
確認日：8月8日（日）

店舗住所

セブン‐イレブン・ジャパン 埼玉地区事務所 埼玉県さいたま市南区南本町1‐17‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 近江舞子店 滋賀県大津市南小松931‐4 8月8日（日）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月22日（木）

店舗住所

セブン‐イレブン 京急ST蒲田改札前店 東京都大田区蒲田4‐50‐11

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 聖路加タワー店 東京都中央区明石町8‐1 8月8日（日）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月6日（金）

店名

感染者の勤務場所

-

セブン‐イレブン

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-

店名

セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、アリオ、西武、そごう、ヨークベニマル、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークプライス、

ザ・ガーデン自由が丘、アカチャンホンポ、ロフト、デニーズ、Francfranc、バーニーズニューヨーク　等

・当グループ企業が運営する店舗、およびセブン‐イレブン加盟店において、新型コロナウイルス感染症検査の陽性を

確認し、休業等の対応が発生しております。

 

・陽性の確認を受け、各店舗および事業所では、お客様および店舗従業員の安全と健康を第一優先に考え、各店舗

所管行政機関等に連絡し、清掃・除菌等の作業を実施しております。

・店舗により一時休業等を行い、お客様や店舗従業員、店舗オーナーの安全を最優先としながら、各地域の行政機関等と

連携、確認のうえで営業再開日時を決定いたします。

＜セブン＆アイグループにおける新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ＞

＜セブン＆アイグループの主な店舗・商業施設＞

2021年8月9日
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店舗住所 営業再開日

セブン‐イレブン さいたま中川店 埼玉県さいたま市見沼区中川258‐1 8月8日（日）

店舗住所

新潟県新潟市中央区本町通り6‐1122‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

東京都葛飾区亀有3‐49‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月 4日（水）

店舗住所

神奈川県川崎市中原区新丸子東3‐1135‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①7月29日（木）・8月2日（月）・8月3日（火）

最終出勤日：②8月5日（木）

最終出勤日：③8月5日（木）

店舗住所

神奈川県相模原市緑区大山町1番22号

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

東京都足立区西新井栄町1‐20‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①8月3日（火）

最終出勤日：②8月3日（火）

最終出勤日：③8月2日（月）

店舗住所

埼玉県久喜市久本寺谷田7番地1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月６日（金）

アリオ西新井

感染者の勤務場所

①協力会社　インフォメーションカウンター従業員

②3階テナント「餃子の王将」

③1階テナント「マクドナルド」

店名

アリオ鷲宮

感染者の勤務場所

1階テナント「アエナ」 

店名

グランツリー武蔵小杉

感染者の勤務場所

①4階テナント「Ｍｙ　Ｇｙｍ（マイジム）」関係者3名

②1階テナント「恵比寿　土鍋炊ごはん　なかよし」

③1階テナント「Ｂｅａｍｓ」

店名

アリオ橋本

感染者の勤務場所

2階テナント「ＡＢＣマート」

店名

イトーヨーカドー

店名

イトーヨーカドー丸大新潟店

感染者の勤務場所

7階テナント「ヨークカルチャーセンター新潟」 関係者

店名

アリオ亀有

感染者の勤務場所

2階テナント「カフェソラーレTsumugi」

店名
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店舗住所

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035番1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月31日（土）

店舗住所

神奈川県相模原市南区古淵3‐13‐33

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月30日（金）

店舗住所

東京都調布市国領町8‐2‐64

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所

東京都江戸川区西小岩1‐24‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

宮城県石巻市あけぼの1‐1‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

東京都品川区大井1‐3‐6

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①7月28日（水）

最終出勤日：②8月5日（木）

店舗住所

東京都武蔵野市境南町2‐2‐20

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

食品レジ担当

店名

イトーヨーカドー小岩店

感染者の勤務場所

食品担当

店名

イトーヨーカドー石巻あけぼの店

感染者の勤務場所

従業員食堂の従業員

感染者の勤務場所

精肉売場

店名

イトーヨーカドー古淵店

感染者の勤務場所

惣菜売場

店名

イトーヨーカドー大井町店

感染者の勤務場所

①1階テナント「ケンタッキーフライドチキン」

②3階テナント「三松」

店名

イトーヨーカドー武蔵境店

感染者の勤務場所

西館地下1階テナント「築地　銀だこ」

店名

イトーヨーカドー国領店

感染者の勤務場所

店名

イトーヨーカドーららぽーと横浜店
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店舗住所

デニーズ 飯田橋店 東京都千代田区富士見2‐3‐11

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

デニーズ 駒込駅前店 東京都豊島区駒込2‐1‐39　JR東日本ホテルメッツ駒込2階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月30日（金）

店舗住所

千葉県浦安市舞浜１－４イクスピアリ2階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所

西武 池袋本店 東京都豊島区南池袋1‐28‐1　　

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：8月2日（月）

②③最終出勤日：8月3日（火）

④最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所

西武 東戸塚Ｓ.Ｃ. 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

コスメロフトイクスピアリ店

デニーズ

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

ー

感染者の勤務場所

①―

②5階 紳士服フロア

③地下1階　食品フロア

店名

感染者の勤務場所

そごう・西武

店名

ロフト

店名

感染者の勤務場所

ー

④4階　婦人服フロア

モール館4階　専門店フロア
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店舗住所

そごう 横浜店 神奈川県横浜市西区高島2‐18‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所

そごう 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‐6‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月7日（土）

店舗住所

千葉県八千代市八千代台北10‐24‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月7日（土）

店舗住所

東京都中野区中野4‐3‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

大阪府吹田市千里万博公園2‐1　ららぽーとEXPOCITY3階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所 休業開始日

アカチャンホンポ ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72‐1　ラゾーナ川崎プラザ　3階 8月9日（月）

備考（感染者の状況等） 営業再開日

最終出勤日：8月6日（金） 8月10日（火）

店名

ヨークマート　八千代台店

感染者の勤務場所

店名

感染者の勤務場所

9階　レストランフロア

店名

ヨークフーズ　中野店

感染者の勤務場所

ー

アカチャンホンポ

店名

感染者の勤務場所

ー

アカチャンホンポららぽーとEXPOCITY店

店名

感染者の勤務場所

ー

テナント「ローヤル21」

ヨークマート・ヨークフーズ

店名

感染者の勤務場所

5階　紳士・ゴルフフロア
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確認日：8月7日（土）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン キュープラザ池袋店 東京都豊島区東池袋1‐30‐1 8月8日（日）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月1日（日）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 南本宿店 神奈川県横浜市旭区南本宿町41‐1 8月8日（日）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所

東京都小金井市本町6‐14‐9

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

大阪府八尾市光町2‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月31日（土）

店舗住所

埼玉県川口市並木元町1‐79

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月1日（日）

店舗住所

東京都武蔵野市境南町2‐2‐20

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

イトーヨーカドー

店名

アリオ八尾

店名

アリオ川口

感染者の勤務場所

1階テナント「タワーレコード」 

店名

イトーヨーカドー武蔵境店

感染者の勤務場所

東館1階テナント「カルディコーヒーファーム」

-

店名

感染者の勤務場所

-

感染者の勤務場所

3階テナント「ソフトバンク」

イトーヨーカドー武蔵小金井店

感染者の勤務場所

鮮魚売場

店名

セブン‐イレブン

店名

感染者の勤務場所
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店舗住所

千葉県柏市大島田1‐6‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月29日（木）

店舗住所

埼玉県深谷市上柴町西4‐2‐14

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

千葉県船橋市本町7‐6‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所

東京都江東区北砂2‐17‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①8月1日（日）

最終出勤日：②8月3日（火）

最終出勤日：③8月4日（水）

店舗住所

神奈川県川崎市中原区新丸子東3‐1135‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：　①8月3日（火）

最終出勤日：　②8月4日（水）

店舗住所

埼玉県上尾市谷津2‐1‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所

千葉県市原市更級4‐3‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

テナント

店名

感染者の勤務場所

1階テナント「ザ・クロックハウス」

感染者の勤務場所

1階テナント「ｃｏｃａ（コカ）」

店名

イトーヨーカドーアリオ深谷店

感染者の勤務場所

青果売場

店名

イトーヨーカドー船橋店

イトーヨーカドー上尾駅前店

感染者の勤務場所

サービスカウンター

店名

アリオ市原

店名

食品売場担当

店名

アリオ北砂

感染者の勤務場所

①2階テナント「ソフトバンク」

②1階テナント「サーティワンアイスクリーム」

③1階テナント「築地与之助」

店名

グランツリー武蔵小杉

感染者の勤務場所

セブンパークアリオ柏

感染者の勤務場所
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店舗住所

東京都葛飾区四つ木2‐21‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

北海道札幌市東区北７条東9‐2‐20

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

東京都足立区西新井栄町1‐20‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月4日（水）

店舗住所

神奈川県横浜市港北区菊名2‐16‐12

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所

東京都練馬区早宮2‐2‐28

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月31日（土）

店舗住所

東京都練馬区下石神井1‐2‐8

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

神奈川県厚木市田村町1番26号

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：8月3日（火）

②最終出勤日：8月5日（木）

2階テナント「ＧＵ」

店名

イトーヨーカドー四つ木店

感染者の勤務場所

物産催事業者

店名

アリオ札幌

感染者の勤務場所

1階テナント「餃子の王将」 

店名

アリオ西新井

感染者の勤務場所

ー

ー

ー

店名

ヨークマート 練馬平和台店

感染者の勤務場所

店名

ヨークマート 妙蓮寺店

感染者の勤務場所

店名

ヨークフーズ 厚木店

店名

ヨークフーズ　石神井店

感染者の勤務場所

ー

感染者の勤務場所

ヨークマート・ヨークフーズ・ヨークプライス
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店舗住所

千葉県松戸市常盤平5‐22‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所

ヨークベニマル 水戸元吉田店 茨城県水戸市元吉田町1037番地4号

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

ヨークベニマル 赤塚店 茨城県水戸市姫子二丁目30番地

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

西武 池袋本店 東京都豊島区南池袋1‐28‐1　　

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：7月29日（木）

②③最終出勤日：8月3日（火）

④最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

そごう 横浜店 神奈川県横浜市西区高島2‐18‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月1日（日）

店名

感染者の勤務場所

①地下2階フロア

　

店名

感染者の勤務場所

4階　婦人服フロア

ヨークベニマル

②～④地下1階フロア（売場は異なります）

店名

ヨークプライス 五香店

感染者の勤務場所

ー

そごう・西武

店名

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-
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店舗住所

そごう 千葉店 千葉県千葉市中央区新町1000番地

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：8月2日（月）

②最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

西武 所沢Ｓ.Ｃ. 埼玉県所沢市日吉町12‐1

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：7月24日（土）

②最終出勤日：8月6日（金）

店舗住所

デニーズ 小金井本町店 東京都小金井市本町5‐38‐36

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月21日（水）

店舗住所

デニーズ 浜松町店 東京都港区浜松町1‐31　文化放送メディアプラス2階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

デニーズ 柏東台店 千葉県柏市1304‐7

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：8月1日（日）

②最終出勤日：8月3日（火）

店名

感染者の勤務場所

①本館10階　レストランフロア

②店外テナント

店名

感染者の勤務場所

①３階　婦人服フロア

②1階　食品フロア

デニーズ

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

ー
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店舗住所

亀有 ロフト店 東京都葛飾区亀有3‐49‐3 　アリオ亀有2階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月31日（土）

店舗住所 休業開始日

アカチャンホンポ ラ ゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72‐1　ラゾーナ川崎プラザ　3階 8月9日（月）

備考（感染者の状況等） 営業再開日

最終出勤日：8月6日（金） 8月10日（火）

確認日：8月6日（金）

店舗住所

セブン‐イレブン 小田急経堂店 東京都世田谷区経堂2‐1‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 釧路鳥取大通8丁目店 北海道釧路市鳥取大通8‐6‐6 8月6日（金）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 大阪今津中1丁目店 大阪府大阪市鶴見区今津中1‐4‐1 8月6日（金）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

セブン‐イレブン・ジャパン 上田地区事務所 長野県上田市中央2‐3‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店名

感染者の勤務場所

-

-

店名

感染者の勤務場所

-

セブン‐イレブン

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

ー

アカチャンホンポ

店名

感染者の勤務場所

感染者の勤務場所

ロフト

店名

11



店舗住所 営業再開日

セブン‐イレブン 草加駅前西口店 埼玉県草加市氷川町2121‐5 8月6日（金）

店舗住所

東京都千代田区二番町4番地5

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月26日（月）

店舗住所

東京都千代田区二番町4番地5

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

東京都千代田区二番町4番地5

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月5日（木）

店舗住所

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1‐6‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所

東京都江戸川区東葛西9‐3‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①8月3日（火）

最終出勤日：②8月5日（木）

最終出勤日：③8月6日（金）

店舗住所

東京都葛飾区亀有3‐49‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①7月30日（金）

最終出勤日：②8月 3日（火）

最終出勤日：③8月 1日（日）

セブン＆アイ・ホールディングス

店名

住友不動産二番町ファーストビル

（セブン＆アイ・ホールディングス本社）

感染者の勤務場所

ー

店名

住友不動産二番町ファーストビル

（セブン＆アイ・ホールディングス本社）

感染者の勤務場所

ー

店名

住友不動産二番町ファーストビル

（セブン＆アイ・ホールディングス本社）

感染者の勤務場所

ー

店名

イトーヨーカドー

店名

イトーヨーカドーたまプラーザ店

感染者の勤務場所

食品レジ担当

店名

アリオ葛西

感染者の勤務場所

3階テナント「ペットの専門店コジマ」

店名

アリオ亀有

感染者の勤務場所

①2階テナント「カメアリデンタル」

②2階テナント「レトロギャラリー」

③イトーヨーカドーアリオ亀有店化粧品販売派遣社員
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店舗住所

神奈川県相模原市緑区大山町1番22号

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

東京都葛飾区亀有3‐26‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月1日（日）

店舗住所

神奈川県川崎市高津区久本3‐6‐20

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月29日（木）

店舗住所

埼玉県三郷市ピアラシティ一丁目1番地1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①8月1日（日）

　最終出勤日：②8月3日（火）

店舗住所

埼玉県春日部市中央1‐13‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

東京都板橋区常盤台4‐26‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月25日（日）

店舗住所

神奈川県川崎市川崎区港町12‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

イトーヨーカドー溝ノ口（みぞのくち）店に

勤務する清掃会社従業員

店名

イトーヨーカドー三郷店

店名

アリオ橋本

感染者の勤務場所

1階テナント「ロフト」

店名

寝具・インテリア・家庭用品売場

店名

イトーヨーカドー川崎港町店

感染者の勤務場所

1階テナント「ケンタッキーフライドチキン」 

感染者の勤務場所

①2階テナント「西松屋」

②1階テナント「オーブン　フレッシュキッチン」

店名

イトーヨーカドー春日部店

感染者の勤務場所

惣菜売場

店名

イトーヨーカドー上板橋店

感染者の勤務場所

イトーヨーカドー亀有駅前店

感染者の勤務場所

惣菜売場　

店名

イトーヨーカドー溝ノ口店

感染者の勤務場所
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店舗住所

東京都八王子市南大沢2‐28‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月30日（金）

店舗住所

東京都江東区木場1‐5‐30

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月1日（日）

店舗住所

西武 池袋本店 東京都豊島区南池袋1‐28‐1　　

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：7月28日（水）

②最終出勤日：8月2日（月）

③～⑦最終出勤日：8月4日（水）

⑧～⑩最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

そごう 千葉店 千葉県千葉市中央区新町1000番地

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月1日（日）

店舗住所 休業開始日

アカチャンホンポ ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72‐1　ラゾーナ川崎プラザ　3階 8月9日（月）

備考（感染者の状況等） 営業再開日

最終出勤日：8月1日（日） 8月10日（火）

店名

アカチャンホンポ

④8階　スポーツフロア

①～③、⑧～⑩地下1階　食品フロア（売場は異なります）

⑤～⑦別館地下1階フロア

ジュンヌ1階　レディースファッション・カフェフロア

感染者の勤務場所

店名

そごう・西武

　

店名

感染者の勤務場所

感染者の勤務場所

3階テナント「１０９シネマズ」

店名

イトーヨーカドー南大沢店

感染者の勤務場所

2階テナント「カフェ ド クリエ」

店名

イトーヨーカドー木場店

感染者の勤務場所
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店舗住所

アカチャンホンポ らぽーと海老名店 神奈川県海老名市扇町13‐1　ららぽーと海老名　3階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

アカチャンホンポ テラスモール松戸店 千葉県松戸市八ヶ崎2‐8‐1　テラスモール松戸3階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

ニッセン 本社オフィス 京都府京都市南区西九条院町26番地

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

埼玉県さいたま市見沼区島町393 A棟101区画

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

千葉県八千代市八千代台北10‐24‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

店舗住所

千葉県船橋市夏見台２－１－３５

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月27日（火）

店名

感染者の勤務場所

店名

感染者の勤務場所

ニッセンホールディングス

店名

感染者の勤務場所

ー

ヨークマート・ヨークフーズ

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

ヨークマートハレノテラス東大宮店

ヨークマート八千代台店

ヨークマート夏見台店

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

ー
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店舗住所

神奈川県厚木市田村町１番２６号

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所

デニーズ 片瀬山店 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷1‐8‐13

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

横浜 ロフト店 神奈川県横浜市西区高島2‐18‐1 そごう横浜店7階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月1日（日）

店舗住所

市原 ロフト店 千葉県市原市更級4‐3‐2　アリオ市原1階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

店舗住所

吉祥寺 ロフト店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1‐10‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月2日（月）

ー

ロフト

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

店名

感染者の勤務場所

ー

デニーズ

店名

感染者の勤務場所

店名

ヨークフーズ厚木店

感染者の勤務場所

ー

感染者の勤務場所

ー
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店舗住所

東京都千代田区二番町4番地5 住友不動産二番町ファーストビル

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月3日（火）

確認日：8月5日（木）

店舗住所

東京都千代田区二番町4番地5

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日（水）

店舗住所

東京都品川区大井1‐3‐6

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：8月2日（月）

②最終出勤日：7月29日（木）

店舗住所

東京都葛飾区亀有3‐49‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：7月31日（土）

以上

セブン＆アイ・ホールディングス

店名

住友不動産二番町ファーストビル

（セブン＆アイ・ホールディングス本社）

感染者の勤務場所

ー

セブン＆アイ・ネットメディア

店名

感染者の勤務場所

店舗住所の2階社員就業フロア

セブン＆アイ・ネットメディア本社ビル

2階テナント　「ロフト」

店名

アリオ亀有

感染者の勤務場所

①紳士衣料売場　派遣社員

②4階テナント

イトーヨーカドー

店名

イトーヨーカドー大井町店

感染者の勤務場所
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