
モデル：鬼頭明里さん
（声優・名古屋市出身）
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名古屋市公認コスプレ施設（p.4～9）
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コスプレサポートタウン（p.10～11）
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コスプレホストタウン名古屋

公式ガイド
表紙・裏表紙 ロケ地：久屋大通庭園フラリエ（詳細P.7）
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お問い合わせ ： 名古屋市観光文化交流局観光推進課（０５２－９７２－２２２６）

コスプレを快適に楽しんでいただくために

各施設ごとのルールやその他の情報、
コスプレホストタウンの取り組みなど、
詳しくはこちらからご覧いただけます。

古川美術館／分館 爲三郎記念館01
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名古屋市市政資料館02 久屋大通庭園フラリエ09 Maker's Pier
（メイカーズ ピア）
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名城公園／フラワープラザ03 鶴舞公園10
リニア・鉄道館17

tonarino04 名古屋市公会堂11
ポートメッセなごや
（名古屋市国際展示場）
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庄内緑地05 クルーズ名古屋12

アンジェローブ19中村公園06 農業文化園・戸田川緑地13

歴史の里　しだみ古墳群20納屋橋周辺の広場・遊歩道07 とだがわこどもランド14



ロケ地：古川美術館／分館 爲三郎記念館（詳細P.5）

名古屋市は、コスプレを愛する
全ての人をおもてなしするべく、
撮影施設のさらなる充実を目指
しています。魅力あふれる公認
施設に足を運べば、きっとあな
ただけの特別な一枚に出会える
はずです。

公認施設には歴史的な建造物を
はじめ、本格的なロケーションが
多数。クラシカルからモダンまで、
あらゆる世界観を実現できます。

魅力あふれる
名古屋市公認
コスプレ施設。

本格スポット
ならではの
唯一無二の撮影。
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名古屋市市政資料館02 名古屋市東区白壁1-3
TEL：052-953-0051

名城公園／フラワープラザ03 名古屋市北区名城1-2-25
TEL：052-913-0087（名城公園管理事務所）

tonarino04 名古屋市北区名城1-4-1
TEL：052-325-3121（さら名城 年末年始除く8:30～19:30）

コスプレ
ホストタウン
名古屋

故古川爲三郎が愛した美術品をもとに近代日本画中心の
所蔵品を展示。分館である爲三郎の生前の住まいである
「爲三郎記念館」には日本庭園や茶室、数寄屋造りの「爲
春亭」があり、美術と自然を感じるひとときを過ごせます。

【入場料】大人 1,000円、高・大学生 500円、小・中学生 無料
※コスプレ撮影には別途ホールレンタル料が必要となる場合が
ございます。
【事前申込】必要（電話連絡）
【時間】10:00～17:00（入館は16:30まで）
【休み】月曜日（祝日や振替休日にあたるときは、その翌日）、
展示替期間、年末年始

以前は歴史ある裁判所だった市政資料館。荘厳な佇まい
の大階段など、内装の美しさから昭和59年には国の重要
文化財に指定され、映画やドラマのロケ地としても使われ
ています。

【入場料】無料（撮影使用料については施設にお問い合わせくだ
さい）　【事前申込】必要（詳しくは施設にお問い合わせください）
【時間】詳しくは施設にお問い合わせください
【休み】月曜日（休日の場合は直後の平日）、
第3木曜日（休日の場合は第4木曜日）、12/29～1/3

※新型コロナウィルス感染症対策のため受入休止中。再開時期は未定。

緑豊かな北園では、芝生広場、江戸時代の名残ある
おふけ池、藤の回廊などがあり、四季を感じながらの
ゆったり散策におすすめ。野球場などのスポーツ施設も
併設されています。

様々なロケーションを楽しんで
いただけるよう多くの魅力的な
施設を公認コスプレ施設とし、コ
スプレイヤーを受け入れていま
す。快適なコスプレ利用のため、
個人で利用していただく際の施
設ごとのルールを定めておりま
す。ルールを守って、コスプレを
お楽しみください。

マンガやアニメ、ゲームなどのキャラク
ターに扮したコスプレイヤーが集結する
「世界コスプレサミット」発祥の地である
名古屋市は「コスプレホストタウン」とし
て、コスプレ・アニメを日本一楽しめ、世
界一あたたかなおもてなしをするまち
となることを目指します。

【入場料】無料
【事前申込】不要
【時間】公園内自由（フラワープラザ 9:00～16:30）
【休み】月曜日（祝日の場合は翌日）、第3水曜日（祝日の場合は第4
水曜日）、年末年始（12/29～1/3）

平成29年に名城公園内にて誕生した、スポーツ・カフェ・
レストランが集まるスポット。お食事はもちろん、空に開け
た木造りのテラスで都心部にいながらも解放感を味わえ
ます。

【入場料】無料
【事前申込】必要（電話連絡）
【時間】平日の9:00～17:00まで（更衣室利用終了・更衣完了時間）
【休み】年末年始
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名古屋市公認コスプレ施設

古川美術館／分館 爲三郎記念館01 名古屋市千種区池下町2-50
TEL：052-763-1991

詳しくは
こちらから

名古屋市公認
コスプレ施設

世界コスプレサミット

コスプレホストタウン
ラッピングバス
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鶴舞公園10 名古屋市昭和区鶴舞1-1-168
TEL：052-733-8340（名古屋市緑化センター）

名古屋市公会堂11 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3

クルーズ名古屋12 TEL：052-659-6777

久屋大通庭園フラリエ09 名古屋市中区大須4-4-1
TEL：052-243-0511

中村公園06 名古屋市中村区中村町高畑68
TEL：052-413-5525（中村公園事務所）

納屋橋周辺の広場・遊歩道07 名古屋市中村区名駅南
TEL：052-972-2891（名古屋市河川計画課堀川担当）

名古屋城08 名古屋市中区本丸1-1
TEL：052-231-1700

庄内緑地05 名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地3527
TEL：052-503-1010（庄内緑地グリーンプラザ）

庄内川の小田井遊水地を利用した総合公園。バラ園など
の自然に囲まれた広大な芝生広場をはじめ、スポーツ・
バーベキュー・大噴水その他様々なレジャーを思う存分
楽しめます。

【入場料】無料　【事前申込】必要（電話連絡）
【時間】9:00～17:00（コスプレ撮影使用可能時間）
【休み】グリーンプラザは月曜日（祝・休日の際は翌平日）、第3水曜
日（祝日の際は第4水曜日）、年末年始（12/29～1/3）

近隣には豊臣秀吉を祀る豊国神社をはじめ、史跡が数多
く残る中村公園。園内には和風の池や流れが整備されて
おり、日本庭園に面して四季折々の風景を楽しめる茶室
があります。

【入場料】無料　【事前申込】不要（桐蔭茶席及び中村公園記念館
をご利用の場合は必要）
【時間】公園内自由（公園事務所 8:45～17:30）
【休み】無（公園内入館施設及び公園事務所：12/29～1/3）

「堀川七橋」のひとつである納屋橋。昭和56年に架け替
えられ、現在の形になりました。アーチ形状を残したレトロ
な外観から街のフォトスポットとして愛されています。

【入場料】無料
【事前申込】不要（イベント会場として場所を占用して使用する場合
は申請が必要（有料））
【休み】無休

徳川家康の天下統一最後の布石として誕生した名古屋城。
昭和20年に戦火により焼失しましたが、その後再建。
四季を通して様々なイベントが開催され、名古屋でも
屈指の観光スポットになっています。

【観覧料】大人 500円(中学生以下無料)
【事前申込】不要
【時間】9:00～16:30
【休み】12/29～１/１（イベントによる変動あり）

「都会の中でゆったりと過ごせる」をコンセプトに6つの
テーマガーデンを有する広場。散策やショッピングのほか、
野外でのBBQなどグルメを楽しむこともできます。

【入場料】無料　【事前申込】不要　【時間】9:00～17:30
【休み】年末年始（庭園は12/31、1/1休園、店舗はそれぞれ異な
る）、メンテナンス休園

名古屋を代表する総合公園であり、サクラ・バラ・ハナショ
ウブなどの花の名所。また、奏楽堂・鶴々亭など多くの
歴史的施設があることから、ほぼ全域が国の文化財と
なっています。

【入場料】無料　【事前申込】不要（奏楽堂・鶴々亭（百華庵）をご利
用の場合は必要）　【時間】公園内自由
【休み】無（名古屋市緑化センターの休館日 毎週月曜日（祝・休日の
場合はその直後の平日）、毎月第3水曜日（祝日の場合は第4水曜
日）、年末年始 （12/29～1/3））

昭和天皇のご成婚を祝し、昭和5年に開館。現在では芸術
公演や講習をはじめ、集会室等の貸出しも行っています。
外観・内装ともに建設当時の空気感が残る落ち着いた
スポットです。

【入場料】無料（イベント参加料などは別途）
【時間】各イベント開催時間に準ずる
【休み】12/29～1/3 コスプレイベント

開催時のみ利用可

水上バスで行く、新感覚の名古屋観光。「東洋一の大運
河」と呼ばれた中川運河や、名古屋駅のビル群など、水上
からしか見られない景色を体感できます。

【運賃】大人（中学生以上）300円～1,500円(ルートによる)、小人
（小学生）150円～750円(ルートによる)他
【運航日】土日祝日を中心に運航（荒天時や中川運河でのイベント
開催時等は運休）
【乗船場】ささしまライブ、キャナルリゾート、みなとアクルス、ガー
デンふ頭、金城ふ頭
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ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）18 名古屋市港区金城ふ頭2-2

アンジェローブ19 名古屋市港区金城ふ頭3
TEL：052-389-3900

歴史の里　しだみ古墳群20 名古屋市守山区大字上志段味字前山1367
TEL：052-739-0520

リニア・鉄道館17 名古屋市港区金城ふ頭3-2-2
TEL：052-389-6100

とだがわこどもランド14 名古屋市港区春田野1-3616
TEL：052-304-1500

荒子川公園15 名古屋市港区品川町2-1-1
TEL：052-384-8787（荒子川公園ガーデンプラザ）

Maker's Pier（メイカーズ ピア）16 名古屋市港区金城ふ頭2-7-1
TEL：052-304-8722（10:00～18:00）

農業文化園・戸田川緑地13 名古屋市港区春田野2-3204
TEL：052-302-5321（戸田川緑地管理センター）

コスプレイベント
開催時のみ利用可

名古屋市公認コスプレ施設

「健康とスポーツの里」をテーマとした名古屋市南西部で
最大規模の公園です。広い芝生広場のほか、農機具を
展示した農業科学館や四季折々の花を楽しめるフラワー
センターなど、多種多様な施設や遊具を楽しめます。

【入場料】無料　【事前申込】必要（電話連絡）
【時間】公園内自由（公園事務所 9:00～16:30）
【休み】無（公園内入館施設及び公園事務所の休業日：毎週月曜
日（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3）

戸田川緑地公園内に位置する大型児童センター。東海
地区最大の大型木製遊具、また、水遊び場や雨天OKな
展望塔、プレイハウスなど一日中遊べる親子に人気のスポ
ットです。

【入場料】無料　【事前申込】不要（利用時に事務所に声がけは必要）
【時間】9：00～18：00（4/1～9/30）
9：00～17：00（10/1～3/31）
【休み】毎週月曜日（祝日の場合は、その翌日）、年末年始

荒子川の両岸に広がる総合公園。春のサクラや6月のラ
ベンダーの他、日本庭園やフェニックスアイランドなども
あり、四季折々の自然を楽しめる花と緑に囲まれたスポット
です。

【入場料】無料　【事前申込】不要　【時間】公園内自由
【休み】無（荒子川公園ガーデンプラザの休館日：毎週月曜日（祝日
の場合は翌平日）、毎月第3水曜日（祝日の場合は第4水曜日）、年
末年始（12/29～1/3））

「モノづくり体験」をテーマとした商業施設。様々な体験店
舗のほかにも、噴水ショーや芝生広場、思わず写真を撮り
たくなるフォトスポットなど、ワクワクする仕掛けがいっぱ
いです。

【入場料】無料
【事前申込】不要
【時間】施設内営業時間まで

在来線から超電導リニアまでの展示を通じて「高速鉄道
技術の進歩」を紹介します。沿線風景を再現した日本最大
級のジオラマや超電導リニアの模擬体験など全世代が楽
しめるスポットです。

【入館料】大人 1,000円、小中高生 500円、幼児（3歳以上未
就学児）200円他
【事前申込】不要　
【時間】10：00～17：30（最終入館は閉館30分前まで）　
【休み】毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始12/28～1/1
※開館日はホームページでご確認いただけます。

見本市、展示会、ビジネスミーティング、イベント、コンサ
ートまで幅広く対応する大きな展示場。コスプレやアニメ
イベントも開催され、開催時には大きく賑わいます。

【入場料】無料（イベント参加料などは別途）
【時間】各イベント開催時間に準ずる
【休み】12/29～1/3

金城ふ頭に位置する結婚式場。実在するロマネスク様式
のチャペルをモデルに造られており、アーチ状の高い天井
のもと、ステンドグラスから荘厳な光が差し込む神秘的な
空間となっています。

【入場料】無料　【事前申込】必要（電話、メール、LINE、
Instagramのいずれか）
【時間】平日 11：00～19：00　土日祝 9：00～20：00
【休み】火曜日（祝日除く）※撮影利用は基本的に平日限定（30日
前より予約受付）

名古屋市内の約3分の1にあたる66基の古墳が確認さ
れている上志段味。古墳巡りの拠点である「体感！しだみ
古墳群ミュージアム」では、出土品の展示、ガイドツアー、
埴輪づくり体験など、古代をグッと身近に感じられます。

【入場料】無料(展示室のみ有料200円、中学生以下無料)
【事前申込】不要
【時間】9：00～17：00（展示室への最終入場16：30）
【休み】月曜日（祝休日の場合翌平日）、年末年始 12/29～1/3
※古墳エリアは、休館日も利用できます。
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食べ歩きも！

おみやげ選びも！ サブカルの聖地！

1970年代後半から電気街と
しての発展を遂げ、オタク街とし
ての性格を強めてきたまち大須。
アンダーグラウンドなものから
メジャーなものまで、年齢・性別・
国籍を問わずさまざまな文化を
受け入れて、取り入れる。そんな
「ごった煮」の雰囲気がある大須
は、コスプレイヤーも受け入れる
魅力的なまちです。

金城ふ頭には、魅力的な撮影スポット
がたくさん。自然の空間を楽しめるメイ
カーズ ピア、鉄道好きにはたまらない
リニア・鉄道館、海外の街並みを再現
したエリアのある結婚式場アンジェ
ローブなど、コスプレイヤーにぴったり
の施設が揃っています。

コスプレしたまま入店
可能な目印としてス
テッカーを店舗に掲
出し、コスプレイヤー
が大須のまちを楽し
める取り組みをすす
めております。
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ロケ地：メイカーズ ピア（詳細P.8）
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