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新型コロナウイルス感染者の発生状況について
弊社および弊社グループ子会社における新型コロナウイルス感染者発生状況につきまして、以下の通
りお知らせいたします。
弊社および弊社グループ子会社では、感染者が発生した場合、社内外への感染拡大を防止するため、
感染者が勤務している執務室内や共有スペースなどの消毒などを実施しております。また、感染者との
接触の可能性がある社員については、一定期間在宅勤務にするとともに、当該社員の健康観察を実施し
ております。
引き続き、弊社および弊社グループ子会社では、グループ全体における感染拡大防止の徹底、社員の
安全・健康の確保を最優先に、関係各所と連携し、対応してまいります。
※以下記載内容は、公表時の情報です。
2022 年５月 16 日（月） 公表
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
2022 年５月 13 日（金） 公表
株式会社エイテック西日本支社（兵庫県尼崎市）
2022 年５月９日（月） 公表
株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社（愛知県名古屋市）
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社（大阪府大阪市）
株式会社オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社（沖縄県那覇市）
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング北海道支社（北海道札幌市）
株式会社エイテック西日本支社（兵庫県尼崎市）
2022 年４月 25 日（月） 公表
株式会社オリエンタルコンサルタンツ沖縄支社（沖縄県那覇市）
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
株式会社リサーチアンドソリューション東京支社（東京都渋谷区）
2022 年４月 20 日（水） 公表
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
2022 年４月 18 日（月） 公表
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
2022 年４月 15 日（金） 公表
株式会社エイテック西日本支社（兵庫県尼崎市）
2022 年４月 13 日（水） 公表
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
2022 年４月 11 日（月） 公表
株式会社オリエンタルコンサルタンツ本社（東京都渋谷区）
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社（大阪府大阪市）
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
2022 年４月８日（金） 公表
株式会社エイテック西日本支社（兵庫県尼崎市）
2022 年４月７日（木） 公表
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
2022 年４月６日（水） 公表
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング関西支社（大阪府大阪市）
2022 年４月４日（月） 公表
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社（大阪府大阪市）
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
2022 年３月 29 日（火） 公表
株式会社リサーチアンドソリューション福岡本社（福岡県福岡市）
株式会社中央設計技術研究所本社（石川県金沢市）
2022 年３月 28 日（月） 公表
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
株式会社エイテック西日本支社（兵庫県尼崎市）
株式会社リサーチアンドソリューション福岡本社（福岡県福岡市）
2022 年３月 23 日（水） 公表
株式会社エイテック西日本支社（兵庫県尼崎市）
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2022 年３月 22 日（火） 公表

2022 年３月 14 日（月） 公表
2022 年３月９日（水） 公表
2022 年３月７日（月） 公表

2022 年３月４日（金） 公表

2022 年３月１日（火） 公表
2022 年２月 28 日（月） 公表

2022 年２月 25 日（金） 公表
2022 年２月 24 日（木） 公表
2022 年２月 16 日（水） 公表

2022 年２月 15 日（火） 公表

2022 年２月 14 日（月） 公表
2022 年２月９日（水） 公表
2022 年２月８日（火） 公表

2022 年２月４日（金） 公表
2022 年１月 31 日（月） 公表
2022 年１月 27 日（木） 公表
2022 年１月 24 日（月） 公表
2022 年１月 21 日（金） 公表
2022 年１月 13 日（木） 公表
2022 年１月 12 日（水） 公表
2022 年１月７日（金） 公表
2022 年１月６日（木） 公表

株式会社オリエンタルコンサルタンツ北海道支社（北海道札幌市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社（愛知県名古屋市）
３名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング関西支社（大阪府大阪市）
１名
株式会社リサーチアンドソリューション福岡本社（福岡県福岡市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ東北支社（宮城県仙台市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社（愛知県名古屋市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社（大阪府大阪市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング中部支社（愛知県名古屋市）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社（愛知県名古屋市）
２名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社（大阪府大阪市）
２名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
２名
株式会社中央設計技術研究所本社（石川県金沢市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社リサーチアンドソリューション福岡本社（福岡県福岡市）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング北関東事務所（埼玉県さいたま市） １名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ東北支社（宮城県仙台市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社（東京都渋谷区）
２名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社（愛知県名古屋市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社（大阪府大阪市）
２名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
１名
株式会社リサーチアンドソリューション飯塚情報処理センター（福岡県飯塚市）１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
１名
株式会社リサーチアンドソリューション東京支社（東京都渋谷区）
１名
株式会社リサーチアンドソリューション福岡本社（福岡県福岡市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社（東京都渋谷区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支社（大阪府大阪市）
２名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ九州支社（福岡県福岡市）
３名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社（東京都渋谷区）
３名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社（愛知県名古屋市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
１名
株式会社リサーチアンドソリューション福岡本社（福岡県福岡市）
１名
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング本社（東京都台東区）
１名
株式会社中央設計技術研究所本社（石川県金沢市）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ海外事業部（東京都渋谷区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル本社（東京都新宿区）
１名
株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社（東京都渋谷区）
２名
以上

