
Convenient for traveling 
in Nagoya!

Access to Nagoya
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市内の見どころが回れる観光ルートバス。
月曜（休日の場合は翌平日）と年末年始は
運休。1乗車210円で1DAYチケットもあり、
ドニチエコきっぷや一日乗車券も利用可。
A sightseeing route bus to popular tourist spots 
in Nagoya; closed on Mondays (The following 
weekday if the day falls on a holiday.) and the 
New Year holidays; 210 yen per ride or use a One-
Day Pass; weekend eco-tickets and one-day bus 
& subway combination tickets also accepted.

市バス・地下鉄全線で利用できる一
日乗車券や、地下鉄全線が24時間
乗り放題の24時間券のほか、土日休日と毎月8
日に市バス・地下鉄全線で利用できる通常の一日
乗車券よりもお得なドニチエコきっぷなどがある。

The one-day ticket that can be used on all city 
buses and subways, 24-hour ticket valid on all 
subways for 24 hours, and weekend eco-ticket 
offered at a better deal than a regular one-day 
ticket for use on all city buses and subways on 
weekends, holidays, and the 8th of every month 
are available.

一日乗車券・
地下鉄全線24時間券

One-day ticket and 
24-hour subway ticket

メーグル Me~guru

名 古 屋 市 内 の 移 動 に 便 利！
市内の移動はメーグルや一日乗車券を使って便利でお得に

Me~guru and One-Day Pass for convenient travel and great deals

名古屋駅
Nagoya Sta.

トヨタ産業技術記念館
Toyota Commemorative 

Museum of Industry and Technology

ノリタケの森
Noritake Garden

四間道
Shikemichi

名古屋城
Nagoya Castle

名古屋城東・市役所
Nagoya Castle East / Shiyakusho(City Hall)

徳川園・徳川美術館・蓬左文庫
Tokugawaen, The Tokugawa Art Museum, 

Hosa Library

文化のみち二葉館
Cultural Path Futaba Museum

市政資料館南
Nagoya City Archives South

名古屋テレビ塔
Nagoya TV Tower

広小路栄
Hirokoji-Sakae

広小路伏見
Hirokoji-Fushimi

名 古 屋 市 へ の アクセ ス
名古屋市へのアクセスと便利な交通機関を紹介！

Here's information about getting to Nagoya, convenient transportation, and tickets!

名古屋駅

Nagoya 
Station

※ 本冊子に記載の情報は令和元年 11月末日のものです。
今後変更される場合がありますので、ご了承ください。

※ 掲載している物件は、登録・認定資産などの位置付け
のある建物で、原則、内部への見学が可能であること
などを基準に選定しております。

※ 本冊子に掲載されている一部飲食店等の店舗につきま
して、見学のみのご利用についてはご遠慮いただきま
すようお願い致します。

*The information provided in this pamphlet is up to 
date as of the end of November 2019. Please note 
that the information is subject to change.
*The properties listed in this pamphlet are registered 
or certified buildings that have been selected, 
in principle, for reasons such as being open for 
observation inside.
*Please refrain from “ just looking” in some 
restaurants and shops introduced in this pamphlet.

名古屋市役所本庁舎
Nagoya City Hall Main Annex
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Toky o Na g o y a

Highway Bus   Daytime and overnight
高速バス　昼夜運行

Shinkansen (Nozomi)   
About 1 hr. 41 mins.

新幹線（のぞみ）　約1時間41分

C en t r a i r N a g o y a

Airport Limousine Bus   About 85 mins.
空港リムジンバス　約85分
μ -SKY   About 28 mins.
ミュースカイ　約28分

O s ak a Na g o y a

Shinkansen (Nozomi) 
from Shin Osaka   
About 50 mins.

新幹線（のぞみ新大阪から）　約50分

Highway Bus   
Daytime and overnight

高速バス　昼夜運行

近鉄特急 大阪難波から　
約2時間19分
Kintetsu Limited Express 
from Osaka Namba   
About 2 hrs. 19 mins.




