
 

 

 

 

 

 

 埼玉県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づく「施設の使用停止」の協力要

請の対象であるものの、使用を継続している施設を確認しました。 

 そのため、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、同法第４５条第２項に基づく「施設の

使用停止」の要請を行うとともに、同条第４項に基づき公表します。 

 なお、本県において施設の使用停止を確認できた場合は、掲載情報を削除します。 

 

施設の使用停止の要請を行った施設 

 要請した日：令和２年５月１９日（火） 

 要請の内容：施設の使用停止 

 要請の理由：新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため 

 

Ｎo 施設名 所在地 

1 ガーデン東浦和 
埼玉県さいたま市緑区東浦和五丁目１番地５ 東浦和ビ

ル２階 

2 
パチンコ・パチスロ ニューセンチ

ュリー 
埼玉県さいたま市北区東大成町二丁目４４９番地１ 

3 ガーデン北戸田 埼玉県さいたま市南区辻八丁目２４番１０号 

4 ガーデン与野本町 埼玉県さいたま市中央区本町東二丁目２番７号 

5 新ガーデン北与野 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目４９７番地 アイ

ビックスビル１階 

6 新ガーデン西浦和 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目２番１２号 

7 ミリー西浦和店 埼玉県さいたま市桜区中島四丁目１番１号 

8 サンライズホール 埼玉県さいたま市桜区栄和三丁目１２番１号 

9 ボンボンクラブ東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目２番地２ 

10 宝石 Ｘ店 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻一丁目９番地２ 

11 岩槻 夢らんど 埼玉県さいたま市岩槻区大字箕輪字東２４番地１ 

12 Ｒ７ STRONG 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田９７１番地の１ 

13 SLOT Ｒ６ 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田１０９２番地１ 

14 パチンコ パルコ 埼玉県川越市中台一丁目１番地１１ 

15 遊遊デルヨ 埼玉県川越市大字藤間１８０番地２ 

16 ゴープラ川越店 埼玉県川越市大字上寺山５２６番地１ 
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17 ＴＯＨＯ川越店 埼玉県川越市大字小仙波１００５番地１ 

18 ガーデン川越 埼玉県川越市城下町４番１ 

19 スパーク カスミ 埼玉県川越市霞ヶ関東一丁目３番地８ 

20 スーパーＥスペース肥塚店 埼玉県熊谷市肥塚１４０３番地２ 

21 アスカ熊谷店 埼玉県熊谷市肥塚１２００番地４ 

22 イースペース 埼玉県熊谷市筑波三丁目９２番地 

23 イースペース妻沼 埼玉県熊谷市妻沼２１９２番地２ 

24 スマイルマックス熊谷 埼玉県熊谷市佐谷田６５９番地１ 

25 Ｎｏ．１ヒロセ 埼玉県熊谷市広瀬６３８番地 

26 パーラーさくらんぼ 埼玉県熊谷市原島２９番地１ 

27 ピークス柳崎店 埼玉県川口市柳崎五丁目１番５４号 

28 スポーツ館 埼玉県川口市弥平二丁目８番１８号 

29 オリエンタルパサージュ４５６ 埼玉県川口市並木二丁目２１番８号 

30 オーナー 埼玉県川口市南鳩ヶ谷六丁目１１－９ 

31 ドリームランド パート２ 埼玉県川口市東本郷一丁目９番２８号 

32 三福  東川口店 埼玉県川口市東川口二丁目２番１２号 

33 龍宮 埼玉県川口市東川口二丁目１番１号 

34 パーラーかなめ 埼玉県川口市大字蓮沼３０２ 

35 マイスポーツ館 埼玉県川口市大字峯字前２３４番地１ 

36 新ガーデン川口安行 埼玉県川口市大字安行原７６０番地の１ 

37 デルパラ川口店 埼玉県川口市青木一丁目１１番１号 

38 ウイング８６ 埼玉県川口市西川口六丁目１７番２２号 

39 ジャンボ２１ 埼玉県川口市栄町三丁目５番１３号 

40 アスカ行田店 埼玉県行田市大字小見１４４２番地 

41 セイブ ゾーン 埼玉県行田市大字若小玉７１３番地 

42 スーパーＥスペース行田店  埼玉県行田市持田一丁目４番４３号 

43 アスカ秩父大野原店 埼玉県秩父市大野原２８０番地１ 

44 スロットアスカ大野原店 埼玉県秩父市大野原２８０番地１ 

45 パチンコ ニューあさひ 埼玉県秩父市上影森２３番１ 

46 アスカ秩父寺尾店 埼玉県秩父市寺尾８４０番地 

47 ニューグランド新所沢店 埼玉県所沢市緑町一丁目１６番１１号 

48 メガガーデン所沢スロット館 埼玉県所沢市日吉町１１番１７号 

49 メガガーデン所沢 埼玉県所沢市日吉町１０番２１号リ・クリエ所沢Ｂ館 

50 ゴープラ新所沢店 埼玉県所沢市大字中富１６２５番地の１ 

51 ガーデンプラス所沢 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１３番２ 

52 デルパラ５飯能店 埼玉県飯能市南町９番２３号 



53 ゴープラ飯能店 埼玉県飯能市大字岩沢１３２番地１ 

54 パチンコ 東海 埼玉県加須市南町１２番２２号 

55 パーラー ツバサ 埼玉県加須市南篠崎二丁目１９番地１ 

56 三楽ホール 埼玉県加須市中央一丁目１４番７号 

57 プレミア東朋 埼玉県加須市元町１番２０号 

58 ダイエー児玉店 埼玉県本庄市児玉町児玉１１６６番３ 

59 リーガ 埼玉県春日部市立野２９８番地 

60 さくら春日部 埼玉県春日部市備後東四丁目７番１号 

61 内牧夢らんど 埼玉県春日部市内牧２４９１番地１ 

62 ダイエー春日部店 埼玉県春日部市中央一丁目５１番地１１ 

63 新ガーデン春日部 埼玉県春日部市中央一丁目２番地４ 

64 武里スポーツ館 埼玉県春日部市大場１０９６番地１ 

65 ビックハートさくら 埼玉県春日部市水角１４７５番地１ 

66 オレンジ 埼玉県春日部市小渕２０３番地１ 

67 ゴープラ春日部店 埼玉県春日部市牛島８２９番地２ 

68 アスカ狭山店 埼玉県狭山市大字下広瀬７９３番地１ 

69 ナビ羽生店 埼玉県羽生市東六丁目１６番地 

70 メルヘンワールド羽生店 埼玉県羽生市大字小須賀５７１番地１ 

71 でるでる羽生店 埼玉県羽生市大字下羽生３８８番地１ 

72 イースペース鴻巣 埼玉県鴻巣市本町一丁目１番３号エルミこうのす２Ｆ 

73 NANDAIMON 深谷店 埼玉県深谷市上野台２４６１番地 

74 ダイエー花園店 埼玉県深谷市荒川７６８番地１ 

75 アスカ深谷店 埼玉県深谷市萱場１２番２４号 

76 サンクラウン岡部店（パチンコ） 埼玉県深谷市岡１１５１番地２ 

77 サンクラウン岡部店（スロット） 埼玉県深谷市岡１１４９番地４ 

78 あすか倶楽部ナビ 埼玉県上尾市大字地頭方４１２番地３ 

79 さくら吉町店 埼玉県草加市吉町四丁目２番８号 

80 Club Lien  埼玉県草加市柿木町５５２番地６ 

81 平方夢らんど 埼玉県越谷市大字平方字南代１６３６番地１３ 

82 クイーンオブカリブ 埼玉県越谷市大字南荻島５０１番地１ 

83 BEGIN 埼玉県越谷市大字南荻島４２０番地４ 

84 ORANGE越谷店 埼玉県越谷市大間野町三丁目１２９番地１ 

85 ハピネス 埼玉県越谷市川柳町五丁目１８９番地１ 

86 宝石グレードワン 埼玉県越谷市蒲生旭町１３番４２号 

87 蕨トップス 埼玉県蕨市北町五丁目４番９号 

88 ＤＡＳ 埼玉県蕨市塚越一丁目２番１号 



89 エンジェル 埼玉県蕨市塚越一丁目２番１号 

90 ＨＡＰ’１－ＮＨ 埼玉県蕨市中央一丁目２６番６号 寿ビル１階２階 

91 Ｒ’ｓ ＰＡＲＫ 埼玉県戸田市新曽南二丁目１１番２５号 

92 ニューひかり 埼玉県戸田市笹目二丁目１３番地の１９ 

93 メルヘンワールド入間店 埼玉県入間市豊岡一丁目１１番１号 

94 ゴープラ入間店 埼玉県入間市大字上藤沢７４１番地の３ 

95 ガーデン北朝霞 埼玉県朝霞市西原一丁目１番２８号 

96 ガーデン桶川 埼玉県桶川市西二丁目９番３６号 

97 ダイエー鷲宮店 埼玉県久喜市八甫２７６３番地１ 

98 メルヘンワールド鷲宮店 埼玉県久喜市八甫１４９３番地１ 

99 フレンド 埼玉県久喜市菖蒲町三箇８２７番地１ 

100 ファンタジーランド 埼玉県久喜市高柳２１８５番地３ 

101 新ガーデン八潮 埼玉県八潮市大瀬六丁目１番地１２ 

102 ハッピー 埼玉県三郷市彦川戸一丁目３１３ 

103 ボンボンクラブ早稲田店 埼玉県三郷市早稲田二丁目１７番地８ 

104 ボンボンクラブ江戸川店 埼玉県三郷市早稲田二丁目１７番２号 

105 ボンボンクラブ高州店 埼玉県三郷市高州一丁目３１８の２ 

106 ゴープラ幸手店 埼玉県幸手市南一丁目１８番２０号 

107 ガーデン幸手 埼玉県幸手市上高野一丁目５３２番１ 

108 デルパラ鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金８５２番地１ 

109 ゴープラ日高店 埼玉県日高市大字鹿山２９８番地５ 

110 SAKURA吉川店・スロット館 埼玉県吉川市保一丁目２番地１１ 

111 デルパラ吉川店 埼玉県吉川市大字南広島８５１番地 

112 ジャルダン 埼玉県ふじみ野市上福岡一丁目６番３３号 

113 アントレ上福岡 埼玉県ふじみ野市上福岡一丁目６番１８号 

114 メデューサ・ゼロ 埼玉県ふじみ野市うれし野二丁目５番１８号 

115 ニューエース 埼玉県入間郡毛呂山町中央四丁目１１番地２ 

116 Ｎｏ．１ エメラルド 埼玉県入間郡毛呂山町大字川角２１４６番地１ 

117 パーラーＥＸ滑川店 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾２２５番地１ 

118 インパクト 埼玉県比企郡小川町大字腰越４８３番地 

119 フィーゴ(Figo) 埼玉県比企郡吉見町大字久保田６７８番地１ 

120 パルコ ＩＮ 皆野 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野１４６１番地１ 

121 かすかべ夢らんど 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根３８５５番地１ 

122 アスカ杉戸店 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉戸２４０４番地１ 

123 杉戸夢らんど 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉戸２３７２番地 

 


