
近鉄名古屋線急行の一部・準急・
普通で約30分　400円/人

なばなの里

なばなの里

直通バスで30分
890円/人 

 イルミネーション期間にお越しの場合   　

アクセス

近鉄長島駅
名古屋駅

三重交通バスで10分
220円/人

 春・夏・秋期間（イルミ期間外）にお越しの場合 　   

国内最大級のイルミネーションは冬の東海お
すすめの観光スポットです。
光のトンネル、高さ１８ｍのツインツリー、全
国でも珍しい水上イルミなど見どころいっぱ
い。ただしシーズン中の土休日は混雑覚悟
でお出かけください…。
チケット料金、アクセスは季節によって異なり
ます。必ずHP等の情報を確認して下さい。

名鉄バス
センター

※急行が停車しない場合は、近鉄弥富
で準急・普通電車にお乗換えください。

近鉄名古屋線　440円/人
JR関西本線快速　350円/人
いずれも約20分

なばなの里

直通バスで30分
890円/人 

桑名駅
名古屋駅

三重交通バスで10分
260円/人

名鉄バス
センター

一般道15分

なばなの里ホームページ   　　　http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/index.html/

チケット料金（イルミネーション期間） 　　

大人2300円　小学生以上2300円　   小学生未満は無料⇒なばなの里内で利用できる1000円分の金券付です。

近鉄電車＆バス割引セット切符もあります。詳しくは近畿日本鉄道へ。

なばなの里
長島IC

名古屋
湾岸長島IC

名古屋高速・東名阪経由で15分 一般道10分
通常期は
なばなの里駐車場に直接
お越しください。

なばなの里
長島IC

名古屋
湾岸長島IC

名古屋高速・伊勢湾岸自動車道 30分

名古屋高速・東名阪経由 15分

一般道15分

一般道10分

長島
スパーランド
駐車場

混雑が予想さ
れる特定日の

15～19時頃及び満車時

無料シャト
ル

バス運行

無料バス運行日はこちらで
ご確認ください

※イルミ期間運休

名古屋高速・伊勢湾岸自動車道で30分

http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/index.html/
http://www.kintetsu.co.jp/senden/Railway/Ticket/nabana/index.html
http://www1.nagashima-onsen.co.jp/m/nabana/park_ride.php
http://www1.nagashima-onsen.co.jp/m/nabana/park_ride.php
http://www1.nagashima-onsen.co.jp/m/nabana/park_ride.php
http://www1.nagashima-onsen.co.jp/m/nabana/park_ride.php


Kintetsu Nagoya line (semi 
express, local, and some express 
trains 
about 30 min 400JPY/ person

Nabana 
no Sato

30 min by bus 
890JPY/ person

 During illumination period 　

Access

Kintetsu
nagashima 10 min by bus

220JPY/ person

 Out of illumination period 　　        

The largest domestic illumination is the recommended tourist spot in Tokai in the winter.
There are plenty of places to see, such as a tunnel of light, a twin tree with a height of 18 m, rare water ice 
cream that is rare in the country. However, please be sure to go crowded on holidays during the season ...
Ticket price, access varies according to the season. Please be sure to check the information on HP etc.

※If your train does not stop at Kintetsu 
nagashima, please get off at Kintetsu yatomi 
and change to semi express or local.

20 min by
Kintetsu Nagoya line 　440JPY/ person
JR Kansai main line (Rapid)　350JPY/ person

Nabana 
no Sato

30 min by bus 
890JPY/ person 

Kuwana
Nagoya

10 min by bus
260JPY/ person

Meitetsu 
bus center

URL of Nagashima Resort  　　　http://www.nagashima-onsen.co.jp/resort/download.html/

The price of ticket（ for illumination period only）　　 2300JPY

 *Children under the elementary age ⇒ free

 *The ticket includes “1000JPY coupon” which can be used in Nabana no sato.

Nabana no Sato

Nagoya

Meitetsu 
bus center

*Bus service is suspended 
during illumination period.

http://www.nagashima-onsen.co.jp/resort/download.html/

