
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

企業名

株式会社武蔵野銀行

施設名 区分 住所

本店営業部 屋内禁煙（テナント等） さいたま市大宮区大成町3-261-2
浦和支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市浦和区東高砂町25-4
蕨支店 屋内禁煙（単独施設） 蕨市中央1-27-4
川口支店 屋内禁煙（テナント等） 川口市栄町3-11-11
狭山支店 屋内禁煙（単独施設） 狭山市中央2-26-23
秩父支店 屋内禁煙（単独施設） 秩父市宮側町14-12
寄居支店 屋内禁煙（単独施設） 大里郡寄居町大字寄居1228
熊谷支店 屋内禁煙（単独施設） 熊谷市鎌倉町1
羽生支店 屋内禁煙（単独施設） 羽生市中央3-5-21
幸手支店 屋内禁煙（単独施設） 幸手市中3-3-8
東松山支店 屋内禁煙（単独施設） 東松山市松葉町1-3-2
小川支店 屋内禁煙（単独施設） 比企郡小川町大字大塚246-2
行田支店 屋内禁煙（単独施設） 行田市行田4-5
春日部支店 屋内禁煙（単独施設） 春日部市粕壁2-7-26

本庄支店/本庄南支店 屋内禁煙（単独施設） 本庄市駅南2-28-17

飯能支店 屋内禁煙（単独施設） 飯能市柳町7-17

川越支店 屋内禁煙（単独施設） 川越市新富町1-5-1

草加支店 屋内禁煙（テナント等） 草加市高砂2-1-7

所沢支店/所沢駅前支店 屋内禁煙（単独施設） 所沢市西住吉1-23

鴻巣支店 屋内禁煙（単独施設） 鴻巣市本町7-2-33

北浦和支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市浦和区北浦和1-2-5

志木支店 屋内禁煙（単独施設） 志木市本町6-19-7

久喜支店 屋内禁煙（テナント等） 久喜市久喜中央1-5-32

上尾支店 屋内禁煙（単独施設） 上尾市上町1-2-30

宮原支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市北区宮原町3-383

越谷支店 屋内禁煙（単独施設） 越谷市弥生町14-18

戸田支店 屋内禁煙（単独施設） 戸田市上戸田2-23-7

朝霞支店 屋内禁煙（単独施設） 朝霞市本町1-2-29

岩槻支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市岩槻区本町3-15-18

大井支店 屋内禁煙（単独施設） ふじみ野市鶴ヶ舞2-2-22

東大宮支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市見沼区東大宮5-32-9

南浦和支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市南区南本町1-5-12

大宮支店/天沼支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市大宮区宮町1-30

西上尾支店 屋内禁煙（単独施設） 上尾市大字川90-1

西川口支店 屋内禁煙（単独施設） 川口市並木3-1-15

新座支店 屋内禁煙（単独施設） 新座市野火止5-2-28

与野支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市中央区下落合6-11-10

北本支店 屋内禁煙（単独施設） 北本市中央3-64

新所沢支店 屋内禁煙（単独施設） 所沢市松葉町16-12

坂戸支店 屋内禁煙（単独施設） 坂戸市本町11-28

七里支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市見沼区東宮下350-2

指扇支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市西区大字宝来1727-1

新河岸支店 屋内禁煙（単独施設） 川越市大字砂936-1

蓮田支店 屋内禁煙（テナント等） 蓮田市本町2-23

武里支店 屋内禁煙（単独施設） 春日部市大場1054-1

藤ｹ丘支店 屋内禁煙（単独施設） 春日部市六軒町1

霞ヶ関支店 屋内禁煙（単独施設） 川越市大字笠幡4878-8

川越南支店 屋内禁煙（テナント等） 川越市脇田本町15-13

大袋支店 屋内禁煙（単独施設） 越谷市大字弥十郎682-1

松原支店 屋内禁煙（単独施設） 草加市栄町2-11-12

県庁前支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市浦和区高砂4-3-15

三郷支店 屋内禁煙（単独施設） 三郷市早稲田2-17-7

大宮北支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市北区盆栽町527-19
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松伏支店 屋内禁煙（単独施設） 北葛飾郡松伏町大字松伏3221

伊奈支店 屋内禁煙（単独施設） 北足立郡伊奈町寿2-131

深谷支店 屋内禁煙（単独施設） 深谷市桜ヶ丘207

武蔵浦和支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市南区別所7-8-3

入曽支店 屋内禁煙（単独施設） 狭山市大字南入曽585

桶川支店 屋内禁煙（単独施設） 桶川市鴨川2-1-7

下山口支店 屋内禁煙（単独施設） 所沢市大字山口1419

新座南支店 屋内禁煙（テナント等） 新座市野寺2-8-1野島ビル

入間支店 屋内禁煙（単独施設） 入間市河原町1-3

庄和支店 屋内禁煙（単独施設） 春日部市大衾496-313

川本支店 屋内禁煙（単独施設） 深谷市田中639

狭山西支店 屋内禁煙（単独施設） 狭山市広瀬東3-27-25

高坂支店 屋内禁煙（単独施設） 東松山市元宿2-22-2

みずほ台支店 屋内禁煙（テナント等）
富士見市西みずほ台1-20-1
ﾏｰﾗﾝﾄﾞﾌｧｲﾌﾞビル

白鍬支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市桜区大字白鍬324-1

横瀬支店 屋内禁煙（単独施設） 秩父郡横瀬町大字横瀬4348-1

東所沢支店 屋内禁煙（単独施設） 所沢市東所沢2-1-1

北浦和西口支店 屋内禁煙（テナント等） さいたま市中央区新中里1-1-10

鶴ヶ島支店 屋内禁煙（単独施設） 川越市大字鯨井新田1-11

杉戸高野台支店 屋内禁煙（単独施設） 北葛飾郡杉戸町高野台西1-1-3

片柳支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市見沼区南中野836-3

宮原西口支店 屋内禁煙（テナント等） さいたま市北区日進町3-505

熊谷東支店 屋内禁煙（単独施設） 熊谷市中央3-38

深作支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市見沼区深作2-1-2

ふじみ野支店 屋内禁煙（単独施設） 富士見市ふじみ野西3-13-2

日高支店 屋内禁煙（単独施設） 日高市大字原宿366-3

鳩ｹ谷支店 屋内禁煙（単独施設） 川口市三ﾂ和1-29-2

戸田西支店 屋内禁煙（単独施設） 戸田市笹目1-35-2

新白岡支店 屋内禁煙（テナント等） 白岡市新白岡2-1

さいたま新都心パーソナル
プラザ

屋内禁煙（テナント等） さいたま市大宮区吉敷町4-261-1ｷｬﾋﾟﾀﾙビル2F

加須支店 屋内禁煙（単独施設） 加須市中央2-9-12

東川口支店 屋内禁煙（単独施設） 川口市戸塚東3-4-19

八潮支店 屋内禁煙（単独施設） 八潮市中央1-7-3

和光支店 屋内禁煙（単独施設） 和光市下新倉1-1-1

東浦和支店 屋内禁煙（単独施設） さいたま市緑区東浦和4-3-10

吉川支店 屋内禁煙（単独施設） 吉川市平沼1-14-12

浦和西口出張所 屋内禁煙（テナント等） さいたま市浦和区仲町1-4-10 ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ浦和ﾀﾜｰ1F

朝霞住宅LC 屋内禁煙（テナント等） 朝霞市西原1-2-11ｳｪｰﾌﾞ21 202

南越谷住宅LC 屋内禁煙（テナント等） 越谷市南越谷1-16-13 日本生命越谷ビル2階

本部(OLSビル) 屋内禁煙（テナント等） さいたま市大宮区桜木町4丁目333-13

事務センター 屋内禁煙（単独施設） さいたま市大宮区北袋町1-307

むさしのカード(株) 敷地内禁煙
さいたま市大宮区桜木町4-218
ぶぎんリースビル2階

ぶぎん総合リース(株) 敷地内禁煙
さいたま市大宮区桜木町4-218
 ぶぎんリースビル4階

さいたま総合保険サービス
(株)

敷地内禁煙
さいたま市大宮区桜木町4-218
 ぶぎんリースビル3階

むさしのハーモニー(株) 敷地内禁煙
さいたま市大宮区桜木町4-218
 ぶぎんリースビル5階

ぶぎんシステムサービス
(株)

屋内禁煙（単独施設） さいたま市大宮区北袋町1-307
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ぶぎん保証(株) 屋内禁煙（テナント等） さいたま市大宮区桜木町4-265-1 桜木町ビル3階

日東商事(株) 屋内禁煙（テナント等） さいたま市大宮区桜木町1-11-7 東通ビル2階

(株)ぶぎん地域経済研究所 屋内禁煙（テナント等）
さいたま市大宮区桜木町1-7-5
ｿﾆｯｸｼﾃｨビル12階

(株)ぶぎんキャピタル 屋内禁煙（単独施設） さいたま市大宮区桜木町4丁目333-13

武蔵野銀行健康保険組合 屋内禁煙（単独施設）
さいたま市大宮区宮町1-30
大宮支店３階

武蔵野銀行企業年金基金 屋内禁煙（単独施設）
さいたま市大宮区宮町1-30
大宮支店３階


