感染症対策について
2022年11月20日
（日）
開催
「スーパーガタケット」
につきまして、感染症予防の対策を実施し開催します。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

感染症対策の実施
■会場内の収容人数コントロール
■クラスター対策のための入場者の連絡先登録

サークル参加について
■「サークル入場券」
での入場者全員の連絡先登録が必要となります。
入場券裏面へ「氏名」
「電話番号」の記入を必ずお願いします。

■間隔を空けた列形成

※スムーズな入場のため、来場前の記入にご協力下さい。

■入場時の検温

※記入いただいた情報は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

■物理的距離を確保した館内レイアウト

対策の為に収集し、感染者発生の際、政府機関、
自治体等から要請が

■混雑整理スタッフの増員巡回

あった場合に提供します。感染者発生が確認されない場合は3週間

■換気のためのシャッター開放
■手指消毒用のスプレーの設置
■会場内手洗い所にペーパータオル設置

程度で破棄します。
■スペース内の入場人数制限を行います。スペース内への入場可能
人数は椅子の数と同数です。

■スタッフの当日検温・マスクの着用実施
■以下の方の入場はお断りします。
●

悪寒や発熱・咳などの風邪症状がある方

●

感染症陽性者とその濃厚接触者

●

海外から帰国後2週間を経過していない方

●

検温結果が37.5度以上の方

感染症対策のご協力をお願いします
■
「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」
のインストールを
お願いします。

一般参加について
■連絡先登録とスムーズな入場のため、
「一般入場券
（カタログ代）
」
の
事前販売を行います。詳細はガタケットwebサイトにて告知します。

コスプレについて
■更衣室内の収容人数コントロールのため、サークル・一般参加共に
コスプレ更衣室利用の
「事前登録」
を行います。
（詳細裏面）
■事前登録締切後、コスプレ参加枠に余裕があった場合、当日受付

■悪寒や発熱・咳などの風邪症状があるなど体調がすぐれないと
思われる場合は、無理はせず参加を自粛して下さい。また、60歳

を行う可能性があります（参加料金は事前登録と異なります）。
詳細は後日webサイトなどで告知します。

以上の方、基礎疾患をお持ちの方、感染リスクの高い同居者が
いる方、妊娠をされている方など感染時のリスクに応じて参加の

その他

自粛をご検討下さい。
■会場入場時に非接触体温計にて検温を行います。
■
「マスク」
の着用にご協力をお願いします。マスク着用にご協力いた
だけない場合、入場をお断りする可能性があります。
■会場内各所
（入場口・トイレ等）
に消毒液の設置を行います。こまめな
「手洗い」
「消毒」
等の衛生管理を強くお願いします。
■会場内では
「密」
になる状況を避けて下さい。
■咳エチケットにご協力をお願いします。
■お帰りの際も感染予防に十分配慮し、すみやかにご帰宅下さい。

食事について
■感染症対策の一環により、決められた場所以外での食事はでき
ません。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしく
お願いします。
■食事は専用の場所にて会話を控えめに、短時間にて行って頂く
ようご協力をお願いします。
食事可能場所／ホール内食事専用スペース
■サークル参加者は自サークルスペース内での水分補給と、飴等を
ほおばる程度の間食は可能です。

■待機列ではスタッフの指示に従い間隔を空けて並んで下さい。
■入場の際、スタッフが会場内の状況を見ながら間隔を空けて誘導
します。
■スペース前に購入列がある場合も、間隔を空けて並んで下さい。
■発熱者や感染が疑われる症状の方がいた場合、会場内の救護室を
利用できません。会場ガイドラインに準拠し、野外など換気の良い
場所で健康状態を確認し、必要に応じて専用室で対応します。

イベントに関する最新情報はガタケットwebサイト・
ツイッターにてご確認下さい。

【webサイト】
【ツイッタ ー 】

https://gataket.com
https://twitter.com/gataket

問い合わせ先

ガタケット事務局

info@gataket.com
TEL 025 - 228 - 8718（12〜20時）
mail

今後も関係各所とガイドラインを共有の上、変更などがあった場合ガタケット

webサイト・ツイッター等でお知らせします。本イベントは、
政府によるイベント

開催の条件や会場・展示会開催ガイドラインに基づき、対策を講じたうえで

開催します。参加者の皆さんのご理解と感染リスクを最小限に抑える取り

組みへのご協力を何卒お願い申し上げます。

コスプレ事前登録・カメラ登録《サークル参加者》
コスプレ事前登録について
更衣室内の収容人数コントロールのため、サークル・一般参加
共にコスプレ更衣室利用の「事前登録」
を行います。

■事前登録締切後、コスプレ参加枠に余裕があった場合、当日受付

を行う可能性があります（参加料金は事前登録と異なります）。
詳細は後日webサイトなどで告知します。

カメラ登録について

《１》事前登録について

①更衣室利用登録として、PassMarketにて更衣室利用チケットを
販売します。販売期間内にチケットの購入をお願いします
（販売数

上限あり、先着順）。更衣室利用をされる方、一人一枚の購入を

お願いします。一度に複数枚の購入はできません。

②チケット購入時に発行された
「チケット情報」
画面を、イベント当日
「コスプレ受付」
にて提示をお願いします。詳細は下記「《3》イベ
ント当日の受付について」
をご確認下さい。

【販売案内webページ】

ガタケットwebサイト・Twitterよりご確認下さい。

【販売期間】

スマートフォン・携帯電話以外でのコスプレ撮影には
「カメラ登録
(有料)」
が必要です。※コスプレ更衣室利用者のカメラ登録は不要です。

◆登録について

イベント当日、会場にて登録受付を行います。
（現金）
カメラ登録当日[サークル参加者]：300円

◆イベント当日の受付方法

①サークル入場口より入場後、本部受付横の
「カメラ登録受付」
にて
受付を行います。※会場案内図参照

2022年10月28日㈮20：00〜11月19日㈯18：00

②
「カメラ登録受付」
にて、
「リストバンド」
を提示の上、登録料をお支払

コスプレ更衣室利用
（サークル参加）
：300円

③「コスプレ登録シール」をお渡ししますので、外部より視認確認

【販売価格】

※手荷物預り所利用料
（1個口）
込

《２》更衣室について

い下さい。

可能な身体・手荷物などに貼付して下さい。
「コスプレの手引き」
を

お渡ししますので、注意事項などの確認をお願いします。

【女子更衣室】

会場案内図

時間により受付場所・更衣室が変更となりますのでご注意下さい。
※状況により、更衣室入室をお待ちいただく場合があります。

《9：00〜11：00（利用は11：25まで）》

●コスプレ受付場所／2F臨時女子更衣室前

※変更となる場合があります。
イベント当日の案内、
またはスタッフの指示をご確認下さい。
手荷物預り所
出口

●更衣室／2F臨時女子更衣室[2F大・中会議室]

非常口

※一方通行

●コスプレ受付場所／本部受付横

●更衣室／1F女子更衣室[1Fホール内]

※午前中の1F女子更衣室は混雑する可能性があります。

11：00までに2F臨時女子更衣室での着替えをおすすめします。

女子更衣室

《11：00〜15：30（利用は15：55頃まで）》

ゲート3

●更衣室／男子更衣室[1F小会議室1・2]
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⑤貴重品、壊れやすいもの、その他スタッフが不適当と判断したものは
お預りできません。

女 子
トイレ

【サークル参加者】
コスプレ受付
カメラ登録受付

多目的スペース

休憩スペース※食事不可

2階

中会議室

ELV

②コスプレ更衣室利用者のみ手荷物預り所の利用が可能です。

④一度荷物を預けたら何度でも出し入れ自由です。

入場口
出入口

1階

（15：45〜）

①手荷物預り所は1Fホール内ゲート1付近となります。

ことをお勧めします。

自販機コーナー

ベビー
ルーム

エントランスホー ル

授乳室

男子更衣室

コインロッカー

第2小会議室

確認後、
リストバンドにシールを貼付します。
「コスプレの手引き」
を

③小さな荷物等は、あらかじめ大きなバッグ等にまとめて収納する

非常口
男 子
トイレ

ちらし置場

みんなの
障がい者
専用トイレ
トイレ

フォン画面）」
と
「リストバンド」
をご提示下さい。チケット情報画面

《４》手荷物預り所について

男 子
トイレ

第1小会議室

②「コスプレ受付」
にて、登録時に発行された
「チケット情報
（スマート

ご提示下さい。

フリー
スペース

本部受付
女 子
トイレ

①サークル入場口より入場後、
「コスプレ受付」
にて受付を行います。

③更衣室入室・手荷物預り所利用の際は、スタッフへリストバンドを

食事可能
スペース

トークショー
エリア

非常口

《３》イベント当日の受付方法

お渡ししますので、注意事項などの確認をお願いします。

手荷物預り所

入口

●コスプレ受付場所／本部受付横

※スタッフ確認前の
「チケット情報画面」
操作はご遠慮下さい。

ゲート1

ガ タ ケット 1 7 2
新潟コミティア55
開 催 会 場

【男子更衣室】

《9：00〜15：30（利用は15：55頃まで）》

ゲート2

臨時女子
更衣室

（9:00〜11:25／
14:30〜）

撮影場所

（11:30〜14:20）

非常口

大会議室

コスプレ受付

（9：00〜11：00）
※サークル参加女子コスプレイヤーのみ

【予定】
■サークル入場開始 9:00〜
■開場時間 10:30〜15:30
の部分は入れません。

