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     2019 年 10 月 18 日 （ＰＲワイヤー稿） 

長島観光開発株式会社 

 

 

 

 

 

なばなの里（所在地：三重県桑名市長島町駒江）では、この季節の風物詩として恒例となりまし

た、「なばなの里イルミネーション」を、2019年10月19日（土） ～2020年5月6日（月・振休） まで、 

期間限定で開催いたします。毎年変わる注目のメイン会場イルミネーションの今回のテーマは、 

2019 年 新登場 「 さ く ら 」  
桜（さくら）が魅せる四季折々の里山の絶景、 

絢爛と咲き誇る藤棚を風雅な心でめぐる驚きと感動のイルミネーション 

視界いっぱいに広がる 千本桜 や、連なる山々が美しい 里山の絶景 を 過去最大スケ

ール でダイナミックに演出！桜が咲き誇る色鮮やかな里山の情景や数々の感動シーン

がみどころ。一望できるスケール感や立体感のある奥行き。四季折々、自然が魅せる豊

かな表情に趣を見出し、日々の移ろいの中の一瞬のきらめきや、心に響く繊細な情景を

美しく鮮やかに花鳥風月の風雅な心をイルミネーションで表現いたします。また、中央に

は絢爛と咲き誇る藤の花をモチーフにした黄色や白、紫色に彩られた優雅で美しい 

約 70ⅿの藤棚があり、くぐるようにゆっくり歩を進め、光の中からイルミネーションを 

楽しめる体験もできます。また、藤の花はシーンにより、夏の渓流や月明かり、冬の氷柱

（つらら）、春めいた花々、金色の草原など、さまざまな表情を見せてくれます。幾重にも

折り重なる圧巻の桜景色や、里山の原風景、日本の美を象徴する和柄などまさに後世に

残したい数々のシーンの連続。壮大で美しすぎる情景を高さ 約 30 m 、幅 約 155 m と

いうすべてを圧倒する過去最大スケールで余すところなく表現。世界最高峰のクオリティ

で繊細かつ鮮やかな臨場感あふれる景観を表現力豊かに演出いたします。 

イルミネーションで魅せる「なばなの里」を心ゆくまでお楽しみください。 

世界最高峰のクオリティで魅せる、なばなの里 イルミネーション 

テーマエリア 「 さ く ら 」 

千本桜や壮大な里山の情景を四季折々ダイナミックに表現 
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四季折々の里山が織りなす感動の演出シーン  （約 6 分 40 秒・くりかえし） 12 シーン 

「花鳥風月」をモチーフに美しき日本をめぐる自然美、風土がつくる四季日本の美を象徴する景観や歴史、文化、伝

統まで四季折々の感動的な情景をモチーフにしています。 

花鳥風月（かちょうふうげつ）は、美しい自然の風景やそれを重んじる風流を意味する四字熟語。「花の色や匂い」、「鳥のさえずり」、「風の肌ざわり」、「月の満ち欠け」など、

日々の暮らしの中でふれる花鳥風月（自然の風物･景色を重んじる風流）をモチーフに、イルミネーションで天地自然の美しい景色や情景を、美しく鮮やかに展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

雅（朝霧） 朝日を浴びて里山が目覚める幻想的な幕開け。 

和楽器の音色が響く中、水墨画のように朝霧のベールに包まれる里山の

シーン。やがて雨の雫と波紋が広がる。（花） 

夏（渓流美） 新緑が輝く夏の里山。夏空に沸き立つ入道雲、清らかに流れる

せせらぎが爽やかで心地よい夏の里山を彩ります。時に激しく、時にゆるや

かに…山々の景色は色鮮やかな濃淡が美しく、涼しげな滝や渓流の流れも

登場する清々しい日本の風景。（花） 

月（月光の森） 静寂な満月の夏の夜、月あかりの森にひっそりと虫が鳴いてい

ます。やがて夜も更けフクロウの声が聞こえてきます。月光に照らされた里山

にはホタルの幽玄な光の舞。そして神秘的な「天の川」と満天の星の光景が

景色が目の前に広がります。（鳥） 

冬（日本の冬） 雪に覆われた山々に降り積もる雪。白銀に輝きしんしんと優しく降

りつもり、いつしか一面は雪化粧。雪景色の里山と白銀の世界と青のコントラスト

が映える。氷柱（つらら）が煌めくその姿はまさに日本の冬の風景。（鳥） 

伝統（雅楽と和楽の幻想） 

日本の伝統を感じさせる和の古典音楽（雅楽）と、日本伝統の和柄、吉祥文様

が舞う場面。‟麻の葉“や‟七宝（しっぽう）”、‟矢絣（やがすり）“、‟青海波（せい

がいは）”など、古より受け継がれる日本の伝統文様が里山に花々のように咲き

誇る。（風） 

春（千本桜） 野山に桜が咲くシーンに、昔ばなしの「花咲か爺さん」が登場。

里山はピンクに染まりやがて千本桜の風景に！桜が咲いた里山には蝶々

が舞い活き活きとした春の訪れを喜ぶ楽しい情景です。（花） 

秋（錦秋） 秋の深まりとともに錦色に色づく山々と、澄み渡る秋空のコントラスト

に魅了される秋の情景。イチョウやモミジの色とりどりの落ち葉が舞う、奥深く

美しい紅葉の秋を表現しています。（鳥） 
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桜・藤（桜舞踊） 

開花する桜が舞い踊る様子をイメージ。山桜が満開を迎えるその姿はまさに

圧巻。ピンクに色づく里山に満開の桜と藤の花が煌めく。山肌を埋め尽くすよ

うに桜が咲き誇るまさに世界に誇る一目千本(ひとめせんぼん)の景色。（風） 

※一目千本(ひとめせんぼん) 千本の桜が一目で見渡せる所 

宴（桜吹雪） 

桜の花が吹雪のように舞い、風に吹かれて散りゆく姿が美しい。儚くも美し

い、桜が最も美しい情景。桜吹雪が舞い里山を美しく彩ります。（風） 

穂（実りの秋） 黄金色に染まる美しい秋の里山の風景。あたり一面が麦穂

や稲穂で黄金に輝く情景。収穫のときを迎え、夕日に照らされて黄金色

の光を放っている。（月） 

藤の花  テーマエリアの里山の最前列にあり様々な色に変化します。 

絢爛と咲き誇る藤の花をモチーフにした黄色や白、紫色に彩られた優雅で美しい藤棚。 

来場者が約 70ⅿの藤棚の中をくぐるようにゆっくり歩を進め、光の中からイルミネーションを

楽しめる体験もできます。藤の花の色は、里山の演出するシーン内容により、その色を変え

て、夏の渓流や月明かり、冬の氷柱（つらら）、春めいた花々、金色の草原など、さまざまな

表情を見せてくれます。 

 

茜（夕暮れ） 

夕日で照らされ茜色に染まる空。紅葉が色づく真っ赤な山並み。澄んだ

空気が夕焼けを特に美しく見せるといわれる秋の夕暮れがつくり出す儚

くも美しい貴重な瞬間。（月） 

幸（花園） 

里山の花園にたくさんの花々が咲き誇るグラデーションが美しい景色。青

と白のコントラストが美しいネモフィラや、赤や黄色・紫など色鮮やかな春

の花々が咲く花畑をイメージ。（月） 
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■ 2019 年で 16 回目を迎える 「なばなの里イルミネーション」 

国内最大級のスケール！世界最高峰のクオリティで期間限定開催。毎年内容の変わる「テーマエリア」、

「100ｍのトンネル」そして、今回初登場のミレニアムガーデン「光の海」に注目があつまります。また、世界の

絶景に選ばれた「200ｍの光のトンネル」や、「水上イルミネーション」、「ツインツリー」、など、里内はみどころ

盛りだくさんです。また、季節により紅葉や、満開の花木や花々と競演も色鮮やかで幻想的です。 

 

＜なばなの里メインテーマエリア 概要 ＞ 

あじさい・花しょうぶ園（8,000坪・26,400㎡）の敷地に、毎回、新しいテーマでメイン会場のイルミネー

ションを展開。世界の美しい憧れの絶景の中から、一度は行ってみたいと憧れる雄大なテーマを厳

選し開催しています。大自然の驚異と神秘の情景、躍動感あふれるダイナミックで色鮮やかな美しい

姿を、大パノラマのスケールで、刻々と変わるその情景を最新 LED で色鮮やかに演出。思わず息を

飲むような光景の数々と、豊かな自然が織り成す様々な彩り豊かな演出などが見どころです。美しい

本物の光り輝く電球だけでつくるイルミネーションにこだわり最先端の LED 電球を使用し、色鮮やか

に煌く情景を演出します。世界最高峰を誇るクオリティと臨場感溢れる大迫力の壮大なスケール感

は世界からも注目を集め人気を博しています。 

 

■ インフォメーション  

タイトル： なばなの里 イルミネーション  

開催期間   10 月 19 日（土） ～2020 年 5 月 6 日（水・振休） （201 日間）  

点灯時間   17 時頃 （日没時間等により変動有り） ～営業時間終了まで 

営業時間  ※曜日や時期により変動あり 

9 時～21 時  ＜12/31 までの平日、1/1～2/29 の全日＞  

（12/24、25、27、30、1/2～5、11、12、18、25、26、2/22、23 は除く）  

9 時～22 時 

＜12/31 までの土休日、12/24、25、27、30、1/2～5、11、12、18、25、26、

2/22、23、3/1～5/6＞ 

料   金   入村時に「なばなクーポン」 2,300 円 購入が必要。（小学生以上） 

（なばなの里内で使える金券 1,000 円分付） 

公式サイト https://www.nagashima-onsen.co.jp/ 

アクセス   〒511-1144  三重県桑名市長島町駒江漆畑 270 番地  

ＴＥＬ 0594-41-0787 （お客様お問合せ窓口） 

公共交通機関  /  近鉄名古屋線 近鉄長島駅より 

「なばなの里」行き直通バスにて約 10 分  

お 車   /  伊勢湾岸自動車道 「湾岸長島 ＩＣ」より 約 10 分 
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■ 人気のイルミネーションスポット 

新登場  ミレニアムガーデン「光の海」 
樹齢 1000 年オリーブ大樹を色鮮やかなライトアップに染め様々なシーンを奏でる 

樹齢 1000 年大樹（ミレニアムオリーブ）を囲み、美しいたくさんの輝きがあふれるエリア。立体的な

演出と最新調光技術で地中海の澄み切った青と緑にそよぐ風を表現。美しい地中海の情景のほ

か、豊かな大地にはかわいらしい実をつけたオリーブ畑、爽やかな風など様々なシーンが登場し

ます。「夢」と「希望」の象徴、大樹の存在感は不思議な力に満ち溢れ驚きと感動をあたえてくれま

す。 

 
花壇の上に立体的に LED を張り、最新調光技術で様々なシーンを演出 ※イメージです 

 

光の調光で青く輝く地中海の海が波打つ様子や、豊かな大地の恵み、どこまでも続く広大なオリーブ畑など ※イメージです 
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■ 人気のイルミネーションスポット 

ＮＥＷ 100ｍの光のトンネル  100m road 「canola flower」 

新登場  「菜の花」 ～ canola flower ～  
つぼみの緑と鮮やかな黄色の花のコントラストが春らしい「菜の花」がモチーフ 

一面黄色い絨毯を作り出す圧巻の菜の花のトンネルで、フォトジェニックな景色を楽しもう。 

ＬＥＤの小さな電飾１つ１つのあかりをあつめ、たくさんの菜の花が咲き並ぶ心やすらぐ景色を演出。

見わたす限り一面が 菜の花畑 の鮮やかな黄色で覆われ、誰もが懐かしいと感じてしまう情緒豊

かな光景です。 どこまでも続く圧巻のその景色は時間が経つのも忘れてしまうくらい、一度見た

ら忘れられない素晴らしい光景になることでしょう。菜の花の花の言葉は「小さな幸せ」、「元気い

っぱい」、「活発」など幸せで元気なイメージ。春の訪れを告げる菜の花のイルミネーションは、き

っと見た人の心を癒してくれるでしょう。 

 
 

 

つぼみから開花まで黄色と緑のあかりで演出 

 



            Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓ 
 

■ 200ｍ 光のトンネル （アーチングイルミネーション 華回廊）  200m「Brilliant road」 

『なばなの里イルミネーション』を一躍有名にした 200ｍの「光のトンネル」。なばなの里ならではの

‘可愛い花びら’を模った「暖かなあかり」を基調とした電球色の最新 LED で全長約 200ｍの「光の

トンネル」がつくられています。2013 年には「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」に選ばれました。 

※「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」詩歩（しほ）：世界中の絶景を紹介する Facebook ページを運営し、70

万以上のいいね！を獲得して話題に。書籍「死ぬまでに行きたい！世界の絶景(2013 年)」を出版し、オリコン

ランキング 1 位を獲得。 

 

※技術の進歩により、白熱電球のような暖かなあかりを LED 電球で演出できるようになりました。（２０１７年～） 

■ なばなの里イルミネーション  シンボルツリー ツインツリー  

第１位 日本一のクリスマスツリーに選ばれました  

なばなの里のチャペル前には 2 本のシンボルツリーがあります。より美しくツリーをご覧いただける

ように、ＬＥＤ電球を丁寧に枝先まで装飾し、ボリューム感のある華やかなイルミネーションのツリ

ーに仕上げました。高さ約 20ｍを超え

る天然木（ヒマラヤスギ）は、見事な枝

ぶりの存在感のある巨木です。連日、

チャペルの鐘の音を合図に点灯し、

「なばなの里」で一番の人々が集う場

所。クリスタルホワイトに彩られたゴー

ジャスな気品のあるツリーと、大人の色

使いのパステルブルーに見立てた優

雅なツリーは、人気のフォトスポットに

なることでしょう。 

 

NIKKEI プラス１「何でもランキング クリスマスツリー名所に行こう」 にて日本一を獲得！ 

日本経済新聞が発行する「ＮＩＫＫＥＩプラス１」（毎週土曜日発行・別刷り紙面）の‘何でもランキング クリスマスツリー名所に行こ

う’（2015.11.21 付）において、東西併せて第１位を獲得。 この冬行きたい クリスマスツリー、東西 13 カ所 （2015.11.21 付） 
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■ 国内最大級 水上イルミネーション 「光の大河」 

立体的にバージョンアップ！優美で繊細な木曽三川の雄大な姿を演出している水上イルミネー

ション。自然豊かな渓流からのダイナミックな滝の流れの様子や、動静の変化のある千変万化の

川流れの美しさを表現した躍動感あふれる演出。 約 10 分間のプログラム中には、四季の移ろい

や神秘の自然現象など、想像を超える色合い、豊かなシーンを多彩に演出。最先端のコンピュ

ーター制御技術を駆使し、美

しい BGM に合わせ約 64０億

色の演出が可能な最新ＬＥＤ

で「光の大河」の木曽三川

（木曽川、揖斐川、長良川）

の、様々な変化に富んだ“大

自然の美しさ”を演出します。

まさに世界を魅了するイルミ

ネーションで、雄大な大自然

をイメージし、鮮麗たる美しい

空間が広がります。  

※国内の水上イルミネーションとして最大規模 

◎ その他 みどころエリア 

・ 里のシンボル「チャペル」の壁面に、ＬＥＤアッパーライトの光で色映りに変化する演出 

・ 池の周りや花壇、歩道の生垣にネットライトを掛けて、里全体をライトアップ。 

 

■ アイランド富士  

 

 

 

※天候や突発的な点検整備により、予告無く運休する事もございます。あらかじめご了承のほどよろしくお願い致します 

 

イルミネーションや夜景を上空から 

 

地上 45 メートルの高さから、雄大な風景を

360 度のパノラマで望むことができるアイラ

ンド富士。展望台のベンチに座りご乗車い

ただくだけで 45m 上空まで展望台が上が

り、頂上では 360 度展望台が回転します。

その場所で動き回ることなく全ての景色を

お楽しみいただけるので、お子様やご年

配の方にも安心です。 
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■自然美との競演 秋は紅葉！春は梅や桜とチューリップのコラボレーション！ 

なばなの里のイルミネーションは、特に季節の自然美と調和した美しさに定評があり、四季を通じ

て美しい花々や花木を楽しむことが出来ます。「なばなの里」ならではの、イルミネーションと美し

い花木のライトアップで、感動と驚きの情景をお楽しみいただけます。 

 

   

色づく秋が染める紅葉（11月下旬～12月下旬頃）の色彩とイルミネーションとの競演や、早春か

らは幻想的な夜の観梅が人気を集める約 330 本のしだれ梅のライトアップ。早咲きの河津桜約

300 本が里内一面に咲き誇り、見事にライトアップされた満開の桜のトンネルがあちらこちらで楽

しめるなど、自然美とイルミネーションの輝きの競演を是非お楽しみいただけます。 

※なばなの里には早咲きの河津桜が約 300 本もあり、2 月下旬頃から 3 月中旬ごろには、里内

の中央の池を中心に周囲の遊歩道は桜並木となり桜とイルミネーションのコラボが楽しめま

す！また、約 270 本のソメイヨシや、3 月下旬から 4 月中旬は「花ひろば」（約 43,000 ㎡）に、180

万球のチューリップが咲き誇り、夜はライトアップで幻想的な花壇を楽しめます。 

 

 

   花ひろば チューリップ ライトアップ 3 月下旬から 4 月中旬 
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■「行ってよかった! 紅葉名所ランキング 2016」 

「行ってよかった!紅葉名所ランキング 2016」 秋の行楽シーズンの目的地はココで決まり 

日本の紅葉絶景に東海地区で唯一選ばれました！ 

神秘的な鏡池にうつる錦秋のモミジが京都のスポットとならび トップ 10 入り！ 

 

旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」の日本法人であるトリ

ップアドバイザー株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役:牧野友衛、www.tripadvisor.jp）は、

トリップアドバイザーに投稿された口コミを元に「行ってよかった！紅葉名所ランキング 2016」を発表

しました。 ランキングのトップ 20 には、様々な紅葉名所のある京都府から 9 スポットがランクインした

一方で、秋から冬にかけてのイルミネーションが美しいことで有名な庭園、『なばなの里』（三重県桑

名市）が 9 位にランクイン！これは、東海地区唯一のランクインです。LED 照明と紅葉のコントラスト

の美しさを述べた口コミが寄せられました。 

 

 

なばなの里 「美」へのこだわり   

世界一の誇り、世界一のこだわり 

なばなの里イルミネーションの美しさは、妥協をしない電飾の

取り付けへのこだわり。通常では真似のできないような時間と

手間をかけ丁寧に、細かい間隔で電飾を等間隔で装飾。直

線的なＬＥＤの光を和らげるため、光を反射する素材の装飾

物を施し、やわらかで広がりのある灯りを演出。電飾それぞれ

の持つ特徴により、使用する電飾の種類や色を厳選していま

す。また、長年の経験と技術でより美しく見ていただけるように、

角度や高さまでこだわり工夫をしています。春になると咲く花

木や花々との競演も考え、様々な工夫をしているのも、なばな

の里ならではです。 
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イルミネーションランキング 夜景鑑賞士が厳選した「本物力」 

全国の夜景鑑賞のプロ（有資格者）が選ぶ日本で最も信用性の高い 

イルミネーション ランキング 三年連続 第 1 位 （2013 年～2015 年） 

一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー内「イルミネーション

アワード実行委員会」は、全国の夜景鑑賞士（夜景鑑賞士検定の有資

格者）が「実際に行ってみてよかった」と思ったイルミネーションはこれ!冬

に絶対見るべき、絶景イルミネーションという項目で、国内の施設を対象

にアンケートを実施。 

【イルミネーション部門】 LED ストリングス（紐形状）・ネットライト（網形状）・テープライト・モチ

ーフライト等をメインに使用し、演出展開する冬期イルミネーションイベントが対象。 

★ 2 年連続 プロフェッショナルパフォーマンス部門 第 1 位 

施設やイベントそのものに対する賞ではなく、さまざまなアイデアや最新技術

を用いて、芸術性、デザイン性の高い「光の演出」を評価するもの 

最先端技術を使い、世界レベルのパフォーマンスを誇る「イルミネーション演

出」について順位化するものです。(2017 年・2018 年) 

 

（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー東京都中央区勝どき 1-13-6 プラザタワー勝どき 3412 

TEL：03-6204-0115 FAX：03-6204-0112   http://www.yakei-cvb.or.jp 

 

■「外国人に人気の観光スポット 2017」 TOP３０ 

トリップアドバイザー上に投稿された外国語の口コミ評価

をもとに、「外国人に人気の観光スポット 2017」を発表し

ました。『伏見稲荷大社』など日本を代表する定番の観

光名所が選ばれる中、東海地区で唯一「なばなの里」

（所在地：三重県桑名市長島町駒江）のイルミネーション

が美しいと話題になり、何度でも訪れたくなる美しい観光

スポットとして 27 位。 冬のイルミネーションや、春から秋

にかけての美しい花を見に訪れる人が多いようです。

“The best outdoor illumination I have ever seen（これま

でで最も素晴らしい野外イルミネーション）”と、イルミネ

ーションを称賛する投稿も多数。 
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■ 参考 ・・・ 過去の代表的なイルミネーション紹介 

 

2004 年度 （第 1 回） 水上オブジェ 

2005 年度 （第 2 回） 水上イルミ 

2006 年度 （第 3 回） 光のトンネル 

2007 年度 （第 4 回）  『銀河』  

2008 年度 （第 5 回）  『 花 』  

2009 年度 （第 6 回）  『オーロラ』 

2010 年度 （第 7 回）  『富士と海』 

2011 年度 （第 8 回）  『日本の四季』 

 

2012 年度 （第 9 回） 『大自然』 

 

2013 年度 （第 10 回） 『祝・世界遺産 富士』 

 

2014 年度 （第 11 回） 『ナイアガラの滝』 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年度 （第 12 回） 『スイスアルプスと大自然』 

 

2016 年度 （第 13 回） 『大地』 

 

2017 年度 （第 14 回） 『くまもとだモン！』 

 

2018 年度 （第 15 回） 『 ＪＡＰＡＮ 』 

 


