
〇 陽性が判明した市場関係者の概要 

事例№ 市場 年代 性別 業務内容 経過等 備考 

事例１ 豊洲 ３０代 男性 
水産仲卸業における 

販売業務 

8/20 勤務 

8/21 医療機関受診、検査 

8/23 陽性判明。自宅療養 

 

事例２ 豊洲 ５０代 女性 
水産仲卸業における 

経理業務 

8/23 勤務。医療機関受診、検査 

8/24 陽性判明。宿泊療養 
 

事例３ 豊洲 ６０代 男性 
水産仲卸業における 

販売業務 

8/24 勤務 

8/26 医療機関受診、検査。陽性判明 

8/27 宿泊療養 

 

事例４ 豊洲 ３０代 女性 
水産仲卸業における 

経理業務 

8/20 勤務 

8/21 医療機関受診、検査 

8/26 陽性判明。自宅療養 

 

事例５ 豊洲 ３０代 男性 
水産仲卸業における 

販売業務 

8/24 勤務 

8/25 医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 

 

事例６ 豊洲 ４０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/24 勤務 

8/26 医療機関受診、検査 

8/28 陽性判明。自宅療養 

 

事例７ 豊洲 ４０代 男性 
青果物における荷物 

の運搬 

8/28 勤務、医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例８ 豊洲 ４０代 男性 
関連事業者における 

荷物の運搬 

8/22 勤務 

8/23 医療機関受診、検査 

8/25 陽性判明。自宅療養 

 

事例９ 豊洲 ４０代 男性 
関連事業者における 

商品管理業務 

8/24 勤務 

8/26 医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 

 

事例１０ 豊洲 ４０代 男性 
関連事業者における 

商品管理業務 

8/26 勤務。医療機関受診、検査 

8/28 陽性判明。自宅療養 
 

事例１１ 豊洲 ４０代 男性 
関連事業者における 

荷物の運搬 

8/26 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例１２ 食肉 ３０代 男性 
市場内における荷物の 

運搬 

8/20 勤務 

8/23 検査（親族の濃厚接触者） 

8/27 陽性判明。自宅療養 

 

事例１３ 食肉 ５０代 男性 
市場内における荷物の 

運搬 

8/27 勤務 

8/30 医療機関受診、検査。陽性判明。自宅療養 
 

事例１４ 大田 ２０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/23 勤務 

8/26 医療機関受診、検査。陽性判明。自宅療養 
 

事例１５ 大田 ２０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/26 勤務。医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 
 

事例１６ 大田 ５０代 男性 
青果物における商品 

管理業務 

8/24 勤務 

8/26 検査（親族の感染判明） 

8/27 陽性判明。自宅療養 

 

事例１７ 大田 ５０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/8 勤務 

8/27 検査（親族の感染判明）。陽性判明 

自宅療養 

 

 

 

 

 



 

 

事例№ 市場 年代 性別 業務内容 経過等 備考 

事例１８ 大田 ２０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/21 勤務 

8/26 医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 

 

事例１９ 大田 ２０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/26 勤務。医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 
 

事例２０ 大田 ４０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/20 勤務 

8/24 検査（親族の感染判明） 

8/25 陽性判明。自宅療養 

 

事例２１ 大田 ３０代 男性 
青果物における荷物の 

運搬 

8/24 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例２２ 大田 ２０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/24 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例２３ 大田 ３０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/24 勤務。医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 
 

事例２４ 大田 ２０代 男性 
青果物における荷物の 

運搬 

8/24 勤務 

8/26 医療機関受診、検査。陽性判明。自宅療養 
 

事例２５ 大田 ２０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/21 勤務 

8/24 医療機関受診、検査 

8/26 陽性判明。自宅療養 

 

事例２６ 大田 ４０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/24 勤務 

8/25 医療機関受診、検査 

8/26 陽性判明。自宅療養 

 

事例２７ 大田 ５０代 男性 
青果物における商品 

管理業務 

8/24 勤務 

8/25 医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 

 

事例２８ 大田 ４０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/24 勤務 

8/26 医療機関受診、検査 

8/27 陽性判明。自宅療養 

 

事例２９ 大田 ２０代 男性 
青果物における商品 

管理業務 

8/23 勤務 

8/27 医療機関受診、検査 

8/28 陽性判明。自宅療養 

 

事例３０ 大田 ４０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/27 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例３１ 大田 ４０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/26 勤務 

8/27 医療機関受診、検査 

8/28 陽性判明。自宅療養 

 

事例３２ 大田 ５０代 男性 
青果物における荷物の 

運搬 

8/28 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例３３ 大田 ４０代 男性 
青果物における商品 

管理業務 

8/28 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例３４ 大田 ３０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/29 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例３５ 大田 ４０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/24 勤務 

8/27 検査（親族の濃厚接触者） 

8/29 陽性判明。自宅療養 

 

 

 

 



 

 

事例№ 市場 年代 性別 業務内容 経過等 備考 

事例３６ 大田 ２０代 男性 
青果物における商品 

管理業務 

8/28 勤務。医療機関受診、検査 

8/30 陽性判明。自宅療養 
 

事例３７ 大田 ６０代 男性 
青果物における販売 

業務 

8/25 勤務 

8/27 医療機関受診、検査。陽性判明。自宅療養 
 

事例３８ 大田 ４０代 男性 
水産物における経営 

業務全般 

8/26 勤務。医療機関受診、検査。陽性判明 

自宅療養 
 

事例３９ 大田 ５０代 男性 
水産物における経営 

業務全般 

8/21 勤務 

8/25 検査（親族の感染判明） 

8/26 陽性判明。自宅療養 

 

事例４０ 大田 ３０代 男性 
水産物における加工 

作業 

8/22 勤務 

8/26 医療機関受診、検査。陽性判明。自宅療養 
 

事例４１ 大田 ５０代 男性 
花きにおける商品管理 

業務 

8/25 勤務 

8/26 医療機関受診、検査。陽性判明。自宅療養 
 

事例４２ 大田 ２０代 男性 
花きにおける商品管理 

業務 

8/23 勤務 

8/25 医療機関受診、検査 

8/26 陽性判明。自宅療養 

 

事例４３ 板橋 ４０代 女性 
花きにおける経営業務 

全般 

8/23 勤務 

8/26 医療機関受診、検査。陽性判明。自宅療養 
 

事例４４ 世田谷 ７０代 男性 花きにおける加工作業 

8/24 勤務 

8/25 医療機関受診、検査 

8/26 陽性判明 

8/27 入院 

 

事例４５ 世田谷 ５０代 男性 花きにおける加工作業 
8/27 勤務。医療機関受診、検査 

8/28 陽性判明。自宅療養 
 

 


