
早得第２弾　実施店舗一覧
No. 都道府県 店名 電話番号 住所

1 岩手県 ミライザカ盛岡駅前店 019‐606‐4633 岩手県盛岡市盛岡駅前通９番－８号１・２・３Ｆ
2 宮城県 ミライザカ仙台駅西口プレイビル店 022‐212‐7631 宮城県仙台市青葉区中央４－１－３プレイビル１階
3 秋田県 ミライザカ秋田駅前店 018‐884‐3630 秋田県秋田市中通２丁目４－６
4 福島県 ミライザカいわき駅前店 0246‐35‐5818 福島県いわき市平字田町１－１レストランビル３階
5 茨城県 ミライザカ水戸OPA店 029‐222‐7750 茨城県水戸市宮町１－７－３３水戸サウスタワー１０階
6 茨城県 ミライザカ勝田駅東口店 029‐202‐5501 茨城県ひたちなか市勝田中央７－７コアビル２Ｆ
7 栃木県 ミライザカ宇都宮駅西口店 028‐600‐3460 栃木県宇都宮市駅前通り１－４－６西口ビル（２階）
8 栃木県 ミライザカ小山東口店 0285‐20‐0621 栃木県小山市駅東通り１丁目６番７号第二青木ビル（１、２、３階）
9 埼玉県 ミライザカ久喜駅前店 0480‐25‐5290 埼玉県久喜市中央１－１－８ゴガミビル２階
10 千葉県 ミライザカ松戸西口駅前店 047‐308‐2011 千葉県松戸市本町１８－６壱番館ビル　２Ｆ
11 東京都 ミライザカ高幡不動店 042‐599‐2785 東京都日野市高幡１００８－９グラシア高幡不動２Ｆ
12 東京都 ミライザカ新宿東口店 03‐5919‐1431 東京都新宿区新宿３－２０－５ニューサンパークビル　２階
13 東京都 ミライザカ府中並木通り店 042‐368‐9700 東京都府中市宮西町１－２並木西ビル３Ｆ
14 東京都 ミライザカ千歳烏山北口店 03‐5314‐1071 東京都世田谷区南烏山４－１２－４ワールド物産ビル２階
15 東京都 ミライザカ北千住店 03‐5813‐3971 東京都足立区千住３－７４第２白亜ビル３・４Ｆ
16 東京都 ミライザカ金町北口駅前店 03‐5660‐7161 東京都葛飾区東金町１－４３－１常総金町ビル４Ｆ
17 東京都 ミライザカＪＲ新大久保駅前店 03‐5337‐8371 東京都新宿区百人町２－４－２やまきビル　２階
18 東京都 ミライザカ石神井公園店 03‐5910‐7357 東京都練馬区石神井町３－２５－１きくやビル２・３Ｆ
19 東京都 ミライザカ練馬店 03‐5912‐5261 東京都練馬区豊玉北５－１９－１フジヤビル　１・２階
20 東京都 ミライザカ吉祥寺南口店 0422‐76‐8535 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－３イケダビル（Ｂ１，１階）
21 東京都 ミライザカ池袋西口ロマンス通り店 03‐5956‐4531 東京都豊島区西池袋１丁目２１－１３南蛮ビル（Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３）
22 東京都 ミライザカ神楽坂店 03‐5225‐2968 東京都新宿区神楽坂２丁目１０番地神楽ヒルズ（２階）
23 東京都 ミライザカ高田馬場駅前店 03‐5286‐7478 東京都新宿区高田馬場２－１６－６宇田川ビル１階・２階
24 東京都 ミライザカ赤羽東口店 03‐5249‐7491 東京都北区赤羽１－１０－１１愛好堂ビルＢ１・１・２・３Ｆ
25 東京都 ミライザカ青山外苑前店 03‐5414‐2081 東京都港区南青山２－２７－２７マルハチ青山ビルＢ１、Ｂ２Ｆ
26 東京都 ミライザカ銀座５丁目店 03‐5537‐3422 東京都中央区銀座５－９－１１銀座ファゼンダビル２Ｆ
27 東京都 ミライザカ新橋銀座口ガード下店 03‐3539‐2158 東京都港区新橋１－３－１０ビル名なし（１階）
28 東京都 ミライザカ渋谷道玄坂店 03‐5456‐6027 東京都渋谷区道玄坂２－２９－８道玄坂センタービル５Ｆ
29 神奈川県 ミライザカＪＲ横浜西口駅前店 045‐290‐4735 神奈川県横浜市西区北幸１ー１ー１３横浜駅前ビルディング３Ｆ
30 神奈川県 ミライザカ横浜西口鶴屋町前店 045‐410‐4766 神奈川県横浜市西区北幸１－１－２ＩＮＢ横浜西口ビル　５・６階
31 神奈川県 ミライザカ向ヶ丘遊園南口店 044‐931‐1631 神奈川県川崎市多摩区登戸２７３７－５ワコー向ヶ丘ビル４、５Ｆ
32 新潟県 ミライザカ新潟駅前東大通り店 025‐240‐6530 新潟県新潟市中央区東大通１－２－１第２マルカビル３，４，５Ｆ
33 富山県 ミライザカ富山駅前店 076‐445‐1851 富山県富山市新富町１－４－１１トミリョウビル１階
34 愛知県 ミライザカ豊橋店 0532‐51‐5088 愛知県豊橋市広小路１－３７マスヤビル（１，２階）
35 愛知県 ミライザカ名駅４丁目店 052‐589‐1444 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番３４号タクトビル３階
36 滋賀県 ミライザカ南草津駅前店 077‐569‐5071 滋賀県草津市野路１丁目１４番４７南草津ＮＴビル２階
37 滋賀県 ミライザカ瀬田駅前店 077‐547‐4510 滋賀県大津市大萱１丁目１３－１１スマイルホテル大津瀬田１Ｆ
38 滋賀県 ミライザカ草津東口店 077‐569‐5030 滋賀県草津市大路１－８－１南洋軒ビル（Ｂ１階）
39 大阪府 ミライザカ谷町４丁目店 06‐4790‐6880 大阪府大阪市中央区谷町３－５－５谷三会館ビル　２階
40 大阪府 ミライザカ本町店 06‐6265‐0568 大阪府大阪市中央区本町３－５－２辰野本町ビル　地下１階
41 大阪府 ミライザカ梅田茶屋町店 06‐6292‐5735 大阪府大阪市北区茶屋町２－１６ｅ－ｓｑｕａｒｅｃｈａｙａｍａｃｈｉ３Ｆ
42 大阪府 ミライザカ淀屋橋店 06‐6203‐8136 大阪府大阪市中央区北浜３－５－２２オリックス淀屋橋ビル１階
43 大阪府 ミライザカ梅田お初天神通り店 06‐6130‐9310 大阪府大阪市北区曽根崎２－１５－２０ＳＷＩＮＧうめだ２階
44 大阪府 ミライザカ京橋ＯＢＰツイン２１－１Ｆ店 06‐4794‐9205 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ギャラリー・ツイン２１　１階
45 大阪府 ミライザカ京阪京橋駅前店 06‐6242‐6800 大阪府大阪市都島区東野田町２－３－２５坪井ビル
46 兵庫県 ミライザカ三宮店 078‐265‐1175 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５－１－４０８１，２階
47 和歌山県 ミライザカＪＲ和歌山駅前店 073‐428‐6971 和歌山県和歌山市美園５丁目７－８パーク美園ビルＢ１、１階
48 岡山県 ミライザカ岡山錦町店 086‐234‐7720 岡山県岡山市北区錦町１－１３－２ビル名なし（１，２階）
49 広島県 ミライザカ八丁堀店 082‐544‐2680 広島県広島市中区堀川町５－１６胡町共同ビル　２階
50 広島県 ミライザカ呉中通り店 0823‐32‐3035 広島県呉市中通３丁目７－４新藤ビル（１、２階）
51 広島県 広島ミライザカ本通り店 082‐545‐1946 広島県広島市中区大手町１丁目５番８号マリーベル（Ｂ１階）
52 広島県 ミライザカ広島駅南口店 082‐506‐1770 広島県広島市南区松原町１０－１ＨＩＲＯＳＨＩＭＡＦＵＬＬＦＯＣＵＳ３Ｆ
53 広島県 ミライザカ広島西条駅前店 082‐493‐5605 広島県東広島市西条本町１２－５賀茂泉館２階
54 広島県 ミライザカ福山店 084‐973‐0885 広島県福山市元町１２－７福山会館ビル（１階）
55 山口県 ミライザカ湯田温泉店 083‐921‐8351 山口県山口市湯田温泉１－１１－３３新興商会ビル１階
56 山口県 ミライザカルルサス防府店 0835‐27‐1566 山口県防府市栄町１丁目５番１号ルルサス防府１階
57 福岡県 ミライザカＪＲ香椎駅前店 092‐663‐8611 福岡県福岡市東区香椎駅前一丁目１３番２５号香椎ロイヤルビル　３階
58 福岡県 ミライザカ博多口駅前店 092‐437‐6231 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２６－１紙与駅三ビル　１階
59 福岡県 ミライザカ九大学研都市駅前店 092‐805‐4711 福岡県福岡市西区西都一丁目６番１号ＴＡＫＥＯＫＡビル１Ｆ
60 福岡県 西鉄久留米ミライザカ 0942‐36‐2038 福岡県久留米市東町３３－５ニューフタマタ第三ビル１階
61 佐賀県 ミライザカ佐賀南口駅前店 0952‐27‐1507 佐賀県佐賀市駅前中央１－５－２１１階
62 長崎県 ミライザカ長崎駅前店 095‐818‐7177 長崎県長崎市大黒町９－３０ティアンドジェイビル（１，２階）
63 長崎県 ミライザカ佐世保夜店公園店 0956‐37‐2152 長崎県佐世保市山県町１番２１号２、３階
64 長崎県 ミライザカ長崎銅座店 095‐818‐6080 長崎県長崎市銅座町１４－２１堀川銅座ビル　１，２Ｆ
65 熊本県 ミライザカ熊本下通りアーケード街店 096‐312‐4881 熊本県熊本市中央区下通１－８－２９三国屋ビル　２階
66 沖縄県 ミライザカ久茂地店 098‐860‐9494 沖縄県那覇市久茂地三丁目１２－１第一久茂地ビル２階

※営業日・時間は店舗にお問い合わせください。


