「奈良スパリゾートコスプレ vol.5」３月４日（土）開催概要
【はじめに】
この度は、
「奈良スパリゾートコスプレ vol.5」にご参加いただき、誠に有難うございました。
今回の会場となります、奈良健康ランドは、一般のお客様も多くご来場になる場所となっております。
イベント参加者並びに他の施設利用者の皆様が、気持ちよくご利用していただけます様、ご理解および
ご協力をお願い致します。

【全体プログラム】
◆日程
2017 年 3 月 4 日（土）
◆開催時間
受付開始 10:30～更衣室終了 18:00
◆会場
奈良健康ランド館内及び、天然大和温泉奈良健康ランド 屋内レジャープール「エルソル」
◆参加料金
◆3 月 4 日（土）
コスプレイヤー登録費、撮影登録費（カメラマン・非コスプレ登録者）共通
1,500 円（税別/会場当日支払い）※奈良健康ランドの入館料別途必要
更衣室・クローク利用料込み
※下記時間帯の間、下記一部のスペースが、モデル撮影会スペースとなり使用できません
のでご注意ください。
13:00～13:50：プール会場子どもプールエリア
16:10～17:00：プール会場ウォータースライダーエリア

＜受付及び、開催時間について＞


当日 16:00 までに奈良健康ランドフロントにて入館手続きをいただき、ホテルロビーの「奈良スパ
リゾートコスプレ vol.5」受付にて、コスプレ参加登録をお済ませください。



当日ご来場の際は、身分証明書をご持参の上、会場受付までお越しください。
※本人確認とクローク利用の際に必要となる場合がございます。
クロークの利用を希望される方は、受付時にお渡しするタグ（引換証）と引換に荷物をお預けくだ
さい。なお、16:00 にて、参加受付を終了致します。

＜コスチュームについて＞


コスチュームを着たまま、プールに入水いただけます。



ただし、プール内で、染髪及び、染めているウィッグ・カツラ類、色落ち及び、水を汚す恐れのあ
る衣装については、入水禁止です。



水質による（塩素等衣服に影響の可能性が有ります）衣装の劣化に関しては保証を致しかねます。

＜以下のコスチュームを禁止します＞


イベント運営の支障になるようなコスチューム。



警察官･消防士･自衛官･警備員の制服や医師･看護師など、業務上特別な責任を持つ職業のコスチュ
ームは禁止です。



周囲の不快感を誘うコスチューム。血のり･刺青などの露出・演出等。



一般的に反社会的思想を連想される恐れがあるコスチューム｡



特定の個人や人種差別を連想させるコスチューム｡



男性の女装。

奈良健康ランドレジャープール内の床を傷つける恐れのある履物類。※館内は原則、土足厳禁です。


人や物に引っ掛かったり、付着するもの（未乾燥の塗料など）尖ったものを装備･装着した物。



大きな着ぐるみ･ハリボテなど移動に制限が加わる物



その他、スタッフが不適切であると判断したコスチューム。



上記以外の衣装でも、当日のスタッフの判断でお断りする場合があります。予めご了承ください。
苦情などがあった場合コスプレを中止して頂く場合もございます。

＜更衣室のご利用について＞

※利用時間：10:30～18:00



着替えができるのは､定められたコスプレ更衣室だけです｡



トイレなどでの着替えは絶対にお止めください｡化粧や衣装直しなどの準備も、決められた更衣室で
お済ませください｡



会場内でのヘアスプレー・カラースプレー・コールドスプレー等の使用は禁止です。



更衣室に荷物を広げないでください、周りの方のご迷惑になります。



荷物･貴重品（財布、電気機器など）は、必ず各参加者にて管理してください｡盗難･破損があっても
主催者は一切の責任を負いません。



会場内・更衣室に放置された荷物は、全て拾得物として処理します。



更衣室をご利用の方は盗撮にご注意ください｡同性でも盗撮している場合があります。



更衣室出口にて、スタッフがコスチュームのチェックを行います。スタッフから指摘を受けた方は
更衣室に戻り、その指摘箇所を修正してください｡



更衣室の利用時間は、コスプレ受付などでご案内いたします。混雑防止のため、お早めの更衣にご
協力ください｡

＜クロークのご利用について＞ ※利用時間：10:30～18:00


コスプレ受付にてクロークタグ（引換証）
（利用料無料）をお渡しします。



クロークに預けられるお手荷物は、お一人様につき１つまでとします。



クロークはコスプレ参加者専用です。コスプレ登録が無い方の荷物は預かる事ができません。



クロークでは貴重品（財布・電気機器など）及び、生ものはお預かりできません。必ずご自分で管
理ください。上記について盗難・紛失・破損があっても主催者は一切の責任を負いません。



クロークでは、クロークタグの確認にご協力ください。その際身分証明の提示をお願いすることも
ございます。



クロークタグは失くさないようご注意ください。

※クロークの利用時間を過ぎますと、クロークは利用することができませんのでご注意ください。
＜コスチュームについて＞


コスチュームを着たまま、プールに入水いただけます。



ただし、プール内で、染髪及び、染めているウィッグ・カツラ類、色落ち及び、水を汚す恐れのあ
る衣装については、入水禁止です。



水質による（塩素等衣服に影響の可能性が有ります）衣装の劣化に関しては保証を致しかねます。

＜小道具などについて＞ ※以下の物品の持ち込み・使用を禁止します。
1. 長さ 1m 以上の長物(材質問わず)
2. コスプレのため持ち込まれたカサ･杖や、その類の 1m 以内であっても振り回したりなど、周囲に迷
惑になる行為は絶対にお止めください
3. 周囲に危害を加える恐れのあるもの
4. ローラースケート・スケートボード・キックボード
5. 燃料･薬品などや､騒音を発するもの。可燃物や可燃性の高い素材のもの、強い臭気の出るもの。
6. 会場内は禁煙です。まねごとであっても喫煙（演出）はお止めください。
7. ラジカセ･拡声器などの使用･合唱など、騒音を発する行為。また、楽器などは、音を鳴らさないよ
うにしてください。
8. その他、スタッフが危険であると判断した物品の使用
＜刀剣･鎖･銃器などの武器･武具について＞
刀剣（長さ 1 メートル以内）の類や、発砲可能なモデルガン･エアガンは、体に密着させた状態での使用
であれば問題ありませんが、人に向けたり、使用する行為はお止めください。とがったものや、コスチ
ュームから離れた鎖類などもご遠慮ください。
人の集まる場所及び歩きながらの使用や写真撮影・パフォーマンスは、会場内の一般来場者の方への、
迷惑となりますので厳禁とさせていただきます。
ご理解・ご協力をお願い致します。



ドローンなどの飛行装置による撮影、ストロボ効果の強すぎる装置、改造撮影機材、特殊機材(赤外
線撮影機等)ビデオカメラ、レフ板(反射板)などは使用禁止とさせていただきます。



三脚の使用について他の参加者様の妨げにならない範囲で使用いただいても大丈夫です。ただし長
時間同じ場所に設置しての撮影は、通行の妨げや、他のお客様の撮影に映りこむなどの問題がござ
いますので、ご配慮いただきながら使用いただけますようお願いいたします。



ストロボ用スタンド ・レフ板・アンブレラ ・ソフトボックスについて
会場の奈良健康ランド屋内レジャープールは、たいへん滑りやすく、また通路の幅が狭い場所もご
ざいます。常時設置するタイプのものは施設の安全上の問題がございますので、持ち込み禁止です。



カメラに直接接続するタイプで、他の参加者の通行や撮影に差し支えのないサイズの、レフ板でご
ざいましたら使用可能とさせていただきます。上記以外の機材の使用については、事務局にお問い
合わせください。



気分が悪くなられた方、体調を崩された方はお早めに、お近くのスタッフにお声掛け下さい。
※怪我や事故などについて、主催者では一切の責任を負いません。



会場での鞄・カートの放置を一切禁止します。



コスプレ衣装着衣のままの来場・退場は禁止です。



許可する指定エリア以外に、コスプレ衣装のまま移動しないでください。



派手なアトラクション･パフォーマンス行為は禁止です。



万一、衣装や小物、荷物の盗難･破損があっても主催者は一切の責任を負いません。



奈良スパリゾートコスプレは屋内の公開イベントです。会場にはコスプレをしていない一般のお客
様や小さなお子様も、多数いらっしゃいます。
コスプレをしている方には、していない方と同じマナーを守っていただき、キャラのイメージを大
切にしながら、
「コスプレイヤーのイメージアップ」に繋がるような、ルールとマナーを守ってのご
参加をお願いいたします。

【開催概要】


開催日：2017 年 3 月 4 日（土）



参加費：事前支払い制



各部 8,500 円（税別） 3 部通し：20,000 円（税別）



※レストラン桃源郷ディナーバイキング付きトークショーチケット込



※奈良スパリゾートコスプレ vol.5 カメラマン参加費込



※奈良健康ランド入館料別途必要です



※ご入金後のキャンセルおよび返金は、いかなる理由においてもお受けできません。



タイムスケジュール／撮影会場



グループ撮影会 第 1 部 13:00～13:50(50 分) 会場：プール会場子どもプールエリア
受付開始：10 時 30 分～12 時 50 分



グループ撮影会 第 2 部 14:25～15:15(50 分) 会場：奈良健康ランド宴会場：特設撮影ルーム
受付開始：10 時 30 分～14 時 15 分
※第２部会場は畳敷きのお部屋での撮影会となります。
※第２部会場内のみ、下記ライティング機材を 2SET 設置しております。撮影の際ご利用いただけます。
ライトスタンド、アンブレラホルダー、反射型アンブレラ 100cm、アナログスレーブ発光のストロボ



グループ撮影会 第 3 部 16:10～17:00(50 分) 会場：プール会場ウォータースライダーエリア
受付開始：10 時 30 分～15 時 30 分
※受付場所は、各部ともに受付本部横、コスプレモデル撮影会受付となります。
※3 部通しにてお申し込みのお客様は、第 1 部受付時に、まとめて受付いたします。



トークショー

18:30～19:30(60 分) 会場・受付：レストラン桃源郷
※レストランオープン後（17 時～）ご自由なお席にお座りいただき、
バイキング料理をお楽しみください。



定員
第 1 部 15 名～20 名 ／ 第 2 部 15 名 ／ 第 3 部 15 名～20 名



ふれいあ
第１部 マリー・アントワネット 水着(Fate Grand Order)
第２部 鈴仙・優曇華院・イナバ (東方 project)
第３部 オリジナル 猫サイバー 水着



ちゃんみれ
第１部 小泉花陽 水着（ラブライブ！）
第２部 神楽 ジャージ服（銀魂）
第３部 オリジナル 水着



末広あむ
第１部 千石撫子 スク水（化物語）
第２部 オリジナル セーラー服＋ブルマ
第３部 金色の闇 スク水（ToLOVE るーとらぶるーダークネス）
※都合により、当日の衣装が変更となる場合がございます。予めご了承下さい。



なお、コスプレモデル撮影会につきましては、当日参加枠に空きがある場合、当日のカメラマン参加が
可能です。詳しくは、受付にてご確認ください。



＜コスプレ撮影会参加注意事項＞
本撮影会はコスプレ撮影会となります。
基本的に、モデル 1 名に対しカメラマン様、数名の囲み撮影です。
各部時間内での移動は、撮影ゾーンに限り自由に行っていただきます。
1 名のモデルにたくさんのカメラマン様が集中した場合など、スタッフが調整させていただく場合がご
ざいます。
雨天決行いたします。
ただし台風・災害等で中止になる場合、またモデルの体調や都合により開催できない場合もありますの
でご了承ください。
受付後の天変地異などによるイベント中止の場合、参加費の返金は一切いたしません。あらかじめご了
承ください。
プール及び、プール周辺での撮影の際は、カメラなどの防水対策などに十分ご注意ください。
カメラ機材などの水中への落水、落下などによる機材トラブル、盗難・紛失など主催者は一切の責任を
負いません。
都合により、当日の衣装が変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
必ず撮影会規約・開催概要を確認・同意の上ご応募下さい。

【機材について】
・持ち込み機材は、1 部と 3 部は内蔵ストロボ、クリップオンストロボのみとします。
ワイヤレスストロボや LED 等、他のライティングの使用は禁止です。手持ちも不可とします。
・2 部のみライトスタンド 1 本、ストロボ 1 個、デュフューザー1 個、アンブレラ等のホルダー1 個を
持ち込み可とします。
※直径 100cm 以上のデュフューザー、モノブロックは禁止します。
2 部会場は畳の為、ライトスタンドの足の養生をお願い致します。
・カメラの貸出はございません。
・機材をご利用の際は、他の参加者のカメラマンと譲り合いの上、自己責任でご使用ください。
【更衣室の利用について】
・利用時間：10：30～18：00
着替えができるのは､定められた更衣室のみとなります｡
更衣室に荷物を広げないでください、周りの方のご迷惑になります。
荷物･貴重品（財布、電気機器等）は、必ず各参加者にて管理してください｡盗難･破損があっても主催者は一
切の責任を負いません。
会場内・更衣室に放置された荷物は、全て拾得物として処理します。
更衣室をご利用の方は盗撮にご注意ください｡同性でも盗撮している場合があります。
更衣室の利用時間は、コスプレ受付･スタッフからのお声がけなどでご案内いたします。
混雑防止のため、お早めの更衣にご協力ください｡
混雑時はお待ちいただくこともございます。
【クロークの利用について】
・利用時間：10：30～18：00
受付にてクロークタグ（引換証）
（利用料無料）をお渡しします。
クロークに預けられるお手荷物は、お一人様につき１つまでとします。
クロークはイベント参加者専用です。イベント参加登録が無い方の荷物は預かる事ができません。
クロークでは貴重品（財布・電気機器など）及び、生ものはお預かりできません。必ずご自分で管理くださ
い。上記について盗難・紛失・破損があっても主催者は一切の責任を負いません。
クロークでは、クロークタグの確認にご協力ください。その際身分証明の提示をお願いすることもございま
す。
クロークタグは失くさないようご注意ください。
【当日必要なもの】
・カメラ
・ご本人確認書類（免許証・保険証など）
・お着替え／タオルなど

＜フォトコンテストについて＞
2017 年 3 月４日(土)／３月５日（日）
開催場所：奈良健康ランド
フォトコンテスト募集期間：2017/3/4(土)～2017/4/9（日）
フォトコンテスト投票期間：2017/3/4(土)～2017/5/14（日）
参加資格：奈良スパリゾートコスプレに参加をされている方
当日コスプレをされている方
＜フォトコンテスト入賞景品＞
★入賞者の方には下記景品をプレゼント！
・総合入選：1 名
奈良プラザホテル ペア宿泊券
・入選：「プール部門」
「館内部門」 各 1 名
奈良健康ランド

ペアプレミアム入館券（岩盤浴付き）

・入賞：「プール部門」
「館内部門」 各 1 名
奈良健康ランド

ペア無料入館券

＜参加方法／条件＞
1. 奈良スパリゾートコスプレイベント当日に奈良健康ランド会場にて撮影。
2. 撮影写真を Twitter で「#奈良スパリゾコンテスト」ハッシュタグ付きで写真投稿すれば応募完了！
3. 期間中に何度写真を投稿しても OK です。投稿者ご本人以外が撮影した写真も OK！
4. ピン撮り・集合写真に関わらずなんでも OK！ ※過度の加工はご遠慮ください。
5. 投稿された画像が、公式サイト・印刷物等の告知広告等で使用されることに同意いただける方。
6. 投稿者の方以外が写っている場合は、被写体全員の同意を得てから投稿してください。投稿された
画像の掲載取り下げ依頼はお受けできませんのでくれぐれもご注意下さい。
＜投票方法＞
Twitter「#奈良スパリゾコンテスト」ハッシュタグにて、写真が公開されています。
投票に参加される方は、写真の中から「良い！」と思った写真を「リツイート」ください。
＜審査方法と審査基準＞
ツイッター内でのリツイート数、並びに複数の選考委員による厳正な審査を行い
2017 年 6 月上旬頃に、HP にて入賞者の発表をさせていただきます。
＜審査基準＞
コスプレとしての表現力、完成度
会場のロケーションを効果的に活用しているかどうか
ツイッター投稿写真のリツイート数（参考基準となります）

＜レジャープール＞
コスプレ／撮影エリア

コスプレモデル

＜一般更衣室、大浴場＞

撮影会第３部会場

コスプレ／撮影禁止エリア

ウォータースライダーエリア

●

＜受付＞

＜入館ゲート＞
コスプレモデル

●

フロントカウンターにて、
入館手続き後ホテルロビー

撮影会

のコスプレ参加受付にて参

第１部会場

加登録をお済ませください

子どもプールエリア

＜レストラン桃源郷＞(3/4）
コスプレモデルトークショー
撮影会参加者以外の方は
※別途桃源郷バイキング代必要です

＜プール出入口＞

＜レジャープール＞

※バスタオル貸出所

コスプレ／撮影エリア

＜エステコーナー＞
コスプレ／撮影禁止エリア

＜レストルーム＞
コスプレ／撮影禁止エリア

＜宴会場＞
コスプレモデル
撮影会第 2 部会場
＜宴会場＞
コスプレ／撮影禁止エリア

男性
更衣室
クローク

女性
更衣室
クローク

