新型コロナウイルス
感染拡大防止対策ガイドライン

この度は「Inter BEE 2021」にご出展いただきまして誠に有難うございます。
皆様の安全・安心を守るために、
新型コロナ感染防止対策を施しながら出展効果を保ち、
且つ来場者様の来場目的が達成できるように努めてまいります。
この新型コロナウイルス感染拡大防止対策のガイドラインにつきましては、
今後状況が変化した場合には、その都度、政府や自治体における指針をもとに、
内容の修正・変更をいたします。
出展者の皆様におかれましては、本ガイドラインをご確認いただき、
搬入出時、会期中のブース運営を含めて、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご協力をお願い申し上げます。

※記載内容は、今後の政府発表の方針に従って適宜改訂する場合がございます。
2021 年 8 月 1 日
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１ 主催者が本展示会で実施する感染症対策
■参加者
（出展者・来場者・関係者）の管理
〇 事前のアナウンス
出展者・来場者・来場見込者・関係者・協力会社への感染防止徹底の呼びかけとして、
ウェブサイト、
来場事前登録ページ、メール配信等にて来場者に対する
主催者が講じる感染防止対策の周知と、それに対する同意を取得する。

〇 安全を重視したガイドライン
特定警戒都道府県および海外からの出展・来場に関しては、
感染状況、
政府・自治体からの方針・指示に従い、安全を重視したルール作りを行う。

〇 入場は完全 WEB 登録制
入場は完全登録制とし、
新型コロナ感染症対策に関する同意と共に個人情報を管理します。
保健所等からの開示請求があった場合にのみ、個人情報を開示する場合があります。

■会場での参加者（出展者・来場者・関係者）の管理
〇 検温の実施
全ての期間を通して全入場口・搬入出ゲートにて入場者への検温を行います。
※下記に当てはまる方は入場をお断りいたします。
・３７．
５度以上の発熱がある
・のどの痛み、
頭痛、
関節痛、だるさ、息苦しさ、息の吸いづらさ、咳、下痢、結膜炎症状、
味が薄く感じる、
味覚障害などの症状がある
※下記に当てはまる方は来場を自粛していただきます。
・過去１４日以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、
地域への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある。

〇 入場時の手指消毒
展示ホール入口に消毒液を設置し来館者に手指の消毒を義務付けます。

〇 千葉市コロナ追跡サービスおよび接触確認アプリ
（COCOA）
の登録を推奨します
〇 マスクの常時着用
全入場口・搬入出ゲートにて検温とともにマスク着用チェックを行います。
マスク未着用のままの入場はお断りいたします。

〇 会場収容者数の把握
会場内の人数を把握し、
最大収容者数を超えた場合、入場制限を実施します。
収容可能人数については、幕張メッセの基準を遵守します。

■会場運営において
〇 3 密を回避する会場構成の立案
〇 会場内の換気
空調の使用や、
通路扉や窓などを開放し、会場内の換気を実施します。

〇 消毒・清掃の徹底
会場内共用スペースに手指消毒液を多数設置します。会場内の諸室、セミナー会場、飲食スペース、
休憩所、
エスカレーターベルト、トイレなど会場共用部分の定期的な消毒清掃を行います。

〇 密集防止対策
可能な限りソーシャルディスタンスを保てるようにするため、混雑発生するエリアには注意喚起します。

〇 医務室を設置
看護師が常駐する医務室を設置し、場内で発生した体調不良者へ対応します。

〇 飲食の提供
主催者が設置する休憩所のテーブルや椅子は密を避けるよう配慮して配置します。
飲食用に感染防止策を行ったエリア以外で飲食しないようサイン表示等により注意喚起を促します
テーブルや椅子は頻繁にアルコール消毒液などを使い消毒を実施する。
食事の際は
「黙食」
にご協力を促すための注意喚起を行います。
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2 出展者各位に対応いただくこと
〇 出展者の入場登録
会場に入場する全ての方を把握・管理するため出展者各位についても完全登録制といたします。
出展者マニュアルをご参照のうえ、
ご登録をお願いいたします。

〇 ブース内スタッフ・関係者の健康管理
会期 2 週間前から社員および本展示会に参加する関係者（協力会社スタッフ等）の健康管理を十分行い、
体調不良の方は入場しないようにしてください。
※下記に当てはまる場合は、
来場を自粛してください。
・過去１４日以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
・過去１４日以内に政府から入国制限、
入国後の観察期間を必要とされている
国、
地域への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合
※会期中、
会期終了後
（帰宅後）
感染者が発生した場合には、出展ご担当者から Inter BEE 事務局へ必ずご連絡ください。

〇 人員削減の工夫
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〇ブースの設計において
ブースを設計する際には、
「現場施工の負担軽減」
「飛沫感染対策」
「接触感染対策」
「三密対策」を行ってください。

〇ブース内の音量の調整
飛沫感染対策として、
ブース内での音量の調整をお願いします。ブース内の音量が上がると、話す言葉が聞き取りづらくなり、
その結果、
大きな声で会話することで飛沫が多く飛び、リスクが高まります。大きな声で話さず会話できる環境作りをお願いします。

〇手指消毒液の設置
接触感染対策として、
接触が予想される展示製品の付近に、来場者が使用できる手指消毒液を設置する。

〇三密対策
・ゆとりのあるブースレイアスト設計
・ステージを設置する場合には、
ステージと来場者の距離は十分な
ソーシャルディスタンスを確保して感染予防対策を講じてください。
ゆとりのあるブース

来場者がブース内のスペースからはみ出し通路に人溜まりができた場合には、
出展者の責任において、
速やかに通路にできた人溜まりを解消してください。

〇展示製品の消毒

通路

展示品、
テーブル、
椅子等の高頻度接触部分は定期的に消毒を行ってください。
商談等を行う場合、
対面を避ける等の感染拡大防止策の強化をお願いします。

〇ブース内での飲食について
飲食の際には
「黙食」
を原則としてください。
飲食を伴う交流会を実施することは禁止といたします。
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3 出展者登録について（出展者マニュアル 03-2-2）
感染者が発生した場合、
公的機関から Inter BEE 2021 にかかわるすべての関係者リストの提出が求められる場合があります。
そのため、
出展関係者の個別の登録をお願いします。

〇 出展者バッジについて
会場に入場する全ての方を管理するため、
関係者を登録していただきます。
出展者バッジには
「小間番号」
「出展者名」
「バーコード /ID」を記載します。
ID と出展関係者を紐づけて、
指定 Excel フォームにて 11 月 12 日（金）までに登録を行ってください。
・出展者バッジ：10 枚 /１小間
（スモールパッケージブース：5 枚 /１小間）
会期中の視察を目的とする出展関係者は、
来場者登録をして入場することをお勧めします。
出展者バッジは、
ブース内説明員が着用ください。
※追加の出展者バッジを希望する場合には、
別途申込書（出展者マニュアルお申込みください。
・追加出展者バッジ：1000 円 /1 枚

〇 作業員バッジについて
搬入出の作業員についても、
関係者を登録していただきます。
作業員バッジには
「ID」
を記載します。
ID と出展関係者を紐づけて、
指定 Excel フォームにて 11 月 16 日（火）までに作業員登録を行っていただきます。
・作業員バッジ：5 枚 /１小間
（スモールパッケージブース：3 枚 /１小間）
追加のバッジが必要な場合には、
現地にて登録のうえご購入ください。(500 円 /１枚 )

4 接触確認アプリや追跡サービスの利用
厚生労働省は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テックチームと連携して、
新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA※）
を開発しました。
ご自身のスマートフォンにインストールして、
利用いただきますようお願いします。
千葉市コロナ追跡サービスは、
QR コードを活用して、新型コロナウイルス感染者と接触した疑いのある方に
早期に注意喚起することにより行動変容を促し、
新型コロナウイルスの感染拡大の防止を目的とするものです。

右の QR コードから
「接触確認アプリ」
で
検索しインストール
してください。

コロナ追跡サービス
右の QR コードを読み込み、千葉市コロナ追跡サービスの
「Inter BEE 2021 利用登録」へアクセスしてください。

下記は、インストール手順です。

1.「次へ」
を押す

2.「利用規約へ」
を押す

3.「規約に同意して次へ」 4.「同意する」
を押す
を押す

1.「はじめる」
を押す

3. 設定完了

2. カレンダーから
来場日時を選択し
メールアドレスを入力
｢送信｣を押す
※来場日ごとに、毎日
登録をしてください。

5.「有効にする」
を押す

6.「有効にする」
を押す

7.「ホーム画面へ」
を押す

8. 設定完了

｢登録完了メール」の
受信を確認してください。

