新型コロナウイルス
感染症対策
ARABAKI ROCK FEST.22へご参加頂く皆様は、
ご来場前に
必ず以下の
「新型コロナウイルス感染症対策」
をご確認頂きますよう、
何卒よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症対策の及び会場内での注意事項を
遵守出来ない方は、
入場をお断り、
または退場頂く場合がございます。
その場合のチケットの払い戻しは一切いたしませんので、予めご了承
くださいますようお願い致します。
なお、以下の注意事項は2022年3月28日時点の政府・宮城県・
一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)のガイドライン
及び、
「イベントの開催制限等について」
に基づいた内容となります。
今後、制限変更に伴って注意事項を改定する可能性がございます。

7 つの対策
お客様・出演者・スタッフへの
不織布マスク着用を義務化致します。

来場されるお客様へは、
抗原検査の実施を推奨致します。
医療承認を得ている抗原検査キットのご案内
https://economic-sustainability.jp/news.php?id=41--

会場内は
ソーシャルディスタンス確保のため
一方通行

会場内ではキャッシュレス決済を
推奨いたします

飲食時はテント・シート等の
ご自身で確保したスペースにて
黙食をお願い致します。

三密回避(密集・密閉・密接)サポート係が
感染予防対策をサポートいたします。

クリーンスタッフが場内を
消毒しながら巡回いたします。

必ず守っていただきたいこと
全エリア屋 外での 開 催となります
会場はみちのく公園北地区 エコキャンプみちのくで、飲
食エリアも含め、全エリアが屋外となります。

人と人との 十 分な間隔が確 保できる
広大な会場です
会場には3つの広大なステージがあり、人と人との
十分な間隔を確保してのライブ鑑賞が可能です。

会場内ではキャッシュレス決 済
飲 食 物およびグッズ 購 入 時は、キャッシュレス決 済を
推奨いたします。尚、
コインシャワーは、現金のみ対応と
なりますので、予めご了承ください。
また、場内には電子マネーのチャージ機能がございません。
会 場 周 辺のコンビニ等は混 雑が 予 想されますので、
事前にチャージをお済ませ下さい。

ポストペイ型
プリペイド型・デビット型もご利用いただけます

プリペイド型

※PiTaPaは除く

クレジットカード

飲食時における衛 生 面 の 徹 底
飲食物ご購入時には、備え付けの消毒液で手指消毒
をお願いいたします。また、前の人との間隔を1m空けて
列にお並びください。飲食が可能なのは、
ご自身で確保
したテント・シートエリアのみとなります。尚、向かい合って
の飲食はご遠慮下さい。また、飲食中の会話はお控え
いただき、会 話の際は不 織 布マスクの着 用をお願い
いたします。
※ご飲食時の着席イメージ
（向かい合っての着席は禁止いたします）

人と人との十分な間隔の確保
入退場時や会場内において、参加者同士の密集を避け、
人と人との十分な間隔の確保をお願いいたします。

会場内での
常時不織布マスク着用・咳エチケット
会場内では飲食時を除き、常時不織布マスクの着用を
お願いいたします。

大声での発声や会話の禁止
飛沫感染防止のため、
ライブ中の歓声等を含めて、会場
内外における大声での発声や会話は禁止いたします。

入場時の検温の実施
37.5 ℃

入場時に検温を実施いたします。下記に該当される方は
ご入場いただけませんので、予めご了承ください。再入場
の際も検温をしていただきます。

● ご自宅や入場時の検温時に発熱
（37.5℃以上）
が確認された方
● 新型コロナウイルス陽性判定を受けている方、現在医師に自宅待機指示を受けている方
● のどの痛み、頭痛、関節痛、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、味覚障害等の症状をお持ちの方
● 過去2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方
● 過去2週間以内に同居のご家族や身近な知人に感染が疑われる方がいらっしゃる方
● 過去2週間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、
ならびに該当国の在住者との濃厚接触がある方

こまめな手洗い・手指消毒
入場時には、会場入口の消毒液を必ずご利用ください。
会場内の各所にも消毒液を設置いたしますので、
こまめ
に手洗いや手指消毒を行ってください。

参加者同士のハイタッチ等の
接触行為の禁止
感染防止のため、参加者同士のハイタッチ等の接触
行為は禁止いたします。

会場でのグッズ販売について
公演当日はグッズの販売を行います。オフィシャルグッズ
は事後の通信販売もご利用いただき会場の混雑緩和
にご協力ください。販 売 所では、整 列 時 、前の人との
間隔は1m空けて列にお並び下さい。検温・手指消毒・
不織布マスク着用の確認を行わせて頂きます。感染の
防止としてスタッフが不織布マスク・フェイスシールド・
ビニール手袋を着用し、感染予防に努めます。お支払い
方法は、
キャッシュレス決済を推奨いたします。

シャトルバスのご利用について
仙台駅発着シャトルバスは予約制となります。乗車前の
整列時、前の人との間隔は1m空けて列にお並び下さい。
乗 車 時 には 、検 温・手 指 消 毒・不 織 布 マスク着 用
の 確認を行わせて頂きます。車内では、飲食や大声で
の会話は控えて頂くようお願い申し上げます。
▶

※仙台駅シャトルバスのご購入はこちら

https://l-tike.com/order/?gLcode=23002

キャンプサイトご利用時の感染対策
ご飲食時の感染予防対策のため、
ご自身・ご同行者以外
のテント内での飲 食はお控え下さい。ご飲 食の際は、
ご自分のテント・シートスペースをご利用下さいますよう
お願い申し上げます。飲食物／カトラリー類のシェアは
ご遠慮下さい。

感染症対策のための個人情報の提供
チケットをご購 入いただいたすべての方に、同 行 者も
含めて個人情報（氏名・住所・電話番号）
を提供してい
ただきます。
フェスティバル参加後に、新型コロナウイルス
の感染が認められるなどの事態が判明した場合、
チケット
ご購入時にご提供いただいた個人情報を保健所など
の公的機関へ提供させていただく場合がございます。

チケットの転売・譲渡の禁止
¥

チケットの転売は、感染症対策における個人情報取得
の観点から、
個人間の譲渡に関しましても禁止いたします。
必ずご来場者ご本人様のお名前でお申し込みをお願い
いたします。本 人 確 認を行う場 合もございますので、
予めご了承ください。

ライブ鑑賞時に
守っていただきたいこと
ステージエリア内での
人と人との十分な間隔の確保
人と人との十分な間隔の確保をお願いいたします。
また、
ステージ前方では、
立ち位置指定の目印を付けております。
目印に従い、人と人との十分な間隔を確保するようお願い
いたします。尚、
場内には三密(密集・密閉・密接)チェック係
がおります。係員が危険と見なした場合は、お声がけを
させて頂く、
または、
ライブエリアへの入場を規制させて
いただく場合がございます。

入場規制・規制退場の実施
人と人との十分な間隔を確保するために、入場規制や、
ステージ間移動時や会場外での密集を避けるために
規制退場を行う場合がございます。

ライブ演出の制限
コールアンドレスポンスや人との密接、接触につながる
演出については制限いたします。

ステージエリア内（立ち位置指定エリア）への
飲食物の持ち込み禁止
新型コロナウイルス感染症対策のため、会場内で飲食
が可能なのはご自身が確保したテント・シートスペースの
みとなります。
それ以外の場所での食事は禁止となります。
ステージエリア内 ( 立ち位 置 指 定エリア )に食 べ 物を
持ち込むことはできません。

ご理解・ご協力
いただきたいこと
フェスティバル参加前後の
大人数での会話・飲食等の自粛
感染症対策の観点から、会場外でも密集を避け、
フェス
ティバル参加前後の大人数での会話、飲食等を避けて
いただくようお願いいたします。また、公共交通機関や
近隣の店舗などでも、大声での会話はお控えください。

レジャーシートのご使用について
レジャーシートを使用される際は、隣のお客様と1m程度の
ソーシャルディスタンスを確保ください。
またスペースには
限りがございますので、
レジャーシートのご利用人数に
対して不必要に大きなシートのご利用はお控えください。

COCOA

新型コロナウイルス接触確認アプリ
「COCOA」インストール
必ず新型コロナウイルス接触確認アプリ
「 COCOA 」
の事前のインストールをお願いいたします。

ご入場の流れ

1

検温
37.5 ℃

37.5℃以上の場合は、
ご入場頂けません。
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チケット確認

2

※本人確認を行う場合がございます。その
際は、身分証の提示をお願い致します。
※先行販売、一般発売でチケットを購入し、
リストバンドが事前に配送されているお客様
は、入場前にお客様ご自身でリストバンド
の着用をお願いいたします。
※アルコールの摂取は体温上昇の可能性が
ございます。飲酒による体温上昇(37.5度
以上)の場合も入場をお断りさせていただく
可能性がございますので、
予めご了承ください。

リストバンド交換

3

※スタッフとの接触を避けるため、
リストバンド
はお客様ご自身で装着下さい。

手指消毒

4

会場入口の消毒液で必ず手指消毒を
行ってください。

スタッフ・出演アーティストの
感染症対策について
● すべてのスタッフや関係者へ、検温・健康状態のチェックを実施いたします。
● 発熱等の体調不良が確認された場合、該当者は業務に就きません。
● 飛沫感染の防止として、
マスクを着用して業務を行います。
● こまめな手洗い、手指消毒を行います。
● 出演関係者につきましても検温・健康状態のチェックを実施いたします。
● スタッフ・関係者専用エリアにおいても、人と人との十分な間隔の確保と
定期的な換気を徹底いたします。飲食時等も会場内のオペレーションと同様、
衛生管理や感染症対策を徹底いたします。
● その他、体調不良者が出た場合、
ただちに保健所など保健行政機関や
近隣医療機関と連携し、アーティストとスタッフの健康と安全を確保する策を
速やかに講じます。

