＰ＆ＢＲの利用案内に関する広報を実施。

○当日の道路交通状況、駐車場利用に関するリアルタイム情報を提

供。

○３つの郊外駐車場によるＰ＆ＢＲの利用案内に関する広報を実施。

○当日の道路交通状況、駐車場利用に関するリアルタイム情報を提

供。

２２２２．．．．１１１１ 広報広報広報広報のののの目的目的目的目的
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２２２２．．．．広報広報広報広報２２２２．．．．広報広報広報広報

①①①①

ホームホームホームホーム

ページページページページ

①①①①

ホームホームホームホーム

ページページページページ

・公共交通機関のアクセス情報の提供

２２２２．．．．２２２２ 広報内容広報内容広報内容広報内容

②②②② 広報誌広報誌広報誌広報誌
②②②② 広報誌広報誌広報誌広報誌 ・「県民だより奈良」など広報誌に掲載（予定）

・フリーペーパーへの１３００年祭平城宮跡交通ナビの掲載（予定）

③③③③ ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック・・・・

ポスターポスターポスターポスター・・・・

ちらしちらしちらしちらし

③③③③ ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック・・・・

ポスターポスターポスターポスター・・・・

ちらしちらしちらしちらし

・せんとくんをイメージマスコットに起用し、

公共交通利用をＰＲ

・巻末に県内イベント会場へのアクセス早

見表を掲載

④④④④ ラジオラジオラジオラジオ
④④④④ ラジオラジオラジオラジオ

・奈良県警・日本道路交通情報センター（JARTIC）の協力を得て、ドライバーに対し公共交

通の利用を促すとともに、P&BR情報を提供

・奈良県内へは、県内ラジオ放送を活用し、公共交通の利用を促すとともに、 P&BRの案内

を実施

公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利用促進利用促進利用促進利用促進
パークアンドバスライドパークアンドバスライドパークアンドバスライドパークアンドバスライドのののの

利用促進利用促進利用促進利用促進

・駐車場情報（アクセス方法、駐車場料金、

営業時間、シャトルバス運行）の提供

・Ｐ＆ＢＲに関する情報提供

・高速道路のサービスエリアや道の駅、コン

ビニ（予定）、GS（予定）等に、Ｐ&ＢＲの案

内チラシ・ポスターを配置

媒体媒体媒体媒体

目的目的目的目的

交通交通交通交通ナビナビナビナビ
交通交通交通交通ナビナビナビナビ

情報発信情報発信情報発信情報発信
情報発信情報発信情報発信情報発信

・鉄道事業者と連携して、より魅力的な情

報を効果的に配信

・リアルタイム渋滞情報の提供（予定）

・駐車場の満空情報の提供（予定）

・とくとくパーキングなど高速道路利用者が

郊外駐車場を利用するとお得になる情報

を発信

←←←← 交通交通交通交通ナビナビナビナビののののバナーバナーバナーバナーをををを作成作成作成作成しましたしましたしましたしました。。。。http://www.1300.jp/traffic/index.html からからからからリンクバナーリンクバナーリンクバナーリンクバナーをををを取得取得取得取得できますできますできますできます。。。。
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２２２２．．．．広報広報広報広報２２２２．．．．広報広報広報広報

２２２２．．．．３３３３ 鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

■■■■ＪＲＪＲＪＲＪＲグループグループグループグループ（（（（※※※※））））ののののデスティネーションキャンペーンデスティネーションキャンペーンデスティネーションキャンペーンデスティネーションキャンペーン（（（（４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日））））のののの宣伝規模宣伝規模宣伝規模宣伝規模内 容 期 間 等 数 量ＢＢＢＢ１１１１サイズサイズサイズサイズ５５５５連連連連××××１１１１回回回回 ２２２２かかかか月月月月 1111,,,,600600600600箇所箇所箇所箇所ＢＢＢＢ００００サイズサイズサイズサイズ２２２２連連連連××××４４４４回回回回 ３３３３かかかか月月月月 5555,,,,000000000000箇所箇所箇所箇所中吊中吊中吊中吊りりりり ＢＢＢＢ３３３３サイズサイズサイズサイズ××××４４４４回回回回 ６６６６日間日間日間日間 16161616,,,,000000000000箇所箇所箇所箇所車両両端車両両端車両両端車両両端 ＢＢＢＢ３３３３サイズサイズサイズサイズ４４４４連連連連××××３３３３回回回回 ２０２０２０２０日間日間日間日間 首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・京阪神京阪神京阪神京阪神5555,,,,600600600600車両車両車両車両ドアドアドアドア付近付近付近付近 ＢＢＢＢ３３３３サイズサイズサイズサイズ２２２２連連連連××××３３３３回回回回 ２０２０２０２０日間日間日間日間 首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・京阪神京阪神京阪神京阪神5555,,,,600600600600車両車両車両車両ドアドアドアドア上上上上 ＢＢＢＢ３３３３変形変形変形変形××××２２２２回回回回 ２０２０２０２０日間日間日間日間 首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・京阪神京阪神京阪神京阪神5555,,,,600600600600車両車両車両車両「「「「遠遠遠遠くへくへくへくへ行行行行きたいきたいきたいきたい」」」」 全国全国全国全国６６６６局局局局ネットネットネットネット３０３０３０３０分番組分番組分番組分番組 ２２２２回回回回スポットスポットスポットスポットＣＭＣＭＣＭＣＭ ３０３０３０３０秒秒秒秒 １５１５１５１５本本本本「「「「旅旅旅旅のののの手帖手帖手帖手帖」」」」 臨時増刊号臨時増刊号臨時増刊号臨時増刊号 １１１１回回回回 35353535万部万部万部万部カラーグラビアカラーグラビアカラーグラビアカラーグラビア２２２２頁頁頁頁 １１１１回回回回イベントイベントイベントイベント内容掲載内容掲載内容掲載内容掲載 ３３３３かかかか月月月月※JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州を中心としたグループ■■■■ＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本独自西日本独自西日本独自西日本独自のののの取取取取りりりり組組組組みみみみメニューメニューメニューメニュー 備考備考備考備考奈良地区奈良地区奈良地区奈良地区のののの観光情報誌観光情報誌観光情報誌観光情報誌へのへのへのへの掲載掲載掲載掲載 たびごよみたびごよみたびごよみたびごよみ、、、、奈良奈良奈良奈良をををを習習習習おうおうおうおう、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道＋＋＋＋食事食事食事食事ががががセットセットセットセットののののパックツアーパックツアーパックツアーパックツアー　　　　等等等等新大阪新大阪新大阪新大阪～～～～奈良間奈良間奈良間奈良間のののの特急特急特急特急のののの運行運行運行運行 ４４４４////１１１１～～～～６６６６／／／／３０３０３０３０のののの土日土日土日土日・・・・祝日祝日祝日祝日（（（（１１１１往復往復往復往復／／／／日日日日））））とくとくとくとくとくとくとくとく切符切符切符切符（（（（３３３３月下旬月下旬月下旬月下旬～～～～６６６６月末月末月末月末））））のののの予定予定予定予定 １３００１３００１３００１３００年祭年祭年祭年祭をををを記念記念記念記念したしたしたした割引切符割引切符割引切符割引切符となるとなるとなるとなる予定予定予定予定

駅駅駅駅車内車内車内車内
雑誌雑誌雑誌雑誌 大型時刻表大型時刻表大型時刻表大型時刻表 60606060万部万部万部万部ＴＶＴＶＴＶＴＶ

媒 体ポスターポスターポスターポスター掲出掲出掲出掲出
ＪＲの取り組み（含；予定）

近鉄の取り組み（含；予定）■■■■近鉄近鉄近鉄近鉄とととと１３００１３００１３００１３００年協会年協会年協会年協会とのとのとのとの共同事業共同事業共同事業共同事業 内 容 期 間 等 数 量ポスターポスターポスターポスター掲出掲出掲出掲出 ７７７７箇月箇月箇月箇月 開幕開幕開幕開幕・・・・宮跡宮跡宮跡宮跡・・・・平城京平城京平城京平城京　　　　３３３３回回回回せんとくんせんとくんせんとくんせんとくんディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ 11111111箇月間箇月間箇月間箇月間 ３３３３駅駅駅駅（（（（難波難波難波難波・・・・名古屋名古屋名古屋名古屋・・・・奈良奈良奈良奈良） ） ） ） 柱巻柱巻柱巻柱巻きききき看板看板看板看板 W1,460×H4,900W1,460×H4,900W1,460×H4,900W1,460×H4,900 11111111箇月間箇月間箇月間箇月間 ２２２２駅駅駅駅（（（（名古屋名古屋名古屋名古屋・・・・奈良奈良奈良奈良））））光柱看板光柱看板光柱看板光柱看板 HHHH3333,,,,360360360360×W×W×W×W1111,,,,360360360360　　　　他他他他 11111111箇月間箇月間箇月間箇月間 京都駅京都駅京都駅京都駅・・・・５５５５面面面面ブランコブランコブランコブランコせんとくんせんとくんせんとくんせんとくん 立体人形立体人形立体人形立体人形HHHH300300300300 11111111箇月間箇月間箇月間箇月間 １１１１１１１１駅駅駅駅（（（（計計計計１００１００１００１００個個個個））））フラッグフラッグフラッグフラッグ ホームホームホームホーム柱柱柱柱 ８８８８箇月間箇月間箇月間箇月間 大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅ステッカーステッカーステッカーステッカー ホームホームホームホーム行行行行きききき先表示機先表示機先表示機先表示機 ８８８８箇月間箇月間箇月間箇月間 大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅会場案内会場案内会場案内会場案内 南改札口南改札口南改札口南改札口 ８８８８箇月間箇月間箇月間箇月間 大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅大和西大寺駅かきわりかきわりかきわりかきわり・・・・ガイドブックラックガイドブックラックガイドブックラックガイドブックラック 改札口前改札口前改札口前改札口前コンコースコンコースコンコースコンコース 11111111箇月間箇月間箇月間箇月間 各路線主要各路線主要各路線主要各路線主要２５２５２５２５駅駅駅駅案内看板案内看板案内看板案内看板 改札口前改札口前改札口前改札口前コンコースコンコースコンコースコンコース ２２２２箇月間箇月間箇月間箇月間 ４４４４駅駅駅駅（（（（信貴山下信貴山下信貴山下信貴山下・・・・吉野吉野吉野吉野・・・・室生口大野他室生口大野他室生口大野他室生口大野他））））吊吊吊吊りりりり下下下下げげげげ看板看板看板看板 H600×W3,000H600×W3,000H600×W3,000H600×W3,000 ８８８８箇月間箇月間箇月間箇月間 ９９９９駅駅駅駅・・・・計計計計１５１５１５１５枚枚枚枚ドアステッカードアステッカードアステッカードアステッカー ８８８８箇月間箇月間箇月間箇月間 12121212,,,,000000000000枚枚枚枚車体車体車体車体ステッカーステッカーステッカーステッカー（（（（座席窓座席窓座席窓座席窓）））） ８８８８ヶヶヶヶ月間月間月間月間 3333,,,,900900900900枚枚枚枚■■■■近鉄近鉄近鉄近鉄によるによるによるによる自主事業自主事業自主事業自主事業メニューメニューメニューメニュー 備考備考備考備考通年用通年用通年用通年用1300130013001300年祭年祭年祭年祭イベントイベントイベントイベント告知告知告知告知ＨＰＨＰＨＰＨＰ ＫＫＫＫ’’’’ｓ　ＰＬＡＺＡｓ　ＰＬＡＺＡｓ　ＰＬＡＺＡｓ　ＰＬＡＺＡ 1300130013001300年協会年協会年協会年協会ＨＰＨＰＨＰＨＰへへへへリンクリンクリンクリンク 通年通年通年通年 実施済実施済実施済実施済みみみみ電車電車電車電車＋＋＋＋奈交奈交奈交奈交バスバスバスバス＋＋＋＋拝観券拝観券拝観券拝観券＋＋＋＋昼食昼食昼食昼食ををををセットセットセットセットしたしたしたした日帰日帰日帰日帰りりりり旅行旅行旅行旅行プランプランプランプラン　　　　発売中発売中発売中発売中割引乗車券割引乗車券割引乗車券割引乗車券 平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場平城宮跡会場をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたエリアエリアエリアエリアのののの割引乗車券割引乗車券割引乗車券割引乗車券をををを発売予定発売予定発売予定発売予定
車内車内車内車内

割引切符割引切符割引切符割引切符
ポスターポスターポスターポスター掲出掲出掲出掲出車内吊車内吊車内吊車内吊りりりり広告広告広告広告 新年度新年度新年度新年度でのでのでのでの展開展開展開展開をををを検討中検討中検討中検討中駅駅駅駅・・・・車内車内車内車内 せんとくんせんとくんせんとくんせんとくん奈良世界遺産奈良世界遺産奈良世界遺産奈良世界遺産　　　　フリーフリーフリーフリー切符切符切符切符 往復乗車券往復乗車券往復乗車券往復乗車券＋＋＋＋フリーフリーフリーフリー区間乗区間乗区間乗区間乗りりりり放題放題放題放題（（（（電車電車電車電車＋＋＋＋奈交奈交奈交奈交バスバスバスバス）　　）　　）　　）　　発売中発売中発売中発売中奈良大和路奈良大和路奈良大和路奈良大和路　　　　秘宝秘宝秘宝秘宝・・・・秘仏秘仏秘仏秘仏・・・・国宝国宝国宝国宝めぐりめぐりめぐりめぐり

媒 体
駅駅駅駅
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道路利用者にとって、最も情

報を得やすい媒体である。

しかしながら歩道橋や情報

板門柱など、設置できる箇所

が限られている。

道路利用者にとって、最も情

報を得やすい媒体である。

しかしながら歩道橋や情報

板門柱など、設置できる箇所

が限られている。

設置&撤去が比較的容易で

あるため、多くの設置が可能。

設置&撤去が比較的容易で

あるため、多くの設置が可能。

３３３３３３３３..自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導

看板看板看板看板
看板看板看板看板

・概ね10km圏域の主要経路上

・誤通過後の復帰経路上

・概ね10km圏域の主要経路上

・誤通過後の復帰経路上

①郊外駐車場までの誘導
①郊外駐車場までの誘導

設置箇所設置箇所設置箇所設置箇所誘導誘導誘導誘導ツールツールツールツール 情報提供内容情報提供内容情報提供内容情報提供内容

横断幕横断幕横断幕横断幕
横断幕横断幕横断幕横断幕

のぼりのぼりのぼりのぼり
のぼりのぼりのぼりのぼり

道路情報板道路情報板道路情報板道路情報板
道路情報板道路情報板道路情報板道路情報板

概ね30km圏域内の高速道路

上

概ね30km圏域内の高速道路

上

駐車場出入口付近ならびに沿

道から視認可能な駐車場内

駐車場出入口付近ならびに沿

道から視認可能な駐車場内

奈良国道、奈良土木の設置路

線

奈良国道、奈良土木の設置路

線

近辺(10km圏域)：①郊外駐車場までの誘導近辺(10km圏域)：①郊外駐車場までの誘導

遠方(30km圏域)：②郊外駐車場を利用遠方(30km圏域)：②郊外駐車場を利用

①郊外駐車場PR①郊外駐車場PR

近辺：①駐車場までの誘導
近辺：①駐車場までの誘導

遠方：②郊外駐車場 シャトルバス運行中
遠方：②郊外駐車場 シャトルバス運行中

1300年祭駐車場の存在を

来訪者に示すことができる。

1300年祭駐車場の存在を

来訪者に示すことができる。

電光もしくはLEDで発光する

ため、横断幕より目立つ。

電光もしくはLEDで発光する

ため、横断幕より目立つ。

特徴特徴特徴特徴

駐車場への誘導は基本的に看板と横断幕で行う。なお、プレ実験での評価改善を踏まえ、重要分岐

交差点では、看板看板看板看板をををを連続的連続的連続的連続的にににに設置設置設置設置（（（（3333枚程度枚程度枚程度枚程度））））し、遠方の高速道路には、Ｐ＆ＢＲＰ＆ＢＲＰ＆ＢＲＰ＆ＢＲをををを周知周知周知周知するためのするためのするためのするための

横断幕横断幕横断幕横断幕を設置する。

３３３３．．．．１１１１ 案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導のののの実施内容実施内容実施内容実施内容

※会場駐車場は障害者等予約専用なので積極的な案内は行わない
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３３３３３３３３..自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導

３３３３．．．．２２２２ 誘導誘導誘導誘導エリアエリアエリアエリア（（（（全体全体全体全体））））

遠方圏域限界ライン（60km圏）
（30km圏）

凡 例：会場駐車場：P&BR駐車場：対象路線（高速道路）：対象路線（阪神高速）：対象路線（一般道路）：近方圏域
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1300年祭宮跡会場年祭宮跡会場年祭宮跡会場年祭宮跡会場10km圏山田川IC

天理IC郡山IC

中町ランプ
横断幕横断幕横断幕横断幕

３３３３３３３３..自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導

３３３３．．．．３３３３ 誘導誘導誘導誘導エリアエリアエリアエリア（（（（奈良県近郊奈良県近郊奈良県近郊奈良県近郊））））
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３３３３３３３３..自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導

３３３３．．．．４４４４ 木津川市駐車場木津川市駐車場木津川市駐車場木津川市駐車場へのへのへのへの案内誘導案内誘導案内誘導案内誘導

プレプレプレプレ実験実験実験実験をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、駐車場周辺駐車場周辺駐車場周辺駐車場周辺およびおよびおよびおよび重要重要重要重要なななな

分岐分岐分岐分岐にはにはにはには、、、、連続連続連続連続してしてしてして3枚枚枚枚のののの看板看板看板看板をををを設置予定設置予定設置予定設置予定

枚数増加枚数増加枚数増加枚数増加
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x
x

x

x

x

x x

通過車両通過車両通過車両通過車両はははは大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市へへへへ誘導誘導誘導誘導

３３３３３３３３..自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導

３３３３．．．．５５５５ 奈良西駐車場奈良西駐車場奈良西駐車場奈良西駐車場へのへのへのへの案内誘導案内誘導案内誘導案内誘導

大阪方面大阪方面大阪方面大阪方面からのからのからのからの案内案内案内案内はははは、、、、阪神高速阪神高速阪神高速阪神高速・・・・第二阪奈第二阪奈第二阪奈第二阪奈にににに誘導誘導誘導誘導、、、、またまたまたまた、、、、中町中町中町中町ランプランプランプランプ出口向出口向出口向出口向けのけのけのけの誘導誘導誘導誘導をををを実施実施実施実施
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３３３３３３３３..自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導

３３３３．．．．６６６６ 大和郡山市駐車場大和郡山市駐車場大和郡山市駐車場大和郡山市駐車場へのへのへのへの案内誘導案内誘導案内誘導案内誘導
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３３３３３３３３..自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導自家用車自家用車自家用車自家用車へのへのへのへの案内案内案内案内・・・・誘導誘導誘導誘導

３３３３．．．．７７７７ 会場周辺会場周辺会場周辺会場周辺のののの案内誘導案内誘導案内誘導案内誘導


