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都道府県  市区町村　　　   ルーム名（通称）    場　所　　　　　　　　　　　　　　　      TEL

献 血 ル ー ム 所 在 地 一 覧 ②

富　山　県 富山市 マリエ マリエとやま6F 076-445-4500
石　川　県 金沢市 ラブロ ラブロ片町5F 076-220-1655
山　梨　県 甲府市 県民会館 県民会館1F 055-235-3135
長　野　県 松本市 松　本 有和ビル2F 0263-37-1600
長　野　県 諏訪市 諏訪 清水３-3840-１ 0266-53-7211
岐　阜　県 岐阜市 新岐阜 岐阜ビルディング5F 058-264-2122
岐　阜　県 多治見市 多治見駅前 駅前プラザ・テラ4F 0572-23-0227
静　岡　県 静岡市 あおば 毎日江崎ビル6F 054-272-5858
静　岡　県 浜松市 みゅうず 浜松第一生命日通ビル1F 053-413-2070
静　岡　県 沼津市 エイブル エイブルコア6F 0559-51-8080
愛　知　県 名古屋市中村区 大名古屋ビル 大名古屋ビルヂング3F 052-571-1002
愛　知　県 名古屋市中区 栄 栄ガスビル9F 052-242-7030
愛　知　県 名古屋市中区 大須万松寺 万松寺ビル1F 052-251-7161
愛　知　県 名古屋市熱田区 金　山 東和ビル7Ｆ 052-678-2800
愛　知　県 刈谷市 刈　谷 OTAビル4F 0566-62-1333
愛　知　県 豊田市 豊　田 A館T-FACE 9F 0565-35-4480
愛　知　県 岡崎市 岡　崎 名鉄東岡崎駅南館5F 0564-52-1800
三　重　県 四日市市 サンセリテ 近鉄四日市駅前スターアイランド4F 059-355-5863
三　重　県 伊勢市 ハートワン 山田赤十字病院内 0596-25-7821
滋　賀　県 長浜市 湖　北 長浜市列見町11番10 0749-63-7564
京　都　府 京都市下京区 四　条 四条寺町下ル岡本鏡店3F 075-365-0388
京　都　府 京都市下京区 京都駅前 京阪京都ビル6F 075-361-9333
京　都　府 京都市伏見区 伏見大手筋 桃山SKビル2F 075-603-1350
大　阪　府 大阪市北区 阪急グランドビル25 阪急グランドビル25F 06-6367-7411
大　阪　府 大阪市北区 西梅田 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー10Ｆ 06-6456-2330
大　阪　府 大阪市阿倍野区 あべのフェスタ アベノセンタービルＢ2F 06-6641-6550
大　阪　府 大阪市都島区 京　橋 晃進ビル4F 06-6354-1940
大　阪　府 大阪市中央区 日本橋 地下鉄　日本橋駅東中階 06-6212-7009
大　阪　府 門真市 門　真 門真運転免許試験場内 06-6908-0118
大　阪　府 堺　市 堺　東 りそな堺東ビル5F 072-222-0018
大　阪　府 茨木市 阪急茨木市駅 茨木市駅ロサヴィア1F 072-624-7063
大　阪　府 枚方市 京阪枚方市駅 枚方市駅東口1F 072-846-5588
兵　庫　県 神戸市 ミント神戸15 ミント神戸15F 078-242-7006
兵　庫　県 神戸市 三宮センタープラザ センタープラザ西館３F 078-391-7070 
兵　庫　県 明石市 明石運転免許試験場 明石運転免許試験場前 078-914-8192
兵　庫　県 尼崎市 塚口さんさんタウン 塚口さんさんタウン2番館3F 06-6429-1411
兵　庫　県 姫路市 姫路みゆき通 姫路駅前　ぼうしやビル3F 0792-88-5718
奈　良　県 奈良市 近鉄奈良駅ビル 奈良近鉄ビル6F 0742-22-2122
和 歌 山 県   和歌山市 和歌山駅前 和歌山駅前　新橘ビル5F 073-427-2770
鳥　取　県 米子市 西　部 鳥取大学医学部保健学科棟内 0859-38-7194
島　根　県 益田市 益　田 乙吉町 0856-23-5451
岡　山　県 岡山市 ももたろう 表町 086-225-6301
広　島　県 広島市中区 もみじ 明治安田生命広島本通ビル1・2F 082-248-6034
広　島　県 福山市 ば　ら 山陽第2ビル4F 084-927-8140
山　口　県 下関市 For You シーモール4F 0832-31-9001
徳　島　県 徳島市 アミコ シビックセンター3F 088-652-2550
香　川　県 高松市 オリーブ 南新町5番地3 087-834-2300
愛　媛　県 松山市 大街道 大街道2丁目6-6 089-932-0900
高　知　県 高知市 ハートピアやまもも 朝日生命高知本町ビル2F 088-822-5454
福　岡　県 福岡市中央区 天　神 天神5丁目3-1 092-721-1400
福　岡　県 福岡市中央区 ハッピークロスイムズ 天神イムズ8F 092-726-1188
福　岡　県 福岡市博多区 キャナルシティ キャナルシティ ビジネスセンタービル1F 092-272-5853
福　岡　県 北九州市 魚町銀天街 銀天街久留米屋ビル1F 093-551-1211
長　崎　県 長崎市 はまのまち 浜町商店街多真喜ビル3F 095-824-3332
長　崎　県 佐世保市 西　海 四ヶ町アーケードオレンジアベニュービル6F 0956-25-2440
熊　本　県 熊本市 下通り 三国屋ビル2Ｆ 096-325-9218
大　分　県 大分市 OASIS21 OASISひろば21 3F 097-535-2002
宮　崎　県 宮崎市 たちばな リバティスクエアビル3F 0985-23-0007
鹿 児 島 県 鹿児島市 天文館 天文館ビル2F 099-222-6511
沖　縄　県 那覇市 久茂地 パレットくもじ1F 098-864-0368


