
11月21日（水）県内一斉ノー残業デー協力店舗

店舗名 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

アジアンレストラン＆
バー ハルカ

さいたま市浦和区高砂3-5-7
高砂建物ビル1F

048-833-8780 生ビール or ソフトドリンク1杯 ＋アジアンおつまみ1品サービス
17:00～
23:00

（閉店まで）

アズーリ・クラシコ
さいたま市浦和区高砂1-15-1
伊勢丹浦和店7F

048-831-5555 お食事御利用でデザート&カフェサービス
17:00～
21:30

新 arata
さいたま市浦和区仲町1-6-4
ソサナビル3Ｆ

048-825-1112 おひとり様につき、１ドリンクサービス
17:00～
21:00

居酒屋 なんやかんや さいたま市浦和区高砂3-10-4 048-862-1699
一品サービス
（御人数によって工夫させていただきます）

17:30～
19:30

イタリアンダイニング
ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ 本店

さいたま市浦和区仲町2-1-5
浦和仲町ＫＳビル1Ｆ

048-822-0847 グラスワイン ｏｒ ソフトドリンク1杯サービス
17：00～
22：00

他券併用
不可

浦和椿山荘
（浦和ワシントンホテル
12階）

さいたま市浦和区高砂2-1-19 048-825-4344 グラス生ビール ｏｒ ソフトドリンク1杯サービス
17：00～
20：00

事前に御予約く
ださい。

enoteca d'ora
（エノテカ・ドーラ）

さいたま市浦和区仲町2-17-10
柳田ビル2F

048-825-9500
御来店いただいた際にグラスワインを1杯プレゼント（サービス）
いたします。

17：30～
21：00

恵比寿屋喫茶店 さいたま市浦和区高砂1-6-10 048-822-8578
・ハイボール（白州・山崎・ラフロイグ） ミックスナッツ付 700円
・ピザトーストコーヒーセット 通常830円→700円

17:00～
19:00

沖縄の台所ぱいかじ
浦和パルコ

さいたま市浦和区東高砂町11-1 
5階

048-611-8325
お会計10%OFF(コース併用不可の為、コースの場合は飲み放題の
時間30分延長)

17：00～
22：00

かたおか浦和店 さいたま市浦和区高砂2-8-1 048-833-0347 店長おすすめの品 30%OFF
17:00～
19:00

カフェテラス
トリコロール

さいたま市浦和区高砂1-15-1
伊勢丹浦和店7F

048-826-0707 お食事御利用でセットドリンクサービス
17:00～
19:00

壁の穴 浦和店
さいたま市浦和区高砂1-12-1
コルソ地下1階

048-824-5307
御飲食の方、合計金額より10％OFF
（宴会はサービス対象外）

17:00～
21:30

店舗は22時まで
（ラストオーダー
21:30）

かわむら宗山 さいたま市浦和区高砂1-10-4 048-822-7398
1,000円以上お買い上げで「昆布茶・うめ昆布茶（のみ切りサイズ）
2袋」をプレゼント

17:00～
19:00

玄品ふぐ 浦和の関
さいたま市浦和区高砂2-6-18
島田屋 本田屋ビルB1Ｆ

048-822-0629
・ふぐ皮の唐揚げ、鍋用コラーゲンゼリーのサービス
・前日までの御予約でさらに最初の1杯ドリンクサービス
（グループ全員分）

17：30～
19：30

埼玉県 平成30年7月～11月は働き方改革推進期間 雇用労働課 電話 048-830-4516彩の国

浦和 その１ 「県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

平成30年11月13日現在

埼玉県マスコット「コバトン」

埼玉県マスコット「さいたまっち」



11月21日（水）県内一斉ノー残業デー協力店舗

店舗名 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

彩菓の宝石コルソ店
さいたま市浦和区高砂1-12-1
コルソ1F

048-831-6333 1,080円以上お買いあげで粗品プレゼント
17：00～

20:00

高砂３丁目バル さいたま市浦和区高砂3-7-3 048-789-6300
乾杯ドリンク１杯サービス
（グラスビール、サワー、グラスワイン等）

17：30～
19：30

髙山商店
さいたま市浦和区高砂2-14-17
日建第2高砂ビルB1F

048-833-9444

・生ビール又はハイボール+オススメ串5種セット
1,545円（税込）→1,080円（税込）

・飲み放題込み全6品コースが2,980円（税込）
（ただし御予約限定3名以上）

17:00～
25:00

とんかつ和幸
さいたま市浦和区高砂1-15-1
伊勢丹浦和店7F

048-824-5253
お食事御利用でグラスビール1杯サービス
（17時～19時・1日20杯限定）

17:00～
19:00

日本の洋食屋 丸味亭
さいたま市浦和区仲町1-3-10
2F

048-829-0038 アイスコーヒー1杯サービス
17:30～
20:00

ひびき庵 別館
埼玉県庁前店

さいたま市浦和区高砂3-10-4 048-762-3450 ドリンク1杯+彩の国ゆかりの逸品 プレゼント
17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

フード・ジャーニー さいたま市浦和区仲町2-15-8 048-767-4484 店内全商品 5%引
17:00～
19:00

マーケットレストラン
ＡＧＩＯ 浦和店

さいたま市浦和区高砂1-14-7
アイプラス1ビル 1Ｆ

048-831-6011
乾杯ドリンク1杯（グラスビール、グラスワイン赤・白、ハイボール、
ジンジャーエール、オレンジジュース）サービス

17:00～
21：00

豆工房コーヒーロースト
浦和店

さいたま市浦和区仲町1-6-14 048-826-7180 コーヒー生豆お買い上げで 10g増量（生豆全品対象）
17:00～
19:30

（有）丸真 （串焼） さいたま市浦和区仲町2-12-3 048-832-1293 生ビール 小 おひとり様１杯サービス
17:00～
22：00

リベルテ さいたま市浦和区高砂3-6-15 048-833-3756
ビール中ビン１本又は日本酒・ハイボール・サワーいずれか１杯
サービス

17:30～
19：30

和食レストランとんでん
浦和店

さいたま市南区太田窪2354-5 048-887-5963

グラス生ビールoｒソフトドリンク1杯サービス
17:00～
21：00

和食レストランとんでん
浦和四谷店

さいたま市南区四谷3-13-9 048-861-6501

和食レストランとんでん
白幡店

さいたま市南区白幡1-14-15 048-838-8877

和食レストランとんでん
原山店

さいたま市緑区中尾249-1 048-874-4093

埼玉県 平成30年7月～11月は働き方改革推進期間 雇用労働課 電話 048-830-4516彩の国

浦和 その２ 「県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

平成30年11月13日現在

埼玉県マスコット「コバトン」
埼玉県マスコット「さいたまっち」



11月21日（水）県内一斉ノー残業デー協力店舗

店舗名 地域 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

ひびき庵 指扇駅前店 大宮
さいたま市西区土屋594-3
鈴木ビル1FA

048-625-1644
ドリンク１杯+彩の国ゆかり
の逸品プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

和食レストランとんでん
大宮桜木町店

大宮 さいたま市大宮区桜木町4-533-1 048-650-0791
グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00和食レストランとんでん

東大宮店
大宮 さいたま市見沼区東大宮7-71-4 048-685-1391

かっぽう好日（こうにち）
（ホテルブリランテ武蔵野1階）

さいたま
新都心

さいたま市中央区新都心2-2 048-601-5557
お食事御利用でドリンク
1杯サービス（生ビール・カ
クテル・ソフトドリンクより）

17:30～
21:30

ひびき庵 別館
さいたまスーパーアリーナ店

さいたま
新都心

さいたま市中央区新都心10番地 048-829-9201
ドリンク１杯+彩の国ゆかり
の逸品プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

ル・ソレイユ・ルヴァン
（ホテルブリランテ武蔵野1階）

さいたま
新都心

さいたま市中央区新都心2-2 048-601-5557
お食事御利用でドリンク
1杯サービス（生ビール・カ
クテル・ソフトドリンクより）

17:30～
21:30

しゃぶしゃぶと鮨とんでん
岩槻店

さいたま市
岩槻区

さいたま市岩槻区東町2-7-21 048-838-7878
ドリンクバー又はグラス生
ビール1杯無料

17:00～
20:00

ひびき庵別館川越東口店 川越市 川越市脇田町17-4 2F 049-226-8899

ドリンク１杯+彩の国ゆかり
の逸品プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

ひびき庵 霞ヶ関駅前店 川越市 川越市霞ケ関東1-3-27 049-233-8900

ひびき庵 南大塚駅南口店 川越市 川越市南台3-12-2-6 049-257-5229

ひびき庵 新河岸駅前店 川越市 川越市大字砂914 049-265-3900

ひびきっちん 川越新宿店 川越市 川越市新宿町5-24-8 049-265-3199

ひびき庵 別館本川越駅前店 川越市 川越市新富町1-1-8 049-227-9481

和食レストランとんでん
川越今成店

川越市 川越市今成1-4-1 049-222-7971
グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00和食レストランとんでん

川越熊野店
川越市 川越市熊野町16-11 049-241-2851

平成30年11月13日現在

県内（浦和以外その１） 「県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

埼玉県 平成30年7月～11月は働き方改革推進期間 雇用労働課 電話 048-830-4516彩の国

埼玉県マスコット「コバトン」 埼玉県マスコット「さいたまっち」



11月21日（水）県内一斉ノー残業デー協力店舗

店舗名 地域 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

和食レストランとんでん
川越富士見店

川越市 川越市富士見町12-17 049-224-4251

グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00

和食レストランとんでん
熊谷店

熊谷市 熊谷市石原1-102-1 048-525-9631

和食レストランとんでん
川口朝日町店

川口市 川口市朝日3-1-7 048-226-2781

和食レストランとんでん
川口芝店

川口市 川口市芝3-24-20 048-268-8991

和食レストランとんでん
鳩ケ谷店

川口市 川口市辻1052-5 048-286-1591

和食レストランとんでん
東川口店

川口市 川口市戸塚3-35-10 048-294-5531

和食レストランとんでん
行田店

行田市 行田市桜町1-23 048-553-2381

和食レストランとんでん
狭山ケ丘店

所沢市 所沢市東狭山ケ丘4-2708-2 04-2926-5815

和食レストランとんでん
加須店

加須市 加須市諏訪2-7-1 0480-62-3671

ひびき庵 高坂駅西口店 東松山市
東松山市元宿1-11-4
マツダ栄光ビル１Ｆ

0493-81-3050

ドリンク１杯+彩の国ゆかり
の逸品プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

ひびき庵 別館東松山駅前店 東松山市 東松山市箭弓町1-11-7 0493-24-7655

ひびきっちん 東松山ぼたん通り店 東松山市
東松山市箭弓町1-12-9
平田ビル1Ｆ

0493-22-5111

やきとりひびき 東松山駅前本店 東松山市
東松山市箭弓町1-13-15
さくらビル1F

0493-25-1184

和食レストランとんでん
東松山店

東松山市 東松山市新宿町5-6 0493-24-5651
グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00

平成30年11月13日現在

県内（浦和以外その２） 「県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

埼玉県 平成30年7月～11月は働き方改革推進期間 雇用労働課 電話 048-830-4516彩の国

埼玉県マスコット「コバトン」 埼玉県マスコット「さいたまっち」



11月21日（水）県内一斉ノー残業デー協力店舗

店舗名 地域 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

靴のくわばら 春日部市 春日部市粕壁東1-1-6 048-754-5848
お買い上げの方、ふじちゃ
んポイント5倍

17:00～
20:00

和食レストランとんでん
春日部増富店

春日部市 春日部市増富335 048-763-1972

グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00

和食レストランとんでん
春日部緑町店

春日部市 春日部市緑町4-6-29 048-737-6701

和食レストランとんでん
狭山店

狭山市 狭山市笹井1-7-3 04-2954-7731

和食レストランとんでん
鴻巣店

鴻巣市 鴻巣市人形2-1-51 048-542-7821

和食レストランとんでん
深谷店

深谷市 深谷市東方町5-20-7 048-571-9131

和食レストランとんでん
上尾日の出店

上尾市 上尾市日の出1-8-11 048-775-5931

和食レストランとんでん
草加店

草加市 草加市草加2-19-1 048-944-5631
ドリンクバー又はグラス生
ビール1杯無料

和食レストランとんでん
草加新田店

草加市 草加市清門1-420 048-943-7001

グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

和食レストランとんでん
越谷店

越谷市 越谷市谷中町3-7-1 048-962-5811

和食レストランとんでん
越谷大袋店

越谷市 越谷市下間久里95-1 048-976-9451

和食レストランとんでん
越谷南荻島店

越谷市 越谷市南荻島字左敷田131 048-979-5071

しゃぶしゃぶと鮨とんでん
戸田新曽店

戸田市 戸田市新曽1878-2 048-838-7878
ドリンクバー又はグラス生
ビール1杯無料

17:00～
20:00

平成30年11月13日現在

県内（浦和以外その３） 「県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

埼玉県 平成30年7月～11月は働き方改革推進期間 雇用労働課 電話 048-830-4516彩の国

埼玉県マスコット「コバトン」 埼玉県マスコット「さいたまっち」



11月21日（水）県内一斉ノー残業デー協力店舗

店舗名 地域 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

和食レストランとんでん
戸田中町店

戸田市 戸田市中町1-19-3 048-444-6421
グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00和食レストランとんでん

和光店
和光市 和光市西大和団地6-6 048-464-2280

ひびき庵 別館 志木駅南口店 新座市
新座市東北2-30-21
TAIRAYA志木店 2F 

048-483-5850
ドリンク１杯+彩の国ゆかり
の逸品 プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

和食レストランとんでん
新座店

新座市 新座市栗原5-4-5 042-425-5761

グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00

和食レストランとんでん
桶川末広店

桶川市 桶川市末広1-4-8 048-775-8801

和食レストランとんでん
久喜店

久喜市 久喜市本町7-9-34 0480-23-8891

和食レストランとんでん
北本店

北本市 北本市北本4-229 048-592-7531

ひびき庵 みずほ台駅西口店 富士見市
富士見市西みずほ台2丁目3番地5号
JCアベニューみずほ台 1階店舗A

049-265-8566
ドリンク１杯+彩の国ゆかり
の逸品 プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

和食レストランとんでん
三郷店

三郷市 三郷市仁蔵322-1 048-952-8061
グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00和食レストランとんでん

蓮田店
蓮田市 蓮田市西新宿2-126-3 048-769-3901

やきとりＢＡＲ ＨＩＢＩＫＩ＋ 若葉店 坂戸市 坂戸市千代田3-22-15 049-281-3000
ドリンク１杯+彩の国ゆかり
の逸品 プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

和食レストランとんでん
坂戸店

坂戸市 坂戸市南町24-1 049-289-6751

グラス生ビールoｒソフトドリ
ンク1杯サービス

17:00～
21:00

和食レストランとんでん
鶴ヶ島店

鶴ヶ島市 鶴ヶ島市上広谷6-1 049-287-6471

和食レストランとんでん
三芳店

三芳町 三芳町藤久保800-5 049-259-5651

平成30年11月13日現在

県内（浦和以外その４） 「県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

埼玉県 平成30年7月～11月は働き方改革推進期間 雇用労働課 電話 048-830-4516彩の国

埼玉県マスコット「コバトン」 埼玉県マスコット「さいたまっち」



11月21日（水）県内一斉ノー残業デー協力店舗

店舗名 地域 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

ひびき庵 深川住吉駅店 東京都 東京都江東区住吉2-24-7 03-3633-3969

ドリンク１杯+彩の国ゆかりの逸品 プレゼント
17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

ひびき庵
上板橋駅北口店

東京都 東京都板橋区常盤台4-31-14 03-6909-7529

やきとりスタジアム東京 東京都
東京都千代田区有楽町2丁目
3-5 aune有楽町5F

03-6263-9481

平成30年11月13日現在

東京都 「埼玉県の県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

店舗名 地域 住所 電話 サービス内容
提供
時間

注意点

ひびき庵 フィレンツェ店 イタリア
Ｐｉａｚｚａｌｅ Ｄｏｎａｔｅｌｌｏ 4/r-
50132 Firenze

055-24-37
ドリンク１杯+店長おすすめの逸品 プレゼント

17:00～
20:00

☆印刷の上、
来店時提示

Yakitori Lounge HIBIKI
シンガ
ポール

833 Bukit timah road #01-06 
Royal Ville Singapore 279887

6519-6894

海外（出張中の方） 「埼玉県の県内一斉ノー残業デーで利用する」とお店に伝えてください。

埼玉県 平成30年7月～11月は働き方改革推進期間 雇用労働課 電話 048-830-4516彩の国

埼玉県マスコット「コバトン」 埼玉県マスコット「さいたまっち」

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」


