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当グループにおける新型コロナウイルス感染者発生状況について（２０２２年） 

 

地域住民の皆さま、関係者の皆さまに多大なご心配、ご迷惑をおかけすることを心よりお

詫び申し上げます。 

当グループでは、これまでも新型コロナウイルス感染防止対策を実施してきております。

今後とも、お取引先様、社員とそのご家族、関係者の皆さまの安全、健康を最優先に、保健

所ならびに政府・自治体の方針に基づき、必要な措置を迅速に実施し、引き続き感染拡大防

止に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

現在、新型コロナウイルスの感染者発生状況は以下の通りとなります。 

 

 

記 

 
２０２２年６月２８日公表  ２０２２年６月６日公表 

・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区）  ・拠点：日ピス福島製造所（福島県伊達郡） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：６月２１日  ・陽性確定：６月１日 

・最終出社日：６月１５日  ・最終出社日：５月２８日 

・職場消毒：不要  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

 
 
２０２２年５月３０日公表   

・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区）  ・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：５月２５日  ・陽性確定：５月２５日 

・最終出社日：５月２４日  ・最終出社日：５月２３日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：実施済み 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

 

 

 

 

 



２０２２年５月２４日公表  

・拠点：日ピス福島製造所（福島県伊達郡） ・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市） 

・感染者：１名 ・感染者：１名 

・陽性確定：５月１８日 ・陽性確定：５月１７日 

・最終出社日：５月１８日 ・最終出社日：５月１２日 

・職場消毒：実施済み ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者７名に対し抗原検査を実施 ・社内濃厚接触者：なし 

（結果は「陰性」） ・生産影響：なし 

・生産影響：なし  
 
２０２２年５月１６日公表   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：５月１０日  ・陽性確定：５月１０日 

・最終出社日：４月２９日  ・最終出社日：４月２９日 

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 
 
２０２２年５月１０日公表   

・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市）  ・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：５月９日  ・陽性確定：５月６日 

・最終出社日：４月２８日  ・最終出社日：４月２９日 

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区）   

・感染者：１名   

・陽性確定：４月２７日   

・最終出社日：４月２１日   

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要   

・社内濃厚接触者：なし   

・生産影響：なし   
 
２０２２年４月２０日公表   

・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市）   

・感染者：１名   

・陽性確定：４月１７日   

・最終出社日：４月１５日   

・職場消毒：実施済み   

・社内濃厚接触者：なし   

・生産影響：なし   

 



２０２２年４月１５日公表   

・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区）  ・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：４月１４日  ・陽性確定：４月１２日 

・最終出社日：４月８日  ・最終出社日：４月７日 

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市）   

・感染者：１名   

・陽性確定：４月１１日   

・最終出社日：４月１１日   

・職場消毒：実施済み   

・社内濃厚接触者：なし   

・生産影響：なし   

 

２０２２年４月１日公表   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：３月３１日  ・陽性確定：３月３０日 

・最終出社日：３月２５日  ・最終出社日：３月２９日 

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要  ・職場消毒：実施済み 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：３月２８日  ・陽性確定：３月２８日 

・最終出社日：３月２５日  ・最終出社日：３月２３日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

 
２０２２年３月２８日公表   

・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区）  ・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：３月２６日  ・陽性確定：３月２２日 

・最終出社日：３月２３日  ・最終出社日：３月１６日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

 



２０２２年３月１７日公表   

・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市）  ・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：３月１６日  ・陽性確定：３月１４日 

・最終出社日：３月１０日  ・最終出社日：３月４日 

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）   

・感染者：１名   

・陽性確定：３月１３日   

・最終出社日：３月３日   

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要   

・社内濃厚接触者：なし   

・生産影響：なし   

   

２０２２年３月１４日公表   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：３月１０日  ・陽性確定：３月１１日 

・最終出社日：３月８日  ・最終出社日：３月７日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市） 

・感染者：２名  ・感染者：１名 

・陽性確定：３月１１日  ・陽性確定：３月１１日 

・最終出社日：３月１０日  ・最終出社日：３月５日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：１名（３月６日から自宅待機中） 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

２０２２年３月９日公表  ２０２２年３月７日公表 

・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区）  ・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：３月８日  ・陽性確定：３月４日 

・最終出社日：３月３日  ・最終出社日：２月２３日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：感染後出社せず消毒不要 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   



２０２２年３月１日公表  ２０２２年２月１６日公表 

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：２月２６日  ・陽性確定：２月１５日 

・最終出社日：２月２１日  ・最終出社日：２月９日 

・職場消毒：感染後出社せず消毒不要  ・職場消毒：実施済み 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 
 

２０２２年２月１５日公表  ２０２２年２月４日公表 

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：２月１３日  ・陽性確定：２月３日 

・最終出社日：２月２日  ・最終出社日：１月２８日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：実施済み 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 
 

２０２２年１月３１日公表   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：１月２８日  ・陽性確定：１月２８日 

・最終出社日：１月２４日  ・最終出社日：１月２６日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：実施済み 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町）  ・拠点：栃木工場（栃木県下都賀郡野木町） 

・感染者：２名  ・感染者：１名 

・陽性確定：１月２８日  ・陽性確定：１月３１日 

・最終出社日：１月２７日  ・最終出社日：１月２６日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：実施済み 

・社内濃厚接触者：なし  ・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし  ・生産影響：なし 

   

２０２２年１月２６日公表  ２０２２年１月１３日公表 

・拠点：本社（埼玉県さいたま市中央区）  ・拠点：日ピス岩手（岩手県一関市） 

・感染者：１名  ・感染者：１名 

・陽性確定：１月２４日  ・陽性確定：１月９日 

・最終出社日：１月２０日  ・最終出社日：１月７日 

・職場消毒：実施済み  ・職場消毒：実施済み 

・社内濃厚接触者：なし 

・生産影響：なし 

 ・社内濃厚接触者５名に対し、自宅待機 

指示とPCR検査を実施（結果は陰性） 

  ・生産影響：なし            以上 
 


