
お客様各位 

2022年 5月 21日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社レクサス八幡の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 20日に確

認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 19日に発熱を含む症状を訴え、同日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、陽

性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しましたレクサス八幡におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 19日（木）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もござい 

ます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 21日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社レクサス八幡の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 20日に確

認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 19日に咳の症状を訴え、同日医療機関にて、抗原検査を受けた結果、陽性と判

定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しましたレクサス八幡におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 19日（木）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もござい 

ます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 20日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社久留米本店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 20日に確

認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 15日に濃厚接触者に指定され自宅待機をしておりましたが、5月 20日に医療

機関にて、PCR検査を受けた結果、陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い

療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました久留米本店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 15日（日）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 17日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社飯塚店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 17日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 12日に発熱を含む症状を訴え、5月 16日医療機関にて、PCR検査を受けた  

結果、陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました飯塚店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 13日（金）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もござい 

ます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 15日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社久留米本店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 15日に確

認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 7日に濃厚接触者の指定を受け、自宅待機中でしたが、5月 14日に喉の痛みを

含む症状を訴え、同日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、陽性と判定されました。当該者は

現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 14日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社宗像店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 14日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 14日に発熱を含む症状を訴え、同日医療機関にて、抗原検査を受けた結果、陽

性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました宗像店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 14日（土）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 11日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社室見店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 11日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 10日に喉の痛みを含む症状を訴え、翌日医療機関にて PCR検査を受けた結

果、 陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました室見店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 11日（水）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 10日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社本社の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 10日に確認され

ましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 9日に発熱を含む症状を訴え、翌日医療機関にて、ＰＣＲ検査を受けた結果、 

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました本社におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 10日（火）事務所の消毒を実施いたしました。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 5月 7日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社本社の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 5月 7日に確認されま

したので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、5月 7日に発熱を含む症状を訴え、同日医療機関にて、ＰＣＲ検査を受けた結果、 

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました本社におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・5月 7日（土）事務所の消毒を実施いたしました。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 28日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社霧ケ丘店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 28日に確認

されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 23日に濃厚接触者の指定を受け自宅待機中でしたが、4月 28日に発熱を含

む症状を訴え、同日医療機関にて抗原検査を受けた結果、 陽性と判定されました。当該者は現

在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました霧ケ丘店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 23日（土）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 27日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社久留米南店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 27日に確

認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、濃厚接触者に該当する恐れがあった為、4月 27日に医療機関にて、ＰＣＲ検査を 

受けた結果、陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました久留米南店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 27日（水）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 22日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社本社の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 21日に確認され

ましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 20日に咳の症状を訴え、翌日医療機関にて、ＰＣＲ検査を受けた結果、 

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました本社におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 21日（木）事務所の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 21日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社小倉東インター店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 21

日に確認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 19日に発熱を含む症状を訴え、翌日医療機関にて、ＰＣＲ検査を受けた結果、 

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました小倉東インター店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 21日（木）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 21日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社小倉店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 21日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、濃厚接触者に該当する恐れがあった為、4月 20日に医療機関にて、抗原検査を受

けた結果、翌日に陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしており

ます。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました小倉店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 21日（木）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 21日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社長浜店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 21日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 19日に濃厚接触者に指定され自宅待機をしておりましたが、翌日に医療機関に

て、PCR検査を受けた結果、陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養い

たしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました長浜店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 21日（木）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 20日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社 Volkswagen福岡西の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 

4月 19日に確認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 16日に喉の痛みと体調不良を訴え、翌日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、

4月 19日に陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました Volkswagen福岡西におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 16日（土）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もござ

います。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 19日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社小倉東インター店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 19

日に確認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 16日に発熱を含む症状を訴え、翌日医療機関にて、ＰＣＲ検査を受けた結果、 

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました小倉東インター店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 17日（日）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 17日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社直方店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 17日に確認 

されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 16日に咳を含む症状を訴え、同日医療機関にて、抗原検査を受けた結果、 

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました直方店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 1７日（日）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 16日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社 Volkswagen福岡西の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 

4月 16日に確認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 16日に発熱を含む症状を訴え、同日医療機関にて、抗原検査を受けた結果、 

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました Volkswagen福岡西におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 16日（土）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 15日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社福津店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 15日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 14日に発熱を含む症状を訴え、翌日医療機関にて、抗原検査を受けた結果、

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました福津店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 15日（金）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 14日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社室見店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 14日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 13日に濃厚接触者に指定され自宅待機をしておりましたが、同日に医療機関に

て、PCR検査を受けた結果、翌日に陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い

療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました室見店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 13日（水）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 14日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社小倉店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 14日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 13日に発熱を含む症状を訴え、翌日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました小倉店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 14日（木）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 9日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社営業本部の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 8日に確認

されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 6日に管轄保健所から濃厚接触者の指定を受け、翌日医療機関にて PCR検査

を実施した結果、4月 8日に陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養い

たしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 8日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社サービス部の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 6日に確

認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 4日に発熱を含む症状を訴えたため、翌日医療機関にて、抗原検査を受けた結

果、陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 6日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社新宮古賀店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 6日に確認

されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 1日に管轄保健所から濃厚接触者に指定され自宅待機をしておりましたが、  4

月 5日に発熱の症状を訴えたため、翌日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、陽性と判定され

ました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました新宮古賀店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 1日（金）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 6日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社八幡ボデーリペアセンターの社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4

月 6日に確認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 3日に濃厚接触者に指定され自宅待機をしておりましたが、4月 4日に医療機関

にて、PCR検査を受けた結果、翌日に陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従

い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました八幡ボデーリペアセンターにおきましては、以下の対応を取らせて頂きま

す。 

 

・4月 6日（水）事務所の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年４月 6日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社那珂川店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 6日に確認さ

れましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、4月 4日に発熱を含む症状を訴え、翌日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、4

月 6日に陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました那珂川店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・4月 6日（水）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 3日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社春日店の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 3日に確認され

ましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、3月 29日に管轄保健所から濃厚接触者に指定され自宅待機をしておりましたが、  

3月 31日に発熱の症状を訴えたため、同日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、4月 3日に

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しました春日店におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・3月 29日（火）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 



お客様各位 

2022年 4月 3日 

福岡トヨタ自動車株式会社 

 

 

【重要】新型コロナウイルス感染者発生と 

今後の対応についてのご案内 

 

 

この度、弊社レクサス福岡中央の社員 1名が新型コロナウイルスに感染していることが 4月 2日

に確認されましたので、弊社の状況及び対応についてお知らせいたします。 

 

 当該者は、3月 28日に管轄保健所から濃厚接触者に指定され自宅待機をしておりましたが、 

3月 31日に発熱の症状を訴えたため、同日医療機関にて、PCR検査を受けた結果、4月 2日に

陽性と判定されました。当該者は現在も保健所の指示に従い療養いたしております。 

 今後も管轄保健所とともに経過観察を継続し、濃厚接触者が確認された場合は、保健所の指導

に基づき対応をして参ります。 

 

 お客様及び社員の安全と新型コロナウイルスの蔓延防止を最優先に考え、関係機関と連携し 

事態の収束に努めて参ります。 

 

 感染者が発生しましたレクサス福岡中央におきましては、以下の対応を取らせて頂きます。 

 

・3月 28日（月）店舗の消毒を実施いたしました。 

 

なお、お客様への感染拡大を防止することを優先し、近隣店舗にて対応させて頂く場合もございま

す。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

 今後の状況が変わる場合は、速やかに情報を開示していくと共に、お客様と社員の安全を最優

先に考え、感染拡大防止に全力で取り組んで参ります。 

 


