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日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

トヨタ自動車は17日、熊本地震の影響で部品供給が
滞っているため、18～23日に全国の完成車工場の生
産を段階的に停止すると発表した。福岡県の拠点が15
日から生産を止めたのに続き、愛知県や宮城県などの
工場も稼働を見合わせる。20～23日はトヨタ本体のす
べての量産ラインを休止する。

全体で５万台程度の生産が減る見通しだ。

トヨタ自動車ホームページ
より（4月17日）

トヨタ自動車は、このたびの地震の影響による部品の
供給状況等から、4月18日（月）～4月23日（土）の間、
国内における完成車組み立てラインの稼働を、段階
的に停止することといたしましたので、お知らせいたし
ます。
稼働再開については、今後、部品の供給状況等を見な
がら判断してまいります。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

自動車の組み立てなどを担う宮田工場（宮若市）の生
産を午前６時から停止している。生産設備に被害はな
いものの、熊本周辺の部品メーカーからの供給が滞っ
ているためという。また同社は15日午後４時から、エン
ジンを生産する苅田工場（福岡県苅田町）、ハイブリッ
ド車用部品を生産する小倉工場（北九州市小倉南区）
についても稼働を停止する。同社の全３工場が停止す
ることになる。

日刊工業新聞電子版
2016年4月18日

ドアフレームなどの自動車部品や液晶・半導体製造装
置を生産するアイシン九州（熊本市南区）とエンジン部
品を生産するアイシン九州キャスティング（同）の合計
２工場が１５日、１６日に続き、１８日も停止を決定し
た。

アイシン精機ホームページ
より（4月17日）

4月14日21時26分頃の地震発生以降、アイシン九州株
式会社、アイシン九州キャスティング株式会社では操
業を停止しております。

震災発生後、被災地での人道支援を目的とした水・食
料などの物資の搬送に加え、当社から71名（4/17時
点）の応援者が現地での復旧活動にあたっています。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

ドアやエンジン部品を生産する同社の熊本市の子会社
が被災した。

同社は愛知県の拠点から支援要員を派遣したが、16
日未明の大きな本震の影響などにより復旧作業が遅
れている。16日午後の時点では建屋の安全確認をして
おり、生産設備の被害状況の確認にはなお時間がか
かる見通し。「再稼働のめどは立っていない」（広報担
当者）という。同社から部品を調達しているトヨタ自動
車九州（福岡県宮若市）や日産自動車九州（同県苅
田町）は16日の操業を取りやめた。週明けの生産につ
いては17日に判断する。
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2016年熊本地震等による企業等への影響について（企業ＨＰ・報道より）
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・平成28年（2016年）熊本地震等による企業等への影響について、記載のある企業HPや新聞記事・ニュース記事を引用し、「被害・影響」、「対応・今後の見通し」に分けて整理した。

トヨタ自動車製造
熊本周辺
（部品メー
カー）
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4月17に、トヨタ自動車
が「工場稼働に関する
お知らせ」、トヨタ自動
車九州が「工場稼働に
関するお知らせ」をそ
れぞれHPに発表

福岡県、
愛知県、
宮城県な
どの工場

4月17日に「熊本県熊
本地方を震源とする地
震の被害に関するお
知らせ（第１報）」をHP
に発表

アイシン精
機

製造
熊本県熊
本市（2工

場）
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本田技研工業ホームペー
ジより（4月18日）

Hondaはこの度の地震の影響により、熊本製作所(熊
本県菊池郡大津町)の生産を4月22日まで休止いたし
ます。

その後の生産予定につきましては、工場の修復および
部品供給の状況を見ながら決定してまいります。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

二輪車を生産する熊本製作所（熊本県大津町）が18～
22日の生産休止。

日刊工業新聞電子版
2016年4月18日

周辺地域には部材のサプライヤーも多く、交通網寸断
で調達が困難になる事態も想定される。ホンダに２輪
用部品を納める九州ショーワ（熊本県宇城市）は焼結
部品を生産しており１５日から操業を停止。１８日も操
業しない。人的被害はなかったが生産設備に影響が
あった模様で、「どれくらいの被害か調査中で結果が
判明次第対策を検討する」（同社）。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

熊本製作所（熊本県大津町）が18日の生産休止を決
めた。

16日も余震が続いており、工場の被害状況を調べられ
ない状況だという。揺れが収まり次第被害を確認し、19
日以降の操業を判断する。

TBS系（JNN)　4月15日（金）
3次44分配信

熊本県大津町で主に２輪車を生産する熊本製作所の
稼働を停止したと発表しました。従業員への被害につ
いては「現在、確認されていない」ということで、引き続
き、確認を行っています。

ホンダによりますと、１５日午後までの稼働停止をすで
に決めていて、今後の稼働については地震の被害状
況を見て判断するとしています。

日刊工業新聞電子版
2016年4月18日

同社の子会社である九州エフ・シー・シー（熊本県宇城
市）もクラッチなど一部製品の１５日の生産を休止し
た。工場の建物や設備に大きな被害はなかったが、設
備のズレなどを確認、調整するため。操業再開は「供
給先と（同社に部品を供給する）サプライヤーの状況を
見て判断する」（総務部）という。

静岡新聞電子版 NEWS
2016年4月16日7時58分

同社の子会社九州エフ・シー・シーは、ホンダに主力
製品のクラッチを供給している。揺れで生産ラインが
ずれるなどしたため、稼働を中止して設備の点検と調
整を急いだ。総務部ＩＲブロックは「取引先の復旧状況
も関係するため、（１５日午後の時点で）通常操業に戻
るめどは立っていない」と説明した。

5
熊本県内
の部品工
場

岡山県倉
敷市

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月16日3:30

製造 三菱自動車
同社は水島製作所（岡山県倉敷市）で、18～19日の稼
働を一部取りやめる。熊本県内の取引先工場が被災
し、部品の調達が止まる見通しのためだ。

未発表（HP)

6
福岡県苅

田町
ニュースイッチ　2016年4月
18日

製造 日産自動車

同社の子会社日産自動車九州（福岡県苅田町）は１５
日に平常通り稼働した。１６日も稼働を予定していた
が、部品調達の影響で休止。１８日以降は通常稼働に
戻す。

4月15日に「熊本コー
ルセンター業務停止に
関するご案内」をHPに
発表
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熊本県大
津町（熊
本製作

所）

未発表（HP)
エフ・シー・

シー
製造

熊本県宇
城市（工

場）

4月15日8時30分に「地
震による熊本製作所
の稼働状況」、18日に
「平成28年（2016年）
熊本地震の影響によ
る工場稼働について」
をHPに発表

ホンダ製造

熊本県大
津町（熊
本製作
所）と熊

本県宇城
市（九州
ショーワ）
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ルネサスエレクトロニクス
ホームページより（4月17
日）

ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会
社　川尻工場（熊本県熊本市）
・14日の地震発生後から生産を中止してします。
・従業員は16日の本震後、現在全員の安全を再確認し
ました。
・生産設備については、余震が断続的に続いている
中、可能な限りの確認作業を実施しています。
設備の部品に一部破損があり、16日の本震による被
害の拡大が確認されました。

生産再開の見込みにつきましては、設備全体の確認
出来次第、決定し速やかにお知らせいたします。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

同社は、自動車向け半導体の主力生産拠点である川
尻工場（熊本市）を14日から休止している。

断続的な余震のため被害確認に時間がかかっており、
現時点で生産再開のめどは立っていない。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月16日3:30

同社は自動車向け半導体などを生産する主力の川尻
工場（熊本市）が、地震発生直後に稼働を停止。従業
員の人的被害はないが余震の影響などで、再開時期
は見通せていない。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

菊陽町の半導体工場は、カメラやスマートフォン（スマ
ホ）に使われる画像センサーの主力工場で、14日の地
震発生以降、操業を休止したままだ。長崎県と大分県
の半導体工場の一部ラインも16日から停止した。

外観では工場建屋の損傷は確認できないが、余震に
気をつけながら屋内の被害状況を確認している。

YOMIURI ONLINE　2016年4
月15日3時27分

国内最大の半導体関連の製造拠点を抱える。地震発
生時もラインは稼働中で、従業員は駐車場に避難した
という。

三菱電機ホームページより
（4月16日）

①. パワーデバイス製作所［熊本］　（熊本県合志市）
4月14日夜から操業を停止しています。建屋の倒壊は
ありません。建屋内・製造ライン内の設備等の状況を
確認しており、工場の操業再開時期については、安全
確認及び設備への影響を確認したうえで決定してまい
ります。
②. 液晶事業統括部［メルコ・ディスプレイ・テクノロジー
（株）を含む］　（熊本県菊池市）
4月14日夜から操業を停止しています。建屋の倒壊は
ありません。建屋内・製造ライン内の設備等の状況を
確認しており、工場の操業再開時期については、安全
確認及び設備への影響を確認したうえで決定してまい
ります。
③. 九州支社熊本営業所　（熊本県熊本市）
事務所の一部に損傷が見られますが、安全確認のう
え、可能な範囲で業務を行ってまいります。

地震発生後直ちに、全社災害対策室を本社に設置し、
情報の収集と対策を行っています。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

14日夜から半導体工場（同県合志市）と液晶部品工場
（同県菊池市）の操業を停止している。

TBS系（JNN)　4月15日（金）
3時44分配信

熊本県合志市にある半導体関連の工場と、菊池市に
ある液晶関連の合わせて２つの工場の稼働を停止し
ました。地震発生当時に工場で働いていた従業員は全
員避難したということで、現在のところ、「建物や従業員
への被害は確認されていない」ということです。

三菱電機は、工場の再開について、「製造装置の安全
確認などを行ってから判断する」としています。

熊本県菊
陽町（工

場）
製造 ソニー

長崎県、
大分県の
半導体工
場

ルネサスエ
レクトロニク

ス
製造

熊本県熊
本市（工

場）

4月17日に「「熊本地
震」による当社事業活
動への影響について
（第3報）」をHPに発表
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7

4月16日にお知らせ
「「平成28年熊本地
震」の影響に関するお
知らせ 」と「「熊本地
震」における当社半導
体・デバイス関係　工
場の状況について」を
HPに発表

三菱電機製造

熊本県合
志市、菊
池市（2工

場）

9

4月15日に「九州地方
の地震による商品配
送への影響について」
を発表
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ニュースイッチ2016年4月15
日12時30分更新【熊本地
震・企業動静】製造業、一
部で被害

パナソニックプレシジョンデバイス　熊本事業所（熊本
県和水町）の配管が数カ所破損し、操業を停止。１５日
中の一部操業再開を目指す。

全従業員の無事を確認、自宅待機を指示している。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

同社の電子部品工場（同県和水町）も15日は稼働を休
止する。「今のところ生産に影響する被害は出ていな
い」（広報部）が、生産ラインを再確認する。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月17日3:30

同社は震源域に近い合志市と大津町に工場がある。
14日の地震後、一旦操業を再開していたが、16日未明
の地震を受け再び生産ラインを止めた。

社員の人的被害や建物の構造への損傷は確認されて
いないが、内部への立ち入りはできていないもよう。

東京エレクトロンホーム
ページより（4月16日）

4月16日未明より熊本県を中心に連続して発生してい
る地震に関しまして、現在、情報収集等の対応をすす
めております。熊本県にある合志事業所、大津事業所
に関しましては、これまでのところ、社員の人的被害や
建物の構造自体への損傷は確認されておりません
が、現地で余震が続くなか、社員の安全確保および安
全を最優先とした各種対応に注力しております。

富士フィルムホームページ
より（4月15日）

現在のところ当社および関連施設におきましては、建
屋・設備・従業員などで大きな被害は確認されていま
せん。復旧に向けての点検・確認を進めており、安全
が確認され次第、順次生産を再開する予定です。
なお、今回の災害により被災した修理可能な富士フイ
ルム製品に対しては、特別価格にて修理対応を実施
いたします。

YOMIURI ONLINE　2016年4
月15日3時27分

同社の子会社の工場では、14日午後10時現在、大き
な破損は確認されていない。24時間稼働の生産ライン
を止めて状況を確認している。この工場は、液晶テレビ
などのディスプレーに使われる保護フィルムを製造して
おり、世界的に大きなシェア（市場占有率）がある。

13
熊本県城

南町

ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

製造 昭和電工
半導体製造などに用いる高純度ガスの物流拠点（熊
本県城南町）は従業員や設備に被害は出ていない。

１８日以降の営業再開は未定。電話対応できる体制は
敷く。

未発表（HP)

11

4月15日に「「平成28年
熊本地震」による当社
への影響について」な
どをHPに発表

富士フィル
ム

製造

熊本県菊
陽町（子
会社の工

場）

12

熊本県合
志市、大
津町（工

場）

4月14日から16日まで
に「熊本県で発生した
地震への対応につい
て」を（第一報）～（第
五報）などをHPに発表

東京エレクト
ロン

製造

熊本県合
志市、大
津町（工

場）

10
熊本県和
水町（工

場）
製造 パナソニック 未発表（HP)
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SCREENホールディングス
ホームページより（4月16
日）

１．従業員関係者の安否について
当社の社員関係者およびその家族全員、協力会社社
員の無事を確認しました。
２．建物などの被災状況について
株式会社スクリーン熊本：社屋、生産設備への大きな
被害はありませんでした。
株式会社SEBACS 熊本サービスセンター：被害はあり
ませんでした。
３．ライフラインなどのインフラ状況について
停電が続いており、ITネットワークへの接続が困難な
状況です。モバイル電話がつながりにくくなっていま
す。水道は使用可能です。
４．事業継続の状況について
株式会社スクリーン熊本では、週明けからの操業を見
合わせています。株式会社SEBACS 熊本サービスセ
ンターは週開けも営業継続見込みです。その他、サプ
ライチェーンの情報などにつきましては再度確認中で
す。

SCREENホールディングスでは現在も引続き、本社に
設置した災害対策本部にて、情報収集などの対応を
進めております。

京都新聞オンライン【2016
年4月15日】

同社は半導体製造装置大手であり、震源に近い熊本
県益城町の工場を今月から本格稼働させ、ライフサイ
エンス機器用部品などの生産を始めたばかりだった。
広報担当者によると、地震発生時は操業を終え、従業
員は全員帰宅していた。地震後、深夜まで工場の停電
が続いているという。

本社に災害対策本部を立ち上げ、従業員の安否確認
と工場の被害状況の把握を急いでいる。

京都新聞オンライン【2016
年4月15日】

同社は計測機器大手であり、益城町の東隣の西原村
に設けている。総務部門が中心となって情報収集し、
従業員約４００人と工場設備の無事を確認した。従業
員の家や交通機関などへの影響を考慮し、１５日は工
場を臨時休業することを決めた。

堀場製作所ホームページ
より（4月15日）

熊本県西原村にグループ会社・株式会社堀場エステッ
ク 阿蘇工場および株式会社堀場テクノサービス 熊本
サービスステーションがありますが、いずれも4 月15
日（金）は臨時休業いたします。工場の建物について
は、壁の一部にひびが入るなどしていますが、被害は
限られたものにとどまっています。工場設備や工場周
辺の詳細な被害状況については現在確認中です。

井関農機ホームページより
（4月18日）

株式会社井関熊本製造所は、建物の倒壊はありませ
んが、建物・製品・設備等について被害が発生しており
ます。余震が継続する中で安全を確保しながら被害状
況の確認を進めている等から、4月20日（水）まで休業
といたします。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

コンバインなどを製造する井関熊本製造所（熊本県益
城町）の操業を中止した。震源に近く建屋内の設備が
倒れた。製品にも一部被害が出ている。余震が続いて
おり、建屋内の詳細な状況の確認が難しい状況とい
う。

同日、東京本社に対策本部を設置し、社員の安否確
認などを急いでいる。

堀場製作所製造
熊本県西
原村（工

場）
15

4月15日に「熊本県熊
本地方で発生した地
震の影響に関するお
知らせ」をHPに発表

4月15日に「【熊本地
震】当社グループにか
かる現在の状況につ
いて」、4月16日に「【熊
本地震】当社グループ
にかかる現在の状況
について(第2報)」をHP
に発表

SCREEN
ホールディ

ングス
製造

熊本県益
城町（工

場）
14

井関農機製造
熊本県益
城町（製
造所）

16

4月15日に「平成28年
熊本地震による被害
状況について」と「平
成28年熊本地震によ
る被害状況について
（17時30分現在）」、18
日に「平成28年熊本地
震の影響に関するお
知らせ」をHPに発表
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ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

同社の九州熊本工場（熊本県嘉島町）で設備点検の
ため、15日に操業を停止。点検後も設備の破損、倒壊
はみつかっていないが、その後も余震が続いているた
め引き続き点検作業を行い、18日も稼働はしない方
針。従業員の全員無事は確認済み。在庫は十分ある
ため、当面の補給は問題ないものの、「道路など物流
インフラ次第では影響が出る可能性はある」（同社）。

毎日新聞オンライン 経済
最新の経済ニュース 企業・
産業 2016年4月16日23時
23分（最終更新4月16日23
時28分）

サントリーの九州熊本工場（嘉島町）でもビールや水、
コーヒーなどの生産がストップ中。卸売業者への出荷
停止や遅延が起きている。

ニュースイッチ2016年4月15
日12時30分更新【熊本地
震・企業動静】

同社の九州熊本工場（熊本県嘉島町）は人や事務所、
工場の被害はないが、稼働を停止して点検中。

再稼働は現状未定。

18
熊本県熊
本市（工

場）

朝日新聞DEGITAL 2016年
4月15日14時56分

製造
コカ・コーラ

ウエスト

約３０品目の飲料を生産。炭酸飲料「リアルレモン」の
生産ラインで原材料を混ぜる調合タンクが破損。復旧
には３日ほどかかる見通しで、この間の生産は停止す
る。

リアルレモンは同工場の生産量の２割を占め、近畿以
西のエリア向けに出荷。他の商品の生産ラインには影
響なく、通常生産を始めている。

生産活動への影響や
災害対応に関すること
は未発表（HP)

19
熊本県宇
城市（工

場）

毎日新聞オンライン 経済
最新の経済ニュース 企業・
産業 2016年4月16日23時
23分（最終更新4月16日23
時28分）

製造 山崎製パン

山崎製パンの熊本工場（宇城市）は、１４日夜の地震を
受けて生産停止後、１５日夕方から順次製造を再開し
ていたが、１６日未明の地震を受け、再度操業を停止
した。

１７日から製造を再開する予定だが、「余震の状況次
第でどうなるかはわからない」（広報）という。

未発表（HP)

20
熊本県玉
名市（工

場）

TBS系（JNN)　4月15日（金）
3次44分配信

製造 ブリヂストン
玉名市にある工業用のゴムホースなどを製造する工
場の稼働を停止しています。

未発表（HP)

ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

１７日もコールセンター社員の出社を引き続き停止し
た。通常であれば年中無休で運営している通信販売の
注文受け付けは、１５日午後から停止した。交通状況
の混乱などで商品の配送にも遅れが出ている。生産設
備も損傷し工場も稼働を停止しており、再開の見通し
は立っていない。

朝日新聞DEGITAL 2016年
4月15日14時56分

通信販売化粧品の「ドモホルンリンクル」で知られる。
生産設備の一部や製品を保管する棚が倒れるなどの
被害が出た。復旧に向けて作業を進めているが、現時
点で再開時期は未定。地震発生時は工場は稼働を終
えており、従業員にけがはなかったという。（午後２時
現在）

再春館製薬所ホームペー
ジより（4月15日）

【2016年4月15日(金)　午前9:20】 現在
■被害について
・建物 ： 大きな損害はございません。
・製造ライン ： 現在確認中です。
・配送ライン ： 現在確認中です。
■配送について
全国的に荷遅れが発生する見込みです。

4月15日に「平成28年
熊本地震に対する救
援物資」をHPに発表

4月15日に「地震によ
る被害・配送について
のお知らせについて」
と4月16日に「地震に
よる影響について」を
HPに発表

再春館製薬
所

製造

熊本県益
城町

（コールセ
ンター）

21

サントリー
ホールディ

ングス
製造

熊本県嘉
島町（工

場）
17
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22
熊本県御
船町（工

場）

繊研Plus「熊本地震、FB関
連企業の被害状況」 2016
年4月15日14時32分更新

製造 龍田紡績
同社の熊本工場が人的被害はなかったものの、現在
操業できていない状態。内屋根が落下し、機械にも被
害がでているという。

周囲の交通網も麻痺している状況で、再開のめどはま
だ立っていない状態だ。

未発表（HP)

金剛ホームページより（4月
17日21時）

弊社工場では4/19(火)からの一部の生産再開の見通
しがたちました。

日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月16日16:15更新

連続した揺れで本社工場に被害があった。今後、製品
の出荷などに影響する可能性がある。同社は図書館
の棚などのメーカー。

24

熊本県熊
本市

（LPG基
地）

ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

製造 岩谷産業

１６日未明の地震を受けて現地対策本部を熊本県から
福岡県に移した。熊本市南区の液化石油ガス（ＬＰＧ）
３次基地「熊本ＬＰＧセンター」と、一般高圧ガス供給拠
点「熊本ガスセンター」に損傷はないものの、余震が続
く現状を踏まえて稼働は停止中。二次被害を防ぐた
め、シリンダー配送も休止している。再開は未定。

未発表（HP)

25
熊本県長

洲町
朝日新聞DEGITAL 2016年
4月15日14時56分

製造 LIXIL
窓を生産。地震の発生を受けて一部工程の稼働を見
合わせていたが、被害がなかったことから１５日午前９
時ごろから全工程の稼働を再開した。

未発表（HP)

毎日新聞オンライン 経済
最新の経済ニュース 企業・
産業 2016年4月16日23時
23分（最終更新4月16日23
時28分）

九州で唯一の製油所があるＪＸエネルギーの大分製油
所（大分市）は、石油精製を２４時間体制で続けている
が、１６日未明の地震の影響で、同日午前中は出荷を
停止。午後からは再開したものの、「道路状況が悪い
ため、ガソリンスタンドへの到着が遅れるかもしれな
い」（広報）という。

JXエネルギーホームペー
ジより（4月16日）

熊本地震の影響により出荷を停止しておりましたが、
本日１４：３０に出荷を再開いたしましたので、お知らせ
いたします。当該製油所の出荷再開により、油槽所を
含む九州地区内の出荷機能は全て復旧いたしました。
現在、被災地の一部のＥＮＥＯＳサービスステーション
（ＳＳ）で休業しており、お客様には多大なご不便をお
掛けしております。

27 九州全域
ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

建設
大和ハウス

工業

熊本県内で２４日まで、九州全域でも１８日までの工
事休止を決めた。一部の工事現場では建設資材が落
下する被害が発生している。熊本支店（熊本市東区）
は停電、断水が続き使用できない状況。国・県からの
依頼があれば、速やかに応急仮設住宅の建設に着手
できるよう準備を進めている。

4月15日に「震災に関
するお知らせ」をHPに
発表

石油
大分県大
分市（製
油所）

26

「「熊本地震」関して」
をHPに随時更新

金剛製造
熊本県熊
本市西区
（工場）

23

4月16日に「大分製油
所における出荷再開
について」をHPに発表

JXエネル
ギー
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ソフトバンクホームぺージ
より（4月17日）

（影響地域）
以下の一部地域
熊本県（阿蘇市、阿蘇郡小国町、阿蘇郡高森町、阿蘇
郡南阿蘇村）
大分県（玖珠郡九重町）
※以下の地域は復旧しました。
熊本県（上益城郡御船町、上益城郡山都町）
（原因）
地震に伴う停電および伝送路支障による影響等

ニュースイッチ2016年4月16
日16時15分更新【熊本地
震・企業動静】

熊本県や大分県の一部地域で、通信障害が発生して
いる。

移動電源車などを手配して、復旧作業に努めている
が、16日14時現在、復旧時期の見通しは立っていな
い。

日刊工業新聞電子版 政
治・経済ニュース 2016年4
月16日16:15更新

熊本県内の一部地域と大分県内の一部地域で電話や
インターネットが利用できない状況になっている。

１６日の通信サービス工事は熊本、福岡、大分、佐賀、
長崎県内で中止。災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害
用伝言板（ｗｅｂ１７１）は引き続き運用している。

NTT西日本ホームページよ
り（4月16日）

２０１６年４月１６日（土）１時２５分頃に阿蘇付近で発生
した地震により、現在、阿蘇付近を中心とした熊本県
内の一部地域で電話、およびインターネット通信等が
ご利用できない状況となっております。

被害の大きかったエリアに対し、九州ならびに西日本
エリアから約３００名を派遣し、通信サービスの復旧や
その他通信サービスの利用に係る各種支援（特設公
衆電話等の設置、移動電源車等による電源の供給、
設備の点検・パトロール等）を行っております。

NTT西日本ホームページよ
り（4月15日）

２０１６年４月１４日（木）２１時２６分頃に熊本県で発生
した地震に関し、現時点、ＮＴＴ西日本が提供する通信
サービスについて、一部エリアにおいて、電話がつな
がりにくい状況となっておりましたが、現時点はほぼ解
消しております。

KDDIホームページより（4月
18日）

以下のとおり、当社の通信サービスがご利用できな
い、または、ご利用しづらい状況が発生しております。
１．日時
　　2016年4月16日(土) 01時25分頃から継続中
２．対象サービス
　　au携帯電話
３．影響エリア
　　以下のエリアの一部。熊本県(阿蘇市赤水、阿蘇郡
南阿蘇村、阿蘇郡高森町)、大分県 玖珠郡九重町
※影響エリアの内、高森町役場、南阿蘇村役場及び南
阿蘇村長陽庁舎周辺においては、車載基地局立ち上
げにて一部エリア復旧

ニュースイッチ2016年4月16
日21時30分更新【熊本地
震・企業動静】

熊本県や大分県の一部で通信障害が発生。停電の影
響が大きいと考えられるため、移動電源車などを手配
し、復旧を目指している。ただ１６日１２時時点で、復旧
時期の見通しは立っていない。

30

4月16日から18日まで
に「熊本県熊本地方を
中心とした地震の影
響について」を複数HP
に更新

KDDI通信
熊本県、
大分県

熊本県、
大分県

4月15日に「熊本県で
発生した地震の影響
によるソフトバンク
ショップの一部営業停
止のご案内」、17日に
「熊本県熊本地方で発
生した地震の影響に
より一部地域で携帯
電話サービスがご利
用しづらい状況につい
て（4月17日 午後3時
現在）などをHPに発表

熊本県、
大分県

28

4月14日から17日まで
に「熊本地方での地震
に伴う通信サービスへ
の影響について」、「阿
蘇付近の地震に伴う
通信サービスの影響
について」などを複数
HPに発表

熊本県、
大分県

NTT西日本通信29

熊本県、
大分県

熊本県、
大分県

ソフトバンク通信
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産経WESTオンライン
2016.4.15.19.11

医薬品卸売会社の同社は、糖尿病向け医薬品を製造
する熊本県宇土市の子会社の工場で生産を取りやめ
た。設備点検を進めており、生産再開には１週間程度
かかるという。

スズケンホームページより
（4月15日）

子会社である株式会社翔薬においては、熊本県の熊
本支店と八代支店で商品の落下等がございましたが、
他の拠点からの支援などにより、商品の安定供給に最
大限努めております。
子会社である株式会社三和化学研究所の熊本工場に
おいては、建物への被害はありせんが、現在、製造設
備の点検を行っております。現在保有している在庫に
より製品の安定供給には問題はありません。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

同社は熊本県内にある９店のうち熊本市内の２店で15
日は終日営業は取りやめる。天井が落ちて来店客へ
の安全確保が難しいため。

イズミホームページより（4
月15日）

熊本県内において、ショッピングセンター「ゆめタウン」
で７店舗及び食品スーパー「ゆめマート」で26 店舗を
展開しており、一部で外装及び内装に損傷等の被害が
発生しております。現時点において、「ゆめタウンはま
せん」及び「ゆめマート」の４店舗が休業しております
が、営業再開へ向け引き続き点検、調査を継続してお
ります。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

同社は17日、熊本県と大分県にあるグループのスー
パーなど27店を休業。

イオン熊本店（熊本県嘉島町）など一部店舗では16日
に引き続き、店舗前の駐車場で食品や水の販売をし
た。

日本経済新聞電子版　速
報　企業　2016年4月15日
11:16（13:25更新）

イオンモール熊本（同県嘉島町）とイオン宇城（同県宇
城市）が被災。店内での販売を休止して店の前で一部
の商品に限り扱っている。

ローソンホームページより
（4月18日）

①本日の店舗営業予定について
＜熊本県内：全141店舗＞
現在、本部社員を派遣し店舗内売場の修復を実施して
います。停電・断水や店員の確保・商品納品等の状況
により、一時営業となっている店舗もあります。本日の
営業店舗は、一時営業も含め合計135店舗の予定で
す。なお、店舗設備の倒壊や破損等で危険性がある6
店舗に関しては改修が必要で完全に休業しておりま
す。また、道路の不通や混雑などにより、配送時間に
遅れが出ております。
＜大分県内：全171店舗＞
170店舗が営業中です。危険性がある1店舗は休業し
ております。

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

同社は17日、熊本県の全141店中約３割の店を休業し
た。80店が休業していた16日に比べ営業店舗は増え
たが、夜間はいまだ半分の店で営業できない状況が
続いているという。

34
熊本県、
大分県
（店舗）

＜参考＞4月15日に
「熊本県熊本地方で発
生した地震の影響に
関するお知らせ 」など
をHPに発表

4月14日から18日ま
で、店舗の被害状況
や営業状況について
複数HPに発表

ローソン小売

熊本県
（店舗）

32 イズミ小売

4月15日に「熊本県を
震源とする地震の影
響に関するお知らせ」
をHPに発表

スズケン卸売

熊本県宇
土市（子
会社の工

場）

31

4月15日から17日まで
に、支援物資提供に
関するニュースリリー
スをHPに発表している

イオン小売
熊本県、
大分県
（店舗）

33
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ニュースイッチ　2016年4月
17日15時45分更新　【熊本
地震・企業動静】

熊本県内の半数強にあたる８４店舗が停電や商品散
乱などの影響で休業中。

１５日以降、本部社員など約５０人を派遣して現状把握
と復旧支援をしている。

ファミリーマートホームペー
ジより（4月17日）

営業店舗
①熊本県
１６３店のうち、道路状況や店舗周辺の環境等により、
長期休業が見込まれる店舗は、１０店（益城町、阿蘇
市、熊本市など）です。
②大分県
大分県での閉鎖店舗はありません。

36
熊本県、
大分県
（店舗）

日本経済新聞　朝刊　2016
年4月18日3:30

飲食 すかいらーく
同社では震災後に一時、熊本・大分両県の27店のうち
15店で営業を休止。17日時点でも熊本県内の９店で営
業を見合わせている。

未発表（HP)

4月17日に、「平成28
年熊本地震被害に関
するお知らせ」をHPに
発表

ファミリー
マート

小売
熊本県
（店舗）
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