
栄町 事業所名 業種(取扱品目)

Freestyle Dining E-nNS 居酒屋

おそば 田なか お蕎麦・食事

福寅 つけ麺・ラーメン店

MAGU BAKERY パン

焼肉 太白楼 焼肉

　　　　　　※令和4年2月2日現在(加盟店は随時更新します) ジャズ喫茶 海 ジャズ喫茶

ＣＬＵＢ談話室 レジェンド スナック

㈱内田商店 ガス販売

サンレモン あさか栄町店 クリーニング

 本町 事業所名 業種(取扱品目)  本町 事業所名 業種(取扱品目) ㈱鈴木建設 建設業

㈱フラット 自動車修理業

キッチン・和(なごみ) 居酒屋 読売飯田新聞店 読売新聞、他新聞、折込広告、産直品、他 ㈲廣建設 内外装リフォーム他

はなの舞 朝霞南口店 居酒屋 ㈲田中仲治商店 日用雑貨・化粧品・合鍵 ㈲善や 不動産

三代目鳥メロ朝霞南口駅前店 居酒屋 プレミィコロミィ (EQUIA朝霞) 雑貨 ㈲栗山工務店 注文住宅・新築・リフォーム

居酒屋 極 居酒屋 飯倉商事 ＬＰガス・ガス器具販売 長州風の子ラーメン ラーメン店

立ち飲み居酒屋ドラム缶朝霞店 ＭＡＲＣのお店 居酒屋 細田硝子店 合鍵・建築硝子工事他 ヘアーメイクカサイ 理容業

飲み食い処 あおき 居酒屋 行政書士藤田孝久事務所 行政書士業 DXF CLUB CAD（建築施工）eラーニングビデオ教室

Tohoku food dining あいづ 居酒屋 ㈲高橋クリーニング店 クリーニング

居酒屋 中々 朝霞店 居酒屋 ホワイト急便 本町１丁目店 クリーニング 仲町 事業所名 業種(取扱品目)

聖水産(japanese Dining聖) 居酒屋・鮮魚販売 サンレモン あさか駅南口店 クリーニング

居酒屋　にんじん 焼鳥、唐揚げ弁当等テイクアウト ホワイト急便 本町２丁目店 クリーニング サイノ アジアンキッチン アジア料理

ピッツェリア ショシャンモッカ イタリアン ホワイト急便 本町３丁目店 クリーニング 弥次郎兵衛 朝霞店 居酒屋

食珈茶菓酒すわん 洋食 パソコミュ広場あさか パソコン教室、パソコン修理、出張サービス 朝霞日本酒バル まいかけ 居酒屋

お好み焼き 花月 お好み焼き ㈲菅野補聴器(ﾘｵﾈｯﾄｾﾝﾀｰ朝霞店) 補聴器 イタリア料理 ボンパスト イタリアン

富士寿司 寿司 ㈱住まいるパートナー リフォーム イタリアン料理 アルカティ イタリアン

良し鮨 鮨 増木工業㈱ 朝霞営業所 リフォーム ミソラ食堂 食堂

そば処 吾平 そば ㈱旅スマ 旅行代理店 肉まる 肉料理

松月庵 そば ㈱前田建築設計事務所 建設・設計 風風ﾗｰﾒﾝ 朝霞東口店 ラーメン

栄蘭 中華料理 ちよだ鮨 EQUIA朝霞店 テイクアウト寿司 順風源 中華料理

中華料理 一寛   中華料理 TWO HEART (EQUIA朝霞) パン COFFEE MOAT(カフェ モート) パン・コーヒー他

中華食堂日高屋朝霞東口店 (EQUIA朝霞) 中華食堂 ㈲アサカベーカリー 本町店 パン 餃子のたかはし 生餃子のテイクアウト専門店

Taru’s Bar バー おとうさんのぱんや パン 和菓子 青柳 和菓子製造・販売

幸乃や やきとり、やきとん、炭火焼専門店 富久屋 (EQUIA朝霞) 和菓子 ウイン調剤けやき薬局 医療品販売

焼肉 ええ家ん 焼肉 とんかつ和幸 (EQUIA朝霞) とんかつ屋 サイクルオリンピック 朝霞仲町店 自転車販売

デニーズ 朝霞駅前店 洋食レストラン うちで花園 フラワーショップ リキュールショップ ワタナベ 酒類・食品

風風ラーメン 朝霞南口店 ラーメン 青山フラワーマーケット (EQUIA朝霞) フラワーショップ ㈲魚福水産 鮮魚販売

中華蕎麦 瑞山 ラーメン アサカフローリスト フラワーショップ 栄進堂時計店 時計

㈱クリエイト・スポーツ＆レジャー レストラン(宴会場) うちで花園駅前店 フラワーショップ ㈲大日屋 日用雑貨

花いろ 和食 ポーラ エステ in ASAKA エステ 鈴木ふとん店 ふとん

ダイニングバー Fleur カフェ・バー 朝霞のちいさな鍼灸整骨院 整体・鍼灸 花屋 まるよし フラワーショップ

トラットリア スペランツァ イタリアン からだすまいる本舗 整体 ぷらむ薬局 朝霞店 薬局

長寿庵 お蕎麦等 c．F．s Setter(美容室セッター) 美容室 鈴木米店 米穀小売販売

星乃珈琲店 (EQUIA朝霞) 珈琲レストラン スインク美容室 美容室 ＡＳＡＫＡ アートスクール カルチャースクール

ブエナキッチン 外国籍料理 ㈱ﾍｱｽﾀｲﾘｽﾄｸﾗﾌﾞ髪飛行切 美容室 サンレモン 仲町２丁目店 クリーニング

珈琲えぽっく カフェ and one* 美容室 サンレモン 朝霞東口店 クリーニング

夢庵　朝霞本町店 ファミリーレストラン ヘアファクトリーNEMO 美容室 ライブリーサポート 加圧トレーニング

築地 銀だこ (EQUIA朝霞) たこ焼き販売 ジョイ美容室 美容室 藤川鍼灸接骨院 接骨院

こころ菓子 ほそや 本町店 和菓子販売 Hair design GOLD 美容室 GG CONNECT㈱ 新築戸建・中古戸建・土地・中古マンション

フロプレステージュ (EQUIA朝霞) 洋菓子 カットハウス スリーA 理容室 eco eat 朝霞店 食品・雑貨等

パティスリーパスティーユ 洋菓子 ヘアーサロン ロワール 理容室

ASK行政書士法人 行政書士業 カット イン アイル 理容室 事業所名 業種(取扱品目)

チキン・ディッシュ (EQUIA朝霞) 焼き鳥・鳥料理販売 さかい動物病院 小動物診療 膝折町
ビッグエコー朝霞駅前店 カラオケ 藤川鍼灸接骨院 接骨院 長寿庵(膝折店) そば

ラキアショップ 朝霞ぽぽたんグッズ販売、自転車用チャイルドシート等 かつみ不動産㈱ 朝霞南口支店 不動産 焼肉 大田(テジョン) 焼肉

ファッションセンター しまむら朝霞店 衣類・寝具他 あさか指圧院 指圧院 ワン・ツウらーめん ラーメン店

㈲蕪木燃料店 ガス器具販売 朝霞本町カイロプラティック 整体 かくれ家喫茶 楽喜居 喫茶店

㈲中央電化 朝霞店 家電販売・修理 CUOKKA レストラン Sweets Atelier Soleil ケーキ

和真 朝霞店 眼鏡・補聴器他 餃子無人販売所　古丹製麺 冷凍餃子・冷凍焼売 ㈲アサカベーカリー 膝折店 パン

㈲大沢薬局 薬局 こころ菓子 ほそや 膝折店 和菓子

ITS’DEMO (EQUIA朝霞) 雑貨 ㈱アキヤマ 横断幕・ステッカー販売

サイクルショップ トミタ 朝霞店 自転車販売 幸町 事業所名 業種(取扱品目) ㈲高橋電気 家電製品

カネコイングス 自転車販売 ㈱大橋(大橋自動車) 自動車販売修理

チエノワ ブックストア 書籍 江戸政寿司 寿司 小寺精肉店 精肉・揚げ物

宮脇書店 朝霞店 書店 瀧乃屋 日本そば ㈲米利商店 日用雑貨. 燃料

ふとんの河口 寝具・寝装品 タイ料理 タイヤイー タイ料理 フローリスト マスダ フラワーショップ

保坂寝具店 寝具・寝装品 珈琲店 ハニー 喫茶店 ヨシクニ米穀店 米穀

㈲グリーンスーパー橋本 青果・食品販売 ぴよこキッチン クレープ サンレモン 膝折店 クリーニング

銘茶 ㈲金子園 茶類・茶器・海苔・菓子 つきじ海賓・釜福 朝霞店 宅配寿司、宅配釜飯 ホワイト急便 工場前店 クリーニング

ブティック ミイ(boutique Mi) 婦人服、おしゃれ雑貨 ながみね布団店 寝具、寝装品 埼玉自動車㈱ 自動車・レンタカー

バースデイ朝霞ＦＭ店 ベビー用品販売 シナノヤ　　 衣料品（スクール用品等） ㈱マイカー三喜 自動車車検、点検、販売

ミセス婦人服　パッシュ 婦人服 ㈱パワーセラー リサイクルショップ ㈱中村屋住宅設備機器 住宅設備工事

45PRINT PRO 朝霞滝の根公園店 印刷 ことぶき薬局 薬局 初雁木材㈲ 注文住宅、リフォーム、造作家具

自家焙煎ー幸音珈琲（本町店） コーヒー豆販売 ㈱フタバスポ－ツ 朝霞店 スポーツ用品 小泉電機工業㈱ 電気工事

ブーランジェリー　ルヴェロ パン・ジャム・紅茶・はちみつ・タベスコ・チョコレート 三浦医院 病院 ㈲渡辺電機 電動機修理

細沼住宅設備㈱ 上下水道工事 しらとり保育室 保育室

細沼燃料店 燃料販売 スクール アミティエ(本田美奈子 ミュージアム) ミュージカルスクール

ワイズ朝霞整骨院 鍼灸整骨院

治良整体室 整体

パリー美容室 美容室

ケン美容室 美容室

㈲芳村工務店 工務店

商品券“第４弾”の利用期間

令和４年６月２７日(月)～令和４年１０月３１日(月)

朝霞市プレミアム付商品券実行委員会事務局(朝霞市商工会)         ☎048-470-5959

     ◆お問い合わせ先◆



溝沼 事業所名 業種(取扱品目) 北原 事業所名 業種(取扱品目) 宮戸 事業所名 業種(取扱品目)

そば処 賀寿吉 うどん・そば・定食等 学校制服 スクールベン 朝霞本店 学校制服・体育着、その他学校関連商品 神谷酒店 酒類販売

二本松亭 うなぎ料理 季節料理　たかはし 季節料理　仕出し ㈲野本燃料店 ガス・燃料

お肉屋さんが「君に、焼いて揚げる。」 焼肉他 カラオケパブ　ミューズ カラオケパブ ホワイト急便 宮戸２丁目店 クリーニング

カフェ ウララカ カフェ ㈲常盤畳店 畳店

塩味醤油醸造 醤油製造販売 西原 事業所名 業種(取扱品目) ㈱伊藤電気工業 電気工事

㈱ライラック アカネ薬局１号店 薬局

㈱ライラック アカネ薬局２号店 薬局 牛串煮込み串揚げ さんちゃん 居酒屋 内間木 事業所名 業種(取扱品目)

㈱ライラック アカネサポート薬局 薬局 活魚料理 魚とや 居酒屋

サンレモン 滝の根店 クリーニング じどりとやさい 佐藤鶏太 居酒屋 トラットリア ラグーナ ロトンダ イタリアン

サンレモン 豊中店 クリーニング 函館 海や 朝霞台店 居酒屋 アンジュール パン製造販売

サンレモン 溝沼店 クリーニング RED TAG 居酒屋 丸沼芸術サロン ラパン・クーヘン 洋菓子製造・飲食

㈲中田水道設備 上下水道工事、住宅設備機器 ㈱一利㐂 そば、うどん、定食 須崎酒店 酒・食料品販売

さくら商事㈱ 葬祭 来々軒 北朝霞店 中華レストラン タイヤセンター大光 朝霞店 タイヤ販売店

グリーンスペース㈱ 造園工事他 中国家庭料理 ma ma 中国家庭料理 朝霞パブリックゴルフ場 ゴルフ場

㈱ライフプラス・プロタイムズ朝霞店 リフォーム・設備工事 味処 たから亭 日本料理、寿司 世界にひとつの星　Huntingtons 木製星型インテリア

㈲ケイアール通信 電話回線工事 焼肉さんあい 北朝霞店 焼肉

りよ美容室 美容室 風風ラーメン 北朝霞店 ラーメン  岡 事業所名 業種(取扱品目)

げんき鍼灸整骨院 鍼灸・接骨 ジョナサン　北朝霞駅前店 ファミリーレストラン

医療法人社団 武蔵野会 TMGあさか医療センター 医療センター こころ菓子 ほそや 北朝霞店 和菓子販売 インド料理チャンドニー インド料理

㈱アサカグリーン ゴルフ練習場 東京靴流通センター 朝霞台店 靴販売 ガスト　朝霞城山店 ファミリーレストラン

居酒屋　香寿恵 居酒屋 ㈱ラビックス 文具、事務用品、ＯＡ機器、学童用品 ㈱飯倉自動車 自動車販売・修理

talking book お菓子、書籍販売 はやし商店 一般食品 ㈱カーテン・じゅうたん王国 朝霞店 じゅうたん・カーテン販売

自家焙煎ー幸音珈琲（溝沼店） コーヒー豆販売 サイクルショップ イグチ 自転車 ㈲大和田工務店 リフォーム

TＳUTAYA  北朝霞店 レンタルビデオ、書籍 ㈲タカノ建築設計事務所 リフォーム

東弁財 事業所名 業種(取扱品目) かつみ不動産㈱ 賃貸、不動産売買 ㈱桜メンテナンス 清掃

ヘアメイクエステ ア・ミューズ 美容室

居酒屋 中々 朝霞台店 居酒屋 美容室バッドボーイ 理美容 田島 事業所名 業種(取扱品目)

弥次郎兵衛 朝霞台店 居酒屋 松栄堂薬局 一般医薬品、医療雑貨、漢方薬、処方箋

からもの 居酒屋 セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ北朝霞店 カフェ タイヤセンター大光 田島店 乗用車タイヤ、バッテリー販売

焼鳥日高 朝霞台店 居酒屋・ラーメン 自家焙煎珈琲　八十館 コーヒー、軽食、コーヒー豆販売 醍醐サービス 清掃・家事サービス

吉野家 朝霞台駅南口 牛丼 クリーニングマツオ クリーニング

蔵出し味噌 門左衛門 ラーメン  朝志ヶ丘 事業所名 業種(取扱品目)

かごの屋 朝霞台店 和食・しゃぶしゃぶレストラン 根岸台 事業所名 業種(取扱品目)

喫茶ルビー 喫茶店 炭火焼肉 成城苑 焼肉他

ドトールコーヒーショップ東武朝霞台店(FINE朝霞台) 珈琲ショップ タカチホデンキ 朝志ケ丘 家電製品販売及び修理 飲み食い処 御船 居酒屋・割烹

京樽(FINE朝霞台) お鮨の販売 近江屋酒店 酒店 茶房小もの かとれあ 軽食喫茶店

おむすび専科(FINE朝霞台) おむすび屋 ㈲鳥新 生鮮食品 中国料理 将ちゃん 中国料理

パステルデザート朝霞台店(FINE朝霞台) ケーキ・洋菓子販売 昭和薬局 薬局 ブーランジェリー アーブル パン

ビアードパパ朝霞台店(FINE朝霞台) シュークリーム専門店 ㈱クリーントップ イルマ 清掃 シュープラザ カインズ朝霞店 靴

ケンタッキーフライドチキン(ＫＦＣ)(FINE朝霞台) ファーストフード ㈱松井工務店 建設 OWNDAYS  くまみちモールあさか店 メガネ

AOKI 朝霞台店 衣料品販売 ㈱フジモト建装 建築全般 ㈲須藤酒店 酒類販売

VOXチケット 朝霞台店 チケット販売 ㈱林住宅設備 住宅設備 肉のしげた 肉類、おそうざい

㈲高田屋薬局 薬局 サンレモン 浜崎店 クリーニング 関根商店 木材販売

TSUTAYA BOOKSTORE 朝霞台店 レンタルビデオ、書籍 今井クリーニング クリーニング 読売センター 朝霞中央 読売新聞 販売店

サンレモン あさか台店 クリーニング 中田クリーニング クリーニング ゆい生活法務事務所 行政書士・社会福祉士

クリーニング コヤナギ クリーニング 小野理容店 理容室 ㈲大洋電気 電気工事

㈱光陽 不動産 大黒屋 いなりずし・茶めし ㈲インテリア内田 内装工事

朝霞台駅前整骨院 整骨院 トーヨー興産㈱ 給水管工事

Belle By B・C・B・G 美容室 hair makeup overture 美容室

メガネフラワー 朝霞台店 メガネ販売 三原 事業所名 業種(取扱品目) サロンド・ティアラ(美容室) 美容室

クリーニングシオン　朝霞台店 クリーニング サロンド リップス 美容店

小倉肉うどん　パンチ うどん 食彩屋 はげまる 居酒屋 ウイン調剤根岸台薬局 薬局

忍家　朝霞台南口店 居酒屋 炭火焼 じんじん 居酒屋・食堂

店屋だしとわら焼き北朝霞・朝霞台店 おでん、わら焼き そば処 大村庵 そば、うどん、丼物 浜崎 事業所名 業種(取扱品目)

ロ　ニョッコ（lo gnocco) イタリア料理 大衆割烹 津久葉 大衆割烹

焼肉きんぐ 朝霞三原店 焼肉 司 居酒屋

西弁財 事業所名 業種(取扱品目) 牛角 みはら店 焼肉 syo昇 居酒屋

雨や鳥 焼鳥 四季の里 居酒屋

うどん処 おはな うどん専門店 カフェ こっとん 喫茶店 塊肉とワインNIKUBARU1020 居酒屋

メゾン・ド・プルミエ カフェ・レストラン ㈲渡辺金物店 合鍵、研ぎ、建築金物販売 養老乃瀧北朝霞店 居酒屋

そば処 満留賀 そば、うどん、丼物 タカハシ 朝霞三原店 衣料品 てけてけ　朝霞台店 居酒屋

chef suda パリの食堂 洋食 洋服の青山 朝霞三原店 衣類 笑笑　北朝霞駅前店 居酒屋

デニーズ 朝霞台店 洋食レストラン 正札堂洋品店(スクール、洋品) 学生服、スクール、洋品一式 日高屋　北朝霞店 居酒屋・ラーメン

㈲アサカベーカリー 朝霞台店 パン 家電販売 大明電機 家電販売 みらい食堂 定食

焼き菓子屋 TEKU TEKU 焼き菓子製造販売 ふえきサイクル 自動車の販売・修理 ポポラマーマあさか台店 パスタ

あさか台 わたなべ薬局 医療品・化粧品販売 大提灯酒店 酒類販売 スポーツマッサージ・ナズー 鍼灸・マッサージ

エムザインテリア館 オーダーカーテン、家具、照明 マルジュー パン かつや朝霞台店 かつ

ドール美容室 美容室 大星青果店 野菜・果物・食品 美容室エアー 美容室

おしゃれハウス・シン 理容室 TSUTAYA  みはら店 レンタルビデオ、書籍 愛の郷 福祉用具

あさか台薬局 医療 ㈲東洋ランドリー クリーニング 読売センター北朝霞 新聞販売

TMGサテライトクリニック朝霞台 クリニック 若松クリーニング クリーニング業 朝霞市農産物直売組合 農産物直売所

スシロー朝霞台店 寿司 兵賀畳店 畳屋 トモソダチカフェ　ＣＯＺＹ 軽食・喫茶店

㈱康和 不動産 朝霞厚生病院 病院

青葉台 事業所名 業種(取扱品目) 健栄商事㈱ 不動産・賃貸管理 ビッグエコー朝霞台駅前店 カラオケ

POLA  jasmina 化粧品販売・エステ 直治薬品㈱ 衛生管理用薬品

ヒマラヤン　エスニック　ダイニング　ガズル インドカレー・タイ料理 ヘアーサロン しらかば 理容 目利きの銀次　北朝霞東口駅前店 居酒屋

ハワイアンカフェ　スプラッシュ！ 手作りハワイアン料理他 三原薬局 薬局 さくら水産　朝霞台北口店 海産物居酒屋

むさしの森珈琲　朝霞本町店 ファミリーレストラン 猿馬 和料理・中華料理

バーミヤン　朝霞本町店 ファミリーレストラン レイン・フォレスト エステティックサロン 事業所名 業種(取扱品目)

㈱でんきち朝霞店 家電製品 ピザーラ志木店 宅配ピザ、ピザテイクアウト 他市
㈱伸光堂西部販売 新聞販売

泉水 事業所名 業種(取扱品目) 黒毛和牛焼肉　牛楽　志木南口店 焼肉

焼肉さんあい　幸町店（志木市） 焼肉

松永酒店 酒類等販売 精肉のサンアイ　ぺあもーる店 精肉・鮮魚・総菜

ホワイト急便 泉水１丁目店 クリーニング 焼肉さんあい　ふじみ野店 焼肉

カット イン ファースト 理容室 焼肉さんあい　上福岡店 焼肉

行政書士いけだ法務事務所 行政書士

Italian Kitchen VANSAN イタリアンレストラン


