
確認日：8月18日（水）

店舗住所 営業再開日

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18日（水）

店舗住所 営業再開日

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18日（水）

店舗住所

兵庫県姫路市別所町別所字向田中938‐1

備考（感染者の状況等）

①最終出勤日：8月14日（土）

②最終出勤日：8月16日（月）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 西新橋2丁目店 東京都港区西新橋2‐7‐4 8月18日（水）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月16日（月）

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者に関するお知らせ＞

＜セブン＆アイグループの主な店舗・商業施設＞

2021年8月19日

-

セブン‐イレブン

店名

店名

店名

セブン‐イレブン姫路バイパス別所PA上り店

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

1



店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 春日部駅東口店 埼玉県春日部市粕壁東1‐1‐1 8月18日（水）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月15日（日）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 八王子中央図書館前店 東京都八王子市千人町3‐2‐10 8月18日（水）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月16日（月）

店舗住所

セブン‐イレブン 京急ST追浜店 神奈川県横須賀市追浜町3‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月11日（水）

店舗住所

セブン‐イレブン 小田急マルシェ海老名店 神奈川県海老名市めぐみ町1‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月13日（金）

店舗住所

セブン‐イレブン 小田急下北沢店 東京都世田谷区北沢2‐24‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月8日（日）

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13日（金）

店舗住所 休業開始日

兵庫県神戸市東灘区住吉本町1‐2‐9 8月18日（水）

備考（感染者の状況等） 営業再開日

最終出勤日：8月14日（土） 8月18日（水）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 福岡日赤通り店 福岡県福岡市南区大楠1‐35‐25 8月18日（水）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

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 ハートインJR住吉駅改札内店

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-

-

店名

店名

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
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店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 浜田相生町店 島根県浜田市相生町4250 8月18日（水）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月16日（月）

店舗住所

セブン‐イレブン・ジャパン 福岡地区事務所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7‐21　紙与博多中央ビル3階

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

千葉県船橋市本町7‐6‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：

①8月10日(火)　②8月17日(火)

店舗住所

神奈川県藤沢市鵠沼石上1‐10‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月14日(土)

店舗住所

神奈川県藤沢市石川6‐2‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月12日(木)

店舗住所

東京都品川区大井1‐3‐6

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：

①8月10日(火)　②8月14日(土)

③8月11日(水)　④8月15日(日)

店舗住所

埼玉県さいたま市北区宮原町1‐854‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：

①8月11日(水)　②8月15日(日)

イトーヨーカドー

イトーヨーカドー大宮宮原店

当該従業員の勤務場所

①2階テナント　GU

②協力会社　施設警備会社

店名

イトーヨーカドー大井町店

当該従業員の勤務場所

①7階テナント　いなば和幸

②6階テナント　テルベ

③7階テナント　ザ・ダイソー

④2階テナント　銀座コージーコーナー

店名

別棟テナント　サイクルスポット

店名

イトーヨーカドー湘南台店

当該従業員の勤務場所

2階　藤沢市マイナンバーカード北部窓口

店名

店名

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-

イトーヨーカドー船橋店

当該従業員の勤務場所

①協力会社　従業員食堂

②1階テナント　豚骨一燈

店名

イトーヨーカドー藤沢店

当該従業員の勤務場所
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店舗住所

千葉県千葉市中央区川崎町52‐7

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月10日(火)

店舗住所

東京都江東区木場1‐5‐30

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：

①8月15日(日)　②8月8日(日)

店舗住所

東京都大田区大森北2‐13‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月11日(水)

店舗住所

福島県郡山市西ノ内2‐11‐40

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月13日(金)

店舗住所

東京都昭島市田中町562‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月11日(水)

店舗住所

埼玉県草加市高砂2‐7‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月14日(土)

店舗住所

東京都葛飾区亀有3‐26‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月14日(土)1階テナント　サンドラッグ

当該従業員の勤務場所

肌着売場

店名

イトーヨーカドー亀有駅前店

当該従業員の勤務場所

イトーヨーカドー昭島店

当該従業員の勤務場所

紳士衣料売場

店名

イトーヨーカドー草加店

店名

イトーヨーカドー郡山店

当該従業員の勤務場所

3階　ロックイン

店名

①1階催事　モンタボー

②2階テナント　エーデルワイス歯科

店名

イトーヨーカドー大森店

当該従業員の勤務場所

2階テナント　GU

当該従業員の勤務場所

1階テナント　千葉らぁ麺

店名

イトーヨーカドー木場店

当該従業員の勤務場所

店名

アリオ蘇我
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店舗住所

東京都八王子市南大沢2‐28‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月9日(月)

店舗住所

東京都江戸川区東葛西9‐3‐3

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月11日(水)

店舗住所

栃木県宇都宮市陽東6‐2‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月14日(土)

店舗住所

埼玉県川口市並木元町1‐79

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月12日(木)

店舗住所

大阪府八尾市光町2丁目3番

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：

①8月10日(火)　②8月16日(月)

店舗住所

東京都足立区西新井栄町1丁目20番1号

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：

①8月14日(土)　②8月15日(日)

店舗住所

東京都江東区北砂2‐17‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月11日(水)

店名

アリオ北砂

当該従業員の勤務場所

3階テナント　ライトオン

①イトーヨーカドー　肌着売場　派遣販売員

②1階　麻布十番モンタボー

店名

アリオ西新井

当該従業員の勤務場所

①2階テナント　ストーンマーケット

②2階テナント　ソフトバンク

当該従業員の勤務場所

青果売場

店名

アリオ八尾

当該従業員の勤務場所

イトーヨーカドー宇都宮店

当該従業員の勤務場所

惣菜売場

店名

イトーヨーカドーアリオ川口店

店名

アリオ葛西

当該従業員の勤務場所

1階テナント　ミスタードーナツ

店名

店名

イトーヨーカドー南大沢店

当該従業員の勤務場所

ネットスーパー担当
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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（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月15日(日)

店舗住所

神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地1号

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月15日(日)

店舗住所

アカチャンホンポ ららぽーと愛知東郷店 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62 街区1･3　ららぽーと愛知東郷3階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月14日（土）

店舗住所

アカチャンホンポ ファボーレ店 富山県富山市婦中町下轡田165番地の1 フューチャーシティ　ファボーレ2F

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月10日（火）

店舗住所

埼玉県川口市宮町18‐9

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月16日（月）

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10日（火）

店舗住所

神奈川県横浜市港北区大倉山4‐3‐5

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月13日（金）

当該従業員の勤務場所

4階テナント　ベネッセの英語教室BEスタジオ

アリオ橋本

当該従業員の勤務場所

2階テナント　お好み焼き道とん堀Ⅱ

店名

グランツリー武蔵小杉

店名

店名

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-

アカチャンホンポ

-

ヨークマート 八千代台店

ヨークマート 大倉山店

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-

店名

ヨークマート フードセントラル ララガーデン川口店

ヨークマート・ヨークフーズ・ヨークプライス

店名

感染者の勤務場所
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店舗住所

神奈川県平塚市北金目1‐6‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

店舗住所

埼玉県入間市下藤沢1317‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

店舗住所

埼玉県幸手市天神島1‐43

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月10日（火）

店舗住所

神奈川県秦野市緑町15‐7

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月16日（月）

店舗住所

東京都足立区興野1‐12‐71

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

店舗住所

宮城県仙台市宮城野区田子西2‐1‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月15日（日）

店舗住所

東京都練馬区中村北4‐2‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月13日（金）

ヨークフーズ 秦野緑町店

感染者の勤務場所

-

店名

ヨークマート 北金目店

感染者の勤務場所

-

店名

ヨークマート 入間店

感染者の勤務場所

テナント「サンドラッグ下藤沢店」

ヨークベニマル

店名

ヨークベニマル仙台田子西店

感染者の勤務場所

-

ザ・ガーデン自由が丘

店名

ザ・ガーデン自由が丘　中村橋店

感染者の勤務場所

-

ヨークフーズ 幸手店

ヨークプライス 西新井店

店名

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

店名

-
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店舗住所

東京都立川市曙町2‐1‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

店舗住所

東京都文京区春日1‐1‐1 ラクーアビル3階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月11日（水）

店舗住所

東京都千代田区二番町4‐5

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月9日（月）

店舗住所

東京都豊島区南池袋1‐28‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①8月15日(日)②8月14日(土)③8月14日(土)④8

月11日(水)

店舗住所

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：①8月5日(木)

店舗住所

東京都渋谷区宇田川町21‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月13日(金)

地下2階フロア

西武渋谷店

感染者の勤務場所

―

そごう・西武

西武池袋本店

感染者の勤務場所

①2階フロア②1階フロア③1階フロア④地下1階フロア

そごう横浜店

感染者の勤務場所

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

-

後楽園ロフト  東京ドームシティラクーア店

感染者の勤務場所

-

セブン＆アイ・ホールディングス

店名

ザ・ガーデン自由が丘　立川店

感染者の勤務場所

-

ロフト

店名

店名

店名

店名
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店舗住所

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：①8月13日(金)②8月15日(日)

店舗住所

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13日(金)

店舗住所

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：①8月12日(木)②8月15日(日)

店舗住所

埼玉県所沢市日吉町12‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月11日(水)

店舗住所

広島県広島市中区基町6-27

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月4日(水)

店舗住所

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4‐263‐8

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月13日（金）

店舗住所

東京都大田区中央7‐3‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月15日（日）

①本館地下1階フロア②本館地下1階フロア

そごう千葉店

感染者の勤務場所

店名

店名

そごう大宮店

感染者の勤務場所

7階フロア

店名

西武東戸塚S.C.

感染者の勤務場所

①西武館5階フロア②モール館7階フロア

店名

西武所沢S.C.

感染者の勤務場所

デニーズ

店名

 デニーズ コクーンシティ店

店名

そごう広島店

感染者の勤務場所

本館地下2階フロア

2階フロア

感染者の勤務場所

-

店名

デニーズ 池上通り店

感染者の勤務場所

-
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店舗住所

静岡県静岡市葵区二番町6‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月16日（月）

店舗住所

兵庫県神戸市中央区京町25番地　神戸旧居留地5番館

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月12日（木）

以上

バーニーズニューヨーク

店名

バーニーズニューヨーク神戸店

感染者の勤務場所

-

-

店名

デニーズ 静岡二番町店

感染者の勤務場所
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