
＜実施スケジュール（予定）＞  
６月末までの献血実施予定を記載しています。７月以降も実施予定です。 

実施店舗リストは営業を再開した店舗を掲載しておりますが、その他の休業中の店舗も再開次第、実施予定です。 
献血実施日程は変更になる可能性がございます。各モールのホームページをご確認ください。 

 

モール名 エリア 献血実施予定（6月末まで） 

イオンモール旭川駅前 北海道 「北彩都あさひかわ献血ルーム」常設 

イオンモールつがる柏 
青森県 

6/21（日） 

イオンモール下田 5/30（土）、6/14（日）、6/28（日） 

イオンモール盛岡 
岩手県 

6/28（日） 

イオンモール盛岡南 5/31（日）、6/21（日） 

イオンモール名取 

宮城県 

5/30(土)、5/31(日)、 

6/6(土) ※、6/20(土) ※、6/21(日) ※、6/28(日)※ 

イオンモール利府 調整中 

イオンモール富谷 6/6（土）、6/14（日）、6/20（土） 

イオンモール石巻 5/30（土）、5/31（日）、6/27（土） 

イオンモール秋田 
秋田県 

6/7（日） 

イオンモール大曲 6/21（日） 

イオンモール天童 

山形県 

6/6（土）、6/7（日）、6/21（日）※、6/27（日）※ 

イオンモール山形南 6/13（土） 

イオンモール三川 6/6（土）、6/27（土） 

イオンモール水戸内原 

茨城県 

6/9（火）、6/28（日） 

イオンモールつくば 調整中 

イオンモール下妻 5/1（金）実施済み、5/12（火）実施済み 

イオンモール土浦 5/29（金）、6/12（金）※ 

イオンモール小山 
栃木県 

5/24（日）、6/14（日）、6/28（日） 

イオンモール佐野新都市 6/7（日）、6/21（日） 

イオンモール太田 
群馬県 

6/20（土） 

イオンモール高崎 5/31（日）、6/14（日）、6/21（日）、6/28（日） 

イオンモール川口前川 

埼玉県 

6/12（金）、6/28（日） 

イオンモール羽生 
5/28（木）、6/7（日）、6/10（水）、6/14（日）、6/17（水）、

6/20（土）、6/25（木）、6/28（日） 

イオンモール春日部 6/14（日）、6/22（月）、6/28（日） 

イオンモール与野 6/3（水）、6/20（土） 

イオンモール浦和美園 6/13（土） 

 

 

 

 

 



 

イオンモール富津 

千葉県 

5/31（日）、6/13（土） 

イオンモール成田 
5/31（日）、6/9（火）、6/10（水）、6/20（土）、6/21（日）、

6/28（日） 

イオンモール千葉ニュータウン 5/30（土）、6/6（土）、6/14（日）、6/27（土） 

イオンモール木更津 6/11（木）、6/12（金）、6/20（土）、6/21（日） 

イオンモール津田沼 5/31（日）、6月は調整中 

イオンモール八千代緑が丘 6/3（水）、6/14（日） 

イオンモール柏 調整中 

イオンモール銚子 6/7（日） 

イオンモール船橋 調整中 

イオンモール新発田 
新潟県 

6/7（日） 

イオンモール新潟南 5/29(金)、6/3（水)、6/13（土) 

イオンモール高岡 
富山県 

6/6（土）※、6/21（日）※、6/27（土）※ 

イオンモールとなみ 4/29（水）実施済み 

イオンモールかほく 
石川県 

6/7（日）※ 

イオンモール新小松 6/21（日）※ 

イオンモール甲府昭和 山梨県 6/6(土)、6/7(日)、6/14（日）、6/21（日）、6/28（日） 

イオンモール佐久平 
長野県 

6/28(日)、6/14(日)※ 

イオンモール松本 6/13（土）、6/14（日） 

イオンモール大垣 

岐阜県 

5/30（土）、5/31（日）、6/20（土） 

イオンモール各務原 

5/30（土）、5/31（日）、 

6/13（土）※、6/14（日）※、6/20（土）※、6/27（土）※、

6/28（日）※ 

イオンモール浜松志都呂 

静岡県 

5/31（日）、6/7（日）、6/21（日） 

イオンモール富士宮 5/31（日） 

イオンモール浜松市野 6/7(日) 、6/28(日) 

イオンモール岡崎 

愛知県 

6/28（日） 

イオンモール東浦 5/30(土)、6/14(日)、6/27(土) 

イオンモール木曽川 6/7(日)、6/20(土)、6/21(日)、6/27(土) 

イオンモール新瑞橋 5/10（日）実施済み 

イオンモール名古屋茶屋 調整中 

イオンモール常滑 
5/30（土）、6/6（土）※、6/13（土）※、6/21（日）※、

6/27（土）※ 

イオンモール長久手 6/13（土）、6/14（日）※ 

イオンモール名古屋みなと 調整中 

イオンモール熱田 5/26（火）、5/30（土） 

イオンモール扶桑 6/2(火) 、6/23(火) 

イオンモールナゴヤドーム前 調整中 

イオンモール大高 調整中 

ｍozoワンダーシティ 6/5(金）※、6/13(土）※、6/20(土）※、6/21(日）※  



 

   

イオンモール鈴鹿 

三重県 

5/30（土） 

イオンモール東員 調整中 

イオンモール四日市北 調整中 

イオンモール明和 調整中 

イオンモール桑名 5/31（日） 

イオンモール津南 
5/31（日）、6/14（日）、6/21（日）、 

6/7（日）※、6/28（日）※ 

イオンモール草津 滋賀県 6/7（日)、6/14（日）、6/21（日）  

イオンモール京都五条 

京都府 

5/30（土）、6/21（日）、 

6/2（火）※、6/6（土）※、6/9（火）※、6/20（土）※ 

イオンモール KYOTO 6/4（木）、6/20（土） 

イオンモール京都桂川 

5/30（土）、5/31（日）、 

6/6（土）※、6/7（日）※、6/13（土）※、6/14（日）※、

6/20（土）※、6/21（日）※、6/27（土）※、6/28（日）※ 

イオンモール久御山 6/7（日） 

イオンモール高の原 5/23（土）実施済み 

イオンモール堺北花田 

大阪府 

5/30（土）、5/31（日）、6/6（土）、6/7（日） 

イオンモールりんくう泉南 5/30（土)、5/31（日)、6/20(土）※、6/21(日）※ 

イオンモール鶴見緑地 6/2（火)、6/3（水)、6/14（日) 

イオンモール四條畷 5/30（土）、6/7（日）、6/30（火） 

イオンモール堺鉄砲町 
6/2（火）、6/9（火）、6/16（火）、6/21（日）、6/23（火）、

6/27（土）、6/28（日）、6/30（火） 

イオンモール日根野 調整中 

イオンモール大日 6/21（日）※ 

イオンモール茨木 5/30（土）、6/6（土）※、6/9（火）※、6/30（火）※ 

イオン藤井寺ショッピングセンター 6/4(木)、6/5(金)、6/20(土)、6/29(月)、6/30(火) 

イオンモール伊丹 

兵庫県 

5/24(日)実施済み 

イオンモール神戸北 5/31（日） 

イオンモール姫路リバーシティー 調整中 

イオンモール猪名川 5/16（土）実施済み 

イオンモール姫路大津 5/24（日）実施済み 

イオンモール加西北条 5/9（土）実施済み 

イオンモール伊丹昆陽 5/24（日）実施済み 

イオンモール橿原 

奈良県 

5/29（金)、5/31（日)、 

6/1（月）、6/5（金）、6/6（土）、6/7（日）、6/8（月）、 

6/13（土）、6/14（日）、6/20（土）、6/21（日）、6/28（日） 

イオンモール大和郡山 5/30（土）、6/2（火）、6/27（土） 

イオンモール奈良登美ヶ丘 6/4（木）、6/7（日） 

イオンモール和歌山 和歌山県 5/31（日）、6/7（日）、6/28（日） 

 



 

イオンモール日吉津 
鳥取県 

「献血ルームひえづ」常設 

イオンモール鳥取北 6/7（日） 

イオンモール出雲 島根県 6/14（日） 

イオンモール倉敷 
岡山県 

6/6（土）、6/7（日）、6/13（土）、6/14（日）、6/20（土）、

6/21（日）、6/27（土）、6/28（日） 

イオンモール津山 5/31（日）、6/14（日） 

イオンモール広島府中 

広島県 

5/31（日）、6/7（日）、6/20（土） 

イオンモール広島祇園 5/17（日）実施済み 

THE OUTLETS HIROSHIMA 調整中 

イオンモール徳島 徳島県 5/20（水）実施済み 

イオンモール高松 
香川県 

4/29（水）実施済み 

イオンモール綾川 調整中 

イオンモール新居浜 
愛媛県 

調整中 

イオンモール今治新都市 5/31（日）、6/7（日）、6/13（土） 

イオンモール高知 高知県 5/31（日）、6/7（日）、6/14（日）、6/21（日） 

イオンモール福岡 

福岡県 

6/6（土） 

イオンモール直方 6/2（火）、6/3（水）、6/8（月）、6/15（月） 

イオンモール筑紫野 5/31（日）、6/13（土）、6/14（日）、 

イオンモール大牟田 5/31（日） 

イオンモール福津 調整中 

イオンモール八幡東 6/21（日） 

イオンモール宇城 
熊本県 

調整中 

イオンモール熊本 5/17（日）実施済み 

イオンモール三光 大分県 5/31（日）、6/21（日）※ 

イオンモール宮崎 
宮崎県 

5/31（日） 

イオンモール都城駅前 5/31（日）、6/21（日）※、6/28（日）※ 

イオンモール沖縄ライカム 沖縄県 5/31（日） 

 

※印がついているものは日程を調整中です。 

献血実施日程については、各モールのホームページをご確認ください。 

５月２８日営業再開モールについては、再開後順次献血実施予定です。 

 


