
【大津市】
献血推進協力団体

東洋紡(株) 総合研究所 東レ(株) 滋賀事業場 大津ライオンズクラブ

大津市役所 滋賀県庁 大津びわこ比叡ライオンズクラブ

フォレオ大津一里山 滋賀県警察本部警備部機動隊 志賀堅田ライオンズクラブ

滋賀大学教育学部 滋賀県警察本部 瀬田ライオンズクラブ

龍谷大学 ＪＡ全農しが 本所 大津赤十字看護専門学校

平和堂 和邇店 滋賀コープサービス

アル・プラザ堅田 大津市立大津市民病院

平和堂 坂本店 大津赤十字病院

びわこ成蹊スポーツ大学 ＮＴＴ西日本滋賀支店

西武 大津店 滋賀短期大学附属高等学校

東レ(株) 瀬田工場 大津警察署

(株)クリスタル光学 大津工場 コラボしが２１

堅田電機(株) 日本精工(株) 大津工場

オプテックス(株) 大津北警察署

関西電力(株) 滋賀電力所 琵琶湖大橋病院

滋賀短期大学 (株)カネカ 滋賀工場

滋賀刑務所 関西電力(株) 滋賀電力所

滋賀医科大学 瀬田工業高等学校

関西電力(株) 滋賀支社 大津商業高等学校

陸上自衛隊大津駐屯地 北大津高等学校

石山商店街振興組合 膳所高等学校

滋賀銀行 本店営業部 レーク大津農業協同組合

【草津市】
献血推進協力団体

イオンモール草津 ダイキン工業(株) 滋賀製作所 草津ライオンズクラブ

立命館大学 南部合同庁舎 草津看護専門学校

(株)暁電機製作所 中野製薬(株)

大和ハウス工業(株) 滋賀支店 アイフル(株)

ホームセンターコーナン 草津店 (株)ジーエス・ユアサテクノロジー

日東電工(株) 滋賀事業所 草津総合病院

石原産業(株) 中央研究所 ニプロ(株) 総合研究所

オムロン(株) 草津事業所 タカラバイオ(株)

パナソニック(株)アプライアンス社 光泉高等学校

草津市役所 草津電機(株)

草津警察署 ダイキン工業(株) 滋賀製作所

川重冷熱工業(株) 滋賀工場 ＪＡ草津市

ニチコン草津(株) (株)メタルテックス

(株)市金工業社 (株)きんでん

献血協力団体

掲載させていただきました。

移動採血車・献血ルームで、ご協力いただきました献血団体・献血推進団体

場所提供等を、市町別に掲載させていただきました。

献血協力団体

大東建託(株)滋賀支店・大津青年会議所・アフラック滋賀県アソシエイツ会

平成２９年度　献血協力団体・企業一覧

献血にご協力いただいた団体・企業のお名前を紹介します。

滋賀県赤十字血液センターで、直接献血にご協力いただきました団体を

ご協力ありがとうございました。



【守山市】
献血推進協力団体

旭化成(株) 守山製造所 県立総合保健専門学校 近江守山ライオンズクラブ

(株)川嶋機械 (株)三社電機製作所 滋賀工場

日本バイリーン(株) 滋賀工場 グンゼ(株) 守山工場

守山市民ホール 滋賀県立総合病院

(株)丸善 守山店 安全索道(株)

ＪＮＣファイバーズ(株) 守山工場 センコー(株) 京滋主管支店

神港精機(株) 滋賀守山工場 センコー(株) 京滋主管支店大門物流センター

東洋ビジュアルソリューションズ(株) 守山製造所 ダイハツディーゼル(株) 守山第一工場

モリーブ ダイハツディーゼル(株) 守山第二工場

守山市民病院 守山市民体育館

びわこ地球市民の森 大同塗料(株) 滋賀工場

ピエリ守山 ＪＡ おうみ冨士

平和堂　守山店 ＪＡ おうみ冨士 守山営農センター

守山市役所 ワコール流通(株)

守山警察署 おうみんち 守山本店

富士車輛(株) 東レファインケミカル(株)

近畿運輸局滋賀運輸支局 守山市福祉保健センター

(株)イマック

【栗東市】
献血推進協力団体

三菱重工工作機械(株) オイレス工業(株) 滋賀工場 栗東ライオンズクラブ

スターライト工業(株) ＪＡ栗東市 滋賀県済生会看護専門学校

宮川化成工業(株) 滋賀工場 ＪＡ全農しが　栗東事務センター

ＮＥＸＣＯ西日本(株) 関西支社滋賀高速道路事務所 (株)麗光

栗東駅前ポケットパーク ＮＴＴ栗東ビル

トヨタ部品販売滋賀共販(株) 積水ハウス(株) 関西物流センター栗東

済生会滋賀県病院 山科精器労働組合

栗東市役所 パナソニック(株)エコソリューションズ社 栗東工場

三恵工業(株) 積水化学工業(株) 滋賀栗東工場

湖南広域行政組合 国際情報高等学校

(株)イシダ 滋賀事業所 (株)リチウムエナジージャパン

 

【野洲市】
献血推進協力団体

アル・プラザ野洲 ＪＡ全農しが 野洲事務センター 野洲ライオンズクラブ

村田製作所(株) 野洲事業所 オリベスト(株)

(株)長府製作所 日本発条(株) 野洲工場

パシフィック技研(株) 近江ＯＦＴ(株)

テクノスマート(株) 滋賀工場 滋賀ダイハツ販売(株)

オムロン(株) 野洲事業所 平田機工(株) 関西工場

野洲市役所 医療法人御上会 野洲病院

(株)ヒラカワ 滋賀事業所 ＪＡおうみ冨士 野洲支店

びわ湖鮎屋の郷 ＪＡおうみ冨士 野洲営農センター

(株)金陽社 滋賀工場 三井化学アグロ(株) 農業化学研究所

(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス 野洲事業所 クオリテックファーマ(株) 滋賀工場

ザ・ビッグエクストラ 野洲店 三菱日立ツール(株)野洲工場

中国塗料(株)滋賀工場 野洲市北部合同庁舎

【湖南市】
献血推進協力団体

湖南市市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 湖南市甲西文化ホール 湖南工業団地協会

三菱自動車工場㈱ 京都製作所滋賀工場 ＤＩＣ(株)

(株)ゴーシュー 日本精工(株) 石部工場

イオンタウン湖南 (株)山崎機械製作所

(株)日本ネットワークサポート タキイ研究農場

(株)藤堂製作所 西村建設(株)

東洋ガラス(株) 滋賀工場 (株)ＵＡＣＪ金属加工

ＴＯＴＯ(株) 滋賀工場
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【甲賀市】
献血推進協力団体

サントピア水口 キョーリン製薬グループ工場㈱ 水口ライオンズクラブ

フレンドマート 甲南店 トヨタ紡織滋賀(株) 甲賀ライオンズクラブ

アル・プラザ水口 (株)日立建機ティエラ 水口青年会議所

甲賀市役所 甲賀創健館 ＮＰＯ法人甲賀ユートピアネットワーク

ＮＥＣ水口工場 甲賀市土山開発センター 水口工業団地協会

林製作所販売(株) 甲賀合同庁舎 滋賀県信用組合

ナイテック工業(株) 甲賀広域行政組合 甲賀市消防団

ピアゴ 水口店 ＪＡこうか 本所

積水化学工業(株) 滋賀水口工場 (株)椿本メイフラン

ＴＯＴＯ(株) 滋賀第二工場 湖南精工(株)

日本発条(株) 滋賀工場 水口高等学校

フレンドマート 信楽店 タカラスタンダード(株) 滋賀工場

甲賀警察署 大和リース(株) 滋賀水口デポ工場

ペガサスミン製造(株) 滋賀工場 伴谷地域市民センター

公立甲賀病院

【近江八幡市】
献血推進協力団体

シキボウ(株) 八幡工場 東海カーボン(株) 滋賀工場 近江八幡ライオンズクラブ

(株)天辻鋼球製作所 滋賀工場 近江八幡市立総合医療センター

(株)ＵＡＣＪ押出加工滋賀 (株)日吉

三菱ロジスネクスト(株) 安土工場 近江八幡市安土町総合支所

三菱ロジスネクスト(株) 滋賀工場 桐原コミュニティセンター

イオン近江八幡ショッピングセンター (株)吉野工業所 滋賀工場

ヴォーリズ記念病院 滋賀県農業大学校

ピアゴ 近江八幡店 八幡工業高等学校

近江八幡市役所 近江八幡商工会議所

近江八幡警察署 (株)ロッテ滋賀工場

(株)近江兄弟社 八幡商業高等学校

日本カーボン(株) 滋賀工場 日光精器(株)

近江八幡運動公園

【東近江市】
献血推進協力団体

西友 八日市店 東近江合同庁舎 八日市ライオンズクラブ

ピアゴ 今崎店 愛知郡広域行政組合 五個荘能登川ロータリークラブ

東近江市役所 医療法人恒仁会 近江温泉病院 能登川商工会

村田製作所(株) 八日市事業所 東近江警察署 能登川ライオンズクラブ

東近江行政組合 (株)ワンビシアーカイブズ

青葉病院 愛東マーガレットステーション

関西電力(株) 八日市営業所 (株)ティラド滋賀製作所

湖東信用金庫 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター

アズイン東近江能登川駅前 東近江市湖東支所

(株)寺嶋製作所 大塚工場 パナホーム(株) 本社工場

凸版印刷(株) エレクトロニクス 日本電気硝子(株) 能登川事業場

東近江能登川保健センター 滋賀学園高等学校

パナソニック(株)アプライアンス社 ＪＡグリーン近江 本店

(株)関西オークラ 能登川高等学校

(株)ノエビア 滋賀工場 湖東記念病院

ＪＡ滋賀蒲生町 本店 旭化成住工(株)本社・滋賀工場

【日野町】
献血推進協力団体

日野精機(株) フレンドマート 日野店 日野ライオンズクラブ

(株)ダイフク 滋賀事業所 (株)ファンケル美健 滋賀工場 日野第二工業団地企業協議会

(株)オーケーエム 東洋アルミニウム(株) 日野製作所

日野町役場 富士包装紙器(株) 日野工場

東リ物流(株) 中央物流センター

献血協力団体

献血協力団体

献血協力団体

献血協力団体



【竜王町】
献血推進協力団体

コマツキャブテック(株) 積水樹脂(株) 滋賀製造所 竜王ライオンズクラブ

竜王町公民館 積水樹脂(株) 竜王製造所

ムラテックメカトロニクス(株) 竜王町運動公園ドラゴンハット

ダイハツ工業(株) 滋賀（竜王）工場 三井アウトレットパーク 滋賀竜王

アインズ(株)

【彦根市】
献血推進協力団体

カインズホーム 彦根店 中日本高速道路(株) 彦根保全・サービスセンター 彦根ライオンズクラブ

(株)橋本建設 大東建託 彦根みずほライオンズクラブ

ビバシティ彦根 マリアージュ彦根 彦根市消防団

パナソニック(株)アプライアンス社 彦根工場 タカタ(株) 彦根製造所

滋賀県立大学 (株)平和堂本部

(株)ブリヂストン 彦根工場 廣瀬バルブ工業(株)

独立行政法人国立印刷局 彦根工場 医療法人恭昭会 彦根中央病院

滋賀大学経済学部 近江高等学校

彦根市役所 夏原工業(株)

彦根市立病院 フジテック(株) Ｂｉｇ　ｗｉｎｇ

イオンタウン彦根 友仁山崎病院

昭和電工(株) 彦根事業所 ＪＡ東びわこ

日立化成(株) 彦根事業所 彦根工業高等学校

(株)ナイキ 彦根工場 河瀬高等学校

(株)彦根ＬＩＸＩＬ製作所 西濃運輸(株) 彦根支店

彦根警察署 彦根市消防本部

(株)清水合金製作所 滋賀中央信用金庫本部

(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス 彦根事業所 フタバヤ彦根店

【愛荘町】
献血推進協力団体

立川ブラインド工業(株) 滋賀工場 平和堂　愛知川店 愛知ライオンズクラブ

ＴＢカワシマ(株) タカタ(株) 愛知川製造所

秦荘保健センター (株)コクヨ工業 滋賀

愛知川保健センター ラポール秦荘

日本電産(株) 滋賀技術センター

【豊郷町】
献血推進協力団体

豊郷病院 アキレス(株) 滋賀第二工場 公益財団法人豊郷病院附属准看護学院

ザ・ビッグ 豊郷店 豊郷町隣保館

【甲良町】
献血推進協力団体

甲良町保健福祉センター 古河ＡＳ(株)

【多賀町】
献血推進協力団体

多賀町総合福祉保健センター 積水化学工業(株) 多賀工場

ダイニック(株) 滋賀工場 キリンビール(株) 滋賀工場

(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス 多賀事業所
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【長浜市】
献血推進協力団体

長浜楽市 長浜市立湖北病院 千人献血の会

長浜キヤノン(株) 長浜赤十字病院 長浜ライオンズクラブ

兵神設備(株) 滋賀工場 長浜警察署 木之本ライオンズクラブ

(株)加貫ローラー製作所 滋賀工場 湖北合同庁舎

(株)ワコー 滋賀工場 大塚産業クリエイツ(株)

イオン長浜店 市立長浜病院

長浜市役所 湖北精工(株) 小沢工場

(株)ワコー 長浜工場 湖北精工(株) 本社工場

日本電気硝子(株) 滋賀高月事業場 湖北地域消防本部

長浜バイオ大学 平和堂 木之本店

長浜信用金庫 高橋金属(株)

ヤンマー(株) エンジン事業本部小型エンジン統括部 長浜北星高等学校

田中ホールディングス(株) 北ビワコホテルグラツィエ

三菱ケミカル(株) 長浜事業所 日軽パネルシステム(株) 滋賀工場

三菱ケミカル(株) 浅井事業所

【米原市】
献血推進協力団体

三菱ケミカル(株) 山東事業所 エクシブ琵琶湖 米原ライオンズクラブ

三友エレクトリック(株) 利高工業(株) 滋賀工場

(株)アルナ矢野特車 ヤンマー農機製造(株) 伊吹工場

米原町げんきステーション アイリスオーヤマ(株)米原工場

米原市役所 日本ソフト開発(株)

パナソニック(株)エコソリューションズ社 米原工場 ヤンマー(株) 中央研究所

アコース(株) ヤンマー(株) 小型エンジン統括部伊吹生産部

【高島市】
献血推進協力団体

高島市新旭保健センター 平和堂 今津店 高島ライオンズクラブ

平和堂 あどがわ店 寿光苑 高島市消防団

高島市安曇川公民館 高島合同庁舎

高島市民病院 医療法人 マキノ病院

陸上自衛隊今津駐屯地 高島市消防本部

高島警察署 安曇川防災センター

航空自衛隊饗庭野分屯基地
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