
６３０-８５３６ 朝日新聞 奈良総局,奈良県,奈良市,三条大路,１-９－１７

６３０-８５４０ ＮＨＫ 奈良放送局,奈良県,奈良市,三条大路,１-１－２０

６３０-８６８６ (株） 奈良新聞社,奈良県,奈良市,法華寺町,２－４

６３０-８５０８ (株) ヒラサワ,奈良県,奈良市,柏木町,３９８

６３０-８５３０ 関西電力 (株) 奈良営業所,奈良県,奈良市,大宮町,７-１－２０

６３０-８５４８ 関西電力 (株) 奈良支店,奈良県,奈良市,大森町,４８

６３０-８５５８ 学校法人 奈良育英学園 奈良育英中学校・高等学校,奈良県,奈良市,法蓮町,１０００-

６３０-８５１８ 近畿セキスイハイム工業 (株),奈良県,奈良市,西九条町,４-３－１

６３０-８５８８ 草竹コンクリート工業 (株),奈良県,奈良市,南京終町,４-２４７

６３０-８５２２ 航空自衛隊 奈良基地,奈良県,奈良市,法華寺町,１５７８

６３０-８５２８ 国立大学法人 奈良教育大学,奈良県,奈良市,高畑町,

６３０-８５０３ 市民生活協同組合 ならコープ,奈良県,奈良市,恋の窪,１-２－２

６３０-２１９２ 社会福祉法人史明会 ボイス,奈良県,奈良市,鹿野園町,１５８４-の２

６３０-８５２９ 社会保険診療報酬支払基金 奈良支部,奈良県,奈良市,佐保台西町,１１４-１

６３０-８５２０ スケーター (株),奈良県,奈良市,杏町,２１６－１

６３０-８５４３ 住友生命保険 相互会社 奈良支社,奈良県,奈良市,油阪町,出口１－１４

６３０-８５５５ 積水化学工業 (株) 奈良事業所,奈良県,奈良市,三条大路,４-１番１号

６３０-８５３５ 全国健康保険協会 奈良支部,奈良県,奈良市,大宮町,７-１－３３

６３０-８５８１ 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター,

６３０-８５８１ 奈良県,奈良市,七条西町,２-８９７－５

６３０-８５８７ 東大寺,奈良県,奈良市,雑司町,４０６－１

６３０-８５７７ 独立行政法人 国立文化財機構奈良文化財研究所,奈良県,奈良市,二条町,二-９番１号

６３０-８５３３ 奈良警察署,奈良県,奈良市,三条大路,１-１－１

６３０-８５０２ 奈良県 教育委員会,奈良県,奈良市,登大路町,３０

６３０-８５５２ 奈良県 共済農業協同連合会,奈良県,奈良市,大森町,3-５７

６３０-８５７８ 奈良県 警察本部,奈良県,奈良市,登大路町,８０

６３０-８５０１ 奈良県庁,奈良県,奈良市,登大路町,３０

６３０-８５５０ 奈良県農業協同組合中央会,奈良県,奈良市,大森町,3-５７

６３０-８５６６ 奈良佐保短期大学,奈良県,奈良市,鹿野園町,８０６

６３０-８５８０ 奈良市役所,奈良県,奈良市,二条大路南,１-１－１

６３０-８５８６ 奈良商工会議所,奈良県,奈良市,登大路町,2-３６

６３０-８５０６ 奈良女子大学,奈良県,奈良市,北魚屋東町,

６３０-８５６７ 奈良税務署,奈良県,奈良市,登大路町,８１

６３０-８５７５ 奈良テレビ放送 (株),奈良県,奈良市,法蓮佐保山,３-１－１１

６３０-８５７０ 奈良労働局,奈良県,奈良市,法蓮町,３８７-奈良第三地方合同庁舎（２Ｆ）

６３０-８５０５ 西日本電信電話 (株) 奈良支店,奈良県,奈良市,下三条町,１-１

６３０-８５１２ 日本年金機構 奈良年金事務所,奈良県,奈良市,芝辻町,４-９－４

６３０-８５８５ 日本自動車連盟奈良支部,奈良県,奈良市,東九条町,１０９－１

６３０-８５８９ 放送大学奈良学習センター,奈良県,奈良市,北魚屋東町,

６３０-８５６３ 薬師寺,奈良県,奈良市,西ノ京町,４５７

６３０-８６７０ (株) 呉竹,奈良県,奈良市,南京終町,７-５７６

６３０-８６８８ (株) 南都銀行 事務センター,奈良県,奈良市,南京終町,１-９３－２

６３０-８６７７ (株) 南都銀行 本店,奈良県,奈良市,橋本町,１６

６３０-８６６６ 大和証券 (株) 奈良支店,奈良県,奈良市,高天町,４８－１

６３０-８６５５ 奈良県 信用農業協同組合連合会,奈良県,奈良市,大森町,５７－３

６３０-８６６８ 奈良県信用保証協会,奈良県,奈良市,法蓮町,１６３－２

６３０-８６５１ 奈良交通 (株),奈良県,奈良市,大宮町,１-１－２５

６３１-８５１１ (株) 近鉄百貨店 奈良店,奈良県,奈良市,西大寺東町,２-４－１

６３１-８５０５ 近畿大学 農学部,奈良県,奈良市,中町,３３２７－２０４

６３１-８５８５ 帝塚山短期大学,奈良県,奈良市,学園南,３-１－３

６３１-８５０１ 帝塚山大学,奈良県,奈良市,帝塚山,７-１－１

６３１-８５２４ 奈良学園大学 登美ヶ丘キャンパス,奈良県,奈良市,中登美ヶ丘,３-１５番１号

６３１-８５２２ 奈良学園幼稚園,奈良県,奈良市,中登美ヶ丘,３-１５番１号

６３１-８５２２ 奈良学園小学校,奈良県,奈良市,中登美ヶ丘,３-１５番１号

６３１-８５２２ 奈良学園登美ヶ丘中学校,奈良県,奈良市,中登美ヶ丘,３-１５番１号

６３１-８５２２ 奈良学園登美ヶ丘高等学校,奈良県,奈良市,中登美ヶ丘,３-１５番１号

６３１-８５０２ 奈良大学,奈良県,奈良市,山陵町,１５００

６３１-８５５５ 奈良大学附属高等学校,奈良県,奈良市,秋篠町,５０

６３１-８５２３ 奈良文化女子短期大学,奈良県,奈良市,中登美ヶ丘,３-１５番１号

６３１-８５０３ 三和建設 (株),奈良県,奈良市,西大寺栄町,３番７号

６３２-０２９２ 奈良市 都祁行政センター,奈良県,奈良市,都祁白石町,１０２６－１

６３５-８５２８ (株） ナカガワ,奈良県,大和高田市,東中,２-１２－２５

６３５-８５２０ 浪華ゴム工業 (株),奈良県,大和高田市,曽大根,２-６－１

６３５-８５０８ 奈良県 葛城保健所,奈良県,大和高田市,大字大中,4-９８

６３５-８７８７ 奈良地域センター,奈良県,大和高田市,神楽,２-７－４６

６３５-８５０２ 奈良地方裁判所葛城支部,奈良県,大和高田市,大字大中,１０１－４

６３５-８５０２ 奈良家庭裁判所葛城支部,奈良県,大和高田市,大字大中,１０１－４

６３５-８５０２ 葛城簡易裁判所,奈良県,大和高田市,大字大中,１０１－４

６３５-８５０２ 葛城検察審査会,奈良県,大和高田市,大字大中,１０１－４

６３５-８５３０ 奈良文化高等学校,奈良県,大和高田市,東中,１２７

６３５-８５８５ ハローワーク大和高田 (大和高田公共職業安定所）,奈良県,大和高田市,大字池田,５７４－６

６３５-８５１１ 大和高田市役所,奈良県,大和高田市,大字大中,１００－１

６３５-８５０１ 大和高田市立病院,奈良県,大和高田市,礒野北町,１－１

６３９-１１８４ 奈良県自動車税事務所,奈良県,大和郡山市,満願寺町, 1-６０

６３９-１１８８ パナソニック (株) ホームアプライアンス社,奈良県,大和郡山市,筒井町,８００

６３９-１０８１ 岩崎工業 (株),奈良県,大和郡山市,高田町,４２１－２

６３９-１１９６ (株) 奈良魚市,奈良県,大和郡山市,筒井町,９５７－１

６３９-１０８９ (株) 南都銀行 郡山支店,奈良県,大和郡山市,南郡山町,２１１－９

６３９-１１８３ (株) 森精機製作所,奈良県,大和郡山市,井戸野町,３６２

６３９-１１８６ シャープ (株),奈良県,大和郡山市,美濃庄町,４９２

６３９-１０９３ 奈良学園,奈良県,大和郡山市,山田町,４３０

６３９-１０８０ 奈良工業高等専門学校,奈良県,大和郡山市,矢田町,２２

６３９-１０８２ 奈良信用金庫,奈良県,大和郡山市,南郡山町,５２９－６

６３９-１１９２ 奈良大果 (株),奈良県,大和郡山市,馬司町,６４２－２

６３９-１１９７ 奈良中央青果 (株),奈良県,大和郡山市,馬司町,６４２－２

６３９-１０８５ ニッタ (株) 奈良工場,奈良県,大和郡山市,池沢町,１７２

６３９-１１９８ 大和郡山市役所,奈良県,大和郡山市,北郡山町,２４８－４

６３２-８５８７ (株) 花の大和,奈良県,天理市,嘉幡町,６５５
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６３２-８５８８ 光洋サーモシステム (株),奈良県,天理市,嘉幡町,２２９

６３２-８５６７ シャープ (株),奈良県,天理市,櫟本町, 1-１３

６３２-８６７９ 天理教 一れつ会,奈良県,天理市,守目堂町,２１４－３

６３２-８６８８ 天理教 少年会本部,奈良県,天理市,守目堂町,２１３－４

６３２-８５８５ 天理高等学校,奈良県,天理市,杣之内町,１２６０

６３２-８５５８ 天理市 上下水道局,奈良県,天理市,川原城町,６００－１０

６３２-８５５５ 天理市役所,奈良県,天理市,川原城町,６０５

６３２-８５１０ 天理大学,奈良県,天理市,杣之内町,１０５０

６３２-８５４０ 天理大学附属参考館,奈良県,天理市,守目堂町,２５０-

６３２-８５７７ 天理大学附属図書館,奈良県,天理市,杣之内町,１０５０

６３２-８５５２ 天理よろづ相談所,奈良県,天理市,三島町,２００

６３４-８５１０ オカハシ (株),奈良県,橿原市,中曽司町,５５５－１

６３４-８５０１ 橿原警察署,奈良県,橿原市,４条町,６１８－１

６３４-８５８６ 橿原市役所,奈良県,橿原市,八木町,１-１－１８

６３４-８５５０ 橿原神宮,奈良県,橿原市,久米町,９３４

６３４-８５１１ (株) 近鉄百貨店 橿原店,奈良県,橿原市,北八木町,３-６５－１１

６３４-８５５５ (株) ジェイテクト 奈良工場,奈良県,橿原市,十市町,３３３-２号

６３４-８５５１ (株) タカギ,奈良県,橿原市,曽我町,８００

６３４-８５８０ (株) タカトリ,奈良県,橿原市,新堂町,３１３－１

６３４-８５６７ 佐藤薬品工業 (株),奈良県,橿原市,観音寺町,９－２

６３４-８５８５ 三和澱粉工業 (株),奈良県,橿原市,雲梯町,５９４

６３４-８５０６ 中南和県税事務所,奈良県,橿原市,常盤町,６０５-の５

６３４-８５０３ 奈良県 警察交通反則通告センター,奈良県,橿原市,４条町,６１８－１

６３４-８５６１ 奈良県 市町村職員共済組合,奈良県,橿原市,大久保町,３０２番１

６３４-８５０２ 奈良県医師会,奈良県,橿原市,内膳町,５-５－８

６３４-８５０７ 奈良県中和保健所,奈良県,橿原市,常盤町,６０５-の５

６３４-８５２１ 奈良県立医科大学,奈良県,橿原市,４条町,８４０

６３４-８５２４ 奈良県立医科大学 看護短期大学部,奈良県,橿原市,４条町,８４０

６３４-８５２３ 奈良県立医科大学付属図書館,奈良県,橿原市,４条町,８４０

６３４-８５２２ 奈良県立医科大学付属病院,奈良県,橿原市,４条町,８４０

６３４-８５０５ マルコ (株) 本社事務所,奈良県,橿原市,醍醐町,１２２－１

６３４-８５６０ 大和平野土地改良区事務所,奈良県,橿原市,城殿町,４５９-

６３３-８５３８ 大神神社,奈良県,桜井市,大字三輪,１４２２

６３３-８５８５ 桜井市役所,奈良県,桜井市,大字粟殿,４３２－１

６３３-８５０１ 桜井年金事務所,奈良県,桜井市,大字谷, 1-８８

６３３-８６８６ 大和信用金庫,奈良県,桜井市,大字桜井,２８１－１１

６３７-８５０１ 五條市役所,奈良県,五條市,本町,１-１－１

６３７-８５１１ 五條病院,奈良県,五條市,野原町,１９７

６３９-２２９８ 御所市役所,奈良県,御所市,,１－３

６３９-２２９５ 田村薬品工業 (株),奈良県,御所市,大字西寺田,５０

６３９-２２９２ 塚本産業 (株),奈良県,御所市,大字南十三,６９－２

６３０-０２９３ 近畿大学 医学部 奈良病院,奈良県,生駒市,乙田町,１２４８番－１

６３０-０１９２ 奈良先端科学技術大学院大学,奈良県,生駒市,高山町,5-１６

６３０-０２８８ 生駒市役所,奈良県,生駒市,東新町,８番３８号

６３０-０２９２ 近鉄ケーブルネットワーク (株),奈良県,生駒市,東生駒,１-７０－１

６３９-０２９２ 香芝市役所,奈良県,香芝市,本町,１３９７

６３９-０２９８ 樟蔭女子短期大学,奈良県,香芝市,関屋,９５８

６３９-２１９５ 葛城市役所 新庄庁舎,奈良県,葛城市,柿本,１６６

６３９-２１９７ 葛城市役所 當麻庁舎,奈良県,葛城市,長尾,８５

６３９-２１９８ シャープ (株),奈良県,葛城市,薑,２８２－１

６３３-０２９２ 宇陀市役所,奈良県,宇陀市,榛原区下井足,３－１７

６３３-０２９８ 宇陀市立病院,奈良県,宇陀市,榛原区萩原,８１５

６３３-０３９８ (株) 室生ロイヤルカントリークラブ,奈良県,宇陀市,室生区向渕,２２４８

６３３-０３９２ 室生地域事務所,奈良県,宇陀市,室生区大野,１６４１-

６３３-２１９２ 宇陀市大宇陀地域事務所,奈良県,宇陀市,大宇陀区迫間,２５-

６３６-８５８５ 平群町役場,奈良県,生駒郡平群町,吉新,１-１－１

６３６-８５３５ 三郷町役場,奈良県,生駒郡三郷町,勢野西,１-１－１

６３６-８５０３ 奈良産業大学,奈良県,生駒郡三郷町,立野北,３-１２－１

６３６-０１９８ 斑鳩町役場,奈良県,生駒郡斑鳩町,法隆寺西,３-７番１２号

６３６-０１９３ (株) 植嶋,奈良県,生駒郡斑鳩町,龍田,２-２－１１

６３６-０１９２ 東洋シール工業 (株),奈良県,生駒郡斑鳩町,法隆寺南,３-８－１

６３９-１０９５ 安堵町役場,奈良県,生駒郡安堵町,大字東安堵,９５８

６３６-０２９３ (株) ＤＮＰデータテクノ,奈良県,磯城郡川西町,唐院,７１２－１０

６３６-０２９５ (株) ＧＭＢ,奈良県,磯城郡川西町,大字吐田,１５０－３

６３６-０２９４ 旭食品 (株) 阪奈支店,奈良県,磯城郡田原本町,大字小阪,２３０－３

６３６-０２９８ (株) カギオカ,奈良県,磯城郡田原本町,大字阪手,６５８－１

６３６-０３９３ 社会福祉法人 奈良県社会福祉事業団 奈良県心身障害者リハビリテーションセンター,

６３６-０３９３ 奈良県,磯城郡田原本町,大字多,７２２

６３６-０３９２ 田原本町役場,奈良県,磯城郡田原本町,,８９０－１

６３６-０３９８ 奈良中央信用金庫,奈良県,磯城郡田原本町,,１３２－１０

６３６-０２９２ 奈良トヨタ自動車 (株),奈良県,磯城郡田原本町,大字唐古,２９６

６３９-０２９３ 上牧町役場,奈良県,北葛城郡上牧町,大字上牧,３３５０

６３６-８５５５ ＦＭ西大和 (株） ・ＦＭハイホー,奈良県,北葛城郡王寺町,葛下,１-７－１５

６３６-８５１１ 王寺町役場,奈良県,北葛城郡王寺町,王寺,２-１－２３

６３５-８５１５ 広陵町役場,奈良県,北葛城郡広陵町,大字南郷,５８３－１

６３６-８５０１ 河合町役場,奈良県,北葛城郡河合町,池部,１-１－１

６３６-８７９８ 近畿郵政研修センター,奈良県,北葛城郡河合町,高塚台,３-４－１

６３９-３１９２ 吉野町役場,奈良県,吉野郡吉野町,大字上市, 1-８０

６３８-８５０１ 大淀町役場,奈良県,吉野郡大淀町,大字桧垣本,２０９０

６３８-８５２１ 町立大淀病院,奈良県,吉野郡大淀町,大字下渕,３５３-の１

６３８-８５６１ 南和広域医療組合南奈良看護専門学校,奈良県,吉野郡大淀町,大字福神,７番１

６３８-８５５１ 南和広域医療組合南奈良総合医療センター,奈良県,吉野郡大淀町,大字福神,８番１

６３８-８５１０ 下市町役場,奈良県,吉野郡下市町,大字下市,１９６０

６３８-０２９２ 黒滝村役場,奈良県,吉野郡黒滝村,大字寺戸,７７

６３８-０３９２ 天川村役場,奈良県,吉野郡天川村,大字沢谷,６０

６４８-０３９２ 野迫川村役場,奈良県,吉野郡野迫川村,大字北股,８４

６３９-３５９４ 川上村役場,奈良県,吉野郡川上村,大字迫,１３３５－７

６３３-２４９２ 東吉野村役場,奈良県,吉野郡東吉野村,大字小川,




