
新型コロナウイルス感染者の発生状況

 各事業所における新型コロナウイルスの感染者の発生状況は以下のとおりです。
 お客様と従業員の安全・安心を最優先に考え、必要な措置を取っております。

 当社では、引き続き新型コロナウイルス感染症予防の取り組みを徹底・継続してまいります。

2月21日 10:00時点
※前日の確認状況となります

陽性確認日 地区 勤務地 対象者 最終出勤日 営業状況
2月20日 首都圏 深川猿江店 店舗従業員 2月19日 通常
2月20日 首都圏 笹塚店 店舗従業員 2月16日 通常
2月20日 首都圏 コモレ四谷店 店舗従業員 2月18日 通常
2月20日 首都圏 京急蒲田駅前店 店舗従業員 2月19日 通常
2月20日 首都圏 江北駅前店 店舗従業員 2月17日 通常
2月20日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員 2月17日 通常
2月20日 近畿圏 久宝寺駅前店 店舗従業員 2月12日 通常
2月20日 近畿圏 国分店 店舗従業員 2月18日 通常
2月20日 近畿圏 初芝東店 店舗従業員 2月17日 通常
2月20日 近畿圏 下寺店 店舗従業員 2月15日 通常
2月20日 近畿圏 新⽯切店 店舗従業員 2月18日 通常
2月20日 近畿圏 尼崎⼤⻄店 テナント従業員 2月17日 通常
2月20日 近畿圏 喜連瓜破店 店舗従業員 2月17日 通常
2月20日 近畿圏 ⼤仙店 店舗従業員 2月14日 通常
2月20日 近畿圏 今⾥店 店舗従業員 2月17日 通常
2月20日 近畿圏 セントラルスクエア⻄宮原店 店舗従業員 2月16日 通常

（直近7日間の発生状況は次頁）
 



陽性確認日 地区 勤務地 対象者 最終出勤日 営業状況
2月19日 首都圏 新御徒町店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 首都圏 栗橋プロセスセンター 従業員 2月17日 通常
2月19日 首都圏 新⼤塚店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 首都圏 ⻄蒲田店 店舗従業員 2月18日 通常
2月19日 首都圏 松⼾⼆⼗世紀ヶ丘店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 首都圏 篠崎店 店舗従業員 2月14日 通常
2月19日 首都圏 府中中河原店 店舗従業員 2月14日 通常
2月19日 首都圏 錦糸町駅前店 店舗従業員 2月16日 通常
2月19日 首都圏 加須プロセスセンター 業務委託先従業員 2月14日 通常
2月19日 近畿圏 ⻄天下茶屋店 店舗従業員 2月16日 通常
2月19日 近畿圏 巽店 店舗従業員 2月18日 通常
2月19日 近畿圏 下寺店 店舗従業員 2月18日 通常
2月19日 近畿圏 今⾥店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 近畿圏 玉出東店 店舗従業員 2月18日 通常
2月19日 近畿圏 泉尾店 店舗従業員 2月12日 通常
2月19日 近畿圏 御幣島店 店舗従業員 2月18日 通常
2月19日 近畿圏 ⽯津店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 近畿圏 朝潮橋駅前店 店舗従業員 2月15日 通常
2月19日 近畿圏 須磨鷹取店 店舗従業員 2月18日 通常
2月19日 近畿圏 加賀屋店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 近畿圏 三国橋店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 近畿圏 京橋店 店舗従業員 2月14日 通常
2月19日 近畿圏 枚方Ｔ-ＳＩＴＥ店 店舗従業員 2月17日 通常
2月19日 近畿圏 南港プロセスセンター 従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 セントラルスクエア押上駅前店 店舗従業員 2月18日 通常

2月18日 首都圏
ビオラル下北沢駅前店
ビオラル丸井吉祥寺店

ビオラル下北沢駅前店従業員 2月15日 通常

2月18日 首都圏 桜新町店 恵比寿ガーデンプレイス店従業員 2月17日 通常
2月18日 首都圏 ⼤谷田店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 深川猿江店 店舗従業員 2月13日 通常
2月18日 首都圏 東向島店 店舗従業員 2月14日 通常
2月18日 首都圏 新座店 テナント従業員 2月13日 通常
2月18日 首都圏 新⼤塚店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 吉川ベーカリーセンター 従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 南千住店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 南台店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 平和台店 業務委託先従業員 2月15日 通常
2月18日 首都圏 ⿅⾻店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 首都圏 ⻄⼩岩店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 ⼤泉学園駅前店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 首都圏 指扇店 店舗従業員 2月13日 通常
2月18日 首都圏 宮内⼆丁目店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 首都圏 ⻄⼤泉店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 首都圏 吉川駅前店 テナント従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 ⼦⺟⼝店 店舗従業員 2月12日 通常
2月18日 首都圏 さいたま新都心店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 首都圏 東京本社 従業員 2月15日 通常
2月18日 近畿圏 ⽯津店 店舗従業員 2月17日 通常
2月18日 近畿圏 Miniel⻄本町店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 近畿圏 新北島店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 近畿圏 塚本店 店舗従業員 2月12日 通常
2月18日 近畿圏 ⻄田辺店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 近畿圏 本山店 店舗従業員 2月12日 通常
2月18日 近畿圏 野田店 店舗従業員 2月12日 通常
2月18日 近畿圏 神⼾駅前店 店舗従業員 2月14日 通常
2月18日 近畿圏 ⻄淡路店 店舗従業員 2月13日 通常
2月18日 近畿圏 ⼤仙店 店舗従業員 2月16日 通常
2月18日 近畿圏 堺プロセスセンター 業務委託先従業員2名 2月13日/13日 通常
2月18日 近畿圏 梅津店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 近畿圏 ⼤淀中店 店舗従業員2名 2月12日/12日 通常
2月18日 近畿圏 御幣島店 店舗従業員 2月12日 通常
2月18日 近畿圏 なかもず店 店舗従業員2名 2月15日/12日 通常
2月18日 近畿圏 御影店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 近畿圏 和泉⼤宮店 店舗従業員 2月17日 通常
2月18日 近畿圏 御崎店 店舗従業員2名 2月11日/17日 通常
2月18日 近畿圏 セブンパーク天美店 店舗従業員2名 2月15日/14日 通常
2月18日 近畿圏 南港プロセスセンター 業務委託先従業員 2月15日 通常
2月18日 近畿圏 セントラルスクエア森ノ宮店 店舗従業員 2月13日 通常
2月18日 近畿圏 ⾼槻城⻄店 店舗従業員 2月12日 通常
2月18日 近畿圏 東淡路店 店舗従業員 2月15日 通常
2月18日 近畿圏 安田諸⼝店 店舗従業員 2月12日 通常
2月18日 近畿圏 天保山プロセスセンター 業務委託先従業員2名/従業員1名 2月14日/14日/15日 通常
2月18日 近畿圏 杭全店 店舗従業員 2月15日 通常



陽性確認日 地区 勤務地 対象者 最終出勤日 営業状況
2月18日 近畿圏 新深江店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 首都圏 宮内⼆丁目店 店舗従業員 2月16日 通常
2月17日 首都圏 セントラルスクエア押上駅前店 店舗従業員 2月11日 通常
2月17日 首都圏 仲宿店 店舗従業員 2月13日 通常
2月17日 首都圏 吉川駅前店 テナント従業員 2月16日 通常
2月17日 首都圏 川崎京町店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 首都圏 ポンテポルタ千住店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 首都圏 東五反田サテライトキッチン 従業員3名 2月9日/11日 通常
2月17日 首都圏 奥⼾街道店 店舗従業員 2月13日 通常
2月17日 首都圏 東砂店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 首都圏 新⼤塚店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 首都圏 本一色店 店舗従業員 2月11日 通常
2月17日 首都圏 神田和泉町店 カメイドクロック店従業員 2月13日 通常
2月17日 首都圏 東尾久店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 首都圏 指扇店 店舗従業員 2月11日 通常
2月17日 首都圏 加須プロセスセンター 従業員 2月13日 通常
2月17日 首都圏 ⼤崎ニューシティ店 店舗従業員 2月13日 通常
2月17日 近畿圏 ⾼殿店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 近畿圏 太秦店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 近畿圏 智恵光院店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 近畿圏 安田諸⼝店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 近畿圏 箕面桜ケ丘店 店舗従業員 2月10日 通常
2月17日 近畿圏 春日野道店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 近畿圏 初芝東店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 近畿圏 ⼋⼾ノ⾥店 店舗従業員 2月13日 通常
2月17日 近畿圏 野田店 店舗従業員 2月13日 通常
2月17日 近畿圏 ⼆条駅前店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 近畿圏 セントラルスクエア⻄宮原店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 近畿圏 ⻄⼤橋店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 近畿圏 正雀店 店舗従業員 2月12日 通常
2月17日 近畿圏 豊津店 店舗従業員 2月13日 通常
2月17日 近畿圏 福泉店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 近畿圏 ⼗三東店 店舗従業員 2月16日 通常
2月17日 近畿圏 新北島店 店舗従業員2名 2月14日/15日 通常
2月17日 近畿圏 志紀店 店舗従業員 2月12日 通常
2月17日 近畿圏 久宝寺駅前店 店舗従業員 2月15日 通常
2月17日 近畿圏 巽店 店舗従業員 2月11日 通常
2月17日 近畿圏 南津守店 店舗従業員2名 2月16日/14日 通常
2月17日 近畿圏 ⼤国町店 店舗従業員 2月14日 通常
2月17日 近畿圏 ⼤阪本社 従業員2名 2月15日/11日 通常
2月17日 近畿圏 堺プロセスセンター 従業員2名 2月14日/13日 通常
2月16日 首都圏 吉川駅前店 店舗従業員 2月12日 通常
2月16日 首都圏 ⼾塚汲沢店 店舗従業員 2月10日 通常
2月16日 首都圏 氷川台店 店舗従業員 2月12日 通常
2月16日 首都圏 東京本社 従業員 2月14日 通常
2月16日 首都圏 若松河田駅前店 店舗従業員 2月10日 通常
2月16日 首都圏 桜新町サテライトキッチン 業務委託先従業員 2月12日 通常
2月16日 首都圏 東五反田サテライトキッチン 業務委託先従業員 2月12日 通常
2月16日 首都圏 ⼤泉学園駅前店 店舗従業員 2月12日 通常
2月16日 首都圏 千川駅前店 店舗従業員2名 2月14日/15日 通常
2月16日 首都圏 松⼾⼆⼗世紀ヶ丘店 店舗従業員 2月15日 通常
2月16日 首都圏 キテラタウン調布店 店舗従業員 2月11日 通常
2月16日 首都圏 東有馬店 店舗従業員 2月11日 通常
2月16日 首都圏 平和台店 店舗従業員 2月14日 通常
2月16日 首都圏 船橋プロセスセンター 従業員2名 2月13日/14日 通常
2月16日 首都圏 相模原モール店 店舗従業員 2月11日 通常
2月16日 首都圏 新座店 店舗従業員2名 2月10日/11日 通常
2月16日 首都圏 北⾚⽻店 店舗従業員 2月13日 通常
2月16日 首都圏 桜新町店・渋谷東店 本社従業員（夜間業務） 2月12日 通常
2月16日 近畿圏 ⼤阪本社 従業員 2月14日 通常
2月16日 近畿圏 歌島店 店舗従業員 2月11日 通常
2月16日 近畿圏 中崎町駅前店 店舗従業員 2月15日 通常
2月16日 近畿圏 玉出東店 店舗従業員 2月14日 通常
2月16日 近畿圏 ⻑居店 店舗従業員 2月10日 通常
2月16日 近畿圏 武庫川店 店舗従業員 2月14日 通常
2月16日 近畿圏 安田諸⼝店 店舗従業員 2月10日 通常
2月16日 近畿圏 正雀店 店舗従業員 2月14日 通常
2月16日 近畿圏 志紀店 店舗従業員 2月10日 通常
2月16日 近畿圏 御崎店 店舗従業員2名 2月10日/11日 通常
2月16日 近畿圏 深江橋店 店舗従業員2名 2月12日/14日 通常
2月16日 近畿圏 寝屋川店 店舗従業員 2月11日 通常
2月16日 近畿圏 京橋店 店舗従業員 2月12日 通常
2月16日 近畿圏 都島⾼倉店 店舗従業員 2月14日 通常



陽性確認日 地区 勤務地 対象者 最終出勤日 営業状況
2月16日 近畿圏 浜甲⼦園店 店舗従業員1名/テナント従業員1名 2月15日/15日 通常
2月16日 近畿圏 南港プロセスセンター 業務委託先従業員2名 2月14日/15日 通常
2月16日 近畿圏 杭全店 店舗従業員 2月15日 通常
2月16日 近畿圏 国分店 店舗従業員 2月13日 通常
2月16日 近畿圏 門真店 業務委託先従業員 2月13日 通常
2月16日 近畿圏 阿波座駅前店 店舗従業員 2月10日 通常
2月16日 近畿圏 ⾼殿店 店舗従業員 2月10日 通常
2月15日 首都圏 東五反田サテライトキッチン 従業員 2月12日 通常
2月15日 首都圏 指扇店 店舗従業員 2月10日 通常
2月15日 首都圏 菊川店 店舗従業員 2月15日 通常
2月15日 首都圏 ⼾塚汲沢店 店舗従業員 2月11日 通常
2月15日 首都圏 セントラルスクエア押上駅前店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 首都圏 平和台店 店舗従業員 2月11日 通常
2月15日 首都圏 吉川駅前店 店舗従業員2名 2月13日 通常
2月15日 首都圏 前野町店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 首都圏 水元店 店舗従業員 2月11日 通常
2月15日 首都圏 渋谷東店 店舗従業員 2月9日 通常
2月15日 首都圏 仲宿店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 首都圏 千川駅前店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 首都圏 ⼦⺟⼝店 店舗従業員 2月9日 通常
2月15日 首都圏 中野坂上店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 首都圏 六町駅前店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 首都圏 ⼤崎ニューシティ店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 首都圏 ⻄蒲田店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 首都圏 船橋プロセスセンター 業務委託先従業員2名 2月9日/12日 通常
2月15日 首都圏 ⻲⼾店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 近畿圏 新深江店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 近畿圏 ⼤淀中店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 近畿圏 昭和町駅前店 店舗従業員 2月10日 通常
2月15日 近畿圏 セントラルスクエアなんば店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 近畿圏 春日野道店 店舗従業員 2月10日 通常
2月15日 近畿圏 浜甲⼦園店 店舗従業員 2月10日 通常
2月15日 近畿圏 ⼆条駅前店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 近畿圏 門真店 テナント従業員 2月14日 通常
2月15日 近畿圏 新北島店 店舗従業員 2月8日 通常
2月15日 近畿圏 朝潮橋駅前店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 近畿圏 玉出東店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 近畿圏 天保山プロセスセンター 店舗従業員 2月9日 通常
2月15日 近畿圏 神⼾駅前店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 近畿圏 関目店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 近畿圏 深江橋店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 近畿圏 平野⻄脇店 店舗従業員 2月10日 通常
2月15日 近畿圏 ⼋尾店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 近畿圏 ⾼槻城⻄店 店舗従業員 2月14日 通常
2月15日 近畿圏 生野林寺店 店舗従業員2名 2月15日/10日 通常
2月15日 近畿圏 ⼤阪本社 従業員 2月11日 通常
2月15日 近畿圏 江⼝店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 近畿圏 和泉⼤宮店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 近畿圏 滝谷店 店舗従業員 2月10日 通常
2月15日 近畿圏 セントラルスクエア⻄宮原店 店舗従業員 2月11日 通常
2月15日 近畿圏 ⾼殿店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 近畿圏 三国橋店 店舗従業員2名 2月10日/13日 通常
2月15日 近畿圏 旭⼤宮店 店舗従業員2名 2月11日/11日 通常
2月15日 近畿圏 巽店 店舗従業員 2月12日 通常
2月15日 近畿圏 服部店 店舗従業員 2月13日 通常
2月15日 近畿圏 緑橋店 店舗従業員 2月11日 通常
2月15日 近畿圏 正雀店 店舗従業員 2月11日 通常
2月14日 首都圏 東尾久店 店舗従業員 2月10日 通常
2月14日 首都圏 渋谷東店 店舗従業員 2月14日 通常
2月14日 首都圏 東五反田サテライトキッチン 従業員 2月10日 通常
2月14日 首都圏 向ヶ丘遊園店 店舗従業員 2月10日 通常
2月14日 首都圏 ⻄蒲田店 店舗従業員 2月10日 通常
2月14日 首都圏 ⼤森中店 店舗従業員 2月11日 通常
2月14日 首都圏 船橋プロセスセンター 従業員2名/業務委託先従業員 2月8日/9日/11日 通常
2月14日 首都圏 鶴⾒下野谷店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 首都圏 新⼤塚店 店舗従業員 2月12日 通常
2月14日 首都圏 東京本社 従業員 2月8日 通常
2月14日 首都圏 千川駅前店 店舗従業員 2月12日 通常
2月14日 首都圏 松⼾⼆⼗世紀ヶ丘店 店舗従業員 2月8日 通常
2月14日 首都圏 扇⼤橋駅前店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 首都圏 上鶴間店 店舗従業員 2月8日 通常
2月14日 首都圏 ⼤泉学園駅前店ゆめりあフェンテ テナント従業員2名 2月9日/11日 通常
2月14日 首都圏 落合南⻑崎駅前店 店舗従業員 2月13日 通常



陽性確認日 地区 勤務地 対象者 最終出勤日 営業状況
2月14日 首都圏 増尾店 店舗従業員 2月10日 通常
2月14日 近畿圏 ⻄七条店 店舗従業員 2月8日 通常
2月14日 近畿圏 門真店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 近畿圏 ⾼槻城⻄ 店舗従業員 2月11日 通常
2月14日 近畿圏 今津駅前店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 近畿圏 下寺店 店舗従業員 2月13日 通常
2月14日 近畿圏 今⾥店 店舗従業員2名 2月9日/10日 通常
2月14日 近畿圏 岸部店 店舗従業員 2月12日 通常
2月14日 近畿圏 ⽯津店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 近畿圏 江⼝店 店舗従業員 2月11日 通常
2月14日 近畿圏 セントラルスクエア森ノ宮店 店舗従業員 2月8日 通常
2月14日 近畿圏 新⽯切店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 近畿圏 巽店 店舗従業員 2月11日 通常
2月14日 近畿圏 三津屋店 店舗従業員 2月11日 通常
2月14日 近畿圏 下山手店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 近畿圏 堂島⼤橋店 店舗従業員 2月12日 通常
2月14日 近畿圏 ⻑居店 店舗従業員 2月13日 通常
2月14日 近畿圏 セブンパーク天美店 店舗従業員 2月9日 通常
2月14日 近畿圏 南港プロセスセンター 従業員2名 2月9日/7日 通常
2月14日 近畿圏 天保山プロセスセンター 従業員3名 2月10日/7日/11日 通常
2月14日 近畿圏 寺田町駅前店 店舗従業員 2月10日 通常
2月14日 近畿圏 御崎店 店舗従業員 2月12日 通常
2月14日 近畿圏 朝潮橋駅前店 店舗従業員 2月8日 通常
2月14日 近畿圏 豊⾥店 店舗従業員 2月7日 通常
2月14日 近畿圏 なかもず店 店舗従業員2名 2月11日/9日 通常


