
2021年 8月 13日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

グループ会社における新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

8月 12日(木)、当社グループのよつ葉テクノサービス株式会社(所在地：北海道河東郡音

更町)の従業員 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。 

 

当該従業員は、発熱等の症状がみられたことから 8月 12日検査を受検し、同日に陽性

であることが判明したものです。なお、当該従業員は、8月 7日(土)以降出社しておりま

せん。 

 

当該事業所では、職場内でのマスクの着用、事業所に入場する際には所定の手洗い、ア

ルコールによる手指の消毒等衛生管理を徹底しておりますが、お客様と従業員の安全に万

全を期すため、事業所内の関係個所における消毒作業を実施いたしました。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、事業所内

に濃厚接触者がいないことの確認と感染防止指導をいただいたうえ、事業継続に問題ない

ことを確認しております。厚生労働省からは、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報告はない旨が発信されております。当該事業所との関連を含む当社

製品の品質に問題はございませんので、安心してお召し上がりいただけます。 

 

今後もグループ会社含む社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限

取り組んでまいります。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年 8月 12日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

グループ会社における新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

8月 10日(火)、当社グループのよつ葉物流株式会社(所在地：北海道河東郡音更町)の従

業員 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。 

 

当該従業員は、発熱の症状がみられたことから 8月 10日検査を受検し、同日に陽性で

あることが判明したものです。なお、当該従業員は、8月 8日(日)以降出社しておりませ

ん。 

 

当該事業所では、職場内でのマスクの着用、事業所に入場する際には所定の手洗い、ア

ルコールによる手指の消毒等衛生管理を徹底しておりますが、お客様と従業員の安全に万

全を期すため、事業所内の関係個所における消毒作業を実施いたしました。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、濃厚接触

者等の確認と感染防止指導をいただいたうえ、事業継続に問題ないことを確認しておりま

す。厚生労働省からは、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報

告はない旨が発信されております。当該事業所経由を含む当社製品の品質に問題はござい

ませんので、安心してお召し上がりいただけます。 

 

今後もグループ会社含む社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限

取り組んでまいります。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年 7月 25日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

当社直営店舗 ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ 札幌パセオ店における 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

平素よりミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージをご愛顧いただき、まことにありがと

うございます。 

 

弊社札幌パセオ店におきまして、2021年 7月 24日（土）、従業員１名の新型コロナウ

イルス感染が判明いたしました。当該従業員は、勤務中のマスク着用、手指のアルコール

消毒等の感染拡大防止策を遵守しておりました。 

 

当該従業員の勤務歴及び感染確認の経緯につきましては、以下の通りです。 

7月 22日（木）  最終出勤日 

7月 24日（土）  陽性判明 

 

当該店舗では、お客様と従業員の安全に万全を期すため、7月 24日（土）12時 40分を

もって、臨時休業し消毒作業を実施しました。なお、当該従業員の他に感染者及び濃厚接

触者は確認されておりません。体制が整い次第営業再開とさせていただきます。 

 

現在、ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージでは、店内の消毒をはじめとする感染予

防対策の強化や、従業員の健康管理の徹底はもとより、お客様にもマスクの着用やソーシ

ャルディスタンスの確保等にご協力いただきながら安全対策を実施しております。今後も

お客様と従業員の健康と安全確保を最優先に考え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の抑止のため関係各所と連携し対応してまいります。 

 

お客様には大変なご心配とご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

 

※プライバシー保護の観点から、感染が確認された従業員の年齢・性別等については公表

を差し控えさせていただきます。 

 

以上 

 

 



2021年 6月 7日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

 

6月 4日、本社 (所在地：札幌市中央区)に勤務する従業員 1名が新型コロナウイルスに

感染していることが確認されました。 

 

当該従業員は、6月 3日に濃厚接触者と判断されたことから、検査を受検し、6月 4日

陽性であることが判明したものです。当該従業員は、6月 3日以降出社しておりません。 

 

当該事業所では、テレワークの推進、通勤時及び職場内でのマスクの着用、手洗い・ア

ルコールによる手指の消毒等感染防止対策を徹底しておりますが、お客様と従業員の安全

に万全を期すため、職場内の関係箇所の消毒作業を実施いたしました。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告しており、事

業所内に濃厚接触者がいないこと、業務継続については問題ないとの見解をいただいてお

ります。 

 

厚生労働省からは、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報告

はない旨が発信されており、当社製品の品質に問題はございませんので、安心してお召し

上がりいただけます。 

 

今後も社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限取り組んでまいり

ます。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

                         以上 

 

 

 

 

 

 

 



2021年 5月 24日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

5月 22日、当社十勝主管工場(所在地：北海道河東郡)に勤務する従業員 1名が新型コロ

ナウイルスに感染していることが確認されました。 

 

当該従業員は、5月 22日自宅にて体調に異変を感じ、同日検査を受検し、陽性であるこ

とが判明したものです。当該従業員は、5月 21日以降出社しておりません。 

 

当該工場では、職場内での専用作業服、帽子、マスクの着用、職場入場時には所定の手

洗い、アルコールによる手指の消毒等衛生管理を徹底しておりましたが、お客様と従業員

の安全に万全を期すため、工場内の関係個所における消毒作業を 5月 22日に実施いたし

ました。なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、濃

厚接触者が 1名いることと職場での業務継続については問題ないとの見解をいただいてお

ります。 

 

厚生労働省からは、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報告

はない旨が発信されております。当該工場含む当社製品の品質に問題はございませんの

で、安心してお召し上がりいただけます。 

 

今後も社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限取り組んでまいり

ます。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年 5月 20日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

5 月 19 日、当社十勝主管工場(所在地：北海道河東郡)に勤務する従業員 1 名が新型コロ

ナウイルスに感染していることが確認されました。 

 

当該従業員は、5月 19日出社後に体調に変異があったため、同日 PCR 検査を受検し、陽

性であることが判明したものです。当該従業員は、同日出社直後に退社し以降出社しており

ません。 

 

当該工場では、職場内での専用作業服、帽子、マスクの着用、職場入場時には所定の手洗

い、アルコールによる手指の消毒等衛生管理を徹底しておりましたが、お客様と従業員の安

全に万全を期すため、工場内の関係個所における消毒作業を 5 月 19 日に実施いたしまし

た。なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、濃厚接触

者はいないこと、職場での業務継続は問題ないとの見解をいただいております。当該工場で

は就業時に従業員の体調チェックを実施しておりますが、当該従業員と同一職場の従業員

について PCR検査の実施を検討します。 

 

厚生労働省からは、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報告は

ない旨が発信されております。当該工場含む当社製品の品質に問題はございませんので、安

心してお召し上がりいただけます。 

 

今後も社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限取り組んでまいり

ます。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

                         以上 

 

 

 

 

 

 

 



2021年 5月 7日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

5月 6日、当社東京支店(所在地：東京都中央区)に勤務する従業員 1名が新型コロナウ

イルスに感染していることが確認されました。 

 

当該従業員は、4月 30日に発熱症状がみられたことから PCR検査を受検し、5月 6日

夜、陽性であることが判明したものです。当該従業員は、4月 29日以降出社しておりませ

ん。 

 

当該事業所では、テレワークの推進、通勤時及び職場内でのマスクの着用、手洗い・ア

ルコールによる手指の消毒等感染防止対策を徹底しておりますが、お客様と従業員の安全

に万全を期すため、事業所内の関係個所における消毒作業を本日 5月 7日に実施いたしま

した。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告しており、事

業所内に濃厚接触者がいないこと、業務継続については問題ないとの見解をいただいてお

ります。 

 

厚生労働省からは、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報告

はない旨が発信されており、当社製品の品質に問題はございませんので、安心してお召し

上がりいただけます。 

 

今後も社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限取り組んでまいり

ます。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

                         以上 

 

 

 

 

 

 



2021年 3月 24日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

グループ会社における新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

3月 23日(火)、当社グループの物流会社であるよつ葉カーゴネット株式会社(所在地：埼

玉県加須市)の配送に従事する従業員 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。 

 

当該従業員は、3月 22日(月)に濃厚接触者と判断されたことから同日 PCR検査を行っ

た結果、23日に陽性であることが判明したものです。なお、当該従業員は、休業日を含め

て 3月 20日(土)以降出社しておりません。 

 

当該事業所では、職場内でのマスクの着用、事業所に入場する際には所定の手洗い、ア

ルコールによる手指の消毒等衛生管理を徹底しておりますが、お客様と従業員の安全に万

全を期すため、事業所内の関係個所における消毒作業を実施いたしました。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、濃厚接触

者はいないこと、事業継続は問題ないとの見解をいただいており、当該事業所は営業して

おります。厚生労働省からは、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

れる報告はない旨が発信されております。当該事業所経由を含む当社製品の品質に問題は

ございませんので、安心してお召し上がりいただけます。 

 

今後もグループ会社含む社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限

取り組んでまいります。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

以上 

 

 

 

  

 

 

 

 



2021年 2月 2日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

2 月 2 日、本社 (所在地：札幌市中央区)に勤務する従業員 1 名が新型コロナウイルスに

感染していることが確認されました。 

 

当該従業員は、1月 29日に濃厚接触者と判断されたことから、PCR 検査を受検し、2月

2 日陽性であることが判明したものです。当該従業員は、1 月 26 日以降出社しておりませ

んが、お客様と従業員の安全に万全を期すため、濃厚接触者と判断された 1月 29日に職場

内の関係箇所の消毒作業を実施しました。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、濃厚接触者

はいないとの見解をいただいております。 

 

今後も社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限取り組んでまいり

ます。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

以上      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



2021年 1月 20日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

1月 18日、当社オホーツク北見工場(所在地：北海道紋別市)に勤務する従業員 1名が新

型コロナウイルスに感染していることが確認されました。 

 

当該従業員は、1月 18日に濃厚接触者と判断されたことから、同日 PCR検査を受検

し、陽性であることが判明したものです。当該従業員は、1月 19日以降出社しておりませ

ん。 

 

当該工場では、職場内での専用作業服、帽子、マスクの着用、工場入場時には所定の手

洗い、アルコールによる手指の消毒等衛生管理を徹底しておりましたが、お客様と従業員

の安全に万全を期すため、工場内の関係個所における消毒作業を 1月 18日に実施いたし

ました。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、濃厚接触

者はいないこと、工場操業継続は問題ないとの見解をいただいており、工場は操業してお

ります。厚生労働省からは、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

る報告はない旨が発信されております。当該工場含む当社製品の品質に問題はございませ

んので、安心してお召し上がりいただけます。 

 

今後も社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限取り組んでまいり

ます。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

                         以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年 1月 13日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

当社直営店舗 ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ 札幌パセオ店における 

新型コロナウイルス感染者の発生について 

 

平素よりミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージをご愛顧いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 

弊店札幌パセオ店におきまして、2021年 1月 12日（火）、従業員 1名の新型コロナウ

イルス感染が判明いたしました。当該従業員は、勤務中のマスク着用、手指のアルコール

消毒等の感染拡大防止策を順守しておりました。 

 

当該従業員の勤務歴及び感染確認の経緯につきましては、以下の通りとなっておりま

す。 

1月 8日（金）  最終出勤日 

1月 10日（日） PCR検査実施 

1月 12日（火） 陽性判明 

 

当該店舗につきましては、お客様と従業員の安全に万全を期すため、1月 12日（火）に

臨時休業し消毒作業を実施いたしました。なお、当該従業員の他に感染者は確認されてお

りません。営業につきましては、1月 13日（水）11：00～21：00 より、再開いたしま

す。 

 

現在、ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージでは、店内の消毒をはじめとする感染防

止対策の強化や、従業員の健康管理の徹底はもとより、お客様にもマスクの着用やソーシ

ャルディスタンスの確保等にご協力いただきながら安全対策を実施しております。今後も

お客様と従業員の健康と安全確保を最優先に考え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の抑止のため関係各所と連携し対応してまいります。 

 

お客様には大変なご心配とご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

 

 ※プライバシー保護の観点から、感染が確認された従業員の年齢・性別等については、

公表を差し控えさせていただきます。                     

以上 



2020年 11月 14日 

各位 

よつ葉乳業株式会社 

 

グループ会社における新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせ 

 

11月 13日(金)、当社グループの物流会社であるよつ葉カーゴネット株式会社(所在地：埼

玉県加須市)に勤務する従業員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されま

した。 

 

当該従業員は、11月 11日(水)に味覚障害等の症状があり、その後新型コロナウイルスの

PCR検査を受検し、11月 13日(金)に陽性であることが判明したものです。なお、当該従業

員は、ローテーション休業日を含めて 11月 9日(月)以降出社しておりません。 

 

当該事業所では、職場内でのマスクの着用、事業所に入場する際には所定の手洗い、アル

コールによる手指の消毒等衛生管理を徹底しておりますが、お客様と従業員の安全に万全

を期すため、事業所内の関係個所における消毒作業を 11 月 13 日に実施いたしました。ま

た当該従業員は、庫内作業及び製品の配送業務は携わっておりません。 

 

なお、所管保健所には消毒等の対応、当該従業員の行動履歴について報告し、濃厚接触者

はいないこと、事業継続は問題ないとの見解をいただいており、当該事業所は営業しており

ます。厚生労働省からは、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報

告はない旨が発信されております。当該事業所経由を含む当社製品の品質に問題はござい

ませんので、安心してお召し上がりいただけます。 

 

今後もグループ会社含む社内外の感染拡大の抑止とお客様、従業員の安全確保に最大限

取り組んでまいります。 

お客様をはじめ関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解のほどお願い申し上げま

す。 

以上 


