
３２０-８５３１ (株） とちぎテレビ,栃木県,宇都宮市,昭和,２-２－２

３２０-８５７０ (財） 宇都宮市文化会館管理公社,栃木県,宇都宮市,明保野町,７番６６号

３２０-８５２１ 医療法人 報徳会,栃木県,宇都宮市,陽南,４-６－３４

３２０-８５４３ 宇都宮市上下水道局,栃木県,宇都宮市,河原町,１－４１

３２０-８５４０ 宇都宮市役所,栃木県,宇都宮市,旭,１-１－５

３２０-８５８５ 宇都宮短期大学附属高等学校,栃木県,宇都宮市,睦町,１－３５

３２０-８５３８ 宇都宮大学教育学部附属学校,栃木県,宇都宮市,松原,１-７－３８

３２０-８５０５ 宇都宮地方裁判所,栃木県,宇都宮市,小幡,１-１－３８

３２０-８５１５ 宇都宮地方法務局,栃木県,宇都宮市,小幡,２-１－１１

３２０-８５３３ 宇都宮ビジネス電子専門学校,栃木県,宇都宮市,大寛,１-１

３２０-８５０２ ＮＨＫ 宇都宮放送局,栃木県,宇都宮市,中央,３-１－２

３２０-８６１０ (株) 足利銀行,栃木県,宇都宮市,桜,４-１番２５号

３２０-８６８８ (株) 足利銀行 宇都宮支店,栃木県,宇都宮市,馬場通り,１-１－２

３２０-８６２０ (株) 足利銀行 宇都宮中央支店,栃木県,宇都宮市,大通り,１-４番１６号

３２０-８５５０ (株) エフエム栃木,栃木県,宇都宮市,中央,１-２－１

３２０-８５２８ (株) コジマ,栃木県,宇都宮市,星が丘,２-１－８

３２０-８５１２ (株) 下野新聞アドセンター,栃木県,宇都宮市,昭和,１-８－１１

３２０-８５６０ (株) 東武宇都宮百貨店,栃木県,宇都宮市,宮園町,５－４

３２０-８６８０ (株) 栃木銀行,栃木県,宇都宮市,西,２-１番１８号

３２０-８５１７ (株) 栃木よみうり,栃木県,宇都宮市,河原町,１－４読売ビル３Ｆ

３２０-８５６６ (株) パルコ 宇都宮店,栃木県,宇都宮市,馬場通り,３-１－１

３２０-８５２５ 作新学院,栃木県,宇都宮市,一の沢,１-１－４１

３２０-８５３０ (財) とちぎ生涯学習文化財団,栃木県,宇都宮市,本町,１番８号

３２０-８５３２ 財務省 関東財務局 宇都宮財務事務所,栃木県,宇都宮市,桜,３-１－１０

３２０-８５０７ 住友生命保険 相互会社,栃木県,宇都宮市,大通り,１-４－２４

３２０-８５１４ 全国健康保険協会 栃木支部,栃木県,宇都宮市,泉町,６－２０

３２０-８５５１ 帝京大学 理工学部,栃木県,宇都宮市,豊郷台,１-１

３２０-８５１１ 東京海上日動火災保険 (株) 栃木支店,栃木県,宇都宮市,馬場通り,４-１－１

３２０-８５１０ 栃木県警察本部,栃木県,宇都宮市,塙田,１-１－２０

３２０-８５０３ とちぎ健康の森,栃木県,宇都宮市,駒生町,Jan-３７

３２０-８５７７ 栃木県社会保険診療報酬支払基金,栃木県,宇都宮市,塙田,１-３－１４

３２０-８６１８ 栃木県信用保証協会,栃木県,宇都宮市,中央,３-１番４号

３２０-８５０１ 栃木県庁,栃木県,宇都宮市,塙田,１-１－２０

３２０-８５０６ 栃木県立特別支援学校 宇都宮青葉高等学園,栃木県,宇都宮市,京町,９番３２号

３２０-８５２２ 栃木社会保険事務局,栃木県,宇都宮市,馬場通り,２-１－１

３２０-８５５５ 栃木社会保険事務局 宇都宮西社会保険事務室,栃木県,宇都宮市,下戸祭,２-１０－２０

３２０-８５８８ 栃木トヨペット (株),栃木県,宇都宮市,不動前,５-１－２６

３２０-８５２３ 栃木日産自動車販売 (株),栃木県,宇都宮市,不動前,５-１－２９

３２０-８５０８ とちぎ福祉プラザ,栃木県,宇都宮市,若草,１-１０－６

３２０-８５４１ トヨタウッドユーホーム (株),栃木県,宇都宮市,一ノ沢町,２５６-７

３２０-８５８０ 独立行政法人 国立病院機構 栃木医療センター,栃木県,宇都宮市,中戸祭,１-１０－３７

３２０-８５６４ 富士重工業 (株) 宇都宮製作所,栃木県,宇都宮市,陽南,１-１－１１

３２０-８６５５ 宇都宮 税務署,栃木県,宇都宮市,昭和,２-１－７

３２０-８６８６ (株) 下野新聞社,栃木県,宇都宮市,昭和,１-８－１１

３２０-８６０１ (株) 栃木放送,栃木県,宇都宮市,本町,１２－１１

３２０-８６６８ 商工組合 中央金庫 宇都宮支店,栃木県,宇都宮市,西,１-１－１５

３２０-８６１１ 大和証券 (株) 宇都宮支店,栃木県,宇都宮市,本町,１３－１８

３２１-８５０５ 宇都宮大学,栃木県,宇都宮市,峰町,３５０

３２１-８５８５ 宇都宮大学 工学部,栃木県,宇都宮市,陽東,７-１－２

３２１-８５５５ (株) ベルモール,栃木県,宇都宮市,陽東,６-２－１

３２１-８５０２ パナソニック コミュニケーションズ (株),栃木県,宇都宮市,平出工業団地,９-１

３２１-０１９８ 栃木県立 宇都宮工業高等学校,栃木県,宇都宮市,雀宮町,５２-

３２１-０１９５ とちぎコープ生活 協同組合,栃木県,宇都宮市,川田町,８５８

３２１-０１９４ トヨタカローラ栃木 (株),栃木県,宇都宮市,上横田町,７９８

３２１-３２９６ エム・イー・エム・シー (株),栃木県,宇都宮市,清原工業団地,１１-２

３２１-３２９２ キヤノン (株) 宇都宮光学機器事業所,栃木県,宇都宮市,清原工業団地,２-２０

３２１-３２９３ キヤノン (株) 宇都宮工場,栃木県,宇都宮市,清原工業団地,１-１９

３２１-３２９８ キヤノン (株) 光学技術研究所,栃木県,宇都宮市,清原工業団地,１０-２３

３２１-３２９５ 作新学院大学,栃木県,宇都宮市,竹下町,９０８

３２１-３２９７ マルハ (株) 宇都宮工場,栃木県,宇都宮市,清原工業団地,８-１

３２９-１１９８ (財) 栃木県環境技術協会,栃木県,宇都宮市,下岡本町,２１４５－１３

３２９-１１９４ (財) 栃木県保健衛生事業団 岡本水質食品検査所,栃木県,宇都宮市,下岡本町,２１４５－１３

３２９-１１９６ 栃木県保健環境センター,栃木県,宇都宮市,下岡本町,２１４５－１３

３２９-１１９３ 独立行政法人 国立病院機構 宇都宮病院,栃木県,宇都宮市,下岡本町,２１６０

３２６-８５１１ アキレス (株),栃木県,足利市,借宿町,６６８

３２６-８５５８ 足利工業大学,栃木県,足利市,大前町,２６８－１

３２６-８６０１ 足利市役所,栃木県,足利市,本城,３-２１４５

３２６-８５０２ 足利商工会議所,栃木県,足利市,通,３-２７５７

３２６-８６３０ 足利税務署,栃木県,足利市,伊勢町,４-１８-２

３２６-８５７２ アピタ 足利店,栃木県,足利市,朝倉町,２４５

３２６-８６１１ (株) 足利銀行 足利支店,栃木県,足利市,田中町,３１－８

３２６-８５５０ (株) 足利モール,栃木県,足利市,朝倉町,２４５－５

３２６-８５０５ (株) 開倫塾,栃木県,足利市,堀込町,１４５

３２６-８５２０ (株) コスミック出版,栃木県,足利市,葉鹿町,１２１８

３２６-８５８５ (株) 信栄,栃木県,足利市,通,４-２７９０

３２６-８５２１ (株) 電波実験社,栃木県,足利市,葉鹿町,１２１８

３２６-８５０１ (株) レンタルのニッケン,栃木県,足利市,大久保町,２８２－１

３２６-８６８６ 商工組合 中央金庫 足利支店,栃木県,足利市,通,２-２７５１

３２６-０３９５ 三和シャッター (株),栃木県,足利市,福富新町,７６８

３２６-０３９２ 両毛丸善 (株),栃木県,足利市,問屋町,１５３５－２

３２２-０６９２ 栃木市役所 西方総合支所,栃木県,栃木市,西方町本城,１-

３２３-１１９２ 栃木市役所 藤岡総合支所,栃木県,栃木市,大字藤岡町藤岡,１０２２－５

３２８-８５０１ イオン (株） ジャスコ栃木店,栃木県,栃木市,箱森町,Sep-３７

３２８-８５５５ 岩下食品 (株),栃木県,栃木市,沼和田町,５－２３

３２８-８６６８ (株) 足利銀行 栃木支店,栃木県,栃木市,倭町,１１－１

３２８-８５８８ 國學院大學栃木学園,栃木県,栃木市,平井町,６０８

３２８-８５０２ ＧＫＮドライブラインジャパン (株),栃木県,栃木市,大宮町,２３８８-

３２８-８５８６ 滝沢ハム (株),栃木県,栃木市,泉川町,５５６
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３２８-８６６６ 栃木 税務署,栃木県,栃木市,河合町,１－２９

３２８-８５５０ 栃木刑務所,栃木県,栃木市,惣社町,２４８４

３２８-８５０４ 栃木県税事務所,栃木県,栃木市,神田町,６－６

３２８-８５５８ 栃木県立学悠館高等学校,栃木県,栃木市,河合町,１２番２号

３２８-８６８６ 栃木市役所,栃木県,栃木市,万町,９番２５号

３２８-８５８５ 栃木商工会議所,栃木県,栃木市,片柳町,２-１－４６

３２８-８５３３ 栃木年金事務所,栃木県,栃木市,城内町,２００１/２/１２

３２８-８５５６ 不二ラテックス (株) 栃木工場,栃木県,栃木市,国府町,１５０

３２８-８５０３ 三井鉱山 (株) 栃木事業所,栃木県,栃木市,国府町,１

３２８-０１９２ 栃木市役所 都賀総合支所,栃木県,栃木市,都賀町家中,５９８２-１

３２９-４３９２ 栃木市役所 岩舟総合支所,栃木県,栃木市,岩舟町静,Feb-３２

３２９-４４９２ 栃木市役所 大平総合支所,栃木県,栃木市,大平町富田,５５８

３２９-４４９８ とちぎメディカルセンターしもつが,栃木県,栃木市,大平町川連,４２０－１

３２９-４４９３ 日立アプライアンス (株） 栃木空調本部,栃木県,栃木市,大平町富田,８００

３２７-８６７８ (株) 足利銀行 佐野支店,栃木県,佐野市,高砂町,２８０８-

３２７-８６０１ 佐野 税務署,栃木県,佐野市,若松町,４２５（佐野郵便局私書箱第１３号）

３２７-８５０３ 佐野県税事務所,栃木県,佐野市,堀米町,６０７

３２７-８５１１ 佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院,栃木県,佐野市,堀米町,１７２８

３２７-８５０１ 佐野市役所,栃木県,佐野市,高砂町,１

３２７-８６０３ 佐野信用金庫,栃木県,佐野市,本町,２９１０

３２７-８５３３ 佐野プレミアム・アウトレット,栃木県,佐野市,越名町,２０５８

３２７-８５５５ 佐野厄よけ大師,栃木県,佐野市,金井上町,２２３３

３２７-０１９２ 佐野日本大学中学・高等学校,栃木県,佐野市,石塚町,２５５５

３２７-０３９８ 佐野市役所 田沼庁舎,栃木県,佐野市,田沼町,９７４-１

３２７-０５９５ 佐野市役所 葛生行政センター,栃木県,佐野市,葛生東,１-１１番８号

３２７-０５９２ 吉澤石灰工業 (株),栃木県,佐野市,宮下町,７－１０

３２２-８６０３ 鹿沼 税務署,栃木県,鹿沼市,東末広町,１９３４－２４

３２２-８６０１ 鹿沼市役所,栃木県,鹿沼市,今宮町,１６８８－１

３２２-８５１１ (株) ＪＳＰ 鹿沼工場,栃木県,鹿沼市,さつき町,１７

３２２-８５８８ (株) 関口,栃木県,鹿沼市,流通センター,５８

３２２-８５５５ (株) 東京インテリア家具 本部情報商品センター,栃木県,鹿沼市,流通センター,２７

３２２-８６８８ (株) 栃の葉書房,栃木県,鹿沼市,御成橋町,１-２００５－２

３２２-８６６６ (株) ナカニシ,栃木県,鹿沼市,下日向,７００

３２２-８５５０ 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀病院,栃木県,鹿沼市,下田町,１-１０３３

３２２-８５８５ 住友電工電子ワイヤー (株),栃木県,鹿沼市,さつき町,３-３

３２２-８５０１ デクセリアルズ (株) 鹿沼事業所 第１工場,栃木県,鹿沼市,さつき町,１８

３２２-８５０３ デクセリアルズ (株) 鹿沼事業所 第３工場,栃木県,鹿沼市,上石川,１０７８

３２２-８５０２ デクセリアルズ (株) 鹿沼事業所 第２工場,栃木県,鹿沼市,さつき町,１２-３

３２２-０３９３ 鹿沼市役所 粟野支所,栃木県,鹿沼市,口粟野,８３９－２

３２１-２７９２ 栃木県酪農業協同組合・大笹牧場,栃木県,日光市,瀬尾,字大笹原３４０５

３２１-１２９２ 日光市役所,栃木県,日光市,今市本町,１

３２１-１２９３ 日本年金機構 今市年金事務所,栃木県,日光市,中央町,３－１７

３２１-１４９２ 日光市役所 日光総合支所,栃木県,日光市,中鉢石町,９９９

３２１-１４９３ 古河電工,栃木県,日光市,清滝町,５００

３２１-２４９３ ジャスコ 今市店,栃木県,日光市,豊田,Jan-７９

３２１-２４９２ 東武建設 (株),栃木県,日光市,大桑町,１３８

３２１-２５９２ 金谷ホテル観光 (株) 鬼怒川温泉ホテル,栃木県,日光市,鬼怒川温泉滝,５４５

３２１-２５９８ (株) あさやホテル,栃木県,日光市,鬼怒川温泉滝,８１３

３２１-２５９３ 獨協医科大学 日光医療センター,栃木県,日光市,高徳,６３２

３２１-２５９６ 日光市 藤原水道事務所,栃木県,日光市,藤原,１－６

３２１-２５９５ 日光市 藤原総合支所,栃木県,日光市,藤原,１

３２３-８６８６ 小山市役所,栃木県,小山市,中央町,１-１－１

３２３-８５５８ (株) 小松製作所 小山工場,栃木県,小山市,大字横倉新田,４００

３２３-８７５５ (株) ＹＳＯ．ＰＡＲＴＮＥＲ’Ｓ,栃木県,小山市,卒島,１２９１

３２３-８７５６ (株) ＹＳＯ．ＰＡＲＴＮＥＲ’Ｓ ＭＥＧＡキャンペーン,栃木県,小山市,卒島,１２９１

３２３-８６１１ 小平産業 (株),栃木県,小山市,大字稲葉郷,１３４１－１

３２３-８５６７ コマツ 栃木工場,栃木県,小山市,横倉新田,１１０

３２３-８６７８ 昭和アルミニウム (株) 小山製造所,栃木県,小山市,大字犬塚,４８０

３２３-８５８５ 白鴎大学,栃木県,小山市,大行寺,１１１７

３２３-８５８６ 白鴎大学 駅東キャンパス,栃木県,小山市,駅東通り,２-２－２

３２３-８５１１ 富士通 (株) 小山工場,栃木県,小山市,城東,３-２８－１

３２３-８６０１ 古河機械金属 (株) 小山工場,栃木県,小山市,若木町,１-２３－１５

３２１-４３９２ ＳＨＰＰジャパン 合同会社,栃木県,真岡市,鬼怒ケ丘,２-２

３２１-４３９３ 第一電子工業 (株),栃木県,真岡市,松山町,１４

３２１-４３９６ 富士ファイバーグラス (株),栃木県,真岡市,鬼怒ケ丘,６

３２１-４３９８ 真岡県税事務所,栃木県,真岡市,荒町,５１９７

３２１-４３９５ 真岡市役所,栃木県,真岡市,荒町,５１９１

３２４-８６４２ 大田原 税務署,栃木県,大田原市,紫塚,１-５－５４

３２４-８５５１ 大田原県税事務所,栃木県,大田原市,中央,１-９－９

３２４-８６４１ 大田原市役所,栃木県,大田原市,本町,１-４－１

３２４-８６２５ (株) 栃木ニコン,栃木県,大田原市,実取,７７０

３２４-８５２０ (株) 栃木ニコンプレシジョン,栃木県,大田原市,実取,７６０-

３２４-８５５０ キヤノン電子管デバイス (株),栃木県,大田原市,下石上,１３８５-

３２４-８５５０ キヤノンメディカルシステムズ (株),栃木県,大田原市,下石上,１３８５

３２４-８５０１ 国際医療福祉大学,栃木県,大田原市,北金丸,Jan-００

３２４-８５１６ 大日本塗料 (株) 那須工場,栃木県,大田原市,下石上,１３８２－１２

３２４-８６８６ 那須赤十字病院,栃木県,大田原市,中田原,１０８１-４

３２４-８５８５ 那須福祉事務所,栃木県,大田原市,中央,１-９－９

３２４-８５４０ 日本年金機構 大田原年金事務所,栃木県,大田原市,本町,１-２６９５－２２

３２４-８５５５ 富士通 (株) 那須工場,栃木県,大田原市,下石上,１３８８

３２４-８５１０ 富士電機 (株) 大田原工場,栃木県,大田原市,中田原,１０４３

３２４-０２９２ 大田原市役所 黒羽支所,栃木県,大田原市,黒羽田町,８４８

３２４-０２９３ 黒羽刑務所,栃木県,大田原市,寒井,１４６６－２

３２４-０４９２ 大田原市役所 湯津上庁舎,栃木県,大田原市,湯津上,５－１０８１

３２９-２１９３ シャープ (株) ＡＶシステム事業本部,栃木県,矢板市,早川町,１７４

３２９-２１９２ 矢板市役所,栃木県,矢板市,本町,５－４

３２９-２７９３ 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所,

３２９-２７９３ 栃木県,那須塩原市,千本松,７９９



３２９-２７９２ 那須塩原市役所 西那須野支所,栃木県,那須塩原市,あたご町,２-３

３２９-２９９２ (株) ホテルニュー塩原,栃木県,那須塩原市,塩原,７０５

３２９-２９９３ 那須塩原市役所 塩原支所,栃木県,那須塩原市,中塩原,１-２

３２９-１３９３ 氏家税務署,栃木県,さくら市,氏家,２４３１

３２９-１３９２ さくら市役所,栃木県,さくら市,氏家,２７７１

３２９-１３９５ 社団医療法人 恵生会 黒須病院,栃木県,さくら市,氏家,２６５０

３２９-１４９３ 喜連川社会復帰促進センター,栃木県,さくら市,喜連川,５５４７

３２１-０５９５ 那須烏山市 南那須庁舎,栃木県,那須烏山市,大金,２４０

３２１-０５９２ 那須南農業協同組合,栃木県,那須烏山市,熊田,２６８－２

３２１-０５９３ 矢崎部品 (株) 栃木工場,栃木県,那須烏山市,月次,５００

３２１-０６９２ 那須烏山市役所,栃木県,那須烏山市,中央,１-１－１

３２３-０１９２ ソニーエナジー・デバイス (株) 栃木事業所,栃木県,下野市,下坪山,１７２４

３２３-０１９４ デクセリアルズ (株) 栃木事業所,栃木県,下野市,下坪山,１７２４

３２９-０４９２ 下野市役所,栃木県,下野市,笹原,２６-

３２９-０４９８ 自治医科大学,栃木県,下野市,薬師寺,Jan-１１

３２９-０５９６ 医療法人社団 友志会 石橋総合病院,栃木県,下野市,下古山,１-１５番４

３２９-０５９５ グンゼ (株) 宇都宮工場,栃木県,下野市,下石橋,５２１

３２９-０５９８ 第一化成 (株),栃木県,下野市,下古山,１５４

３２９-０６９６ 上三川町役場,栃木県,河内郡上三川町,しらさぎ,１-１

３２９-０６９２ 日産自動車 (株) 栃木工場,栃木県,河内郡上三川町,大字上蒲生,２５００

３２１-４２９２ ペンタックス (株) 益子事業所,栃木県,芳賀郡益子町,大字塙,８５８-

３２１-４２９３ 益子町役場,栃木県,芳賀郡益子町,大字益子,２０３０

３２１-４２９５ 益子焼窯元共販 (株),栃木県,芳賀郡益子町,大字益子,７０６－２

３２１-３５９７ (株) モビリティランド ツインリンクもてぎ,栃木県,芳賀郡茂木町,桧山,１２０－１

３２１-３５９５ 栃木県立茂木高等高校,栃木県,芳賀郡茂木町,大字茂木,２８８

３２１-３５９８ 茂木町役場,栃木県,芳賀郡茂木町,大字茂木,１５５

３２１-３４９３ 市貝町役場,栃木県,芳賀郡市貝町,大字市塙,１６７５－１

３２１-３４９８ 花王 (株) 栃木研究所,栃木県,芳賀郡市貝町,大字赤羽,２６０６

３２１-３４９７ 花王 (株) 栃木工場,栃木県,芳賀郡市貝町,大字赤羽,２６０６

３２１-３３９８ (株) エイチワン 機種開発センター,栃木県,芳賀郡芳賀町,芳賀台,１２８－３

３２１-３３９２ 芳賀町役場,栃木県,芳賀郡芳賀町,大字祖母井,１０２０

３２１-３３９５ ホンダエンジニアリング (株),栃木県,芳賀郡芳賀町,芳賀台,６-１

３２１-０２９８ (株) バンダイ 栃木修理・配送センター

３２１-０２９８ 栃木県,下都賀郡壬生町,おもちゃのまち,５-４－６７

３２１-０２９３ 獨協医科大学,栃木県,下都賀郡壬生町,大字北小林,８８０

３２１-０２９５ 日立古河建機 (株),栃木県,下都賀郡壬生町,大字壬生,乙３４６２

３２１-０２９２ 壬生町役場,栃木県,下都賀郡壬生町,通町,１２－２２

３２９-０１９５ 野木町役場,栃木県,下都賀郡野木町,大字丸林,５７１

３２９-２２９２ 塩谷町役場,栃木県,塩谷郡塩谷町,大字玉生,７４１

３２９-１２９２ 高根沢町役場,栃木県,塩谷郡高根沢町,大字石末,２０５３

３２５-０３９２ (株) サンバレー那須,栃木県,那須郡那須町,大字湯本,２０３

３２５-０３９８ 藤和那須リゾート (株),栃木県,那須郡那須町,大字高久乙,字遅山３３７６

３２５-０３９７ 那須興業 (株),栃木県,那須郡那須町,大字高久丙,４１４－２

３２５-０３９５ 那須ビューホテル,栃木県,那須郡那須町,大字湯本,２１２

３２５-０３９３ 有限会社 南ケ丘牧場,栃木県,那須郡那須町,大字湯本,５７９

３２９-３２９２ 那須町役場,栃木県,那須郡那須町,大字寺子丙,３－１３

３２４-０５９４ (株) 吉野工業所 小川金型工場,栃木県,那須郡那珂川町,小川,３４１５

３２４-０５９３ (株) 吉野工業所 小川第二工場,栃木県,那須郡那珂川町,小川,３４１５

３２４-０５９２ (株) 吉野工業所 那須小川工場,栃木県,那須郡那珂川町,吉田,２８

３２４-０５９５ 那珂川町役場 小川支所,栃木県,那須郡那珂川町,小川,Jan-１４

３２４-０５９６ 那須小川ゴルフクラブ,栃木県,那須郡那珂川町,三輪,１２８３

３２４-０６９３ 住友金属鉱山シポレックス (株) 栃木工場,

３２４-０６９３ 栃木県,那須郡那珂川町,松野,９２３-

３２４-０６９２ 那珂川町役場,栃木県,那須郡那珂川町,馬頭,４０９




