
イベント名

開催案内ＵＲＬ

（ある場合のみ）

 令和 5 年 3 月
28

29
日 10 時 0 分 ～

17

16
時 0 分

開催会場

会場所在地

主催者

主催者　所在地

参加人数

大声なしと判断した

理由や具体的な対策

※３

（大声なしの場合のみ記載）

（メールアドレス） info@uccfoods.co.jp

来場者様全体へのご案内等は、館内アナウンスを用いて行います。

（大声あり※２）

収容定員の50%以内
－

約2,000 人（※１）

1,200 人（※１）

－
収容定員

（いずれか選択）

－

－

〒143-0006 東京都大田区平和島６丁目１−１

収容率（上限）

（いずれか１つ選択）

収容定員あり

（大声なし※２※３）

収容定員の100%以内

（「大声あり」、「大声なし」のエリアを

明確に区分して開催※２※３）

大声なしのエリア：100％以内

大声ありのエリア：50％以内

UCCコーヒープロフェッショナル（株）

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26　住友不動産青山ビル西館

主催者　連絡先

※１　収容定員ありイベントで「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合、

　　　それぞれのエリア区分ごとの収容定員・参加人数を記載してください。

　　　（記載例：「大声ありエリア：○○人、大声なしエリア：○○人」）

※２　大声の定義:「観客等が、通常よりも大きな音量で、反復・継続的に声を発すること」とし、

　　　これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当とすることと

　　　整理します。

※３　大声なしの場合は、大声なしと判断した理由や、大声を伴わないことを担保する具体的な対策を

　　　「大声なしと判断した理由や具体的な対策」欄に記載してください。

（電　話　番　号） ０３－５４００－５６７８

イベント開催時のチェックリスト（1/4）

https://cafe-owners.jp/event/2023/

別途一覧

　複数回開催の場合　→　別途、開催する日時の一覧を公表してください。

東京流通センター　第一展示場A～D

【東京都様式 令和4年9月13日更新】

5,000人超かつ収容率50%超（緊急事態措置期間・まん延防止等重点措置期間は5,000人超）の

イベント開催時には、「感染防止安全計画」の提出が必要です。

開 催 概 要

UCC Smile Festa 2023

開催日時

出演者・

チーム等
　多数のため収まらない場合　→　 別途、一覧を公表してください。



基本的な

感染防止

項目 チェック

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

イベント開催時のチェックリスト (2/4)

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染防止策）を満たすことが

必要です。プルダウンですべての項目（黄色セル部分は該当する場合のみ）にチェックを

付けてください。

※イベントの性質上、やむを得ずチェックを付けられない項目がある場合は、

　P.4の「特記事項」欄にその理由を記入してください。

【東京都様式 令和4年9月13日更新】

１．イベント参加者の感染対策　（１）感染経路に応じた感染対策

イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者

間の適切な距離の確保

以下黄色のセルは、「大声あり」、「大声なし」のエリアを区分して開催する場合のみ

チェックしてください。

大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区分があり、それぞれにおける、イ

ベント参加者間の適切な距離の確保

①飛沫感染対策

大声なしエリアにおける、大声を防止するための対策の実施

適切なマスク（不織布マスクを推奨｡以下同じ｡）の正しい着用の周知・徹底

③接触感染対策

必要な対策内容

機械換気による常時換気又は窓開け換気

②エアロゾル

感染対策

イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間

の適切な距離の確保【①と同様】

適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と同様】

イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベ

ント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施

イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者

間の適切な距離の確保【①と同様】



基本的な

感染防止

項目 チェック

④飲食時の

感染対策
✔

⑤イベント前の

感染対策
✔

⑥感染拡大対策 ✔

✔

✔

⑦出演者や

スタッフの

感染対策

出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前項（１）感染経路に応じ

た感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施

舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染さ

せないための対策の実施

必要な対策内容

前項（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策（食事中以

外のマスク着用、飲食に伴いマスクを外す際の会話自粛等）の徹底の周知

発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ

イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵

守すること。

１．イベント参加者の感染対策　（２）その他の感染対策

２．出演者やスタッフの感染対策

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染防止策）を満たすことが

必要です。プルダウンですべての項目にチェックを付けてください。

※イベントの性質上、やむを得ずチェックを付けられない項目がある場合は、

　P.4の「特記事項」欄にその理由を記入してください。

イベント開催時のチェックリスト (3/4)

【東京都様式 令和4年9月13日更新】



特記事項

【記入欄】

・イベントの性質上、やむを得ずチェックを付けられない項目がある場合（※）は、

　その理由を記入してください。

・その他、特記事項があれば記入してください。

※例１：屋外で開催するイベントのため、「③換気の徹底」は未チェック。

　例２：イベント中の飲食を禁止しているため、「⑤飲食の制限」は未チェック。

イベント開催時のチェックリスト (4/4)

【東京都様式 令和4年9月13日更新】



▼出展者一覧
出　　展　　社　　　名 電話番号 出　　展　　社　　　名 電話番号

株式会社ロッテ 03-5388-5677 日仏貿易株式会社　　　　　　　 03-5510-2662

森永乳業株式会社 03-5479-4631 三井農林株式会社 03-3500-0611

株式会社　ニチレイフーズ 03-3524-1275 東洋ベバレッジ株式会社　　　　　　　　　 072-957-1500

日清オイリオグループ株式会社 03-5542-7873 スミダ飲料株式会社　　　　　　　　　　　　　　 03-3624-1741

ケンコーマヨネーズ株式会社 03-5962-7800 日本緑茶センター株式会社　　　　　　　　 03-5728-6801

キユーピー株式会社 03-3486-3072 アサヒ飲料株式会社 0570-513258

テーブルマーク株式会社 03-3546-1762 ＣＪ　ＦＯＯＤＳＪＡＰＡＮ株式会社 03-6273-3729

セキシステムサプライ株式会社 045-9005-1011 株式会社　アスク 03-5244-4664

味の素冷凍食品株式会社 03-5798-8653 伊藤ハム販売株式会社 03-3898-6951

キッコーマン食品株式会社 03-5521-5251 ホクレン農業協同組合連合会　　　　　　　 03-5821-3006

株式会社ニッスイ 03-6206-7485 株式会社　ショクリュー 03-5560-1682

エスビー食品株式会社 03-3558-9028 マルトモ株式会社 048-615-2680

昭和産業株式会社 03-3257-2130 甘利香辛食品株式会社 075-621-2447

株式会社日清製粉ウェルナ 03-5641-8115 株式会社 ノースイ　　　　　　　　　　　　　 03-5476-0916

カゴメ株式会社 03-6667-1771 クラレイ株式会社　　　　　　　　　　　　　 093-475-1121

株式会社　デルソーレ 042-370-7795 富士食品工業株式会社 045-545-2584

株式会社　ニップン 03-3350-2437 株式会社　創味食品 06-6944-0026

ハインツ日本株式会社 03-5687-7530 ケーオー産業株式会社 03-5418-4721

日東ベスト株式会社 047-477-0161 丸善食品工業株式会社　　　　　　　　　　 03-5998-0212

ヴェスティー・フーズ・ジャパン株式会社 045-339-6552 エム・シーシー食品株式会社 03-5783-0960

四国日清食品株式会社 03-5823-1688 エバラ食品工業株式会社 080-5400-6801

株式会社　ヤヨイサンフーズ 03-5400-1516 ユウキ食品株式会社 042-442-0961

日本ミート販売株式会社 03-5405-7121  モンテ物産株式会社 03-5466-4510

マルハニチロ株式会社 03-6833-0165 三島食品株式会社　　　　　　　　　　　　　 03-3317-1212

株式会社　大冷 050-3540-7287 リードオフジャパン㈱ 03-5464-8177

株式会社　Mizkan 03-3555-3570 マルコーフーズ㈱ 03-6806-0385

ハウス食品株式会社 03-5211-0146 株式会社　太堀 045-531-6981

シマダヤ株式会社 03-5489-5522 マリンフード株式会社 03-3453-1023

スカーフード工業株式会社 048-421-8888 日清商事 03-6222-3023

株式会社　バスコフーズ 053-453-6211 江崎グリコ株式会社（乳製品） 047-495-9311

片岡物産（株） 03-5405-7014 株式会社　ホクビー　　　　　 0133-73-8401

堂本食品株式会社 03-5472-4880 株式会社アイ・ジー・エム　　　　　　　　　　　 03-6385-9000

日本アクセス株式会社 03-5435-5915 讃陽食品工業（株）　　　　　　　　　　　 03-3288-1181

株式会社　アイスライン 03-5577-6950 三菱食品株式会社 080-5979-6762

株式会社　タヌマ 045-548-3113 東洋水産（株）　　　　　　　　　　　　　 03-3458-5397

株式会社　明治 03-5677-6037 株式会社　コダマ 03-5755-2311

マルコメ株式会社 03-5285-3208 株式会社　ニューオークボ 04-7192-5200

三ツ星貿易株式会社 078-794-6763 オタフクソース㈱ 03-5245-3711

理研ビタミン株式会社 03-5362-1331 清水食品株式会社 03-3457-1301

アリスタフードソリューションズジャパン株式会社 03-5308-6873 株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 077-514-1102

株式会社　サンフレッセ 048-729-1133 フードインパクト　株式会社　　　　　　　 03-5282-2156

キスコフ―ズ株式会社 03-3981-5005 株式会社トライ・インターナショナル 03-5524-2888

株式会社　ニイタカ 03-5617-3270 株式会社フォレストパックス 06-6748-6630

丸源飲料工業株式会社 03-3617-0121 株式会社　山福　　　　　　　　　　　　　 06-6867-2323


