
 2022年 3月 7日 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

 

当社グループにおける新型コロナウイルス感染者発生について 

 

当社は、2月 26日から 3月 4日の間に、当社グループの社員が新型コロナウイルスに感染して

いることを確認しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

 

＜損害保険ジャパン株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/26 神戸支店 兵庫県神戸市 2名 

〃 中部保険金サービス第一部 愛知県名古屋市 1名 

〃 九州保険金サービス第二部 鹿児島県鹿児島市 1名 

〃 埼玉保険金サービス部 埼玉県さいたま市 1名 

〃 関西保険金サービス部 滋賀県大津市 1名 

〃 北海道保険金サービス部 北海道札幌市 1名 

〃 埼玉自動車営業第二部 埼玉県さいたま市 1名 

2/27 新宿センタービル（内勤社員） 東京都新宿区 1名 

〃 静岡支店 静岡県沼津市 1名 

〃 東京保険金サービス部 東京都豊島区 1名 

〃 CRファクトリー（内勤社員） 秋田県秋田市 1名 

〃 自動車開発第三部 静岡県浜松市 1名 

〃 福島支店 福島県白河市 1名 

2/28 本社ビル（本店自動車専門保険金サービス部） 東京都新宿区 1名 

〃 本社ビル（本店自動車営業第一部） 東京都新宿区 1名 

〃 本社ビル（内勤社員） 東京都新宿区 4名 

〃 高知支店 高知県高知市 1名 

〃 奈良支店 奈良県奈良市 1名 

〃 西日本船舶営業部 兵庫県神戸市 1名 

〃 埼玉保険金サービス部 埼玉県川越市 1名 

〃 南東京支店 東京都渋谷区 1名 

〃 埼玉支店 埼玉県川越市 1名 

〃 浜松支店 静岡県浜松市 1名 

〃 大阪企業営業第二部 大阪府大阪市 1名 

〃 札幌支店 北海道札幌市 1名 

〃 秋田支店 秋田県秋田市 1名 

〃 南東北保険金サービス部 宮城県仙台市 1名※1 

〃 企業営業第六部 東京都中央区 1名 

〃 九州保険金サービス第一部 福岡県久留米市 1名 

〃 大阪北支店 大阪府枚方市 1名 

〃 中国保険金サービス第二部 島根県松江市 1名 

〃 仙台支店 宮城県仙台市 1名 

〃 奈良支店 奈良県奈良市 1名 

〃 群馬自動車営業部 群馬県前橋市 1名 

〃 関西保険金サービス部 奈良県橿原市 1名 

3/1 本社ビル（営業開発部） 東京都新宿区 1名 

〃 本社ビル（内勤社員） 東京都新宿区 3名 

〃 関西保険金サービス部 大阪府大阪市 1名 

〃 海上保険金サービス室 東京都千代田区 1名 

〃 埼玉支店 埼玉県川越市 1名 

〃 千葉西支店 千葉県船橋市 1名 



〃 大阪ビル（内勤社員） 大阪府大阪市 1名 

〃 奈良支店 奈良県奈良市 1名 

〃 東京保険金サービス部 東京都豊島区 1名 

〃 静岡支店 静岡県静岡市 1名 

〃 お客さま事故サポート部 東京都文京区 1名 

〃 千葉支店 千葉県千葉市 1名 

3/2 静岡支店 静岡県静岡市 1名 

〃 愛知東支店 愛知県安城市 1名 

〃 お客さま事故サポート部 大阪府大阪市 1名 

〃 金沢支店 石川県金沢市 1名 

〃 FY荻窪共同ビル（内勤社員） 東京都杉並区 1名 

〃 神戸支店 兵庫県神戸市 1名 

〃 北九州支店 福岡県北九州市 1名 

〃 中部保険金サービス第一部 愛知県名古屋市 1名 

〃 大阪自動車保険金サービス部 大阪府大阪市 1名 

〃 九州保険金サービス第二部 熊本県熊本市 1名 

〃 山口支店 山口県宇部市 1名 

〃 海上保険金サービス室 宮城県仙台市 1名 

〃 本社ビル（内勤社員） 東京都新宿区 1名 

〃 大阪企業営業第二部 大阪府大阪市 1名 

〃 愛知自動車営業部 愛知県名古屋市 1名 

3/3 本社ビル（本店自動車保険金サービス部） 東京都新宿区 1名 

〃 本社ビル（情報通信産業部） 東京都新宿区 1名 

〃 本社ビル（内勤社員） 東京都新宿区 2名 

〃 西東京支店 東京都府中市 1名 

〃 栃木支店 栃木県宇都宮市 1名 

〃 神奈川保険金サービス部 東京都町田市 1名 

〃 神奈川保険金サービス部 神奈川県横浜市 1名 

〃 東京保険金サービス部 東京都豊島区 1名 

〃 埼玉中央支店 埼玉県さいたま市 1名 

〃 企業営業第五部 東京都中央区 1名 

〃 東東京支店 東京都台東区 1名 

〃 埼玉保険金サービス部 埼玉県さいたま市 1名 

〃 本店企業保険金サービス部 東京都中野区 1名 

〃 甲信保険金サービス部 長野県長野市 1名 

〃 北海道保険金サービス部 北海道苫小牧市 1名 

〃 神奈川自動車営業部 神奈川県横浜市 1名 

3/4 お客さま事故サポート部 東京都新宿区 1名※1 

〃 千葉支店 千葉支店木更津市 1名 

〃 北海道保険金サービス部 北海道札幌市 1名 

〃 本社ビル（内勤社員） 東京都新宿区 2名 

〃 FY荻窪共同ビル（内勤社員） 東京都杉並区 1名 

〃 関東保険金サービス部 群馬県前橋市 1名 

〃 金沢支店 石川県金沢市 1名 

〃 兵庫保険金サービス部 兵庫県神戸市 1名 

〃 大阪北支店 大阪府大阪市 1名 

〃 九州保険金サービス第二部 熊本県熊本市 1名 

※1 感染者は当該拠点に勤務するパートナー会社の社員です。 

 

 

 

 

 



＜損保ジャパンパートナーズ株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/28 大宮支店 埼玉県さいたま市 1名 

3/1 山梨支店 山梨県甲府市 1名 

3/3 熊本支店 熊本県熊本市 1名 

 

 

＜セゾン自動車火災保険株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

3/1 損害サービス部 東京都豊島区 1名 

 

 

＜ＳＯＭＰＯひまわり生命株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/26 本社 東京都新宿区 1名 

〃 関東統括部 茨城県水戸市 1名 

2/28 本社 東京都新宿区 2名※2 

〃 中日本ＬＣ統括ブロック 大阪府大阪市 1名 

3/1 横浜支社 神奈川県横浜市 2名 

〃 横浜開発支社 神奈川県横浜市 1名 

3/2 本社 東京都新宿区 1名 

〃 本社 東京都新宿区 1名※2 

〃 横浜支社 神奈川県横浜市 1名 

〃 名古屋開発支社 愛知県名古屋市 1名 

3/3 東京ＬＣオフィス 東京都新宿区 1名 

3/4 本社 東京都新宿区 1名 

〃 首都圏ＬＣオフィス 東京都中央区 1名 

※2 感染者は当該拠点に勤務するパートナー会社の社員です。 

 

 

＜ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/27 大阪センター 大阪府大阪市 1名 

〃 佐賀センター 佐賀県佐賀市 1名 

2/28 立川センター 東京都立川市 1名 

〃 大阪センター 大阪府大阪市 1名 

3/2 東京センター 東京都新宿区 1名※3 

※3 感染者は当該拠点に勤務するパートナー会社の社員です。 

 

 

＜ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/28 損保ジャパン本社ビル 東京都新宿区 1名 

 

 

＜ＳＯＭＰＯコーポレートサービス株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/28 損保ジャパン本社ビル 東京都新宿区 1名 

〃 損保ジャパン大阪ビル 大阪府大阪市 1名 

3/3 損保ジャパン本社ビル 東京都新宿区 1名 

 

 



＜ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

3/4 本社 東京都立川市 1名※4 

〃 立川ビル 東京都立川市 1名※4 

〃 事務本部ビル 東京都西東京市 1名※4 

※4 感染者は当該拠点に勤務するパートナー会社の社員です。 

 

 

＜ＳＯＭＰＯシステムイノベーションズ株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/28 立川ビル 東京都立川市 1名※5 

〃 中野ビル 東京都中野区 1名※5 

3/3 中野ビル 東京都中野区 1名 

〃 中野ビル 東京都中野区 1名※5 

※5 感染者は当該拠点に勤務するパートナー会社の社員です。 

 

 

＜ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/28 本社 東京都中央区 1名 

 

 

＜ＳＯＭＰＯワランティ株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

3/1 東京ロジスティクスセンター 東京都江戸川区 1名 

 

 

＜株式会社フレッシュハウス＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

3/1 首都圏第三支社 東京都立川市 1名 

 

 

＜株式会社プライムアシスタンス＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/27 本社 東京都中野区 1名 

2/28 本社 東京都中野区 1名 

〃 東京センター部 東京都中野区 1名 

3/1 東京センター部 東京都中野区 1名 

3/3 東京センター部 東京都中野区 1名 

 

 

＜損保ジャパンキャリアビューロー株式会社＞ 

判明日 拠点・部署 勤務地 感染者数 

2/27 本社 東京都新宿区 1名 

 

 

 

※介護事業会社であるＳＯＭＰＯケア株式会社における感染者発生状況については以下リンク先

をご参照ください（https://www.sompocare.com/coronameasures/）。 
  

 

 

https://www.sompocare.com/coronameasures/


社内外への感染拡大を防止するため、事案に応じて以下の対応を実施しております。 

・当該社員が勤務していたフロア等の消毒 

・当該社員の行動履歴および濃厚接触者の確認 

・当該社員と濃厚接触した可能性のある社員に対する自宅待機の指示と健康状態の経過確認 

 

 

当社グループでは、事業内容に応じて、在宅勤務・時差出勤の推進、大規模会議・研修や出張

の自粛等により、お客さまやお取引先、社員の健康確保を図るとともに、感染拡大の防止に努め

ております。今後も感染拡大の防止に取り組んでまいります。 

 

お客さま、お取引先の皆さまにはご心配とご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど 

よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 


