
確認日：8月23日（月）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 船橋本町7丁目店 千葉県船橋市本町7‐12‐13 8月22日（日）

備考（感染者の状況等）

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 宮崎大塚宮田店 宮崎県宮崎市大塚町宮田2989 8月22日（日）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月22日（日）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン ハートインJR福島駅前店 大阪府大阪市福島区福島7‐1‐3 8月22日（日）

備考（感染者の状況等） 営業再開日

最終出勤日：8月16日（月） 8月22日（日）

店舗住所

セブン‐イレブン・ジャパン 広島地区事務所 広島県広島市中区上八丁堀4‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月19日（木）

セブン‐イレブン

店名

感染者の勤務場所

-

店名

店名

感染者の勤務場所

-

2021年8月23日

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＞

感染者の勤務場所

-

店名

感染者の勤務場所

-
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確認日：8月22日（日）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン ペリエ千葉店 千葉県千葉市中央区新千葉1‐1‐1 8月21日（土）

備考（感染者の状況等） 営業再開日

最終出勤日：8月19日（木） 8月21日（土）

店舗住所

東京都大田区南蒲田1‐20‐32

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・ジャパン 山梨地区事務所 山梨県甲府市伊勢4‐32‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月20日（金）

店舗住所

千葉県千葉市美浜区中瀬2‐6‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月20日（金）

店舗住所

千葉県習志野市津田沼1‐10‐30 1月0日(土)

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

千葉県松戸市松戸1149 1月0日

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

神奈川県鎌倉市大船6‐1‐1 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①②8月20日(金)

イトーヨーカドー

店名

イトーヨーカドー津田沼店

当該従業員の勤務場所

2階テナント　タツミヤ

店名

イトーヨーカドー松戸店

当該従業員の勤務場所

5階テナント　ユザワヤ

店名

イトーヨーカドー大船店

当該従業員の勤務場所

①②1階テナント　マクドナルド

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

店名

感染者の勤務場所

-

セブン‐イレブン京急ST蒲田東口駅前広場店

セブン‐イレブン・ジャパン千葉地区事務所

店名

感染者の勤務場所

-
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店舗住所

兵庫県加古川市別府町緑町2番地

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月20日(金)

店舗住所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3‐15‐30 1月0日

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)

　　　　　　　　　③8月18日(水)

店舗住所

東京都品川区大井1‐3‐6 1月0日

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

愛知県知多市新知東町1‐10‐1 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月16日(月)

店舗住所

兵庫県明石市二見町西二見駅前1‐18　 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月19日(木)

店舗住所

大阪府八尾市光町2‐3 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月16日(月)

店舗住所

千葉県流山市おおたかの森南1‐5‐1 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月18日(水)

店舗住所

北海道札幌市東区北７条東9‐2‐20 1月0日(土)

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月14日(土)

鮮魚売場

店名

アリオ札幌

当該従業員の勤務場所

2階テナント　アルジー

当該従業員の勤務場所

2階テナント　ＡＢＣマート

店名

イトーヨーカドーアリオ八尾店

当該従業員の勤務場所

1階　皿多屋

店名

イトーヨーカドー食品館おおたかの森店

当該従業員の勤務場所

イトーヨーカドー大井町店

当該従業員の勤務場所

7階テナント　ザ・ダイソー

店名

イトーヨーカドー知多店

当該従業員の勤務場所

精肉売場

店名

イトーヨーカドー明石店

店名

イトーヨーカドー加古川店

当該従業員の勤務場所

1階　咲菜

店名

イトーヨーカドー鶴見店

当該従業員の勤務場所

①デイリー食品売場

②惣菜売場

③衣料品・住まいの品売場

店名
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店舗住所

東京都葛飾区亀有3‐49‐3 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月18日(水)

店舗住所

埼玉県深谷市上柴町西4‐2‐14 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月18日(水)

店舗住所

神奈川県川崎市中原区新丸子東3‐1135‐1 1月0日

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月14日(土)

　　　　　　　　　②8月18日(水)

　　　　　　　　　③8月18日(水)

　　　　　　　　④8月5日(木)

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：8月15日（日）

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：①8月17日（火）

　　　　　　　　　　 ②③8月18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：8月19日（木）

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18日（水）

そごう横浜店

感染者の勤務場所

地下2階 食品フロア

店名

そごう広島店

感染者の勤務場所

本館2階　婦人靴・婦人服・ハンドバッグ・洋品小物フロア

店名

西武池袋本店

感染者の勤務場所

1階 プレステージブティックフロア

店名

西武渋谷店

感染者の勤務場所

①B館2階 ビューティーフロア

②③B館2階 婦人服・紳士服フロア

店名

店名

アリオ深谷

当該従業員の勤務場所

1階テナント　ペットの専門店コジマ

店名

グランツリー武蔵小杉

当該従業員の勤務場所

①1階テナント　自然食品F&Fマルシェ

②4階テナント　ブリーズ

③4階テナント　ひな鶏伊勢ゐ

④1階テナント　回し寿司　活

そごう・西武

店名

アリオ亀有

当該従業員の勤務場所

2階　ａｕ催事
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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：①8月15日（日）

　　　　　　　　　②8月16日（月）

店舗住所

ヨークベニマル 古川福浦店  宮城県大崎市古川福浦3‐11‐40

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月19日（木）

店舗住所

ヨークフーズ 千住店 東京都足立区千住3‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１８日（水）

確認日：8月21日（土）

店舗住所 営業再開日

セブン‐イレブン 世田谷赤堤2丁目店 東京都世田谷区赤堤2‐3‐8 8月20日（金）

店舗住所 営業再開日

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20日（金）

店舗住所 営業再開日

セブン‐イレブン 北茨城関本町福田店 茨城県北茨城市関本町福田2737‐2 8月20日（金）

店舗住所 営業再開日

セブン‐イレブン 中野新井１丁目店 東京都中野区新井1‐42‐8 8月20日（金）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 船橋前原西店 千葉県船橋市前原西2‐34‐20 8月20日（金）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①8月10日（火）、②8月16日（月）

セブン‐イレブン

店名

感染者の勤務場所

①9階 レストランフロア

②ビックカメラ大宮西口そごう店

ヨークベニマル

店名

感染者の勤務場所

―

店名

そごう大宮店

ヨークフーズ

店名

感染者の勤務場所

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

店名

店名

-
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店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 土山中学校前店 滋賀県甲賀市土山町北土山548‐4 8月20日（金）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月19日（木）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 銀座８丁目店 東京都中央区銀座8‐5‐12 8月20日（金）

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

セブン‐イレブン 稲城南多摩北口店 東京都稲城市大丸462‐8 8月20日（金）

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月20日（金）

店舗住所 休業開始日

セブン‐イレブン 日立滑川町2丁目店 茨城県日立市滑川町2‐23‐5 8月20日（金）

備考（感染者の状況等） 営業再開日

最終出勤日：8月16日（月） 8月20日（金）

店舗住所

セブン‐イレブン 小田急玉川学園前店 東京都町田市玉川学園2‐21‐9

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

店舗住所

セブン‐イレブン 小田急マルシェ新宿店 東京都新宿区西新宿1‐1‐3

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月18日（水）

店舗住所

セブン‐イレブン 小田急玉川学園前店 東京都町田市玉川学園2‐21‐9

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

店舗住所

東京都葛飾区高砂3‐12‐5

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月13日(金)

当該従業員の勤務場所

イトーヨーカドー

店名

イトーヨーカドー高砂店

-

店名

感染者の勤務場所

-

衣料品売場

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

-

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

神奈川県相模原市南区松が枝町17‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月19日(木)

店舗住所

神奈川県川崎市中原区小杉町3‐420

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

神奈川県川崎市高津区久本3‐6‐20

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月19日(木)

店舗住所

神奈川県相模原市南区古淵3‐13‐33

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

埼玉県和光市丸山台1‐9‐3

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月18日(水)

店舗住所

神奈川県大和市下鶴間1‐3‐1

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

東京都調布市国領町8‐2‐64

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

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：①8月17日(火)　➁8月19日(木)

店名

イトーヨーカドー国領店

当該従業員の勤務場所

3階テナント　クラフトハートトーカイ

店名

アリオ川口

当該従業員の勤務場所

①➁3階テナント　ソユーゲームフィールド

1階テナント　ヴィ・ド・フランス

店名

イトーヨーカドー和光店

当該従業員の勤務場所

加工食品売場

店名

イトーヨーカドー大和鶴間店

当該従業員の勤務場所

1Fテナント　マクドナルド

イトーヨ－カドー溝ノ口店

当該従業員の勤務場所

鮮魚売場

店名

イトーヨーカドー古淵店

当該従業員の勤務場所

店名

店名

イトーヨ－カドー相模原店

当該従業員の勤務場所

ネットスーパー担当

店名

イトーヨ－カドー武蔵小杉駅前店

当該従業員の勤務場所

4階テナント　ダイソー
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店舗住所

東京都葛飾区亀有3‐49‐3

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

大阪府八尾市光町2‐3

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月8日(日)

　　　　　　　　　　➁8月18日(水)

店舗住所

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1‐6‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月20日（金）

店舗住所

千葉県市原市更級4‐3‐2

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①➁8月12日(木)

店舗住所

神奈川県川崎市中原区新丸子東3‐1135‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月17日（火）

店舗住所

千葉県柏市大島田1‐6‐1

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

愛知県日進市赤池町箕ノ手１番

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月19日（木）

3階テナント　B‐DESIGN

店名

セブンパークアリオ柏

当該従業員の勤務場所

2階テナント　紀伊國屋書店

店名

プライムツリー赤池

当該従業員の勤務場所

2階テナント　ニクバルダカラ

当該従業員の勤務場所

1階テナント　ダイリキ

店名

アリオ市原

当該従業員の勤務場所

①➁1Fテナント　ケンタッキー・フライド・チキン

店名

グランツリー武蔵小杉

当該従業員の勤務場所

アリオ亀有

当該従業員の勤務場所

1階テナント　カルディコーヒーファーム

店名

アリオ八尾

当該従業員の勤務場所

①1階テナント　14+（ICHIYON PLUS）

➁1階テナント　ルジャンドル

店名

イトーヨーカドーあべの店

店名
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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16日（月）

                     ②③8月18日（水）

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20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：8月10日（火）

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12日（木）

                  ②8月18日（水）

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：8月19日（木）

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19日（木）

店舗住所

上田 ロフト店 長野県上田市天神3‐5‐1　アリオ上田1階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月18日（水）

感染者の勤務場所

ー

そごう千葉店

感染者の勤務場所

店外テナント

店名

そごう広島店

感染者の勤務場所

本館1階　化粧品・ハンドバッグフロア

ロフト

店名

店名

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.

感染者の勤務場所

モール館7階 専門店フロア

店名

そごう横浜店

感染者の勤務場所

①8階 こども服・玩具・スポーツ・メガネ・催会場フロア

②地下2階 食品フロア

店名

そごう・西武

店名

西武池袋本店

感染者の勤務場所

①5階 紳士服フロア

②1階 化粧品フロア

③地下1階 食品フロア

店名

西武渋谷店

感染者の勤務場所

A館M2階 コスメティック・サロンフロア
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店舗住所

渋谷 ロフト店 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10日（火）

店舗住所

ヨークマート 下板橋店 東京都板橋区板橋2‐1‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１８日（水）

店舗住所

ヨークマート 伊勢原成瀬店 神奈川県伊勢原市下糟屋3022‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１８日（水）

店舗住所

ヨークフーズ 千住店 東京都足立区千住3‐2

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１７日（火）

確認日：8月20日（金）

店舗住所

セブン‐イレブン 第二神明垂水ＰＡ下り店 兵庫県神戸市垂水区下畑町鎌谷552‐2

備考（感染者の状況等）

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18日(水)

店舗住所

東京都武蔵野市境南町2‐2‐20

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月17日(火)

　　　　　　　　　②8月18日(水)

6階テナント　げんき堂整骨院

店名

イトーヨーカドー武蔵境店

セブン‐イレブン

感染者の勤務場所

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

２階テナント　2foods

イトーヨーカドー

店名

イトーヨーカドー藤沢店

当該従業員の勤務場所

-

ー

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

当該従業員の勤務場所

①銘店コーナー

②1階テナント　ドトールコーヒー

店名

ヨークマート・ヨークフーズ

店名
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店舗住所

東京都多摩市落合1‐44

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月16日(月)

店舗住所

神奈川県鎌倉市大船6‐1‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月19日(木)

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3日(火)

店舗住所

北海道札幌市豊平区福住2条1‐2‐5

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

神奈川県川崎市川崎区港町12‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月18日(水)

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15日(日)

店舗住所

山梨県中巨摩郡昭和町西条13‐1

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

神奈川県川崎市川崎区小田栄2‐2‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月16日(月)

　　　　　　　　　②8月17日(火)

①3階テナント　サイゼリヤ

②3階テナント　ポポラマーマ

当該従業員の勤務場所

惣菜売場

店名

イトーヨーカドー甲府昭和店

当該従業員の勤務場所

1階テナント　ドトールコーヒー

店名

イトーヨーカドー川崎店

当該従業員の勤務場所

イトーヨーカドー福住店

当該従業員の勤務場所

日用品売場

店名

イトーヨーカドー川崎港町店

当該従業員の勤務場所

2階テナント　ハロー！パソコン教室

店名

イトーヨーカドーアリオ葛西店

食品レジ担当

店名

店名

イトーヨーカドー多摩センター店

当該従業員の勤務場所

協力会社　従業員食堂

店名

1階テナント　マクドナルド

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

イトーヨーカドー大船店

当該従業員の勤務場所
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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19日(木)

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6日(金)

店舗住所

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035‐1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月13日(金)

　　　　　　　　　②8月14日(土)

店舗住所

埼玉県草加市旭町6‐15‐30

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月15日(日)

　　　　　　　　　②8月16日(月)

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：7月31日(土)

店舗住所

東京都足立区西新井栄町1ー20ー1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月3日(火)

店舗住所

北海道札幌市東区北7条東9‐2‐20

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

大阪府堺市西区鳳南町3‐199‐12

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月17日(火)

当該従業員の勤務場所

1階テナント　ISHIYA　SHOP

店名

アリオ鳳

当該従業員の勤務場所

1階テナント　マクドナルド

アリオ蘇我

当該従業員の勤務場所

1階テナント　ＡＢＣマート

店名

アリオ西新井

当該従業員の勤務場所

2階テナント　ダイソー

店名

アリオ札幌

店名

イトーヨーカドーららぽーと横浜店

当該従業員の勤務場所

①1階テナント　ポッポ

②惣菜売場

店名

イトーヨーカドー新田店

当該従業員の勤務場所

①②青果売場

店名

店名

イトーヨーカドー昭島店

当該従業員の勤務場所

婦人衣料売場　派遣販売員

店名

イトーヨーカドー湘南台店

当該従業員の勤務場所

化粧品売場　派遣販売員
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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：①8月15日(日)

　　　　　　　　②8月7日(土)

　　　　　　　　　③8月16日(月)

店舗住所

神奈川県相模原市緑区大山町1‐22

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月15日(日)

　　　　　　　　　②8月16日(月)

店舗住所

埼玉県深谷市上柴町西4‐2‐14

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月19日(木)

店舗住所

千葉県柏市大島田1ー6ー1

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：8月16日(月)

店舗住所

愛知県日進市赤池町 箕ノ手 1番

備考（当該従業員の状況等）

最終出勤日：①8月18日(水)

　　　　　　　　　②8月16日(月)

　　　　　　　　　③8月16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16日（月）

                     ②③8月17日（火）

                  ④8月18日（水）

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16日（月）

店名

西武池袋本店

感染者の勤務場所

①1階 化粧品フロア

②④8階 西武スポーツフロア

③地下1階 食品フロア

店名

西武渋谷店

感染者の勤務場所

モヴィーダ館

店名

セブンパークアリオ柏

当該従業員の勤務場所

2階テナント　ゴンチャ

店名

プライムツリー赤池

当該従業員の勤務場所

①2階テナント　ＧＹＯＺＡ　ＯＨＳＨＯ

②3階テナント　プティマイン

③2階テナント　いしがまやハンバーグ

そごう・西武

①イトーヨーカドー　ネットスーパー配達員

②3階テナント　ちょい和パスタ　ポポラマーマ

③2階テナント　ユニクロ

店名

アリオ橋本

当該従業員の勤務場所

①1階テナント　カラダファクトリー

②1階テナント　ミスタードーナツ

店名

アリオ深谷

当該従業員の勤務場所

2階テナント　珈琲館

店名

アリオ北砂

当該従業員の勤務場所
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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14日（土）

                     ②③8月18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：8月17日（火）

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：8月13日（金）

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15日（日）

店舗住所

ヨークベニマル 泉将監店 宮城県仙台市泉区将監殿2‐2‐5

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月18日（水）

店舗住所

ヨークベニマル 南館店 山形県山形市南館西2‐50

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：①8月18日（水）

　　　　　　　　　 ②８月20日（金）

店舗住所

アカチャンホンポ 洛北阪急スクエア店 京都府京都市左京区高野西開町36番地　洛北阪急スクエア2F

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月19日（木）ー

ー

店名

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

感染者の勤務場所

 ジュンヌ館2階 専門店フロア

店名

そごう大宮店

感染者の勤務場所

地下1階 食品フロア

ヨークベニマル

店名

感染者の勤務場所

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.

感染者の勤務場所

①モール館6階 専門店フロア

②モール館3階 専門店フロア

③モール館7階 専門店フロア

店名

そごう横浜店

感染者の勤務場所

 地下1階 婦人雑貨・インポートブティック・ビューティーサロンフロア

店名

そごう千葉店

店名
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店舗住所

新宿ミロード ロフト店 東京都新宿区西新宿1‐1‐3　新宿ミロード6階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月16日（月）

店舗住所

ロフト 四街道店 千葉県四街道市中央5番地　イトーヨーカドー四街道店1階

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月18日（水）

店舗住所

デニーズ 神田小川町店 東京都千代田区神田美土代町７

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：8月15日（日）

店舗住所

ヨークマート 下前店 埼玉県戸田市下前2‐1‐12

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１６日（火）

店舗住所

ヨークマート もねの里店 千葉県四街道市もねの里6‐10‐1

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１７日（火）

店舗住所

ヨークマート 越谷赤山店 埼玉県越谷市赤山町5‐8‐39

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１７日（火）

店舗住所

ヨークマート 青葉台店 千葉県柏市青葉台2‐17‐8

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月１９日（木）

ー

ロフト

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

ー

デニーズ

感染者の勤務場所

ー

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

ヨークマート

店名

ー

店名

店名
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店舗住所

ヨークマート 入間店 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

埼玉県川口市宮町18‐9

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月２０日（金）

店舗住所

ヨークマート 妙蓮寺店 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１７日（火）

店舗住所

ヨークマート 伊勢原店 神奈川県伊勢原市板戸８

備考（感染者の状況等）

最終出勤日：８月２０日（金）

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12日（木）

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16日（月）

以上

ニッセンホールディングス

店名

感染者の勤務場所

-

セブン・フィナンシャルサービス

セブン・フィナンシャルサービス　本部ビル

店名

店名

-

感染者の勤務場所

ー

ヨークマートフードセントラル ララガーデン川口店

店名

感染者の勤務場所

ー

店名

感染者の勤務場所

感染者の勤務場所

テナント「お茶の関谷園」

店名

感染者の勤務場所

ー
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