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献 血 ル ー ム 所 在 地 一 覧 ①

北　海　道 札幌市中央区 大　通 大通西1丁目地下コンコース 011-271-6381
北　海　道  札幌市中央区 アスティ アスティ45ビル7F 011-200-4545
北　海　道  札幌市厚別区 新さっぽろ Duo 1・2F 011-895-2555
北　海　道  旭川市 日赤西武 西武百貨店旭川店Ｂ館9F 0166-25-5660
北　海　道  帯広市 すずらん 東7条南9丁目 0155-25-0101
北　海　道  室蘭市 室蘭 室蘭市東町1丁目20-42 0143-45-2244
青　森　県 青森市 青森 日赤青森県支部4F 017-722-7003
青　森　県 弘前市 弘前駅前 大町タウンビル2F 0172-39-7711
岩　手　県 盛岡市 メルシー CT33 3F 0120-13-3343
宮　城　県 仙台市青葉区 藤　崎 藤崎一番町館6F 022-263-3838
宮　城　県 仙台市青葉区 アエル20 ＡＥＲ 20F 022-711-2090
秋　田　県 秋田市 アトリオン アトリオンビルB1F 018-836-7811
山　形　県 山形市 なのかまち 山形県民会館北側1F 023-629-8720
福　島　県 郡山市 郡山駅 郡山駅構内２F 024-925-2638
茨　城　県 水戸市 水　戸 中村ビル６F 029-224-9226
茨　城　県 つくば市 つくば つくばセンタービル2F 029-852-7888
茨　城　県 日立市 さくら 三井生命日立ビル5F 0294-26-0099
栃　木　県 宇都宮市 うつのみや大通り 明治安田生命宇都宮大通りビル1F 028-632-1131
群　馬　県 高崎市 高崎熱血倶楽部 イーストタワービル1F 0120-80-5870
群　馬　県 前橋市 前橋ハートランド 大同生命ビル1F 0120-80-5871
群　馬　県 太田市 太田ＹＯＵ愛 太田市学習文化センター前 0120-80-5872
埼　玉　県 さいたま市 大宮駅 大宮ルミネ2-2F 048-645-8030
埼　玉　県 越谷市 越谷サンシティ 越谷コミュニティプラザ1F 048-987-3737
埼　玉　県 所沢市 所　沢 朝日生命所沢ビル5F 042-903-9277
埼　玉　県 川越市 ポケット 木村屋ビル3F 049-225-8760
埼　玉　県 鴻巣市 鴻　巣 県運転免許センター内 048-543-5511
埼　玉　県 熊谷市 熊谷駅 熊谷駅構内 048-525-8802
埼　玉　県 川口市 川口駅 川口東口駅ビル3F 048-223-7661
千　葉　県 千葉市中央区 モノレールちば駅 千葉都市モノレール千葉駅構内　　　　　　　　　043-224-0332
千　葉　県 千葉市美浜区 運転免許センター 県運転免許センター内 043-276-3641
千　葉　県 習志野市 津田沼 津田沼ビル4F 047-493-0322
千　葉　県 船橋市 フェイス フェイスビル7F 047-460-0521
千　葉　県 松戸市 Pure松戸駅西口 松戸ビル１F 047-703-1006
千　葉　県 柏　市 柏 そごうアネックス6F 04-7167-8050
東　京　都 新宿区 新宿西口 新宿西口地下広場 03-3348-1211
東　京　都 新宿区 新宿東口 新宿駅東口カワセビル6F 03-5269-1431
東　京　都 新宿区 都　庁 都民広場B1F 03-3343-2231
東　京　都 渋谷区 ＳＨＩＢＵ2 ビレッジ101ビル8F 03-3770-0820
東　京　都 渋谷区 ＳＨＩＢＵ ＳＵＮ 渋谷センタービル2F 03-5428-8120
東　京　都 豊島区 池袋い～すと 池袋駅東口タカセ・セントラルビル8F 03-3988-9000
東　京　都 豊島区 ぶらっと 池袋駅東口 フジキビル3F 03-5950-3000
東　京　都 千代田区 有楽町 東京交通会館6F 03-3213-8666
東　京　都 千代田区 アキバ 新秋葉原ビル1F 03-5298-2811
東　京　都 武蔵野市 吉祥寺タキオン ダイヤバローレビル4F 0422-21-9000
東　京　都 立川市 立　川 立川モディB１F 042-527-1140
東　京　都 町田市 まちだ 三井住友銀行町田駅前ビル4F 042-732-8494
神 奈 川 県 横浜市神奈川区 横浜駅西口 県民センター前TSプラザビル1F 045-314-7082
神 奈 川 県 横浜市旭区 二俣川 県運転免許試験場内 045-361-0330
神 奈 川 県 横浜市港南区 上大岡 ゆめおおおかオフィスタワーB1F 045-843-2332
神 奈 川 県 川崎市川崎区 かわさき 川崎日航ホテル2Ｆ 044-245-1857
神 奈 川 県 川崎市高津区 みぞのくち 溝の口駅前NOCTY1・10F 044-813-0311
神 奈 川 県 横須賀市 よこすか 横須賀東相ビル3F 046-821-3711
神 奈 川 県 藤沢市 藤沢駅南口 岡ビル5F 0466-25-8877
神 奈 川 県 厚木市 本厚木 NBF厚木ビル1F 046-225-7001
神 奈 川 県 相模原市 相模大野 エピカビル5F 042-766-8775
新　潟　県 新潟市 東　堀 東堀パーク600 2F 0120-40-0389
新　潟　県 新潟市 ばんだいゆとりろ 損保ジャパン・新潟セントラルビル2F 0120-86-9950
新　潟　県 長岡市 きたまち 喜多町 0120-05-6339
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