
「和み、和らぐ。和歌山からはじまる旅。キャンペーン」詳細

１． 概 要

（1）実施期間 平成 27 年 4月 1日(水)～6月 30 日(火)

（2）実施主体 田辺市、白浜町、南海電気鉄道株式会社、ＪＲ西日本

（3) 主な素材

① ｢高野山～熊野～白浜｣を結ぶアクセスバスを設定

ⅰ大阪方面から高野山内を午前中見学して、白浜温泉宿泊が可能

ⅱ日本三美人の湯龍神温泉「季楽里龍神」入浴割引 700 円→550円

ⅲ滝尻王子（熊野古道）に隣接する熊野古道館で係員の説明

ⅳ本宮から乗車され滝尻で乗換えることで本宮～白浜も巡る

ⅴ車内で熊野古道や白浜温泉の解説 DVD 放映

（販売箇所）

旅行会社の事前購入だけでなく、高野山宿坊協会、世界遺産熊野本宮館、白浜温泉宿泊施設

やアクセスバス車内で当日も購入していただけます。
（座席には限りがあります。満席の場合はご乗車いただけません。）

期間：平成 27 年４月４日（土）から 11 月 29 日（日）までの土休日と

4月 30 日及び５月１日の 83日間

料金：一日乗車券お一人様 4,000 円（小児 2,000 円）（予約要）

② 高野山開創 1200 年記念大法会に合わせた特別公開等の実施

（ア）【御開帳・特別公開】

・金堂 御本尊特別開帳（薬師如来）（初公開）

昭和９年の弘法大師 1100 年後遠忌の際に金堂の再建と共に当時

の大仏師・高村光雲師に造られて以来、初めての御開帳。

期間：平成 27年４月２日～５月 21 日

場所：壇上伽藍 金堂

料金：拝観料無料

・金剛峯寺 持仏御本尊開帳（16年ぶり公開）

平成 11 年の大修理落慶大法会以来、御開帳は 16 年ぶり。持仏の間には本尊等の仏像の他、金剛

峯寺の歴代座主の位牌が安置されています。

期間：平成 27年４月２日～５月 21 日

場所：金剛峯寺 持仏の間

料金：拝観料お一人様 500 円（通常拝観料金に準じる）
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（イ）【法会】

・中門落慶大曼荼羅供 1843 年の火災による消失以来 172年ぶり再建

日時：平成 27 年４月２日 9:00

場所：壇上伽藍金堂 見学無料

・結縁灌頂

一般の方々が仏の世界をあらわす曼荼羅に花を投じることで仏様とご縁を結ぶ儀式

期間：平成 27 年４月３日～５日、22 日～24 日、5月 12 日～14 日

場所：大師教会

有料お一人様 3,000 円

・旧正御影供御逮夜・旧正御影供

旧暦３月 21 日、弘法大師の入定を偲び奥之院・壇上伽藍で

御影供の法会を行う。

期間：平成 27年５月８日（御逮夜）・９日

場所：壇上伽藍御影堂、奥之院燈籠堂 見学無料

・庭儀大曼荼羅供

高野山の法会の中でも最も起源が古く、最も重要な法会。

期間：平成 27年５月３日 他 見学無料

場所：壇上伽藍金堂 他

（ウ）【高野山内イベント・体験】

・お逮夜ナイトウォーク

お大師様の日(毎月 21 日)前夜のお逮夜に、奥之院一の橋

参道入り口より御廟へ参拝し、日頃の報恩に感謝を捧げる儀式。

・写経、授戒、朝勤行、阿字観などの宗教都市ならではの体験

（エ）【ラッピング車両運行】

・和歌山線 105 系 2両（１編成）

平成 27 年３月 22 日～秋頃

・車両自体を高野山へ通じる参道としてイメージし。ゆかりの社寺と高野山の写真をデザインし

ました。ご乗車から高野山への期待感を高めていただきます。

<協力社寺等>

慈尊院、丹生官省符神社(町石道)、丹生都比売神社(二つ鳥居)

金剛峯寺(壇上伽藍「中門」・根本大塔・奥之院)

③ 世界遺産・熊野古道体験企画

（ア）プチ熊野古道体験（往復バス＋語り部ガイド：大門坂）

期間：平成 27 年４月～９月

場所：熊野古道大門坂

代金：お一人様 2,000 円（予約要）

概要：紀伊勝浦駅からの路線バスがセットされ、大門坂周辺

を約一時間かけ語り部がご案内します。大門坂駐車場前から

那智山はフリー乗降ができます。

（イ）プチ熊野古道体験（往復バス＋語り部ガイド：滝尻）

期間：平成 27 年４月～９月

場所：熊野古道滝尻王子

代金：お一人様 2,000 円（予約要）

概要：紀伊田辺駅からの路線バスがセットされ、滝尻王子周辺を約一時間かけ語り部がご案内し

ます。

（ウ）那智の滝ライトアップ

夜だからこその滝の流れ落ちる音だけが響きわたる静寂の中、飛瀧神社の正式参拝に参加いただ

き、ライトアップされ浮かび上がる那智の滝をご覧いただきます。

期間：通年（日没から）

料金：バス 1台につき 30,000 円

（エ）補陀洛山寺ご本尊特別公開

補陀洛渡海で知られる補陀洛山寺ご本尊「三貌十一面千手千眼観世音菩薩」

を特別公開。平安後期の作で国の重要文化財。係員の解説付。補陀洛山寺

は世界遺産の一つです。

期間：通年（8:00～15:30）

料金：お一人様 500 円（予約要）
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（オ）熊野速玉大社「なぎの葉プレゼント」

ＪＲ利用者に対して、熊野速玉大社にて「なぎの葉」をプレゼント

期間：平成 27年４月～９月

※熊野速玉大社授与所にお帰りのＪＲ券を提示

（カ）熊野交通定期観光バス（熊野古道、熊野三山）

期間：通年

ⅰ「熊野古道大門坂と那智山めぐりコース」

料金：紀伊勝浦駅発着お一人様 2,800円（小児 1,760 円）

ⅱ「世界遺産 熊野三山めぐりコース」

料金：紀伊勝浦駅発着お一人様 8,500円（昼食付）（小児 5,280 円）

（キ）世界遺産熊野古道語り部映像ガイド

ＱＲコード読み取りによる「大門坂」「滝尻王子」映像ガイド

期間：平成 27 年４月～９月

場所：熊野古道大門坂、滝尻王子

料金無料
（場所によってはつながりにくい場合があります。また通信料はお客さまのご負担になります。）

（ク）平安衣装体験

世界遺産の地で平安衣装に身を包み、熊野古道を散策

期間：通年（9:00～16:00）

場所：熊野古道大門坂茶屋（紀伊勝浦駅から路線バス約 15 分

代金：お一人様 2,000 円（予約要）

④ 白浜エリア

（ア）アドベンチャーワールド赤ちゃんパンダ公開、営業時間の延長（5/2～5）

ⅰ赤ちゃんパンダ公開

公開時間：10:20～15:00

ⅱ営業時間延長（5/2～5）閉園 17:00⇒20:30

（イ） ビーチヨガ体験

期間：4月～6月／9月～10 月の一部で実施 朝 7:00～8:00(宿泊者対象)

料金：お一人様 1,000 円

（ウ）フラダンス体験

期間：通年(毎週「火曜日」:10:30～11:30 毎週「金曜日」:16:00～17:00)

料金：お一人様 3,000 円（レッスン、衣装レンタル代含む）

（エ）新規施設フィッシャーマンズワーフ白浜

通年楽しめる格安海鮮料理とダイビングやクルージング、釣り体験、白浜温泉外湯めぐりも楽し

むことができます。

⑤ 駅から観タクン

（ア）串本をコンパクトにめぐるコース（串本駅発：２時間コース 4,120 円）

串本駅→串本海中公園→無量寺→橋杭岩→串本駅

（イ）本州最南端潮岬と大島をダイジェストにめぐるコース（串本駅発：３時間コース 6,180 円）

串本駅→樫野埼灯台・トルコ記念館→海金剛・日米修交記念館→潮岬観光タワー→串本駅

（ウ）那智山コース（紀伊勝浦駅発：３時間コース 6,180 円）

紀伊勝浦駅→ねぼけ堂→大門坂→熊野那智大社・青岸渡寺→飛瀧神社→紀伊勝浦駅

（エ）熊野の神域の入り口 滝尻王子を巡るコース（紀伊田辺駅発：３時間コース 6,180 円）

紀伊田辺駅→鬪雞神社→稲葉根王子→滝尻王子・熊野古道館→福巌寺（一願寺）→清姫堂（清姫

の墓）→紀伊田辺駅

⑥ その他各エリアのイベント等

（ア）和歌山・紀北キャンペーン

ⅰいのりの旅紀北十二社寺による神仏の繋がり

・丹生都比売神社「本殿特別拝観」

麗しく蘇った本殿の全景を間近で横側からも拝観いただくことができます。

「みちびきの絵馬」授与

期間：４～５月の土・日・祝日 9:50、12:30、15:30の３回実施

※4/19、5/16 終日と 5/9 の 9:50 は除きます。

料金：初穂料おひとり 1,000円

平安衣装体験

ﾋ゙ ﾁーﾖｶ゙体験
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ⅱ高野山麓世界遺産アクセスバスの運行

・南海・ＪＲ橋本駅と慈尊院・丹生官省符神社・妙寺駅・丹生都比売神社を繋ぐアクセスバス

運行日：４～５月の土・日・祝日

料金：１往復 1,000円

※詳しくは『いのりとみのりの旅』を検索

（イ）太地町「くじらの博物館」

イルカタッチ、トレーナー体験、餌あげ体験、ふれあいスイム等イルカやくじらとの豊富なふれ

あいメニューが実施される

（ウ）那智勝浦町観光協会レンタサイクル

レンタサイクル「チャリンコなっちゃん」

期間：通年

料金：１時間３００円、３時間５００円（いずれも乗り捨て無し）




