
行政庁行政庁行政庁行政庁 法人名法人名法人名法人名 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地奈良県 一般社団法人生駒市医師会 6300258 生駒市東新町１番３号奈良県 一般社団法人橿原青年会議所 6340063 橿原市久米町６５２番地２（橿原市商工経済会館２階）奈良県 一般社団法人橿原地区医師会 6340065 橿原市畝傍町９番地の１奈良県 一般社団法人葛城青年会議所 6350095 大和高田市大字大中１０６番地の２奈良県 一般社団法人五條青年会議所 6370041 五條市本町３丁目１番１３号奈良県 一般社団法人桜井青年会議所 6330091 桜井市大字桜井２８１番地の１１奈良県 一般社団法人佐保会 6308263 奈良市北魚屋西町１番地奈良女子大学内奈良県 一般社団法人青少年友愛会 6308381 奈良市福智院町５番３奈良県 一般社団法人天理青年会議所 6320016 天理市川原城町２７５番地の１松尾ビル二階奈良県 一般社団法人奈良県医師会 6340804 橿原市内膳町５丁目５番８号奈良県 一般社団法人奈良県環境保全協会 6350095 大和高田市大字大中１８番地の４奈良県 一般社団法人奈良県教職員組合互助会 6308213 奈良市登大路町５番地５奈良県 一般社団法人奈良県銀行協会 6308213 奈良市登大路町３６番地２奈良商工会議所会館内奈良県 一般社団法人奈良県経済倶楽部 6308215 奈良市東向中町６番地奈良県 一般社団法人奈良県警備業協会 6308113 奈良市法蓮町４２１番地の４奈良県 一般社団法人奈良県建設業協会 6308241 奈良市高天町５番地の１奈良県 一般社団法人奈良県建設業振興会 6308126 奈良市三条栄町２番７号奈良県 一般社団法人奈良県建築士会 6308115 奈良市大宮町２丁目５番７号奈良県 一般社団法人奈良県建築士事務所協会 6308115 奈良市大宮町２丁目５番７号奈良県建築士会館奈良県 一般社団法人奈良県サッカー協会 6360222 磯城郡田原本町大字法貴寺１３７１番地奈良県 一般社団法人奈良県歯科医師会 6308002 奈良市二条町２丁目９番２号奈良県 一般社団法人奈良県歯科衛生士会 6308122 奈良市三条本町７番３０－９１１号奈良県 一般社団法人奈良県歯科技工士会 6391012 大和郡山市城見町３番５号奈良県 一般社団法人奈良県視覚障害者福祉協会 6340061
橿原市大久保町３２０番１１奈良県社会福祉総合センター５Ｆ奈良県 一般社団法人奈良県指定自動車学校協会 6340007 橿原市葛本町１２０番地の３奈良県 一般社団法人奈良県珠算協会 6350095 大和高田市大字大中１０６番地の２（経済会館内）奈良県 一般社団法人奈良県植物防疫協会 6340813 橿原市四条町８８番地奈良県 一般社団法人奈良県鍼灸師会 6308344 奈良市東城戸町４６番地奈良県 一般社団法人奈良県鍼灸マッサージ師会 6308344 奈良市東城戸町４６番地なら漢方ハイツ１Ｆ奈良県 一般社団法人奈良県自動車整備振興会 6391037 大和郡山市額田部北町９７７番地の６奈良県 一般社団法人奈良県生活衛生同業組合連合会 6308123 奈良市三条大宮町１番１２号奈良県 一般社団法人奈良建設業会 6308303 奈良市南紀寺町２丁目２６９番地奈良県 一般社団法人奈良県畜産会 6308301 奈良市高畑町１１１６番地の６農業振興会館内奈良県 一般社団法人奈良県茶業会議所 6320221 奈良市都祁白石町１２４０番地の１奈良県 一般社団法人奈良県聴覚障害者協会 6340061
橿原市大久保町３２０番地１１奈良県社会福祉総合センター内奈良県 一般社団法人奈良県病院協会 6340061 橿原市大久保町４５４番地の１０奈良県 一般社団法人奈良県ビルメンテナンス協会 6308144 奈良市東九条町１０１４番地１２３奈良県 一般社団法人奈良県部落解放企業連合会 6340033 橿原市城殿町２５７番地の１奈良県 一般社団法人奈良県防災安全協会 6308301 奈良市高畑町１１１６－６なら土連会館内奈良県 一般社団法人奈良県薬剤師会 6340063 橿原市久米町９２６番地奈良県 一般社団法人奈良県野菜価格安定基金 6308131 奈良市大森町５７番地の３奈良県 一般社団法人奈良県猟友会 6308253 奈良市内侍原町６番地の１奈良県林業会館内奈良県 一般社団法人奈良市医師会 6308031 奈良市柏木町５１９番７号奈良県 一般社団法人奈良市歯科医師会 6308002 奈良市二条町２丁目９番２号奈良県 一般社団法人奈良市商店街振興会 6308244 奈良市三条町５１１番地奈良県 一般社団法人奈良市薬剤師会 6308306 奈良市紀寺町７６８番地奈良県 一般社団法人奈良青年会議所 6308213 奈良市登大路町３６番地の２奈良県 一般社団法人奈良電業協会 6308124 奈良市三条桧町２９番３号奈良県 一般社団法人平城宮跡保存協力会 6308003 奈良市佐紀町１１５２番地奈良県 一般社団法人法隆寺青年会議所 6360812 生駒郡三郷町勢野西１丁目２番２号奈良県 一般社団法人大和郡山市医師会 6391136 大和郡山市本庄町３１７番地の２奈良県 一般社団法人大和郡山青年会議所 6391160 大和郡山市北郡山町１８５番地の３奈良県 一般社団法人大和高田経済倶楽部 6350095 大和高田市大字大中１０６番地の２
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行政庁行政庁行政庁行政庁 法人名法人名法人名法人名 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 所在地所在地所在地所在地奈良県 一般社団法人大和高田市医師会 6350096 大和高田市西町１番４５号奈良県 一般社団法人吉野青年会議所 6393111 吉野郡吉野町大字上市１３３番地吉野中央公民館２階奈良県 一般財団法人奈良県遺族会 6308306 奈良市紀寺町８２６番地奈良県 一般財団法人朝和会館 6320057 天理市新泉町３０６番地奈良県 一般財団法人アジア・アフリカ国際奉仕財団 6350100 高市郡高取町大字壷阪３番地奈良県 一般財団法人明日香村地域振興公社 6340111 高市郡明日香村大字岡１２２０番地奈良県 一般財団法人生駒メディカルセンター 6300258 生駒市東新町１番３号奈良県 一般財団法人王寺霊園 6360012 北葛城郡王寺町本町３丁目１１２９番地奈良県 一般財団法人大塔ふる里センター 6370405 五條市大塔町宇井９４番地奈良県 一般財団法人学園前産土の森保存会 6310004 奈良市登美ヶ丘３丁目２番６号奈良県 一般財団法人北山郷文化保存会 6393701 吉野郡上北山村大字河合３５０番地奈良県 一般財団法人グリーンパークかわかみ 6393553 吉野郡川上村大字迫１３３５番地の７奈良県 一般財団法人県立病院共済会 6310846 奈良市平松１丁目３０番１号奈良県 一般財団法人弘済会 6348522 橿原市四条町８４０番地奈良県 一般財団法人高林庵 6391042 大和郡山市小泉町２２５２番地奈良県 一般財団法人小橡自治会 6393702 吉野郡上北山村大字小橡２４２番地奈良県 一般財団法人桜井市医療センター 6330062
桜井市大字粟殿１０００番地の１　桜井市保健福祉センター陽だまり内奈良県 一般財団法人桜井市清掃公社 6330052 桜井市大字浅古４８５番地の１奈良県 一般財団法人桜井脇谷公園墓地 6330091 桜井市大字桜井５４９番地奈良県 一般財団法人沢井病院 6308258 奈良市船橋町８番地奈良県 一般財団法人下北山むらづくりセンター 6393803 吉野郡下北山村大字寺垣内９８３番地奈良県 一般財団法人慈光会 6370006 五條市岡口２丁目３番４７号奈良県 一般財団法人曽爾村観光振興公社 6331202 宇陀郡曽爾村大字太良路８３９番地奈良県 一般財団法人大亀和尚民芸館 6332166 宇陀市大宇陀迫間４２２番地の１奈良県 一般財団法人天理市開発公社 6320016 天理市川原城町６８０番地奈良県 一般財団法人東大寺施薬院 6308211 奈良市雑司町４０６番地東大寺内奈良県 一般財団法人東洋民俗博物館 6310032 奈良市あやめ池北１丁目５番２６号奈良県 一般財団法人奈良県アイバンク 6340813 橿原市四条町８４０番地奈良県 一般財団法人奈良県教職員互助組合 6308113 奈良市法蓮町７５７番地　奈良県法蓮庁舎内奈良県 一般財団法人奈良県警察互助会 6308213 奈良市登大路町奈良県警察本部内奈良県 一般財団法人奈良県健康づくり財団 6360302
磯城郡田原本町大字宮古４０４番地の７（奈良県健康づくりセンター内）奈良県 一般財団法人奈良県交通安全協会 6340007 橿原市葛本町１５９番地奈良県 一般財団法人奈良県職員互助会 6308213 奈良市登大路町３０番地奈良県 一般財団法人奈良県自由民主会館 6308114 奈良市芝辻町８５番地の１０奈良県 一般財団法人なら建築住宅センター 6308131 奈良市大森町５７番地３奈良県 一般財団法人奈良県農協共済福祉事業団 6308131 奈良市大森町５７番地の３奈良県 一般財団法人奈良県老人クラブ連合会 6340061
橿原市大久保町３２０番１１奈良県社会福祉総合センター内奈良県 一般財団法人奈良至誠会館 6308306 奈良市紀寺町８２６番地奈良県 一般財団法人奈良人権部落解放研究所 6308133 奈良市大安寺１丁目２３番１号奈良県 一般財団法人奈良地域労働文化センター 6308133 奈良市大安寺５丁目１２番１６号奈良県 一般財団法人奈良の鹿愛護会 6308212 奈良市春日野町１６０番地奈良県 一般財団法人南都経済研究所 6310801 奈良市左京６丁目５番地の４奈良県 一般財団法人野原町山林自治会 6370036
五條市野原西３丁目１番３１号奈良県農業協同組合野原支店内奈良県 一般財団法人仏教美術協会 6308213 奈良市登大路町５０番地奈良県 一般財団法人餅飯殿町財団 6308222 奈良市餅飯殿町１９番地


