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新型コロナウイルス感染予防を目的とした
ロジスティクスソリューションフェアの開催ガイドラインについて

～はじめに～

ロジスティクスソリューションフェア事務局では、本展示会に関係される皆様の安
全を確保するため、新型コロナウイルス感染予防を目的としたガイドラインに基づい
て本展を開催いたします。

本ガイドラインは、東京ビッグサイト対応指針及び日本展示会協会「展示会業界に
おけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」、および国際見本市連盟（UFI：The 
Global Association of the Exhibition industry）「国際見本市連盟の指針」を加味
した内容となっております。本展が開催されるまでに随時、更新してまいります。

事務局では、開催・運営にあたり、各ガイドラインの最新情報を採用することによ
り、本展を安全・安心な環境下にて開催することに努めます。

ご来場される皆様におかれましても、安全・安心な運営にご協力くださいますよう
お願いいたします。

2022年1月26日

ロジスティクスソリューションフェア事務局 2
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１．全関係者の安全と安心の確保

1.1 マスク着用の義務化 （東京ビッグサイト対応指針より抜粋）

• 来場者、関係者のマスク着用の徹底、持参していない方へのマスク配布
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1.2 消毒液の各所設置、ならびに清拭・消毒

（東京ビッグサイト対応指針より抜粋）

• 会場入口への手指消毒液設置

• 手洗い、手指消毒の励行と周知

• 不特定多数の高頻度接触部位の消毒／人が触
れる場所の巡回清掃・消毒の徹底

• 他者と共用する物品の消毒（セミナー会場、
商談コーナー、ラウンジのテーブル、椅子、
ベンチ等）



1.3 密を避けるための対策 （東京ビッグサイト対応指針より抜粋）

１）レイアウト

• 展示ホール内通路幅は人流を考慮して極力広くとり、会場内の混雑緩和
と、出展者ならびに来場者の密な接触を軽減します。

• セミナー会場等におけるレイアウトの調整

２）入場時

入場時の待機列等における物理的距離の確保

３）入場制限

収容者数の把握と最大収容者数を超えた場合の入場制限の実施
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1.4 展示会場における換気の徹底

（東京ビッグサイト対応指針より抜粋）

• 搬出入シャッターの開放や空調運転による会場内の十分な換気
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1.5 会場内に持ち込ませないための対策

１）全関係者への検温の実施 （東京ビッグサイト対応指針より抜粋）

以下に該当される方の来場をお断りします。また、下記内容について全関係
者に会期前から会期終了までの期間における告知徹底に努めます。

• 来場者、関係者への検温の実施

• 以下に該当する場合、入場制限を実施

風邪の症状がある

37.5度以上の熱がある

倦怠感（強いだるさ）がある

呼吸が困難である（息苦しい）

• 上記内容に関する看板等の設置
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２）入場をお断りした方（スタッフ、出展者も含む）への対応

（東京ビッグサイト対応指針より抜粋）

感染が疑われる者が発生した場合、「感染疑い発生時の対応マニュアル」に基
づく対応

■入場をお断りするケース（一例）

37.5度以上の発熱／咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味
覚・嗅覚障害、頭痛、下痢、嘔気・嘔吐がある場合、来場予定日2週間以内
に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合など。

■対応

・隔離室の誘導（東京ビッグサイト内常設）

・緊急搬送体制の確立

３）感染防止措置にご協力いただけない方への対応

掲載内容へのご協力をいただけない場合は入場をお断りいたします。

入場後であっても、引き続きご協力いただけない場合は退場いただきます。
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1.6 飲食や休憩時における対応 （東京ビッグサイト対
応指針より抜粋）

⚫飲食が可能なスペースを特定する

⚫飲食を行う場合はエリアを限定し、感染防止策を
徹底する（展示ブース内での試飲・試食も同様と
する）

⚫施設内への酒類の持込は不可

⚫休憩時間や休憩場所等での食事について感染防止
策を徹底する。
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1.7 その他の対策

以下の運用を実施していきます。

１）頻繁な廃棄物処理の徹底

２）パーティション等の設置による飛沫防止

３）大声を出す者がいた場合、個別に注意を行う

４）人が触れる場所の巡回清掃・消毒の徹底

５）会場および各協力会社と協同した対策準備の実行

６）付帯設備を用いた場内アナウンスの実施
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２．感染予防策の運用と周知について

①運営スタッフに対する衛生対策と体制の周知徹底

②展示会場との事前情報共有の実施

③政府・自治体・展示会場等の関連最新情報の収集と共有

④全関係者の動向を把握できる環境の整備

本展にて感染クラスターが発生した際の対策として、関係者各人の連絡先を速
やかに入手できる環境を整え、万が一に備えます。
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３．出展者へのお願い

一般社団法人日本展示会協会より「展示会業界におけるCOVID-19 感染拡大予防ガイ
ドライン」が発行されています。

同ガイドライン内には、出展者の皆様に展示会のご準備にあたり配慮いただく項目が
記載されております。ここに同ガイドラインをベースとした内容をご紹介させていた
だきますので、出展者の皆様におかれましては、ご参照の上、安全な開催・運営にご
協力くださいますようお願いいたします。

≪事前準備≫

①来場時における注意事項の周知徹底（検温の実施やマスク着用義務）

• お客様への展示会の来場案内をされる際、自社スタッフへの参集案内などをさ
れる際に注意事項を共有してください。

②お客様と事前のアポ取りを推奨

• ブースでの密を防止するだけでなく、効率的な商談に寄与します。

• 可能であれば、日別の商談予定表（来場予定顧客名簿）を作成し、管理してい
ただくようお願いします。 12



③ブースレイアウトの３密対策

• 搬入出時間の短縮するためにシンプルな装飾を推奨します。

• 密を回避するため通常よりスペースに余裕を持たせてください。

• 受付など参加者同士が対面で接する場に、アクリル板を設置するなど飛沫防止の対
策をお願います。

④マスクや消毒液の準備

• 消毒液のブース内持ち込みについて制限がありますので配布物「アルコール消毒液
の取扱いについて」をご確認ください。

⑤スタッフの業務に必要な防護具採用の検討（手袋、フェイスシールド等）

⑥配付資料のデジタル化

⑦非接触名刺交換の推奨

• 事務局協力会社が提供するサービス（来場者の二次元コードを読み取ることで当該
来場者の基本データを入手いただけます）やオンライン名刺交換ツールを利用を推
奨します。
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≪搬入時及び搬出時≫ ≪会期中≫

①いかなる場合においても以下に該当される方の参加はご遠慮ください。

• 37.5度以上の発熱がある時

• 咳・咽頭痛・息苦しさ等の症状が認められる時

• 保健所等の健康観察下にある時

• ２週間以内に海外渡航歴がある時

※当該期間に帰国した方と接触した場合も含む

• その他、体調が優れない時

（味覚・嗅覚異常を感じる時や疲労倦怠感を強く感じる時などを含む）

②厚生労働省が推奨する新型コロナ接触確認アプリ(略称COCOA)、新型コロナワ
クチン接種証明書アプリへの登録にご協力ください。
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≪搬入時及び搬出時≫ 

①搬入出時のスタッフ人数の適正化

• 搬入出に携わった方の連絡先リストの作成をお願いいたします。

※搬入日に所定の記入フォーマットをお配りします。最終日に事務局スタッフが回
収に参りますので記入および保管をお願いします。

②マスク着用と頻繁な手洗い、手指消毒の徹底

③搬入出対応者の検温の協力

④什器、備品などへの清拭・消毒の徹底

• 搬入・搬出開始前、完了後に実施くださいますようお願いいたします。

⑤衛生用品の使用後における処分方法への注意

• マスク、フェイスシールド、手袋などの衛生用品にて、ウイルスが付着している
可能性があるものは、ビニール袋などに入れ、必ず密閉した上で破棄ください。
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≪会期中≫

①ブース常駐人数の適正化

• ブース常駐人数の制限はありません。但し、参加者同士がソーシャルディスタンス
（目安2m、最小1m）を保てる工夫をお願いします。

※但し、無人ブースは禁止とします。

②ブース対応者の検温の協力

③ブース内及び出展製品などの清拭・消毒の奨励

高頻度接触部位（出展製品、テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、
タブレット、タッチパネルなど）を毎日複数回の清拭。

• テーブル・椅子や製品などは商談毎に消毒ください。

• プレゼン時に使用するマイク等は常時消毒ください。

④来場者の接触に係る自社ガイドラインの作成

• 握手の禁止 ・スタッフ全員のマスク着用の徹底 ・消毒の徹底

• 商談や説明時なども含め大声での会話や呼び込みの禁止など
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⑤自社関連スタッフの名簿作成

• 日別での連絡先リストの作成をお願いします。

※搬入日に所定の記入フォーマットをお配りします。最終日に事務局スタッフが
回収に参りますので記入および保管をお願いします。

（東京ビッグサイト対応指針より抜粋）

• 参加者（出展者・来場者・施工会社等）の氏名、連絡先の把握

⑥マスク、フェイスシールド、手袋などの使用後の注意

• ウイルスが付着している可能性があるものは、ビニール袋などに入れ、必ず密閉
した上で破棄ください。

≪会期後≫

• ２週間以内に新型コロナウイルス感染が確認された場合の事務局へ報告。
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４．来場者へのお願い

≪来場前≫

①以下の症状がある場合、来場を控えていただきます。

・発熱がある時

・咳・咽頭痛・息苦しさ等の症状が認められる時

・保健所等の健康観察下にある時

・２週間以内に海外渡航歴がある時

※当該期間に帰国した方と接触した場合も含む

・その他、体調が優れない時

（味覚・嗅覚異常を感じる時や疲労倦怠感を強く感じる時などを含む）

②厚生労働省が推奨する新型コロナ接触確認アプリ(略称COCOA)、新型コロナワクチン

接種証明書アプリ登録にご協力ください。
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③混雑回避へのご協力

• 初日よりも２日目の方が来場者が多い傾向がございます。

• 開場直後は大変混雑いたしますので、できる限り避けてお越しください。
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≪来場当日≫

感染予防のために以下の協力をお願いします。

• マスクの常時着用

• 会場出入口や休憩スペースに設置のアルコール消毒液で手指消毒

• 会場入り口での検温の協力

• 登録所や会場内通路、セミナー会場でのソーシャルディスタンスの確保

• 大声での会話はお控えください。

• オンライン名刺交換ツール、二次元コード読み取りの利用

• 飲食はラウンジにて行っていただき、飲食時の会話はお控えください。商談中の飲
食もお控えください。

≪開催後≫

• ２週間以内に新型コロナウイルス感染が確認された場合の事務局への報告
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