
 

 

当社グループにおける 
コロナウイルス感染者発生状況（2020年7月～前回公表） 

 

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。

当社の全ての拠点における社員への感染拡大防止に対するさらなる注意喚起と健康状態の確認を

一層細やかに進めてまいります。今後も状況が変わる場合には、考えうる限りの対策を講じ、

総力を尽くして、感染拡大防止に取り組んでまいります。 

 

＜２０２１年６月１０日公表＞ 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：６月７日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年６月７日公表＞ 

拠点 ：豊橋南工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：６月４日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：６月３日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年６月２日公表＞ 

拠点 ：岐阜工場（岐阜県岐阜市）１名 

陽性確定：５月３１日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年５月２５日公表＞ 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月２２日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：アラコ（株）明海工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月２１日 

 職場消毒：実施済み 

 

 



 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月２０日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月２０日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年５月２１日公表＞ 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月１９日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月１８日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：アラコ（株） 東栄工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月１５日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年５月１９日公表＞ 

拠点 ：ＴＢカワシマ株式会社（滋賀県愛知郡）１名 

陽性確定：５月１７日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：ＴＢソーテック東北株式会社（岩手県奥州市）１名 

陽性確定：５月１６日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年５月１７日公表＞ 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月１５日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月１３日 

 職場消毒：実施済み 



 

 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月１３日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：（株）コベルク いなべ工場（三重県いなべ市）１名 

陽性確定：５月１３日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年５月１４日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月１２日 

 職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：（株）コベルク いなべ工場（三重県いなべ市）１名 

陽性確定：５月１２日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年５月１３日公表＞ 

拠点 ：アラコ（株）明海工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月１０日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

拠点 ：（株）コベルク いなべ工場（三重県いなべ市）１名 

陽性確定：５月１１日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月１２日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年５月１２日公表＞ 

拠点 ：東京工場（東京都羽村市）１名 

陽性確定：５月９日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

 

 



 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月１０日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月１１日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

＜２０２１年５月１１日公表＞ 

拠点 ：（株）コベルク いなべ工場（三重県いなべ市）１名 

陽性確定：５月９日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月１０日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

＜２０２１年５月１０日公表＞ 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：５月７日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

拠点 ：TB物流サービス（株）（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月７日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

拠点 ：TBコーポレートサービス（株）刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：５月８日 

 職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

＜２０２１年５月９日公表＞ 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月６日 

職場消毒：長期連休中での発症につき自主消毒を実施 

 

 

 

 



 

＜２０２１年５月６日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：５月４日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：岐阜工場（岐阜県岐阜市）１名 

陽性確定：５月５日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年４月２９日公表＞ 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：４月２８日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年４月２３日公表＞ 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：４月２１日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年４月２１日公表＞ 

拠点 ：アラコ（株）明治川工場（愛知県安城市）１名 

陽性確定：４月１７日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：４月１９日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年４月２０日公表＞ 

拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：４月１６日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：（株）コベルク 富士松工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：４月１６日 

職場消毒：実施済み 

 

 



 

＜２０２１年４月９日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：４月６日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年４月６日公表＞ 

拠点 ：トヨタ紡織東北（株）宮城工場（宮城県黒川郡）１名 

陽性確定：４月２日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年３月２２日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：３月２１日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年３月１６日公表＞ 

拠点 ：アラコ（株）東栄工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：３月１１日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：（株）コベルク 富士松工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：３月１２日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：海外子会社からの４月１日付 帰任者 １名 

陽性確定：３月１３日 

職場消毒：― 

 

＜２０２１年３月８日公表＞ 

拠点 ：（株）コベルク 富士松工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：３月５日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年３月５日公表＞ 

拠点 ：（株）コベルク 富士松工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：３月３日 

職場消毒：実施済み 

 



 

＜２０２１年２月１７日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：２月１４日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年２月２日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１月３１日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年１月２９日公表＞ 

拠点 ：トヨタ紡織九州（株）本社工場（佐賀県神埼市）１名 

陽性確定：１月２１日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：１月２３日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：ナルコ（株）（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１月２３日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：トヨタ紡織九州（株）本社工場（佐賀県神埼市）１名 

陽性確定：１月２７日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年１月２２日公表＞ 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：１月１９日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年１月１５日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１月１４日 

職場消毒：実施済み 

 

 



 

拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：１月１２日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：豊橋北工場（愛知県豊橋市）１名 

陽性確定：１月１２日 

職場消毒：実施済み 

 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１月１０日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年１月１１日公表＞ 

拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：１月９日 

職場消毒：実施済み 

 

＜２０２１年１月５日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１月４日 

 

＜２０２１年１月３日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１月２日 

 

＜２０２１年１月１日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１２月３１日 

 

＜２０２０年１２月３０日公表＞ 

拠点 ：岐阜工場（岐阜県岐阜市）１名 

陽性確定：１２月２９日 

職場消毒：実施済み 

 

＜１２月２６日公表＞ 

拠点 ：トヨタ紡織東北（株） 宮城工場（宮城県黒川郡）１名 

陽性確定：１２月２５日 

職場消毒：実施済み 



 

＜１２月２４日公表＞ 

拠点 ：大口工場（愛知県丹羽郡）１名 

陽性確定：１２月２２日 

職場消毒：実施済み 

 

＜１２月１６日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

陽性確定：１２月１５日 

職場消毒：実施済み 

 

＜１２月４日公表＞ 

 拠点 ：岐阜工場（岐阜県岐阜市）１名 

 陽性確定：１２月２日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜１１月１６日公表＞ 

 拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

 陽性確定：１１月１４日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜１１月６日公表＞ 

 拠点 ：藤岡工場（愛知県豊田市）１名 

 陽性確定：１１月５日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜１０月２日公表＞ 

 拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

 陽性確定：１０月１日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜８月３１日公表＞ 

 拠点 ：ＴＢカワシマ（株）東京営業所（東京都）１名 

 陽性確定：８月２８日 

 職場消毒：実施済み 

 

 

 

 



 

＜８月２７日公表＞ 

拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：８月２６日 

職場消毒：実施済み 

 

＜８月１７日公表＞ 

拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：８月１３日 

職場消毒：実施済み 

 

＜８月１５日公表＞ 

拠点 ：高岡工場（愛知県豊田市）１名 

 陽性確定：８月１４日 

職場消毒：実施済み 

 

＜８月１２日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

 陽性確定：８月１２日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜８月１１日公表＞ 

 拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

 陽性確定：８月１０日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜８月８日公表＞ 

拠点 ：刈谷工場（愛知県刈谷市）１名 

陽性確定：８月８日 

職場消毒：実施済み 

 

＜８月３日公表＞ 

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

 陽性確定：８月２日 

 職場消毒：実施済み 

 

 

 

 

 



 

＜７月３１日公表＞ 

 拠点 ：（株）コベルクいなべ工場（三重県いなべ市）１名 

 陽性確定：７月３０日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜７月３０日公表＞ 

 拠点 ：木曽川工場（愛知県一宮市）１名 

 陽性確定：７月２９日 

 職場消毒：実施済み 

  

拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

 陽性確定：７月２９日 

 職場消毒：実施済み 

 

＜７月２７日公表＞ 

 拠点 ：猿投工場（愛知県豊田市）１名 

 陽性確定：７月２４日 

 職場消毒：実施済み 

 

 拠点 ：トヨタ紡織九州（株）宮田工場（福岡県宮若市）１名 

 陽性確定：７月２５日 

 職場消毒：実施済み 

 

 拠点 ：トヨタ紡織九州（株）宮田工場（福岡県宮若市）１名 

 陽性確定：７月２６日 

 職場消毒：実施済み 

 

                                            以 上                                         


