
２０２１年８月３１日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（その２） 

 

今般、当社社員２名が新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

概要は次のとおりです。 
  
（１）東京支店八潮営業所（埼玉県八潮市）に勤務する社員１名（発熱、倦怠感等の症状

がみられたため、８月２９日に医療機関で抗原検査を実施） 

（２）大阪支店茨木第二営業所（大阪府茨木市）に勤務する社員１名（倦怠感等の症状が

みられたため、８月２８日に医療機関で抗原検査を実施） 
 
 ２名は管轄保健所の指示に従って療養中です。また、各施設内の消毒は完了しておりま

す。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月３１日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月２６日、当社東京支店三郷第一営業所（埼玉県三郷市）に勤務する派遣社員１名が

新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、発熱等の症状がみられたため、８月２５日に医療機関でＰＣＲ検査を受け

たところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、管轄保健所の指示に従

って療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月３０日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月２７日、当社神戸支店六甲第一営業所（神戸市東灘区）に勤務する社員１名が新型

コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、発熱等の症状がみられたため、８月２６日に医療機関でＰＣＲ検査を受け

たところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、医療機関の指示に従っ

て療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月２７日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（その２） 

 

今般、当社事業所に勤務する従業員等２名が新型コロナウイルスに感染していることが

判明いたしました。概要は次のとおりです。 
  
（１）横浜支店南本牧営業所（横浜市中区）に勤務するグループ会社の社員１名（発熱等

の症状がみられたため、８月２５日に医療機関でＰＣＲ検査を実施） 

（２）大阪支店（大阪市福島区）に勤務する派遣社員１名（発熱等の症状がみられたため、

８月２５日に医療機関でＰＣＲ検査を実施） 
 
 ２名は医療機関の指示に従って療養中です。また、各施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月２７日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月２５日、当社横浜支店大黒第三営業所大黒町倉庫（横浜市鶴見区）に勤務する協力

会社の社員１名が新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、発熱等の症状がみられたため、８月２４日に医療機関でＰＣＲ検査を受け

たところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、医療機関の指示に従っ

て療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月２５日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月２４日、当社大阪支店桜島第二営業所（大阪市此花区）に勤務するグループ会社の

社員１名が新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、発熱等の症状がみられたため、８月２４日に医療機関でＰＣＲ検査を受け

たところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、管轄保健所の指示に従

って療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月２４日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

今般、当社横浜支店南本牧営業所（横浜市中区）に勤務する従業員等３名が新型コロナ

ウイルスに感染していることが判明いたしました。概要は次のとおりです。 
  
 １．派遣社員１名 

    （発熱等の症状がみられたため、８月２０日に医療機関でＰＣＲ検査を実施） 

 ２．協力会社の社員１名 

    （１．の社員との接触が疑われたため、８月２０日に民間検査機関でＰＣＲ検査

を実施） 

 ３．グループ会社の社員１名 

    （１．の社員との接触が疑われたため、８月２２日に民間検査機関でＰＣＲ検査

を実施） 
   
 ３名は管轄保健所等の指示に従って療養中です。また、各施設内の消毒は完了しており

ます。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月１７日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月１３日、当社東京支店三郷第一営業所三郷１号配送センターＢ棟（埼玉県三郷市）

に勤務するグループ会社の派遣社員１名が新型コロナウイルスに感染していることが判明

いたしました。 

当該社員は、微熱や関節痛等の症状がみられたため、８月１３日に医療機関でＰＣＲ検

査を受けたところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、管轄保健所の

指示に従って療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月１３日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月１２日、当社が運営に携わる神戸市東灘区内の港湾施設に勤務するグループ会社の

社員１名が新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、微熱等の症状がみられたため、８月１１日に医療機関でＰＣＲ検査を受け

たところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、容体は安定しており、

管轄保健所の指示に従って療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月１２日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月７日、当社東京支店大井営業所（東京都大田区）に勤務する協力会社の社員１名が

新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、発熱や喉の痛み等の症状がみられたため、８月７日に医療機関で抗原検査

を受けたところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、管轄保健所の指

示に従って療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月６日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月４日、当社東京支店大井営業所（東京都大田区）に勤務する社員１名が新型コロナ

ウイルスに感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、発熱や倦怠感等の症状がみられたため、８月３日に医療機関でＰＣＲ検査

を受けたところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、管轄保健所の指

示に従って療養中です。また、施設内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月５日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

今般、当社事業所に勤務する従業員等３名が新型コロナウイルスに感染していることが

判明いたしました。概要は次のとおりです。 
  
（１）東京支店三郷第一営業所三郷１号配送センターＢ棟（埼玉県三郷市）に勤務する  

派遣社員１名（発熱や倦怠感等の症状がみられたため、８月３日に医療機関で抗原

検査を実施） 

（２）横浜支店大黒第三営業所大黒町倉庫（横浜市鶴見区）に勤務するグループ会社の  

社員１名（発熱が続いたため、７月３０日に医療機関でＰＣＲ検査を実施） 

（３）横浜支店大黒第三営業所 YLP センター倉庫（横浜市鶴見区）に勤務する協力会社の

社員１名（倦怠感等の症状がみられたため、８月２日に医療機関でＰＣＲ検査を  

実施） 
  
 ３名は管轄保健所の指示に従って療養中です。また、各施設内の消毒は完了しておりま

す。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 

 



２０２１年８月４日 

 

各 位 

 

三菱倉庫株式会社  

 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

８月３日、当社神戸支店（神戸市中央区）に勤務する社員１名が新型コロナウイルスに

感染していることが判明いたしました。 

当該社員は、発熱等の症状がみられたため、８月２日に医療機関でＰＣＲ検査を受けた

ところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。現在、管轄保健所の指示に従っ

て療養中です。また、職場内の消毒は完了しております。 

当社は、管轄保健所の調査に協力するとともに、社員等が濃厚接触者の判定を受けた場

合には、保健所の指導に従い、適切に対応いたします。 

 

当社グループは、業務継続に支障を来すことのないよう務めつつ、在宅勤務や時差出勤

の推進、出張の制限及び会合の原則禁止、健康状態のチェック等の対策を実施しておりま

す。今後も政府・自治体の方針に従い、保健所等の関係機関と連携して社内外への感染防

止に努めてまいります。 

 
以 上  

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

TEL:03-3278-6652 広報室 臼田、前川 
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