Card Rooms, Satellite Wagering
Facilities & Racetracks
Are masks required?
Yes, staff and patrons must wear face
coverings.
Will
temperature
screenings
be
required?
Maybe. In some cases symptom checks
will be conducted before you enter the
establishment. Symptom checks must
include coughing, shortness of breath or
fever, and any other symptoms you may
be experiencing.
Staff will also be screened for symptoms.

カードルーム、サテライト賭博施設、および競馬
場
マスクの着用は必要ですか？
はい、スタッフと利用客はマスクを着用する必要
があります。
検温は必要ですか？

Anyone feeling sick should stay home.

体調に異常がある人は自宅に待機する必要が
あります。

Are table card games (poker, blackjack,
hold ‘em) allowed?
Yes, with physical distancing guidelines in
place. Signs will be posted near tables
reminding players of best practices for
staying safe.
How are casino chips cleaned before
and after usage?
Equipment and furniture that must be
shared is cleaned and disinfected between
shifts or between users, whichever is more
frequent, including but not limited to
working surfaces, keys, chips in play,
gaming table rails and chairs, dice and
tiles, cards (if not discarded after use),
electronic
playing
book
forms,
touchscreens, time clocks, cleaning
equipment and stationary and mobile
equipment controls.How are cards
cleaned before and after usage?
Cards will be changed at every dealer
rotation and disposed of by the outgoing
dealer. Disposable gloves should be
offered to players and staff at tables.

テーブルカードゲーム（ポーカー、ブラックジャック、
ホールデム）はできますか？
はい、物理的距離確保のガイドラインのもとでで
きます。テーブルの近くに、安全確保の最善策を
プレーヤーに示す標識が置かれます。

Are slot machines allowed?

多くの場合、必要です。場合によっては、入場
前に体調や症状の確認があります。せき、息苦
しさ、発熱、およびその他の自覚症状などの症
状を確認する必要があります。
スタッフも症状についての確認が行われます。

カジノのチップは、使用前後にどのように洗浄さ
れますか？
作業面、キー、プレイ中のチップ、ゲームテーブル
のレール、椅子、サイコロとタイル、カード（使用
後に廃棄されない場合）、電子プレイブックフォ
ーム、タッチスクリーン、タイムレコーダー、清掃用
具および据置型・移動型機器のコントロールな
ど（ただし、これらに限定されません）の共有され
る設備や家具は、シフト間または使用者間で頻
度の高いほうに基づいて清掃、洗浄、および消
毒されます。カードは、使用前後にどのように洗
浄されますか？
カードは、ディーラーが交代するたびに交換され、
退席するディーラーによって処分されます。テーブ
ルのプレーヤーとスタッフには、使い捨て手袋が
用意されます。
スロットマシンは使用できますか？

Yes, but physical distancing will be in
effect.
How are machines cleaned between
users?
Machines will be cleaned regularly in
accordance with guidelines, listed found
here.
Are betting windows open?
Yes, racetracks and satellite wagering
facilities with betting windows are open.
However, windows should be configured
to allow six feet of separation and
including physical impermeable barriers,
where possible.
Can I order drinks while playing?
No beverage service will not be available
at gaming tables.
Can I order food while playing?
No, meal service is not allowed while
playing.
Can friends play together at the same
table?
Yes, as long as physical distancing
guidelines are met.

はい、ただし物理的距離の確保が必要です。
スロットマシンは使用者間でどのように清掃され
ますか？
スロットマシンは、ここに掲載されているガイドライ
ンに基づいて定期的に清掃されます。
馬券販売窓口は営業していますか？
はい、競馬場とサテライト賭博施設の馬券販売
窓口は営業しています。ただし、窓口は6フィート
（約1.8 m）の距離を確保するように構成され、
可能な場合は不透過隔壁を設置します。
プレイ中に飲み物を注文できますか？
いいえ、賭博台で飲料サービスを受けることはで
きません。
プレイ中に食べ物を注文できますか？
いいえ、プレイ中に食事サービスを受けることはで
きません。
同じテーブルで友人はプレイできますか？
はい、物理的距離確保のガイドラインが満たさ
れていればプレイできます。

