
2023年1月17日 
各位 
 

西川物産株式会社 
 
 

当社における新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 
 

関係者の皆様には多大なご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。 
当社は新型コロナウイルス感染者を確認の都度、当該職場等の消毒作業を行うとともに、感
染拡大防止策を徹底してまいります。 

また、保健所等からの指示にも適切に対応してまいります。 
 
なお、現在の感染状況に鑑みまして今回の報告をもちまして、HPへの掲載を取り止めるこ

とと致します。 
 
【当社の主な新型コロナウイルス感染拡大防止策】 
①日々の出勤前における検温 
②勤務中、通勤時のマスク着用 
③従業員の健康観察 
④手指消毒、除菌清掃および換気の徹底 
⑤発熱等の風邪症状時における出社制限 
⑥飛沫感染防止用パーテーションの設置 
⑦リモート会議の活用 など 
 
 
 
 
 
＜59例目＞ 
公表日：2023年1月17日 
陽性確認日：2023年1月12日 
最終出社日：2023年1月10日 
操業への影響：なし 
 
 
 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 
西川物産株式会社 総務部 
TEL:082-874-3365 



＜58例目＞ 
公表日：2023年1月10日 
陽性確認日：2023年1月8日 
最終出社日：2023年1月6日 
操業への影響：なし 
 
＜57例目＞ 
公表日：2023年1月10日 
陽性確認日：2023年1月6日 
最終出社日：2022年12月29日 
操業への影響：なし 
 
＜56例目＞ 
公表日：2023年1月10日 
陽性確認日：2023年1月4日 
最終出社日：2022年12月28日 
操業への影響：なし 
 
＜55例目＞ 
公表日：2023年1月10日 
陽性確認日：2023年1月4日 
最終出社日：2022年12月27日 
操業への影響：なし 
 
＜54例目＞ 
公表日：2023年1月6日 
陽性確認日：2023年1月5日 
最終出社日：2022年12月27日 
操業への影響：なし 
 
＜53例目＞ 
公表日：2023年1月6日 
陽性確認日：2022年12月22日 
最終出社日：2022年12月19日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜52例目＞ 
公表日：2023年1月6日 
陽性確認日：2022年12月24日 
最終出社日：2022年12月19日 
操業への影響：なし 
 
＜51例目＞ 
公表日：2023年1月6日 
陽性確認日：2022年12月20日 
最終出社日：2022年12月17日 
操業への影響：なし 
 
＜50例目＞ 
公表日：2023年1月6日 
陽性確認日：2022年12月18日 
最終出社日：2022年12月13日 
操業への影響：なし 
 
＜49例目＞ 
公表日：2023年1月6日 
陽性確認日：2022年12月15日 
最終出社日：2022年12月9日 
操業への影響：なし 
 
＜48例目＞ 
公表日：2022年12月19日 
陽性確認日：2022年12月16日 
最終出社日：2022年12月9日 
操業への影響：なし 
 
＜47例目＞ 
公表日：2022年12月19日 
陽性確認日：2022年12月15日 
最終出社日：2022年12月12日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜46例目＞ 
公表日：2022年12月19日 
陽性確認日：2022年12月12日 
最終出社日：2022年12月9日 
操業への影響：なし 
 
＜45例目＞ 
公表日：2022年12月12日 
陽性確認日：2022年12月8日 
最終出社日：2022年12月6日 
操業への影響：なし 
 
＜44例目＞ 
公表日：2022年12月12日 
陽性確認日：2022年12月2日 
最終出社日：2022年11月29日 
操業への影響：なし 
 
＜43例目＞ 
公表日：2022年12月5日 
陽性確認日：2022年12月2日 
最終出社日：2022年11月29日 
操業への影響：なし 
 
＜42例目＞ 
公表日：2022年12月5日 
陽性確認日：2022年11月29日 
最終出社日：2022年11月28日 
操業への影響：なし 
 
＜41例目＞ 
公表日：2022年11月28日 
陽性確認日：2022年11月22日 
最終出社日：2022年11月18日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜40例目＞ 
公表日：2022年11月21日 
陽性確認日：2022年11月14日 
最終出社日：2022年11月11日 
操業への影響：なし 
 
＜39例目＞ 
公表日：2022年11月14日 
陽性確認日：2022年11月10日 
最終出社日：2022年11月7日 
操業への影響：なし 
 
＜38例目＞ 
公表日：2022年11月14日 
陽性確認日：2022年11月9日 
最終出社日：2022年11月4日 
操業への影響：なし 
 
＜37例目＞ 
公表日：2022年11月14日 
陽性確認日：2022年11月8日 
最終出社日：2022年11月4日 
操業への影響：なし 
 
＜36例目＞ 
公表日：2022年11月14日 
陽性確認日：2022年11月2日 
最終出社日：2022年10月31日 
操業への影響：なし 
 
＜35例目＞ 
公表日：2022年9月27日 
陽性確認日：2022年9月22日 
最終出社日：2022年9月22日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜34例目＞ 
公表日：2022年9月27日 
陽性確認日：2022年9月22日 
最終出社日：2022年9月16日 
操業への影響：なし 
 
＜33例目＞ 
公表日：2022年9月27日 
陽性確認日：2022年9月21日 
最終出社日：2022年9月16日 
操業への影響：なし 
 
＜32例目＞ 
公表日：2022年9月13日 
陽性確認日：2022年9月12日 
最終出社日：2022年9月8日 
操業への影響：なし 
 
＜31例目＞ 
公表日：2022年9月13日 
陽性確認日：2022年9月9日 
最終出社日：2022年9月5日 
操業への影響：なし 
 
＜30例目＞ 
公表日：2022年8月30日 
陽性確認日：2022年8月26日 
最終出社日：2022年8月24日 
操業への影響：なし 
 
＜29例目＞ 
公表日：2022年8月30日 
陽性確認日：2022年8月22日 
最終出社日：2022年8月12日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜28例目＞ 
公表日：2022年8月22日 
陽性確認日：2022年8月20日 
最終出社日：2022年8月19日 
操業への影響：なし 
 
＜27例目＞ 
公表日：2022年8月22日 
陽性確認日：2022年8月18日 
最終出社日：2022年8月13日 
操業への影響：なし 
 
＜26例目＞ 
公表日：2022年8月22日 
陽性確認日：2022年8月16日 
最終出社日：2022年8月12日 
操業への影響：なし 
 
＜25例目＞ 
公表日：2022年8月22日 
陽性確認日：2022年8月13日 
最終出社日：2022年8月12日 
操業への影響：なし 
 
＜24例目＞ 
公表日：2022年8月12日 
陽性確認日：2022年8月10日 
最終出社日：2022年8月8日 
操業への影響：なし 
 
＜23例目＞ 
公表日：2022年8月12日 
陽性確認日：2022年8月9日 
最終出社日：2022年8月8日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜22例目＞ 
公表日：2022年8月12日 
陽性確認日：2022年8月9日 
最終出社日：2022年8月5日 
操業への影響：なし 
 
＜21例目＞ 
公表日：2022年8月8日 
陽性確認日：2022年8月7日 
最終出社日：2022年7月29日 
操業への影響：なし 
 
＜20例目＞ 
公表日：2022年8月8日 
陽性確認日：2022年8月5日 
最終出社日：2022年8月2日 
操業への影響：なし 
 
＜19例目＞ 
公表日：2022年8月8日 
陽性確認日：2022年8月3日 
最終出社日：2022年8月1日 
操業への影響：なし 
 
＜18例目＞ 
公表日：2022年8月2日 
陽性確認日：2022年8月2日 
最終出社日：2022年8月1日 
操業への影響：なし 
 
＜17例目＞ 
公表日：2022年8月1日 
陽性確認日：2022年7月30日 
最終出社日：2022年7月26日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜16例目＞ 
公表日：2022年7月28日 
陽性確認日：2022年7月28日 
最終出社日：2022年7月19日 
操業への影響：なし 
 
＜15例目＞ 
公表日：2022年6月17日 
陽性確認日：2022年6月14日 
最終出社日：2022年6月14日 
操業への影響：なし 
 
＜14例目＞ 
公表日：2022年6月1日 
陽性確認日：2022年5月31日 
最終出社日：2022年5月27日 
操業への影響：なし 
 
＜13例目＞ 
公表日：2022年4月19日 
陽性確認日：2022年4月16日 
最終出社日：2022年4月11日 
操業への影響：なし 
 
＜12例目＞ 
公表日：2022年4月14日 
陽性確認日：2022年4月13日 
最終出社日：2022年4月11日 
操業への影響：なし 
 
＜11例目＞ 
公表日：2022年4月7日 
陽性確認日：2022年4月6日 
最終出社日：2022年4月5日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜10例目＞ 
公表日：2022年3月14日 
陽性確認日：2022年3月12日 
最終出社日：2022年3月10日 
操業への影響：なし 
 
＜9例目＞ 
公表日：2022年2月11日 
陽性確認日：2022年2月10日 
最終出社日：2022年2月4日 
操業への影響：なし 
 
＜8例目＞ 
公表日：2022年2月7日 
陽性確認日：2022年2月7日 
最終出社日：2022年2月4日 
操業への影響：なし 
 
＜7例目＞ 
公表日：2022年2月7日 
陽性確認日：2022年2月5日 
最終出社日：2022年2月5日 
操業への影響：なし 
 
＜6例目＞ 
公表日：2022年2月4日 
陽性確認日：2022年2月4日 
最終出社日：2022年1月28日 
操業への影響：なし 
 
＜5例目＞ 
公表日：2022年2月2日 
陽性確認日：2022年2月2日 
最終出社日：2022年2月1日 
操業への影響：なし 
 
 
 



＜４例目＞ 
公表日：2022年2月1日 
陽性確認日：2022年2月1日 
最終出社日：2022年1月28日 
操業への影響：なし 
 
＜３例目＞ 
公表日：2022年1月26日 
陽性確認日：2022年1月25日 
最終出社日：2022年1月21日 
操業への影響：なし 
 
＜２例目＞ 
公表日：2022年1月21日 
陽性確認日：2022年1月20日 
最終出社日：2022年1月12日 
操業への影響：なし 
 
＜１例目＞ 
公表日：2021年8月19日 
陽性確認日：2021年8月19日 
最終出社日：2021年8月17日 
操業への影響：なし 
 

以 上 


