
No 施設名称 設置場所 所在地 使用不可定休日

1-1 初野医院 処置室 毛呂山町長瀬７１８ 木曜・日曜・祝日 9：00 ～ 17：30

1-2 須山歯科クリニック 医院内 毛呂山町前久保南４－８－４２ 木曜・日曜・祝日 9：00 ～ 19：00

1-3 川角歯科医院 診察室 毛呂山町川角４６３－１ 日曜・祝日 9：00 ～ 21：00

1-4 ふれあいの里どんぐり 事務所内 毛呂山町西大久保６９５－２

1-5 みどりの風あすわ 事務所内 毛呂山町阿諏訪１－１

1-6 あったかホーム毛呂山 玄関ホール 毛呂山町西戸９６２

1-7 埼玉りそな銀行　越生毛呂山支店 ATMコーナー内 毛呂山町中央２－２６－１ 土曜・日曜・祝日 9：00 ～ 21：00

1-8 第1プラザ武州長瀬店 ホール内景品カウンター 毛呂山町若山１－１－７ 不定休 10：00 ～ 22：40

1-9 NO.1エメラルド 店内景品カウンター 毛呂山町川角２１４６－１ 不定休 9：00 ～ 23：00

1-10 ヤオコー長瀬店 店舗北側入口付近 毛呂山町中央４－１０－９ 1/１ 7：00 ～ 22：00

1-11 ベルク毛呂山店 サービスカウンター 毛呂山町毛呂本郷２９３－１ １/１ 9：00 ～ 24：00

1-12 ウエルシア毛呂本郷薬局 調剤室横 毛呂山町毛呂本郷１４５８ 8：00 ～ 24：00

1-13 JSS 毛呂山スイミングスクール １階フロント 毛呂山町岩井西３－１６－１９ 水曜・日曜 10：00 ～ 22：00

1-14 オリムピックナショナルゴルフクラブEAST クラブハウス事務所内 毛呂山町阿諏訪１５４ 毎月最終月曜 8：00 ～ 16：00

1-15 オリムピックナショナルゴルフクラブWEST フロント 毛呂山町滝ノ入１７２４ 不定休 6：30 ～ 17：00

1-16 田島歯科口腔外科クリニック 院内 毛呂町毛呂本郷１９４
木曜・日曜・祝日

土曜のみ　14:30-18:00 9：30 ～ 19:00

1-17 さいたまゴルフクラブ フロント 毛呂山町葛貫１２００ 不定休 6：00 ～ 18：00

1-18 サンデンタルクリニック 診療室 毛呂山町毛呂本郷１００３－２５
木曜・日曜・祝日

土曜のみ　9:00-18:30
9：30 ～ 19：30

1-19-1 埼玉平成高等学校 管理棟２階職員室内 毛呂山町市場３３３－１ 教職員不在時 8：25 ～ 17：00

1-19-2 埼玉平成高等学校
第３グラウンド女子ソフト
テニス部部室

毛呂山町市場３３３－1 教職員不在時 8：25 ～ 17：00

1-19-3 埼玉平成高等学校 第１体育館体育教官室 毛呂山町市場３３３－1 教職員不在時 8：25 ～ 17：00

1-19-4 埼玉平成中学校
第２体育館
南側外階段２階

毛呂山町下川原３７５ 教職員不在時 8：25 ～ 17：00

1-19-5 埼玉平成中学校
体育館１階
指導員室内

毛呂山町下川原３７５ 教職員不在時 8：25 ～ 17：00

1-20 ゆずの木台クリニック 処置室 毛呂山町中央２－５－５ 土曜（午後）・日曜・祝日 8：30 ～ 19：00

1-21-1 城西医療学園　日本医療科学大学
１号棟１階健康管理
センター窓口

毛呂山町下川原１２７６ 土曜・日曜・祝日 8：30 ～ 20：00

1-21-2 城西医療学園　日本医療科学大学 ２号棟１階エントランス 毛呂山町下川原１２７６ 土曜・日曜・祝日 8：30 ～ 20：00
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1-21-3 城西医療学園　日本医療科学大学 ３号棟１階エントランス 毛呂山町下川原１２７６ 土曜・日曜・祝日 8：30 ～ 20：00

1-21-4 城西医療学園　日本医療科学大学 ４号棟１階エントランス 毛呂山町下川原１２７６ 土曜・日曜・祝日 8：30 ～ 20：00

1-22 関越物産 物流センター１階事務所 毛呂山町市場３８１－１ 日曜・祝日 8：30 ～ 24:00

1-23-1 育心会　障害者支援施設　光風寮 １階スタッフルーム内 毛呂山町市場１０６１－１

1-23-2 育心会　悠久園デイサービスセンター １階事務所内 毛呂山町南台５－３８－５

1-23-3 育心会　救護施設　育心寮 西風荘１階事務所内 毛呂山町前久保南１－６－２６

1-24 三和タジマ（株）埼玉工場 A-1工場棟内 毛呂山町川角４８４ 土曜・日曜・祝日 8：30 ～ 17：15

1-25 飯能信用金庫 毛呂山支店内 毛呂山町岩井西２－２０－４ 土曜・日曜・祝日 8：30 ～ 17：20

1-26 医療法人社団祐和会　長瀬クリニック 処置室内 毛呂山町川角９４－２
金曜・祝日

夏期年末年始の休診
9：00 ～ 19：30

1-27 柴崎皮膚科医院 診察室内 毛呂山町中央４－１９－１２
木曜・祝日

火曜・土曜午後・日曜11：00～
9:00
15:30

～
～

12：00
19：00

1-28 あったかデイ毛呂山 玄関 毛呂山町若山１－１２－９ 土曜・日曜 8：00 ～ 18：00

1-29 おっぺ小児科・アレルギー科クリニック 処置室 毛呂山町若山１－８－７ 火曜・日曜 9:00 ～ 19:00

1-30 カインズホーム　毛呂山店 事務所 毛呂山町小田谷２１２ 1/1 8：00 ～ 20：00

1-31 ニューエース ２階　事務所 毛呂山町中央４－１１－２ 新台入替日の１日 9:00 ～ 23:30

1-32 いなげや　毛呂店 １階エレベーター脇 毛呂山町岩井西２－１４－６ 1/1 9:00 ～ 22:00

1-33 街かどのクリニック 受付奥の棚 毛呂山町川角７－１ 月曜・土曜・日曜午後 7：30 ～ 18：00

1-34 埼玉縣信用金庫　毛呂山支店 ロビー内 毛呂山町毛呂本郷１５７６ 土曜・日曜・祝日・年末年始 8:30 ～ 16:50

1-35 埼玉縣信用金庫　長瀬支店 ロビー内 毛呂山町南台５－１－５ 土曜・日曜・祝日・1/1～1/3 8:30 ～ 16:50

1-36 いるま野農業協同組合　毛呂山支店 事務所内 毛呂山町岩井西２－２３－１ 土曜・日曜・祝日 8:30 ～ 17:00

1-37 豆の木 機能訓練室カウンター内 毛呂山町大字長瀬１８７５－１ 土曜・日曜・年末年始 8:00 ～ 13:30

1-38 高福寺 寺院内 毛呂山町滝ノ入１１７ 不在時

1-39 ハピネス会川角クリニック 診察室 毛呂山町下川原１７１
木曜・日曜・祝日・盆・年末年始

土曜のみ８：３０～１７：００
8:30 ～ 18:00

1-40-１ ㈱木屋製作所 事務棟 毛呂山町大字市場５０２－３ 土曜・日曜・祝日 8:00 ～ 17:00

1-40-２ ㈱木屋製作所 工場棟 毛呂山町大字市場５０２－３ 土曜・日曜・祝日 8:00 ～ 17:00

1-41 （株）丸三電機　埼玉事業所 玄関 毛呂山町大字小田谷５８１－５ 土曜・日曜・祝日 9:00 ～ 18:00

1-42 第1どんぐりホーム １階　事務室 毛呂山町前久保南１－3－5 16:00 ～ 9:00

※使用可能日は、祝日との関係、臨時の休館日等で変更となることがあります。
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