
【青葉台】　３店舗
バーミヤン朝霞本町店
ティールームぱる
烏骨鶏ラーメン龍

【溝沼】　８店舗
塩味醤油醸造㈱
りよ美容室
丸永輪業
㈲トータルサービス
総合保険事務所クローバートラスト
㈱葵石材
学研教室朝霞たきのね教室
フットサルポイント朝霞台

【本町】
信州内藤流　松月庵
花月（お好み焼き）
ante
and one
Megami  graceful
メンズヘアーサロン　ナルミ
ヘアキチ
ルチェンテ・ビー　Lucent-B
POLAエステinASAKA
髪飛行切（renoma）
JOY美容室
カットインYOU
５５stationマルエツ朝霞店
トミタサイクル朝霞店
リラクゼーションRe-Fre
センチュリー２１登喜和朝霞駅前店
㈱イイダ　YC朝霞南
からだすまいる本舗
朝霞本町カイロプラクティック
ボディケアやすらぎ
あさか駅前矯正歯科
ドッグアロマサロンエヴァ
ライフ　ラボ　あさか院
ASA朝霞中央（朝日新聞）
みらい学舎朝霞校
メディアックパソコンスクール朝霞教室
インテリアフローラルスクールHANA萌
花
埼玉りそな銀行
武蔵野銀行
トヨタレンタリース新埼玉
美容室B・C・B・G（ベーセベーゼ）
スタジオOBJE（オブジェ）
Link  Hair
Hair Staylist Salon LEON
Hair  design  GOLD
美容室 Riche
ヘアファクトリーNEMO

本町・青葉台　地区
　　★ パパママ応援ショップの主な協賛店一覧 ★

【三原】　２０店舗
パティスリーロア・レギューム
手作りのパンのマルジュー
アトリエびーなす
フラワーショップ花本
さいたまコープ
洋服の青山
安楽亭
朝霞　大勝軒
ケーズクレープ
義クロベーラーメン
ヘアーサロンしらかば
ふえきサイクル
ASA志木NT（朝日新聞）
ASA志木（朝日新聞）
ファミリー引越センター埼京支店
ミサワホーム西関東志木展示場
白川恵美ネットワークイデュース学院
英会話プラナ
こども英会話のミネルヴァ朝霞教室
ネッツトヨタ埼玉三原店

【弁財】　２8店舗
メゾンドプルミエ
メガネフラワー朝霞台店
ドラッグセイムス朝霞台店
ドコモショップ朝霞台店
AOKI
デニーズ朝霞台店
吉野家朝霞台駅南口店
満留賀　㈲柴田商事
蕎由心　ほ庵
BB Terrace ネイルサロン
atrier AKIOS
Fregrance Hair AKIOS
美容室 Oahu オアフー
I's朝霞店
おしゃれハウス・Shin
ヘアーサロンステップ
あさか台わたなべ薬局
FEN外語学院　朝霞台校
浜ゼミ・FEN個別指導　朝霞台本部校
学研教室西弁財教室
スペースクリエイト自由空間朝霞台店
柏屋楽器朝霞台ミュージックセンター
マツダレンタカー
日産プリンス埼玉販売東弁財
埼玉日産自動車㈱朝霞台店
桐杏学園幼児教室朝霞台校
カレー屋さん
Chou Chou for Hair

【順不同】

膝折・三原・弁財・溝沼　地区

H２３年１月３１日現在　２６６店舗

【膝折】　１５店舗
㈲喜楽屋菓子舗
初雁木材㈲
ドラッグセイムス膝折店
ニューラーメンショップDOMON'S
カフェ・ド・チョコ
ワンツウらーめん朝霞店
Jファクトリー
㈱イイダ　YC朝霞西
ASA南部（朝日新聞）
浜ゼミ・FEN個別指導　西朝霞校
㈱マイカー三喜
埼玉自動車㈱
カーコンビニ倶楽部埼玉自動車
埼玉トヨタ
日産サティオ埼玉

【本町】　８０店舗
㈲一進堂・リンクス
㈱ベルハウス
㈲福田武道具
ブランシュ・ネージュ朝霞店
㈱美松（婦人服）
㈲シーバス（手作りソフトクリーム）
宇山園（茶卸販売）
㈲朝霞大沢薬局
アサカフローリスト（生花店）
マルサ生花店（コモディイイダ内）
銘茶　㈲金子園
アートファッション　ロガ店
アートファッション　チェーン本店
うちで花園　朝霞駅前店
うちで花園　本店
TWINS　MUSCLE
和真メガネ
ドッラグエース朝霞本町店
auショップ朝霞駅前店
あさか野農業協同組合朝霞支店
パティスリーパスティーユ
麺屋はつがい
Japanese Dining 聖
ぎょうざの満州
デニーズ朝霞駅前店
ドミノピザ
松屋朝霞店
ロッテリア朝霞マルエツ店
自家焙煎　幸音珈琲
食彩酒房　膳炉食
ごはんや　まーむ
中華蕎麦　瑞山
American Kitchen Cu-Zn
百歩ラーメン朝霞店
味彩中々　㈲コスタリカ
コミュニティサロンあすーる
食珈茶菓酒　すわん
ホッと茶屋「あさか」
かまどか朝霞店
西洋フードシステムズ㈱
珈琲えぽっく
トラットリア　スペランツァ
栄蘭



【栄町】　１１店舗
長州風の子ラーメン
Jazz喫茶　海
ネイルサロンhi-tommy
宮下自転車店
学研教室　栄町教室
西園音楽教室
㈱フラット
埼玉トヨペット
㈱スズキ自販西埼玉
ネッツトヨタ埼玉栄町店
トヨタカローラ新埼玉

【泉水】　３店舗
ドラッグエース泉水店
お好み焼き・もんじゃ焼き　和楽
日産プリンス埼玉販売泉水

【宮戸】　７店舗
ミスタータイヤマン朝霞
ドラッグエース宮戸店
あさか野農業協同組合
　　　　　　　　内間木経済配送センター
後藤接骨院
浅沼マキコ鍼灸接骨院
ASA朝霞台（朝日新聞）
ASA志木東口（朝日新聞）

【浜崎】　１８店舗
あさか野農業協同組合内間木支店
ガスト
日高屋北朝霞店
マクドナルド朝霞台駅前店
松屋朝霞台店
ミスタードーナツ
ロッテリア北朝霞店
炭酒場　カミナリ屋朝霞台店
串焼き肉刺し　一献
ポポラマーマ
Café'laミラノ
カレー＆イザック　㈲あずま
美容室キッド
かふぇぎゃらりー八右衛門
学研教室浜崎教室
サイエイインターナショナル
ニッポンレンタカー東武
トヨタレンタリース埼玉

【西原】　１３店舗
自家焙煎珈琲　八十館
東京靴流通センター
㈱ラビックス
一源（魚々菜北朝霞店）
來來軒北朝霞店
AKIOS  AGE
ヘアーメーク・エステア・ミューズ
㈲ノエビア東京アサカ販社
Whoopee!
写真のウイング
サイクルショップイグチ
ペットケア　らん
㈲松栄堂薬局

【北原】　４店舗
山田うどん朝霞店
おかん
癒志施術院
読売新聞ヤマキ新聞舗

【根岸台】　１２店舗
㈲フラワー丸亀
花と緑のなっちゃん
ブーランドジェリーアーブル
中国料理　将ちゃん
さらしな（そば店）
サロンドリップス
読売新聞朝霞中央
はっとり歯科医院
FEN外語学院　朝霞校
浜ゼミ・FEN個別指導　朝霞校
こども英語教室ラボ・パーティ
学研教室根岸台教室

【仲町】　１８店舗
ブランドリサイクルワンダープライス
グリーンルーム　フラワーズ
ドラッグセイムス朝霞駅前店
ラーメン・餃子ばんぷる朝霞店
さかなや道場朝霞東口店
音季菓子処　青柳
ヘアーガーデン　クチュール
Champe髪工房
HAIR&SPA Diana(ディアナ)
Lively　Support朝霞店
ひなた接骨院
藤川接骨院
ASAKAアートスクール
柏屋楽器朝霞ミュージックセンター
埼玉縣信用金庫
旬菜創心はなぶさ
Hair material（ヘアーマテリアル）
AMITiE（アミティエ）

朝志ヶ丘・西原・北原・浜崎・宮戸　地区

【岡】　４店舗
ドラッグエース岡店
夢むすび
美容室いちごのポエム
㈱オートショップ飯倉

【田島】　３店舗
ドラッグセイムス花の木店
山田うどん高田店
醍醐サービス

　

サービス内容につきましては埼玉県のホームページで確認して下さい。

 
                        朝霞市商工会　住所　朝霞市大字浜崎６６９－１
　　　　　                  　　　　　   電 話　０４８（４７０）５９５９
　　　　　        　　       　　  メール　info@asaka-sci.or.jp
                    　　　          　  H   P   http://www.aska-sci.or.jp

【内間木】　３店舗
コーエー工業㈲（七福鳴子）
芽ぶき屋根のかつみや
スマイル引越センター

【幸町】　３店舗
㈲シナノ屋商店
しゃぶしゃぶ温野菜朝霞店
ラーメンショップ

【朝志ヶ丘】　１３店舗
タカチホ電気朝志ヶ丘店
彩廻屋
ドラックエース朝志ヶ丘店
赤から朝霞店
バーミヤン朝志ヶ丘店
㈲鳥新
美容室　おりがみ
サイクルセンターおまた
森永牛乳朝志ヶ丘販売所
今井クリーニング
㈱クリーントップイルマ
㈲志木合同タクシー
レザーテック

栄町・幸町・岡・田島・内間木・根岸台・仲町・泉水　地区

http://www.pref.saitama.lg.jp/ or  パパ･ママ応援ショップ
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