
2022年 4月 14日 

各位 

広島駅弁当株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

広島駅弁当株式会社（本社：広島市東区 代表取締役社長 中島 和雄、以下、「当社」）は、4月 14日、従業員 1名が 

新型コロナウイルスに感染している事を確認しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 経緯について 

最終出勤日 4月 11日（月） 

4月 12日（火）  医療機関にてＰＣＲ検査を受診 

4月 14日（木）  ＰＣＲ検査陽性の連絡を受理 

現在、体調の回復に努めています。 

現時点では、その他の従業員について感染または感染疑いの報告は受けておりません。 

 

2.主な感染防止対策について 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、平時から全事業所において、以下の対応を実施しております。

引き続き、お客様、お取引先様、従業員およびそのご家族の感染防止と安全確保を最優先に対応してまいりますので、

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（1） 勤務について 

出勤時の検温、体調チェック、手洗い、マスクの着用の励行、定期的な室内の換気、社内設備の定期的なア

ルコール消毒の実施、発症を疑われる場合の出勤停止措置実施、3密を避けた行動の徹底等。 

（2） 接待飲食ならびに飲み会の禁止 

2 人以上の接待飲食、飲み会の全面禁止。家族や友人・知人での接客・飲酒・飲食を伴う店舗への訪問自粛。 

（3） その他 

当社は徹底した衛生管理の下、商品の製造・提供・販売を行っておりますので、当社商品を通して新型コロ

ナウイルスに感染する心配はございません。 

【ご参考】厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

 広島駅弁当株式会社 総務部 電話：082-286-4339 

                ホームページ http://www.ekibento.co.jp/  

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチ

ケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。 



2022年 4月 14日 

各位 

広島駅弁当株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

広島駅弁当株式会社（本社：広島市東区 代表取締役社長 中島 和雄、以下、「当社」）は、4月 14日、従業員 1名が 

新型コロナウイルスに感染している事を確認しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 経緯について 

最終出勤日 4月 13日（水） 

4月 14日（木）  医療機関にてＰＣＲ検査を受診 

4月 14日（木）  ＰＣＲ検査陽性の連絡を受理 

現在、体調の回復に努めています。 

現時点では、その他の従業員について感染または感染疑いの報告は受けておりません。 

 

2.主な感染防止対策について 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、平時から全事業所において、以下の対応を実施しております。

引き続き、お客様、お取引先様、従業員およびそのご家族の感染防止と安全確保を最優先に対応してまいりますので、

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（1） 勤務について 

出勤時の検温、体調チェック、手洗い、マスクの着用の励行、定期的な室内の換気、社内設備の定期的なア

ルコール消毒の実施、発症を疑われる場合の出勤停止措置実施、3密を避けた行動の徹底等。 

（2） 接待飲食ならびに飲み会の禁止 

2 人以上の接待飲食、飲み会の全面禁止。家族や友人・知人での接客・飲酒・飲食を伴う店舗への訪問自粛。 

（3） その他 

当社は徹底した衛生管理の下、商品の製造・提供・販売を行っておりますので、当社商品を通して新型コロ

ナウイルスに感染する心配はございません。 

【ご参考】厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

 広島駅弁当株式会社 総務部 電話：082-286-4339 

                ホームページ http://www.ekibento.co.jp/  

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチ

ケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。 



2022年 4月 14日 

各位 

広島駅弁当株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

広島駅弁当株式会社（本社：広島市東区 代表取締役社長 中島 和雄、以下、「当社」）は、4月 14日、従業員 1名が 

新型コロナウイルスに感染している事を確認しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 経緯について 

最終出勤日 4月 10日（日） 

4月 12日（火）  医療機関にてＰＣＲ検査を受診 

4月 13日（水）  ＰＣＲ検査陽性の連絡を受理 

現在、体調の回復に努めています。 

現時点では、その他の従業員について感染または感染疑いの報告は受けておりません。 

 

2.主な感染防止対策について 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、平時から全事業所において、以下の対応を実施しております。

引き続き、お客様、お取引先様、従業員およびそのご家族の感染防止と安全確保を最優先に対応してまいりますので、

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（1） 勤務について 

出勤時の検温、体調チェック、手洗い、マスクの着用の励行、定期的な室内の換気、社内設備の定期的なア

ルコール消毒の実施、発症を疑われる場合の出勤停止措置実施、3密を避けた行動の徹底等。 

（2） 接待飲食ならびに飲み会の禁止 

2 人以上の接待飲食、飲み会の全面禁止。家族や友人・知人での接客・飲酒・飲食を伴う店舗への訪問自粛。 

（3） その他 

当社は徹底した衛生管理の下、商品の製造・提供・販売を行っておりますので、当社商品を通して新型コロ

ナウイルスに感染する心配はございません。 

【ご参考】厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

 広島駅弁当株式会社 総務部 電話：082-286-4339 

                ホームページ http://www.ekibento.co.jp/  

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチ

ケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。 



2022年 4月 14日 

各位 

広島駅弁当株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

広島駅弁当株式会社（本社：広島市東区 代表取締役社長 中島 和雄、以下、「当社」）は、4月 14日、従業員 1名が 

新型コロナウイルスに感染している事を確認しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 経緯について 

最終出勤日 4月 8日（金） 

4月 13日（水）  医療機関にてＰＣＲ検査を受診 

4月 14日（木）  ＰＣＲ検査陽性の連絡を受理 

現在、体調の回復に努めています。 

現時点では、その他の従業員について感染または感染疑いの報告は受けておりません。 

 

2.主な感染防止対策について 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、平時から全事業所において、以下の対応を実施しております。

引き続き、お客様、お取引先様、従業員およびそのご家族の感染防止と安全確保を最優先に対応してまいりますので、

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（1） 勤務について 

出勤時の検温、体調チェック、手洗い、マスクの着用の励行、定期的な室内の換気、社内設備の定期的なア

ルコール消毒の実施、発症を疑われる場合の出勤停止措置実施、3密を避けた行動の徹底等。 

（2） 接待飲食ならびに飲み会の禁止 

2 人以上の接待飲食、飲み会の全面禁止。家族や友人・知人での接客・飲酒・飲食を伴う店舗への訪問自粛。 

（3） その他 

当社は徹底した衛生管理の下、商品の製造・提供・販売を行っておりますので、当社商品を通して新型コロ

ナウイルスに感染する心配はございません。 

【ご参考】厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

 広島駅弁当株式会社 総務部 電話：082-286-4339 

                ホームページ http://www.ekibento.co.jp/  

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチ

ケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。 



2022年 4月 18日 

各位 

広島アグリフードサービス株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

広島アグリフードサービス株式会社（本社：広島市佐伯区 代表取締役社長 中島 和雄、以下、「当社」）は、4月 18日、

従業員 1名が新型コロナウイルスに感染している事を確認しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 経緯について 

最終出勤日 4月 12日（火） 

4月 15日（金）  医療機関にてＰＣＲ検査を受診 

4月 18日（月）  ＰＣＲ検査陽性の連絡を受理 

現在、体調の回復に努めています。 

現時点では、その他の従業員について感染または感染疑いの報告は受けておりません。 

2.主な感染防止対策について 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、平時から全事業所において、以下の対応を実施しております。

引き続き、お客様、お取引先様、従業員およびそのご家族の感染防止と安全確保を最優先に対応してまいりますので、

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（1） 勤務について 

出勤時の検温、体調チェック、手洗い、マスクの着用の励行、定期的な室内の換気、社内設備の定期的なア

ルコール消毒の実施、発症を疑われる場合の出勤停止措置実施、3密を避けた行動の徹底等。 

（2） 接待飲食ならびに飲み会の禁止 

2 人以上の接待飲食、飲み会の全面禁止。家族や友人・知人での接客・飲酒・飲食を伴う店舗への訪問自粛。 

（3） その他 

当社は徹底した衛生管理の下、商品の製造・提供・販売を行っておりますので、当社商品を通して新型コロ

ナウイルスに感染する心配はございません。 

【ご参考】厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

 広島駅弁当株式会社 総務部 電話：082-286-4339 

                ホームページ http://www.ekibento.co.jp/  

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチ

ケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。 



2022年 4月 18日 

各位 

広島駅弁当株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

広島駅弁当株式会社（本社：広島市東区 代表取締役社長 中島 和雄、以下、「当社」）は、4月 16日、従業員 2名が 

新型コロナウイルスに感染している事を確認しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 経緯について 

最終出勤日 4月 15日（金） 

4月 15日（金）  事業所ＰＣＲ検査を受診 

4月 16日（土）  ＰＣＲ検査陽性の連絡を受理 

現在、体調の回復に努めています。 

現時点では、その他の従業員について感染または感染疑いの報告は受けておりません。 

 

2.主な感染防止対策について 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、平時から全事業所において、以下の対応を実施しております。

引き続き、お客様、お取引先様、従業員およびそのご家族の感染防止と安全確保を最優先に対応してまいりますので、

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（1） 勤務について 

出勤時の検温、体調チェック、手洗い、マスクの着用の励行、定期的な室内の換気、社内設備の定期的なア

ルコール消毒の実施、発症を疑われる場合の出勤停止措置実施、3密を避けた行動の徹底等。 

（2） 接待飲食ならびに飲み会の禁止 

2 人以上の接待飲食、飲み会の全面禁止。家族や友人・知人での接客・飲酒・飲食を伴う店舗への訪問自粛。 

（3） その他 

当社は徹底した衛生管理の下、商品の製造・提供・販売を行っておりますので、当社商品を通して新型コロ

ナウイルスに感染する心配はございません。 

【ご参考】厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

 広島駅弁当株式会社 総務部 電話：082-286-4339 

                ホームページ http://www.ekibento.co.jp/  

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチ

ケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。 



2022年 4月 18日 

各位 

広島駅弁当株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ 

 

広島駅弁当株式会社（本社：広島市東区 代表取締役社長 中島 和雄、以下、「当社」）は、4月 16日、従業員 2名が 

新型コロナウイルスに感染している事を確認しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 経緯について 

最終出勤日 4月 16日（土） 

4月 15日（金）  事業所ＰＣＲ検査を受診 

4月 16日（土）  ＰＣＲ検査陽性の連絡を受理 

現在、体調の回復に努めています。 

現時点では、その他の従業員について感染または感染疑いの報告は受けておりません。 

 

2.主な感染防止対策について 

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、平時から全事業所において、以下の対応を実施しております。

引き続き、お客様、お取引先様、従業員およびそのご家族の感染防止と安全確保を最優先に対応してまいりますので、

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

（1） 勤務について 

出勤時の検温、体調チェック、手洗い、マスクの着用の励行、定期的な室内の換気、社内設備の定期的なア

ルコール消毒の実施、発症を疑われる場合の出勤停止措置実施、3密を避けた行動の徹底等。 

（2） 接待飲食ならびに飲み会の禁止 

2 人以上の接待飲食、飲み会の全面禁止。家族や友人・知人での接客・飲酒・飲食を伴う店舗への訪問自粛。 

（3） その他 

当社は徹底した衛生管理の下、商品の製造・提供・販売を行っておりますので、当社商品を通して新型コロ

ナウイルスに感染する心配はございません。 

【ご参考】厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

 広島駅弁当株式会社 総務部 電話：082-286-4339 

                ホームページ http://www.ekibento.co.jp/  

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 

現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチ

ケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。 


