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No. 施設名 住所 電話番号 施設内設置場所 ＡＥＤ利用可能曜日 ＡＥＤ利用可能時間
小児用
パッド

機種

1 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 １F総合案内付近
月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く）
閉館日以外の土日及び祝休日

7:30～21:30
9:45～21:30

有 フィリップス　ハートスタートHS1

2 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 １５F展望フロア
月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く）
閉館日以外の土日及び祝休日

7:30～21:30
9:45～21:30

有 フィリップス　ハートスタートFRx

3 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 昭和館正面玄関
月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く）
閉館日以外の土日及び祝休日

8:30～17:15（平日）
10:00～17:15（土日祝日）

有 フィリップス　ハートスタートFRx

4 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 議会棟受付付近 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 7:30～18:00 有 フィリップス　ハートスタートFRx
5 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 南館１Fロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 7:30～18:00 有 フィリップス　ハートスタートFR2+
6 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 研修館３Fロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 7:30～18:00 無 フィリップス　ハートスタートFR2+

7 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 北第２別館（NPOセンター２階交流広場） 火～日曜日（祝日、年末年始及び臨時休館日を除く。）
火～金曜日　9:30～19:00
土・日曜日　9:30～17:00

無 フィリップス　ハートスタートHS1

8 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-2189 北別館 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 7:30～18:00 有 フィリップス　ハートスタートHS1
9 栃木県本庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-623-3157 ９Ｆ秘書室入口 月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く） 7:30～18:00 有 フィリップス　ハートスタートＦＲx
10 栃木県公館 宇都宮市昭和１－１－３８ 028-623-2189 玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリップス　ハートスタートHS1
11 栃木県職員会館ニューみくら 宇都宮市昭和１－３－６ 028-622-1093 １Ｆエレベーター脇 月～土曜日（年末年始を除く） 7:00～21:00 兼用 日本光電AED２１００
12 河内庁舎 宇都宮市竹林町１０３０－２ 028-626-3002 本館１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 兼用 フィリップス　ハートスタートFRx
13 自動車税事務所 宇都宮市八千代１－５－１０ 028-658-5521 ２Ｆ玄関ロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 兼用 日本光電工業㈱AED-2100

14 美術館 宇都宮市桜４－２－７ 028-621-3566 企画展示正面入り口奥救護室内
火～日曜日（祝・休日の翌日、年末年始及び展示替期間
等の休館日を除く）

9:30～17:00 有 HEART START FRX+

15 博物館 宇都宮市睦町２－２ 028-634-1311 エントランス受付傍
火～日曜日（祝休日の翌日、年末年始及び燻蒸期間中
の休館日を除く）

9:30～17:00 有 日本光電　AED-2100

16 総合文化センター 宇都宮市本町１－８ 028-643-1000
ギャラリー棟１Ｆ事務所内（施設利用受付
カウンター付近）

月～日曜日（12/30～1/1を除く）
8:30～19:00（※夜間の催し物がある場
合、催し物終了時間まで利用可能）

有 日本光電工業(株)製AED-2100V

17 総合文化センター 宇都宮市本町１－８ 028-643-1000 メインホール楽屋通路 月～日曜日（12/30～1/1を除く）
8:30～19:00（※夜間の催し物がある場
合、催し物終了時間まで利用可能）

有 フィリップスハートスタートＭ５０６６Ａ

18 総合文化センター 宇都宮市本町１－８ 028-643-1000 ギャラリー棟３Ｆエレベーターホール 月～日曜日（12/30～1/1を除く）
8:30～19:00（※夜間の催し物がある場
合、催し物終了時間まで利用可能）

有 フィリップスハートスタートＭ５０６６Ａ

19 総合文化センター 宇都宮市本町１－８ 028-643-1000 ホール棟エントランスホール 月～日曜日（12/30～1/1を除く）
8:30～19:00（※夜間の催し物がある場
合、催し物終了時間まで利用可能）

有 日本光電工業(株)製AED-2100V

20 消防学校（防災館） 宇都宮市中里町２４８ 028-674-4843 防災館入り口ロビー付近

開館日
◆防災館休館日◆
・毎週月曜日（祝日又は県民の日の場合にはその翌日）
・年末年始（12月28日～1月4日）

9:30～16:30 無 HEART START FRX

21 消防学校 宇都宮市中里町２４８ 028-674-4841 本館玄関窓口 月～金（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無
日本光電工業（株）
ＡＥＤ－２１００

22 とちぎ男女共同参画センター 宇都宮市野沢町４－１ 028-665-7700 南館１Ｆ受付付近 火～日曜日（祝休日及び年末年始を除く）
火～土曜日　9:00～21:00
日曜日　　　　9:00～17:00

有 フィリップス　ＦＲ２

23 とちぎ青少年ｾﾝﾀｰ 宇都宮市駒生１－１－６ 028-624-2203 １Ｆエントランスエレベーター横 月曜日～日曜日（年中無休） 8:30～22:00（宿泊者は２４時間利用可 有 フィリップス　ハートスタートＦＲ２＋
24 保健環境センター 宇都宮市下岡本町２１４５－１３ 028-673-9070 １ＦＰＲ展示ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタートＦＲx
25 衛生福祉大学校 宇都宮市陽南４－２－１ 028-658-8521 本館１階エレベーターホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ FRx

26 とちぎ健康の森 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-623-5858 総合受付付近 年末年始及び電気設備精密点検日を除く毎日
8：30～21:30（日、月、祝日、祝日の翌平
日第4火曜日は17：30）

有 日本光電工業㈱AED-2100

27 とちぎ健康づくりセンター 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-623-5858 とちぎ健康づくりセンター受付付近 年末年始及び電気設備精密点検日を除く毎日
8：30～21:30（日、月、祝日、祝日の翌平
日第4火曜日は17：30）

有 日本光電工業㈱AED-2100

28 とちぎ福祉プラザ 宇都宮市若草１－１０－６ 028-621-2940 １F受付付近
国民の祝日に関する法律に定める休日（日曜日又は土
曜日を除く。）、毎月第１日曜日及び１２月２９日から１月３
日を除く毎日

日曜以外：9:00～21:00
日曜：9:00～17:00

有 ライフパックCRPlus

29 障害者スポーツセンター 宇都宮市若草１－１０－６ 028-678-6677 １F受付付近
毎週月曜日（月曜日が祝日にあたるときはその翌日）及
び１２月２９日から１月３日を除く毎日

9:00～21:00 有 ＡＥＤ－2150シリーズカルジオライフ

30 岡本台病院 宇都宮市下岡本町２１６２ 028-673-2211 外来待合室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップ社製　ハートスタートHS-1
31 岡本台病院 宇都宮市下岡本町２１６２ 028-673-2211 第１病棟ナースステーション 常時 常時 無 フィリップ社製　ハートスタートHS-1
32 岡本台病院 宇都宮市下岡本町２１６２ 028-673-2211 第２病棟ナースステーション 常時 常時 無 日本光電AED-2100
33 岡本台病院 宇都宮市下岡本町２１６２ 028-673-2211 第５病棟ナースステーション 常時 常時 無 日本光電AED-2100
34 岡本台病院 宇都宮市下岡本町２１６２ 028-673-2211 第７病棟ナースステーション 常時 常時 無 日本光電AED-2100
35 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 本館1階外来受付総合案内モニター脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
36 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 本館1階画像診断受付脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
37 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 本館３階エレベーターホール 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
38 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 本館４階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
39 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 本館５階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
40 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 本館６階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
41 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 本館地下１階階段脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
42 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 新館１階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
43 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 新館２階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
44 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 新館３階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
45 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 新館４階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
46 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 新館５階ナースステーション脇 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
47 がんセンター 宇都宮市陽南４－９－３ 028-658-5894 新館６階ロビー 常時 常時 有 日本光電　AED-2100
48 栃木県立リハビリテーションセンター 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-623-6101 南館２F言語聴覚療法室前 月～金曜日 8：30～17：15 無 フィリップス　ハートスタートFR2+
49 栃木県立リハビリテーションセンター 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-623-6101 １Ｆ玄関ホール 月～日曜日 8：30～17：15 無 フィリップス　ハートスタートFR2+

県施設におけるＡＥＤ設置場所一覧（平成３０（２０１８）年４月１日現在）
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50 栃木県立リハビリテーションセンター 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-623-6101 南館１Ｆ医務室前 月～日曜日 8：30～17：15 無 フィリップス　ハートスタートFR2+

51 障害者総合相談所 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-623-6101 １Ｆ玄関ホール 月～日曜日
月～金曜日8：30～20：00
祝休日及び年末年始10：00～20：00

無 フィリップス　ハートスタートFR2+

52 駒生園 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-623-6101 １Ｆ医務室前 月～日曜日 8:30～19：00 無 フィリップス　ハートスタートFR2+
53 精神保健福祉センター 宇都宮市下岡本町２１４５－１３ 028-673-8785 玄関ロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリップス　ハートスタートＦＲx

54 シルバー大学校　中央校
宇都宮市駒生町３３３７－１
とちぎ健康の森内

028-643-3390 ２F事務室付近 年末年始を除く
8：30～21:30
（日、月、祝日、祝日の翌日、
第4火曜日は17：30）

有 日本光電　AED-２１００

55 とちぎ歯の健康センター 宇都宮市一の沢２－２ー５ 028-648-6480 診療所診察室内 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 9:00～17:00 無 フクダ電子　ハートスタートHS1＋
56 中央児童相談所 宇都宮市野沢町４－１ 028-665-7830 一時保護所玄関ホール正面 常時 6:30～22:00 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1＋

57 子ども総合科学館 宇都宮市西川田町５６７ 028-659-5555 受付前

開館日
◆子ども科学館休館日◆
　・毎週月曜日（祝日・県民の日を除く）
　・毎月第４木曜日（３月、７月、８月及び祝日を除く）
　・祝日の翌日（土曜・日曜の場合を除く）
　・年末年始（１２月２８日～１月４日）
　・臨時休館日

9：30～16：30 有 日本光電 AED-2100

58 子ども総合科学館 宇都宮市西川田町５６７ 028-659-5555 屋外管理棟

開館日
◆子ども科学館休館日◆
　・毎週月曜日（祝日・県民の日を除く）
　・毎月第４木曜日（３月、７月、８月及び祝日を除く）
　・祝日の翌日（土曜・日曜の場合を除く）
　・年末年始（１２月２８日～１月４日）
　・臨時休館日

9：30～16：30 有 日本光電 AED-2150

59 動物愛護指導センター 宇都宮市今宮４－７－８ 028-684-5458 愛護館玄関ホール

開館日
◆動物愛護指導センター休館日◆
　・月曜日（祝日・県民の日を除く）
　・祝日の翌日（土曜・日曜の場合を除く）
　・年末年始
　・臨時休館日

１０：００～１６：００ 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ﾊｰﾄｽﾀｰﾄＦＲｘ

60 栃木県産業会館 宇都宮市中央３－１－４ 028-636-6151 １階ロビー 月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く) 8:30～17:30 有 日本光電AED-2100
61 栃木県産業会館 宇都宮市中央３－１－４ 028-636-6151 ５階エレベーターホール 月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く) 8:30～17:30 有 日本光電AED-3100

62
とちぎ産業創造プラザ
（産業技術センター）

宇都宮市ゆいの杜１－５－２０ 028-670-3395 エントランスホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 ハートスタートＦＲｘ

63 宇都宮産業展示館 宇都宮市元今泉６－１－３７ 028-664-2266 １階メインホールトイレ入口付近 月～日曜日（年末年始及び臨時休館日を除く） 8:30～17:30 有 フィリップスＭ３８６１Ａ
64 とちぎ国際交流センター 宇都宮市本町９－１４ 028-621-0777 玄関ロビー 火～土曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フクダ電子　ハートスタートFRX
65 県央産業技術専門校 宇都宮市平出工業団地４８－４ 028-689-6374 本館１Ｆ職員室脇廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタートＦRx
66 農業試験場 本場 宇都宮市瓦谷町１０８０ 028-665-1241 １Ｆ管理課前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０
67 農業大学校 宇都宮市上籠谷町１１４５－１ 028-667-0711 本館玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタートＦＲX
68 （公財）栃木県農業振興公社 宇都宮市一の沢２－２－１３ 028-648-9511 玄関ロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリップス　ハートスタートＦＲX

69 栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田４－１－１ 028-659-1201 管理事務所窓口 毎日（年間を通じて閉所日無し）
8:30～18:30(10月～2月は17:30まで）

有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０

70 栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田４－１－１ 028-659-1201
管理事務所窓口
（大会主催者貸出用）

毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:30～18:30(10月～2月は17:30まで） 有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０

71 栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田４－１－１ 028-659-1201
サッカー競技場更衣室
（現在、工事中のため管理事務所で保管）

大会開催時（大会開催時以外は施錠）
大会開催時のみ
8:30～18:00(10月～2月は17:00まで）

有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０

72 栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田４－１－１ 028-659-1201 陸上競技場玄関 大会開催時（大会開催時以外は施錠）
大会開催時のみ
8:30～18:00(10月～2月は17:00まで）

有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０

73 栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田４－１－１ 028-659-0099 トレーニングセンター玄関 毎日（第１火曜日・12/29～1/3除く） 8:30～21:00 有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０
74 栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田４－１－１ 028-659-1201 テニスクラブハウス玄関 毎日（12/29～1/1除く） 8:30～18:00(10～2月は17:00まで) 有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０

75 栃木県総合運動公園 宇都宮市西川田４－１－１ 028-659-1332 とちのきファミリーランド
水～月曜日（12/29～1/1除く）
※3/20～5/31、7/20～8/31、10/1～10/31は火曜日も利
用可

9:30～17:00(11月～2月は10:00～16:30) 無 株式会社CU　CU-SP1

76 栃木県中央公園 宇都宮市睦町２－５０ 028-636-1491 管理事務所内 毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:30～18:00 有 PHILIPS HEARTSTART HS1
77 鬼怒グリーンパーク白沢管理所 宇都宮市白沢1006-6 028-671-4440 管理事務所内 毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:00～18:00(10～3月は17:30まで) 有 日本光電　ＡＥＤ－２１５０
78 栃木県下水道資源化工場 宇都宮市茂原町768 0285-51-1820 管理棟１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＨＳ１　Ｇ2005

79 本町合同ビル 宇都宮市本町３－９ 028-623-3838 １Ｆエントランス入口側 月～土曜日（祝日を除く）
平日　7:30～19:00
土曜日　10:00～17:00

兼用 フィリップス　ハートスタートHS1＋

80 総合教育センター 宇都宮市瓦谷町１０７０ 028-665-7200 正面玄関 毎日（祝休日、第３日曜及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 PHILIPSハートスタートHS1+

81 県立図書館 宇都宮市塙田１－３－２３ 028-622-5111 ２Ｆ階段前
火～日曜日
（第４木曜日、特別整理期間及び年末年始の休館日を除

9:00～19:00(土日祝は9:00～17:00) 有 フィリップス社　ハートスタート　HS1

82 県体育館（本館） 宇都宮市中戸祭１－６－３ 028-622-4201 正面入口左側 月～日曜日（休場日及び年末年始を除く） 9:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
83 県体育館（プール館） 宇都宮市中戸祭１－６－３ 028-622-4203 ２Fプール監視室付近 月～日曜日（休場日及び年末年始を除く） 9:00～21:00(日曜日のみ17：00まで) 有 フィジオコントロールジャパン（株）
84 県体育館（別館） 宇都宮市中戸祭１－６－３ 028-622-4201 別館１Ｆ玄関 月～日曜日（休場日及び年末年始を除く） 9:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
85 県体育館（武道館） 宇都宮市中戸祭１－６－３ 028-622-4201 武道館１Ｆ事務室横 月～日曜日（休場日及び年末年始を除く） 9:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
86 県体育館分館 宇都宮市今宮４－７－３８ 028-664-3002 事務室横 月～日曜日（年末年始を除く） 9:00～21:00 無 フィリップス社製
87 グリーンスタジアム 宇都宮市清原工業団地３２ 028-667-0962 正面玄関 月～日曜日（休場日及び年末年始を除く） 9:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
88 グリーンスタジアム 宇都宮市清原工業団地３２ 028-667-0962 医務室 月～日曜日（休場日及び年末年始を除く） 9:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
89 グリーンスタジアム 宇都宮市清原工業団地３２ 028-667-0962 メインスタンド出入口　階段 月～日曜日（休場日及び年末年始を除く） 9:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄSMART
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90 宇都宮高等学校 宇都宮市滝の原３－５－７０ 028-633-1426 本館玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:10～16:40 無 フィリップス　ハートスタートＦＲＸ
91 宇都宮高等学校 宇都宮市滝の原３－５－７０ 028-633-1426 東体育館玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:10～16:40 無 フィリップス　ハートスタートＦＲＸ
92 宇都宮東高等学校 宇都宮市石井町３３６０－１ 028-656-1311 北体育館玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 有 ハートスタート　ＨＳ１
93 宇都宮東高等学校 宇都宮市石井町3360-1 028-656-1311 中学校保健室となり 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 有 ハートスタート　ＨＳ１
94 宇都宮南高等学校 宇都宮市東谷町６６０－１ 028-653-2081 第一体育館入り口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 ハートスタート　ＨＳ１＋
95 宇都宮北高等学校 宇都宮市岩曽町６０６ 028-663-1311 管理棟１Ｆ保健室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 有 フィリップスハートスタートHS1
96 宇都宮清陵高等学校 宇都宮市竹下町908-3 028-667-6251 保健室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 有 フィリップスハートスタートHS1
97 宇都宮女子高等学校 宇都宮市操町５－１９ 028-633-2315 第２体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 有 ハートスタートＨＳ１
98 宇都宮女子高等学校 宇都宮市操町５－１９ 028-633-2315 南棟生徒昇降口前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップスハートスタートＦＲx
99 宇都宮中央女子高等学校 宇都宮市若草２－２－４６ 028-622-1766 校舎本館玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 Ph　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1+
100 宇都宮中央女子高等学校 宇都宮市若草２－２－４６ 028-622-1766 第一体育館教員室内 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 Ph　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRx
101 宇都宮白楊高等学校 宇都宮市元今泉８－１ 028-661-1525 管理棟保健室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップスハートスタートHS1+
102 宇都宮白楊高等学校 高根沢町上高根沢５９０４ ０２８－６７５－０２７１ 宇都宮白楊高等学校高根沢農場管理棟 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップスハートスタートHS1+
103 宇都宮工業高等学校 宇都宮市雀宮町52 028-678-6500 管理特別教室棟1F教職員昇降口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～22:00 有 フィリップスハートスタートHS1
104 宇都宮商業高校 宇都宮市大曽3-1-46 028-622-0488 保健室前 月～金（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～22:00 無 フィリップスハートスタートHS1+
105 盲学校 宇都宮市福岡町１２９７ 028-652-2331 管理棟正面玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 ハートスタート HS1
106 聾学校 宇都宮市若草２－３－４８ 028-622-3910 寄宿舎舎監室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 フィリップスハートスタートＨＳ１
107 聾学校 宇都宮市若草２－３－４８ 028-622-3910 職員室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 フィリップスハートスタートＨＳ１＋
108 のざわ特別支援学校 宇都宮市岩曽町１１７７－２ 028-689-2655 昇降口職員室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 ハートスタート HS1
109 わかくさ特別支援学校 宇都宮市駒生町３３３７－１ 028-622-3650 ２Ｆ保健室前エレベーターホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 有 フィリップス　ハートスタートＦＲ２+
110 富屋特別支援学校 宇都宮市徳次郎町３９－１ 028-665-2281 保健室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 兼用 日本光電　ＡＥＤ２１００
111 岡本特別支援学校 宇都宮市下岡本町2160 028-673-3456 管理棟生徒昇降口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップスハートスタートＨＳ１
112 宇都宮青葉高等学園 宇都宮市京町９－３２ 028-639-2080 生徒昇降口ﾎｰﾙ 月から金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 ﾌｨｼﾞｫｺﾝﾄﾛｰﾙ、ライフパックCRPlus
113 警察本部庁舎 宇都宮市塙田１－１－２０ 028-621-0110 １Ｆ正面玄関エントランスホール 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
114 警察学校 宇都宮市若草町２－３－７６ 028-622-3245 １Ｆ玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 6:00～21:00 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
115 宇都宮中央警察署 宇都宮市下戸祭１－１－６ 028-623-0110 １Ｆロビー 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
116 宇都宮東警察署 宇都宮市今泉町２９９６－２ 028-662-0110 １Ｆロビー 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
117 宇都宮南警察署 宇都宮市みどり野１－８ 028-653-0110 １Ｆロビー 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
118 栃木県警察機動センター 宇都宮市野沢町４－２ 028-665-8620 １Ｆ玄関ロビー 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
119 上都賀庁舎 鹿沼市今宮町１６６４－１ 0289-62-6203 １Ｆ玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリップス　ハートスタートFR2+
120 21世紀林業創造の森 鹿沼市入粟野１５１２ 0289-86-1121 ロビー ４月～１１月までの月～金曜日（祝休日及び年末年始を 8:30～17:15 無 フィリップハートスタートＦＲ２+
121 鹿沼高等学校 鹿沼市万町９６０ 0289-62-5115 職員室、保健室前付近の廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 フィリップスハートスタートHS1
122 鹿沼東高等学校 鹿沼市千渡２０５０ 0289-62-7051 職員室前付近の廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8：20～16：50 無 フィリップスハートスタートHS1+
123 鹿沼東高等学校 鹿沼市千渡２０５０ 0289-62-7051 第一体育館入口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8：20～16：50 無 フィリップスハートスタートHS1
124 鹿沼南高等学校 鹿沼市みなみ町8-73 0289-75-2231 体育館準備室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8：20～16：50 無 ﾌｲﾘｯﾌﾟｽ ハートｽﾀｰﾄＨS1
125 鹿沼南高等学校 鹿沼市みなみ町8-73 0289-75-2231 保健室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8：20～16：50 無 ﾌｲﾘｯﾌﾟｽ ハートｽﾀｰﾄHS１
126 鹿沼商工高等学校 鹿沼市花岡町180-1 ０２８９－６２－４１８８ 体育館兼講堂入り口 月～金曜日 8:15～16：45 無 フィリップスハートスタートＨＳ１＋
127 富屋特別支援学校鹿沼分校 鹿沼市日吉町５２１－６ 0289-63-5111 １Ｆ玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 フィリップスハートスタート　ＨＳ１＋
128 元粟野高校 鹿沼市口粟野1730 028-623-3364 体育館内 施設使用日 施設使用時間 有 フィリップス社  ハートスタートFRX
129 高速隊 鹿沼市茂呂２４－１ 0289-76-2856 １Ｆ事務室通路入り口 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
130 運転免許センター 鹿沼市下石川６８１ 0289-76-0110 １Ｆ階段横 月～金・日曜日（土・祝日及び年末年始を除く） 8:00～18:00 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
131 鹿沼警察署 鹿沼市上殿町１０００ー５ 0289-62-0110 庁舎１Ｆロビー 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX

132 日光自然博物館 日光市中宮祠２４８０－１ 0288-55-0880 １Ｆエントランス

・火～日曜日
（月曜日は休館。ただし月曜日が祝日の場合は翌日）
・6/1～10/31は休館日なし
・12/29～1/3は休館

・9:00～17:00
（ただし11/11～3/31は10:00～16：00）

有 フィリップス　ハートスタートHS1+

133 赤沼自然情報センター 日光市中宮祠２４７８ 0288-55-0672 展示スペース(カウンター付近）

・4/26～11/30の火～日曜日
（月曜日は休館。ただし月曜日が祝日の場合は翌日が休
館日）
・6/1～10/31は休館日なし
・12/1～4/25は休館

・9:00～16:00
有 フィリップス　ハートスタートHS1+

134 イタリア大使館別荘記念公園 日光市中宮祠2482 0288-55-0880
(日光自然博物館)

本館事務室

・4/1～11/30の火～日曜日
（月曜日は休館。但し月曜日が祝日の場合は翌日が休
館）
・6/1～10/31は休館日なし
・12/1～3/31は休館

・9:00～16:00
（ただし5/1～11/10は9:00～17:00）

無 ハートスタートFRｘ

135 英国大使館別荘記念公園 日光市中宮祠2482 0288-55-0880
(日光自然博物館)

事務室

・4/1～11/30の火～日曜日
（月曜日は休館。但し月曜日が祝日の場合は翌日が休
館）
・6/1～10/31は休館日なし
・12/1～3/31は休館

・9:00～16:00
（ただし5/1～11/10は9:00～17:00）

無 フィリップス　ハートスタートHS1+

136 今市健康福祉センター 日光市瀬川５１－８ 0288-21-1066 玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＦＲＸ
137 日光土木事務所 日光市萩垣面２３９０－７ 0288-53-1211 １Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタートFRX

138 日光田母沢御用邸記念公園 日光市本町８－２７ 0288-53-6767 管理事務所内
水～月曜日（12/29～1/1除く）
※4/15～5/31、8/13～16、10/1～11/30、1/2～5期間中
の火曜日も利用可

9:00～17:00 無 株式会社CU　CU-SP1

139 日光だいや川公園 日光市瀬川８４４ 0288-23-0111 管理事務所内 毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:30～18:30(10～3月は17:30まで) 無 株式会社CU　CU-SP1
140 日光だいや川公園 日光市瀬川８４４ 0288-23-0201 オートキャンプ場 毎日（12月～2月は予約がある日のみ） 7:00～22:00 無 株式会社CU　CU-SP1
141 鬼怒川上流浄化センター 日光市町谷１８１８ 0288-21-7311 管理棟１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＨＳ１　Ｇ2005
142 日光霧降アイスアリーナ 日光市所野２８５４ 0288-53-5881 大会関係者出入り口 月～日曜日 5：30～21：00 有 フィリップス社製
143 今市高等学校 日光市千本木432 0288-22-0148 職員来賓用玄関 月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く) 8:15～16:45 兼用 日本光電工業ＡＥＤ-2100
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144 今市工業高等学校 日光市荊沢６１５ 0288-21-1127 正面玄関入り口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
145 日光明峰高等学校 日光市久次良町１０４ 0288-53-0264 職員玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 フィリップスハートスタートHS1
146 今市特別支援学校 日光市瀬尾１６４０－２２ 0288-22-6417 職員室前高等部玄関入口付近の廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 フィリップス ハートスタートHS1
147 今市警察署 日光市今市１３７８－１ 0288-23-0110 １Ｆ事務室内 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
148 日光警察署 日光市稲荷町２－２－２ 0288-53-0110 玄関ロビー 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
149 芳賀庁舎 真岡市荒町１１６－１ 0285-82-2135 正面玄関ロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリップス　ハートスタートHS1
150 真岡土木事務所 真岡市荒町１１７１－４ 0285-83-8301 庁舎１Ｆロビー付近 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタートHS1
151 井頭公園 真岡市下籠谷９９ 0285-83-3121 管理事務所（兼プール受付所）内 毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:30～18:30(10～2月は17:30まで) 無 株式会社CU　CU-SP1
152 井頭公園 真岡市下籠谷９９ 0285-83-3121 グリーンサロン 水～月曜日（12/29～1/1除く） 9:00～17:00 無 株式会社CU　CU-SP1
153 真岡高等学校 真岡市白布ヶ丘２４－１ 0285-82-3413 南校舎事務室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップスハートスタートＦＲx
154 真岡高等学校 真岡市白布ヶ丘２４－１ 0285-82-3413 講堂兼体育館 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 日本メドトロニック　ライフパックCRプラス
155 真岡高等学校 真岡市白布ヶ丘２４－１ 0285-82-3413 体育館兼講堂 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 日本メドトロニック　ライフパックCRプラス
156 真岡女子高等学校 真岡市台町２８１５ 0285-82-2525 第１体育館入り口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートＦＲＸ
157 真岡北陵高等学校 真岡市下籠谷３９６ 0285-82-3415 第２体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
158 真岡北陵高等学校 真岡市下籠谷３９１－１外 0285-82-3148 農場管理室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップス　ハートスタート　HS1+
159 真岡工業高等学校 真岡市寺久保１－２－９ 0285-82-3303 本館１F正面玄関事務室入り口脇 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～17:00 有 フィリップスﾊｰﾄｽﾀｰﾄＨＳ１
160 真岡工業高等学校 真岡市下大田和１１９９－３ 野球部屋内練習場西側入り口脇 野球部使用日 野球部練習時間 無 日本光電 AED－２１００
161 真岡警察署 真岡市荒町１１５ 0285-84-0110 玄関入り口 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
162 芳賀青年の家 益子町益子４４７０ 0285-72-2273 本館玄関（２Ｆ） 火～日曜日（第３日曜日・祝日及び年末年始を除く） 8:30～17:15（宿泊者は２４時間） 有 フィリップス社　ハートスタート　HS1
163 益子芳星高等学校 益子町塙2382-1 0285-72-5525 正面玄関事務室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップス・ハートスタートHS1
164 益子芳星高等学校 益子町塙2382-2 0285-72-5526 体育教官室内 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップス・ハートスタートHS1
165 益子特別支援学校 益子町七井３６５０ 0285-72-4915 事務室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップス　ハートスタートHS１
166 茂木高等学校 茂木町茂木２８８ 0285-63-1201 南体育館ｱﾘｰﾅ入口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ﾊｰﾄｽﾀｰﾄＨＳ１＋
167 茂木高等学校 茂木町茂木４４３ 0285-63-1201 第２グラウンド野球場内物置 野球部使用日 野球部練習時間 無 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ﾊｰﾄｽﾀｰﾄＨＳ１＋
168 茂木警察署 茂木町大字茂木２０９－２ 0285-63-0110 庁舎玄関入り口 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
169 下都賀庁舎 栃木市神田町６－６ 0282-23-3411 １Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 旭化成ゾールメディカルAED　Plus
170 県南高等看護専門学院 栃木市大塚町１２５８－４ 0282-27-7888 学生玄関前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタートHS1

171 シルバー大学校南校 栃木市神田町９－４０ 0282-22-5325 １F学生ロビー
月～金曜日
（祝休日及び年末年始を除く）

8:30～17:30 無 フィリップス ハートスタートHS1

172 巴波川浄化センター 栃木市城内町2-57-62 0282-22-5322 管理棟１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＨＳ１　Ｇ2005
173 大岩藤浄化センター 栃木市藤岡町藤岡4018 0282-62-0600 管理棟１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＨＳ１　Ｇ2005

174 太平少年自然の家 栃木市平井町６３８ 0282-24-8551 玄関ホール階段下(ロビー) 休所日以外の日
8:30～17:15（宿泊団体がいる場合は夜
間も利用可）

有 フィリップス社　ハートスタート　HS1

175 栃木高等学校 栃木市入舟町１２－４ 0282-22-2595 体育館 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートFRｘ

176 栃木高等学校 栃木市入舟町１２－４ 0282-22-2595 保健室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートFRｘ

177 栃木高等学校 栃木市入舟町１２－４ 0282-22-2595 本館玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートFR２

178 栃木女子高等学校 栃木市薗部町１－２－５ 0282-23-0220 保健室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8：15～16：45 無 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRｘ
179 栃木農業高等学校 栃木市平井町９１１ 0282-22-0326 本館事務室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～1645 有 ハートスタートHS1
180 栃木農業高等学校岩舟農場 栃木市岩舟町曲ケ島２０６９ 0282-55-1154 管理室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～1645 有 ハートスタートHS1
181 栃木工業高等学校 栃木市岩出町１２９ 0282-22-4138 管理棟１Ｆ玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8：25～16：55 有 フィリップス　ハートスターHS1
182 栃木商業高等学校 栃木市片柳町５－１－３０ 0282-22-0541 保健室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップハートスタートHS1
183 栃木商業高等学校 栃木市片柳町５－１－３０ 0282-22-0541 体育教官室内 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップハートスタートFR2+

184 学悠館高等学校 栃木市沼和田町１２－２ 0282-20-7073 職員室内の壁
月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く）
日曜日( 閉鎖日を除く）

8:45～21:30 無 フィリップス　ハートスタートＨＳ１

185 栃木特別支援学校 栃木市皆川城内町1053 0282-24-7575 保健室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 日本光電工業㈱ｶﾙｼﾞｵﾗｲﾌ AED-2100
186 栃木翔南高等学校 栃木市大平町川連３７０ 0282-24-4739 保健室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップス　ハートスタート　ＨＳ１
187 栃木警察署 栃木市箱森町４０－１４ 0282-25-0110 １Ｆロビー 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
188 とちぎわんぱく公園 壬生町国谷２２７３ 0282-86-5855 管理事務所内 毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:30～18:30(10～3月は17:30まで) 無 株式会社CU　CU-SP1
189 壬生高等学校 壬生町藤井1194 0282-82-0411 保健室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップス　ハートスタートHS1
190 壬生高等学校 壬生町藤井1194 0282-82-0411 第一体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップス　ハートスタートHS1

191 とちぎ花センター 栃木市岩舟町下津原　１６１２ 0282-55-5775 多目的ホール入口（１F) 火～日曜日(休園日を除く）
9：00～17：00（3/1～10/末）
9：00～16：30（11/1～2/末）

有 日本光電AED ActiBiphasic

192 みかも山公園 栃木市岩舟町下津原１７４７－１ 0282-55-7272 管理事務所内 毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:30～18:30(10～2月は17:30まで) 無 株式会社CU　CU-SP1
193 みかも山公園 栃木市岩舟町下津原１７４７－１ 0282-55-7272 香楽亭 水～月曜日 9:00～17:00 無 株式会社CU　CU-SP1
194 小山庁舎 小山市犬塚３－１－１ 0285-22-0302 １Ｆ玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリプス　ハートスタートHS1
195 県南体育館 小山市外城３７１－１ 0285-21-0021 １F事務所付近 月～日曜日（休館日及び年末年始を除く） 9:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
196 温水プール館 小山市外城３７１－１ 0285-22-4617 医務室 月～日曜日（休館日及び年末年始を除く） 10:00～21:00 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
197 小山高等学校 小山市若木町２－８－５１ 0285-22-0236 体育教官室内 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 ハートスタートHS１
198 小山高等学校 小山市若木町２－８－５１ 0285-22-0236 職員室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 ハートスタートＨＳ－１
199 小山南高等学校 小山市間々田２３－１ 0285-45-2424 管理棟職員室中央壁 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾊｰﾄｽﾀｰﾄＨＳ1
200 小山西高等学校 小山市松沼７４１ 0285-37-1188 管理棟1階保健室前廊下（西側） 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 ハートスタートＨＳ１
201 小山北桜高等学校 小山市東山田448-29 0285-49-2932 管理棟玄関 月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く) 8:15～16:45 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ HS1
202 小山北桜高等学校 小山市東山田448-29 0285-49-2932 野菜収穫室 月～金曜日(祝休日及び年末年始を除く) 8:15～16:45 無 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ  ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ HS1+
203 小山城南高等学校 小山市西城南４－２６－１ 0285-27-1245 第２体育館入り口（北側） 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートＦＲｘ
204 小山警察署 小山市神鳥谷１７３８－５ 0285-31-0110 １Ｆ行政事務室待合室 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
205 埋蔵文化財センター 下野市紫４７４ 0285-44-8441 １Ｆロビー 日～金曜日（休館日を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタート　HS1
206 石橋高等学校 下野市石橋８４５ 0285-53-2517 管理棟玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップス　ハートスタート　HS1+
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207 石橋高等学校 下野市石橋８４５ 0285-53-2517 第１体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 オムロン　ＨＤＦ－３５００
208 国分寺特別支援学校 下野市柴６－２ 0285-44-5121 管理棟1階保健室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 日本光電　ＡＥＤ－２１００Ｖ
209 下野警察署 下野市下古山２４５１－４１ 0285-52-0110 庁舎１Ｆ玄関北側ロビー 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
210 県央浄化センター 上三川町大字多功1159 0285-53-6104 管理棟１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＨＳ１　Ｇ2005
211 上三川高等学校 上三川町多功９９４－４ 0285-53-2367 管理特別教室棟(北棟）１Ｆ東側職員室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートＨＳ１
212 上三川高等学校 上三川町多功９９４－４ 0285-53-2367 体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 兼用 フィリップスハートスタートＦＲＸ
213 思川浄化センター 野木町野木2252-2 0280-57-0555 管理棟１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＨＳ１　Ｇ2005
214 那須庁舎 大田原市中央１－９－９ 0287-23-4171 玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRX＋
215 県北健康福祉センター 大田原市住吉町２－１４－９ 0287-22-2257 本館玄関 月～金曜日（祝日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリップス　ハートスタートＦＲx
216 那須農業振興事務所 大田原市本町２－２８２８－４ 0287-23-3141 玄関ロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタートＦＲ２

217 なかがわ水遊園 大田原市佐良土　２６８６ 0287-98-3055
おもしろ魚館２Fインフォメーションカウン
ター

火～日曜日（休園日を除く）
9:30～16:30（9/1～7/18）
9:30～17:00（7/19～8/31）

有 日本光電AED-2150

218 なかがわ水遊園 大田原市佐良土　２６８６ 0287-98-3055 お魚ふれあいステーション事務室 火～日曜日（休園日を除く）
9:30～16:30（9/1～7/18）
9:30～17:00（7/19～8/31）

有 日本光電ＡＥＤ－2150

219
大田原土木事務所
（那須庁舎別館）

大田原市紫塚２－２５６４－１ 0287-23-6611 １F総務課入口付近 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタート HS1

220 北那須浄化センター 大田原市宇田川1790-1 0287-28-2277 管理棟１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ハートスタート　ＨＳ１　Ｇ2005
221 県北体育館 大田原市美原３－２－６２ 0287-22-8012 １Fホール 月～日曜日（休館日及び年末年始を除く） 8:30～21:00（第１月曜のみ17：15まで） 有 フィリップス社製ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
222 大田原高等学校 大田原市紫塚３－２６５１ 0287-22-2042 職員室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フクダ電子　ハートスタートHS1
223 大田原高等学校 大田原市紫塚３－２６５１ 0287-22-2042 第２体育館 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップス　ハートスタートＨＳ１
224 大田原女子高等学校 大田原市元町１－５－４３ 0287-22-2073 来賓玄関 月～金（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップスハートスタートHS１＋
225 黒羽高等学校 大田原市前田７８０ 0287-54-0179 第２体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップスハートスタートＨＳ１
226 大田原警察署 大田原市紫塚１－１－４ 0287-24-0110 １Ｆロビー 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX

227 塩原温泉ビジターセンター 那須塩原市塩原字前山国有林 0287-32-3050 正面玄関横
・水～月曜日（ただし火曜日が祝日の場合は翌日が休館
日）

9:00～16:30 有 ハートスタートFR2

228 畜産酪農研究センター 那須塩原市千本松２９８ 0287-36-0230 正面玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 兼用 日本光電工業 ＡＥＤ-2100

229 那須野が原公園 那須塩原市千本松８０１－３ 0287-36-1220
管理事務所内
夜間はオートキャンプ場に設置

管理事務所：毎日（年間を通じて閉所日無し）
オートキャンプ場：毎日（12/1～3/17は予約がある日の

管理事務所：8:30～17:00
オートキャンプ場：17:00～8:30

無 株式会社CU　CU-SP1

230 那須野が原公園 那須塩原市千本松８０１－３ 0287-36-1220
テニスコート受付
プール期間はプール受付に設置

水～月曜日（12/29～1/1除く）
プール期間7/14～8/27（29年度）

ﾃﾆｽｺｰﾄ：8:30～18:00(10～3月は17:00
まで)
ﾌﾟｰﾙ：9:00～17:00

無 株式会社CU　CU-SP1

231 那須拓陽高等学校 那須塩原市下永田４－３－５２ 0287-36-1225 第２体育館教官室 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 日本光電工業 ＡＥＤ-2100
232 那須拓陽高等学校大山農場 那須塩原市下永田３－４－３４６ 0287-36-3265 管理棟玄関 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートHS１＋
233 那須拓陽高等学校乃木農場 那須塩原市石林８４６－２ 0287-36-1157 管理室入り口 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップスハートスタートHS１＋
234 那須清峰高等学校 那須塩原市下永田６－４ 0287-36-1155 職員玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:45 無 フィリップスハートスタートＨＳ１＋
235 黒磯高等学校 那須塩原市豊町6-1 0287-62-0101 職員玄関 月～金（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリプスハートスタートHS１
236 黒磯南高等学校 那須塩原市上厚崎７４７－２ 0287-63-0373 第2体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップハートスタートＨＳ１
237 黒磯南高等学校 那須塩原市上厚崎７４７－２ 0287-63-0373 正面玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 フィリップハートスタートＨＳ１
238 那須特別支援学校 那須塩原市下永田８－７ 0287-36-4570 保健室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 フィリップスハートスタートＨＳ１＋
239 那須塩原警察暑 那須塩原市方京２－１５－１ 0287-6200110 １Ｆ玄関ロビー 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
240 県北産業技術専門校 那須町高久甲５２２６－２４ 0287-64-4000 学校玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタートＦRＸ

241 なす高原自然の家 那須町湯本１５７ 0287-76-6240 事務室前 年末年始及び臨時休所日を除く日
8:30～17:15（宿泊団体については、終
日利用可）

有 フィリップス社　ハートスタート　HS1

242 那須高等学校 那須町寺子乙３９３２－４８ 0287-72-0075 第２体育館教官室入り口横 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 無 ハートスタートHS1+
243 塩谷庁舎 矢板市鹿島町２０－２２ 0287-43-2376 本館１Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップスハートスタートSH1+
244 県民の森管理事務所 矢板市長井２９２７ 0287-43-0479 森林展示館 月曜日から日曜日（年末年始を除く） 9:00～16:00 無 フィリップス　ハートスタートＦＲx

245 県民の森管理事務所 矢板市長井２９２７ 0287-43-0479 キャンプ場事務所

営業日
4月27～7月14日（土日祝日とその前日）
7月15日～8月31日（毎日）
9月1日～30日（土日祝日とその前日）

9:00～22:00
無

オムロン　パワーハート
　　　　G3　HDF-3000

246 那須学園 矢板市沢８００ 0287-43-0573 玄関ホール 月～金（祝祭日を除く） 8:30～17:15 無 フィリップスハ―トスタートHS１
247 矢板健康福祉センター 矢板市本町２－２５ 0287-44-1296 玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 有 フィリップス社　ハートスタート　HS1
248 シルバー大学校　北校 矢板市矢板５４ 0287-43-9010 １F正面玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:30 無 フィリップス　ハートスタートHS1
249 矢板土木事務所 矢板市鹿島町２０－１１ 0287-44-2185 玄関ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ HS1＋
250 矢板高等学校 矢板市片俣６１８－２ 0287-43-1231 保健室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 ハートスターHS1
251 矢板高等学校 矢板市片俣６１８－２ 0287-43-1231 農場管理室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 ハートスターHS1
252 矢板東高等学校 矢板市東町４－８ 0287-43-1243 正面玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
253 矢板警察署 矢板市中２００１－１ 0287-43-0110 １Ｆロビー 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
254 さくら清修高等学校 さくら市氏家2807 028-682-4500 保健室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 ハートスタートHS1
255 さくら警察署 さくら市馬場７８６ー１ 028-682-0110 庁舎１Ｆホール 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
256 鬼怒グリーンパーク 高根沢町宝積寺８６－１ 028-675-1909 管理事務所玄関 毎日（年間を通じて閉所日無し） 8:30～18:00 有 PHILIPS HEARTSTART HS1
257 県民ゴルフ場 高根沢町宝積寺８２８ 028-675-7222 １Ｆロビー 常時 7:30～17:30 無 ㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄ　FR2＋

258 北那須水道事務所 那須塩原市百村３６４５ 0287-69-0236 玄関ホール 常時 常時 有
日本光電㈱
カルジオライフＡＥＤ－２１００

259 鬼怒水道事務所 高根沢町宝積寺１９００ 028-675-1331 正面玄関 常時 常時 有 オムロンヘルスケア　ＨＤＦ－３０００
260 高根沢高等学校 高根沢町文挟32-2 028-676-0531 管理棟・普通教室棟玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 有 フィリップスハートスタートHS1
261 南那須庁舎 那須烏山市中央１－６－９２ 0287-82-2231 １Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 日本光電　AED－２１００
262 烏山高等学校 那須烏山市中央３－９－８ 0287-83-2075 保健室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 ハートスタートHS1
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263 烏山高等学校 那須烏山市中央３－９－８ 0287-83-2075 体育館（仮） 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 ハートスタートＦＲ２＋
264 南那須特別支援学校 那須烏山市藤田１１８１－１５２ 0287-88-7571 職員室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 有 フィリップスハートスタートHS1
265 那須烏山警察署 那須烏山市初音３－６ 0287-82-0110 １Ｆ行政事務室 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０
266 栃木県障害者保養センター那珂川苑 那珂川町小口１７２８ 0287-92-5511 フロント 開館日 常時 兼用 日本光電工業㈱AED-2100
267 栃木県障害者保養センター那珂川苑 那珂川町小口１７２８ 0287-92-5511 ２階客室棟 開館日 常時 兼用 日本光電工業㈱AED-2100
268 馬頭高等学校 那珂川町馬頭１２９９－２ 0287-92-2009 職員玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 フィリップス　ハートスタートHS1＋
269 馬頭高等学校水産科実習場 那珂川町久那瀬１５６９ 0287-92-3362 玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 フィリップス　ハートスタートHS1＋
270 那珂川警察署 那珂川町大字北向田８５ 0287-92-0110 正面玄関風除室 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
271 自動車税事務所佐野支所 佐野市下羽田町２００１－４ 0283-20-6111 受付前ロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 兼用 日本光電工業㈱AED-2100
272 佐野高等学校・附属中 佐野市天神町７６１－１ 0283-23-0161 高校保健室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
273 佐野東高等学校 佐野市金屋下町１２ 0282-23-0239 保健室前廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 フィリップス　ハートスタートHS1
274 佐野松桜高等学校 佐野市出流原町６４３－５ 0283-25-1313 第一体育館入り口 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 日本光電工業AED-2100-V
275 佐野松桜高等学校 佐野市出流原町６４３－５ 0283-25-1313 正面玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 フィリップス　ハートスタートHS1
276 佐野警察署 佐野市浅沼町５７３－６ 0283-24-0110 １Ｆ事務室通路 常時 常時 無 フィリップス社ハートスタートFRX
277 足利庁舎 足利市伊勢町４－１９ 0284-41-2331 １Ｆロビー 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 兼用 フィリップス　ハートスタートＦＲx
278 安足健康福祉センター 足利市真砂町１－１ 0284-41-5900 受付前ホール 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス ハートスタートＦＲｘ
279 県南産業技術専門校 足利市多田木町７６ 0284-91-0803 生徒用玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:15 無 フィリップス　ハートスタートＦＲｘ+
280 足利高等学校 足利市本城１－１６２９ 0284-41-3573 正面玄関廊下 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 有 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
281 足利南高等学校 足利市下渋垂町９８０ 0284-72-3119 第２体育館教官室 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:20～16:50 有 ハートスタートＨＳ１
282 足利女子高等学校 足利市有楽町８３６ 0284-41-2171 本館校舎職員室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップスハートスタートFRX
283 足利女子高等学校 足利市有楽町８３６ 0284-41-2171 本館校舎職員室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:15～16:45 無 フィリップスハートスタートHS1＋
284 足利工業高等学校 足利市西宮町２９０８－１ 0284-21-1318 正面玄関 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～21:45 無 フィリップスハートスタートHS1＋
285 足利工業高等学校 足利市西宮町２９０８－１ 0284-21-1318 第2グラウンド内野球部管理棟 野球部使用日 野球部練習時間 無 フィリップスハートスタートHS1＋
286 足利清風高等学校 足利市山下町２１１０ 0284-62-2011 南校舎職員室前 月～金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 8:30～17:00 無 フィリップス　ハートスタートＦＲＸ
287 足利中央特別支援学校 足利市大月町８７１－３ 0284-41-1185 高等部棟保健室 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 フィリップス ハートスタートＦＲｘ
288 足利中央特別支援学校 足利市大月町８７１－３ 0284-41-1185 高等部棟保健室 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 フィリップス ハートスタートHS１
289 足利特別支援学校 足利市大沼田町６１９番地１ 0284-91-1110 南校舎玄関 月～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 8:25～16:55 無 フィリップス ハートスタートＦＲｘ
290 足利警察署 足利市千歳町９４ー７ 0284-43-0110 １ＦＯＡ室前 常時 常時 無 日本光電　ＡＥＤ２１５０


