
実施日 曜日 地域 受付時間 会場名 WEB予約

大田区
10:00～11:15

12:30～16:30
蒲田駅西口 〇

品川区
10:00～11:30

13:00～16:30
大井町駅前ロータリー 〇

板橋区
10:00～11:45

13:00～16:30
高島平団地　東武ストア前 〇

北区
9:30～11:45

13:00～16:00
UR王子五丁目団地　UR賃貸ショップ前 〇

板橋区
10:00～11:30

12:50～16:00
イオン板橋店　駅側正面口 〇

八王子市
10:00～11:45

13:00～16:00
ヤオコー八王子並木町店 〇

多摩市
10:00～11:30

13:00～16:30
多摩センター駅前 〇

足立区
10:00～12:00

13:30～16:30
東武線　西新井駅西口 〇

練馬区
10:00～12:00

13:30～16:00
光が丘公園 〇

世田谷区
10:00～11:30

13:00～16:00
世田谷公園　噴水広場 〇

練馬区
10:00～12:00

13:30～16:00
石神井公園駅中央口 〇

練馬区
10:30～12:00

13:30～16:30
練馬駅北口バスロータリー 〇

八王子市
10:00～11:45

13:00～16:00
八王子駅南口総合事務所 〇

北区
9:30～11:45

13:00～16:00
王子五丁目団地 〇

府中市
10:00～16:30

※昼中断あり
府中運転免許試験場 〇

東久留米市
10:30～11:30

13:00～16:30
イオンモール東久留米 〇

板橋区
10:00～11:30

12:50～16:00
イオン板橋店　駅側正面口 〇

板橋区 10:00～16:30 高島平団地 〇

調布市 11:30～16:00 調布駅前広場 〇

足立区
10:00～11:30

13:00～16:00
スーパーベルクス　江北店 〇

八王子市
10:00～11:45

13:00～16:00
八王子駅南口総合事務所 〇

北区
10:00～11:45

13:00～16:30
ＪＲ赤羽駅東口 〇

大田区
10:00～12:00

13:15～15:30
穴守稲荷神社 〇

大田区
10:00～11:15

12:30～16:30
蒲田駅西口 〇

東久留米市
10:30～11:30

13:00～16:30
イオンモール東久留米 〇

板橋区
10:00～11:45

13:00～16:30
高島平団地　東武ストア前 〇

目黒区
10:00～11:30

13:00～16:30
東急自由が丘駅 〇

足立区
10:00～11:30

13:00～16:30
東武線　竹ノ塚駅　東口 〇

5月1日 土

４月末からゴールデンウィーク期間にかかる献血会場について（東京都）

令和３年４月28日時点
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実施日 曜日 地域 受付時間 会場名 WEB予約

４月末からゴールデンウィーク期間にかかる献血会場について（東京都）

令和３年４月28日時点

八王子市 11:30～16:00 ぐりーんうぉーく多摩 〇

千代田区
10:00～11:00

12:15～16:30
秋葉原ＵＤＸ１階サボニウス広場 〇

品川区
10:00～11:30

13:00～16:30
東急武蔵小山駅前ロ－タリ－ 〇

墨田区
10:00～11:30

12:50～16:30
ＪＲ錦糸町駅南口 〇

府中市
10:00～16:30

※昼中断あり
府中運転免許試験場 ×

板橋区
9:30～11:45

13:00～16:00
都立浮間公園 〇

武蔵村山市
10:20～12:00

13:15～16:30
イオンモールむさし村山 〇

江戸川区
10:00～11:45

13:00～16:30
都営新宿線篠崎駅北口 〇

西多摩郡
10:00～11:45

13:00～16:00
イオンモール日の出 〇

八王子市 11:30～16:00 京王線南大沢駅 〇

品川区
10:00～11:30

13:00～16:30
大井町駅前ロータリー 〇

品川区
10:00～11:30

13:00～16:30
東急荏原中延駅 〇

板橋区
10:00～11:45

13:00～16:00
蓮根地域センターロータスホール 〇

江戸川区
10:00～11:45

13:00～16:30
東西線西葛西駅　南口 〇

荒川区
10:00～11:45

13:00～16:30
汐入公園　駐車場 〇

調布市 11:30～16:00 調布駅前広場 〇

足立区
10:00～12:00

13:30～16:30
東武線　西新井駅西口 〇

八王子市
10:00～11:30

13:00～16:30
イトーヨーカ堂八王子店 〇

八王子市 11:30～16:00 京王線南大沢駅 〇

墨田区
10:00～11:30

13:00～16:30
東武鐘ケ淵駅 〇

大田区
10:00～16:30

※昼中断あり
蒲田駅西口 〇

板橋区
10:00～11:30

13:00～15:30
さやの湯処　駐車場 〇

板橋区
10:00～11:30

12:50～16:00
イオン板橋店　駅側正面口 〇

板橋区
10:00～11:45

13:00～16:30
成増駅北口　アクト（西友）前 〇

江戸川区
10:00～11:45

13:00～16:30
行船公園 〇

江戸川区
10:00～11:45

13:00～16:30
ＪＲ小岩駅北口広場 〇

調布市 11:30～16:00 調布駅前広場 〇

5月2日 日

5月3日 月

5月4日 火



実施日 曜日 地域 受付時間 会場名 WEB予約

４月末からゴールデンウィーク期間にかかる献血会場について（東京都）

令和３年４月28日時点

世田谷区 12:00～16:30 三軒茶屋ふれあい広場 〇

台東区 11:00～15:30 浅草神社　境内 〇

多摩市 11:30～16:00 多摩センターこどもまつり 〇

板橋区
10:00～11:30

12:50～16:00
イオン板橋店　駅側正面口 〇

板橋区
10:00～11:45

13:00～16:30
成増駅北口アクト前 〇

江東区
9:30～11:30

13:00～15:30
東京都立木場公園 〇

練馬区
10:00～12:00

13:30～16:00
光が丘公園 〇

葛飾区
10:00～11:30

13:00～16:30
ＪＲ亀有駅南口 〇

調布市 11:30～16:00 調布駅前広場 〇

●実施会場については、変更となる場合があるため、血液センターホームページを

　併せてご確認ください。

●WEB予約についてこちらからお願いいたします。

⇒献血Web会員サービス ラブラッド

※予約には会員登録が必要です。

※お手持ちの献血カードがあればすぐにご登録いただけます。

https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/place/m1_03_kenbus.html
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