
2023年４月３日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：新杉田駅（神奈川県横浜市磯子区新杉田８－１） 

      当該社員：20代 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2023年４月２日（日） 

 

   ３．経過 

      ４月２日に抗原検査により陽性と判明。 

なお、３日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年２月３日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：並木中央駅（神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-27-1） 

      当該社員：30代 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2023年２月３日（金） 

 

   ３．経過 

      ２月３日に抗原検査により陽性と判明。 

なお、３日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月 18日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：金沢八景駅（神奈川県横浜市金沢区瀬戸 19-30） 

      当該社員：20代 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2023年１月 18日（水） 

 

   ３．経過 

      １月 17日にＰＣＲ検査により陽性と判明。 

なお、17日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月 18日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（検修係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した検修係員について 

      勤務場所：検修区（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番地１） 

      当該社員：30代 

      業務内容：車両等の保守管理業務を担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2023年１月 18日（水） 

 

   ３．経過 

      １月 17日にＰＣＲ検査により陽性と判明。 

なお、17日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月 11日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：新杉田駅（神奈川県横浜市磯子区新杉田８－１） 

      当該社員：20代 男性 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2023年１月 11日（水） 

 

   ３．経過 

      １月 10日に抗原検査により陽性と判明。 

なお、10日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月 10日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（電気係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した電気係員について 

      勤務場所：電気区（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：20代 男性 

      業務内容：電気の保守管理業務を担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2023年１月６日（水） 

 

   ３．経過 

      １月６日に病院にて抗原検査により陽性と判明。 

なお、６日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月４日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：駅務区（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：20代 男性 

      業務内容：教習期間中 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2023年１月４日（水） 

 

   ３．経過 

      １月４日に抗原検査により陽性と判明。 

なお、４日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月４日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（電気係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した電気係員について 

      勤務場所：電気区（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：20代 男性 

      業務内容：教習期間中 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2023年１月４日（水） 

 

   ３．経過 

      １月４日に抗原検査により陽性と判明。 

なお、４日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月４日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（検修係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した検修係員について 

      勤務場所：検修区（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：40代 男性 

      業務内容：車両等の保守管理業務を担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年 12月 29日（木） 

 

   ３．経過 

      12月 29日に抗原検査により陽性と判明。 

なお、29日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2023年１月４日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：金沢八景駅（神奈川県横浜市金沢区瀬戸 19-30） 

      当該社員：20代 男性 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2022年 12月 28日（水） 

 

   ３．経過 

      12月 28日に病院にて抗原検査により陽性と判明。 

なお、28日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年 12月 26日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：監視業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年 12月 26日（月） 

 

   ３．経過 

      12月 26日に PCR検査により陽性と判明。 

なお、26日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年 12月 23日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：金沢八景駅（神奈川県横浜市金沢区瀬戸 19-30） 

      当該社員：20代 男性 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2022年 12月 23日（金） 

 

   ３．経過 

      12月 23日に病院にて抗原検査により陽性と判明。 

なお、23日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年 12月 21日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：新杉田駅（神奈川県磯子区新杉田８－１） 

      当該社員：30代 男性 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2022年 12月 20日（火） 

 

   ３．経過 

      12月 19日に病院にて PCR検査により陽性と判明。 

なお、19日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年 12月６日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：40代 男性 

      業務内容：監視業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年 12月６日（火） 

 

   ３．経過 

      12月５日に抗原検査により陽性と判明。陽性者登録窓口に登録。 

なお、５日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年 11月 24日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年 11月 24日（木） 

 

   ３．経過 

11 月 23 日に抗原検査により陽性と判明。陽性者登録窓口に登録。

なお、23日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 

 

 

 

 



2022年 11月 22日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年 11月 22日（火） 

 

   ３．経過 

11 月 21 日に抗原検査により陽性と判明。陽性者登録窓口に登録。

なお、21日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 

 

 

 

 



2022年 11月 21日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：40代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年 11月 21日（月） 

 

   ３．経過 

11月 20日に抗原検査キット（医療用）により陽性と判明。陽性者

登録窓口に登録。なお、20日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年９月 14日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年９月 14日（水） 

 

   ３．経過 

      ９月 13日に病院にて、ＰＣＲ検査を受け陽性と判明。 

      なお、13日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年９月 12日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：40代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年９月 12日（月） 

 

   ３．経過 

      ９月 11日に抗原検査キットにより陽性を確認し、神奈川県自主 

療養届出に登録。 

なお、11日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年８月 25日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年８月 25日（木） 

 

   ３．経過 

      ８月 24日に病院にて、ＰＣＲ検査を受け陽性と判明。 

      なお、24日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年８月 18日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年８月 18日（木） 

 

   ３．経過 

      ８月 18日に抗原検査キットにより陽性を確認し、神奈川県自主 

療養届出に登録。 

なお、18日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年８月 15日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

      勤務場所：金沢八景駅（神奈川県横浜市金沢区瀬戸 19－30） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2022年８月 12日（金） 

 

   ３．経過 

      ８月 12日に横浜 PCR検査センターにて、PCR検査を受け陽性と 

判明。 

      なお、13日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年８月４日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年８月２日（火） 

 

   ３．経過 

      ８月２日に抗原検査キットにより陽性を確認し、オンライン診 

療にて陽性と判明。 

      なお、２日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年８月３日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（施設係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した施設係員について 

     勤務場所：施設区（神奈川県横浜市幸浦二丁目 1番地１） 

     当該社員：40代 男性 

     業務内容：軌道施設等の保守管理業務を担当 

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年８月１日（月） 

 

   ３．経過 

      ８月１日に抗原検査キットにより陽性を確認し、発熱外来の受 

診を試みるが困難なため、神奈川県自主療養届出に登録。 

なお、１日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年８月２日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社役員の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した役員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該役員：60代 男性 

           ※ 執務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年８月１日（月） 

 

   ３．経過 

８月１日に抗原検査を行い、陽性のため病院を受診し陽性判定 

      なお、１日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も関係省庁と連携し、必要な措置を講じてまい 

     ります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年８月１日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年７月 30日（土） 

 

   ３．経過 

      ７月 29日に病院にて、ＰＣＲ検査を受け陽性と判明。 

      なお、29日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も保健所及び関係省庁と連携し、必要な措置を 

講じてまいります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年７月 19日 

株式会社横浜シーサイドライン 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

１．感染した社員について 

  勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

当該社員：50代 男性 

業務内容：本社の管理業務  

※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

２．判明日 

2022年７月 19日（火） 

３．経過 

７月 18日に病院にて、抗原検査を受け陽性と判明。 

なお、18日以降勤務しておりません。 

４．対応状況 

当社では、今後も保健所及び関係省庁と連携し、必要な措置を 

講じてまいります。 

５．その他 

お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 



2022年７月７日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

      勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

      当該社員：50代 男性 

      業務内容：本社の管理業務  

           ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年７月６日（水） 

 

   ３．経過 

      ７月６日に病院にて、抗原検査を受け陽性と判明。 

      なお、６日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も保健所及び関係省庁と連携し、必要な措置を 

講じてまいります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年５月 10日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

     勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

     当該社員：30代 

     業務内容：本社の管理業務  

          ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年５月９日（月） 

 

   ３．経過 

      ５月９日に病院にて、ＰＣＲ検査を受け陽性と判明。 

      なお、９日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も保健所及び関係省庁と連携し、必要な措置を 

講じてまいります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年３月 22日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

     勤務場所：新杉田駅（神奈川県横浜市磯子区新杉田８－１） 

     当該社員：２０代 男性 

     業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

          ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2022年３月 21日（火） 

 

   ３．経過 

      ３月 21日に病院にて、抗体検査を受け陽性と判明。 

      なお、22日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も保健所及び関係省庁と連携し、必要な措置を 

講じてまいります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年２月 25日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した社員について 

     勤務場所：本社（神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目 1番地１） 

     当該社員：４０代 男性 

     業務内容：駅業務などの管理業務  

          ※ 勤務中はマスクを常に着用しております。なお、 

お客さまと接する業務には従事しておりません。 

 

   ２．判明日 

      2022年２月 24日（木） 

 

   ３．経過 

      ２月 22日に病院にて、ＰＣＲ検査を受け陽性と判明。 

      なお、22日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も保健所及び関係省庁と連携し、必要な措置を 

講じてまいります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 



2022年２月 18日 

株式会社横浜シーサイドライン 

 

 

当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について 

 

 

１．感染した駅係員について 

     勤務場所：新杉田駅（神奈川県横浜市磯子区新杉田８－１） 

     当該社員：５０代 男性 

     業務内容：有人改札窓口業務などを担当 

          ※ 勤務中はマスクを常に着用のほか、窓口には飛沫 

対策シールドを設置しております。なお、接客業務 

は短時間かつ一定の距離を保ち執務をしていること 

から、感染の可能性はないと思われます。 

 

   ２．判明日 

      2022年２月 17日（木） 

 

   ３．経過 

      ２月 17日に病院にて、ＰＣＲ検査を受け陽性と判明。 

      なお、17日以降勤務しておりません。 

 

   ４．対応状況 

当社では、今後も保健所及び関係省庁と連携し、必要な措置を 

講じてまいります。 

 

   ５．その他 

      お客さまをはじめ、ご関係者さまにはご心配をおかけいたしま 

すが、シーサイドラインでは、引続きお客さまや従業員の安全を 

最優先に、感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき 

対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ 

ます。 

 


	ＨＰ　当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について2022.08.25
	当社社員の新型コロナウイルス感染者について
	当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について2022.08.18
	当社社員の新型コロナウイルス感染者について額田
	当社社員（駅係員）の新型コロナウイルス感染者について2022.08.15
	当社社員の新型コロナウイルス感染者について額田
	当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について2022.08.04
	当社社員の新型コロナウイルス感染者について額田
	当社社員（施設係員）の新型コロナウイルス感染者について2022.08.03
	当社社員の新型コロナウイルス感染者について額田
	当社役員の新型コロナウイルス感染者について2022.08.02
	当社社員の新型コロナウイルス感染者について額田
	当社社員（本社勤務）の新型コロナウイルス感染者について2022.08.01
	当社社員の新型コロナウイルス感染者について







