久屋大通庭園フラリエ
久屋大通庭園フラリエは、花や緑、水辺など都会の自然をゆったりとお楽しみいただく 6 つのテーマガーデンを中
心に、散策やグルメ、ショッピングのほか、イベントや各種教室など、自分らしく都会の中で自然を感じながらおす
ごしいただける庭園です。久屋大通庭園フラリエは、旧ランの館より、平成 26 年 9 月 27 日にリニューアルオープン
しました。

ジャンル︓

洋風

事前申し込み︓

不要 （マナーを守った上で、個人の趣味を楽しむ範囲内に限る）

更衣室︓

なし（施設内及び近隣施設のトイレでの更衣・メイク不可）

使用人数︓

複数グループや団体利用は不可。大人数での来園はご遠慮ください。

ホームページ︓

http://www.ﬂarie.jp/

使用可能時間︓

9:00～17:30

休園日︓

年末年始（庭園は 12 月 31 日、1 月 1 日休園、店舗はそれぞれ異なる）、メンテナンス休園

入場料︓

入園無料

撮影使用料︓

不要

飲食︓

施設内の飲食施設は、コスプレ衣装のままご利用いただけます。

最寄駅︓

学園風

ファンタジー

【地下鉄】 名城線「矢場町」駅、4 番出口から南へ徒歩 3 分
名城線・鶴舞線「上前津」駅、1 番出口から北へ徒歩 5 分
［名古屋駅方面より来られる方］
地下鉄 東山線「栄」駅から、名城線（左回り）に乗り換え
【市バス】 名古屋駅発都心ループバス「C758 系統」で「矢場町（フラリエ）」バス停
下車すぐ（乗車時間 約 25 分）

駐車場︓

普通車 18 台（有料）

TEL︓

052-243-0511

所在地︓

〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須四丁目４番１号

撮影時のルール
※建物内での撮影は不可です。
※大人数での来園はご遠慮ください。
※ご家族連れや小さなお子様の来園されますので、注意事項等を必ずお守りください。必要に応じて
フラリエのスタッフからお声かけさせて頂く場合があります。
・ 調度品、装飾、照明類の勝手な移動はできません。
・ 通行の妨げになる行為や、大声を出したり、走る等の迷惑行為はお控えください。
・ 敷地内に設置してありますコンセントの利用（携帯充電・ヘアーアイロン使用・カメラバッテリー充電等）は
禁止となります。
・ 敷地内の破損や損傷が発生した場合、ご本人様が賠償責任を負うこととなりますので、ご注意ください。
・ 敷地内での更衣・メイクは禁止です。近隣施設のトイレでの更衣・メイクも禁止します。
・ 敷地内でのウィッグの切りそろえはご遠慮下さい。
・ 貴重品につきまして、各自自己管理をお願い致します。
・ ゴミが発生した場合、全て各自持ち帰りをお願い致します。
・ 荷物の紛失や盗難、参加者様同士のトラブルは一切責任を負いかねます。
・ 酒気及び泥酔していて他の観覧者に迷惑を及ぼす可能性のある方、公序良俗に反する行為をする方、アダルト
撮影やわいせつ行為、迷惑行為をする方、法律上禁止されている行為を行う方の入場を禁止します。
・ 緊急非常時はスタッフが誘導します。必ずスタッフの指示に従ってください。
・ 関係者以外立ち入り禁止エリア、園路以外のエリア、トイレ付近での撮影は禁止です。
・ 植え込みの中に入ったり、木に登ったり花を傷つけたりする行為は禁止します。また、展示物・植物等を傷つ
ける行為は禁止です。
・ 撮影場所の独占や、荷物を置いての場所取り等はご遠慮ください。

衣装について
・ 肌の露出については最小限とし、下着が見えないことが基準となります。
（胸や脇の隙間から極端に下着が見
える場合も含む）
・ オーバーパンツやアンダースコートなど、重ね着をするパンツにつきましては、衣装とみなします。
・ 丈の短いスカートなど、かがむと下着が見える衣装は禁止します。あわせてスカートの場合、ストッキングやタ
イツの着用もお願いいたします。
・ 下着を着用していない衣装は禁止します。
（ニップレスやシリコンブラは下着をみなします）
・ 実在公務員・警備員・軍装等法律上責任のある衣装や、公序良俗に反する衣装、フルフェイス衣装での入場
はお断りします。
・ 着ぐるみ、ガワコス、ドーラー、フルフェイスのマスク・ヘルメット等、顔の見えない衣装は安全面の管理上禁
止します。

機材の使用について
・ 屋外のみとし、屋内は全ての施設で使用禁止です。
・ 照明機材、三脚、レフ板、ストロボのご使用はコンセントを利用しないものに限ります。ただし、混雑状況や他
の参加者様のご迷惑になると判断した場合、その他使用制限を設けさせていただく場合がございます。
・ ストロボなどのライトスタンドは風で倒れないようにウェイトをご用意ください。
・ レフ板やソフトボックス、アンブレラ等、サイズは広げた状態で 125cm までとさせていただきます。
・ 照明機材や三脚等を使用される場合、必ず足部分を布やティッシュ等で覆ってからご使用ください。

小道具（武器等）について
・ 血のり、刃物類（模造刀含む）、銃器類を模したもの、可燃物、その他危険性のある小道具の持ち込みは禁止で
す。また、小道具類を不用意に振り回したり、人に向けたりすることを禁じます。
1) 長さについて
・大きさは、2m まで可能です。
・上記大きさより大きくなってしまう場合、撮影時以外は分解して運べるものと限定します。
2) 持ち運びについて
・ 公道で移動される場合は、すぐに抜刀できない状態（抜けないように縛る・袋に入れる・布で包む等）であ
ることが必須です。
・ 移動時は必ずバッグ等の中にしまって、移動してください。
3) モデルガンについて
・ エアガン等の銃器（モデルガン）は、玉の入っているものは一切禁止します。皆様の安全のため、ご協力をお
願いいたします。

Hisaya Odori Garden

Flarie

Hisaya Odori Garden Flarie was reopened on Sep. 27, 2014. It has 6 themed garden with plentiful
ﬂowers and greens. Not only walking around gardens, you can enjoy gourmet, shopping, events and
various classrooms, creating a space that you can feel in mind while feeling nature in the city.

Genre :

Western / School life / Fantasy / Garden / Flower garden

Application :

Not needed

Changing room :

None

*Changing at the restrooms in neighboring facilities is not allowed.

Number of people : Shooting with groups is not allowed.
Website :

http://www.ﬂarie.jp/

Available time :

9:00～17:30

Closed day :

Dec.31, Jan.1, Maintenance day (TBD)

Entrance fee :

Free

Shooting fee :

Free

Meals :

Restaurants in the Flarie can be used with cosplay costumes.

Access :

【by subway】3mins on foot from Yaba-cho station, Exit 4 (Meijo Line).
5mins on foot from Kamimaezu station, Exit 1 (Meijo Line or
Tsurumai Line)
【by bus】

25mins from Nagoya station by C-758 Line, to ʻYabacho
(Flarie)ʼ stop.

Parking︓

Capacity : 18 cars (Fee-charging)

TEL︓

+81-52-243-0511

Rules for shooting
* Shooting inside the buildings is not allowed.
* Please refrain from visiting with large group.
* Please follow precautions as it will be visited by families and young children.
・ Moving furnishings, decorations and lightings in the facility is not allowed.
・ Please refrain from acts that impede traﬃc or annoying acts such as making out loud or
running.
・ Use of outlet in the facility (for mobile charging, use of hair iron and charge of camera
batteries etc…) is not allowed.
・ In case any facility is damaged during shooting, please note that you will have to take all
responsibility by yourself.
・ Changing or making up in the facility and restrooms neighboring facilities are not allowed.
・ Please refrain from cutting the wig in the facility.
・ Please take care your valuables on yourself.
・ Please take your garbage with you.
・ Please note that we are not responsible for lost or stolen valuables, and any troubles between
guests.
・ Entrance is restricted to the people following:
- People who is drunk and trouble the other guests.
- People who is contrary to public order and morality.
- People who commit an act of obscenity, or adult shooting.
- People who acts against the law.
・ In case of emergency, please follow the staﬀʼs instruction.
・ Shooting in the staﬀ area, outside the Flarie and near restrooms are not allowed.
・ Entering the shrubbery, climbing the trees and hurting the plants are not allowed.
・ Please refrain from keeping the place to yourself.

About costume
・ The exposure of the skin have to be minimized (The basis is that underwear is not visible).
・ Over pants and bloomers are regarded as costumes.
・ The costume such as short skirt with which the underwear is visible if bended down is not
allowed.
・ The costume without under wear is not allowed. But pasties and Nubra is regarded as
underwear.
・ The costume which legally responsible, such as a guard, military uniform is not allowed.
・ The costume which is contrary to public order and morality.
・ The costume with full face mask such as onesie is not allowed for safety reason.

About lighting equipment
・ Lighting equipment can be used only outside.
・ Use of lighting equipment, tripod, reﬂector board and strobe is limited which do not need the
outlet. But other restrictions on use might be made depending on the situation of congestion etc.
・ Please use the light stand such as strobe with the weight to prevent the fall.
・ Use of reﬂector board, umbrella and soft box are limited up to 125cm in the expanded state.
・ On the use of lighting equipment and tripod, please cover the legs with cloths.

About props
・ Bringing props with danger such as clot ted blood, cut ters (including imitation sword),
imitation guns and combustibles are not allowed.
1) Length
・The length of props is limited up to 2 meters.
・If over 2 meters, please carry in disassembled.
2) Carrying
・ Please packing enough when carry the props for the safety.
・ Please carry the props in the bags.
3) Model guns
・ Use of model guns such as air gun are not allowed with balls for the safety.

