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最新のイベント情報は各施設のホームページをご覧ください。

奈良県コンベンションセンター

Autumn 2021

http://www.nara-cc.jp/

芸術の秋を感じられるイベントも開催します。ぜひご来場ください。

10月30日
（土）
・31日
（日）奈良アート・クラフトフェア 主催：奈良アート・クラフトフェア実行委員会

ホームページ QR

作家による独創的な手作り作品の展示・販売会

12月11日(土) 【完全予約制】マイナビ 仕事研究&インターンシップフェア奈良会場
合同会社説明会

※当イベントはインターンシップ参加を目的とした学生向けイベントです。

ＪＷマリオット・ホテル奈良

新型コロナウイルス感染症の現在の状況を踏まえ、開催にあたっては感染症
予防策を講じたうえで開催いたします。なお今後の状況によっては、イベント
の開催を延期、中止または開催内容を変更さていただく場合がございます。

jwmarriott-nara.jp

(問)0742-36-6000

季節のフルーツを用いたアフタヌーンティーや、奈良の食材を使った恵みのお料理を
お届けいたします。大切な方とのお時間にご利用お待ち申し上げております。

10月1日(金) 〜1月31日(月)

リヤドロ コレボレーション アフタヌーンティー

ホームページ QR

場所：１階フライングスタッグ

<平日 14:00〜17：00 土日祝12:00〜17:00 料金:5,800円（税サ込）
グラスシャンパーニュ付8,800円（税サ込）>
スペインの国家機密とまで評されたポーセリンアートブランド、
「リヤドロ」
とのコレボレーションによるアフタヌーンティー。
スペイン・バレンシアを感じるスイーツ＆セイヴォリーをリヤドロ作品に囲まれてお愉しみください。

9月4日(土) 〜11月28日(日)

堀内果実園コラボレーション フルーツフル アフタヌーンティー ブッフェ 場所：１階シルクロードダイニング

<土曜・日曜・祝日の15:00-17:00に開催。料金:6,900円（税サ込）>
奈良・吉野「堀内果実園」の新鮮な季節のフルーツを使用した50種類以上のスイーツやセイヴォリー、
ノンアルコールカクテルをご用意しております。

10月30日(土)・10月31日(日) 大人のシークレットハロウィンディナー 場所：１階シルクロードダイニング
<受付18:00 開始18:30 料金20,000円（税サ込）事前ご予約制>
メニューの全容は当日まで隠された6品からなるディナーコース料理と6種類のペアリングワイン、
カクテルをご用意。
2日間のみの特別メニューをお愉しみください。

10月21日(木) 日本料理「校倉」料理長・吉田信一によるクッキング・デモンストレーション 場所：１階日本料理「校倉」
<受付11:30 開始12:00-14:30 料金：9,000円 内容：ロール白菜、季節の野菜、ほか2品。>
毎回、旬のお料理を３品、
ご家庭でもできるプロの技をお伝えするクッキングデモンストレーション。料理長のトークと手さばき
にファンの方も多い人気クラスです。デモンストレーションの後は、
ご紹介したお料理を含む特別コースをお愉しみくださいませ。

11月12日(金)〜 アイス＆ファイアー JWクリスマスプロモーション

料理長 吉田信一

11月12日
（金）
よりクリスマスツリーがお目見えします。
また、12月に入りましたら、
クリスマスシーズンを優雅にお愉しみいただけるスペシャルディナー
や、
アイテムをご用意いたします。
ラグジュアリー空間で、特別なクリスマス気分をご体験ください。※詳細は11月上旬にホームページにてお知らせいたします。

ＮＨＫ奈良放送局

＜開館時間＞

午前10時〜午後6時

会期中無休

１Fロビー「鹿どーもひろば」
で大河ドラマ「青天を衝け」全国巡回展を開催します。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

https://www.nhk.or.jp/nara/

10月30日(土) 〜11月8日
（月） 大河ドラマ「青天を衝け」全国巡回展in奈良

県産木材を活用し、著名デザイン賞も受賞した魅力的・機能的な施設
ホームページ QR

大河ドラマ「青天を衝け」のメインビジュアルフォトスポット、衣装（渋沢栄一、徳川慶喜）、
360度セット体験ＶＲなどを展示します。

奈良県コンベンションセンター

※今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、展示の中止や展示期間を変更させていただく場合があります。
最新の情報はホームページ等でご確認ください。

奈良 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/nara/

配置図

ホーリーナイトに相応しいアンティークな品々をお楽しみください♪

12月11日(土)・12日(日)

奈良 蚤の市

天平祭
連携イベント

ホームページ QR

※イメージ画像（左）は昨年の
イベント開催時の写真です。

アンティーク・ブロカント・グリーンの出店者を集めた本格的な蚤の市

奈良 蔦屋書店

ＪＷマリオット・ホテル奈良

※新型コロナウイルス感染症の状況等により、イベントを予告なく変更・中止させていただく場合があります。

元近鉄名物広報マン福原トシヒロ×女子鉄アナウンサー久野知美×ホリプロマネージャー南田裕介が語る

『奈良を走る鉄道の魅力 in 奈良県コンベンションセンター』

他の都市（関東・愛知・大阪圏を除く）にくらべ奈良県は鉄道網が発達し、非常にアクセスが良く便利です。
住み良い街は「鉄道」
と共に発展しています。行楽の秋、
「鉄道」
という視点から古都奈良の魅力を再発見してもらえるこの企画。
「大和は 国のまほろば…」車窓から見える景色をイメージしながら、皆様をいにしえの国へ誘います。

■日時:令和3年11月21日(日)14:00〜 ※8月21日開催延期分
■会場:奈良県コンベンションセンター 天平ホール
■参加費 ￥500(税込) ■参加定員 200名（先着順）
■申込方法 HPより受付
URL：suzakumon-heijokyo.com/news/9814/

申込先QR

ＮＨＫ奈良放送局

福原トシヒロ

久野知美

南田裕介
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奈良県コンベンションセンター見どころ！再発見！！
写真：ヴィブラフォト 浅田美浩

① 廊下壁面

吉野杉の小端積（こばづみ）仕上

② ロビー光壁（素材：吉野ヒノキ、吉野手漉き和紙）

1F会議室のホワイエへと続く特徴的な壁は、
中南和の一風景である木材集積所をイメージ
しています。
これは細長く切断された吉野杉の小端面を水
平に積み重ねる
「小端積（こばづみ）」
とよばれ
る建築技法を用いて製作しました。1F会議室
ホワイエは吉野杉をクロス基材に張って仕上
げた壁面に囲まれており、木のぬくもりを存分
に感じていただけるつくりとなっています。

④ 天平広場
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天平広場に設置されている
木製ベンチは、竣工後に寄贈
写真：奈良県コンベンションセンター
いただきました。
県内のみならず県外、海外の人々にも奈良の木の良さを知っ
てほしいという思いから、玄関口である天平広場に設置し、県
産材による温もりが居心地の良い空間、奈良らしさを感じられ
る賑わいの空間を演出しています。多様な使い方ができるよ
う背もたれを無くし、両方向から座ることができるデザインと
なっています。

ウッドデザイン賞・ICONIC賞

受賞

力強くも優しさを感じる天井アートは、
吉野杉の面皮（めんかわ）素材（吉野杉
の年輪に刃を入れて一枚一枚手ではい
で材を取ったもの）を使用して制作。
寒暖の差が激しい吉野で丁寧に育てら
れた吉野杉でしか出来ないとも言われ
ています。

2F

控室F

製作：奈良県森林組合連合会

⑥ 2Fホワイエの天井アート

実物を見にぜひお越しください！

控室G

⑤ 木製ベンチ

東大寺正倉院に納められた正倉院宝物のデザ
インを床タイルに取り入れることで、国際色豊
かな天平文化の再現を試みました。
花喰鳥（はなくいどり）や鹿、植物などの天平文
様の絵柄は壁や柱に転写されています。
細部にまで施された「奈良らしい」装飾を、
じっ
くりとお楽しみください。

1Fロビー正面の光壁はガラスに奈良県吉野
産の吉野和紙や吉野ヒノキ（柾目材（まさめ
ざい）を薄くスライスしたもの）を一枚一枚、
丁寧に手作業で貼り合わせて制作したもの
で、使用枚数は実に262枚、製作には3カ月
を要しました。
この和紙やヒノキを透過した光が、癒しの空
間を演出しています。

吉野杉の集成材の格子梁（こうしばり）
奈良県産材の木材と鉄骨を使用
したハイブリッド格子梁で構成さ
れており、天平建築の力強さを表
現しています。
格子梁から差し込む木洩れ日を
イメージした柔らかな光は、イベ
ント会場としてだけではなく、皆
様の憩いの場としても天平広場
に彩りを添えています。

③ 天平文様のアートデザイン
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⑧ 天平ホール→
⑧ 紫檀木画槽琵琶（したんもくがそうのびわ）デザインのイス
天平ホール内のイスの張地では、正倉院宝物である
「紫檀木画槽琵琶（したんもくが
そうのびわ）」に描かれている小花文の絵柄を再現しています。座り心地がよいだけ
ではなく、デザインも楽しみながらイベントを満喫いただけるでしょう。
ウッドデザイン賞
木の良さや価値を再発見させる製品や取組について、特に優れたものを消費
者目線で評価し、表彰する新しい顕彰制度です。その中で、奈良県コンベンシ
ョンセンターは「ウッドデザイン賞2020」ハートフルデザイン部門において優
秀賞（林野庁長官賞）を受賞いたしました。ハートフルデザイン部門は木を
使って人の心を豊かにし、身体を健やかにしているものを対象としています。

⑥ 吉野材のベンチ
特殊な曲木技術と吉野杉の持つ性質
（「詰んだ年輪」
と
「長尺無節」）を行か
したデザインに仕上げられています。
背板を少し離れて見ると、
まるで龍が
泳いでいる様な穏やかな印象を感じ
ていただけるでしょう。

⑦ 2Fホワイエ 吉野杉皮和紙の壁
自然光が降り注ぐこの壁面には吉野
杉皮和紙（吉野杉の表皮と楮（こうぞ）
を混ぜて作った和紙）素材を使用。
この素材は吉野杉の皮が持つ特有の
素材感を損なわずに、楮と合わせる事
で強度が増し、壁紙や家具等にも使
われています。
アーティスト作品についてはホームページをご覧ください。
（http://www.nara-cc.jp/facility/index.html#artist）

ICONIC AWARD 2021
ドイツデザイン評議会「German Design Council」が主催する国際的な建築デザイン賞です。
建築・インテリア・製品デザインなどの部門に分かれており、優秀作品から順に「Best of Best」
「Winner」
「Selection」が選出されます。奈良県コンベンションセンターは、革新的な建築に贈
られる「INNOVATIVE ARCHITECTURE」部門ではwinner賞を、素材の使用を評価する
「INNOVATIVE MATERIAL」部門ではselection賞を受賞しました。

