
 

当社グループにおける新型コロナウイルス感染者の発生状況 
（2022 年 1 月） 

 

ナブテスコ株式会社 

 

地域住民の皆様、関係者の皆様に多大なご心配をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。 

今後も状況が変化した際には、都度、速やかに情報を開示していくとともに、社内外への感染拡大

防止と、従業員、地域住民の皆様および関係者の皆様の安全を最優先に考え、関係各所と連携を図り

対応してまいります。 

 

 

＜1 月 5 日公表＞ 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 岩国工場（山口県岩国市） 

症状    ：無し、入院 

陽性確定  ：12 月 25 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：4 名、PCR 検査により陰性 

 

＜1 月 6 日公表＞ 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 （北米から帰国） 

症状    ：無し、ホテル療養 

陽性確定  ：1 月 3 日（入国経過措置期間での抗原検査）  

濃厚接触者 ：無し 

 

＜1 月 7 日公表＞ 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 岩国工場（山口県岩国市） 

症状    ：無し、自宅療養 

陽性確定  ：1 月 6 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：無し （12 月 25 日陽性者及び下記 1 月 6 日陽性者との接触はない） 

 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 岩国工場（山口県岩国市） 

症状    ：無し、自宅療養 

陽性確定  ：1 月 6 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：無し  

 

＜1 月 11 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 （北米から帰国） 

症状    ：無し、ホテル療養 

陽性確定  ：1 月 8 日（入国経過措置期間でのPCR 検査）  

濃厚接触者 ：無し 



＜1 月 12 日公表＞ 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 岩国工場（山口県岩国市） 

症状    ：発熱、自宅療養 

陽性確定  ：1 月 11 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：無し  

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 西神工場（兵庫県神戸市）2 名 

陽性確定  ：1 月 11 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：あり 

 

＜1 月 13 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 西神工場（兵庫県神戸市）3 名 

陽性確定  ：1 月 12 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：あり 

 

＜1 月 17 日公表＞ 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 九州営業所（福岡県福岡市） 

陽性確定  ：1 月 13 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：2 名  

 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 九州営業所（福岡県福岡市）2 名 

陽性確定  ：1 月 14 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：無し  

 

＜1 月 20 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 千葉県内事業所 

陽性確定  ：1 月 18 日（PCR 検査） 

濃厚接触者 ：あり 

 

拠点・職場 ：ナブコドア株式会社 名古屋支店 

陽性確定  ：1月18日（PCR検査） 

濃厚接触者 ：無し 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 神戸工場（兵庫県神戸市） 

陽性確定  ：1 月 19 日（抗原検査）  

濃厚接触者 ：無し 

 

 

 

 



＜1 月 21 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 都内事業所 

陽性確定  ：1 月 20 日（PCR 検査） 

濃厚接触者 ：あり 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 西神工場（兵庫県神戸市） 

陽性確定  ：1 月 20 日（PCR 検査）  

濃厚接触者 ：あり 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 都内事業所 

陽性確定  ：1 月 21 日（PCR 検査） 

濃厚接触者 ：あり 

 

拠点・職場 ：ナブテスコサービス株式会社 西神テクノセンター 

陽性確定  ：1 月 21 日（PCR 検査） 

 

＜1 月 24 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 津工場（三重県津市） 

陽性確定  ：1 月 22 日（PCR 検査） 

濃厚接触者 ：無し 

 

拠点・職場 ：株式会社テイ・エス・メカテック 津出張所（三重県津市） 

陽性確定  ：1 月 22 日（PCR 検査） 

濃厚接触者 ：無し 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 北海道事業所 

陽性確定  ：1 月 23 日（PCR 検査） 

濃厚接触者 ：無し 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 岐阜工場（岐阜県不破郡） 

陽性確定  ：1 月 24 日（PCR 検査） 

濃厚接触者 ：無し 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 東京本社（東京都千代田区）2 名 

陽性確定  ：1 月 24 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコサービス株式会社 神戸支店 

陽性確定  ：1 月 24 日（PCR 検査） 

 

 



＜1 月 25 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 東京本社（東京都千代田区） 

陽性確定  ：1 月 25 日（PCR 検査） 

 

＜1 月 26 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 都内事業所 2 名 

陽性確定  ：1 月 24 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 岩国工場（山口県岩国市） 

陽性確定  ：1 月 25 日（PCR 検査）  

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 都内事業所 

陽性確定  ：1 月 25 日（PCR 検査） 

 

＜1 月 27 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 津工場（三重県津市） 

陽性確定  ：1 月 25 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコサービス株式会社 西神テクノセンター 

陽性確定  ：1 月 25 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 都内事業所 

陽性確定  ：1 月 26 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 北海道事業所 2 名 

陽性確定  ：1 月 26 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 津工場（三重県津市） 

陽性確定  ：1 月 26 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 西神工場（兵庫県神戸市） 

陽性確定  ：1 月 27 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 西神工場（兵庫県神戸市） 

陽性確定  ：1 月 27 日（抗原検査） 

 

 

 

 

 



＜1 月 28 日公表＞ 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 川崎サービスセンター（神奈川県川崎市） 

陽性確定  ：1 月 27 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 都内事業所 2 名 

陽性確定  ：1 月 27 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 栃木県事業所 

陽性確定  ：1 月 27 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 北海道事業所 

陽性確定  ：1 月 27 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 甲南工場（兵庫県神戸市） 

陽性確定  ：1 月 27 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：株式会社テイ・エス・メカテック 垂井事業所（岐阜県不破郡） 

陽性確定  ：1 月 27 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：PACRAFT 株式会社 岩国工場（山口県岩国市） 

陽性確定  ：1 月 28 日（PCR 検査）  

 

＜1 月 31 日公表＞ 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 西神工場（兵庫県神戸市） 

陽性確定  ：1 月 27 日（抗原検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 津工場（三重県津市） 

陽性確定  ：1 月 28 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコサービス株式会社 神戸テクノセンター 

陽性確定  ：1 月 28 日（抗原検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコドア株式会社 大阪支店 

陽性確定  ：1 月 28 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブテスコサービス株式会社 神戸テクノセンター 

陽性確定  ：1 月 29 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコシステム株式会社 山梨県事業所 

陽性確定  ：1 月 30 日（PCR 検査） 



拠点・職場 ：ナブテスコ株式会社 津工場（三重県津市） 

陽性確定  ：1 月 31 日（PCR 検査） 

 

拠点・職場 ：ナブコドア株式会社 本社 

陽性確定  ：1 月 31 日（PCR 検査） 

 

 

 

 


