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パパ・ママ応援ショップパパ・ママ応援ショップパパパパ・・ママママ応応援援シショョッッププパパ・ママ応援ショップパパパパ・・ママママ応応援援シショョッッププ

市では、埼玉県が実施するパパ・ママ応援ショップ協賛店舗等で利用できる
「優待カード」を対象世帯の方々に配布しています。

対 象

中学生までのお子さんまたは妊娠中の方がいる家庭

優待カードの配布

転入届出時・母子手帳交付時・出生届出時に下記の窓口
で配布しています。

配布場所 総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、
朝霞駅前出張所

優待カードの利用について

協賛店舗等で、優待カード（図１参照）を提示して
ください。

協賛店舗等について

協賛ステッカー（図２参照）が掲示されている朝霞市を
含む埼玉県内の協賛店舗等でご利用ください。
協賛ステッカーには、各店舗等の優待内容が記載されて

います（各店舗ごとに優待内容は異なります）。
※優待は、協賛店舗等のご好意により提供されるものです。

問い合わせ／

優待カードについて 子育て支援課 内線２６４２ �０４８―４６３―２８３４（直通）
協賛店舗等について 産業振興課 内線２２４４ �０４８―４６３―１９０３（直通）

ををごご利利用用くくだだささいい優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待待カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド

埼玉県マスコット コバトン

図１

図２

6広報あさか ２００９．６．１５
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※優待内容の詳細は、各店舗にお問い合わせください。
※朝霞市内、埼玉県内のパパママ応援ショップの情報は、市ホームページ、埼玉県ホームページで確認できます。
朝霞市ホームページ http : //www.city.asaka.saitama.jp
埼玉県ホームページ http : //www.pref.saitama.lg.jp/
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０４８―４６９―０６００
０４８―４７０―１０２１
０４８―４５１―７２８８
０４８―４８５―０１００
０４８―４６２―１８５５
０４８―４６２―０１００
０４８―４５１―３０３３
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０４８―４５８―１１８１
０４８―４６２―０３８０
０４８―４６３―３３７１
０４８―４６６―２２９２
０４８―４６３―１６１６
０４８―４８６―４１９０
０４８―４６５―０８１１
０４８―４６３―８６１１
０４８―４６１―０１４４
０４８―４６２―１３９５
０４８―４５１―５１７１
０４８―４７０―１０２５
０４８―４６７―７７１５
０１２０―５０―５５５５
０４８―４６３―２０４９
０４８―４７０―５２８９
０４８―４５１―３６５０
０４８―４８５―４８０８
０４８―４６０―２９７７
０４８―４７１―２０１１
０４８―４７０―５２１１
０４８―４８６―２１００
０４８―４６１―５３４５
０４８―４６３―５８２４
０４８―４６１―２７８８

―
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０４８―４６５―５０１６
０４８―４８６―５８４１
０４８―４８６―３６６０
０４８―４７３―４５９６
０１２０―８７５―０２４
０４８―４７４―７３８３
０４８―４６６―６０２４
０４８―４６４―０００８

店 舗 名
セブンイレブン北朝霞駅前店
総合保険事務所 クローバートラスト
醍醐サービス
デニーズ 朝霞駅前店
デニーズ 朝霞台店
デニーズ 朝霞三原店
ドコモショップ 朝霞台店
魚々菜 北朝霞店
�トータルサービス
トヨタレンタリース埼玉 朝霞台駅前店
トヨタカローラ新埼玉 朝霞店
トヨタレンタリース新埼玉 朝霞駅前店
ドラッグセイムス 朝霞駅前店
ドラッグセイムス 朝霞台店
ドラッグセイムス 花の木店
ドラッグセイムス 膝折店
日産プリンス埼玉販売 朝霞泉水店
日産プリンス埼玉販売 朝霞台駅前店
日産サティオ埼玉 朝霞店
ニッポンレンタカー東武 北朝霞駅前店
ネッツトヨタ埼玉 朝霞志木店
ネッツトヨタ埼玉 朝霞和光店
初雁木材�
花と緑のなっちゃん
バーミヤン 朝霞本町店
日高屋 北朝霞店
百歩ラーメン 朝霞店
ファミリー引越センター 埼京支店
ヘアーサロン しらかば
マクドナルド 朝霞台駅前店
マクドナルド 朝霞与野フードセンター店
松屋 朝霞台店
松屋 朝霞店
ミサワホーム西関東 志木展示場
ミスタータイヤマン朝霞
ミスタードーナツ 北朝霞駅前店
武蔵野銀行 朝霞支店
銘茶 �金子園
メガネフラワー 朝霞台店
山田うどん 朝霞店
山田うどん 高田店
洋服の青山 朝霞三原店
吉野家 朝霞台駅南口店
来来軒 北朝霞店
�ラビックス
�リブラン エコビレッジ朝霞台 販売センター
ロッテリア 北朝霞店
ロッテリア 東武朝霞駅店
和真メガネ 朝霞店

電 話
０４８―４６７―８９４０
０４８―４７６―９３３６
０４８―４６１―６０６１
０４８―４７２―０００１
０４８―４６１―３７７３
０１２０―１３―７８８８
０４８―４６４―２６８２
０４８―４６１―０２５１
０４８―４６３―２２７７
０４８―４６６―５８８０
０４８―４６２―１２１１
０４８―４５０―７１１１
０４８―４８６―０２３５
０４８―４６６―８４０９
０４８―４７１―４００６
０４８―４６５―８８６０
０４８―４６３―３３３７
０４８―４６９―２０３０
０４８―４７５―１６５５
０４８―４５１―３６２５
０４８―４５０―０４４０

０４８―４６９―８４８６（武山）
０４８―４６２―２３５３（谷口）
０４８―４６１―５１２２（三澤）
０１２０―８０８―７４３
０１２０―４１５―４９７
０１２０―４１５―４９７
０４８―４６６―８８４２
０４８―４６３―３１３１
０４８―４６６―２１４５
０４８―４６１―６９２５
０４８―４６３―２２１１
０４８―４６２―１２７３
０４８―４６４―２１１１
０４８―４６１―００３２
０４８―４７１―１５８５
０４８―４７１―０２４２
０４８―４５１―６６８９
０４８―４７５―４２１３
０４８―４６５―１０８２
０４８―４６７―６７４８
０４８―４６１―３１２１
０４８―４５６―１９９１
０４８―４７４―６６５４
０４８―４６４―７１３１
０４８―４７２―７２５５
０４８―４７２―７７１１
０４８―４６８―６２１９
０４８―４６４―３１６９
０４８―４６６―８２８８

店 舗 名
アートファッションチェーン 本店
アートファッションチェーン モンシェリイ店
アートファッションチェーン ロガ店
アイメガネ 朝霞台北口駅前店
�葵石材
AOKI 朝霞台店
味彩中々
うちで花園 朝霞本店
うちで花園 朝霞駅前店
英会話プラナ
auショップ 朝霞駅前
カーコンビニ倶楽部埼玉自動車
ガスト 朝霞台店
学研 朝霞栄町教室（指導者：丸山）
学研 朝霞たきのね教室（指導者：山地）
学研 西弁財教室（指導者：野口）
学研 根岸台教室（指導者：川口）
学研 浜崎教室（指導者：杉山）
学研 みやど・本町教室（指導者：中村）
キャンドルショップ キャンドル・ボイス
ぎょうざの満洲 朝霞南口店
公文式朝霞本町教室
公文式朝霞溝沼教室
公文式泉水３丁目教室
こども英語教室 ラボ・パーティ
こども英会話のミネルヴァ 朝霞教室
こども英会話のミネルヴァ 朝霞三原教室
コミュニティサロン あすーる
埼玉縣信用金庫 朝霞支店
さいたまコープ ミニコープ 三原店
埼玉自動車�
埼玉トヨタ 朝霞店
埼玉トヨペット 朝霞支店
埼玉りそな銀行 朝霞支店
JAあさか野 朝霞支店
JAあさか野 内間木経済配送センター
JAあさか野 内間木支店
しゃぶしゃぶ温野菜 朝霞店
食珈茶菓酒 すわん
鍼灸治療院 miss green（ミス・グリーン）
すずめ整体院
セブンイレブン朝霞駅南口店
セブンイレブン朝霞上内間木店
セブンイレブン朝霞北原２丁目店
セブンイレブン朝霞栄町店
セブンイレブン朝霞台駅南口店
セブンイレブン朝霞浜崎４丁目店
セブンイレブン朝霞膝折町店
セブンイレブン朝霞本町店
セブンイレブン朝霞三原店
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