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2020年８月７日 

（2022年５月 31日更新） 

関係各位 

会 社 名 株式会社ティア 

代表者名 代表取締役社長  冨安 徳久 

（コード：2485 東証スタンダード市場・名証プレミア市場） 

問合せ先 専務取締役 

経営企画室長  
辻 耕平 

 （TEL 052-918-8254） 

 

新型コロナウイルス感染者の発生について（更新） 

 

 本日、当社従業員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のでお知ら

せいたします。当社は引き続き、お客様および従業員、ならびに協力会社様の安全と健康を

第一優先に考え、所管保健所及び関係機関と連携して、対策を講じてまいります。 

 

発表日 内容 

2022年５月 31日 

（更新） 

【概要】 

 「ティア日暮里（東京都荒川区東日暮里６丁目 18番６号）」に

勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ５月 27日（金）に発症し、５月 28日（土）に陽性と判明いた

しました。 

2022年５月 31日 

（更新） 

【概要】 

 「ティア栄生（愛知県名古屋市西区栄生１丁目 32番 20号）」に

勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ５月 23日（月）に濃厚接触者と判定され、５月 26日（木）に

陽性と判明いたしました。 

2022年５月 25日 

 

【概要】 

 「ティア本社（愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目 35番地

１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ５月 21日（土）に濃厚接触者と判定され、５月 24日（火）に

陽性と判明いたしました。 

2022年５月 20日 

 

【概要】 

 「ティア・ヒューマン・リソースセンター（名古屋市北区黒川本
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通３丁目 33 番地）」に勤務する従業員１名の感染が判明しまし

た。 

 ５月 13日（金）に濃厚接触者と判定され、５月 19日（木）に

陽性と判明いたしました。 

2022年５月 19日 

 

【概要】 

 「ティア味美（愛知県春日井市味美白山町１丁目１番地 13）」

に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ５月 15日（日）に発症し、５月 16日（月）に陽性と判明いた

しました。 

2022年５月 19日 

 

【概要】 

 「ティア豊明（愛知県豊明市西川町島原７番地８）」に勤務する

従業員１名の感染が判明しました。 

 ５月 13日（金）に発症し、５月 14日（土）に自主的に行った

抗原検査で陽性となり、５月 16日（月）に医療機関に受診し陽

性と判明いたしました。 

2022年５月 11日 【概要】 

 「ティア清須古城（愛知県清須市西枇杷島町城並２丁目１番地

11）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ５月６日（金）に発症し、同日に医療機関に受診し抗原検査に

て陽性と判明いたしました。 

2022年５月９日 

 

【概要】 

 当社で業務に従事した、株式会社 ティアサービス 湯灌事業部

三河事業所（愛知県岡崎市島町 17番地１）の従業員１名の感染

が判明しました。 

 ５月４日（水）に発症し、５月５日（木）に陽性と判明いたし

ました。 

2022年５月９日 

 

【概要】 

 当社で業務に従事した、株式会社 ティアサービス 湯灌事業部

三河事業所（愛知県岡崎市島町 17番地１）の従業員１名の感染

が判明しました。 

 ５月３日（火）に発症し、５月５日（木）に陽性と判明いたし

ました。 

2022年５月９日 

 

【概要】 

 当社で業務に従事した、株式会社 ティアサービス 湯灌事業部

三河事業所（愛知県岡崎市島町 17番地１）の従業員１名の感染

が判明しました。 
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 ５月２日（月）に発症し、５月５日（木）に陽性と判明いたし

ました。 

2022年５月９日 

 

【概要】 

 当社で業務に従事した、株式会社 ティアサービス 湯灌事業部

三河事業所（愛知県岡崎市島町 17番地１）の従業員１名の感染

が判明しました。 

 ５月３日（火）に発症し、５月４日（水）に陽性と判明いたし

ました。 

2022年５月２日 

 

【概要】 

 「ティア本社（愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目 35番地

１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月 27日（水）に濃厚接触者と判定され、４月 29日（金）に陽

性と判明いたしました。 

2022年４月 27日 

 

【概要】 

 「ティア・ヒューマン・リソースセンター（名古屋市北区黒川本

通３丁目 33 番地）」に勤務する従業員１名の感染が判明しまし

た。 

 ４月 24日（日）に発症し、４月 25日（月）に陽性と判明いた

しました。 

2022年４月 27日 【概要】 

 「ティア名港（愛知県名古屋市港区港楽２丁目 11番地 23号）」

に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月 22日（金）に医療機関に入院し、４月 24日（日）に陽性

と判明いたしました。 

2022年４月 26日 

 

【概要】 

 「ティア覚王山（愛知県名古屋市千種区田代本通１丁目８番

地）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月 23日（土）に濃厚接触者と判定され、４月 25日（月）に

陽性と判明いたしました。 

2022年４月 25日 

 

【概要】 

 「ティア瑞穂（愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通７丁目５番地の

１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月 19日（火）に濃厚接触者と判定され、４月 23日（土）に

陽性と判明いたしました。 

2022年４月 25日 

 

【概要】 

 「ティア春日井（愛知県春日井市鳥居松町４丁目 180番地）」に
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勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月 21日（木）に発症し、４月 22日（金）に陽性と判明いた

しました。 

2022年４月 14日 【概要】 

 「ティア名港（愛知県名古屋市港区港楽２丁目 11番地 23号）」

に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月 11日（月）に発症し、４月 12日（火）に陽性と判明いた

しました。 

2022年４月 12日 

 

【概要】 

 「ティア甚目寺（愛知県あま市坂牧坂塩 123番地）」に勤務する

従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月 11日（月）の夜間に発症し、４月 12日（火）に陽性と判

明いたしました。 

2022年４月 12日 【概要】 

 「ティア蒲生（大阪府大阪市城東区今福西３丁目８－18）」に勤

務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月８日（金）に発症し、４月 11日（月）に陽性と判明いたし

ました。 

2022年４月７日 【概要】 

 「ティア津島（愛知県津島市大和町１丁目 48番地２）」に勤務

する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月５日（火）に濃厚接触者と判定され、４月６日（水）に陽

性と判明いたしました。 

2022年４月６日 【概要】 

 「ティア西枇杷島（愛知県清須市西枇杷島町花咲 19番地）」に

勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ４月４日（月）に濃厚接触者と判定され、４月５日（火）に陽性

と判明いたしました。 

2022年３月 25日 

 

【概要】 

 「ティア熱田（愛知県名古屋市熱田区六番２丁目 16番 21）」に

勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ３月 19日（土）に濃厚接触者と判定され、３月 24日（木）に陽

性と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 
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2022年３月 25日 

 

【概要】 

 「ティア本社（愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目 35番地

１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ３月 22日（火）に発症し、３月 24日（木）に陽性と判明いたし

ました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年３月 23日 【概要】 

 「ティア本社（愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目 35番地１）」

に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 3月 20日（日）に発症し、３月 22日（火）に医療機関で陽性

と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院また

は自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触は

ございません。 

2022年３月 22日 【概要】 

 「ティア黒川（名古屋市北区黒川本通３丁目 33 番地）」に勤務す

る従業員１名の感染が判明しました。 

 3月 18日（金）に発症し、３月 19日（土）に医療機関で陽性

と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院また

は自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触は

ございません。 

2022年３月 16日 【概要】 

 「ティア・ヒューマン・リソースセンター（名古屋市北区黒川本

通３丁目 33 番地）」に勤務する従業員１名の感染が判明しまし

た。 

 3月 14日（月）に発症し、３月 15日（火）に医療機関で陽性

と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院また

は自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触は

ございません。 

2022年３月 16日 【概要】 

 「ティア大東（大阪府大東市深野南町２）」に勤務する従業員１

名の感染が判明しました。 
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 ３月 14日（月）に発症し、３月 15日（火）に医療機関で陽性と

判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年３月 15日 

 

 

【概要】 

 「ティア知多」等を運営するエスケーアイマネージメント株式

会社の本社（愛知県知多市新知東町三丁目 44番地の８）」に勤

務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ３月９日（水）に発症し、３月 13 日（日）に陽性と判明いたし

ました。 

 当該従業員の最終出勤日は３月９日（水）であり、感染可能期間

（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始ま

での期間）にお客様との濃厚接触はございません。 

2022年３月 10日 【概要】 

 「ティア大東（大阪府大東市深野南町２）」に勤務する従業員１

名の感染が判明しました。 

 ３月８日（火）に自主的に行った PCR検査で陽性判定との連絡が

り、３月９日（水）に医療機関で陽性と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年３月８日 【概要】 

 「ティア大東（大阪府大東市深野南町２）」に勤務する従業員１

名の感染が判明しました。 

 ３月４日（金）に発症し、３月６日（日）に陽性と判明いたしま

した。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年３月７日 【概要】 

 「関西支社（ティア寝屋川：大阪府寝屋川市池田新町 16番５

号）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ３月４日（金）に発症し、同日に陽性と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ
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いません。 

2022年３月７日 【概要】 

 「葬儀相談サロン ティア駒込（東京都北区西ケ原１丁目６０

番地１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ３月４日（金）に花粉症の症状で病院を受診した際、念のため PCR

検査を実施し、陽性と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年３月７日 【概要】 

 「ティア本社（愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目 35番地

１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ３月３日（木）に濃厚接触者と判定され、３月４日（金）に陽性

と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年３月１日 【概要】 

 「ティア甚目寺（愛知県あま市坂牧坂塩 123番地）」に勤務する

従業員１名の感染が判明しました。 

 ２月 27日（日）に発症し、２月 28日（月）に陽性と判明いたし

ました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年３月１日 【概要】 

 「ティア・ヒューマン・リソースセンター（名古屋市北区黒川本

通３丁目 33 番地）」に勤務する従業員１名の感染が判明しまし

た。 

 ２月 25日（金）に濃厚接触者と判定され、２月 28日（月）に

陽性と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院また

は自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触は

ございません。 

2022年２月 21日 

 

【概要】 

 「ティア浄心（愛知県名古屋市西区上名古屋２丁目 22番７
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号）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ２月 17日（木）に濃厚接触の疑いが生じ、２月 18日（金）に陽

性と判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年２月 21日 

 

【概要】 

 「ティア門真（大阪府門真市北巣本町 19番 31号）」に勤務する

従業員１名の感染が判明しました。 

 ２月 16日（水）に発症し、２月 19日（土）に陽性と判明いたし

ました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年２月 17日 

 

【概要】 

 当社で業務に従事した、株式会社 ティアサービス（愛知県名古

屋市守山区川西１丁目 610番地）の従業員１名の感染が判明し

ました。 

 ２月 15日（火）に体調不良となり、２月 16日（水）に陽性と

判明いたしました。 

 当該従業員の感染可能期間（患者の発症の２日前から入院または

自宅等での療養の開始までの期間）にお客様との濃厚接触はござ

いません。 

2022年２月 16日 

 

【概要】 

 「ティア小牧中央（愛知県小牧市中央２丁目３番地）」に勤務す

る従業員１名の感染が判明しました。 

 ２月 14日（月）に発症し、２月 15日（火）に陽性と判明いたし

ました。 

 当該従業員の最終出勤日は２月 13 日（日）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始ま

での期間）にお客様との濃厚接触はございません。 

2022年２月 16日 

 

【概要】 

 「ティア蟹江（愛知県海部郡蟹江町学戸５丁目１１０）」に勤務

する従業員１名の感染が判明しました。 

 ２月 10日（木）に濃厚接触者と判定され、２月 12日（土）に陽

性と判明いたしました。 
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 当該従業員の最終出勤日は２月 10 日（木）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始ま

での期間）にお客様との接触はございません。 

2022年２月７日 

 

【概要】 

 「ティア瀬戸南（愛知県瀬戸市田中町 63番地１／運営会社：株

式会社 月昇天）」に勤務する従業員１名の感染が判明しまし

た。 

 ２月４日（金）の昼間に発症し、２月５日（土）に陽性と判明い

たしました。 

 当該従業員の最終出勤日は２月４日（金）であり、感染可能期間

（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始ま

での期間）にお客様との濃厚接触はございません。 

2022年２月３日 【概要】 

 「ティア本社（愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目 35番地

１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 ２月１日（火）に濃厚接触者と判定され、２月２日（水）に陽性

と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は１月 29日（土）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始

までの期間）にお客様との接触はございません。 

【対応内容】 

 「ティア本社」の消毒作業の実施 

2021年８月 30日 

 

【概要】 

 当社で業務に従事したパートナー企業（セレモニースタッフ蓮

華：名古屋市）の従業員１名の感染が判明しました。 

 ８月 27日（金）に体調不良となり、８月 28日（土）に陽性と判

明いたしました。 

【対応内容】 

 「ティア宝神」の消毒作業の実施 

2021年８月 26日 【概要】 

 「ティア港（愛知県名古屋市港区正保町８丁目９番地）」に勤務

する従業員１名の感染が判明しました。 

 ８月 20日（金）に体調不良となり、８月 25日（水）に陽性と判

明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は８月 20日（金）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始
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までの期間）にお客様との接触はございません。 

【対応内容】 

 「ティア港」の消毒作業の実施 

2021年 1月 28日 【概要】 

 「ティア西枇杷島（愛知県清須市西枇杷島町花咲 19番地）」に

勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 １月 20日（水）に濃厚接触者と判定され、１月 27日（水）に陽

性と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は１月 20日（水）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始

までの期間）にお客様との濃厚接触はございません。 

【対応内容】 

 「ティア西枇杷島」の消毒作業の実施 

2021年 1月 21日 

 

【概要】 

 「ティア西枇杷島（愛知県清須市西枇杷島町花咲 19番地）」に

勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 １月 15日（金）に濃厚接触者と判定され、１月 20日（水）に陽

性と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は１月 15日（金）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始

までの期間）にお客様との濃厚接触はございません。 

【対応内容】 

 当該従業員と濃厚接触があったとみなされる従業員の自宅待機

指示とその健康観察 

※「ティア西枇杷島」の消毒作業は１月 17日（日）実施済 

2021年 1月 18日 

 

【概要】 

 「ティア西枇杷島（愛知県清須市西枇杷島町花咲 19番地）」に

勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 １月 16日（土）の夜間に体調不良となり、１月 18日（月）に陽

性と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は１月 16日（土）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始

までの期間）にお客様との濃厚接触はございません。 

【対応内容】 

 当該従業員と濃厚接触があったとみなされる従業員の自宅待機

指示とその健康観察 
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 「ティア西枇杷島」の消毒作業の実施 

2021年 1月 11日 

 

【概要】 

 「ティア岡崎南（愛知県岡崎市羽根北町５丁目６番地１）」に勤

務する従業員１名の感染が判明しました。 

 １月６日（水）に濃厚接触者と判定され、1月 11日（月）に陽

性と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は 1月６日（水）であり、感染可能期

間（患者の発症の２日前から入院または自宅等での療養の開始

までの期間）にお客様との接触はございません。また、管轄保

健所により、本件の濃厚接触者は該当なしと判断されておりま

す。 

【対応内容】 

 「ティア岡崎南」の消毒作業の実施 

2020年 11月 22日 

 

【概要】 

 「ティア本社（愛知県名古屋市北区黒川本通３丁目 35番地

１）」に勤務する従業員１名の感染が判明しました。 

 11月 20日（金）に身体の関節に異常がみられ、11月 21日

（土）に陽性と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は 11月 19日（木）であり、従事する

業務の性質上、お客様との接触はございません。 

【対応内容】 

 当該従業員と濃厚接触があったとみなされる従業員の自宅待機

指示とその健康観察 

 「ティア本社」の消毒作業の実施 

2020年９月 27日 【概要】 

 当社で宿直業務（夜間の会館待機）を担う従業員１名の感染が

判明しました。 

 ９月 20日（日）に味覚・嗅覚の異常がみられ、９月 26日

（土）に陽性と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は９月 13日（日）であり、従事する業

務の性質上、社外の関係者及びお客様との接触はございませ

ん。 

【対応内容】 

 当該従業員と濃厚接触があったとみなされる従業員の自宅待機

指示とその健康観察 
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2020年８月７日 【概要】 

 「ティア・ヒューマン・リソースセンター（名古屋市北区黒川

本通３丁目 33 番地）」に勤務する従業員１名の感染が判明しま

した。 

 ８月５日（水）の夜間に体調不良となり、８月７日（金）に陽

性と判明いたしました。 

 当該従業員の最終出勤日は８月５日（水）であり、従事する業

務の性質上、社外の関係者及びお客様との接触はございませ

ん。 

【対応内容】 

 当該従業員と濃厚接触があったとみなされる従業員の自宅待機

指示とその健康観察 

 「ティア・ヒューマン・リソースセンター」の消毒作業の実施 

 

 

以 上 


