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2022 年 1 月 17 日 

各位                                 

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

弊社社員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせし

ます。 

                

本社に勤務する社員は１月１４日に症状があり、１５日にＰＣＲ検査陽性と判定されま

した。最終出勤日は１月１２日です。 

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2022 年 1 月 12 日 

各位                                 

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

弊社社員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせし

ます。 

                

千葉物流センターに勤務する社員は１月５日に症状があり、１０日にＰＣＲ検査陽性と

判定されました。最終出勤日は２０２１年１２月２７日です。 

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2022 年 1 月 11 日  

 

各位                                

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

弊社グループ社員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお

知らせします。 

                

日陸物流株式会社 千葉事業所に勤務する社員は１月６日にＰＣＲ検査陽性と判定され

ました。最終出勤日は１月６日です。 

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年 1０月８日 

各位 

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

弊社社員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせし

ます。 

                

横浜物流センターに勤務する社員は１０月６日に症状があり、７日にＰＣＲ検査陽性と

判定されました。最終出勤日は１０月６日です。 

 

保健所による調査の結果、濃厚接触の該当者はいませんでした。 

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



２０２１年８月３１日 

各位 

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

弊社社員２名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせし

ます。 

                

インターテック川崎デポに勤務する社員は８月３０日に症状があり、３０日にＰＣＲ検

査陽性と判定されました。最終出勤日は８月２７日です。 

 

大阪事業所に勤務する社員は８月２８日に濃厚接触者であることが判明し、３１日に 

ＰＣＲ検査陽性と判定されました。最終出勤日は８月２８日です。          

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                          

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年８月３０日 

各 位  

  

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

弊社社員 2 名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせし

ます。          

       

中部物流センターに勤務する社員は、８月２５日に保健所より濃厚接触者に該当すると

の連絡があり、２７日にＰＣＲ検査陽性と判定されました。最終出勤日は８月２５日で

す。 

 

新潟事業所に勤務する社員は、２３日夕刻に濃厚接触者であることが判明し、２9 日に

ＰＣＲ検査陽性と判定されました。最終出勤日は８月２３日です。 

            

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年８月 24 日 

各位 

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

弊社社員３名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせし

ます。   

              

インターテック 川崎デポに勤務する社員は８月２２日に症状があり、２３日にＰＣＲ

検査陽性と判定されました。最終出勤日は８月２０日です。  

 

インターテック 神戸デポに勤務する社員は８月２１日に症状があり、２３日にＰＣＲ

検査陽性と判定されました。最終出勤日は８月２０日です。 

 

神戸事業所に勤務する社員は８月２０日に症状があり、２４日にＰＣＲ検査陽性と判定

されました。最終出勤日は８月２０日です。                

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                          

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年８月１８日 

各位 

 

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

８月１7 日、千代田区内で利用しているサテライトオフィスに勤務する社員１名が、新

型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせします。 

                

当該社員は８月１２日に症状があり、１７日ＰＣＲ検査陽性と判定されました。 

オフィス最終出勤日は８月１２日です。なお、同室内で勤務していた者は１７日より在宅

勤務としています。               

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                          

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年 4 月２７日 

各位 

  

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

４月２６日、弊社グループ会社 日陸物流株式会社 大阪営業所に勤務する社員１名

が、新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせします。 

                

当該社員は 4 月２３日に症状があり、２６日ＰＣＲ検査陽性と判定されました。なお、 

最終出勤日は４月２２日です。               

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年 4 月 19 日 

各位  

  

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

４月１７日、当社 本社に勤務する社員１名が、新型コロナウイルスに感染しているこ

とが判明しましたのでお知らせします。 

                

当該社員は 4 月１７日に症状があり、ＰＣＲ検査陽性と判定されました。なお、当社本

社への最終出勤日は４月１５日です。               

保健所による調査の結果、濃厚接触の該当者はいませんでした。 

４月１８日、ビル共有部及び当社事務所動線部の消毒を実施しました。 

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年 2 月 19 日 

各位                                        

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

２月 18 日、当社横浜物流センターY-CC 倉庫に勤務する協力会社社員１名が、新型コロ

ナウイルスに感染していることが判明しましたのでお知らせします。 

                

当該協力会社 社員は 2 月 17 日に症状があり、2 月 18 日にＰＣＲ検査陽性と判定され

ました。なお、当社 Y-CC 倉庫への最終出勤日は 2 月 17 日です。               

また保健所による調査の結果、濃厚接触の該当者はいませんでした。 

 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                   

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。        

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 



2021 年 1 月 18 日 

各位 

株式会社 日陸 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

１月１８日、当社インターテック川崎デポに勤務する社員１名が、新型コロナウイルス

に感染していることが判明しましたのでお知らせします。                

当該社員は１月１５日に症状があり、１月１７日にＰＣＲ検査陽性と判定されました。

なお、インターテック川崎デポへの最終出勤日は１月１５日です。 

                   記 

１．対応状況 

当社は感染の拡大を防止するため所管保健所と連携し、下記の対応を取っております。 

・ 事務所・共用部・ロッカー室のアルコール消毒（１月１８日実施済） 

・感染者の行動歴及び感染者への濃厚接触者の調査（１月１８日実施済） 

・濃厚接触の該当者なし 

当社は引き続き、お客様および社員の健康と安全を最優先に考慮し、関係機関と連携

し、社内外への感染拡大防止に向けて取り組んでまいります。                          

お客様をはじめ関係する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。       

以上 

【本件に関するお問い合わせ】 

本社 コロナ対策委員会事務局 03-5281-8130 


