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加盟店名 所在地 ジャンル

太白楼 朝霞市 栄町５－７－６　　 飲食店 ZN-0002-9327

BARCRUSH 朝霞市 三原３－３３－４０－１０２　　 飲食店 ZN-2000-2461

大阪やき萬太 朝霞市 三原３－３３－４１　グリ－ンアルファビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6476

ラグーナロトンダ 朝霞市 上内間木７９０－６　　 飲食店 ZN-0000-9930

たから亭 朝霞市 西原１－２－１１　　 飲食店 ZN-0001-2904

函館海や朝霞台店 朝霞市 西原１－２－２　ガウスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6367

楽人 朝霞市 西原１－３－３　スダビル１０１　 飲食店 ZN-0003-1094

食右衛門 朝霞市 西原１－５－１２　ウイング北朝霞２Ｂ－３区画　 飲食店 ZN-0001-1364

九州いち 朝霞市 西原１－５－１２　ウイング北朝霞２Ｆ－２Ｂ　 飲食店 ZN-2000-6199

佐藤鶏太 朝霞市 西原１－５－１２　ウイング北朝霞２Ｆ－Ｂ－１　 飲食店 ZN-0001-2153

さんあい北朝霞店 朝霞市 西原１－５－６　　 飲食店 ZN-0000-8063

ソバ海鮮一利喜 朝霞市 西原２－１２－６　　 飲食店 ZN-0002-4144

うどん処おはな 朝霞市 西弁財１－１０－２５　第一保ビル１０７ 飲食店 JS-0002-4412

居酒屋和 朝霞市 西弁財１－１６－１９ 飲食店 JS-0003-5367

凛 朝霞市 西弁財１－５－１３ 飲食店 JS-0005-7660

一福鮨 朝霞市 西弁財２－３－２　鈴也ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-0221

イタリア料理 ボンパスト 朝霞市 仲町１－１１－４８　蕪木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2041

肉まる 朝霞市 仲町１－１－２９　さらしなビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0466

サイノアジアンキッチン 朝霞市 仲町２－３－３０　伊東ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5433

居酒屋中々朝霞台店 朝霞市 東弁財１－４－１１　萩原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2549

備中屋 朝霞市 東弁財１－８－１　　 飲食店 ZN-0001-2602

麺酒房龍安 朝霞市 東弁財２－１２－１７　　 飲食店 PK-0000-3395

居酒屋まりあ 朝霞市 膝折町２－７－３８ 飲食店 JS-0003-9119

てけてけ　朝霞台店 朝霞市 浜崎１－２－１０　アゴラ２１ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6368

北朝霞バルーチョ 朝霞市 浜崎１－４－１４　ルピナステナント１　 飲食店 ZN-0001-0952

肉バル 1020 朝霞市 浜崎１－８－１０　　 飲食店 ZN-0001-2687

一献 朝霞店 朝霞市 浜崎１－８－９ 飲食店 JS-0000-8688

JapaneseDining 聖 朝霞市 本町２－４－１０　ＫＭＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3450

スコーピオン 朝霞市 本町２－５－２４　細田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1772

BarREGOLITH 朝霞市 本町２－５－２７　ＥＨ２０２　２Ｆ 飲食店 JS-0001-2066

yaki － Bar 朝霞市 本町２－５－２７　ＥＨ２０２　３Ｆ 飲食店 JS-0002-0401

HAKANA 朝霞市 本町２－７－２１ 飲食店 JS-0001-7844

CHO － CHIN 朝霞市 本町３－１－５２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-4849

SHOWIN 朝霞市 本町３－１－５２　橋本ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-1601

カーサービス アルファ 朝霞市 岡１－９－１８ ショッピング JS-0002-8871

あおい調剤薬局　青葉台店 朝霞市 幸町１－１－５　　 ショッピング PK-0000-8364

ひろた釣具店 朝霞市 幸町２－１８－２４ ショッピング JS-0000-3037

ゴルファーズ・ガレージ・サムライ 朝霞市 幸町２－５－２３ ショッピング JS-0000-9540

シナノ屋商店朝霞店 朝霞市 幸町３－４－２４　　 ショッピング ZN-0002-1553

あおい調剤薬局朝霞根岸台店 朝霞市 根岸台６－３－３３　　 ショッピング PK-0000-5203
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飯倉園 朝霞市 三原１－３－６３　　 ショッピング ZN-0001-2223

あおい調剤薬局朝霞三原店 朝霞市 三原５－１３－５　　 ショッピング PK-0000-5361

ERC 朝霞市 上内間木３１０－５ ショッピング JS-0002-6824

ノジマ 朝霞市 上内間木７７２－４ ショッピング JS-0001-2137

あさか台わたなべ薬局 朝霞市 西弁財１－１０－２５－１０６ ショッピング JS-0000-0424

パティスリーオランジュ 朝霞市 西弁財２－２－２４　かつみビル１Ｆ ショッピング JS-0005-6509

リサイクルケイラック 朝霞田島店 朝霞市 田島１－１２－２１ ショッピング JS-0005-9862

あおい調剤薬局　二本松店 朝霞市 本町１－３７－１３　　 ショッピング PK-0000-8363

パッシュ朝霞店 朝霞市 本町２－１１－１－１０３　　 ショッピング ZN-0002-9394

ブルーブルーエ エキア朝霞店 朝霞市 本町２－１３－１　エキア朝霞２Ｆ ショッピング JS-0003-3828

ラキアショップ 朝霞市 本町２－４－２６　サジェスビル１Ｆ・２Ｆ ショッピング SL-2000-6248

one off 朝霞市 根岸台２－１７－２３ サービス JS-0001-7340

株式会社鳴浜リース 埼玉支店 朝霞市 三原５－１－２０ サービス JS-0002-9459

Room 北朝霞店 朝霞市 西原１－２－２　リーヴ北朝霞ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0845

クリーニングたんぽぽ北朝霞店 朝霞市 西原１－２－２０　１Ｆ サービス JS-0004-7857

クリーニングたんぽぽ朝霞東口店 朝霞市 仲町２－３－３　藤川ビル１Ｆ サービス JS-0004-7777

フラワー薬局 朝霞台店 朝霞市 朝志ヶ丘３－５－２　エクシード高野１０５ サービス JS-0002-4811

ヘア－デザインレオン 朝霞市 本町１－５－３１　　 サービス PK-0000-1697

Happiness 朝霞市 本町２－１１－２９　　 サービス ZN-0002-8050

ヘアメイク サンクエスト 朝霞店 朝霞市 本町２－１２－１７　 サービス SL-2001-1445

LinkHair 朝霞市 本町２－７－３４　リブ朝霞　　 サービス PK-0000-1552

Room 朝霞店 朝霞市 本町３－１－５０　３Ｆ　　 サービス ZN-0001-0520

HairMakespaLUCENTE － b 朝霞市 本町３－１－５４　武蔵野駅広ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0816

宝島 24 朝霞店 朝霞市 栄町５－８－２８　　 エンターテインメント PK-0000-1694

MZA INTERIOR ～エムザ インテリア館～ 朝霞市 西弁財２－３－９　 その他 SL-2000-4441

柳寿司 和光市 下新倉４－２６－１６ 飲食店 JS-0001-6518

Link 和光市店 和光市 丸山台１－１０－４　Ｆ ’ ｓＢＯＸ５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2479

旬彩 和の香 和光市 丸山台１－１１－２　Ｆ ’ ｓスクエア１Ｆ 飲食店 JS-0000-0907

バルーチョ 和光市 丸山台１－２－１　ドルチェ・ヴィータ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0028

御食事処濱松屋 和光市 新倉１－１－３４　　　 飲食店 ZN-0002-2558

ハーフヤード和光店 和光市 新倉１－１－４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0978

北の厨房 埼玉病院店 和光市 諏訪２－１　埼玉病院内１Ｆレストラン 飲食店 JS-0004-4441

ThaiFood エリナ 和光市 中央２－７－２５　　 飲食店 ZN-0002-4016

A － One 和光店 和光市 本町１２－１７　クレールリズリ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0143

串焼場 ブギウギ 和光市 本町１－７　ホワイトグレイス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0077

縁 和光市 本町２－１８　ピュアパークヒルズ１ＦＢ　 飲食店 ZN-0001-0056

焼肉ソウル苑 和光市 本町２４－５４ 飲食店 JS-0003-8603

藁家 88 和光店 和光市 本町５－５－２　和光ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6626

FattoriaS 和光市 本町５－９　イルピーノ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1757

とりやき備中屋 和光市 本町６－３１　　 飲食店 ZN-0002-9164

ダイニングくろべえ 和光市 本町６－３１　アイエスビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-2784

牛繁 和光店 和光市 本町９－３９　大野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1237

プロショップ（株）芳永金物店 和光市 下新倉４－２１－２０ ショッピング JS-0005-5114

GreenRoomflowers 和光市 新倉１－１２－１ ショッピング JS-0005-2821
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Green Room flowers 和光市 新倉１－１２－１ ショッピング SL-2000-3541

お米の加藤 和光市 新倉２－２９－２３ ショッピング JS-0005-5962

小川タイヤ本店 和光市 中央２－３－２０　　 ショッピング ZN-2000-0732

有限会社アブオートクラフト 和光市 白子４－６－１ ショッピング JS-0003-1080

6selectshop 和光 和光市 本町５－１３　ハイム山田１０２　　 ショッピング ZN-0002-3392

株式会社トーメイ 和光市 下新倉５－９－５５ サービス JS-0002-9414

クリーニングたんぽぽ和光丸山台店 和光市 丸山台１－１－１２　グリーンプラザ和光参番館１０１ サービス JS-0004-7687

クリーニングたんぽぽ和光市北店 和光市 新倉１－１－３６ サービス JS-0004-7717

ウエツハラ和光店 和光市 中央２－１－１７ サービス JS-0004-3683

WizHair 和光市 本町１－１４　　 サービス PK-0000-0627

シンワオートサービス株式会社 和光市 本町１５－３８ サービス JS-0004-6277

HairMakeNailLUCENTE 和光市 本町２－６　レインボープラザ１０２　 サービス ZN-0001-0152

クリーニングたんぽぽ和光南店 和光市 本町６－１０　鈴木ビル１Ｆ サービス JS-0004-7683

カラオケマック和光店 和光市 本町６－５　えいのビル４Ｆ　　 エンターテインメント ZN-0001-0158

株式会社芳永金物店 和光市 下新倉４－２１－２０ その他 SL-2000-3003


