
 

              
 

2 0 2 2 年 ８ 月 ８ 日 

各位 

株 式 会 社  コ メ リ 

 

新型コロナウイルス感染者の判明と対応について 
 

 以下の通り、弊社従業員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。 

 

都道府県 店舗 最終出勤日 陽性判明日 ＰＣＲ・抗原検査理由 濃厚接触者の有無 

兵庫県 
コメリハード＆グリーン   

東浦店 
7月 22日 7月 29日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリハード＆グリーン         

水原店 
7月 28日 7月 30日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリハード＆グリーン        

広神店 
7月 26日 7月 30日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

岩手県 
コメリパワー          

花巻店 
7月 29日 7月 31日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリハード＆グリーン        

宮内店 
7月 26日 7月 31日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

青森県 
コメリパワー         

五所川原店 
7月 30日 8月 1日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

秋田県 
コメリハード＆グリーン        

矢島店 
7月 28日 8月 1日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

長野県 
コメリハード＆グリーン        

丸子店 
7月 31日 8月 1日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

千葉県 
コメリパワー         

四街道店 
7月 28日 8月 1日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

三重県 
コメリパワー         

上野店 
7月 31日 8月 1日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

三重県 
コメリハード＆グリーン         

亀山店 
7月 22日 8月 1日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

三重県 
コメリハード＆グリーン         

大矢知店 
7月 27日 8月 1日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

兵庫県 
コメリハード＆グリーン         

津名店 
7月 29日 8月 1日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

滋賀県 
コメリパワー         

米原店 
7月 27日 8月 1日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 



 

都道府県 店舗 最終出勤日 陽性判明日 ＰＣＲ・抗原検査理由 濃厚接触者の有無 

佐賀県 
コメリハード＆グリーン         

みやき店 
7月 29日 8月 1日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

佐賀県 
コメリハード＆グリーン         

末光店 
7月 24日 8月 1日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

大分県 
コメリハード＆グリーン         

安心院店 
7月 27日 8月 1日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

鹿児島県 
コメリハード＆グリーン         

東串良店 
7月 18日 8月 1日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

青森県 
コメリハード＆グリーン         

おいらせ店 
7月 24日 8月 2日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

秋田県 
コメリハード＆グリーン         

能代店 
7月 31日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

宮城県 
コメリハード＆グリーン         

中新田店 
7月 27日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリパワー         

河渡店 
7月 30日 8月 2日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリハード＆グリーン         

五泉店 
7月 26日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

長野県 
コメリハード＆グリーン         

松川店 
8月 1日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福井県 
コメリハード＆グリーン         

永平寺店 
8月 1日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

三重県 
コメリハード＆グリーン         

日野店 
7月 31日 8月 2日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

滋賀県 
コメリハード＆グリーン         

秦荘店 
8月 2日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

和歌山県 
コメリパワー         

岩出店 
8月 2日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

広島県 
コメリパワー         

大竹店 
7月 31日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

鳥取県 
コメリハード&グリーン         

郡家店 
8月 1日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福岡県 
コメリハード&グリーン        

椎田店 
8月 1日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

長崎県 
コメリパワー         

時津店 
7月 22日 8月 2日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福井県 
コメリパワー武生店    

ペットアミ（テナント） 
8月 1日 8月 2日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 



 

都道府県 店舗 最終出勤日 陽性判明日 ＰＣＲ・抗原検査理由 濃厚接触者の有無 

秋田県 
コメリハード＆グリーン       

秋田飯島店 
7月 30日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

岩手県 
コメリハード＆グリーン       

一関店 
7月 28日 8月 3日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

岩手県 
コメリハード＆グリーン       

陸前高田店 
7月 31日 8月 3日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

山形県 
コメリパワー         

上山店 
8月 2日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

茨城県 
コメリハード＆グリーン         

石下店 
7月 30日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

茨城県 
コメリハード＆グリーン         

玉造店 
8月 2日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

栃木県 
コメリハード＆グリーン         

黒羽店 
7月 29日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

埼玉県 
コメリハード＆グリーン         

長瀞店 
8月 1日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

千葉県 
コメリパワー         

旭店 
8月 1日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

石川県 
コメリハード＆グリーン         

鶴来店 
8月 2日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

愛知県 
コメリパワー         

名古屋中志段味店 
7月 26日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

奈良県 
コメリハード＆グリーン         

榛原店 
7月 25日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

兵庫県 
コメリハード＆グリーン         

三原店 
8月 2日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

広島県 
コメリパワー         

大竹店 
7月 31日 8月 3日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

広島県 
コメリハード＆グリーン         

千代田有田店 
8月 2日 8月 3日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

徳島県 
コメリハード＆グリーン         

海陽店 
7月 27日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

佐賀県 
コメリハード＆グリーン         

鎮西店 
7月 31日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

宮崎県 
コメリハード＆グリーン         

田野店 
7月 26日 8月 3日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

宮崎県 
コメリハード＆グリーン         

南郷店 
7月 31日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 



 

都道府県 店舗 最終出勤日 陽性判明日 ＰＣＲ・抗原検査理由 濃厚接触者の有無 

北海道 
コメリパワー北野店    

ペットアミ（テナント） 
7月 31日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福岡県 
コメリパワー飯塚店    

ペットアミ（テナント） 
8月 2日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福岡県 
コメリパワー飯塚店    

ペットアミ（テナント） 
8月 3日 8月 3日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

北海道 
コメリハード＆グリーン   

美唄店 
7月 31日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリパワー         

六日町店 
7月 30日 8月 4日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリハード＆グリーン         

関川店 
7月 30日 8月 4日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

茨城県 
コメリハード＆グリーン         

麻生店 
8月 2日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福井県 
コメリハード＆グリーン         

大野店 
8月 2日 8月 4日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

石川県 
コメリハード＆グリーン         

津幡店 
8月 2日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

岐阜県 
コメリハード＆グリーン         

坂下店 
7月 28日 8月 4日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

京都府 
コメリハード＆グリーン         

弥栄店 
8月 2日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

三重県 
コメリハード＆グリーン         

鈴鹿店 
7月 31日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

和歌山県 
コメリハード＆グリーン         

紀ノ川店 
8月 1日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

山口県 
コメリハード＆グリーン         

厚狭店 
7月 29日 8月 4日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福岡県 
コメリハード＆グリーン         

八女酒井田店 
7月 31日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

宮崎県 
コメリハード＆グリーン         

南横市店 
8月 3日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

鹿児島県 
コメリハード＆グリーン         

財部店 
7月 22日 8月 4日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

北海道 
コメリパワー         

北野店 
7月 29日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

北海道 
コメリパワー         

札幌発寒店 
7月 30日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 



 

都道府県 店舗 最終出勤日 陽性判明日 ＰＣＲ・抗原検査理由 濃厚接触者の有無 

北海道 
コメリハード＆グリーン         

当間店 
7月 31日 8月 5日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

山形県 
コメリパワー         

上山店 
8月 1日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

山形県 
コメリハード＆グリーン         

小国店 
8月 2日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

新潟県 
コメリハード＆グリーン         

浦川原店 
8月 2日 8月 5日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

茨城県 
コメリハード＆グリーン         

岩間店 
8月 1日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

千葉県 
コメリハード＆グリーン         

富津湊店 
8月 2日 8月 5日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

静岡県 
コメリハード＆グリーン         

南伊豆店 
8月 4日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

三重県 
コメリハード＆グリーン         

藤方店 
7月 28日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

和歌山県 
コメリハード＆グリーン         

中野上店 
7月 29日 8月 5日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

山口県 
コメリハード＆グリーン         

埴生店 
8月 2日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

熊本県 
コメリパワー         

宇土店 
8月 2日 8月 5日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

秋田県 
コメリパワー         

大曲店 
8月 2日 8月 6日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

宮城県 
コメリハード＆グリーン         

宮城蔵王店 
8月 3日 8月 6日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福島県 
コメリハード＆グリーン         

泉崎店 
8月 4日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

千葉県 
コメリハード＆グリーン         

東庄店 
7月 31日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

神奈川県 
コメリハード＆グリーン         

愛川店 
7月 30日 8月 6日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

福井県 
コメリハード＆グリーン         

清水店 
8月 1日 8月 6日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

京都府 
コメリハード＆グリーン         

綾部店 
8月 4日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

大阪府 
コメリハード＆グリーン         

阪南石田店 
8月 5日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 



 

都道府県 店舗 最終出勤日 陽性判明日 ＰＣＲ・抗原検査理由 濃厚接触者の有無 

静岡県 
コメリパワー         

吉田店 
8月 4日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

滋賀県 
コメリパワー         

米原店 
7月 29日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

奈良県 
コメリパワー         

生駒店 
8月 1日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

香川県 
コメリパワー         

坂出店 
8月 4日 8月 6日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

佐賀県 
コメリハード＆グリーン         

みやき店 
8月 3日 8月 6日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

宮崎県 
コメリハード＆グリーン         

野尻店 
8月 4日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

鹿児島県 
コメリハード＆グリーン         

宮之城店 
7月 31日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

北海道 
コメリパワー北野店         

ペットアミ（テナント） 
8月 1日 8月 6日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

北海道 
コメリハード＆グリーン   

余市店          
8月 3日 8月 7日 濃厚接触者の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

京都府 
コメリハード＆グリーン   

丹波三和店          
8月 6日 8月 7日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

熊本県 
コメリハード＆グリーン   

矢部店          
8月 5日 8月 7日 体調不良の為 

お客様、従業員共に 

濃厚接触者なし 

 

なお、当該従業員は勤務中マスクを着用のうえ業務を行っておりました。 

これまで弊社では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の対策を実施中です。 

 

■新型コロナウイルスの感染拡大防止措置について 

１．人的間隔の確保 

２．エチケットシートの取り付け 

３．店内及びお客様用備品の消毒強化 

４．従業員の感染予防及び感染拡大予防策の実施 

※詳しくは、弊社ホームページ・店頭掲示をご確認ください。 

 https://www.komeri.bit.or.jp/news/2020/2020_04_17.html?1597457104786 

 

今後もこれらの対策を徹底し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めてまいります。お客様に安心

してお買い物をしていただける環境を整えてまいりますので、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

https://www.komeri.bit.or.jp/news/2020/2020_04_17.html?1597457104786
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