朝霞市キャラクター
ぽぽたん

参加店 MAP

「あさかばる」
の 楽しみ方
①あさかばるチケットをゲット！

新

河

4枚1綴り
（2,000円）のばるチケットを、前売りもしくは当日に、チ
ケットの取扱場所にて購入してください。

東京都朝霞浄水場

志木駅

川

朝霞市キャラクター
ぽぽたん

②マップ片手にお店探し！

慶應義塾志木高

岸

チケットについてくるマップにばる参加店および
ばるメニューが掲載されています。行ってみたい
お店や食べてみたいメニューを見つけて、お店探
しやお店巡りをお楽しみください。

線

蔵野

JR武

北朝霞公園
ルン ルン

③ばるメニューをどうぞ！

朝霞駅周辺
拡大図

この
行きたいお店が見つかったら、早速お店へGO！
「のぼり」
が
ばるチケットを出すと、ばるメニューが提供されま
参加店の目印！
す。料理やお酒とともに、
お店の雰囲気やお店の方
との出会いも満喫してください！※ばるメニューによってばるチケットの使用枚数は異なります。

あさかばる
シンボルキャラクター
かばルン

北朝霞駅

日
1 〜10●
金
●

あとバル／2019.11.11（月）〜30（土）

朝霞市キャラクター
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2019年11月

★余ったチケットは「あとバル」で！

東洋大学

朝霞台
駅

「あとバル」
とは、あさかばる期間中にチケットを使いきれなかった
方のためのプログラム。あさかばる期間の翌週があとバル期間と
なり、あさかばるに参加した各店で、
チケットを商品券（金券）
として
そのまま使用することができます。ばるメニューの提供はありませ
んが、行きそびれてしまったお店や気に入ったお店に足を運んで、
余ったチケットを使い切りましょう！

南口

図書館北朝霞分館
朝霞市商工会

黒
目
川

埼玉県朝霞地方庁舎
朝霞県税事務所

※上記の日程のみの販売となります。
※チケットは売り切れ次第終了となりますので
予めご了承ください。

使い残したチケットは「あとバル」で！
あさかばる本番10日間に使い切れなかったチケットを金券としてご利用いた
だける期間です。

あさかばるチケット三角券応募
プレゼントキャンペーン！
「あさかばる」のチケットの三角券をはがきに貼って応募すると、
1枚1口で有名テーマパークのチケットや朝霞の逸品など
豪華賞品が抽選で当たります！

朝霞市第一小学校

朝霞消防署

１．チケット購入応募パターン

東朝霞公民館

官製はがきに所定の郵便料金分の切手をお貼りいただき、
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記のうえ、
〒351-0033 朝霞市浜崎669-1 朝霞市商工会にご応募ください。

朝霞市役所

２．アンケート回答応募パターン

朝霞駅

ばるチケットを購入すると付いてくるアンケート用専用ハガキに回答し、ばるチケット
の応募券をお貼りください。裏面に郵便料金分の切手をお貼りいただき、
〒351-0033 朝霞市浜崎669-1 朝霞市商工会にご応募ください。

ホッと茶屋
「あさか」

確率UP! アンケートに答えて応募すると、1枚で2口分に♪

応 募 締 切……令和元年１２月6日（金）
（当日消印有効）まで
当選者の発表……賞品の発送をもって代えさせて頂きます。
（12月下旬を予定）
お問い合わせ……朝霞市商工会
048-470-5959
※ご記入いただいた個人情報は二次使用はいたしません。

詳細はこちら
お問い合わせ

あさかばる

あさかばる実行委員会事務局（朝霞市商工会：朝霞市浜崎669-1）

048-470-5959

主催：あさかばる実行委員会（朝霞市商工会） 後援：埼玉県・朝霞市

中央公民館

国道
２５
４号
線

検索

協力：朝霞市内商店会

朝霞市キャラクター
ぽぽたん

（日時は公式ウェブサイトでご確認ください）

ゆめぱれす

線
東上
東武

たとえば... 通常￥1,500分の食事が￥500で！

③ 朝霞市商工会
【販売時間】８：４５〜１７：００ ※土日祝日除く
④ ホッと茶屋「あさか」
【販売時間】
１０：３０〜１６：００ ※土日祝日除く

10月6日（日）

【販売時間】
１１：００〜１５：００

③ 東武東上線朝霞駅前臨時案内所

溝沼市民センター

「まちバル」
とは、
チケットを買って、
まちバルだけの限定メニュー
（商品）
を楽しむ
「食べ歩き・飲み歩き・ショッピング」
のグルメイベントです。

道
旧

市内 60 店舗のサービ
スメニューにご利用い
ただけます。

※販売時間、定休日等は参加店へお確かめください。

【販売時間】
１6：００〜１９：００

②

・・・・

「まちバル」
であさかを ルンルン楽しもう!

朝霞市キャラクター
ぽぽたん

購入しよう！
（￥2,000【4枚綴り】）

① 朝霞市産業文化センター事務所
【販売時間】
９：３０〜２０：００ ※全日（休所日を除く）
② 各参加店

朝霞アートマルシェ２０１9
① 10月5日
（土）

特設チケット販売

「あさかばる
を
チケット」

10月1日（火）より

チケット販売

まずは、お得な

＜カフェ・喫茶店＞
06 珈琲専門店 ハニ−
07 かくれ家 喫茶 楽喜居
16 ホッと茶屋「あさか」
40 COFFEE MOAT（カフェ モート）
54 トモソダチCafe COZY
58 丸沼美術サロン（ラパンクーヘン）
＜スイーツ・和菓子＞
13 パティスリー パスティーユ
33 こころ菓子 ほそや
44 音季菓子処 青柳
52 焼き菓子屋TEKUTEKU
＜酒屋＞
42 リキュールショップワタナベ
46 (有)須藤酒店
55 近江屋酒店
60 須崎酒店
＜食料品等小売＞
09 (有)アサカベ−カリ−
11 小寺精肉店
28 銘茶 (有)金子園
56 (有)鳥新
57 フードショップワタベ（（株）渡部商店）
＜コンビニ＞
15 ファミリーマート朝霞本町一丁目店
29 ファミリーマート朝霞本町二丁目店
＜花屋＞
26 アサカフロ−リスト
＜衣料品・日用品＞
03 フタバスポ−ツ 朝霞本店
05 シナノヤ（(有)シナノ屋商店）
21 （有）シヴィル・プランニング「ラキアショップ」
＜その他サービス＞
12（株）大橋（大橋自動車）
17 行政書士 藤田孝久事務所
34（株）ライフプラス
＜その他小売＞
19 (有)菅野補聴器「リオネットセンター朝霞店」

券
募 000
応 No.0

＜洋食＞
ｔｏｒ
ｉ
ａＳＰＥＲＡＮＺＡ
22 Ｔｒａｔ
27 Pizzeria Sciosciammocca（ピッツェリア ショシャンモッカ）
31 食珈茶菓酒すわん
37 ミソラ食堂（ハナカフェ）
43 イタリアン食堂 アルカティ
51 ｃｈｅｆｓｕｄａ パリの食堂
59 トラットリア ラグーナ ロトンダ
＜和食＞
18 キッチン和
25 お好み焼 花月
＜エスニック料理＞
04 タイ料理 タイヤイー
10 ダルサン
45 サイノアジアンキッチン
＜そば・うどん＞
01 おそば 田なか
14 そば処 吾平
＜ラーメン＞
02 福寅
08 ワン・ツウらーめん
23 中華蕎麦 瑞山
＜居酒屋・バー＞
20 はなの舞 朝霞南口店
24 Taru's Bar（たるずばー）
30 居酒屋 中々
35 ろばた 炉（いろり）
36 弥次郎兵衛 朝霞店
38 食彩屋はげまる
39 肉まる
41 朝霞日本酒バル まいかけ
47 中国家庭料理 媽媽（mama）
48 活魚料理 魚とや
49 弥次郎兵衛 朝霞台店
50 からもの
53 肉バル1020
＜焼肉＞
32 グリルミートたかさご

東口

産業文化センター

をご覧ください
詳しくは右隣頁の「★余ったチケットはあとバルで！」

あさかばる カテゴリー別 索引

朝霞駅

中央公園
陸上競技場

朝霞警察署

和光市駅

参加店舗
ばるメニュー
おそば田なか

01

1枚

ばるタイム 平日：昼 11：00〜15：00（LO14：30）夜 17：00〜22：00（LO21：00）
土日祝日：11：00〜22：00（LO21：00）

青森の飼育場から直接生で仕入れたフレッシュで新鮮な
柔らかさと味わいが格別な鴨肉を使用した当店一番人気
の鴨汁せいろ又は生鴨のタタキをお選びください。
そばの大盛りもチケット一枚でＯＫです。
栄町4‐1‐2
487‐9601 休 火曜日

福寅

枚

(株)フタバスポ−ツ 朝霞本店

枚

税込2,000円以上のお買いもので店舗ポイントカードの
ポイント通常時の２倍還元。
467-1128 休 無休

枚

ばるタイム 11：00〜16：00
人気のランチメニュー（750円）
をチケット1枚で提供！
！
グリーンカレー・レッドカレー・パッカパーオの3種類
（ライス・スープ・サラダ付き）

シナノヤ
（(有)シナノ屋商店）

1枚

珈琲専門店 ハニ−

かくれ家 喫茶 楽喜居

1

枚

ワン・ツウらーめん

1枚

【1日1家族】

1枚

休 朝霞台店は毎週日曜日

③朝霞台店
西弁財1-7-35
466-4909

ダルサン

ばるタイム 11：00〜15：00

1枚

③

①日替わりセット
（ライス）
②ダルカレーセット
（ナン・ライス）
③チーズナンセット

膝折町1‐10‐8 ヴィラアメニティ1F

462‐1200 休 無休

小寺精肉店

1

枚

ばるタイム 10：00〜19：00

ばるメニュー 当店自慢の唐揚げ4個＋ポパイメンチ2個セット

ジューシーメンチにほうれん草とチーズを入れたボリューム満点
『ポパイメンチ』
と、外カリッ中フワッが自慢の『からあげ』
！
！
揚げたてを召し上がっていただきたいので、事前にお電話
でご予約ください。

12

1枚

ばるタイム 8：00〜17：00
ばるメニュー エンジンオイル交換１リッター税込500円(工賃含)
オイルは車の血液！定期的な交換で快適！
交換は当店へ！
膝折町4‐8‐53

464‐7272 休 日曜日・祝日

463‐5824 休 火曜日

ファミリーマート朝霞本町二丁目店

本町2‐25‐37

1枚

30

1枚

中々

1枚

ばるタイム 17：00〜24：00

枚

31

1

1枚

32

2枚

①

②

1枚

22

ぷく各１ケずつ）を詰め合わせたばる特別セット
（通常670円）をチケット1枚でご提供！

休 日曜日

Ｔｒａｔ
ｔｏｒ
ｉ
ａＳＰＥＲＡＮＺＡ

ばるタイム 夜 17：30〜22：00（LO）
日曜祝 21：00（LO）
ばるメニュー ばる特製ピザプレート

23

中華蕎麦

瑞山

1枚

1

休 膝折店

水曜日

③膝折店
膝折町1-1-59
462‐4139

(株)ライフプラス

1枚

ドリンク1杯とおつまみ1品のお得なセットです。
シナモン
風味のホットウイスキーやスパイシーなオリジナルトマト
カクテルがお勧め。他にも生ビール、ハイボール、焼酎、
カ
クテルから選べます。
休
本町2‐10‐8第三今上ビル
235‐5200
日曜日・月曜日

43

休

44

音季菓子処

1

枚

35

ろばた 炉（いろり）

1

1枚

36

弥次郎兵衛

朝霞店

休

火曜日

サイノアジアンキッチン

①
③

1枚

②

(有)須藤酒店

ばるタイム 17：00〜23：00
ばるメニュー 博多鉄なべ餃子

特製の鉄なべで、オーダーをいただいてから丁寧に焼き上げ
た逸品。野菜中心の餃子なので、ヘルシー＆さっぱり！お好み
のタレで食べ方無限大！
当店の看板メニューを気軽に食べれるようにチケット1枚で♪
仲町1‐1‐21‐1F
423‐0343 休 不定休

中国家庭料理 媽媽（mama）

活魚料理

55

485‐9923 休 木曜日

近江屋酒店

2枚

ばるタイム 9：00〜20：30

ばるメニュー 日本ワインコンクール受賞の山形県朝日町ワイン

56

471‐2761 休 火曜日

(有)鳥新

1枚

魚とや

ばるタイム 16：30〜22：30

ばるメニュー 活アジ刺身or中生ビール

ばるメニュー がぶりチキン 2個セット

朝志ヶ丘4-13-6

2枚

当店自慢の新鮮な活あじ刺身かキンキンに冷えた生ビール
をばるチケット各1枚にてご提供します。
※金券としてのご利用OKです。
※別途お通し代をいただきます。
西原1‐5‐5
487‐6667 休 無休

57

471‐5070 休 日曜日・祭日

フードショップワタベ（（株）渡部商店） 1 枚

ばるタイム 9：00〜19：00
ばるメニュー 旬の野菜・果物
500円のチケットで旬のフルーツ・野菜を700円分！
！
※1日限定30名様

①マサラパパドなど4種類のおつまみから1品と生ビールのセットです。
②タンドリーチキンなど4種類のガッツリおつまみから1品と生ビールのセットです。
③ランチメニュー（750円のもの）がチケット1枚でオトクです。
※ランチタイムのみ
仲町2‐3‐30伊東ビル1F
467‐0305 休 無休

48

1枚

岩手県清流鶏の若鶏の素揚げです。
『がぶり』
とかみついて、豪快にお召し上がりください！
！
（通常1個300を 2個でバルチケット1枚）

朝志ヶ丘4‐14‐31

1枚

58

2

1枚

471‐1027 休 日曜日

丸沼美術サロン
（ラパンクーヘン） 1 枚

ばるタイム 10：00〜16：00
ばるメニュー バウムクーヘンセット

（バウムクーヘン3種類+アイスクリーム+飲物）
3種のバウムクーヘンとハンドドリップで入れる
コーヒーの味わい、薫り高い紅茶を、展示している
素晴らしい絵画とともにお楽しみください。
上内間木789

枚

韮餃子（韮入りエビ蒸し餃子）
・焼売・小龍包（スープ入り肉まん）
・
五彩春巻・グラス生ビールorソフトドリンク
※後バル期間中5日間程度（工事日未定）改装工事が入ります。後
バル期間中のご来店の際はお電話でご確認をお願いいたします。
西原1‐4‐10ロータスシャトー1F
472‐3912 休 火曜日 ・第３月曜日

1枚

トモソダチCafe COZY

ばるタイム 11：00〜19：00

ばるタイム 17：30〜22：00
！
ばるメニュー ザ・飲茶！

423‐0344 休 不定休

473‐4483 休 月曜日

朝志ヶ丘3‐9‐2

③サイノランチ
【チケット1枚】

47

54

424‐8931 休 月曜日

かつて流行した、酒屋でお酒を楽しめる
「角打ち」
を当店も
始めました！厳選した、今流行りのクラフトビール2種類の
風味の違いをお楽しみください。焼き鳥3本おつまみを
セットにした、
オトクな飲み比べセットです。
根岸台1‐1‐46
461‐4545 休 火曜日

枚

1枚

720mlのワイン1本通常価格1,296円をバルチケット
2枚でご提供。日本ワインコンクールで様々なを受賞
し、G7伊勢志摩サミットのランチでも採用されました。

ばるタイム 昼11：00〜15：00 夜17：00〜23：00（LO 22：30）
①おつまみ＋生ビール Aセット
【チケット1枚】
ばるメニュー ②おつまみ＋生ビール Bセット【チケット2枚】

46

肉バル1020

ばるタイム 18：00〜24：00

ばるメニュー 高耕農園さんのお野菜いっぱい☆妖精おむすび

ばるタイム 9：00〜19：00

45

53

212‐6010 休 日曜日・月曜日・火曜日

無農薬野菜や、添加物0のお味噌を使用した、COZY特
製の一汁一菜。食べた後「なんだか体の中が整う」細胞
のひとつひとつが喜ぶようなおいしさです。

ばるメニュー 当店こだわりの手作り和菓子、お好み650円分

461‐5102

TEKUTEKUのプチギフトセット
（フィナンシェ・マドレーヌ・新作
クッキー）をばる特別セットでご用意します。また、カワイイ
TEKUTEKUオリジナルトートバッグもチケット1枚でご用意して
おります！

大字浜崎669‐1

青柳

1枚

ばるタイム 10：00〜18：00
（通常750円）
ばるメニュー ①焼き菓子3種のプチギフト
②てくてくのオリジナルトートバッグ（通常750円）

無休

イタリアン食堂 アルカティ

①
②

ばるタイム 10:00〜17:00

金・土 11：00〜22：00

461‐0140 休 日曜日・祝祭日

仲町1‐1‐21‐1F

ばるタイム 19：00〜23：00

2枚

9：30〜24：00

461‐0304

焼き菓子屋TEKUTEKU

浜崎1‐8‐10

ばるメニュー 選べるクラフトビール2種類とおつまみの飲み比べセット

ばるメニュー おばんざい3種盛り合わせ

ばるメニュー 選べるドリンク1杯＆おつまみ一品セット

リキュールショップワタナベ

ばるタイム

52

476‐1288 休 月曜日

ばるメニュー 生ハム＆サラミと生ビール

ばるメニュー 工事代金10％OFF＆網戸張替特別価格

職人の手間暇かけて作ったおばんざい３点盛り合わせを
５００円でご提供♪
コロコロ変わるため、何があるかはその日のお楽しみです。
ぜひ、
お酒のお供に、
またお食事のお供に♪

1枚
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①ノルウェー産サーモンの香草バター焼きのカナッペ
②舞茸のオーブン焼きタイム風味焦がしバターソース
③生ペンネのゴルゴンゾーラソースバルポーション
④ばる用グラス売りドリンク

クセがなく食べやすいスペイン産プロシュートとあ
まりお目にかかれない生サラミとなっております。
ビールもセットでお得にご提供致します。

ばるタイム 月・水・木・日 11：00〜20：00

466‐6225 休 無休

Taru's Bar（たるずばー）

②北朝霞店
西原2‐4‐23
423‐2356

ばるタイム 17：30〜23：00

ばるメニュー しおそば

ばるメニュー 熟成生ハムと日本酒0.6合

最高級ハモン・セラーノである
『ハモン・デ・トレベレス』の
２３ヶ月熟成。
これが意外とお思いでしょうが日本酒と相性
がバッチリ！今回は、
この相性の良さをさらに引き立てるお
酒をチョイス！是非お試しください！
仲町2‐2‐11ｾｲｺｰｶﾞｰﾃﾞﾝ朝霞2F
499‐2141 休 火曜日

ばるタイム 8：30〜18：00

溝沼1272‐7

枚

女性にも大人気、鶏と昆布の旨み溢れるスープ
とストレートの細麺は感動の美味しさです！

24

34

無休

1万円以内の工事費がバルチケットご利用で10％OFF！この
機会にちょっとした水漏れや詰まり等ご依頼ください！
網戸張替通常3,000円→ばるチケットご利用で1,000円！

ばるタイム 11：30〜22：30（LO）

本町2‐8‐15

1枚

こころ菓子ほそやの自慢の焼き菓子4品（あさか道中・あさかむらさき・まんまある・いっ
休 本町店・北朝霞店

2枚

1枚

日曜日・祝日17：30〜21：30（21：00 LO）

西弁財1‐11‐12‐1F

朝霞日本酒バル まいかけ

仲町2‐3‐27

こころ菓子 ほそや

①本町店
本町1‐7‐24
456‐9333

41

465‐8411 休 水曜日

（膝折店のみ9：30〜17：30）
ばるタイム 9：30〜20：00
ばるメニュー 焼き菓子4品詰め合わせ

世界中で大人気のミニオンズのかわいいリュック
（定価2,400
円相当）
をなんとばるチケット1枚で！
各デザイン限定15個
（対象年齢12歳以上のサイズです）
ばるメニューではありませんが朝霞市のキャラクターグッズも
各種取り揃えております！
！

423-2950

33

469‐2000 休 火曜日・第3水曜日

創業55年の感謝をこめて、当店こだわりの手作り和
菓子、
お好み650円分を1チケットでご提供致します。

①ばるランチ
（ランチタイムのみ）
②ばるカルビorばるロース

ばるタイム 10：00〜17：00
ばるメニュー かわいい！
！ミニオンズリュック

ばるタイム 昼11：00〜15：00 夜16：00〜20：00
ばるメニュー ホットチキンサンドとお好きなドリンク１つ
（ドリンクは450円まで）

仲町2‐2‐44 パールウィング6Ｆ‐B

ばるタイム 11：30〜23：00 ※ランチは11：30〜15：00

21 （有）シヴィル・プランニング「ラキアショップ」 1 枚

1枚

朝霞駅東口にお店を構えて3年目になります。人気の前菜
３種盛合わせと、生ビールorグラスワインのセットをご用
意しています！ぜひこの機会にご来店をお待ちしています！

ばるメニュー ばるチケット限定 たかさごスペシャル！

溝沼2‐1‐45

COFFEE MOAT（カフェ モート）

ばるタイム 17：00〜22：00

ばるタイム 11：00〜24：00

452‐6277 休 無休
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475‐4213 休 水曜日

グリルミートたかさご

ｃｈｅ
ｆｓｕｄａ パリの食堂

西弁財1‐10‐25‐103

278‐3809 休 不定休

ばるメニュー 人気の前菜３種盛合わせ＆生ビールorグラスワイン

宮崎県直送の新鮮かつおのおいしさをさらに引き立てる
カルパッチョにしました。通常800円を今回ばるチケット1
枚でオトクに味わってください！

51

ばるメニュー ばる限定特製メニュー

【※一組あたり30分程度でお願いします】
①広島直送!!ノンワックスレモンサワー＆キムチ＆厚切『牛ハラミ』
②広島直送!!ノンワックスレモンサワー＆極上『馬刺』
＆厚切『牛ハラミ』生うにのせ

仲町2‐2‐4

枚

ばるタイム 17：30〜21：00（LO)
ばるメニュー 宮崎県直送かつおのカルパッチョ
（通常800円→ばるチケット1枚で！
！）

本町3‐3‐70

2枚

080‐1211‐5388 休 日曜日・月曜日

ばるメニュー

464‐2682 休 月曜日

食珈茶菓酒すわん

東弁財3‐15‐10

ばるメニュー 埼玉県産の地酒「純米酒720ml」1本
埼玉県産の特別な地酒をご提供。数に限りがあり
ますので、
お早目に購入して下さい！

ばるメニュー 本日のおすすめ地酒

本日のおすすめ地酒（通常780円）
をチケット1枚で！
！

本町3‐1‐50‐2F

②

1枚

ばるタイム 18:00〜22:00

ばるタイム 17：30〜22：15 ※曜日によって変わります。

467‐3900 休 無休

居酒屋

1枚

からもの

ばるタイム
ばるタイム 17：30〜22：00（21：30 LO）

仲町1‐11‐37

②24時間

50

ばるメニュー 熟成天然本マグロ 厚切りステーキ
豊洲で一番のマグロ仲卸問屋『やま幸』の天然本マ
グロを使用した、極厚切りのマグロステーキです！
！

スモークチキンにトマト・アボカド・チーズを地元のパンでは
さんで焼いた豪華なホットサンドに、お好きなドリンクをセッ
トにしたオトクなメニューをお楽しみください！

ばるメニュー ①おうちで一杯!セット ②スナックいっぱい！セット

468‐6638 休 日曜日・祝日

はなの舞 朝霞南口店

1枚

1枚

424‐3363 休 不定休

ばるタイム 平日17：00〜22：00 日･祝17：00〜21：00

仲町1‐1‐29さらしなビル1F

ばるタイム 9：00〜19：00
ばるメニュー 金子園オリジナル有明産特上焼のり一番摘缶入り

29

東弁財1‐8

枚

090‐3597‐1663 休 日曜日
①

朝霞台店

ばるメニュー 博多鉄なべ餃子

1

肉まる

弥次郎兵衛

特製の鉄なべで、オーダーをいただいてから丁寧に焼き上げ
た逸品。野菜中心の餃子なので、ヘルシー＆さっぱり！お好み
のタレで食べ方無限大！
当店の看板メニューを気軽に食べれるようにチケット1枚で♪

広島県から直送のノンワックスレモンを絞ったサワーと厚切り
『牛ハ
ラミ』
とキムチ（小）のお得なセット！チケット2枚にするとさらに豪華
な極上『馬刺し』
・厚切り
『牛ハラミ』
に生うにを乗せちゃいます！
！

ばるメニュー ばる限定 お刺身３点盛り合わせ

463‐1483 休 日曜日

(株)大橋（大橋自動車）

厳選した数種類の小麦粉・天然酵母でじっくり発酵した生地に
厳選した具材をのせイタリアの巻窯で焼き上げます！今回は当
店一番人気のマルゲリータをばるチケット1枚でご提供します
（通常1,000円）
本町2‐19‐12朝霞ニューハイツ102 休 月曜日・火曜日ランチ
※月曜祝日の場合翌火曜・水曜ランチ
423‐9659

39

49

ばるタイム 17：00〜23：00

食彩屋はげまる

三原1‐4‐15

Pizzeria Sciosciammocca（ピッツェリア ショシャンモッカ） 1 枚

銘茶 (有)金子園

1枚

ばるタイム 16：00〜24：00

ばるタイム 17：30〜22：00
ばるメニュー 当店1番人気マルゲリータ

28

ミソラ食堂（ハナカフェ）

ばるメニュー 大人気！牛もつ鍋（塩ベース）
国産最上級の牛ホルモンを使用した圧倒的１番人
気の牛もつ鍋をどうぞ！メニューは約300種類有
ます。
月替わりメニューも豊富です。

①クリアモルト350ml・クリアモルト糖質70％oﬀ350ml 組合
せ自由で3本と、焼き鳥(ももたれ・もも塩・かわタレ・かわ塩）
お
好きな物2本
②ファミリーマートコレクション菓子(108円)よりどり6ヶ

オリジナルピザと新鮮サラダ・豚のフィレカツを一つのプ
レートに盛り合わせた、ばる特製の豪華なピザプレートです。
※お一人様バルチケットご利用orワンオーダーをお願い致
します。
本町2‐5‐38
465‐7648 休 火曜日・第3水曜日

①日替わりカレー・ライス・サラダ・ソフトドリンクのセット
（通常700円）
②ダルカレー・ナン・サラダソフトドリンクのセット
（通常700円）
③カレー2種類・タンドリーチキン・ナン・デザートのスペシャルなセット
（通常1,200円）

27

38

464‐8768 休 火曜日

ばるタイム ①17：00〜22：00

㈲菅野補聴器「リオネットセンター朝霞店」 1

本町2‐4‐26サジェス21ビル1Ｆ

2枚

ばるタイム 9：00〜18：00

469‐2850 休 無休

キッチン和

本町2‐4‐18バモスビルＢ1Ｆ

日頃の感謝をこめて3店舗
（膝折店・本町店・朝霞台店）
で上食パン１本
（定価750円）
をチケット1枚でご提供します！売れ切れの際はご了承ください。
※各店舗1日先着30本限定
（予約不可）
・1日につき１家族1枚限り。
土･日曜日はご利用不可。

①
②

1枚

本日のお刺身３点盛りを通常価格1069円のところ
をチケット１枚でご提供します。

ばるタイム 6：00〜19：00 ばるメニュー 上食パン1本

膝折町1‐16‐20

20

463‐2282 休 火曜日・第３水曜日

本町2-21-36
463-7186

行政書士 藤田孝久事務所

1

枚

ばるメニュー バル特別ガーデニング用のお花セット

本町2‐21‐44

486‐9981 休 土日祝祭日

本町2‐4‐7 曽根田ビル１Ｆ

アサカフロ−リスト

37

ルン
ルン

各店舗の地図へアクセスできます！

QR

「良いツマミ・良いオカズ」をコンセプトにハナカフェが装
いも新たにミソラ食堂としてリニューアル！当店の1オシメ
ニューの、外はカリカリ、中はしっとりジューシーな骨付き
鶏もも肉のコンフィをご提供！
仲町1‐3‐37
461‐5665 休 月曜日・第2日曜日

（大判12枚8切96枚）

・無料聴力測定(どなた様でもOK)
・補聴器用空気電池をチケット1枚で特別ご提供
いたします。

絹の舌触りのワンタンと、縮れ麺のプリプリ感。パラリと
「しゃっ
きりネギ」、
「ふんわり白菜」そして決め手に
「刻みチャーシュー」
！
お口の中でのハーモニーを考え、試しに試し抜いて完成したバ
ランス。
はっきり言って自信有り。常連さんに人気の一品です。

11

19

26

2 枚 1,000円分
4 枚 2,000円分

ばるタイム 18：00〜22：00
ばるメニュー 骨付き鶏もも肉のコンフィ

当店は朝霞市本町で創業51年のお茶と海苔の専門店です。柔
らかで旨味が強い有明産の海苔をオトクに味わってください！
このほかチケット1枚で使えるお茶・海苔・菓子等の組み合わせ
セットも多数ご用意しております！
！

ばるタイム 9：30〜18：00

ばるタイム 昼11：00〜15：00 夜17：00〜23：00
ばるメニュー 一番人気ワンタンラーメン

膝折町1-1-26
464-3590

1枚

ばるタイム 平日 11：30〜15：00 17：00〜23：00

464‐8083 休 火・第３水曜日

②本町店

ホッと茶屋「あさか」

ばるメニュー 補聴器用空気電池

一杯・一杯ていねいにドリップしたコーヒーか飲
物と手作りクレープにお好きなアイスクリームを
添えて、
くつろぎの時間をお過ごしください。

休 膝折店・本町店は毎週月曜日

452‐6165 休 無休

豚挽き肉をラードで炒め、刻みニンニク・鷹のつめを入れて丹
念に炒めます。甘辛の味付けをして、香り付けに胡麻油を入れ
た、
スタミナがつくマシマシ丼です。最後にのせる、卵黄を混ぜ、
よりコクの出る丼ぶりです。
５００円メニューなので、小鉢は付き
ませんが、漬物、
お味噌汁は、
お付けします。
467-7433 休 日曜日（営業の場合あり要電話確認）
本町2‐2‐37吉野ビル１F

ばるタイム 10：00〜17：00
ばるメニュー アイスクリーム添えクレープセット

ばるメニュー

18

1枚

461‐0213 休 火曜日

本町2‐13‐10

ばるメニュー マシマシ丼

自家製のパンで、ハム又はチーズのトースト＋サラダ＋玉
子＋ゼリー＋
「珈琲or紅茶orミルク」のお得セット
（チケット
１枚）で終日ご提供。さらに50円割引券をプレゼント致し
ます。
幸町3‐4‐26
463‐1257 休 火曜日

10

17

花月

パンジー、
ビオラ、金魚草、
ノースポール、ナデシコ、
アリッサム等からお好きなお花を5個！チケット1枚で
ご提供致します。
（お花は仕入状況により変更になる
場合があります）

日曜祝日 12：00〜15：00 17：00〜22：00

ばるメニュー ハム又はチーズトーストセット

①膝折店

夜 17：30〜21：00

人気のメニューをお得なセットにしました！
！
お得なメニューで素敵なおやつタイムを楽しんで
ください！
！

本町2‐2‐32セレネ朝霞202

1枚

(有)アサカベ−カリ−

2

相談は無料ですが、遺言相続、成年後見のお手伝いをさせて頂
きましたら、バルチケット1枚と引き換えに手数料(報酬）5%引き
にさせて頂きます。毎月第３日曜日に朝霞市産業文化センターで
『遺言相続・成年後見無料相談会』
を開催しております。

ばるタイム 8：00〜21：00

09

吾平

枚

ばるタイム 事前にお電話で予約してください
ばるメニュー 遺言相続・成年後見無料相談会

陸自装備車両手ぬぐい（令和元年5月30日現在）
＋空自タオル※各100組限り
シナノ屋オリジナル陸上自衛隊迷彩Tシャツ
（M・L・ＬＬサイ
ズ）
とL型ライトのセット
（100組限定）
と、陸上自衛隊装備
車両の手ぬぐい＋航空自衛隊のタオル（100組限定）
幸町3‐4‐24
461‐0153 休 月曜日

膝折町1‐1‐18

本町2‐11‐28

○濃厚カスタードシュー1個 ○ファミコレ菓子（108円）お好きなもの2つ

16

お好み焼

当店自慢の人気のお好み焼き【５種】豚玉・ジャガ
チーズ・タコ玉・イカ玉・チーズ玉の中から、
お好き
な品を１品お選び下さい！

467‐7111 休 月曜日・第3火曜日

ファミリーマート朝霞本町一丁目店 1 枚

本町2‐1‐12

464‐5646 休 日曜日・月曜日（祝日は営業）

ばるタイム 9：30〜１８：００
ばるメニュー オリジナル陸自迷彩Tシャツ＋L型ライトor

08

15

25

電話番号 休 定休日

ばるメニュー 当店自慢の熱々お好み焼きを一品！

ばるタイム 10：00〜17：00
ばるメニュー 美味しいホットケーキセット+お土産付き
大好評の ホットケーキとドリンクのセットに朝霞
の逸品の醤油ミニボトルと醤油ゼリーをお土産
にプレゼント！お得なセットです！
※1日あたり先着10個限定です。

ばるメニュー 当店人気のランチメニュー

膝折町4‐2‐42

そば処

本町１‐１９‐３６

タイ料理 タイヤイー

07

14

住所

あさかばるチケット
1 枚 500円分
3 枚 1,500円分

ばるタイム 17：00〜23：00

ばるタイム 9：00〜18：00
ばるメニュー 人気バラエティセット ○コーヒーSサイズ ○ファミチキ1個

ばるメニュー ポイントカードのポイント通常時の2倍還元

06

1枚

本町1‐14‐8 グリーンファースト
465‐2542 休 木曜日

ばるタイム 10：00〜20：00

05

その他店舗＆企業

「手打ちせいろ蕎麦＋ミニ肉丼セット」
信州霧下そば粉で打った美味しい手打ちせいろ蕎麦と
特製ミニ肉丼をご賞味ください。
（1,500円相当）

豚骨、香味野菜、煮干しなどを８時間強火で煮込んだ、
濃厚スープと２０年継ぎ足した醤油だねを使った、
当店自慢のつけ麺はいかがですか？
麺も自家製、防腐剤無しの安心生麺です。
栄町5‐5‐41
467‐4177 休 木曜日・第２、
４水曜日

幸町3‐1‐18

パティスリーパスティーユ

00

ばるタイム 10：00〜19：00

ばるタイム 昼 11：30〜15：00
！
ばるメニュー あさかばる限定！

ばるタイム 昼11：30〜14：30 夜18：00〜22：00

04

13

テイクアウト飲食店
食品販売店

00

飲食店

本町1‐12‐15

1

幸町3‐4‐15

00

人気の「いちごのタルト」か「いちごのスペシャルショートケーキ
どちらか１つと、
マカロン7種の中から１つお選びください。
ケーキとマカロンがセットになったオトクなばるメニューです。

ばるメニュー 選べるつけ麺（しょうゆ・みそ・ごまだれ）

03

参加店ナンバー&チェックボックス 地図とリンクしています

ばるメニュー おすすめケーキとマカロンのセット

ばるメニュー ①ばる鴨汁 ②ばる鴨のタタキ

02

アイコン
説明

59

456‐3502 休 日曜日・月曜日・祝日

トラットリア ラグーナ ロトンダ

ばるタイム 昼11：00〜14：00

2枚

夜17:30〜21：00

ばるメニュー 豆乳で作ったチーズと野菜のオールベジピッツァ
埼玉県産の新鮮野菜と豆乳から作ったチーズを
合わせた食べ応えのあるヘルシーピッツァです。
（1,598円相当）
上内間木790‐2

60

456‐3500 休 月曜日・火曜日ディナー

須崎酒店

1枚

ばるタイム 8：00〜19：00
ばるメニュー 美味しいワイン1本
店主が厳選した風味豊かな果実味のあふれる味
わいのワインを1本ご提供。数に限りがございま
すので、
お早めにご利用ください。
上内間木797

456‐0100 休 日曜日・祝祭日

