コンテンツ一覧
№

01.

02.

03.

04.

05.

06.

08.

09.

ファイル名

01.感染症予防のお
願い③

02.感染症予防のお
願い③-1

03.感染症予防のお
願い③-2

04.感染症予防のお
願い③-3

05.感染症予防のお
願い③-4

06.感染症予防のお
願い③-6

08.感染症予防のお
願い①

09.分散退場

映像コンテンツ（イメージ）

日本語

アナウンス内容

英語

みなさまにお知らせします。感染拡大防止に、ご

Attention, please. We ask for your cooperation to

協力をお願いします。

prevent the spread of infection.

マスクの着用、こまめな手洗い、手や指の消毒を

Please wear a mask, wash your hands frequently,

お願いします。

and disinfect your hands.

大きな声での会話や応援等は控えてください。

Please refrain from talking or cheering loudly.

ハイタッチや握手等は控えてください。

Please refrain from high-fiving or shaking hands.

周りの人たち、スタッフ等との距離をとってご利

Please keep a safe distance from people around

用ください。

you, staff, etc.

具合が悪いときは、無理せずお近くのスタッフに

If you feel unwell, please do not overdo it and

お知らせください。

inform the nearest staff member.

せきやくしゃみが出るときは、マスクやティッ

Please try to always cover your mouth and nose

シュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻を押さえる

using a mask, tissue, or handkerchief when you

咳エチケットへのご協力をお願いします。

cough or sneeze.

混雑を避けるため、お帰りの際は分散退場をお願

In order to prevent crowds, please leave the

いしております。ご協力をよろしくお願い致しま

venue in a safe and orderly manner. Thank you

す。

for your understanding.

№

ファイル名

映像コンテンツ（イメージ）

日本語

アナウンス内容

熱中症を防ぐために、適度に水分を摂取したり、
涼しい場所へ移動したりするなどの対策をお取り
10.

10.暑さ対策①

くださるようお願いします。気分がすぐれない場
合は、すぐにお近くのスタッフにお知らせくださ
い。

11.

12.

13.

11.暑さ対策⑥-1

12.暑さ対策⑥-2

13.フラッシュ・ラ
イト禁止

14.

14.禁煙

15.

15.携帯電話

熱中症を防ぐために、屋外で人と２ｍ以上離れて
いる時は、マスクを外しましょう。

熱中症を防ぐために、マスク着用時はのどが渇い
ていなくても、こまめに水分補給をしましょう。

競技中のカメラ、スマートフォン、携帯電話にお
けるフラッシュやライトを使った撮影は、競技の
妨げになりますのでご遠慮ください。

英語

In order to prevent heat strokes, please try to
keep hydrated and avoid staying in hot areas as
much as possible. If you are not feeling well,
please notify a nearby staff member.

In order to prevent heat strokes: Remove your
mask when you are outdoors and more than 2
meters away from other people.

In order to prevent heat strokes: When wearing a
mask, you may not notice that you become
thirsty. Be sure to rehydrate frequently.

Please refrain from taking pictures with flashes
or lights on your camera, smartphone, or cell
phone during the competition, as it may interfere
with the competition.

場内は全面禁煙となっております。

Smoking is not allowed inside the venue.

携帯電話は、音の出ないマナーモードに切り替え

Please be sure your cellphones are set to silent

てご使用ください。

mode.

※実際の映像コンテンツには左下のおもてなしガイドマークはついていません

