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2022年 1 月 21 日 

 

展示会事務局 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

 

 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

2022年の年明け、オミクロン株を含む感染者数の増加が著しくみられるようになっております。当展示会とい

たしましては、継続的経済活動も考慮の上、このような状況下においても出展者及び来場者のビジネスマッチン

グを創出するべく、当初の予定通り展示会を開催いたします。 

開催期間中は東京都の「イベント開催等における必要な感染防止策」、東京ビッグサイトの「展示会等における

新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」に示されている必要な感染防止策、施設規模に応じた人数上限

を遵守し、感染症対策の徹底に取り組み、安心、安全なビジネスの場を提供してまいります。 

感染症対策はご参加されるすべての皆様のご協力が不可欠です。皆様の体調などもご考慮いただきながら、

現地参加の際には感染症対策を徹底のうえご参加くださいますようお願い申し上げます。 

なお、引き続き感染状況に注視し、政府や関係省庁、自治体の方針や指導、要請による下記の対応指針、ガイ

ドラインを遵守し感染症対策を徹底し開催いたします。 

開催にあたっては、感染症対策ガイドラインを定めております。詳しくは下記をご覧ください。 

【参照元】 

・展示会業界における COVID-19感染拡大予防ガイドライン 

（2021年 11月 10日改訂、一般社団法人日本展示会協会） 

https://cdn.clipkit.co/tenants/897/resources/assets/000/000/712/original/211110_guideline5.pdf?1638161515 

・展示会等における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針 

（2022年 1月 21日改正、株式会社東京ビッグサイト） 

https://www.bigsight.jp/visitor/news/2022/mn8ota00000000bp.html 

・【1月 21日から 2月 13日】イベントの開催制限等について 

（2022年 1月 19日更新、東京都防災ホームページ） 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1020864.html 

当展示会の開催に関するご案内 

当展示会は 1 月 26 日(水)～28 日(金) の 3 日間、 

東京ビッグサイトにて予定通り開催いたします 
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右記に該当する場合は 

当展示会への参加をお断りいたします 

・ 発熱や咳、咽頭痛、倦怠感、味覚・嗅覚異常などの体調不良がみられる場合 

・ 感染者または感染疑い者と濃厚接触をした可能性がある場合 

・ 保健所から健康観察の必要があると判断された方 

・ 新型コロナウイルス感染症陽性とされたものとの濃厚接触がある方 

・ 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・地域への訪問歴

及び当該在住者との濃厚接触がある場合 

・ マスク未着用の場合 

・ 主催者が定めるガイドラインを遵守いただけない場合 

参加される皆様へ 

ご協力のお願い 

・ 全参加者の常時マスクの着用（不織布マスクを推奨いたします） 

・ 入場口での全参加者の検温の実施（日毎の検温にご協力ください） 

←検温済シールイメージ 

※一日ごとに必ず 1回の検温、バッジへのシール貼付をお願いいたします 

・ 入場口等でのこまめな手指消毒および手洗いの実施 

・ 咳エチケット（飛沫防止）に配慮ください 

・ 3 密（密閉・密集・密接）の回避、およびソーシャルディスタンスの確保（商

談等含む） 

・ 可能な範囲での、訪問ブースおよび商談相手先情報等の記録 

・ 展示会前後の個別の食事会、懇親会での感染対策 

・ 東京版新型コロナ見守りサービス等の登録 

・ 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)の登録 

・ 商談時、飲食時にマスクを外す場合は、飲食時のみマスクをずらし、話す時は

マスクを着用ください。また、展示会場、セミナー会場での食事はご遠慮くだ

さい。感染症対策のため会場内に飲食スペースは設けません 

・ 行動記録シートフォーマットの作成 ※展示会終了後、3 週間の保管をお願い

当展示会は「全来場者完全事前登録制」です。 

来場登録はオンラインでの事前登録を推奨し、並ばずご入場いただく方法を導入することで、 

会場受付での混雑緩和、対面接触の低減に取り組みます。 

ご来場の方は展示会公式サイトから、必ず来場事前登録をお済ませのうえ、 

来場者バッジをご持参くださいますようお願いいたします。 

 

当展示会の感染症対策ガイドライン 
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します。万一の追跡調査に備え、ご自身の行動記録をお控えください。 

・ 大声での会話等、感染対策上相応しくない行為などが見られる場合は、ご参加

をお断りする場合がございます。 

主催者が行う主な感染症対策 

・ 手指消毒液の設置 

・ マスク着用の呼びかけ（マスク着用を必須とし、未着用時には着用のお声がけ

をさせていただきます） 

・ 検温器の設置と実施 

・ 余裕を持った会場設計（通路幅など） 

・ 分散来場の促進 

・ 会場内の混雑状況の把握 

・ 会場内での定期的なアナウンス 

・ 会場内の換気 

・ 物理的距離を考慮したセミナー会場の座席配置（通常の 50％目安） 

・ 政府や関係省庁、自治体の方針や指導、要請による下記の対応指針、ガイ

ドラインを遵守した運営 

 

●新型コロナウイルス感染症対策としての行動記録シート ※展示会終了後、3週間の保管をお願いします。 

https://unified.jcdbizmatch.jp/nanotech2022/Download/AttachmentS3?key=c_H1Db93XZuqRF_SGLTV6Fhsq

TiqlD0lKimSq7BDnPE0fjifdOWVt9TQ&lang=jp&entry_project_code=&o=3HvVoleqjnY&t=DownloadData&u

=VRPMhk42L9t59KY8r-Cgqg&n=4E_eW9PI7pc5-ddo5H_McZStQvUyljLN6yx-Nzi-ZDMJ1-u-

cgvh13EeSYGhs-XweZ2B3cK4d7jA10OEzo2RcSw7_n9tyd_lgeurHh0nOEw&no=A&pdb=P_nanotech2022 
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2022/1/21改訂 

2022/1/18作成 

新型コロナウイルス接触確認アプリ （COCOA) 

COVID-19 Contact-Confirming Application 

ご利用の推奨について 

 

本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、スマート

フォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、

お互いに分からないようプライバシーを確保して、新型

コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性につい

て、通知を受けることができます。利用者は、陽性者と

接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所

のサポートを早く受けることができます。利用者が増え

ることで、感染拡大の防止につながることが期待されま

す。 

●厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/coco

a_00138.html 

●アプリインストール方法（App StoreまたはGoogle 

Playで「接触確認アプリ」で検索し、インストールくだ

さい） 

Google Play：        App Store： 

          

 

 

東京版新型コロナ見守りサービスのご利用について 

 

本サービスは、都立施設で新型コロナウイルス感染症の

クラスターが発生した場合に、施設の訪問履歴に基づき

利用者に迅速に感染情報を通知する仕組みです。利用に

あたっての登録は、アプリのダウンロードが不要な「都

立施設入館システム」とLINE「新型コロナ対策パーソ

ナルサポート」から選択し、施設入口に掲示してある

QRコードをスマートフォン等のカメラで読み取ること

で手軽に行うことができます。通知については、登録時

に選択いただいたサービスで受け取ります。 

 

●東京版新型コロナ見守りサービス 

https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/ict/mimam

ori.html 

 

●登録方法 

東京ビッグサイト館内の看板に掲示されているQRコー

ドを読み取っていただきご登録ください。 
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