
　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、速やかに館内の消毒を実施、所轄保健所の確認のもと

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。

店舗をご利用いただいているお客様に大変なご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

8月28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

8月27日 近畿圏 吹田泉町店 店舗従業員 8月22日 通常

8月27日 近畿圏 大阪本社 本社従業員 8月24日 通常

8月27日 近畿圏 南津守店 店舗従業員 8月20日 通常

8月27日 近畿圏 玉出東店 店舗従業員 8月24日 通常

8月27日 近畿圏 西九条店 店舗従業員 8月25日 通常

8月27日 近畿圏 セントラルスクエア西宮原店 店舗従業員 8月24日 通常

8月27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 8月20日 通常

8月27日 首都圏 宮内二丁目店 店舗従業員 8月25日 通常

8月27日 首都圏 奥戸店 店舗従業員 8月24日 通常

8月27日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員2名 8月20日/25日 通常

8月27日 首都圏 吉川駅前店 店舗従業員 8月19日 通常

8月27日 首都圏 川崎京町 店舗従業員 8月18日 通常

8月27日 首都圏 東砂店 店舗従業員 8月22日 通常

8月27日 首都圏 鶴見下野谷町店 店舗従業員 8月23日 通常

（直近2週間の発生状況は次頁）

新型コロナウイルス感染者の発生状況



8月28日 10:00時点

※直近2週間の発生状況
陽性確認日 地区 勤務地 対象者 最終出勤日 営業状況

8月26日 近畿圏 神戸駅前店 店舗従業員 8月25日 通常
8月26日 近畿圏 昭和町駅前店 店舗従業員 8月20日 通常
8月26日 近畿圏 深江橋店 店舗従業員 8月25日 通常
8月26日 首都圏 深川猿江店 店舗従業員 8月24日 通常
8月26日 首都圏 マチノマ大森店 店舗従業員 8月14日 通常
8月26日 首都圏 大崎ニューシティ店 店舗従業員 8月20日 通常
8月26日 首都圏 ポンテポルタ千住店 店舗従業員 8月23日 通常
8月26日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員 8月20日 通常
8月26日 首都圏 コモレ四谷店 店舗従業員 8月24日 通常
8月26日 首都圏 大森南店 店舗従業員2名 8月23日/24日 通常
8月26日 首都圏 鶴見下野谷町店 店舗従業員2名 8月20日/26日 通常
8月26日 首都圏 南千住店 店舗従業員 8月22日 通常
8月26日 首都圏 東中野店・笹塚店・中野坂上店 本社従業員（夜間業務） 8月21日 通常
8月25日 近畿圏 菱江店 店舗従業員 8月22日 通常
8月25日 近畿圏 平林プロセスセンター 業務委託先従業員 8月18日 通常
8月25日 近畿圏 石津店 店舗従業員 8月22日 通常
8月25日 近畿圏 春日野道店 店舗従業員 8月18日 通常
8月25日 近畿圏 天保山プロセスセンター 業務委託先従業員 8月21日 通常
8月25日 近畿圏 此花伝法店 店舗従業員 8月20日 通常
8月25日 首都圏 宿河原店 店舗従業員 8月24日 通常
8月25日 首都圏 向ヶ丘遊園店 店舗従業員 8月19日 通常
8月25日 首都圏 篠崎店 店舗従業員 8月19日 通常
8月25日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員 8月20日 通常
8月25日 首都圏 ポンテポルタ千住店 店舗従業員 8月18日 通常
8月25日 首都圏 さいたま新都心店 テナント従業員 8月20日 通常
8月25日 首都圏 川崎御幸店 店舗従業員 8月18日 通常
8月25日 首都圏 土支田店 店舗従業員 8月17日 通常
8月25日 首都圏 川崎大島店 店舗従業員 8月14日 通常
8月25日 首都圏 船橋プロセスセンター 従業員 8月20日 通常
8月25日 首都圏 鎌倉大船モール店 店舗従業員 8月19日 通常
8月24日 近畿圏 志紀店 店舗従業員 8月17日 通常
8月24日 近畿圏 羽曳野西浦店 店舗従業員 8月19日 通常
8月24日 近畿圏 恵我之荘店 店舗従業員 8月16日 通常
8月24日 近畿圏 初芝東店 店舗従業員 8月19日 通常
8月24日 近畿圏 天保山プロセスセンター 業務委託先従業員 8月18日 通常
8月24日 近畿圏 崇禅寺店 店舗従業員 8月20日 通常
8月24日 首都圏 本一色店 店舗従業員 8月19日 通常
8月24日 首都圏 川崎総合物流センター 業務委託先従業員 8月23日 通常
8月24日 首都圏 神田和泉町店 店舗従業員 8月21日 通常
8月24日 首都圏 千川駅前店 店舗従業員 8月21日 通常
8月24日 首都圏 松戸総合物流センター 業務委託先従業員 8月17日 通常
8月24日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員2名 8月19日/21日 通常
8月24日 首都圏 船橋プロセスセンター 業務委託先従業員 8月22日 通常
8月23日 近畿圏 八尾店 店舗従業員 8月20日 通常
8月23日 近畿圏 大阪本社 他 本社従業員（夜間業務） 8月22日 通常
8月23日 近畿圏 朝潮橋駅前店 店舗従業員2名 8月17日/20日 通常
8月23日 首都圏 吉川駅前店 店舗従業員 8月20日 通常
8月23日 首都圏 石神井公園店 店舗従業員 8月21日 通常
8月23日 首都圏 大崎百反通・目黒大橋・大崎NC店 本社従業員（夜間業務） 8月21日 通常
8月23日 首都圏 北越谷店 店舗従業員 8月22日 通常
8月23日 首都圏 コモレ四谷店 店舗従業員 8月20日 通常
8月23日 首都圏 大森南店 店舗従業員 8月21日 通常
8月22日 近畿圏 三国橋店 店舗従業員 8月16日 通常
8月22日 近畿圏 玉出東店 店舗従業員 8月18日 通常
8月22日 近畿圏 太融寺店 店舗従業員 8月16日 通常
8月22日 近畿圏 深江橋店 店舗従業員 8月19日 通常
8月22日 近畿圏 住吉山之内店 店舗従業員 8月15日 通常
8月22日 首都圏 大崎百反通・目黒大橋・大崎NC店 本社従業員（夜間業務） 8月19日 通常
8月22日 首都圏 グランシップ大船駅前店 店舗従業員 8月19日 通常
8月22日 首都圏 さいたま新都心店 店舗従業員 8月20日 通常
8月22日 首都圏 中目黒店 店舗従業員 8月19日 通常
8月22日 首都圏 千川駅前店 店舗従業員 8月18日 通常
8月22日 首都圏 松戸総合物流センター 業務委託先従業員 8月16日 通常

8月21日 近畿圏 巽店 店舗従業員 8月16日 通常

8月21日 近畿圏 恵我之荘店 店舗従業員 8月16日 通常

8月21日 近畿圏 寺田町駅前店 店舗従業員 8月17日 通常

8月21日 近畿圏 高殿店 店舗従業員 8月19日 通常

8月21日 近畿圏 野田店 店舗従業員 8月18日 通常

8月21日 近畿圏 安田諸口店 店舗従業員 8月18日 通常

8月21日 首都圏 川崎総合物流センター 業務委託先従業員 8月20日 通常

8月21日 首都圏 石神井公園店 店舗従業員 8月18日 通常

新型コロナウイルス感染者の発生状況



陽性確認日 地区 勤務地 対象者 最終出勤日 営業状況

8月21日 首都圏 大口店 店舗従業員 8月17日 通常

8月21日 首都圏 栗橋プロセスセンター 従業員/業務委託先従業員 8月14日/19日 通常

8月20日 近畿圏 セントラルスクエア西宮原店 店舗従業員 8月14日 通常
8月20日 近畿圏 塩草店 店舗従業員 8月19日 通常
8月20日 近畿圏 南港プロセスセンター 業務委託先従業員 8月11日 通常
8月20日 近畿圏 今里店 店舗従業員 8月18日 通常
8月20日 近畿圏 西京極店 店舗従業員 8月17日 通常
8月20日 近畿圏 京橋店 店舗従業員 8月18日 通常
8月20日 近畿圏 巽店 店舗従業員2名 8月18日 通常
8月20日 首都圏 江北駅前店 店舗従業員 8月14日 通常
8月20日 首都圏 水元店 店舗従業員 8月13日 通常
8月20日 首都圏 鵜の木店 店舗従業員 8月18日 通常
8月20日 首都圏 船橋プロセスセンター 従業員 8月18日 通常
8月20日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員 8月18日 通常
8月20日 首都圏 溝口店 店舗従業員 8月14日 通常
8月20日 首都圏 有馬5丁目店 店舗従業員 8月11日 通常
8月20日 首都圏 大森中店 店舗従業員 8月17日 通常
8月20日 首都圏 川崎ルフロン店 店舗従業員 8月17日 通常
8月20日 首都圏 仲宿店 店舗従業員 8月19日 通常
8月20日 首都圏 竹の塚店 店舗従業員 8月18日 通常
8月20日 首都圏 篠崎店 店舗従業員 8月18日 通常
8月20日 首都圏 桜新町サテライトキッチン 業務委託先従業員 8月17日 通常
8月19日 近畿圏 塩草店 店舗従業員 8月16日 通常
8月19日 近畿圏 岡町店 店舗従業員 8月15日 通常
8月19日 近畿圏 天保山プロセスセンター 業務委託先従業員 8月6日 通常
8月19日 近畿圏 本山店 店舗従業員 8月16日 通常
8月19日 近畿圏 崇禅寺店 店舗従業員 8月16日 通常
8月19日 近畿圏 セントラルスクエア北畠店 店舗従業員 8月15日 通常
8月19日 近畿圏 巽店 店舗従業員 8月16日 通常
8月19日 近畿圏 西田辺店 店舗従業員 8月17日 通常
8月19日 近畿圏 初芝東店 店舗従業員 8月17日 通常
8月19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 8月15日 通常
8月19日 首都圏 松戸総合物流センター 業務委託先従業員 8月14日 通常
8月19日 首都圏 赤塚店 店舗従業員 8月16日 通常
8月19日 首都圏 大谷田店 店舗従業員 8月9日 通常
8月19日 首都圏 戸塚汲沢店 店舗従業員 8月17日 通常
8月19日 首都圏 武蔵小山店 店舗従業員 8月15日 休業

8月18日 近畿圏 今里店 店舗従業員 8月13日 通常

8月18日 首都圏 川崎御幸店 店舗従業員 8月11日 通常

8月18日 首都圏 船橋プロセスセンター 業務委託先従業員 8月14日 通常

8月18日 首都圏 水元店 テナント従業員 8月7日 通常

8月18日 首都圏 マチノマ大森店 店舗従業員 8月11日 通常

8月18日 首都圏 東有馬店 店舗従業員 8月12日 通常

8月18日 首都圏 武蔵小山店 店舗従業員 8月15日 休業

8月18日 首都圏 川崎総合物流センター 業務委託先従業員 8月14日 通常

8月18日 首都圏 東中野店 店舗従業員 8月15日 通常

8月18日 首都圏 篠崎店 店舗従業員 8月10日 通常

8月18日 首都圏 さいたま新都心店 店舗従業員 8月16日 通常

8月18日 首都圏 栗橋プロセスセンター 委託先従業員2名 8月12日 通常

8月18日 首都圏 赤塚店 店舗従業員 8月12日 通常

8月18日 首都圏 毛呂山店 店舗従業員 8月12日 通常

8月18日 首都圏 大泉学園駅前店 店舗従業員 8月15日 通常

8月18日 首都圏 新大塚店 業務委託先従業員/店舗従業員 8月12日/15日 通常

8月17日 近畿圏 杭全店 店舗従業員 8月14日 通常
8月17日 近畿圏 門真店 店舗従業員 8月13日 通常
8月17日 近畿圏 西九条店 店舗従業員 8月10日 通常
8月17日 近畿圏 久宝寺駅前店 店舗従業員 8月12日 通常
8月17日 近畿圏 浜甲子園店 店舗従業員 8月13日 通常
8月17日 近畿圏 久宝寺駅前店 店舗従業員 8月16日 通常
8月17日 近畿圏 太平寺店 店舗従業員 8月13日 通常
8月17日 近畿圏 長田店 店舗従業員 8月10日 通常
8月17日 首都圏 江北駅前店 店舗従業員 8月13日 通常
8月17日 首都圏 西小岩店 店舗従業員 8月15日 通常
8月17日 首都圏 石神井公園店 店舗従業員 8月11日 通常
8月17日 首都圏 南千住店 店舗従業員 8月12日 通常
8月17日 首都圏 相模原モール店 店舗従業員 8月6日 通常
8月17日 首都圏 平和台店 店舗従業員 8月11日 通常
8月17日 首都圏 船橋プロセスセンター 業務委託先従業員 8月11日 通常
8月17日 首都圏 深川猿江店 店舗従業員 8月13日 通常
8月17日 首都圏 東五反田店 店舗従業員 8月6日 通常
8月17日 首都圏 向ヶ丘遊園店 店舗従業員 8月13日 通常
8月17日 首都圏 大谷田店 店舗従業員 8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

8月17日 首都圏 武蔵小山店 店舗従業員 8月15日 休業
8月17日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員/従業員 8月14日/15日 通常
8月17日 首都圏 経堂店 店舗従業員 8月13日 通常
8月17日 首都圏 葛飾白鳥店 店舗従業員 8月14日 通常
8月17日 首都圏 渋谷東店 店舗従業員 8月14日 通常

8月16日 近畿圏 杭全店 店舗従業員 8月10日 通常

8月16日 近畿圏 太平寺店 店舗従業員 8月10日 通常

8月16日 近畿圏 玉造店 店舗従業員 8月15日 通常

8月16日 近畿圏 志紀店 店舗従業員 8月14日 通常

8月16日 近畿圏 本庄店 店舗従業員 8月11日 通常

8月16日 首都圏 船橋プロセスセンター 業務委託先従業員 8月9日 通常

8月16日 首都圏 東京本社 管理部門従業員 8月11日 通常

8月16日 首都圏 栗橋プロセスセンター 業務委託先従業員2名 8月11日 通常

8月16日 首都圏 京急蒲田駅前店 店舗従業員 8月11日 通常

8月16日 首都圏 宮内2丁目店 店舗従業員 8月13日 通常

8月16日 首都圏 新大塚店 店舗従業員 8月3日 通常

8月16日 首都圏 北越谷店 店舗従業員 8月10日 通常

8月16日 首都圏 浅草店 店舗従業員 8月10日 通常

8月16日 首都圏 石神井公園店 店舗従業員 8月6日 通常

8月15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 8月6日/7日 通常

8月15日 近畿圏 天保山プロセスセンター 従業員 8月12日 通常

8月15日 首都圏 コモレ四谷店 店舗従業員 8月14日 通常

8月15日 首都圏 大谷田店 店舗従業員 8月4日 通常

8月15日 首都圏 葛飾白鳥店 店舗従業員 8月11日 通常

8月15日 首都圏 中目黒店 店舗従業員 8月12日 通常

8月15日 首都圏 マチノマ大森店 店舗従業員 8月5日 通常

8月15日 首都圏 東中野店 店舗従業員 8月12日 通常


