
来場者の皆様へ

ONE PARK FESTIVAL2021 の新型コロナ感染症対策について

ONE PARK FESITVALは、政府また一般社団法人コンサートプロモーターズ協会 (ACPC)の新型コロナウイルス

感染症拡大予防ガイドライン等に準拠し、加えて福井県、福井市との協議の上、新たな独自対策モデルをとらせてい

ただくことにいたしました。

様々な対策にてご負担をおかけいたしますが、参加者及びアーティスト・スタッフ、その他多くの方々も安全で楽し

い時間を共有できるイベントとしたいと考えております。ご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。

当イベントの安全な開催・成功にはお客様のご理解とご協力が必要です。感染予防対策をしっかりと行っていただ

き、安心安全な運営にご協力をお願いいたします。 

こちらの内容をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でチケットのご購入をお願い致します。

※ご協力いただけない場合ご入場をお断りする、または退場していただく場合もございます。その場合、 チケット代金等の払戻は致しません。 
※本ガイドラインは、主催者の円滑な運営を目的とする場合や、感染状況・政府の方針等を踏まえ随時更新致します。

2021年11月2日

10/22に発表されました政府の「ワクチン・検査パッケージ」に関する技術実証に選定された件

を踏まえ、当日抗原検査の無料化など、ご入場についてのルールを一部変更いたします。



証明が不可能なため入場ができない方は、払い戻しの対象となります。

＜ご入場について＞

ワクチン2回接種の証明
ワクチン接種完了（2回接種）から
2週間が経過したもの写し

A
PCR検査陰性の証明

48時間以内に行った
PCR検査の陰性証明

B
抗原検査で検査結果が陰性
当日、会場前に設置した抗原検査ブース
での検査結果が陰性 2000円→　　

C
OR OR

いずれかのご提示で入場いただけます。

●ワクチン2回接種の証明は写し・写真でも可能です（身分証と照合いたします）
●各種事前証明につきまして、ご不安な方は当日の抗原検査をご利用ください
●お子様の検査について

3歳以下のお子様につきましては検査不要でご入場いただけますが、検温・消毒の

ご協力をお願いいたします。また、キッズエリアの遊具など一部ご利用を制限させ

ていただく場合がございます。

お子様への抗原検査につきましてご不安な方へは、状況に応じて医療スタッフによ

るフォローを行わせていただきます。

無料
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主な基本対策

■入場の際や会場内のアリーナへ入る前に必ず検温・アルコール消毒を実施

■事前の個人情報の取得と「新型コロナウイルス接触確認アプリ」(通称  COCOA )の登録

■アリーナ（メイン・サブ）や混雑が予想されるエリアのソーシャルディスタンスの確保

■場内放送やスタッフによるプラカードを使用した注意喚起（ディスタンス確保、マスク着用等）

■フードコートの廃止、飲料についてはアルコールは提供せず、水分補給用のソフトドリンク
　および、糖分補給用の既製品のお菓子のみ販売

■飲食可能エリア以外での飲食を禁止、会場外の飲食持ち込みを禁止

■場内スタッフによる場内施設のアルコール消毒

■場内各所にアルコール消毒場・手洗い場を設置

3 7 . 5℃以上は入場できません
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各種証明の確認

初回入場プロセス

発熱症状者（37.5℃以上）待機テント

検温&消毒

エントランス

熱が下がらない場合

確認できた方

P.03

ワクチン2回接種証明

抗原検査ブース（無料）での検査結果が陰性 のいずれかの提示をできる方

のいずれかの提示を確認します。

初回入場の方は全員
会場前の「証明確認ブース」へ

48時間以内のPCR検査陰性証明

証明確認ブース

待機列が長蛇になった場合は
こちらの歩道を待機場所とし
てお並びいただきます。

誘導スタッフ

誘導スタッフ

37.5℃以上の方

抗原検査で陽性

エントランスへ

待機テントへ

確認ができた方は、専用リストバンドを装着

P . 0 5

払い戻し対応
（未入場の場合のみ）

※ワクチン接種完了（2回接種）から2週間が経過したもの



各種確認がお済みの方

事前の登録がスムーズです。
ご協力をお願いいたします。
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❶来場者登録所

❷もぎり

❶当日券を購入する方は、チケットセンターへ

❸持ち物チェック

プレス・受付
チケットセンター

インフォメーション

❶
❷

❸

専用リストバンド装着

会場へ

チケット確認をさせていただきます

飲食物は会場に持込めません

持ち物チェック

入場用
証明済用

リストバンド着用イメージ
（カラーリングなど変更の場合がございます）

来場者情報登録所 & もぎり

混雑時の
ルート

発熱症状者（37.5℃以上）待機テント
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抗原検査にて「陽性」結果の方・発熱症状の方の対応

福井県の推奨する新型コロナウイルス「相談・受診の流れ」を基に対応

かかりつけ医・最寄りの医療機関に電話相談
※かかりつけ医を持たない方や県外の方は、「受診・相談センター」に相談

相談先の案内に従い、医療機関を受診

「受診・相談センター」
０７７６－２０－０７９５
７時～17時１５分（土日・祝日を含む）

福井県HPより



対面式の受付について

対面通行について

受付など対面にて接客対応する場合には

飛沫防止用の透明シートを設置。

狭い通路にて入場者と退場者がすれ違う様なエリアには、カラーコーンやポールを設置。
足元に気をつけてお進みください。
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会　

場



再入場について

再入場のみ

初回入場や再入場に伴う混雑を回避するため、再入場ができるゲートを会場内に設置。

初回・再入場
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会 場



飲食物などの持ち込みがないかをチェックします

会場へ

再入場プロセス（県庁側）

❶検温・消毒

❷退場者導線の確保（混雑時）

❸リストバンドチェック

検温+アルコール消毒

❹持ち物チェック

リストバンドチェックのうえ
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医療スタッフによる再検温

発熱症状者待機テントへ

熱が下がらない
場合 P . 05

37.5℃以上の方

検温&消毒

JA駐車場内
発熱症状者（37.5℃以上）待機テント

❷

❶

❸

❹
持ち物チェック

リストバンドチェック

もぎり待ち最後尾

医療テント



・飲食物などの持ち込みがないかをチェックします

会場へ

再入場プロセス（会場側）

❶検温・消毒

❷持ち物チェック

検温+アルコール消毒
リストバンドチェックのうえ
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医療スタッフによる再検温

発熱症状者待機テントへ

熱が下がらない
場合 P . 05

37.5℃以上の方

JA駐車場内
発熱症状者（37.5℃以上）待機テント

検温&消毒

❷

❶

持ち物チェック

退場者導線

約32人待機可能

中央公園



プラフェンス

プラフェンス

ゲート：出入口用

ゲート：出口用

2.
7m

26
m

ステージ側

ステージ前について

メインステージ・サブステージともにフェンスでエリアを設定し、人数制限とソーシャルディスタンスによる

感染対策をいたします。エリアに入る前にゲートにて検温とアルコール消毒を実施いたします。

ゲートでの検温にて37 . 5℃以上の方がいらっしゃる場合には、エリアへの侵入をお断りし、発熱症状者待機

テントに移動いただきます。
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医療スタッフによる再検温

発熱症状者待機テントへ

熱が下がらない
場合 P . 05

37.5℃以上の方

検温&消毒



腰（地面より90cm）の高さで、前後1m間隔にロープを張り、横1m間隔の目印を付けてわかりやすい

ソーシャルディスタンスの実施。

ステージ前のエリア内での飲食は禁止（水分補給用の水はOK）、マスク着用の徹底、歓声ではなく挙手や

拍手でのレスポンスのご協力をお願いいたします。また、小学生以下の入場は禁止とさせていただきます。

高さ90cm

幅1m奥行き1m
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プラフェンス

プラフェンス

ゲート：出入口用

メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ

2.
7m

26
m

検温&消毒

入場オペレーション

プラフェンス

プラフェンス

ゲート：出入口用

ゲート：出口用

メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ

2.
7m

26
m

退場オペレーション
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観客の入替について

多くの方に観覧を楽しんでいただくため、1組のアーティストが終演した際に、観客の総入替を実施いた
します。入場、退場の際には混雑と事故を防止するために走らないようお願いいたします。
退場が完了次第、次演の入場準備を開始いたします。

入場時には混雑が予想されます。ソーシャルディスタンス、マスク着用などの注意喚起をさせていただきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。



飲食について

今回のワンパークでは、フードコートを廃止し、飲料についてはアルコールは提供せず、水分補給用の
ソフトドリンクおよび、糖分補給用の既製品のお菓子のみ販売いたします。

P.13

飲食を希望する来場者皆様には、「ふくい安全・安心飲食店」マップを配布する等、近隣の安心・安全優良店での
飲食をご紹介させていただきます。

今年のONE  PARK  F EST I VALのフードエリアは、感染防止徹底宣言に登録されている会場周辺の飲食店・
レストランの皆さんです。
コロナ禍においても、街全体が一つのテーマパークになる音楽フェスというコンセプトの実現を目指します。

※入場または再入場の際、過剰飲酒者の入場はお断りいたします。



給水は会場内の指定エリアのみで可能とします。また、歩き飲みや回し飲みなどをしないようにご注意願
います。会場内では軽食のみの用意となりますが、その他、マスク会食、感染対策を行った上でお飲み物と
軽食をお楽しみください。

ソフトドリンクブースの混雑を回避するために、窓口を分けて販売いたします。また、購入時には混雑が
予想されます。ソーシャルディスタンス、マスク着用などの注意喚起をさせていただきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。

3m
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飛沫防止用の透明シートを

各窓口に設置します。



喫煙所をご利用いただく方は下記のルールをお守りいただくようお願いたします。

・喫煙所のご利用は最大13名まで、お一人様5分まで。

・スタンド灰皿1台につき、お一人様のご利用。スタッフが立ち位置を指定します。

・入退出時の消毒、喫煙後の退出、密回避にご協力ください。

・喫煙所内および待ち列での会話、電話等をお控えください。

・2m間隔、背中合わせの状態での喫煙をお願いたします。

喫煙所について

P.15

出入口 灰皿灰皿 2m灰皿灰皿 2m

灰皿灰皿 2m

2m 2m 2m 2m

灰皿 灰皿2m

5
.4
m

9m

2m

2m 2m

2m



ONE  PARK  F EST I VAL2021の新型コロナ感染症対策について、その他注意事項とこれまでの
まとめになります。重複するものもございますが、いまいちどご確認をお願いいたします。

その他注意事項とまとめ
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ONE PARK FESITVALは、政府また一般社団法人コンサートプロモーターズ 協会 (ACPC) の新型コロナウイルス感
染症拡大予防ガイドライン等に準拠し、加えて福井県、福井市との協議の上さらなる独自の対策も策定し遵守すること
により、参加者とアーティス・スタッフ全員が安全で楽しい時間を共有できるイベントにしたいと考えております。

当イベントの安全な開催・成功にはお客様のご理解とご協力が必要です。感染予防対策をしっかりと行っていただき、安
心安全な運営にご協力をお願いいたします。 
以下の注意事項をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でチケットのご購入をお願い致します。 

※ご協力いただけない場合ご入場をお断りする、または退場していただく場合もございます。その場合、 チケット代金
等の払戻は致しません。 
※本ガイドラインは、主催者の円滑な運営を目的とする場合や、感染状況・政府の方針等を踏まえ随時更新致します。 

【開催に関して】 
新型コロナウイルスの感染拡大により政府から緊急事態宣言が発令された場合や開催場所である福井県 からの自粛要
請等があった場合は開催中止を検討いたします。
その際はオフィシャルホームページや SNS にて情報を発信します。
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・来場するすべての方から個人情報を取得させていただきます。
事前にお客様のお名前と連絡先などを Webフォームにてご登録をお願いします。チケットご購入者だけではなく「来場
する全ての方」にご登録いただきます。
保護者同伴のお子様が参加される場合は保護者様のフォームにお子様の情報もご登録ください。入場時に「登録完了
メール」の確認を行いますので、事前に登録フォームへのご登録をお願いいたします。
要請に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合がございます。

・厚生労働省公式「新型コロナウイルス接触確認アプリ」(通称 COCOA)のダウンロード及びご登録を お願いいたしま
す。 

【体調管理】
ご来場前からご自身で「体調管理」「感染予防・防止」に努めてください。お子様がご一緒の場合はお子様の体調確認もお
願いいたします。以下の症状がある方は入場をお断りします。
・ 37.5°C 以上の発熱・咳・下痢・味覚障害・嗅覚障害等の症状がある方 
・ 過去2週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある方 
・過去2週間以内に同居家族や身近な知人の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
・地域等への渡航及 び当該国・地域の在住者との濃厚接触がある方 

【会場での過ごし方】
 ■会場内では常時マスクを着用ください。 
・ 飲食時や熱中症予防の為の水分補給時は周囲の人と十分な距離 (2m 以上)を取れていることを確認した上で、一時的
にマスクを外してください。
・ 会話をする際は、必ずマスクの着用をお願い致します。 
・ 咳エチケットの徹底にご協力お願い致します。 

■会場内でのこまめな手洗い・手指消毒にご協力ください。 
・ 入場時には、会場入り口のアルコール消毒液を必ずご利用ください 
・ 会場内の各所にもアルコール消毒液を設置致します。また、ご自身でも消毒液をご用意の上こまめな手洗い・手指消毒
にご協力ください。 
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■ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 
・ 会場内において、お客様同士の密集は避け、人と人との十分な間隔の確保をお願い致します。 
・ 密集状態が発生しないよう、トイレへお並びの際は間隔をあける等のご協力をお願い致します。 
・ 感染リスクの高い密集状態を発見した場合、スタッフよりお声がけ致します。 

■大声での発声・歌唱・声援を禁止致します。 
・ 飛沫感染防止の為、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近接した距離での 会話はお控えく
ださい。
ステージ周辺において密状態が発生し、また発声についてスタッフ及びステージからの注意、呼びかけに応じない場合
は、イベントを中止する可能性がございます。

 ■飲食について 
回し飲みなどをしないようにご注意願います。
会場内では軽食のみの用意となりますが、その他、感染対策を行った上でお飲み物と軽食をお楽しみください。
また、周辺でのお食事については、感染症対策店をご利用ください。
店舗でのお食事では、店舗スタッフの指示にお従いください。

■マスク会食
場内の軽食、また飲食店での飲食では、マスク会食にご協力ください。 
「県内で４月・５月の２か月間に確認された陽性者（451人）のうち、マスクなしでの会話や飲食を通じて感染したと推定
される方は約83パーセントを占めます。また、このうち約25％は飲食店等での食事中のマスクなしの会話によるものと
考えられます。」福井県HPより 


