
ウイルスが 広がりやすい 5つのところ 

ところ ① いっしょに お酒を 飲むとき 

お酒を 飲むと 声が 大きく なります。 

狭い 場所で 多くの 人と いっしょに 長い   

時間 お酒を 飲むことは とくに あぶないです。 

自分の コップや おはしを 使ってください。 

ところ ② 大きな グループや 長い 時間 飲む・食べるとき 

いっしょに 長い 時間 食べることは あぶないです。 

夜 遅くまで たくさんの 居酒屋に 行くことは 

あぶないです。 

大きな 声で 話すことは あぶないです。 

マスクを つけないで 他の人と 近くに 立って 話すことは あぶないです。 

マスクを つけないで いっしょに カラオケで 歌うことも あぶないです。 

車や バスに 乗っている ときも 

きを つけてください。 

ところ ③ マスクを つけないで 話すとき ところ ④ 狭い 場所で いっしょに 住むとき 

ところ ⑤ 別の 場所に 行くとき 

仕事での 休み時間の ときなど、 別の 場所に 行くと ウイルスが 広がりやすいです。 

 

（例えば：休みの 部屋、 タバコを 吸う 場所、 着替える 部屋） 

① グループを 小さく して ください。 

② 会う 時間を 短くして ください。 

③ 普通 いっしょに いる人と 食べて ください。 

④ たくさんの お酒を 飲まないで ください。 

⑤ たくさんの 居酒屋に 行かないで ください。 

⑥ 自分の コップや おはしを 使って ください。 

⑦ 他の人と 斜めに 座って ください。 

⑧  病気の 人は、 出かけないで ください。 

⑨ マスクを つけないとき、 話さないで ください。 

⑩ 右の ステッカーが ある お店に 行って ください。 

いっしょに 食べる・飲むとき 

① 必要が あるときに マスクを つけて ください。 

② 手を よく 洗って ください。 

③ 窓を 開けて ください。 

 

 

 

 

④ 病気なときは 出かけないで ください。 

医者や 受診・相談センターに 電話して ください。 

受信・相談センター  

☎ 0120-567-747 

家で できること 

＜お店や 会社

かいしゃ

の 皆さまへ＞ 

① コロナウイルスを 広げないための ルールを 守ってく

ださい。 

② ステッカーや 「新しい生活」の ポスター、 

「接触確認アプリ」を 使って ください。 

コロナウイルスを 

広げないための 

ルールを 守ってください。 

接触確認アプリ（COCOA) 

Google Play App Store 

いっしょに コロナウイルスを 止めましょう。 

次の ５つの ところでは ウイルスが 広がりやすいです。 きを つけて ください。 

他の 人と いっしょに 

狭い 場所に 住む ときには、 

ウイルスが 広がりやすいです。 

(アンドロイド) (アイフォン) 

（コロナの病気が ある人が 近くに 来たことを 教える アプリ） 
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