
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

企業名

株式会社すかいらーくホールディングス

施設名 区分 住所

魚屋路新所沢店 敷地内禁煙 所沢市緑町3丁目8-15
魚屋路三郷戸ヶ崎店 敷地内禁煙 三郷市戸ヶ崎3丁目2-2

Sガスト川口駅東口店 敷地内禁煙 川口市川口1丁目1-1
Sガスト久喜駅店 敷地内禁煙 久喜市中央2丁目1-1
ガスト西川口店 敷地内禁煙 川口市宮町18-5
ガスト志木店 敷地内禁煙 志木市中宗岡1丁目5-62
ガスト行田店 敷地内禁煙 行田市旭町11-24
ガスト入間川店 敷地内禁煙 狭山市入間川4丁目8-5
ガスト大宮本郷店 敷地内禁煙 さいたま市北区本郷町1386
ガスト与野上峰店 敷地内禁煙 さいたま市中央区上峰2丁目1-1
ガスト吉川店 敷地内禁煙 吉川市栄町864
ガスト戸田店 敷地内禁煙 戸田市大字新曽1825-1
ガスト川口青木橋店 敷地内禁煙 川口市青木2丁目12-35
ガスト川越駅前店 敷地内禁煙 川越市脇田本町2-6
ガスト上尾柏座店 敷地内禁煙 上尾市柏座4丁目6-17
ガスト籠原店 敷地内禁煙 熊谷市新堀321-1
ガスト西白岡店 敷地内禁煙 白岡市西3丁目1-1
ガスト東岩槻店 敷地内禁煙 さいたま市岩槻区東岩槻2丁目7-1
ガスト東所沢駅前店 敷地内禁煙 所沢市大字本郷1092-4
ガスト浦和文蔵店 敷地内禁煙 さいたま市南区文蔵2丁目13-21
ガスト草加松江店 敷地内禁煙 草加市松江6丁目14-27
ガスト鶴ヶ島三ツ木店 敷地内禁煙 鶴ヶ島市大字三ツ木186-1
ガスト川口朝日店 敷地内禁煙 川口市朝日6丁目15-17
ガスト南越谷店 敷地内禁煙 越谷市蒲生1丁目7-22
ガスト武蔵高萩店 敷地内禁煙 日高市大字高萩2315-1
ガスト草加松原店 敷地内禁煙 草加市栄町2丁目7-31
ガスト大宮南中野店 敷地内禁煙 さいたま市見沼区大字南中野字高木838-1
ガスト長瀞店 敷地内禁煙 秩父郡皆野町大字皆野3236-14
ガスト越谷大袋店 敷地内禁煙 越谷市大字上間久里築堤49-1
ガスト志木ニュータウン店敷地内禁煙 新座市新座1丁目12
ガスト鳩ケ谷店 敷地内禁煙 川口市三ツ和1丁目13-1
ガスト川越霞ケ関店 敷地内禁煙 川越市大字的場2243-1
ガスト越谷赤山町店 敷地内禁煙 越谷市赤山町5丁目7-52
ガスト和光インター店 敷地内禁煙 和光市広沢2-8
ガスト東松山高坂店 敷地内禁煙 東松山市大字西本宿345-2
ガスト騎西店 敷地内禁煙 加須市騎西187-6
ガスト浦和沼影店 敷地内禁煙 さいたま市南区沼影1丁目1-18
ガスト武蔵嵐山店 敷地内禁煙 比企郡嵐山町大字平澤字京枝412
ガスト久喜店 敷地内禁煙 久喜市大字吉羽2-29-4
ガスト寄居店 敷地内禁煙 大里郡寄居町大字桜沢漆原1185
ガスト和光店 敷地内禁煙 和光市白子3丁目17-47
ガスト草加西町店 敷地内禁煙 草加市西町63-6
ガスト三郷高州店 敷地内禁煙 三郷市高州1丁目183-1
ガスト新座店 敷地内禁煙 新座市野火止1丁目10
ガスト東川口店 敷地内禁煙 さいたま市緑区東大門3丁目1-1
ガスト所沢北原店 敷地内禁煙 所沢市北原町1420-1
ガスト浦和駒形店 敷地内禁煙 さいたま市緑区大字中尾駒形1628
ガスト武蔵藤沢店 敷地内禁煙 入間市東藤沢2丁目10-29
ガスト浦和中島店 敷地内禁煙 さいたま市桜区中島4丁目2-15
ガスト川口中央店 敷地内禁煙 川口市中青木3丁目8-22
ガスト大宮北袋店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区北袋町2丁目190
ガスト入間市駅前店 敷地内禁煙 入間市豊岡1丁目2-28
ガスト児玉店 敷地内禁煙 本庄市児玉町吉田林391-1
ガスト坂戸店 敷地内禁煙 坂戸市薬師町32-5
ガスト鷲宮店 敷地内禁煙 久喜市西大輪4丁目1-15
ガスト日高店 敷地内禁煙 日高市大字鹿山ハヤシ284-1
ガスト羽生店 敷地内禁煙 羽生市南6丁目21-1
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ガスト熊谷ニットーモール店敷地内禁煙 熊谷市銀座2丁目245番地246番地熊谷ニットーモール1階
ガスト北本店 敷地内禁煙 北本市東間4丁目38-1
ガストふじみ野東店 敷地内禁煙 ふじみ野市駒林元町3-1-18
ガスト志木駅前店 敷地内禁煙 新座市東北2丁目30-16高橋ビル1階
ガスト和光市駅前店 敷地内禁煙 和光市本町3-13タウンコートエクセル1階
ガスト所沢店 敷地内禁煙 所沢市日吉町8-4
ガスト川口店 敷地内禁煙 川口市栄町3丁目14-3
ガスト西川口駅前店 敷地内禁煙 川口市並木2丁目18-1オーベルジュ並木　2F
ガスト川越店 敷地内禁煙 川越市脇田町8-3
ガスト朝霞台店 敷地内禁煙 朝霞市浜崎1丁目2-10アゴラ21　2階
ガスト小手指駅前店 敷地内禁煙 所沢市小手指町3丁目1
ガスト上福岡店 敷地内禁煙 ふじみ野市上福岡1丁目8-2
ガスト小川町店 敷地内禁煙 比企郡小川町みどりが丘2-8-1
ガスト幸手店 敷地内禁煙 幸手市中2丁目10-20
ガスト東松山店 敷地内禁煙 東松山市大字石橋1533
ガスト大宮三橋店 敷地内禁煙 さいたま市西区三橋5丁目923
ガスト大宮大成店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区大成町3丁目516-1
ガスト川越インター店 敷地内禁煙 川越市豊田町3丁目11-10
ガスト杉戸店 敷地内禁煙 北葛飾郡杉戸町清地1丁目4-19
ガスト所沢小手指店 敷地内禁煙 所沢市小手指町4丁目10-5
ガスト栗橋店 敷地内禁煙 久喜市栗橋東4丁目21-12
ガスト吹上店 敷地内禁煙 鴻巣市北新宿道下通62
ガスト朝霞城山店 敷地内禁煙 朝霞市岡3丁目11-1
ガスト川越東洋大学前店 敷地内禁煙 川越市大字天沼新田317-3
ガスト毛呂山店 敷地内禁煙 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷5-1
ガスト新所沢店 敷地内禁煙 所沢市緑町4丁目32-1
ガスト本庄上里町店 敷地内禁煙 児玉郡上里町大字七本木2558-1
ガスト獨協大学前店 敷地内禁煙 草加市松原1丁目1-6ハーモネスタワー松原　2F
ガスト熊谷肥塚店 敷地内禁煙 熊谷市肥塚4-128
ガスト上尾上町店 敷地内禁煙 上尾市上町2丁目1-23
ガスト深谷店 敷地内禁煙 深谷市西島町1丁目4-14
ガスト川口石神店 敷地内禁煙 川口市大字石神海道西649-5
ガスト大宮深作店 敷地内禁煙 さいたま市見沼区深作1丁目7-6
ガスト川口新郷店 敷地内禁煙 川口市榛松238-1
ガスト富士見関沢店 敷地内禁煙 富士見市関沢1丁目4-15
ガストふじみ野店 敷地内禁煙 富士見市ふじみ野西1丁目20-2
ガスト浦和駅西口店 敷地内禁煙 さいたま市浦和区高砂1丁目13-12ミリスクエアー2F
ガスト春日部小渕店 敷地内禁煙 春日部市小渕85-2
ガスト越谷駅東口店 敷地内禁煙 越谷市弥生町17番地1号越谷ツインシティAシティ2階
ガスト大宮西口店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区桜木町1丁目1-8OZ　SAKURAビル2F
ガスト本川越店 敷地内禁煙 川越市中原町1丁目2-6カシーラ彩食館2F
ガスト蕨駅前店 敷地内禁煙 蕨市塚越1丁目2-14花見屋第3ビル2F
ガストさいたま山崎店 敷地内禁煙 さいたま市緑区山崎1丁目19番17号
ガスト飯能店 敷地内禁煙 飯能市仲町5-17
ガスト大宮ラクーン店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区宮町1丁目60
ガスト草加駅西口店 敷地内禁煙 草加市氷川町2121番地3号フレアーコート2F

ガストフレスポ八潮店 敷地内禁煙 八潮市大瀬1丁目1-3フレスポ八潮2F

ステーキガスト熊谷太井店敷地内禁煙 熊谷市太井490
ステーキガスト鶴ヶ島店 敷地内禁煙 鶴ヶ島市脚折町4丁目22-6
ステーキガスト白岡店 敷地内禁煙 白岡市野牛1-1
ステーキガスト狭山店 敷地内禁煙 狭山市富士見1丁目29-3
ステーキガスト入間店 敷地内禁煙 入間市小谷田字中原872-4
ステーキガスト伊奈店 敷地内禁煙 北足立郡伊奈町栄1-67
ステーキガスト岩槻インター店敷地内禁煙 さいたま市岩槻区加倉4丁目23-22
ステーキガスト三郷谷口店敷地内禁煙 三郷市谷口624
ステーキガスト与野店 敷地内禁煙 さいたま市中央区下落合2丁目6-9
ステーキガスト上戸田店 敷地内禁煙 戸田市上戸田3丁目13-4
ステーキガスト籠原店 敷地内禁煙 熊谷市拾六間763-1フェスティバルガーデン籠原内
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ステーキガスト川越岸町店敷地内禁煙 川越市岸町2丁目6-3
ステーキガスト南荻島店 敷地内禁煙 越谷市大字南荻島277-1
ステーキガスト鶴瀬店 敷地内禁煙 富士見市羽沢2丁目1-41
ステーキガスト東越谷店 敷地内禁煙 越谷市東越谷10丁目33番地4
ステーキガスト飯能店 敷地内禁煙 飯能市柳町14-8
ステーキガスト北本店 敷地内禁煙 北本市宮内1丁目214-4
ステーキガスト百穴店 敷地内禁煙 東松山市新宿町15-1
ステーキガスト春日部緑町店敷地内禁煙 春日部市緑町6丁目3-17

グラッチェガーデンズ南越谷店敷地内禁煙 越谷市南越谷2丁目2-12コアーズビル
グラッチェガーデンズせんげん台店敷地内禁煙 越谷市千間台西1丁目9-2
グラッチェガーデンズ秩父駅前店敷地内禁煙 秩父市野坂町1丁目544-1
グラッチェガーデンズ三芳藤久保店敷地内禁煙 入間郡三芳町大字藤久保5241

とんから亭草加柳島店 敷地内禁煙 草加市柳島町字道通904番地1
とんから亭三郷彦成店 敷地内禁煙 三郷市彦成2丁目246-1
とんから亭川口道合店 敷地内禁煙 川口市大字道合放山84番の1

から好し北所沢店 敷地内禁煙 所沢市北所沢町2057-1
から好し越谷蒲生店 敷地内禁煙 越谷市蒲生西町1丁目5-16
から好しさいたま道祖土店敷地内禁煙 さいたま市緑区道祖土3丁目5-18
から好し入間インター店 敷地内禁煙 入間市宮寺3187-19
から好し東松山高坂店 敷地内禁煙 東松山市あずま町3丁目1番1号
から好し越谷南荻島店 敷地内禁煙 越谷市大字南荻島左敷田157-1
から好し上福岡店 敷地内禁煙 ふじみ野市亀久保2丁目15
から好し上尾久保店 敷地内禁煙 上尾市大字久保65-10

chawanイオンモール浦和美園店敷地内禁煙 さいたま市緑区美園5丁目50番地1イオンモール浦和美園1F

ジョナサン川口駅前店 敷地内禁煙 川口市本町4丁目5-32
ジョナサン三郷戸ヶ崎店 敷地内禁煙 三郷市戸ヶ崎3丁目619
ジョナサン浦和田島店 敷地内禁煙 さいたま市桜区田島1丁目13-3
ジョナサン草加谷塚店 敷地内禁煙 草加市瀬崎4丁目2-14
ジョナサン新所沢店 敷地内禁煙 所沢市泉町892-1
ジョナサン入間店 敷地内禁煙 入間市豊岡4丁目4-5
ジョナサン上尾店 敷地内禁煙 上尾市柏座2丁目7-7
ジョナサン大宮東町店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区東町2丁目-20
ジョナサン吉川店 敷地内禁煙 吉川市高富2丁目1-5
ジョナサン浦和太田窪店 敷地内禁煙 さいたま市南区太田窪2843
ジョナサン大宮砂町店 敷地内禁煙 さいたま市見沼区東大宮3丁目2-1
ジョナサン川越笠幡店 敷地内禁煙 川越市大字笠幡字山伝156-21
ジョナサン新座東店 敷地内禁煙 新座市東2丁目3-14
ジョナサン和光新倉店 敷地内禁煙 和光市新倉1丁目9-10
ジョナサン岩槻店 敷地内禁煙 さいたま市岩槻区東町2丁目7-16
ジョナサン新座片山店 敷地内禁煙 新座市片山1丁目20-32

ジョナサンふじみ野店 敷地内禁煙 ふじみ野市大井1丁目1-2

ジョナサン東川口店 敷地内禁煙 川口市戸塚5丁目1-37
ジョナサン川越新河岸店 敷地内禁煙 川越市大字扇河岸102-1
ジョナサン川口青木町公園店敷地内禁煙 川口市上青木西1丁目11-3

ジョナサン北朝霞駅前店 敷地内禁煙 朝霞市西原1丁目5-3

ジョナサン秩父店 敷地内禁煙 秩父市宮側町17-5
ジョナサン熊谷店 敷地内禁煙 熊谷市筑波1丁目115
ジョナサン新座駅前店 敷地内禁煙 新座市野火止5丁目2-40パークス新座1F

ジョナサン蓮田店 敷地内禁煙 蓮田市山ノ内7-1

ジョナサン志木本町店 敷地内禁煙 志木市本町5丁目8-14



埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

企業名

株式会社すかいらーくホールディングス

施設名 区分 住所

ジョナサン東浦和店 敷地内禁煙 さいたま市緑区大字大間木1633-7
ジョナサン北与野店 敷地内禁煙 さいたま市中央区上落合1丁目11-3

ジョナサン鳩ヶ谷店 敷地内禁煙 川口市南鳩ヶ谷4丁目26-4

ジョナサンみずほ台駅前店敷地内禁煙 富士見市西みずほ台2丁目2-1
ジョナサン大宮駅東口店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区大門町2丁目1-1エキニア大宮2F
ジョナサン若葉店 敷地内禁煙 鶴ヶ島市富士見2丁目5-7

ジョナサン八潮西袋店 敷地内禁煙 八潮市大字西袋1330-1

ジョナサン上福岡店 敷地内禁煙 ふじみ野市上野台1丁目2-3
ジョナサン春日部中央店 敷地内禁煙 春日部市中央4丁目4-5
ジョナサン狭山上広瀬店 敷地内禁煙 狭山市広瀬東3丁目5-28

ジョナサン浦和西口店 敷地内禁煙 さいたま市浦和区仲町1丁目6-13

藍屋与野バイパス店 敷地内禁煙 さいたま市中央区桜丘2丁目8-23

藍屋熊谷店 敷地内禁煙 熊谷市筑波1丁目112

藍屋東松山店 敷地内禁煙 東松山市大字石橋1534-1
藍屋新所沢店 敷地内禁煙 所沢市泉町893-1

藍屋大宮公園店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区寿能町1丁目81-2

藍屋春日部店 敷地内禁煙 春日部市中央1丁目59-5

藍屋蕨中央店 敷地内禁煙 蕨市中央2丁目15-2

藍屋三郷店 敷地内禁煙 三郷市三郷3丁目12-1

夢庵本庄店 敷地内禁煙 本庄市若泉1丁目7-15

夢庵加須店 敷地内禁煙 加須市浜町3-26

夢庵北本店 敷地内禁煙 北本市東間2丁目28-2

夢庵上尾西店 敷地内禁煙 上尾市西宮下2丁目358

夢庵越谷大里店 敷地内禁煙 越谷市大字大里554

夢庵川口赤井店 敷地内禁煙 川口市赤井1丁目25-6

夢庵寄居店 敷地内禁煙 大里郡寄居町大字桜沢888-1

夢庵入間藤沢店 敷地内禁煙 入間市大字下藤沢1299-3

夢庵新座片山店 敷地内禁煙 新座市片山3丁目13-4

夢庵大宮新堤店 敷地内禁煙 さいたま市見沼区大字新堤279

夢庵八潮店 敷地内禁煙 八潮市緑町5丁目14-19

夢庵春日部栄町店 敷地内禁煙 春日部市栄町2丁目62

夢庵秩父駅前店 敷地内禁煙 秩父市野坂町1丁目20-13

夢庵吉川店 敷地内禁煙 吉川市高富2丁目8-1

夢庵埼玉伊奈町店 敷地内禁煙 北足立郡伊奈町寿3-276

夢庵入間野田店 敷地内禁煙 入間市大字野田1444

夢庵毛呂山店 敷地内禁煙 入間郡毛呂山町大字川角1-1

夢庵朝霞本町店 敷地内禁煙 朝霞市本町1丁目34-15

夢庵桶川店 敷地内禁煙 桶川市泉1丁目8-26

夢庵鴻巣店 敷地内禁煙 鴻巣市東3丁目7-4

夢庵東川口店 敷地内禁煙 川口市戸塚2丁目16-1

夢庵日高店 敷地内禁煙 日高市高麗川2丁目22-2

夢庵羽生店 敷地内禁煙 羽生市西3丁目21-5
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夢庵さいたま三橋店 敷地内禁煙 さいたま市西区三橋5丁目1660番1

夢庵蕨中央店 敷地内禁煙 蕨市中央6丁目16-20

SR新規開発業態ららぽーと富士見店敷地内禁煙 富士見市山室1丁目1313

夢庵浦和駅東口店 敷地内禁煙 さいたま市浦和区東高砂町9-1SUMIDAONEビル2F

夢庵埼玉ふじみ野店 敷地内禁煙 ふじみ野市亀久保2丁目1-22

夢庵行田城西店 敷地内禁煙 行田市城西4丁目6-15

夢庵東松山東平店 敷地内禁煙 東松山市大字東平1432-7

バーミヤン久喜店 敷地内禁煙 久喜市吉羽2丁目29-3

バーミヤン武蔵藤沢店 敷地内禁煙 入間市東藤沢2丁目15-1

バーミヤン富士見関沢店 敷地内禁煙 富士見市関沢1丁目5-10

バーミヤン北本店 敷地内禁煙 北本市中丸1丁目299

バーミヤン若葉店 敷地内禁煙 坂戸市千代田3丁目21-17

バーミヤン川口東本郷店 敷地内禁煙 川口市東本郷1丁目6-3

バーミヤン川口伊刈店 敷地内禁煙 川口市芝高木1丁目21-34

バーミヤン大宮宮原店 敷地内禁煙 さいたま市北区宮原町2丁目87-7

バーミヤン越谷花田店 敷地内禁煙 越谷市花田2丁目14-9

バーミヤン朝霞本町店 敷地内禁煙 朝霞市青葉台1丁目1-6

バーミヤン中浦和駅前店 敷地内禁煙 さいたま市南区鹿手袋1丁目1-1プラザホテル2F

バーミヤン東所沢店 敷地内禁煙 所沢市東所沢2丁目6番2

バーミヤン川越駅東口店 敷地内禁煙 川越市脇田町103川越マインビル3F

バーミヤン狭山下広瀬店 敷地内禁煙 狭山市広瀬1-8-31

バーミヤン東大宮店 敷地内禁煙 さいたま市見沼区東大宮7丁目2-1

バーミヤン白岡店 敷地内禁煙 白岡市野牛1-1

バーミヤン新座東店 敷地内禁煙 新座市東2丁目3-20

バーミヤンふじみ野店 敷地内禁煙 ふじみ野市大井1丁目1-3

バーミヤン大宮櫛引店 敷地内禁煙 さいたま市北区櫛引町2丁目151-1

バーミヤン児玉店 敷地内禁煙 本庄市児玉町吉田林382-1

バーミヤン入間仏子店 敷地内禁煙 入間市大字仏子下ケ谷戸1152-1

バーミヤン籠原店 敷地内禁煙 熊谷市新堀321-1

バーミヤン本庄店 敷地内禁煙 本庄市けや木2丁目2-14

バーミヤン羽生店 敷地内禁煙 羽生市南6丁目17-16

バーミヤン春日部豊町店 敷地内禁煙 春日部市豊町5丁目7-2

バーミヤン小川町店 敷地内禁煙 比企郡小川町大字小川356-2

バーミヤン上戸田店 敷地内禁煙 戸田市上戸田2丁目3-5

バーミヤン川越山田店 敷地内禁煙 川越市大字山田1954-1

バーミヤン栗橋店 敷地内禁煙 久喜市栗橋1301-1

バーミヤン鶴ヶ島店 敷地内禁煙 川越市大字天沼新田103-1

バーミヤン所沢山口店 敷地内禁煙 所沢市大字山口字児泉1508-1

バーミヤン浦和道祖土店 敷地内禁煙 さいたま市緑区道祖土3丁目4-13

バーミヤン新座片山店 敷地内禁煙 新座市片山3丁目9-5
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バーミヤン坂戸泉町店 敷地内禁煙 坂戸市泉町3丁目6-1

バーミヤン与野本町店 敷地内禁煙 さいたま市中央区本町西4丁目10-3

バーミヤン和光南店 敷地内禁煙 和光市南1丁目8-66

バーミヤン越谷神明店 敷地内禁煙 越谷市神明町2丁目228-3

バーミヤン三郷戸ケ崎店 敷地内禁煙 三郷市戸ヶ崎2丁目772-1

バーミヤン川口青木店 敷地内禁煙 川口市中青木4丁目10-5

しゃぶ葉西川口店 敷地内禁煙 川口市西青木2丁目4-1

しゃぶ葉鶴ヶ島店 敷地内禁煙 鶴ヶ島市大字脚折1519-1

しゃぶ葉東岩槻店 敷地内禁煙 さいたま市岩槻区南平野3丁目2番地10

しゃぶ葉東川口店 敷地内禁煙 さいたま市緑区東大門3丁目1-12

しゃぶ葉加須店 敷地内禁煙 加須市三俣2丁目19番地1

しゃぶ葉新座野火止店 敷地内禁煙 新座市野火止7丁目6番25号

しゃぶ葉伊奈店 敷地内禁煙 北足立郡伊奈町栄3-80

しゃぶ葉草加清門町店 敷地内禁煙 草加市清門2丁目1番地48

しゃぶ葉東大宮店 敷地内禁煙 さいたま市見沼区東大宮7丁目47-3

しゃぶ葉南与野店 敷地内禁煙 さいたま市中央区大戸6丁目1496-1

しゃぶ葉志木駅前店 敷地内禁煙 新座市東北2丁目30-21エコスTAIRAYA2階

しゃぶ葉西大宮店 敷地内禁煙 さいたま市西区宮前町143-1

しゃぶ葉入間インター店 敷地内禁煙 入間市大字小谷田1258-4

しゃぶ葉川口駅東口店 敷地内禁煙 川口市栄町3丁目5-1そごう川口店　2F

しゃぶ葉蕨東口店 敷地内禁煙 蕨市塚越1丁目6-1秋本ビル2F

しゃぶ葉高坂駅前店 敷地内禁煙 東松山市元宿2丁目26-20

しゃぶ葉幸手店 敷地内禁煙 幸手市東2丁目20-17

しゃぶ葉熊谷銀座店 敷地内禁煙 熊谷市銀座3丁目31-1

しゃぶ葉上福岡店 敷地内禁煙 ふじみ野市鶴ケ舞3丁目5-6

しゃぶ葉所沢店 敷地内禁煙 所沢市上新井5丁目16-1

しゃぶ葉大宮ラクーン店 敷地内禁煙 さいたま市大宮区宮町1丁目60番地4階　401区画

しゃぶ葉三郷彦糸店 敷地内禁煙 三郷市彦糸2丁目202-1

しゃぶ葉本庄店 敷地内禁煙 本庄市本庄4丁目3-14

しゃぶ葉深谷店 敷地内禁煙 深谷市上柴町東4丁目19-8

しゃぶ葉北本二ツ家店 敷地内禁煙 北本市二ツ家1丁目152-2

しゃぶ葉川越神明店 敷地内禁煙 川越市神明町11-1

むさしの森珈琲蕨店 敷地内禁煙 蕨市中央2丁目16

むさしの森珈琲所沢住吉店敷地内禁煙 所沢市南住吉21-40

むさしの森珈琲川口元郷店敷地内禁煙 川口市元郷5丁目27

むさしの森珈琲朝霞本町店敷地内禁煙 朝霞市青葉台1丁目1-5

むさしの森珈琲浦和太田窪店敷地内禁煙 さいたま市南区太田窪1280

むさしの森珈琲北本店 敷地内禁煙 北本市本宿2丁目70-3

むさしの森珈琲春日部店 敷地内禁煙 春日部市大沼1丁目5





熊谷市銀座2丁目245番地246番地熊谷ニットーモール1階

さいたま市浦和区高砂1丁目13-12ミリスクエアー2F

越谷市弥生町17番地1号越谷ツインシティAシティ2階

熊谷市拾六間763-1フェスティバルガーデン籠原内



さいたま市緑区美園5丁目50番地1イオンモール浦和美園1F








