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市町村名 施設名称 施設の所在地 設置場所 №
南都銀行　手貝支店　青山出張所 奈良市青山４丁目３ ＡＴＭコーナー 1
奈良市立鼓阪北小学校 奈良市青山九丁目３番地の１ 2
青山コート 奈良市青山三丁目２番地 3
奈良市立平城中学校 奈良市秋篠町１３３３番地 4
奈良市立平城小学校 奈良市秋篠町１３９４番地 5
なら工藝館 奈良市阿字万字町１－１ 6
住友生命奈良ビル 奈良市油阪町１４番地 １階出入口 7
南都銀行　あやめ池支店 奈良市あやめ池北１－３７－１ ＡＴＭコーナー 8
奈良市立あやめ池小学校 奈良市あやめ池南九丁目９３９番地の３９ 9
奈良県警察学校 奈良市今市町５８５ 本館１階教職員室 10
南都銀行　手貝支店 奈良市今小路町４３－４ ＡＴＭコーナー 11
奈良市北部出張所 奈良市右京１－１－４ 12
南都銀行　平城支店 奈良市右京１－４ ＡＴＭコーナー 13
右京保育園 奈良市右京五丁目１－１ 14
奈良市立右京小学校 奈良市右京四丁目１１番地の１ 15
布目保育園 奈良市邑地町４０ 16
大和信用金庫　大宮支店 奈良市大宮町４－２６６－１ ＡＴＭコーナー 17
かづきクリニック 奈良市大宮町５丁目１－１０－１ 処置室 18
南都銀行　大宮支店 奈良市大宮町６－２－１ ＡＴＭコーナー 19
大宮幼稚園 奈良市大宮町二丁目１－１６ 20
奈良市立大宮小学校 奈良市大宮町四丁目２２３番地の１ 21
奈良県農業協同組合本店 奈良市大森町５７－１２ １階玄関ホール 22
奈良市東部出張所 奈良市大柳生町４２５４ 23

奈良市立興東中学校
奈良市大柳生町４７３６番地
奈良市須川町１９６８番地の２

24

奈良柳生カントリークラブ 奈良市大柳生町４８００ マスター室 25
奈良OGMゴルフクラブ 奈良市荻町７０９ マスター室 26
コナミスポーツクラブ　学園前 奈良市学園朝日元町２－６８９－１ 入口フロント横設置 27
南都銀行　学園前支店 奈良市学園北２－３－１ ＡＴＭコーナー 28
ヴィルヌーブ学園前Ⅲセンフォニ 奈良市学園中５丁目７０５－４ ﾏﾝｼｮﾝｴﾝﾄﾗﾝｽ 29
奈良西警察署 奈良市学園南３－９－２２ １階受付 30
帝塚山大学学園前キャンパス 奈良市学園南３丁目１－３ 学生課 31
奈良市西部会館 奈良市学園南３丁目１番５号 １階中央監視番室 32
学園南保育園 奈良市学園南三丁目１５－２８ 33
奈良県警察本部第二庁舎 奈良市柏木町１１９－２ １階受付 34
奈良県工業技術センター 奈良市柏木町129-1 1階受付 35
奈良市立都跡中学校 奈良市柏木町１３番地 36
奈良県農業協同組合奈良市柏木支店 奈良市柏木町１８５ 37
柏木コート 奈良市柏木町２５５番地の１ 38
市立中部公民館 奈良市上三条町２３－４ ２階事務所出入口 39
辰市保育園 奈良市杏町３９１－２ 40
南部生涯スポーツセンター 奈良市杏町４６７番地の１（球技場） 41
若草保育園 奈良市川上町４９３－１ 42
奈良女子大学 奈良市北魚屋西町９ 43
奈良市立登美ヶ丘北中学校 奈良市北登美ヶ丘一丁目１番１号 44
奈良市立明治小学校 奈良市北永井町４１４番地 45
奈良県農業協同組合　奈良南部支店 奈良市北永井町５８９－１ 46
南都銀行　南支店　永井出張所 奈良市北永井町８－２ ＡＴＭコーナー 47
奈良市立飛鳥小学校 奈良市紀寺町７８５番地 48
飛鳥幼稚園 奈良市紀寺町８２６ 49
新陽石油株式会社　セルフ奈良南ＳＳ 奈良市神殿町２９７－１ 50
コナミスポーツクラブ　奈良 奈良市小西町２５　奈良ビブレ地下1階 入口フロント前設置 51
奈良市立辰市小学校 奈良市西九条町一丁目７番地の１ 52
奈良市立西大寺北小学校 奈良市西大寺赤田町一丁目６番１号 53
奈良市立伏見中学校 奈良市西大寺野神町一丁目６番１号 54
南都銀行　西大寺支店 奈良市西大寺東町２－１－５６ ＡＴＭコーナー 55
大和信用金庫　西大寺支店 奈良市西大寺東町２－１－６７ ＡＴＭコーナー 56

ダイヤモンドシティならファミリー 奈良市西大寺東町２丁目４－１
①１階防災センター
②１階ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀ- 57

青少年野外活動センター 奈良市阪原町２５－１ 58
佐紀幼稚園 奈良市佐紀町２７１５ 59
総合福祉センター 奈良市左京五丁目３番地の１ 60
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ならやま屋内温水プール 奈良市左京五丁目３番地の１ 61
奈良市立左京小学校 奈良市左京三丁目１番地の１ 62
奈良市立佐保台小学校 奈良市佐保台三丁目９０２番地の３４１ 63
勤労者総合福祉センター 奈良市佐保台西町１１５番地 64
奈良警察署 奈良市三条大路１－１－１ １階受付 65
大宮保育園 奈良市三条大宮町３－８ 66
奈良市立三笠中学校 奈良市三条川西町３番１号 67
南都銀行　ＪＲ奈良駅前支店 奈良市三条町５００ ＡＴＭコーナー 68
奈良市総合観光案内所 奈良市三条本町１０８２番地 69
西日本旅客鉄道（株）ＪＲ奈良駅 奈良市三条本町１－１ 駅ｺﾝｺｰｽ改札横 70
奈良市保健所・教育総合センター 奈良市三条本町１３－１ 71
カームサイド奈良 奈良市三条本町４番30号 １階フロント横 72

男女共同参画センター
奈良市三条本町８－１
ＪＲ奈良駅前再開発第１ビル２階

73

ホテル日航奈良 奈良市三条本町８番１号 ３階フロント 74

学校法人白藤学園奈良女子高等学校 奈良市三条宮前町３－６
①4号館1階保健室前
②グランド南側
③第１体育館

75

なら１００年会館 奈良市三条宮前町７－１ 76
奈良市立富雄中学校 奈良市三碓二丁目３番１２号 77
都跡幼稚園 奈良市四条大路五丁目２－５５ 78
奈良市立都跡小学校 奈良市四条大路五丁目６番１号 79
奈良医療センター 奈良市七条２丁目７８９ １階ロビー 80
東横イン奈良新大宮駅前 奈良市芝辻町４丁目３－２ １階玄関 81
帯解保育園 奈良市柴屋町２０ 82
奈良市立帯解小学校 奈良市柴屋町９番地 83
木津川カントリー倶楽部 奈良市下狭川町１８２４ 84
奈良若草カントリークラブ 奈良市下深川町８５０－６ マスター室 85
十輪院 奈良市十輪院２７ 86
南都銀行　平城西支店 奈良市神功５－２－２２ ＡＴＭコーナー 87
奈良市立平城西中学校 奈良市神功二丁目１番地 88
奈良市立神功小学校 奈良市神功二丁目２番地 89
神功保育園 奈良市神功四丁目２５－３ 90
奈良市立興東小学校 奈良市須川町１４２４番地 91
奈良市立伏見小学校 奈良市菅原町３７０番地 92
奈良市生涯学習センター 奈良市杉ヶ町２３番地 ロビー 93
（株）トヨタレンタリース奈良 奈良市杉ヶ町３１番地 １階店舗内 94
近鉄高の原駅 奈良市朱雀３丁目１２－３ 改札口付近 95
平城第二コート 奈良市朱雀二丁目１２番地 96
奈良市立朱雀小学校 奈良市朱雀六丁目１０番地の１ 97
奈良市立平城東中学校 奈良市朱雀六丁目１１番地 98
朱雀保育園 奈良市朱雀六丁目９ 99
ディアーパークゴルフクラブ 奈良市須山町９５ マスター室 100
鼓阪幼稚園 奈良市雑司町３５５ 101
奈良公園管理事務所 奈良市雑司町４６９ 玄関ホール 102
奈良市立鼓阪小学校 奈良市雑司町９７番地 103
日本赤十字社奈良県支部 奈良市大安寺１丁目２３－２ 104
奈良市立大安寺小学校 奈良市大安寺２－１５－１ 105
大安寺幼稚園 奈良市大安寺一丁目７－１ 106
奈良市立大安寺西小学校 奈良市大安寺西一丁目３４２番地 107
奈良市立飛鳥中学校 奈良市高畑町１４７５番地の１ 108
柴田歯科医院 奈良市高畑町８３４番地 ２階診療所内 109

国立大学法人　奈良教育大学 奈良市高畑町

①文科棟　学生オフィス内
②管理棟
③学生会館
④グラウンド更衣室
⑤武道場
⑥課外活動共用施設
⑦附属小学校　体育館
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入江泰吉記念写真美術館 奈良市高畑町６００－１ 111
奈良市立精華小学校 奈良市高樋町１１３９番地の１ 112
帯解幼稚園 奈良市田中町４１２ 113
南都銀行　帯解支店 奈良市田中町字尾サキ５３８－１ ＡＴＭコーナー 114
コマ・カントリークラブ 奈良市月ヶ瀬石打１４５６番地 １階スタート室 115
奈良市立月ヶ瀬小学校 奈良市月ヶ瀬尾山２３５０番地の１ 116
奈良市立月ヶ瀬中学校 奈良市月ヶ瀬尾山２５５１番地 117
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月ヶ瀬温泉 奈良市月ヶ瀬尾山２６８１ 118
月ヶ瀬保育園 奈良市月ヶ瀬尾山２７９０ 119
奈良市月ヶ瀬行政センター 奈良市月ヶ瀬尾山２８４５ 120
奈良市都祁行政センター 奈良市都祁白石町１０２６－１ 121
認定こども園都祁保育園 奈良市都祁白石町１０８２ 122
奈良県農業協同組合　広域茶流通センター 奈良市都祁白石町１２４０－１ 123
奈良市立都祁小学校 奈良市都祁白石町９７４番地 124
南都銀行　名阪針支店 奈良市都祁白石町９９４－１ ＡＴＭコーナー 125
三城保育園 奈良市都祁馬場町７１６ 126
都祁生涯スポーツセンター 奈良市都祁馬場町８４６－５ 127
奈良県立野外活動センター 奈良市都祁吐山町２０４０ 玄関ホール 128
奈良市立吐山小学校 奈良市都祁吐山町３９３９番地 129
吐山保育園 奈良市都祁吐山町３９５３ 130
奈良市立椿井小学校 奈良市椿井町２５番地 131
西部図書館 奈良市鶴舞西町１－１ 132
奈良市立鶴舞小学校 奈良市鶴舞東町２番１号 133
帝塚山大学東生駒キャンパス 奈良市帝塚山７丁目１－１ 学生課 134
奈良市立富雄第三小学校 奈良市帝塚山南二丁目１１番１号 135
辰市幼稚園 奈良市東九条町３９３－４ 136
奈良市立富雄北小学校 奈良市富雄北一丁目１３番６号 137
南都銀行　富雄支店 奈良市富雄元町２－３－５ ＡＴＭコーナー 138
近鉄富雄駅 奈良市富雄元町２丁目２－３５ 改札口付近 139
奈良市立鳥見小学校 奈良市鳥見町三丁目１１番地の２ 140
南都銀行　登美ヶ丘支店 奈良市中登美６－３－３ ＡＴＭコーナー 141
南都銀行　登美ヶ丘支店　中登美出張所 奈良市中登美ヶ丘１－７９３－１４ ＡＴＭコーナー 142
スポーツクラブ＆スパ　ルネサンス登美ヶ丘 奈良市中登美ヶ丘６－３－３　リコラス５階 ５階フロント 143
黒谷コート 奈良市中町２８７７番地 144
奈良市立富雄南小学校 奈良市中町４１８５番地 145
社会福祉法人中川会 奈良市奈良阪町 146
音声館 奈良市鳴川町３２－１ 147
春日保育園 奈良市西木辻町１６５－２ 148
奈良市立済美小学校 奈良市西木辻町５番地の２ 149
奈良市立春日中学校 奈良市西木辻町６７番地 150
奈良市立春日夜間中学校 奈良市西木辻町６７番地 151
南都銀行　紀寺支店 奈良市西紀寺町３２－４ ＡＴＭコーナー 152
奈良市立三碓小学校 奈良市西千代ヶ丘一丁目２０番９号 153
奈良市立登美ヶ丘小学校 奈良市西登美ヶ丘四丁目２１番１号 154
三笠保育園 奈良市西之阪町９ 155
南都銀行　本店営業部　奈良市役所出張所 奈良市二条大路南１－１－１ 銀行部分入口横 156
奈良市休日夜間応急診療所 奈良市二条大路南１－１－２８ 157
奈良市役所庁舎 奈良市二条大路南１丁目１番１号 中央棟１階受付 158
平城京歴史館 奈良市二条大路南４－６－１ エントランス 159
飛鳥カンツリー倶楽部 奈良市二名７－１４４１ マスター室 160
奈良市立二名中学校 奈良市二名一丁目３６６７番地の２ 161
奈良市立二名小学校 奈良市二名一丁目３７１６番地の１ 162
大柳生幼稚園 奈良市忍辱山町１３０３ 163
奈良の杜ゴルフ倶楽部 奈良市忍辱山町１７３５ マスター室 164
南都銀行　本店営業部　県庁出張所 奈良市登大路町３０ ＡＴＭコーナー 165
奈良県教育委員会保健体育課 奈良市登大路町30番地 本庁東棟２階 166
奈良県警察本部 奈良市登大路町８０ １階受付 167
南都銀行　本店営業部 奈良市橋本町１６ ＡＴＭコーナー 168
奈良マーチャントシードセンター 奈良市橋本町３－１ 169
奈良市防災センター 奈良市八条５丁目４０４－１ １階受付 170
奈良市立六郷小学校 奈良市針ヶ別所町８２０番地 171
奈良市立都祁中学校 奈良市針町２５５４番地 172
奈良少年刑務所 奈良市般若寺町１８番地 173
奈良市ならまちセンター 奈良市東寺林町３８ １階玄関ホール 174
ダイヤモンドテニスクラブ学園前 奈良市東登美ヶ丘４丁目 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽｺｰﾁ室 175
奈良市立登美ヶ丘中学校 奈良市東登美ヶ丘三丁目１０５９番地 176
奈良市立平城西小学校 奈良市東登美ヶ丘三丁目１０９３番地の１ 177
奈良市立東登美ヶ丘小学校 奈良市東登美ヶ丘四丁目２１番３３号 178
東山霊園火葬場 奈良市白毫寺町９７３ 179
西老春の家 奈良市百楽園一丁目９１３ 180

奈
良
市



奈良市立青和小学校 奈良市百楽園四丁目１番１号 181
奈良市立京西中学校 奈良市平松四丁目３番１号 182
奈良市立富雄南中学校 奈良市藤ノ木台一丁目５番１３号 183
高円保育園 奈良市古市町１２４９ 184
奈良市立東市小学校 奈良市古市町２６８番地 185
奈良國際ゴルフ倶楽部 奈良市宝来５－１０－１ マスター室 186
奈良市立伏見南小学校 奈良市宝来五丁目２番１号 187
伏見保育園 奈良市宝来三丁目９－３５ 188
奈良市中央体育館 奈良市法蓮佐保山４丁目１番３号 玄関入口 189
中央武道場 奈良市法蓮佐保山四丁目１番２号 190
鴻ノ池球場 奈良市法蓮佐保山四丁目３番１号 191
鴻ノ池陸上競技場 奈良市法蓮佐保山四丁目５番１号 192
中央第二体育館 奈良市法蓮佐保山四丁目６番１号 193
中央第二武道場 奈良市法蓮佐保山四丁目６番３号 194
鴻ノ池コート 奈良市法蓮佐保山四丁目９番１号 195
奈良市立若草中学校 奈良市法蓮町１４１６番地の１ 196
奈良市ボランティアセンター 奈良市法蓮町１７０２－２ 正面玄関 197
東老春の家 奈良市法蓮町１７０２番地の１ 198
奈良市立佐保川小学校 奈良市法蓮町２２９番地の１ 199
奈良市立佐保小学校 奈良市法蓮町２８０番地の１ 200
佐保幼稚園 奈良市法蓮町７５７－８ 201
市立一条高等学校 奈良市法華寺町１３５１ 202
西部生涯スポーツセンター 奈良市丸山一丁目９０５番地（球技場） 203
特別養護老人ホームならやま苑 奈良市山陵町１０８５番地 204
イストフィットネスクラブ 奈良市三碓５丁目３－２６ １階ジムスペース 205
鳥見幼稚園 奈良市三碓町２２０４ 206
富雄保育園 奈良市三碓六丁目１０－１３ 207
ユニティースポーツセンター
　　　ユニティースイミングスクール

奈良市南紀寺町１丁目５３－５ ２階フロント 208

岡谷会さくら診療所 奈良市南京終１丁目１８３番地 ３階廊下 209
南都銀行　南支店 奈良市南京終町１－９２３－１４ ＡＴＭコーナー 210
大和信用金庫　大安寺支店 奈良市南京終町２－１２０１－２８ ＡＴＭコーナー 211
奈良市立済美南小学校 奈良市南京終町６７６ 212
南福祉センター 奈良市南永井町４５－１ 213
奈良市立都南中学校 奈良市南永井町９８番地の１ 214
富雄北幼稚園 奈良市三松一丁目５－６ 215
奈良市立柳生小学校 奈良市柳生下町１３８番地 216
柳生保育園 奈良市柳生下町１５６ 217
大和高原カントリークラブ 奈良市柳生町１１３８－１ クラブハウス、喫茶店 218
奈良市立柳生中学校 奈良市柳生町２１２番地の２ 219
奈良万葉カンツリー倶楽部 奈良市八島町４７０ マスター室 220
都南保育園 奈良市横井一丁目１０７－１ 221
奈良市立田原中学校 奈良市横田町２９５－１ 222
南都銀行　西の京支店 奈良市六条１－３７－３５ ＡＴＭコーナー 223
京西保育園 奈良市六条西一丁目３－４３－１ 224
奈良市立六条小学校 奈良市六条二丁目１４番１号 225
並松保育園 奈良市藺生町１８６１－１ 226
奈良市立並松小学校 奈良市藺生町１８９４番地 227
奈良少年院 奈良市秋篠町１１２２番地 228
伏見公民館あやめ池分館 奈良市あやめ池南一丁目7番62号 229
コ・ス・パ高の原 奈良市右京１丁目サンタウンひまわり館５階 ジムフロア４階デスク上 230

コ・ス・パ西大寺
奈良市西大寺東町２丁目１－６３サン
ワシティビル６階

231

ミディ総合管理株式会社　奈良事業所（近鉄
百貨店内）

奈良市西大寺東町２丁目４－１　近鉄百貨店内 事務所内 232

富雄イトマンスイミングスクール 奈良市富雄元町１丁目１２－１ 233
（株）ダイエー　　ダイエー富雄店 奈良市富雄元町２－６－１ １階ｴｽｶﾚｰﾀｰ前 234
奈良市立田原診療所 奈良市横田町３３６－１ 235
奈良市立二名公民館 奈良市学園赤松町３６８４ 236
近鉄学園前駅 奈良市学園南３丁目1-1 改札口付近 237
奈良市立飛鳥公民館 奈良市紀寺町９８４ 238
奈良市月ヶ瀬診療所 奈良市月ヶ瀬尾山２７９０ 239
奈良市立都跡公民館 奈良市五条町２０４－１ 240
奈良市環境清美工場 奈良市左京５丁目２ 241
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奈良市立南部公民館 奈良市山町２７－１ 242
社会福祉法人史明会　ボイス 奈良市鹿野園町１５８４－２ 243
奈良市立平城東公民館 奈良市朱雀六丁目９－１ 244
奈良市立平城公民館 奈良市秋篠町１４６８ 245
県営競輪場 奈良市秋篠町98 救護室 246
奈良県新公会堂 奈良市春日野町101 玄関受付 247
奈良市立平城西公民館 奈良市神功四丁目２５ 248
奈良市立都祁公民館 奈良市針町２１９１番地 249
近鉄大和西大寺駅 奈良市西大寺国見町１丁目1-1 改札口付近 250
奈良市立伏見公民館 奈良市青野町１９１－１ 251
奈良市立若草公民館 奈良市川上町５７５ 252
（財）奈良県解放センター 奈良市大安寺１丁目２３−１ 253
奈良県立図書情報館 奈良市大安寺西1丁目1000番地 ２階カウンター 254
奈良市立三笠公民館 奈良市大宮町四丁目３１３－３ 255
奈良総合庁舎 奈良市大森町57-12 玄関入口 256
奈良市立興東公民館 奈良市大柳生町３６３３ 257
大渕池公園 奈良市中山町西1丁目 体育館事務所内 258
奈良市とみの里地域ふれあい会館 奈良市中山町西２丁目１０１２－１ 259
奈良市立登美ケ丘南公民館 奈良市中山町西二丁目９２１－１ 260
奈良市立富雄南公民館 奈良市中町５０１－３ 261
奈良市立登美ケ丘公民館 奈良市中登美ヶ丘三丁目４１６２－８１ 262
奈良市立富雄公民館 奈良市鳥見町二丁目９ 263
奈良県庁本庁舎 奈良市登大路町30番地 本庁ロビー 264
奈良県医療政策部地域医療連携課 奈良市登大路町30番地 本庁３階 265

奈良県中小企業会館 奈良市登大路町３８－１
2階商工観光館事務
室内

266

奈良県文化会館 奈良市登大路町6-2 事務室内 267
奈良税務署 奈良市登大路町81　奈良合同庁舎 ３階総務課 268
近鉄奈良駅 奈良市東向中町29 改札口付近 269
社会福祉法人ならやま会　いずみ園 奈良市奈良阪町２４９番地 270
奈良市立春日公民館 奈良市南京終町一丁目８６－１ 271

日本ボーイスカウト奈良県連盟
奈良市法蓮佐保山１丁目３番１号　奈
良県青少年会館内

272

奈良市立柳生公民館 奈良市柳生町３４０ 273
奈良市立柳生診療所 奈良市邑地町２７８６ 274
奈良市立京西公民館 奈良市六条西一丁目３－４３－２ 275
社会福祉法人　青葉仁会 奈良市杣ノ川町50番１　 276
奈良市立田原公民館 奈良市茗荷町１０７８－１ 277
奈良市都祁福祉センター 奈良市藺生町１９２２−８ 278
大和高田市立片塩小学校 大和高田市旭北町２－１ 保健室 279
寧薬化学工業(株) 大和高田市旭南町２－２５ 本社事務所 280

大和ガス株式会社 大和高田市旭南町８－３６
①本社1階正面玄関
②1階社員玄関

281

大和高田市立磐園小学校 大和高田市有井１番地 保健室 282
大和高田市立高田西中学校 大和高田市池田３３０ 保健室 283
大和高田市立陵西小学校 大和高田市池田３番地 保健室 284

総合福祉会館 ゆうゆうセンター 大和高田市池田４１８－１
２Ｆ健康増進
介護予防室

285

高田温泉さくら荘 大和高田市池田４４７ １Ｆ　事務室 286
大和高田公共職業安定所
（ハローワーク大和高田）

大和高田市池田５７４－６ ２階 287

㈱西日本宇佐見関西支店
２４号線大和高田給油所

大和高田市大字曽大根１８５ 監視室 288

高田警察署 大和高田市大字神楽３－１－９ １階受付 289
かなえ保育園 大和高田市大谷349-1 事務所 290
大和高田市役所庁舎 大和高田市大中１００－１ １階ロビー 291
高田総合庁舎 大和高田市大中98-4 正面玄関 292
大和高田市立高田中学校 大和高田市大中東町５－４８ 保健室 293
スーパードーム大和高田店 大和高田市大根125-1 カウンター 294
南都銀行　高田支店 大和高田市片塩町１２－２８ ＡＴＭコーナー 295
つぼみ保育園 大和高田市片塩町15-33 2階職員室 296
紀陽銀行　高田支店 大和高田市北片塩町12-23 ATMコーナー 297
大和高田市立高田商業高等学校 大和高田市材木町８－３ 体育館 298
山根整形外科
（サンルピナス大和高田2Ｆ）

大和高田市幸町2-10 診療室内 299
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大和高田年金事務所 大和高田市幸町５－１１ １階待合室 300
大和高田市立総合体育館 大和高田市幸町１１－１４ 事務所内 301
市田塾　高田校 大和高田市神楽２－３－７ 1階事務所 302
大和高田市立浮孔西小学校 大和高田市曽大根１－５－１ 保健室 303
大和高田市立高田小学校 大和高田市大中東町５－１５ 保健室 304
南都銀行　高田北支店 大和高田市高砂町７－１０ ＡＴＭコーナー 305
大和高田市立土庫小学校 大和高田市土庫３－２－６１ 保健室 306
大和高田市立浮孔小学校 大和高田市中三倉堂２－５－４３ 保健室 307
三倉堂保育園 大和高田市中三倉堂1-9-3 事務所 308
大和高田市立片塩中学校 大和高田市中三倉堂２－９－２８ 保健室 309
大和高田市総合公園 大和高田市西坊城４１４ １階受付 310
総合公園
コミュニティープール

大和高田市西坊城414 正面玄関 311

南都銀行　高田本町支店 大和高田市西町１－８ ＡＴＭコーナー 312
大和高田市立中央公民館 大和高田市西町１－１５ １階ロビー 313
葛城税務署 大和高田市西町１番１５号 ２階総務課 314

一般社団法人葛城メディカルセンター 大和高田市西町１番４５号
葛城メディカルセン
ター待合ロビー

315

葛城地区休日診療所 大和高田市西町１番４５号大和高田市保健センター内 休日診療所内1F廊下 316
大和高田市立菅原小学校 大和高田市根成柿４３６番地 保健室 317

和里 大和高田市野口３２５－３
①正面玄関
②３階サービスステー
ション

318

奈良文化高等学校 大和高田市東中１２７
①静ホール1階ロビー
②本館1階職員室
③清優寮1階受付前

319

カーブス大和高田
（女性専用フィットネスクラブ）

大和高田市東中2-11-17 正面玄関 320

社会福祉法人青垣園 大和高田市藤森８６番地の２
①本館
②救護施設
③作業棟

321

大和信用金庫　高田支店 大和高田市本郷町４－２３ ＡＴＭコーナー 322
さざんかホール 大和高田市本郷町６－３６ 事務室 323
大和高田市国民健康保険　天満診療所 大和高田市吉井４０－１ 1階処置室内 324
大和高田市総合福祉会館 大和高田市池田４１８－１ 325
特定非営利活動法人生活支援センター
もちつもたれつ

大和高田市内本町６－１８ 豆の木ビ
ル

326

ニッタ（株）奈良工場 大和郡山市池沢町１７２
①GUA３階休憩室
②１階厚生棟ロッカールーム 327

ハウス食品（株）奈良工場 大和郡山市池沢町３３７ 医務室 328
奈良県浄化センター
ファミリープール

大和郡山市額田部南町１６０ 監視事務所 329

奈良学園 大和郡山市山田町４３０
①新館２階職員室
②本館玄関
③第２体育館教官室

330

アピタ大和郡山店 大和郡山市田中町５１７
１階サービス
カウンター

331

サンホテル大和郡山 大和郡山市筒井町６３５－１ １階ロビー 332
ザ・パック（株）奈良工場 大和郡山市池沢町３２１－２ ２階総務受付 333
クオリカプス（株） 大和郡山市池沢町３２１－５ １階診療室 334
市立片桐小学校 大和郡山市池之内町１１７ １階保健室 335
いずみ保育園 大和郡山市泉原町１－４ 事務所 336
（株）森精機製作所
奈良第１工場

大和郡山市井戸野町３６２
①１階工場西端
②１階保健室前

337

奈良交通自動車教習所 大和郡山市井戸野町３８５ １階事務室 338

（株）中西製作所　奈良工場 大和郡山市今国府町６－３
①2階食堂
②1階工場

339

郡山保健所 大和郡山市植槻町３－１６ １階事務室 340
（株）森精機製作所
奈良第２工場

大和郡山市北郡山町１０７
①１階総務課前
②スペアパーツ部2階玄関 341

やまと郡山城ホール 大和郡山市北郡山町２１１番地３
ホール１階事務室カ
ウンター横

342

大和郡山市本庁舎 大和郡山市北郡山町２４８番地４ １階受付 343
大和郡山市九条公園 大和郡山市九条町100番地 １階事務室フロント 344
トマトホーム 大和郡山市九条町３０７－１ 事務所受付 345
ＡＲＲＯＷ大和小泉店 大和郡山市小泉町１２３９－４ カウンター 346
市立片桐西小学校 大和郡山市小泉町１６１８ 南館西側１階保健室 347
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TOTOプラテック（株） 大和郡山市椎木町２９９－３
従業員通路
（階段踊り場）

348

ビッグ・カーゴ（株） 大和郡山市椎木町４０４－２ 1階事務所 349

イオンモール大和郡山 大和郡山市下三橋町７４１

①イオンモール１階インフォ
メーション
②イオンモール２階中央
③イオンモール３階中央
④イオン１階サービスカウン
ター

350

奈良交通（株）奈良営業所 大和郡山市白土町１００－１ １階事務室廊下 351
そよかぜ 大和郡山市城町３２８－１ 1階リビング 352
幸寿苑 大和郡山市城南町２－１３ 玄関 353
寧楽の里 大和郡山市新町９９１ 玄関 354
郡山警察署 大和郡山市杉町２５０－４ １階受付 355
医療法人エスエイ　エスエイ歯科医院 大和郡山市田中町５１７　アピタショッピングセンター2階 出入り口 356
市立郡山西中学校 大和郡山市田中町７６７ １階職員室 357
奈良県立筒井寮 大和郡山市丹後庄町４２３ １階事務室 358
市立筒井小学校 大和郡山市筒井町１２０ １階保健室 359
グループホーム　なごみ筒井 大和郡山市筒井町１５３５ 食堂 360
市立郡山南中学校 大和郡山市筒井町３９８ ２階職員室 361
南都銀行　筒井支店 大和郡山市筒井町５９１－１ ＡＴＭコーナー 362
奈良県赤十字血液センター 大和郡山市筒井町６００－１ １階入口 363
パナソニック（株）ホームアプライアンス社 大和郡山市筒井町８００ 東の厚生棟１階 364
奈良県中央卸売市場 大和郡山市筒井町957-1 場内北側守衛室 365
南都銀行　中央市場支店 大和郡山市筒井町９５７－１ ＡＴＭコーナー 366
（社）奈良県トラック協会 大和郡山市額田部北町９８１－６ 1階ロビー 367
近畿運輸局
奈良運輸支局

大和郡山市額田部北町９８１－２ E棟１階玄関 368

ピュアネス藍 大和郡山市本庄町１－５ 1階ロビー 369
Charmやまとこおりやま 大和郡山市本庄町３０６－１４ 事務所カウンター 370
大和郡山市保健センター 大和郡山市本庄町３１７－２ １階事務室 371
マイホーム筒井さんち 大和郡山市馬司町５０－１７ 玄関 372
南都銀行　郡山支店 大和郡山市南郡山町２１１－９ ＡＴＭコーナー 373
奈良信用金庫　本店 大和郡山市南郡山町５２９－６ １階正面入口 374
大和郡山市中央公民館 大和郡山市南郡山町５２９番地１ １階事務室前 375
養護老人ホーム　かんざん園 大和郡山市南大工町１－３ １階ロビー 376

シャープ（株）　郡山工場 大和郡山市美濃庄町４９２

①1階守衛室
②厚生棟1階健康管理室
③第8工場6階コミュニティルー
ム
④体育館1階フロア
⑤第6工場2階
⑥第9工場3階

377

特別養護老人ホーム　あすなら苑 大和郡山市宮堂町１６０－７ １階入口 378

奈良工業高等専門学校 大和郡山市矢田町２２
①学生玄関　②学生寮
③図書館前ピロティー 379

グループホームやたさん元気村 大和郡山市矢田町４４４６－４ 玄関 380
特別養護老人ホーム　瑞祥苑 大和郡山市矢田町４７３９－４ １階事務所 381
南都銀行　矢田山出張所 大和郡山市矢田山町１００－１５ ＡＴＭコーナー 382
原整形外科 大和郡山市矢田山町５９－８ １階処置室 383
大和郡山市総合公園施設 大和郡山市矢田山町２番地 ２階事務室 384
市立郡山中学校 大和郡山市柳町４０４ ２階職員室 385
日本光電（株）奈良営業所 大和郡山市柳町７９－１４ ２階事務所 386

もりおか歯科
大和郡山市柳町１２８－９郡山クリニッ
クスクエア3階

受付と診察室の間 387

社会福祉法人　福興会　きづな苑 大和郡山市山田町３３７－１ 医務室 388
市立矢田南小学校 大和郡山市山田町８３ １階保健室 389
関西電力（株）　奈良電力所 大和郡山市横田町５５８－１ ２階事務所 390
原医院 大和郡山市横田町７０８－３ 通路 391
グループホーム「あんしん」 大和郡山市横田町７６０ 事務所とユニットとの間 392
市立郡山東中学校 大和郡山市若槻町１３４－２ ２階職員室 393
イトマンスイミングスクール　大和郡山校 大和郡山市南郡山町４６４－４０ ２階コーチ室 394
矢田山診療所 大和郡山市矢田山町５１－３ 診察室 395

大和郡山病院 大和郡山市朝日町1-62
2Ｆ外来
5Ｆ病棟

396

天理料金所 大和郡山市櫟枝町182-1 事務所内1Ｆ 397
西名阪道天理ＰＡ（下） 大和郡山市櫟枝町195-1 入口付近 398
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敷島製パン㈱ 大和郡山市池沢町549-1
Ｃ棟2Ｆ事務室
Ｄ棟2Ｆ休憩室

399

キャタピラーウエストジャパン奈良支店 大和郡山市今国府町387 １Ｆ事務所 400

ヤマト運輸 大和郡山市今国府町70-1
奈良ベース店2Ｆ事務
所

401

老人福祉センター 大和郡山市植槻町３－１１ １階受付カウンター端 402
社会福祉会館 大和郡山市植槻町３－８ １階総務課受付 403
大和郡山市上下水道部 大和郡山市植槻町6-10 業務課 404
昭和地区公民館 大和郡山市馬司町３３１－５６ １階事務所 405

株式会社フルックス 大和郡山市馬司町696
本部事務所
製造事務所

406

大和郡山公共職業安定所 大和郡山市観音寺町168-1 1Ｆ玄関左側 407
市立郡山北小学校 大和郡山市北郡山町１１５ ２階職員室 408
大和園こおりやまデイサービスセンター 大和郡山市北郡山町205-4 １Ｆ事務所 409
グループホーム　オリーブの木 大和郡山市九条町１３１１－１ リビング1台 410
片桐地区公民館 大和郡山市小泉町１０５－１ １階受付窓口 411
市立片桐中学校 大和郡山市小泉町１７３－１ ３階職員室 412
ＪＲ西日本　大和小泉駅 大和郡山市小泉町492-3 改札口 413
小泉診療所 大和郡山市小泉町552 入口 414

奈良県立郡山高等学校 大和郡山市城内町1-26

冠山校舎職員室
冠山校舎体育館
城内校舎職員室
城内校舎体育館

415

奈良厚生会病院 大和郡山市椎木町769-3
外来受付
新館1Ｆ

416

大成紙器印刷㈱ 大和郡山市椎木町311 2Ｆ事務所 417
学科指導教室「ＡＳＵ」 大和郡山市城内町２－７ １階事務室 418
西濃運輸㈱奈良営業所 大和郡山市白土町65-1 1Ｆ休憩室 419
西名阪道天理ＰＡ（上） 大和郡山市新庄町104-1 フードコート内 420
ＪＲ郡山駅 大和郡山市高田町104-6 改札北側 421
市立郡山西小学校 大和郡山市田中町６３２ １階多目的室 422
奈良県立盲学校 大和郡山市丹後庄町222-1 寄宿舎の指導員室 423
奈良県ろう学校 大和郡山市丹後庄町456 1Ｆ正面事務室 424
奈良県立大和中央高等学校 大和郡山市筒井町1201 体育館体育研究室 425
南部公民館 大和郡山市筒井町６００－４ １階受付左側 426
しんたく小児クリニック 大和郡山市天井町223-1 診療室内 427
天理教郡山大教会 大和郡山市天理町1-5 事務所 428
市立昭和小学校 大和郡山市額田部北町５５５ 第２保健室 429
アスカ工業株式会社 大和郡山市美濃庄町458-1 １Ｆ入口ロッカー上 430
特別養護老人ホーム大和園平和 大和郡山市美濃庄町236-1 １Ｆ事務所前 431
市立平和小学校 大和郡山市美濃庄町２６２ １階事務室 432
丸亀製麺大和郡山支店 大和郡山市美濃庄町204-1 入口 433

まほろば健康パーク 大和郡山市宮堂町310
テニスコート横受付事
務所

434

大和郡山市矢田コミュニティ会館 大和郡山市矢田町４５４７ １階事務室 435
伊藤金属製作所 大和郡山市矢田町4848 食堂1Ｆ 436
市立矢田小学校 大和郡山市矢田町９６６－２ １階職員室 437
市立郡山南小学校 大和郡山市柳町８５ １階技能員室 438
センコー㈱奈良物流 大和郡山市横田町141-1 事務所 439
市立治道小学校 大和郡山市横田町２５４ １階保健室 440
治道地区公民館 大和郡山市横田町２６１－１ １階事務室 441
平和地区公民館 大和郡山市若槻町４－４ １階受付窓口 442
浄化センター公園 大和郡山市額田部南町160 公園内管理事務所 443
社会福祉法人　萌 大和郡山市小泉町73-1 444
奈良県民俗博物館 大和郡山市矢田町５４５ 445
大和郡山育成福祉会　ひかり園 大和郡山市矢田町字大谷３８２－２ １階職員室 446
奈良県立二階堂高等学校 天理市荒蒔町100-1 職員室 447
あすならホーム二階堂 天理市荒捲蒔町138-4メゾンカサブランカ１階 リビング本棚 448
天理市立北保育所 天理市石上町５１１－２ 玄関ホール 449
天理市立北中学校 天理市石上町７７７ １階印刷室 450
㈲ライフサポート　グループホームゆりかご 天理市櫟本町1461-3 1階玄関 451
三幸学園飛鳥未来学校 天理市櫟本町１５１４－１ １階廊下 452
天理市立櫟本公民館 天理市櫟本町２０６４－２ １階玄関 453
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天理市立櫟本幼稚園 天理市櫟本町２０６６－１ 職員室 454
デイサービス　りあん天理 天理市櫟本町2098-1 1階入り口 455
南都銀行　櫟本支店 天理市櫟本町２２２８－５ ＡＴＭコーナー 456
天理市立櫟本小学校 天理市櫟本町２４３８番地 校長室前廊下 457
あすならホーム櫟本 天理市櫟本町３０１２番地１ 事務所 458
大和信用金庫　櫟本支店 天理市櫟本町３１１９－６ ＡＴＭコーナー 459
天理市立式上公民館 天理市遠田町４５－９ １階玄関 460
柳本保育園 天理市遠田町５１１－１ 事務所 461
特別養護老人ホームふるさと園 天理市遠田町４７３ １階スタッフコーナー 462
コナミスポーツクラブ　天理 天理市嘉幡町１４６－１ 入口フロント前設置 463
天理市立嘉幡保育所 天理市嘉幡町４２５ 玄関ホール 464
天理市立二階堂公民館 天理市嘉幡町５２０ １階事務室入口横 465
天理市立二階堂体育館 天理市嘉幡町５２０ 体育館玄関 466
HAPPY　ARROW天理店 天理市嘉幡町600-1 景品カウンター内 467

奈良健康ランド　奈良健康プラザホテル 天理市嘉幡町６００番地１
奈良プラザホテル１
階フロント

468

ARROW天理店 天理市嘉幡町700-1 事務所 469
プラス薬局 天理市川原城町275-1　松尾ビル1階 受付内 470
南都銀行　天理支店 天理市川原城町３０３－１ ＡＴＭコーナー 471
張田耳鼻咽喉科 天理市川原城町708 院内 472
大和信用金庫　天理支店 天理市川原城町７１２ ＡＴＭコーナー 473
天理市役所 天理市川原城町６０５ 1階ロビー 474
天理市民会館 天理市川原城町７３９ 1階医務室 475
天理本通商店街 天理市川原城町 勝井クリニック前 476
特別養護老人ホーム　ひびきの郷 天理市岸田町1199 1階看護室 477
医療法人社団高清会高井病院 天理市蔵之庄町461-2 東館1階ロビー 478
株式会社　大和農園外国部 天理市佐保庄町31 2階事務所 479
天理市立朝和公民館 天理市三昧田町４６０－３ １階玄関ロビー 480
株式会社　サンエー化研 天理市三昧田町６６ 第一工場入り口 481
１２３天理店 天理市三昧田町６９－１ １階景品カウンター 482
天理市立朝和幼稚園 天理市成願寺町３８６ 職員室 483
天理市グラウンド・ゴルフ場 天理市杉本町１５０ 管理棟内 484
ひまわり保育園 天理市杉本町１７４－２ １階事務室前廊下 485
天理市立前栽幼稚園 天理市杉本町２４３－１ 遊戯室前 486
天理市立前栽小学校 天理市杉本町２４３番地１ 事務室前廊下 487
天理市立前栽公民館 天理市杉本町３５１－３ １階エントランス 488
天理市立朝和小学校 天理市成願寺町４２０番地 保健室前廊下 489

奈良県農業協同組合　二階堂支店 天理市前栽町３３８
事務所１階南側出入
口付近

490

株式会社山中葬儀社 天理市前栽町８８－１ 創葬館内１階受付 491
天理教兵神大教会信者詰所 天理市田井庄町590 1階事務所 492
天理教高岡大教会信者詰所 天理市田井庄町604 1階玄関 493
天理警察署 天理市田部町２２－４ １階受付 494
天理市立祝徳公民館 天理市田部町３２０ １階玄関 495
天理市立中央保育所 天理市田部町５５３ 職員室入口左側 496
天理市立丹波市幼稚園 天理市丹波市町１３５－３ 職員室 497
天理市療育教室　杉の子学級 天理市丹波市町１９６－１ 玄関入り口左側 498
（社）天理市シルバー人材センター 天理市丹波市町２５６－１ １階ロビー 499
天理市立北中学校夜間学級 天理市丹波市町１６９－１ 玄関横廊下 500

天理市立丹波市小学校 天理市丹波市町１８０
１階昇降口
保健室横

501

天理市立丹波市公民館 天理市丹波市町２８５－２
１階ロビー（正面入口
右側壁面）

502

天理市立東部公民館 天理市豊井町８７ １階玄関 503
ケアハウス　ふる里 天理市中之庄町411-1 1階事務室 504
奈良東病院 天理市中之庄町470 外来待合 505
介護老人福祉施設　ならふくじゅ荘 天理市中之庄町493-1 1階事務室 506
グループホーム　ふれあい天理 天理市中之庄町531 1階玄関 507
有料老人ホーム　エバーライフ 天理市中之庄町555 1階ホール 508
カレス保育園 天理市楢町544 職員室 509
天理市立西中学校 天理市二階堂上ノ庄２１０－１ １階事務室 510
東歯科技工所 天理市二階堂北菅田町５８ 玄関横作業場 511
天理市立二階堂幼稚園 天理市二階堂南菅田町３８－１ 職員室前廊下 512
天理市立二階堂小学校 天理市二階堂南菅田町６４０－１ 体育館玄関内 513
天理市立井戸堂公民館 天理市西井戸堂町１２２－４ １階大会議室前 514
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天理市立井戸堂小学校 天理市西井戸堂町３０１番地 職員室 515
天理市立井戸堂幼稚園 天理市西井戸堂町４０６ 職員室 516
たかはしファミリークリニック 天理市西井戸堂町439-5 待合室 517
天理市立総合体育館 天理市西長柄町５９５ 玄関ホール 518
天理市立水泳プール 天理市西長柄町５９５ プール管理棟 519
永大化工株式会社天理事業所 天理市西長柄町688 1階正面玄関 520
社会福祉法人　自然塾 天理市檜垣町７４３－１ １階事務所兼食堂 521
小規模多機能型施設　美心逢 天理市東井戸堂町372-1 1階事務所 522
ザ・ビッグエクストラ天理店 天理市東井戸堂町381 お客様承りカウンター 523
朝和保育園 天理市兵庫町３３２－１ 事務所 524
天理市立南中学校 天理市兵庫町３３６－２ 保健室前廊下 525
住宅型有料老人ホーム天翔 天理市平等坊町20-3 １階安息室入口横棚 526
天理市福祉センター 天理市福住町４８９０ １階玄関受付 527
天理市立福住中学校 天理市福住２１０５ １階玄関ホール 528
天理市立福住小学校 天理市福住町１９５４－１ １階下足室 529
天理市立福住公民館 天理市福住町２０２５ １階ロビー 530
ヤマトカントリークラブ 天理市福住町２３ スタート室 531
天理市立福住幼稚園 天理市福住町３９０２ 玄関ホール 532
特別養護老人ホーム　やすらぎ園 天理市福住町５５０４ ３階エレベーター前 533
ケアハウスやすらぎ 天理市福住町５５０４ 事務所前 534
特別養護老人ホーム　福住光明苑 天理市福住町６３２８ １階正面玄関内（受付横） 535
春日台カントリークラブ 天理市福住町７４５３ スタート室 536
株式会社 乗馬クラブクレイン
オリンピックパーク

天理市福住町７７６７ ２階フロント 537

天理教東本大教会信者詰所 天理市別所町100 A棟1階事務所 538
天理市立山の辺小学校 天理市別所町３８０番地 職員室 539
社会福祉法人　天理児童擁護施設　天理養
徳院

天理市別所町715-3 １階玄関 540
天理市立南保育所 天理市勾田町９２ 職員室 541
天理本通商店街 天理市三島町 吉川屋三島店前 542
天理市立山の辺幼稚園 天理市三島町１４０－１ 職員室 543
天理市立三島体育館 天理市三島町１４０－１ 体育館玄関 544
天理市文化センター 天理市守目堂町１１７ ２階図書館閲覧室前 545
天理市立柳本公民館 天理市柳本町１１２７ １階ロビー 546

天理市立柳本小学校 天理市柳本町１２１３
１階職員室前
更衣室横

547

社会福祉法人だるま会　だるま作業所 天理市柳本町１３８４－１ １階正面玄関内 548
南都銀行　天理南支店 天理市柳本町１９４－２ ＡＴＭコーナー 549
障害者支援センター　ふきのとう 天理市柳本町２０３６－１ １階休養室 550
天理市トレイルセンター 天理市柳本町577-1 玄関内 551
天理市立柳本幼稚園 天理市柳本町８９１－２ 職員室 552
八重桜カントリークラブ 天理市山田町１２１１ スタート室 553
天理市立山田公民館 天理市山田町１５４８ 玄関 554
天理市立やまだこども園 天理市山田町１５６０ 玄関 555
ゴルフパークナパラ 天理市山田町８８８ スタート室 556
天理時報社 天理市稲葉町８０ 本社棟１階正面受付 557

光洋サーモシステム 天理市嘉幡町２２９

①研究開発棟１階玄関守
衛室
②研究開発棟１階自動販
売機横工場休憩所

558

丹波市第二学童保育所（ひまわりクラブ） 天理市三島町395 １階事務所室前廊下 559
三島公会堂 天理市三島町407 玄関前 560

積水化成品工業(株)天理工場 天理市森本町670
事務所棟１階ロビー
北側壁面

561

朝和第一、第二学童保育所（たけのこ１、２クラブ） 天理市成願寺町412-4 玄関内 562
井戸堂学童保育所（コスモスクラブ） 天理市西井戸堂町399-3 玄関内 563

西日本旅客鉄道（株）ＪＲ天理駅 天理市川原城町８１６
１階コンコース内事務
所西側壁面

564

前栽第二学童保育所（げんきっこクラブ） 天理市前栽町341-7 玄関内 565
丹波市第一学童保育所（たんぽぽクラブ） 天理市丹波市町163-1 １階保育室（畳）北入口 566
特別養護老人ホーム　清寿苑 天理市中之庄町５３２－１ １階玄関ホール 567
二階堂学童保育所（わかばクラブ） 天理市二階堂南菅田町640 玄関内 568
前栽第一、第三学童保育所（のびっこ１、２クラブ） 天理市富堂町294 玄関内 569
山の辺学童保育所（にじいろクラブ） 天理市別所町261-3 玄関内 570
天理市立地域活動支援センター 天理市豊井町87 事務所入口 571
柳本学童保育所（ゆづきクラブ） 天理市柳本町719 保育室中央 572
社会福祉法人 自然塾　みんなの家「てぃーだ」 天理市檜垣町743-1 １階作業所 573

天
理
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Ａコープ近畿　櫟本東店 天理市櫟本町2260-1
店舗内バックヤード
出入口付近

574

櫟本学童保育所（ゆうゆうクラブ） 天理市櫟本町2426-1 玄関内 575
天理教郡山大教会信者詰所 天理市川原城町423 1階事務所 576
畝傍中学校 橿原市石川町２０４ 体育館教官室 577
南都銀行　耳成支店 橿原市石原田町２２１－８ ＡＴＭコーナー 578
新沢小学校 橿原市一町１２９６ １階職員室入り口 579
南都銀行　畝傍支店 橿原市今井町１－３－１３ ＡＴＭコーナー 580
今井地区公民館 橿原市今井町２－３－２３ １階事務室 581
今井小学校 橿原市今井町３－４－４６ １階職員玄関 582
新陽石油株式会社　サンシャイン橿原ＳＳ 橿原市雲梯町１１３－１ 583
奈良県農業協同組合　金橋支店 橿原市雲梯町１７０－２ 584
奈良県立橿原公苑 橿原市畝傍町５１ 第１体育館 585
奈良県立橿原公苑 橿原市畝傍町５２ 陸上競技場 586
奈良県立橿原公苑 橿原市畝傍町５２ 佐藤薬品スタジアム 587
奈良県立橿原公苑 橿原市畝傍町５３ 本館事務所 588
橿原市保健福祉センター 橿原市畝傍町９－１ １階受付 589
橿原市運動公園 橿原市雲梯町３３３－２ 事務所 590
アイヴィ・デンタル・オフィス 橿原市栄和町１０２－３ 1階待合室 591
真菅北小学校 橿原市大垣町２２０－１ １階職員室 592
畝傍東小学校 橿原市大軽町２８３ １階職員室 593
大久保コミュニティセンター 橿原市大久保町１５－１ １階事務室 594
畝傍北小学校 橿原市大久保町１５６ １階職員室 595
畝傍中学校夜間学級 橿原市大久保町１５６ １階職員室 596
奈良県社会福祉総合センター 橿原市大久保町３２０－１１ 総務管理課内 597
セレモニーホール橿原 橿原市一町３４５－１ 598
奈良県警察本部 運転免許課 橿原市葛本町１２０－３ １階ロビー 599
新沢地区公民館 橿原市川西町６１１ １階事務室 600
老人福祉センター（千寿荘） 橿原市川西町８５８－１ ２階事務室 601
サンテック㈱ 橿原市観音寺町１９２－１ 警備受付 602
ぽれぽれケアセンター白橿 橿原市北越智町３２２－１ １階事務室 603
八木地区公民館 橿原市北八木町２－１－６ １階事務室 604
大和信用金庫　新ノ口支店 橿原市葛本町２６０－７ ＡＴＭコーナー 605
耳成地区公民館 橿原市葛本町５９３ １階事務室 606
耳成小学校 橿原市葛本町６２５ １階職員玄関 607
近鉄橿原神宮前駅 橿原市久米町６１８ 改札口付近 608
大和信用金庫　橿原支店 橿原市久米町６４９－１ ＡＴＭコーナー 609
南都銀行　神宮前支店　神宮駅東口出張所 橿原市久米町６５２－２ ＡＴＭコーナー 610
かしの木園 橿原市久米町６７８ １階訓練室前 611
奈良県農業協同組合　畝傍支店 橿原市久米町７０７ 612
南都銀行　神宮前支店 橿原市久米町大字神宮前９２２－１ ＡＴＭコーナー 613
金橋小学校 橿原市雲梯町２１６－１ １階職員室 614
金橋地区公民館 橿原市雲梯町９２７ １階事務室 615
大成中学校 橿原市小綱町７７－２ １階職員室 616
橿原市中央公民館 橿原市小房町１１－１ １階事務所 617
橿原市中央公民館分館 橿原市小房町１１－４ １階事務室 618
万葉ホール 橿原市小房町１１－５ １階受付 619
晩成小学校 橿原市小房町１－５４ １階職員玄関 620
橿原市水道局 橿原市小房町９－２３ １階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ横 621
橿原警察署 橿原市四条町６１８－１ １階受付 622
福祉センター（やわらぎの郷） 橿原市十市町６３－１ １階事務室 623
耳成西小学校 橿原市上品寺町４５５－１ １階職員玄関 624
白橿地区公民館 橿原市白橿町１－１７－３９ １階事務室 625
南都銀行　神宮前支店　白橿出張所 橿原市白橿町２－３１－１９ ＡＴＭコーナー 626
白橿北小学校 橿原市白橿町３－１０－２ １階職員室 627
白橿中学校 橿原市白橿町８－１２－１ １階職員玄関 628
白橿児童センター 橿原市白橿町８－１－２５ １階事務室 629
白橿南小学校 橿原市白橿町８－１９－１ １階職員室 630
八木中学校 橿原市新賀町３３ 体育館教官室 631
多地区公民館 橿原市新口町５１０ １階事務室 632
香久山地区公民館 橿原市膳夫４７７ １階事務室 633
香久山小学校 橿原市膳夫町９８－１ １階職員玄関 634
曽我川緑地体育館 橿原市曽我町１２１１ １階事務室 635
真菅地区公民館 橿原市曽我町６８８－１ １階事務室 636
真菅小学校 橿原市曽我町７１０ １階職員玄関 637
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鴨公地区公民館 橿原市醍醐町４５９－４０ １階事務室 638
まこと保育所 橿原市田中町２３３ 医務課 639
奈良県農業共済会館 橿原市十市町８７７－１ 正面玄関入口 640
ケアステージみみなし 橿原市常磐町１５８－１ サービスステーション 641
耳成南小学校 橿原市常磐町３ １階職員玄関 642
ＪＡ奈良県まほろばキッチン 橿原市常磐町６０５－１ 店舗内 643

コナミスポーツクラブ　大和八木 橿原市内膳５－１８－１
エグザスマシンジム内
設置

644

南都銀行　橿原支店　近鉄八木駅前出張所 橿原市内膳町５－２－３１ ＡＴＭコーナー 645
南都銀行　真菅支店 橿原市中曽司町１８５－２７ ＡＴＭコーナー 646
鴨公小学校 橿原市縄手町３２４ 体育館１階廊下 647
橿原中学校 橿原市西新堂町２６－１ １階職員室 648
かしはら安心パーク 橿原市東竹田２２４－１ 事務室 649
大和信用金庫  坊城支店 橿原市東坊城町１９７－２０ ＡＴＭコーナー 650
南都銀行　坊城支店 橿原市東坊城町２２０－３ ＡＴＭコーナー 651
飛騨コミュニティセンター 橿原市飛騨町９４－２ １階事務室 652
光陽中学校 橿原市古川町２０ ２階職員室 653

イオンモール橿原 橿原市曲川町7丁目２0番1号
①インフォーメーショ
ンセンター
②防災センター

654

畝傍南小学校 橿原市見瀬町１６４ １階職員室 655
畝傍地区公民館 橿原市見瀬町２０２－１ １階事務室 656
橿原市昆虫館 橿原市南山町６２４ １階事務室 657
香久山体育館 橿原市南山町６２４ ２階事務室 658
南都銀行　橿原支店 橿原市八木町１－１－１ ＡＴＭコーナー 659
橿原市役所（行事貸出用） 橿原市八木町１－１－１８ １階玄関 660
大和信用金庫　八木支店 橿原市八木町１－６－２３ ＡＴＭコーナー 661
橿原市役所 橿原市八木町１丁目１－１８ １階受付 662
社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会 橿原市小房町１１−１ 663
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 橿原市畝傍町５０－２ 博物館受付 664
奈良県立橿原公苑明日香庭球場 橿原市畝傍町５１ 管理棟事務所内 665
近鉄大和八木駅 橿原市内膳町5丁目1-2 改札口付近 666
奈良県医師会 橿原市内膳町５丁目５－８ 1階受付 667

奈良県橿原文化会館 橿原市北八木町3-65-5
１階サービスカウン
ター内

668

桜井南小学校 桜井市浅古１ 体育館入り口 669
桜井中学校 桜井市浅古５９３ 体育館 670
株式会社サンユー　桜井給油所 桜井市阿部４２６－５ 671
（医）幸仁会　木下医院 桜井市阿部５５０ 672
南都銀行　桜井北出張所 桜井市粟殿１００８－１ ＡＴＭコーナー 673
ソニアスポーツクラブBIG-S桜井 桜井市粟殿１０１６－１ 2階フロント 674
桜井税務署 桜井市粟殿１８５番地４ ２階総務課 675
桜井市民会館 桜井市粟殿２０２ １階事務所内 676
桜井市中央公民館 桜井市粟殿２０２ １階事務所内 677
安倍小学校 桜井市生田５７８ 体育館 678
特別養護老人ホーム秀華苑 桜井市大字出雲１６４２番地 本館３階（アネックス） 679
多武峰観光ホテル 桜井市大字多武峰４３２番地 ホテル内 680
やまのべグリーンヒルズ 桜井市大字大豆越１０４番地の１ １階受付カウンター 681
グループホーム　こもれび 桜井市大字川合２２０－１ 玄関 682
桜井市立図書館 桜井市大字河西３１ 事務所内 683
ダイナム信頼の森　奈良桜井店 桜井市大字吉備３２５－３ ホール内カウンター 684
特別養護老人ホームきび秀華苑 桜井市大字吉備５４２－２ ３階医務室前 685
奈良県立桜井高校 桜井市大字桜井９５ 体育館内入口 686
天理ゴルフ倶楽部 桜井市大字小夫２２８４ スタート室 687
桜井公共職業安定所 桜井市大字外山２８５－４－５ １階フロアー中央 688
ヤマトー桜井南店 桜井市大字谷２４５－１ １階サービスカウン 689
日本年金機構　桜井年金事務所 桜井市大字谷８８－１ １階お客様待合室 690
三輪そうめん山本 桜井市大字箸中８８０番地 売店入り口 691
グループホーム友遊 桜井市大字山田７１６－１ １階事務所内 692
桜井警察署 桜井市大字三輪４９－１ １階受付 693
桜井市休日応急診療所 桜井市金屋１３６－１ 正面玄関 694

イオン桜井店 桜井市上之庄２７８－１
①１階警備室前
②１階サービスセン
ター前

695

桜井西小学校 桜井市上之庄５９４－１ 玄関 696
大和信用金庫　桜井北支店 桜井市川合２７２－２ ＡＴＭコーナー 697

桜
井
市

橿
原
市



桜井市第一保育所 桜井市吉備６４８ 698
桜井市高齢者総合福祉センター 桜井市倉橋１１１６ 事務所内 699
朝倉小学校 桜井市黒崎６２４－２ 中央玄関 700
大和信用金庫　本店 桜井市桜井２８１－１１ 南側ATMコーナー 701
南都銀行　桜井支店 桜井市桜井２８１－４ ＡＴＭコーナー 702
城島小学校 桜井市桜井３３０ １階多目的ホール 703

関西中央高校 桜井市桜井５０２
①1階職員室横
②グラウンド

704

桜井市福祉センター 桜井市桜井５３５－１ １階事務所入り口 705
大和信用金庫　本町出張所 桜井市桜井９３１ ＡＴＭコーナー 706
織田小学校 桜井市芝１１７７ １階職員室 707
大三輪中学校 桜井市芝１４０１ 体育館 708
奈良県農業協同組合　織田支店 桜井市芝２７３－１ 709
ハローワーク桜井 桜井市外山２８５－４－５ 職業相談部分 710
桜井西中学校 桜井市大福７４７ 体育館 711
大福小学校 桜井市大福８２８ 玄関入口横 712
桜井小学校 桜井市谷５９１ １階保健室 713
桜井年金事務所 桜井市谷８８－１ 玄関待合 714
奈良県農業協同組合　桜井支店 桜井市外山４７４－１４ 715
初瀬小学校 桜井市初瀬１５３３ １階クラブハウス 716
桜井東中学校 桜井市初瀬１６５５ 玄関 717
桜井市東老人憩いの家 桜井市初瀬２４５３－１ ２階待合室 718
南都銀行　初瀬支店 桜井市初瀬８６９ ＡＴＭコーナー 719
纏向小学校 桜井市東田３３９ 玄関入口 720
大神神社 桜井市三輪１４２２ 社務所内 721
三輪小学校 桜井市三輪３２９ 体育館入り口 722
南都銀行　三輪支店 桜井市三輪４４１－１ ＡＴＭコーナー 723
桜井市総合体育館 桜井市三輪６８６ １階事務所前 724
桜井総合庁舎 桜井市粟殿１０００ 正面玄関 725
奈良県農業協同組合　五條支店 五條市今井１－１１－３８ 726
グループホーム白寿荘 五條市今井１丁目１-１５ 玄関下駄箱上 727
五條市立宇智野保育所 五條市今井３丁目３-２０ 職員室 728
宇智公民館 五條市今井３丁目３－４８ 事務室 729
宇智学童保育所 五條市今井３丁目４３７-１ 学童保育室 730
植田歯科医院 五條市今井４－４－４３ 院内 731
中垣整形外科 五條市今井４丁目３－１ 診察室２ 732
さくら歯科クリニック 五條市今井５－１４８４－４ 院内 733
五條東中学校 五條市今井５－７－１２ 職員室 734
ドコモショップ　五條店 五條市今井５丁目２４－１ ショールーム 735
奈良カントリークラブ 五條市今井町１１４１ キャディーマスター室 736
宇智小学校 五條市今井町１１５３ 職員室 737
五條警察署 五條市今井町４－４－５０ １階受付 738
上野運動公園 五條市上野町２４６番地 管理棟事務所 739
五條西中学校 五條市大澤町３７４ 職員室 740
社会福祉法人　正和会　特別養護老人ホーム　まきの苑 五條市大沢町５－２５－１ 事務所等　３箇所 741
社会福祉法人　正和会　介護福祉老人施設　ルポゼまきの 五條市大沢町9-8 事務所等　３箇所 742
大塔体育館 五條市大塔町宇井１７１ 館内受付 743
大塔小中学校 五條市大塔町宇井１８３ 職員室前廊下 744
ふれあい交流館
（大塔温泉夢の湯）

五條市大塔町宇井９４ ２階受付 745

南都銀行　大塔代理店出張所 五條市大塔町辻堂４１－２ １階ロビー 746
五條市大塔町診療所 五條市大塔町辻堂１８９－１ 診療所内 747
岡口歯科医院 五條市岡口１－５－７ 院内 748
県立五條高等学校 五條市岡町１４２８ 体育館教官室 749
五條市立岡保育所 五條市岡町４９１ 職員室 750
宇智体育館 五條市岡町９８９ 玄関 751
養護老人ホーム　花咲寮 五條市釜窪町１４８０番地 １階診察室 752
５万人の森公園 五條市北山町９３０－１ 事務室 753
シプレカントリークラブ 五條市木ノ原町９６３ スタート室付近　２箇所 754
モンベルクラブ五條店 五條市小島町５３３ 事務所 755
平井歯科医院 五條市五條１－７－５ 院内 756
五條市立五條保育所 五條市五條３丁目２-４４ 職員室 757
南都銀行　五条支店 五條市五條３丁目２－８ ＡＴＭコーナー 758
五條市人権総合センター 五條市五条４丁目１－３ 事務室 759
五條東体育館 五條市五條４丁目２－６ 玄関 760
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十川ゴム　奈良工場 五條市三在町１０３０ 警備室内 761
阿田峯公園 五條市三在町１６８０ 管理棟事務所 762
五條中学校 五條市下之町５０ 職員室 763
障害者支援施設　五條学園 五條市島野町７０９-１ 事務室内 764
児童養護施設　嚶鳴学園 五條市島野町７４５ 事務室内 765
教育委員会 五條市下之町２１ １階生涯学習課 766
新町公民館 五條市新町１丁目７－１０ 玄関 767
五條市歯科医師会　下田歯科診療所 五條市新町３-４-１３ 院内 768
五條市立福祉センター 五條市新町３丁目３-２ 東側玄関ホール内 769
吉野歯科医院 五條市須恵１－４－２ 院内 770
紀陽銀行　五条支店 五條市須恵１丁目３－２ ＡＴＭコーナー 771
釜田歯科医院 五條市須恵３－４－２６ 診察室内 772
須恵公民館 五條市須恵３丁目４－４４ 事務室 773
三寿福祉会　友喜苑 五條市住川町１１６５-４ １階ロビー 774
ホシエヌ製薬(株)五條工場 五條市住川町１３８０ 本館３階食堂 775

(株)塚谷刃物製作所　奈良工場 五條市住川町１４０３
１階工場中央飲料自
動販売機内
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三寿福祉会　友徳苑 五條市住川町１４２６ 玄関内 777
(株)クラブコスメチックス 五條市住川町８８８-４ 管理棟側　保安室 778
まつた歯科クリニック 五條市住川町１５３－３ 院内 779
今田歯科医院 五條市住川町４８１－１－１ 院内 780
田園歯科クリニック 五條市田園３－２－６ 院内 781
Ａコープハートフル五條 五條市田園３丁目１ レジ付近 782
北宇智小学校 五條市近内町１１５８ 職員室 783
五條市立北宇智保育所 五條市近内町７３１ 職員室 784
北宇智公民館 五條市近内町７３５ 事務室 785
北宇智体育館 五條市近内町７７９ 玄関 786
北宇智学童保育所 五條市近内町７７９ 学童保育室 787
田園体育館兼集会所 五條市田園２丁目１８－２ 玄関 788
田園公民館 五條市田園４丁目１４－３ 事務室 789
あづみ台集会所 五條市田園５丁目３４－１ 玄関 790
五條市立阪合部保育所 五條市中町３１５-１ 職員室 791
杉崎医院 五條市中之町１７７１－３３ 処置室 792
五條市立牧野保育所 五條市中之町８０８-１ 職員室 793
牧野学童保育所 五條市中之町９２１ 学童保育室 794
牧野公民館 五條市中之町１７６４－１ 事務室 795
牧野体育館 五條市中之町５９５ 玄関 796
牧野小学校 五條市中之町９２１ 玄関 797
阪合部小学校 五條市中町３１ 玄関 798
阪合部公民館 五條市中町３５－１ ホール 799
阪合部ミニ体育館 五條市中町３５９ 玄関 800
大阿太公民館 五條市西阿田町７２９ 事務室 801
西吉野中学校 五條市西吉野江出１２７ 職員室入口 802
南都銀行　城戸代理店 五條市西吉野城戸１２７ 営業室内ロビー 803
宗桧体育館 五條市西吉野町城戸２７ 玄関 804
五條高等学校　賀名生分校 五條市西吉野町黒渕８８８ 職員室 805
五條市役所　西吉野支所 五條市西吉野町城戸１２２ １階ロビー 806
高齢者総合福祉施設はるす・西吉野 五條市西吉野町城戸４３０ 玄関横 807
白銀北体育館 五條市西吉野町平沼田１６８４ 玄関 808
宗川野体育館 五條市西吉野町宗川野５７－１ 玄関 809
西吉野小学校 五條市西吉野町屋那瀬４６８ 職員室 810
滝自動車 五條市西吉野町老野１９１ 事務所 811
西吉野幼稚園 五條市西吉野町和田１９４－１ 廊下 812
賀名生公民館 五條市西吉野町和田２９８－１ 事務室 813
賀名生体育館 五條市西吉野町和田７７－１ 玄関 814
野原中学校 五條市野原中３－５－４３ 職員室 815
野原小学校 五條市野原中３丁目８－３８ 保健室 816
智弁学園中学校・高等学校 五條市野原中４丁目１－５１ 体育教官室 817
加藤歯科 五條市野原西１－６－２ 院内 818
野原公民館 五條市野原西３丁目４－３ 事務室 819
中谷歯科医院 五條市野原西４－１１－３ 院内 820
辯天宗総本山如意寺 五條市野原西４丁目６－２５ 教堂入口 821
県立五條病院 五條市野原西５丁目２-５９ 正面玄関ロビー内 822
野原体育館 五條市野原西６－１－１８ 体育館下駄箱 823
五條市保健福祉センター 五條市野原西６丁目１－１８ １階ロビー 824
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野原東住民センター 五條市野原東２丁目７－２６ 玄関 825
社会福祉法人祥水園 五條市野原東６丁目５－３７ 事務所等　４箇所 826
五條市立阿太保育所 五條市原町２６４ 職員室 827
南都銀行　野原支店 五條市原西４丁目２－７ ＡＴＭコーナー 828
阿太小学校 五條市原町２２５ 職員室 829
バンガロー＆オートキャンプ場カルディア 五條市原町３１２ １階受付ロビー 830
プレディアゴルフ 五條市阪合部新田町４４１－１ スタート室 831
堀内歯科医院 五條市二見２－３－４０ 院内 832
二見公民館 五條市二見２丁目５－１ 事務室 833
二見文化体育センター 五條市二見７丁目６－５０ 事務室 834
西尾歯科医院 五條市本町１－５－２１ 院内 835
五條小学校 五條市本町１丁目１－４ 職員室 836
五條市役所 五條市本町１丁目１番１号 １階ロビー 837
五條児童館 五條市本町１丁目３-１８ 事務所 838
中野歯科医院 五條市本町２－７－７ 院内 839
内吉野保健所 五條市本町３丁目１－１３ 玄関ホール 840
五條市中央体育館 五條市本町３丁目１－１３ 事務室 841
五條市中央公民館 五條市本町３丁目１－１３ 事務室 842
五條幼稚園 五條市本町３丁目１－１３ 職員室 843
奈良県広域消防組合　五條消防署 五條市今井４丁目３番２３号 １階受付 844
阿太ミニ体育館 五條市山田町２ 玄関 845
五條市立南宇智保育所 五條市霊安寺町１８３３ 職員室 846
南宇智公民館 五條市霊安寺町２０１６－３ 事務室 847
社会福祉法人三寿福祉会　つわぶき苑 五條市住川町１１６３－２ 848
奈良県農業協同組合　御所支店 御所市１２０－４ 849
アザレアホール 御所市１３ 事務室 850
御所市役所 御所市１－３ 庁舎正面玄関 851
南都銀行　御所支店 御所市３２６－１ ＡＴＭコーナー 852
テンダーヒル御所　わかば館 御所市３６４－１ 玄関 853
奈良県農業協同組合　葛城支店 御所市五百家１５５ 854
御所小学校 御所市６１０ 保健室（１F) 855
御所中学校 御所市６６５－１ 職員室 856
御所市いきいきライフセンター 御所市７７４－１ 事務所 857
秋津原ゴルフクラブ 御所市朝町１０７５ マスター室 858
御所市民運動公園 御所市朝町１３３７ 管理棟 859
琴弾の家 御所市池之内１０６４ 事務室 860
秋津小学校 御所市池之内４５０－３ 校長室 861
南都銀行　掖上支店 御所市大字柏原７２４－６ ＡＴＭコーナー 862
南都銀行　吉野口支店 御所市大字戸毛１４０－４ ＡＴＭコーナー 863
さうす国見 御所市柏原１３２０ 玄関ホール 864
国見苑 御所市柏原１５９４－１ 玄関ホール 865
つぶら＆すじゃく 御所市柏原７２０－１４ 玄関ホール 866
御所市老人福祉センター 御所市櫛羅1281 施設正面玄関 867
大正小学校 御所市櫛羅2198-1 職員室 868
葛上中学校 御所市佐田１ 職員室 869
友幸苑 御所市重阪７７１－１ １階事務所 870
友楽苑 御所市重阪７７１－３ 玄関 871
サテライト蜻蛉 御所市茅原１６８－１ １階診察室 872
葛公民館 御所市戸毛９７９－１ 事務室 873
名柄小学校 御所市名柄１８５ 職員室 874
葛城小学校 御所市林３２９ 職員室 875
掖上小学校 御所市東寺田55 職員室 876
葛小学校 御所市樋野２７０ 職員室 877

テンダーヒル御所 御所市船路４１５
①１階事務所
②２階医務室
③３階養護室

878

恵愛保育所 御所市増３５５ 事務所 879
大正中学校 御所市三室２０６－１ 校長室 880
昭和アルミパウダー株式会社 御所市室410 従業員休憩所 881
御所市中央公民館 御所市元町３８２－１ 事務室 882
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南都銀行　あすか野出張所 生駒市あすか野南２丁目１－８ キャッシュコーナー 883
社会福祉協議会　かざぐるま 生駒市壱分町３５６－２ 事務所（理事長室） 884
第二阪奈有料道路管理事務所 生駒市壱分町８７番地 ２階中央管制室 885
北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき 生駒市上町１５４３番地 １階事務所前 886
生駒市立上中学校 生駒市上町３０００番地 北館１階職員室 887
生駒市消防署　南分署 生駒市小瀬町８－１ １階受付内 888
井出山屋内温水プールきらめき 生駒市小平尾町９５６－１ １階フロント横 889
南都銀行生駒支店 生駒市北新町１１－３ キャッシュコーナー 890
生駒市中央公民館 生駒市北新町９－２８ 事務所前 891
エコパーク２１（イモ山体育施設管理事務所） 生駒市北田原町２４７６－８ １階事務所前 892
社会福祉法人長命荘　特別養護老人ホーム
フォレストホーム

生駒市北田原町２４２９－４ １階事務所内 893

生駒市北大和体育館 生駒市北大和３丁目５０７７番地 事務所受付付近 894
生駒市総合公園体育館 生駒市小明町１８０７番地１ 玄関ﾎｰﾙ中央柱側面 895
生駒市立光明中学校 生駒市小明町５５番地 南館１階職員室 896
小規模多機能型居宅介護「ゆりの会小明」 生駒市小明町７２３－１ １階フロアー内 897
南コミュニティセンターせせらぎ 生駒市小瀬町１８番地 １階事務所受付ｶｳﾝﾀｰ 898
やすらぎの杜　優楽 生駒市小瀬町３２４－２ １階事務室 899
南都銀行　南生駒支店 生駒市小瀬町３７－４ キャッシュコーナー 900
生駒市立大瀬中学校 生駒市小瀬町９１１番地 北館１階校長室前 901
総合施設やすらぎの杜　延寿 生駒市小瀬町１１００ １階医務室 902
生駒市小平尾南体育館 生駒市小平尾町１６２９番地 事務所受付前壁 903
生駒市井出山体育館 生駒市小平尾町１７６６番地１ 受付横 904
ロイヤルケア２４ 生駒市桜ヶ丘３－５７ １階ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ出入口 905
南都銀行　登美ヶ丘支店鹿ノ台出張所 生駒市鹿ノ台西１丁目１－４ キャッシュコーナー 906
生駒市立鹿ノ台中学校 生駒市鹿ノ台南２丁目１６ 南館１階職員室 907
生駒市消防署　鹿ノ台分署 生駒市鹿ノ台南２丁目３－５ １階受付内 908

イオン（株）ジャスコ登美ヶ丘店 生駒市鹿畑町３０２７
地下１階ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ
地下１階防災ｾﾝﾀｰ前 909

南都銀行　白庭台駅前支店 生駒市白庭台６丁目１２－１ キャッシュコーナー 910
サンヨースポーツセンター 生駒市高山町１６５ 体育館　 911
生駒市立生駒北中学校 生駒市高山町６７９４番地 北館１階保健室前 912
生駒市消防署　北分署 生駒市高山町６８２９－１ １階受付内 913
ゆりの会　デイサービスセンター 生駒市高山町８０７５ １階フロアー内 914
高山サイエンスプラザ 生駒市高山町８９１６－１２ 交流ギャラリー 915
近鉄百貨店　生駒店 生駒市谷田町１６００番地 ４階守衛室 916
コナミスポーツクラブ　生駒 生駒市谷田町１６１３ トレーニングルーム入口 917
中谷石油株式会社　生駒中央給油所 生駒市谷田町８４８ サービスステーション 918
生駒山麗公園ふれあいセンター 生駒市俵口町２０８８ ２階フロント 919
ディアーズコープいこま 生駒市俵口町７５８番地 １階店舗内 920
生駒市図書会館 生駒市辻町２３８番地 １階保安室前 921

生駒山上遊園地 生駒市菜畑町
総合案内所
冬期休業中：事務所

922

ハウス食品イデアックセンター 生駒市西旭ヶ丘９－１６ 事務所 923
生駒市立生駒中学校 生駒市西松ヶ丘９－１９ 仮設校舎１階職員室付近 924
むかいやま公園体育館 生駒市萩原町６７３番地 事務所前ﾎｰﾙ 925
生駒市立生駒南中学校 生駒市萩原町９０番地 ２階職員室前 926
木幸スポーツ生駒 生駒市東生駒１丁目５５６－８ １階事務所 927
南都銀行　東生駒支店 生駒市東生駒１丁目６１－７ キャッシュコーナー 928
生駒メディカルセンター 生駒市東新町１－３ 診療所内 929
生駒市役所 生駒市東新町８－３８ 総合案内所前 930
生駒警察署 生駒市東松ヶ丘６－２０ １階受付 931
南都銀行　真弓支店 生駒市真弓南２丁目６－７ キャッシュコーナー 932
生駒市立緑ヶ丘中学校 生駒市緑ヶ丘２２３２番地 ２階職員室前 933
近鉄生駒駅 生駒市元町１－１－１ 中央コンコース 934
株式会社三井住友銀行　生駒支店 生駒市元町１丁目１３－１ ＡＴＭコーナー 935
大和信用金庫　生駒支店 生駒市元町１丁目５番１０号 １階店内 936
生駒セイセイビル 生駒市元町１丁目６番１２号 １階社会福祉協議会 937
南都銀行生駒支店元町出張所 生駒市元町１丁目８－３ キャッシュコーナー 938
児童養護施設愛染寮　杉の子荘 生駒市元町２丁目１４－８ １階廊下 939
梅寿荘 生駒市門前町８－７ １階事務所内 940
生駒市市民体育館 生駒市門前町９－２０ 正面玄関 941
奈良県農業協同組合　生駒支店 生駒市山崎町１－６ 942
生駒市消防本部・消防署 生駒市山崎町４－１０ １階受付内 943
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香芝市総合福祉センター 香芝市逢阪1丁目３７４－１ 1階事務室 944
香芝市立旭ヶ丘小学校 香芝市旭ヶ丘３丁目１１－３ 保健室 945
香芝市立香芝北中学校 香芝市旭ヶ丘４丁目１４ 職員室 946
メディハウスみ・かさ旭ヶ丘 香芝市旭ヶ丘５－３６－１ 事務室 947
市田塾旭ヶ丘校 香芝市旭ヶ丘二丁目３０－９ 事務室 948
南都銀行　二上支店 香芝市穴虫１０７－１ ＡＴＭコーナー 949
香芝市総合プール（7/10～8/31の間のみ、
それ以外の期間については、中央体育館に

香芝市穴虫２８６４－１ プールサイド監視室 950

香芝市立香芝西中学校 香芝市穴虫３０９６－２ 職員室 951
デイサービスセンター白い家 香芝市穴虫８４－１ ホール 952
医療法人翠悠会　香芝透析クリニック 香芝市穴虫８８０ 透析室 953
オークピア香芝 香芝市穴虫８８５－１ 入所フロア 954
永大化工奈良事業本部 香芝市尼寺３丁目４０８ 休憩所内 955
大和園白鳳 香芝市尼寺５９４－２ 医務室 956
知的障がい者入所更生施設
ゆらくの里

香芝市尼寺６１６ 保健室 957

香芝市立香芝中学校 香芝市磯壁１丁目１０５８－２ 保健室 958
大和信用金庫　香芝中央支店 香芝市磯壁３丁目３－５ ＡＴＭコーナー 959
アイランド香芝スポーツクラブ 香芝市磯壁３丁目４０－１ ２階フロント 960
香芝市立志都美小学校 香芝市今泉１０４－１ 保健室 961
香芝サービスエリア（上り） 香芝市今泉１３４３－１ フードコート 962
身体障害者療護施設どんぐり 香芝市上中１２６３－２６ 医務室 963
香芝１２３ 香芝市上中１５７－１ 景品カウンター 964
グループホームてのひら 香芝市上中５０－７ 事務室 965
学校法人　誠華学園
せいか幼稚園

香芝市逢坂四丁目９５８ 職員室 966

特別養護老人ホーム　すばる 香芝市鎌田１５７－１ 2階　医務室 967
学校法人　鳳雛会
ハルナ保育園

香芝市鎌田２８１－１ １階保健室前 968

香芝市立鎌田小学校 香芝市鎌田３７０ 職員室 969
学校法人　ハルナ学園
ハルナ幼稚園

香芝市上中１１７６－１ 事務所 970

香芝サービスエリア（下り） 香芝市上中１３４４ フードコート 971
南都銀行　真美ヶ丘支店 香芝市瓦口２１４７ ＡＴＭコーナー 972
りそな銀行香芝支店 香芝市瓦口２２４５ 北側出入り口 973
大和信用金庫　香芝支店 香芝市瓦口２２７２ ＡＴＭコーナー 974
コ・ス・パ五位堂店 香芝市瓦口２２８６ ２階フロント 975
市田塾ＩＳＪ本部 香芝市瓦口２３０７ 事務室 976
社会福祉法人　せいか保育園 香芝市北今市五丁目５０８－１ 職員室 977
香芝市立五位堂小学校 香芝市五位堂二丁目３００－１ 保健室 978
リッケンスポーツクラブ 香芝市五位堂六丁目２２４ 事務室 979
南都銀行　香芝支店 香芝市下田西２－８－３９ ＡＴＭコーナー 980
香芝市保健センター 香芝市下田西２丁目１－１２ １階事務室 981
ドコモショップ　香芝店 香芝市下田西３丁目４－１３ 店内フロア 982
香芝市中央公民館 香芝市下田西3丁目７－５ 1階事務室 983
医療法人誠安会
デイサービスぬくもり

香芝市下田西二丁目７－６１ １階ホール処置室 984

香芝市立下田小学校 香芝市下田西二丁目９ー４１ 保健室前 985
大阪樟蔭女子大学 香芝市関屋９５８ 事務局室 986
香芝市立関屋小学校 香芝市関屋北五丁目７－１ 職員室 987
香芝警察署 香芝市畑二丁目１４７４－１ 受付 988
香芝市立二上小学校 香芝市畑四丁目５７３ 保健室 989
博寿会老人保健施設　てんとう虫 香芝市平野２３－１ 施設出入口 990
香芝市ふたかみ文化センター 香芝市藤山１丁目１７－１７ １階事務室 991
香芝市役所本庁舎 香芝市本町１３９７番地 1階ロビー（受付） 992
香芝市総合体育館 香芝市本町１４３７番地 1階事務室 993
奈良県広域消防組合　香芝消防署 香芝市本町１４６２番地 玄関フロア 994
香芝市立香芝東中学校 香芝市真美ヶ丘２丁目１２－２７ 保健室 995
香芝市立真美ヶ丘西小学校 香芝市真美ヶ丘五丁目４－２０ 南館東出入口 996
香芝市立真美ヶ丘東小学校 香芝市真美ヶ丘三丁目２ー７０ 職員室 997
香芝市立三和小学校 香芝市良福寺６６５－２ 保健室 998
香芝上下水道部 香芝市今泉1200番地3 玄関 999

智辯学園奈良カレッジ 中学部 香芝市田尻265番地
事務所・グラウンド・
音楽室

1000

ジャンボスクエア 香芝市磯壁3丁目40－1 セントラルコート 1001
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通所リハビリぬくもり 香芝市下田西2-7-61 処置室 1002
特別養護老人ホーム　ぬくもり 香芝市下田西2-7-61 ２階　休憩室 1003
香芝市立若葉保育所 香芝市下田西二丁目６－２７ 1004
香芝メモリアルホール 香芝市下田東3-1265-1 事務所内 1005
和里香芝 香芝市鎌田594 玄関 1006
香芝市立関屋保育所 香芝市関屋３９６ 1007
グループホーム　愛の家 香芝市五位堂１丁目341-1 事務所 1008
ホームケアー香芝 香芝市五位堂6丁目220-1 ２階フロア 1009
香芝市立五位堂保育所 香芝市五位堂三丁目４６４－１ 1010
エバーライフ香芝 香芝市高206 事務所 1011
香芝市立志都美保育所 香芝市今泉３８２ 1012
北部地域体育館 香芝市上中273番地1 事務所 1013
香芝市立真美ヶ丘保育所 香芝市真美ヶ丘六丁目９－１ 1014
香芝市立二上保育所 香芝市畑四丁目５４５ 1015
パーラータイム 香芝市良福寺１４３−５ 事務所 1016
ケアハウス かしの木 香芝市良福寺３７−１ 事務所 1017
香芝市立みつわ保育所 香芝市良福寺４１９ 1018
當麻第一保育所 葛城市今在家２４１ 廊下 1019
忍海学童保育所 葛城市忍海338-1 廊下 1020
葛城市立忍海小学校付属幼稚園 葛城市忍海３３８－１ 保健室 1021
はじかみ保育園 葛城市忍海１９２ ランチルーム内 1022
奈良交通　葛城営業所 葛城市忍海５０ １階事務室内 1023
葛城市役所新庄庁舎 葛城市柿本１６６番地 １階ロビー 1024
葛城市新庄健康福祉センター 葛城市北花内３４１番地　 １階事務所内 1025

大和信用金庫　新庄支店 葛城市北花内５２１－１
１階ロビーATMコー
ナー

1026

南都銀行　新庄支店 葛城市北花内７４５－５ １階ロビー 1027
大同薬品工業（株） 葛城市新村２１４－１ 第一工場２階ロビー 1028
株式会社　ツバキ・ナカシマ 葛城市尺土１９番地 事務所棟１階ロビー 1029
医療法人　南平整形外科 葛城市尺土２３０番地５ 診察室 1030
南都銀行　尺土支店 葛城市尺土２７０－４ １階ロビー 1031
葛城市二上ふるさと公園館 葛城市新在家４９２番地１ 正面玄関ロビー 1032
医療法人　小泉医院 葛城市新庄１１９番地　 処置室 1033
葛城市立新庄中学校 葛城市新庄２４８番地 正面玄関ロビー 1034
東洋アルミニウム株式会社
新庄製造所

葛城市新町２２８番地１
保安診療所内
１階応接室

1035

昭和化成工業（株） 葛城市新町２７９ １階組立工程工場内 1036
葛城市コミュニティセンター 葛城市新町３３７番地 正面玄関ロビー 1037
（株）クラウンパッケージ大阪事業所 葛城市新村３７０ １階事務室内・合紙工場内 1038
奈良県農業協同組合　パールライス課 葛城市新村６４－１ 1039

葛城市福祉総合ステーション 葛城市染野７８９番地１
①１階事務所内
②１階デイサービス事
務所内

1040

葛城市立當麻小学校 葛城市染野３２番地 １階職員室 1041
医療法人　向聖台会　當麻病院 葛城市染野５２０ １階外来診察室内 1042
医療法人　下村医院 葛城市當麻４０番地２ 処置室 1043
葛城市立當麻小学校付属幼稚園 葛城市當麻５８３－１ 職員室 1044
當麻児童館 葛城市當麻604 廊下 1045
葛城市相撲館 葛城市當麻８３番地１ 正面玄関ロビー 1046
葛城市當麻文化会館 葛城市竹内２５６番地９ １階事務所内 1047
葛城市當麻スポーツセンター 葛城市竹内６８９番地 １階事務所内 1048
神々の宿る郷　かつらぎの森 葛城市寺口１０９６ ２階ロビーフロント 1049
グループホーム　柊の郷 葛城市寺口１１４７ １階管理人室内 1050
柊の郷　葛城苑 葛城市寺口１６８９－１ １階事務所内 1051
椿本歯科医院 葛城市長尾１０１－１ 受付カウンター内 1052
葛城市立白鳳中学校 葛城市長尾１４番地１ 正面玄関ロビー 1053
葛城市役所當麻庁舎 葛城市長尾８５番地 １階ロビー 1054
医療法人　玉井医院 葛城市長尾９４番地　 処置室 1055
葛城市歴史博物館 葛城市忍海２５０番地１ 正面玄関ロビー 1056
葛城市立忍海小学校 葛城市忍海３３８番地１ １階職員室 1057

シャープ株式会社
ソーラーシステム事業本部

葛城市薑２８２－１
第２工場・第３工場
事務棟・各自動販売機
コーナー

1058

葛城市立磐城第二保育所 葛城市八川７０－２ 職員室 1059
葛城市いきいきセンター 葛城市林堂１２３番地 １階事務所内 1060
グループホーム　かつらぎの里 葛城市林堂２２５－５ １階事務室内 1061
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医療法人　博愛会
介護老人保健施設　かつらぎ

葛城市林堂３６０番地１ ２階　詰所 1062

浄正院保育園 葛城市林堂５６－４ ２階事務室入り口前 1063
梅乃宿酒造株式会社 葛城市東室２７番地 １階工場入り口 1064
うめだ歯科 葛城市疋田２０６ １階診察室内 1065
新庄北学童保育所 葛城市疋田612 保育室 1066
葛城市立新庄北小学校付属幼稚園 葛城市疋田６１２ 職員室 1067
葛城市立磐城第一保育所 葛城市兵家７１ 職員室 1068
社会福祉法人晴幸福祉会
特別養護老人ホーム
ウォームヴィラ新庄園

葛城市平岡５２８ 2階　医務室 1069

葛城市体力づくりセンター
ウェルネス新庄

葛城市笛堂４００番地１ ２階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞジム 1070

奈良県農業協同組合　新庄中央支店 葛城市弁之庄３４－１ １階ロビー 1071
葛城市立磐城小学校付属幼稚園 葛城市南今市５０－１ 職員室 1072
磐城児童館 葛城市南今市53-3 廊下 1073
葛城市立磐城小学校 葛城市南今市６１番地 １階職員室 1074
社会福祉法人当麻園
特別養護老人ホーム当麻園

葛城市南今市３７２ １階ロビー 1075

葛城市中央公民館 葛城市南藤井１７番地 １階事務所内 1076
新庄文化会館 葛城市南藤井70-1 １階事務所内 1077
華表保育園 葛城市南藤井９２－１ 正面入口内 1078
葛城市立新庄小学校付属幼稚園 葛城市南道補１４５－１ リズム室 1079
新庄学童保育所 葛城市南道穂176 廊下 1080
葛城市立新庄小学校 葛城市南道穂１７６番地１ １階職員室 1081
（有）陽だまり　「和の里」 葛城市山田３１８－３ １階医務室内 1082
葛城市立新庄北小学校 葛城市疋田６１２番地 １階職員室 1083
南都銀行菟田野支店 宇陀市菟田野区古市場４９５－３ ＡＴＭコーナー内 1084
宇陀市立菟田野中学校 宇陀市菟田野古市場１２２０ 職員室 1085
宇陀市菟田野保育所 宇陀市菟田野古市場1263番地 事務所 1086
宇陀市立菟田野小学校 宇陀市菟田野古市場６７２ 保健室 1087
宇陀市役所
菟田野地域事務所

宇陀市菟田野松井４８６番地の１
２階自動販売機コー
ナー付近

1088

宇陀カントリークラブ 宇陀市大宇陀岩清水２３ クラブハウス、フロン 1089
阿騎野ゴルフ倶楽部 宇陀市大宇陀栗野1035-1 クラブハウス 1090

うだアニマルパーク 宇陀市大宇陀小附７５－１
動物学習館受付カウ
ンター

1091

南都銀行　大宇陀支店 宇陀市大宇陀迫間５８－１ ＡＴＭコーナー内 1092
植平工業（大東工場） 宇陀市大宇陀大東２０３－１ 1093
奈良県農業協同組合　大宇陀支店 宇陀市大宇陀西山１０２９－１ 1094
宇陀市役所大宇陀地域事務所 宇陀市大宇陀迫間２５番地 １階玄関付近 1095
大宇陀グループホームラガール 宇陀市大宇陀迫間１６６番地の１ ２階ケアーステーション 1096
大宇陀特別養護老人ホーム 宇陀市大宇陀拾生２５０の６ 1階医務課 1097
多世代交流プラザ大宇陀温泉あきののゆ 宇陀市大宇陀拾生２５０－２ 1階玄関付近 1098
宇陀市立大宇陀幼児園 宇陀市大宇陀拾生８０６ 職員室 1099
宇陀市文化会館 宇陀市大宇陀拾生８７１ １階事務所 1100
奈良県広域消防組合　宇陀消防署（南分 宇陀市大宇陀守道44-4 １階受付 1101
桜井警察署宇陀警察庁舎 宇陀市榛原荻原１９５３－１ １階受付 1102
宇陀市立榛原小学校 宇陀市榛原荻原２１４５番地 職員室 1103
社会福祉法人心境荘苑 宇陀市榛原笠間２５４０ 医務室 1104
奈良県農業協同組合　榛原支店 宇陀市榛原篠楽１００ 1105
奈良交通　榛原営業所 宇陀市榛原篠楽８８－１ １階事務所 1106
宇陀市役所 宇陀市榛原下井足１７番地の３ １階玄関付近 1107

サンクショッピングシティー 宇陀市榛原下井足４９－１
1階サービスカウン
ター前

1108

特別養護老人ホームゆぁほうむ榛原 宇陀市榛原長峯２００－１ 玄関 1109
Ａコープ近畿　榛原店 宇陀市榛原額井１０５０－１ 店舗東側入口付近 1110
宇陀市総合体育館 宇陀市榛原萩原１０５７番地 １階玄関付近 1111
南都銀行　榛原支店 宇陀市榛原萩原２４３９－６ 店内 1112
奈良県広域消防組合　宇陀消防署 宇陀市榛原萩原１２３０ １階受付 1113
大和育成園 宇陀市榛原萩原１７５８ １階職員室前 1114
宇陀市榛原総合センター 宇陀市榛原萩原２６１０－１ 事務所 1115

シルバーコート　ひまわり 宇陀市榛原萩原７５０
有料老人ホーム内
１階リビング
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私立しらゆり保育園 宇陀市榛原榛見が丘１－１４－２０ １階職員室 1117
特別養護老人ホーム悠楽園 宇陀市榛原檜牧５８４ 玄関 1118
宇陀市美榛苑 宇陀市榛原福地２５５ フロント 1119
宇陀市立榛原中学校 宇陀市榛原福地７６１ 職員室 1120
宇陀市立榛原東小学校 宇陀市榛原赤瀬１９０番地 職員室 1121
宇陀市立榛原西小学校 宇陀市榛原下井足１０６１番地 職員室 1122
室生寺 宇陀市室生78番地 本房 1123
宇陀市役所
室生地域事務所

宇陀市室生大野１６４１番地 １階玄関付近 1124

宇陀市立室生西小学校 宇陀市室生大野１９１２ １階職員室内 1125
宇陀市立室生中学校 宇陀市室生大野１９６２ １階職員室内 1126
奈良県広域消防組合　宇陀消防署（北分 宇陀市室生大野２４２３－１ １階受付 1127
独立行政法人水質源機構木津川ダム総合
管理所室生ダム管理所

宇陀市室生大野３８４６ 管理所１階玄関内 1128

東里診療所 宇陀市室生上笠間２９８２－１ １階診療所内 1129
室生こども園（保育所） 宇陀市室生三本松１２８３－１ 事務室 1130
室生こども園（幼稚園） 宇陀市室生三本松１２８４番地 職員室 1131
宇陀市立室生東小学校 宇陀市室生三本松２１３８ １階職員室内 1132
室生園 宇陀市室生下田口１２１６番地 玄関付近 1133
田口診療所 宇陀市室生田口元上田口２０５４ １階診療所内 1134

ムロウ３６ゴルフクラブ 宇陀市室生向渕２２４８
室生コース１階クラブ
ハウス内

1135

宇陀市立大宇陀小学校 宇陀市大宇陀西山７２－２ 保健室 1136
宇陀市立大宇陀中学校 宇陀市大宇陀拾生６５１ 職員室 1137
宇陀市立菟田野保育所 宇陀市菟田野古市場１２６３番地 事務所 1138
榛原西幼稚園 宇陀市榛原下井足１０６１番地 職員室 1139
榛原東幼稚園 宇陀市榛原天満台西2丁目5番地 職員室 1140
榛原北保育所 宇陀市榛原萩原２０７８番地 職員室 1141
榛原幼稚園 宇陀市榛原萩原２２５４番地 職員室 1142
奈良県消防学校 宇陀市榛原下井足１７－２ １階玄関 1143
山添村立さくら保育園 山添村大字岩屋２７４０－１ 事務室 1144
オークモントゴルフクラブ 山添村大字岩屋３３１６ マスター室 1145
山添村ふれあいホール 山添村大字大西１３６７ 玄関ホール 1146
山添村役場 山添村大字大西151番地 １階玄関ホール 1147
やまぞえ小学校 山添村大字春日１７７０番地１ １階生徒用玄関ホール 1148
奈良白鳳カンツリークラブ 山添村大字切幡１３７０－２ マスター室 1149
万壽ゴルフクラブ 山添村大字切幡１４２１－２ マスター室 1150
夢工房どうで
布目の里ハイツ１

山添村大字桐山74 １階玄関 1151

山添村立児童館・老人憩いの家 山添村大字西波多４９２２ 事務室 1152
森林科学館 山添村大字伏拝888-1 玄関ホール 1153
山添村立国民健康保険豊原診療所 山添村大字三ヶ谷９７０ 玄関 1154
夢工房どうで
布目の里ハイツ２

山添村大字峰寺341 1階玄関 1155

奈良県農業協同組合　山添支店 山添村大西１０１２－１
事務所１階西側テレ
ビ横壁面
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山添村総合スポーツセンター 山添村大西６９ 玄関 1157
山添村立すみれ保育園 山添村北野１００１ 事務室 1158
認知症高齢者グループホーム
一樹の里

山添村大字三ケ谷1064番地1 事務所 1159

山添村立ひまわり保育園 山添村三ヶ谷１５００ 事務室 1160
山添村立国民健康保健東山診療所 山添村大字桐山62-1 診察室 1161
社会福祉法人大和会大和高原太陽の家 山添村大字切幡1432-118 多目的ホール 1162
山添中学校 山添村大字大西1044番地 1階校舎内グランド出 1163
山添村立保健福祉センター 山添村大字大西1395-1 玄関 1164
山添村立国民健康保健波多野診療所 山添村大字中峰山1028-1 診察室 1165
南都銀行　平群支店 平群町大字下垣内７１－１ ＡＴＭコーナー 1166
奈良県広域消防組合　西和消防署　北分署 平群町大字梨本３７６番地 １階ロビー 1167
浅野商会株式会社　平群給油所 平群町下垣内１２６ 1168
平群町ふれあい交流センター 平群町西宮２－１－６ 玄関と活動スペースの間 1169
南都銀行　平群北支店 平群町緑ヶ丘２－４－５ ＡＴＭコーナー 1170
野菊の里斎場 平群町櫟原３８２ １階事務所 1171
平群南小学校 平群町椿井８２０ 職員用玄関付近 1172
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かしのき荘 平群町梨本３５１ １階ロビー 1173
保健福祉センタープリズムへぐり 平群町西宮２－１ー６ １階事務所 1174
南保育園 平群町西宮２－２－１３ 玄関付近 1175
道の駅くまがしステーション 平群町平等寺７５－１ １階ロビー 1176
中央公民館 平群町福貴１０３７－２ １階ロビー 1177
はなさと保育園 平群町福貴１１１３ 玄関付近 1178
平群中学校 平群町福貴１３０１ 職員室 1179
総合スポーツセンター 平群町福貴３８２ １階事務所 1180
平群西小学校 平群町福貴６９１ 職員室 1181
平群北小学校 平群町緑ヶ丘１－４－１ 職員室 1182
平群町役場 平群町吉新１－１－１ 本庁舎玄関 1183
平群東小学校 平群町吉新２－２－１３ 職員用玄関付近 1184
平群幼稚園 平群町吉新３－１－１２ 職員室 1185
三郷町役場 三郷町勢野西１－１－１ １階受付 1186
三郷町老人福祉センター 三郷町勢野西１－２－１ 老人福祉ｾﾝﾀｰ内 1187
三郷町文化センター 三郷町勢野西１－２－２ １階事務所 1188
三郷町スポーツセンター 三郷町勢野西１－２－３ １階事務所 1189
三郷町ウォーターパーク 三郷町勢野西１－２－４ １階事務所 1190
図書館 三郷町勢野西１－４－４ 事務室 1191
三郷小学校 三郷町勢野西１－６－１ 職員室 1192
特別養護老人ホーム三室圏 三郷町信貴南畑１－１－１ 医務室 1193
南畑幼稚園 三郷町信貴南畑１－２－５８ 職員室 1194
南都銀行　三郷支店 三郷町勢野西１－２－２ １階ロビー 1195
三郷中学校 三郷町立野北１－３－１ 職員室 1196
もみじ湯 三郷町立野北１－３５－１ 受付 1197
ふれあい交流センター 三郷町立野北１－３６－３９ 事務室 1198
西部保育園 三郷町立野北１－４５－５ 事務室 1199
健民グランド 三郷町立野北２－３１－２ 管理棟 1200
三郷北小学校 三郷町美松ヶ丘西２－１１－１ 職員室 1201
社会福祉法人　ちいろば会 三郷町勢野北５－６－１４ 1202
あわ保育園 斑鳩町阿波３－５－３３ 職員室 1203
南都銀行　法隆寺支店　法隆寺駅前出張所 斑鳩町興留４－１０－１４ ＡＴＭコーナー 1204
斑鳩町東公民館 斑鳩町興留５－５－２８ 事務室 1205
斑鳩町立斑鳩東幼稚園 斑鳩町興留東１丁目１番１６号 職員室 1206
斑鳩西小学校 斑鳩町神南2-4-25 職員室 1207
斑鳩町西老人憩の家 斑鳩町神南２－５－１ １階ロビー 1208
斑鳩町民プール
（7/1～8/31の間のみ、それ以外の期間につ
いては、中央体育館に設置）

斑鳩町神南2-5-27 救護室 1209

斑鳩町文化振興センター 斑鳩町興留１０－６－４３ 事務室 1210
奈良県農業協同組合　斑鳩支店 斑鳩町小吉田１－２－２４ 1211
斑鳩町東老人憩の家 斑鳩町幸前２－８－９ １階ロビー 1212
斑鳩町総合保健福祉会館 斑鳩町小吉田１－１２－３５ エントランスホール 1213
斑鳩町立斑鳩西幼稚園 斑鳩町神南２丁目４番３１号 職員室 1214
たつた保育園 斑鳩町龍田１－５－１ 職員室 1215
斑鳩中学校 斑鳩町龍田北1-20-1 職員室 1216
斑鳩町西公民館 斑鳩町龍田西４－２－２５ 事務室 1217
すこやか斑鳩・スポーツセンター中央体育館 斑鳩町龍田南1-1-61 事務所 1218
南都銀行　法隆寺支店 斑鳩町龍田南１－２－８ ＡＴＭコーナー 1219
斑鳩町中央公民館 斑鳩町龍田南２－２－４３ 事務室 1220
斑鳩ふれあい交流センターいきいきの里 斑鳩町法隆寺北１－１３－１５ 事務室 1221
斑鳩文化財センター 斑鳩町法隆寺西１－１１－１４ 受付カウンター 1222
斑鳩町役場 斑鳩町法隆寺西３－７－１２ １階ロビー 1223
斑鳩小学校 斑鳩町法隆寺南1-13-46 職員室 1224
斑鳩町立斑鳩幼稚園 斑鳩町法隆寺南１丁目１３番１５号 職員室 1225
斑鳩東小学校 斑鳩町法隆寺南2-11-5 職員室 1226
法隆寺カントリー倶楽部 斑鳩町三井１０５２ マスター室 1227
斑鳩南中学校 斑鳩町目安北３－１－７７ 職員室 1228
安堵町立安堵中学校 安堵町大字窪田４６５番地１ １階職員室 1229
中央公園体育館 安堵町大字窪田６２８番地１ １階事務室 1230
安堵町歴史民俗資料館 安堵町大字東安堵１３２２番地 １階職員室 1231
安堵町役場 安堵町大字東安堵８８番地 １階ホール 1232
奈良県広域消防組合　西和消防署　東分署 安堵町大字東安堵字番条垣内９５７番地外 １階ロビー 1233
安堵小学校 安堵町大字東安堵１４６９番地３ １階職員室 1234
総合センターひびき 安堵町大字東安堵５５７番地１ １階ロビー 1235
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安堵町立保育園 安堵町大字東安堵７８５番地 １階受付窓口 1236
安堵町福祉保健センター 安堵町大字東安堵８５番地 １階ロビー 1237
トーク安堵カルチャーセンター 安堵町大字東安堵８７番地 １階ロビー 1238
たつみ歯科医院 川西町大字唐院399-2 １階診察室 1239
川西町ふれあいセンター 川西町大字唐院１２２ 事務所 1240
川西町福祉施設ぬくもりの郷 川西町大字吐田９４ 事務所 1241
成和保育園 川西町大字保田43-1 １階玄関 1242

川西文化会館 川西町大字結崎３２－１
1階川西町教育委員
会事務局事務所

1243

川西町中央体育館 川西町大字結崎1287-1 １階事務所内 1244
川西町三宅町組合立式下中学校 川西町大字結崎1866 １階職員室前 1245
川西町保健センター 川西町大字結崎２１７－１ 事務所 1246
川西町町立川西小学校 川西町大字結崎255 １階職員室 1247
川西町役場庁舎 川西町大字結崎28-1 １階健康長寿課内 1248
川西診療所 川西町大字結崎452-98 ２階診察室 1249
南都銀行　結崎支店 川西町大字結崎690-1 ＡＴＭコーナー 1250
奈良県生コンクリート工業組合会館 川西町大字結崎785-4 １階フロア 1251
南都銀行　川西支店 川西町唐院８３－１ ＡＴＭコーナー 1252
つながり総合センター 三宅町大字但馬３６０－３ １階事務所入口付近 1253
三宅町体育館 三宅町大字伴堂1046番地 事務所 1254
三宅町役場 三宅町大字伴堂６８９ 庁舎１階フロア 1255
三宅町中央公民館 三宅町大字伴堂６８９ 玄関付近 1256
三宅町立三宅幼児園 三宅町大字伴堂707-1 玄関付近 1257
三宅小学校 三宅町大字伴堂769番地 １階職員室 1258
三宅小学校体育館 三宅町大字伴堂769番地 玄関付近 1259
三宅町保健福祉施設　あざさ苑 三宅町大字伴堂848-1 １階玄関ホール 1260
特別養護老人ホーム田原本園 田原本町大字味間523-1 1261
田原本町中央体育館 田原本町大字平田46 ロビー 1262

磯城休日応急診療所 田原本町宮古404-7
１階保健センター共有部分
廊下北側 1263

田原本療院（植山医院） 田原本町１２０ １階レントゲン室 1264
南都銀行　田原本支店 田原本町１８１－４ ＡＴＭコーナー 1265
田原本町立田原本中学校 田原本町３６ 職員室 1266
田原本町役場本庁舎 田原本町８９０－１ 健康福祉課内 1267
奈良県総合リハビリテーションセンター 田原本町大字多７２２ 守衛室前廊下 1268
ダイリュウ奈良株式会社 田原本町大字唐古339 １階事務所 1269
特定非営利活動法人介護支援事業所たん 田原本町大字黒田479-3 １階玄関 1270
ユニキャリア株式会社 田原本町大字阪手27-1 １階事務所 1271
こどもの森阪手保育園 田原本町大字阪手931-1 １階事務所 1272
スーパーセンターオークワ田原本インター店 田原本町大字十六面７１－１ 食品フロアトイレ入口 1273
忠岡医院 田原本町大字秦庄４５６ １階診察室 1274
社会福祉法人なら桜桃会田原本町福祉作 田原本町大字千代1221-1 １階事務所 1275
スポーツセンター田原本 田原本町大字千代563-1 ２階事務所入口 1276
(有)とらいあんぐるデイサービスセンター和 田原本町大字千代818-1 １階事務所 1277
グループホーム葵 田原本町大字千代839-16 １階事務所 1278
市田塾田原本校 田原本町大字秦庄443-1 １階事務所 1279
奈良県健康づくりセンター 田原本町大字宮古４０４－７ １階総合受付 1280
宮古保育園 田原本町大字宮古667 １階事務室 1281
宮森保育園 田原本町大字宮森230-5 １階事務所 1282
（株）品川工業所 田原本町大字八尾５０８番地 総務部内 1283
てらかたクリニック 田原本町大字薬王寺３４４－１ 診察室 1284
（医療法人）坂根医院 田原本町大字矢部３３７－１ 診療室 1285
矢部公民館 田原本町大字矢部７２５ 公民館前防災倉庫内 1286
田原本町立東小学校 田原本町大木１－１ 職員室 1287
田原本町立北小学校 田原本町鍵１５５ 職員室 1288
田原本町立北中学校 田原本町鍵７１ 職員室 1289
田原本町老人福祉センター 田原本町金剛寺３９ 事務室 1290
田原本青垣生涯学習センター 田原本町阪手２３３－１ １階総合事務室 1291
田原本町立図書館 田原本町阪手２３３－１ 職員室 1292
田原本警察署 田原本町新町２４－１ １階受付 1293
田原本町ふれあいセンター 田原本町為川北方１１５－６ １階健康チェック室 1294
田原本町立南小学校 田原本町千代３０６ 職員室 1295
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奈良県農業協同組合　石油ガス課 田原本町千代３９１－１
事務所棟１階北出入
口東側壁面

1296

田原本町立平野小学校 田原本町平野６２－３ 職員室 1297
サンライフ田原本 田原本町大字小阪305番地１ １階事務所 1298
田原本町立田原本小学校 田原本町大字新町４８ １階職員室南側 1299
曽爾村ディサービスセンター 曽爾村大字伊賀見２３の１番地外 １階事務所室 1300
曽爾村役場 曽爾村大字今井４９５番地の１ １階カウンター上 1301
大和信用金庫　奥宇陀支店 曽爾村大字掛７８７ １階ＡＴＭコーナー 1302
曽爾村立曽爾中学校 曽爾村大字小長尾９００ 職員室 1303
曽爾村老人福祉センター 曽爾村塩井９９１番地の１ ロビー 1304
独立行政法人国立曽爾青少年教育振興機構　国立曽
爾青少年自然の家 曽爾村太良路１１７０ １階事務所室 1305

お亀の湯 曽爾村太郎路８３０番地 フロント横 1306
曽爾村立曽爾小学校 曽爾村長野６２番地 職員室 1307
みつえ温泉　姫石の湯 御杖村大字神末６３３０番地 事務室 1308
ケアハウスみつえ秀華苑 御杖村大字神未５８０番地 １階ロビー 1309
御杖村国保診療所 御杖村大字管野１５８１番地 処置室 1310
御杖村立御杖中学校 御杖村大字菅野２４７０番地 職員玄関 1311
御杖村立御杖小学校 御杖村大字菅野４７番地 職員室 1312
御杖村山村開発センター 御杖村菅野３６８番地 玄関ホール 1313
奈良県広域消防組合　宇陀消防署（東分 御杖村土屋原１６１３ １階受付 1314
御杖村立御杖保育所 御杖村大字土屋原１４７９番地の１ 玄関 1315
奈良県農業協同組合　高取支店 高取町市尾７８０ １階ロビー 1316
高取町役場 高取町観覚寺９９０－１ 総務課 1317
高取町リベルテホール 高取町観覚寺１０２３ １階事務室 1318
たかとり保育園 高取町観覚寺１２３１ 事務室 1319
やすらぎの丘・たかとりワークス 高取町観覚寺１３８２ 職員室 1320
南都銀行　高取支店 高取町観覚寺９３２－２ １階ＡＴＭコーナー 1321
特別養護老人ホーム光明園 高取町清水谷１５０－５ １階医務室 1322
たかむち小学校 高取町清水谷２０５ 職員室 1323
ホシエヌ製薬（株） 高取町下土佐４９５－１ 工場入口付近 1324
養護盲老人ホーム　慈母園 高取町壷坂3番地 医務室 1325
高取中学校 高取町森３０ 保健室 1326
明日香保育園 明日香村飛鳥４６９ １階ロビー 1327
関西大学飛鳥文化研究所 明日香村稲渕８１６－１ 事務所 1328
飛鳥の宿「祝戸荘」 明日香村大字祝戸３０３ 玄関 1329
明日香村中央公民館 明日香村大字川原９１番地１ １階ロビー 1330
国営飛鳥歴史公園事務所 明日香村大字平田５３８番地 １階ロビー 1331
明日香村健康福祉センター 明日香村大字立部７４５ 事務所 1332
山下医院 明日香村大字岡１１４３－３ 診察室 1333
奈良文化財研究所飛鳥資料館 明日香村大字奥山６０１ 玄関 1334
犬養万葉記念館 明日香村岡１１５０ 玄関ホール 1335
明日香村観光会館 明日香村岡１２２０ 玄関 1336
明日香村役場 明日香村岡５５ １階ロビー 1337
南都銀行　明日香支店 明日香村岡７５－５ １階ＡＴＭコーナー 1338
明日香養護学校 明日香村大字川原４１０ 保健室 1339
奈良県農業協同組合　あすか支店 明日香村川原１５１－１ １階ロビー 1340
知的障害者施設　明日香園 明日香村川原２６３－１ 医務室 1341
あまがし苑 明日香村栗原４１２－１ 事務所 1342
あすか夢販売所 明日香村御園２－１ 事務所 1343

あすかの里 明日香村越２８０
①１階フロア
②２階職員室

1344

あすか楽園 明日香村越８８ 事務所 1345
明日香夢市 明日香村島庄１５４－３ 店内 1346
明日香幼稚園 明日香村橘２２０－３ 職員室 1347
明日香小学校 明日香村橘８６ 職員室 1348
聖徳中学校 明日香村野口１０６ 職員室 1349
奈良県立万葉文化館 明日香村飛鳥10 救護室 1350
上牧町立第一体育館 上牧町大字上牧１７５０番地 事務所内 1351
上牧小学校 上牧町大字上牧１８６６番地 職員室 1352
上牧第三小学校 上牧町大字上牧３１００番地 職員室 1353
上牧町中央公民館 上牧町大字上牧３２４１番地 事務所内 1354
上牧町保健福祉センター 上牧町大字上牧３２４５番地１ 事務所内 1355
上牧中学校 上牧町大字上牧３３４９番地 職員室 1356
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上牧町役場庁舎 上牧町大字上牧３３５０番地 １階ロビー 1357
上牧第二中学校 上牧町大字下牧３５番地 職員室 1358
上牧第二小学校 上牧町片岡台３丁目２番地 職員室 1359
奈良県広域消防組合　西和消防署　南分署 上牧町桜ヶ丘２丁目２０番地１ １階ロビー 1360
上牧幼稚園 上牧町桜ヶ丘３丁目３４番地 職員室 1361
南都銀行　上牧支店 上牧町服部台５－３－１ ATMコーナー 1362
ニチアス(株)王寺工場 王寺町３－２－４６ １階工場内 1363
文化福祉センター 王寺町９－１６０８ 事務所 1364
王寺アリーナ 王寺町王寺１丁目１番１号 事務所 1365
奈良県広域消防組合　西和消防署 王寺町王寺１丁目１番３号 １階ロビー 1366
三井住友銀行大和王寺支店 王寺町王寺２－６－１ 窓口ＡＴＭ 1367
コ・ス・パ王寺店 王寺町王寺２－６－１ ４階トレーニング室 1368
大和信用金庫　王寺支店 王寺町王寺２－７－１３ ATMコーナー 1369
大和信用金庫　王寺支店 王寺町王寺２－７－２３ 窓口ＡＴＭ 1370
南都銀行　王寺南支店 王寺町王寺２－９－１５ 窓口ＡＴＭ 1371
王寺町役場 王寺町王寺２丁目１番２３号 正面玄関 1372
白鳳女子短期大学 王寺町葛下１－７－１７ １階事務所 1373
大和園王寺デイサービスセンター 王寺町葛下３－１６１－１ ２階事務所 1374
西和警察署 王寺町葛下１－７－９ １階受付 1375
中央公民館 王寺町久度２－１７－２１ 事務所 1376
ＪＲ西日本　王寺駅 王寺町久度２－１ 中央改札 1377
リーベル王寺東館１階 王寺町久度２－２－１ １階入口 1378
南都銀行　王寺支店 王寺町久度２－３－１－１０２ 窓口ＡＴＭ 1379
黎明保育園 王寺町久度４－７－３５ １階事務所 1380
王寺町立王寺南小学校 王寺町太子２丁目１番３０号 事務室 1381
菩提キャンプ場 王寺町太子２丁目８１３番地４ 管理棟 1382
奈良交通　西大和営業所 王寺町畠田１－１８１－１ １階事務所 1383
ＪＲ西日本　畠田駅 王寺町畠田３－９－１ ホーム内 1384
王寺町立王寺南中学校 王寺町畠田９－１７０３ １階職員室 1385
王寺町保健センター 王寺町久度２－２－１－５０１ 受付ロビー 1386
舟戸町営プール（７、8月のみ） 王寺町舟戸１－３９７３－１ 管理人室内 1387
王寺町立王寺北小学校 王寺町舟戸３丁目７番１８号 職員室前廊下 1388
王寺町立王寺中学校 王寺町本町１丁目２０番４５号 職員室前廊下 1389
片岡の里保育園 王寺町本町２－１－４０ １階事務所 1390
王寺町老人憩いの家片岡の家 王寺町本町２－２０－２０ ホール入り口 1391
奈良県農業協同組合　西やまと支店 王寺町本町２－５－１８ 1392
王寺町立王寺小学校 王寺町本町２丁目６番１６号 事務室前廊下 1393
イトマンスイミングスクール 王寺町本町４－３８４－２ ２階事務所 1394
グループホームここから王寺 王寺町本町４－４－１６ １階事務所 1395
泉の広場公民館 王寺町本町４丁目６４５番地１ 事務所 1396
王寺健民運動場 王寺町元町２－１３３８－２ 倉庫３内 1397
広陵町馬見北４丁目集会所 広陵町馬見北４丁目１８－４ 集会所入口（屋外） 1398
真見北保育園 広陵町馬見北５－１３－３ 玄関内壁面 1399
竹取の丘 広陵町馬見北５丁目１３－１１ １階ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前 1400
近藤クリニック真美ヶ丘腎センター 広陵町馬見北６－１－８ 診療室 1401
真美ヶ丘第二小学校附属幼稚園 広陵町馬見北７－１－３２ 玄関内壁面 1402
真美ヶ丘第二小学校 広陵町馬見北７丁目１－３２ 職員室 1403
（株）吉方庵真美ヶ丘店 広陵町馬見中２－６－１ 店内 1404
広陵町馬見中２丁目集会所 広陵町馬見中２丁目１０－１９ 集会所入口（屋外） 1405
真美ヶ丘中学校 広陵町馬見中２丁目１７－３２ 職員室 1406
エコール・マミ（北棟） 広陵町馬見中４丁目１ １階ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 1407

畿央大学 広陵町馬見中４丁目２－２

①１階ロビー
②体育館
③第２キャンパスクラ
ブハウス

1408

真美ヶ丘第一小学校附属幼稚園 広陵町馬見南２－１－３０ 玄関内壁面 1409
真美ヶ丘第一小学校 広陵町馬見南２丁目１－３０ 職員室 1410
広陵町馬見南２丁目集会所 広陵町馬見南２丁目６番 出入口（屋外） 1411
広陵エコセンター 広陵町馬見南３－９－５ 玄関内壁面 1412
広陵西保育園 広陵町馬見南３－９－８ 玄関内壁面 1413
広陵町馬見南３丁目集会所 広陵町馬見町南３丁目９番 集会所入口 1414
エリシオン真美ヶ丘アネックス 広陵町馬見南４丁目１－１８ １階カウンター 1415
エリシオン真美ヶ丘 広陵町馬見南４丁目１－１９ １階カウンター 1416
広陵町馬見南５丁目集会所 広陵町馬見南５丁目８番 出入口（屋外） 1417
カーブス広陵馬見 広陵町大字馬見中４－１ 玄関口 1418
岡本株式会社 広陵町大字大塚１５０－１ 守衛室 1419
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奈良県第二浄化センター
スポーツ広場

広陵町大字萱野１０２－２ 管理事務所 1420

石井医院 広陵町大字萱野６７７－１ 診察室 1421
広陵町百済市場公民館 広陵町大字百済１２９２番地 公民館出入口 1422
竹村医院 広陵町大字百済１３２７ 診察室 1423
常葉保育園 広陵町大字百済１７８３ 職員室 1424
広陵町百済森公民館 広陵町大字百済１８０４番地３ 公民館出入口 1425
広陵東小学校附属幼稚園 広陵町大字百済１８３１－１ 玄関内壁面 1426
クリーンセンター広陵 広陵町大字古寺８１ １階プラットホーム 1427
デイサービスセンターこもれび 広陵町大字沢３９６－１ １階フロア 1428
かぐやの里 広陵町大字三吉1799-7 ２階　看護ステーショ 1429
広陵西幼稚園 広陵町大字三吉２４ 玄関内壁面 1430
タビオ奈良株式会社 広陵町大字三吉５７８ 玄関口 1431
三笠産業株式会社 広陵町大字寺戸５３ 食堂、工場内 1432
広陵南保育園 広陵町大字南郷１１５０ 玄関内壁面 1433
南郷恒川診療所 広陵町大字南郷４６６－３ 玄関内壁面 1434
グリーンプラザ南郷 広陵町大字南郷８４－１ １階　事務室 1435
奈良県広域消防組合　広陵消防署 広陵町大字疋相３７４－１ １階玄関フロア 1436
広陵西第二幼稚園 広陵町大字平尾５１２ 玄関内壁面 1437
広陵町平尾公民館 広陵町大字平尾５１２番地５ 公民館出入口 1438
馬見労禱保育園 広陵町大字平尾５４６ 職員室 1439
南都銀行　馬見支店 広陵町大字平尾６８１－３ ATMコーナー横 1440
イズミヤスーパーセンター広陵店 広陵町大字平尾７０２ ロビー 1441
丸広フーズ株式会社 広陵町大字広瀬1100-1 事務所 1442
エホバの証人の奈良県広陵会衆 広陵町大字弁財天２６５ 玄関口 1443
広陵北保育園 広陵町大字弁財天３０５ 玄関内壁面 1444

大和広陵高等学校 広陵町大字的場４０１
保健室
第二体育教官室

1445

南都銀行　箸尾支店 広陵町大字南１－１３ ATMコーナー横 1446
広陵北幼稚園 広陵町大字南７－１ 玄関内壁面 1447
特別養護老人ホーム大和園 広陵町大字三吉１６９ 看護室、寮母室 1448
さわやかホール
（総合保健福祉会館）

広陵町笠１６１－２ １階ロビー 1449

ふるさと会館(グリーンパレス） 広陵町笠１６８ １階ロビー 1450
広陵町中央体育館 広陵町笠３５０－１ 事務室前 1451
広陵中学校 広陵町笠３５５ 職員室 1452
広陵町中央公民館 広陵町笠３８２－１ 事務室前 1453
広陵東小学校 広陵町百済１６２５－１ 職員室 1454
水道局 広陵町南郷２７２ １階フロア 1455
広陵町役場庁舎 広陵町南郷５８３－１ １階ロビー 1456
広陵西小学校 広陵町平尾５４２ 職員室 1457
奈良県農業協同組合　広陵支店 広陵町平尾７０２ ロビー 1458
広陵町健民運動場 広陵町古寺 ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ裏通路 1459
はしお元気村 広陵町弁財天２９５－３ 正面玄関内 1460
広陵北小学校 広陵町弁財天３０３ 職員室 1461
広陵町立図書館 広陵町三吉３９６－１ 正面玄関内 1462
広陵町みささぎ台公民館 広陵町みささぎ台１７－５ 公民館入口（屋外） 1463
株式会社ヒラノテクシード 河合町１０１－１ 事務所 1464
河合町役場庁舎 河合町池部１－１－１ １階ロビー 1465
河合第１中学校 河合町池部１－１３－１ 職員室 1466
河合第１小学校 河合町池部１－１５－１０ 職員室 1467
河合町保健センター 河合町池部１－２－９ 事務所 1468
西大和学園校舎 河合町薬井２９５ 職員室 1469
西大和学園（寮） 河合町薬井２９５ 寮内 1470
馬見丘陵公園 河合町佐味田２２０２ 公園館１階　救護室 1471
南都銀行　西大和支店 河合町星和台１－９－２ ＡＴＭコーナー 1472
河合第２小学校 河合町星和台２－７ 職員室 1473
河合第２中学校 河合町星和台２－７－２ 職員室 1474
ニッセイアーク西大和 河合町高塚台１－８－１ フロント 1475
河合第３小学校 河合町高塚台３－４－２ 職員室 1476
コナミスポーツクラブ　西大和 河合町中山台２－７西大和サティ1階 入口フロント横設置 1477
河合町総合福祉会館 河合町山坊２４－３ 事務所 1478
総合スポーツ公園 河合町山坊２４－３ 事務所 1479
河合幼稚園 河合町広瀬台１－９－２ 1480
河合町西大和地区公民館 河合町広瀬台３－７ 1481
河合町文化会館 河合町高塚台１－８－３ 1482
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河合町児童館 河合町大字穴闇９８５－３ 1483
河合町中央公民館 河合町池部２－１３－１ 1484
グランテージゴルフクラブ 吉野町色生８１０－１ キャディマスター室 1485
吉野警察署さくら警察庁舎 吉野町大字橋屋１８５－１ １階受付 1486
吉野山自治会　　古澤　登様宅 吉野町大字吉野山２２９２ 1487
吉野山駐在所
　　（観桜期→下千本駐車場） 吉野町大字吉野山２４２２ （管理事務所） 1488

吉野山自治会　　島田　勲様宅 吉野町大字吉野山２５６９ 1489
吉野山自治会　　福井　康文様宅 吉野町大字吉野山９６４ 1490
南都銀行上市支店 吉野町上市１５１－５ ＡＴＭコーナー 1491
吉野町立吉野小学校 吉野町上市２２９８ 正面玄関 1492
吉野町役場 吉野町上市８０ー１ １階ロビー 1493
吉野町立吉野中学校 吉野町河原屋２００ 事務室 1494
関西青少年自立支援センター　　ＮＯＬＡ 吉野町小名殿川４４１－２ 事務所 1495
南都銀行上市支店新子出張所 吉野町新子３７９－１ ＡＴＭコーナー 1496
吉野町社会福祉協議会 吉野町丹治１３０－１ 事務所窓口 1497
吉野税務署 吉野町丹治２００番地１ ２階総務課 1498
吉野三町村老人福祉施設　さくら苑 吉野町楢井５５１－１ １階寮母室 1499
吉野町立吉野幼稚園 吉野町飯貝４６５ 職員室 1500
吉野町立吉野保育所 吉野町飯貝４６５－２ 職員室 1501
吉野町立吉野高等学校 吉野町飯貝６８０ 体育教官室 1502
吉野町立吉野北小学校 吉野町平尾８７ 職員室前 1503
吉野町立わかば幼稚園 吉野町柳５４２ 職員室 1504
吉野運動公園 吉野町山口９１０番地 体育館１階事務所 1505
金峯山寺 吉野町吉野山２４９８ 本坊 1506
金峯山寺 吉野町吉野山２４９８ 金峯山寺本堂 1507
障害者支援施設　あけみどり 吉野町香束８９８－４３ 1508
大淀希望ヶ丘小学校 大淀町北野５４番地の１ １階職員室 1509
大淀中央公民館 大淀町下渕９４８番地 １階ホール入口 1510
大淀町社会福祉協議会 大淀町下渕１２２３ 玄関 1511
マルマン吉野店 大淀町下渕1555-4 景品交換所 1512
吉野コスモス会　１号ハウス 大淀町下渕916-3 玄関ホール 1513
大淀桜ヶ丘小学校　 大淀町下渕９５９番地 １階職員室 1514
奈良県立大淀高等学校 大淀町下渕983 体育館体育教官室 1515
奈良県農業協同組合　大淀西部支店 大淀町土田２８８－１ 1516
大淀緑ヶ丘小学校 大淀町土田３６５番地　 １階職員室 1517
大淀中学校 大淀町桧垣本１５８１番地 ２階職員室 1518
大淀町役場庁舎 大淀町桧垣本２０９０番地 １階ロビー 1519
平畑体育館 大淀町桧垣本２４４５番地の１９ ホール入口 1520
セレモニーホール吉野 大淀町桧垣本７０９－２ 1521
延明保育園 大淀町桧垣本１８３３－１ １階事務所 1522
花吉野延明保育園 大淀町福神1-122 玄関ホール 1523
道の駅吉野路大淀（アイ）センター 大淀町芦原５３６－１ 事務室 1524
花吉野カンツリー倶楽部 大淀町今木１００４－７１ スタート室 1525
東部幼稚園 大淀町今木７７９－４ １階職員室 1526
吉野カントリークラブ 大淀町大字馬伝６３４ マスター室 1527
吉野警察署 大淀町大字下渕３８９－１ １階受付 1528
パークゴルフ場 大淀町大岩４０９－１０ 事務室 1529
奈良ロイヤルゴルフクラブ 大淀町大岩６６－１ スタート室 1530
北野保育園 大淀町北野２３－１０ 事務室 1531
希望ヶ丘プレジャールーム 大淀町北野５４－１ 事務室 1532
健康づくりセンター 大淀町北野８９－１ ホール 1533
あおぞら保育園 大淀町越部１１７９ 事務室 1534
大淀町消防団第８分団車庫 大淀町佐名伝２８５ １階車庫 1535
桜ヶ丘児童館 大淀町下渕１２９８－１ 事務室 1536
桜ヶ丘体育館 大淀町下渕１２９９ ホール入り口 1537
高齢者ふれあい活動センター 大淀町下渕１３００－３ 事務室 1538
県立大淀園 大淀町下渕１６２３－２ 中央ホール 1539
南都銀行大淀支店 大淀町下渕１７１－１ ＡＴＭコーナー 1540
保健センター 大淀町下渕３５３－１ ４階事務室 1541
奈良県立大淀養護学校 大淀町下渕４１４－１ 高等部職員室 1542
社会福祉法人　綜合施設　美吉野園 大淀町下渕６２９ １階食堂ホール 1543
緑ヶ丘プレジャールーム 大淀町土田３８２－１ 事務室 1544
西部幼稚園 大淀町中増６１－２ １階職員室 1545
第１保育所 大淀町桧垣本２４８４－１ 事務室 1546
文化会館 大淀町桧垣本２０９０ １階ロビー 1547
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旭ヶ丘総合センター 大淀町比曽３２７ ホール 1548

桜ヶ丘プレジャールーム 大淀町桧垣本２０１２－１ 事務室 1549

吉野保健所 下市町新住１５－３ 玄関ホール 1550
社会福祉法人
北野しもいち　彩の里

下市町阿知賀1122-1 玄関ホール 1551

阿知賀小学校 下市町阿知賀２０１０ 保健室 1552
下市町在宅複合型施設春峯荘 下市町阿知賀６２１ １階フロント 1553
南都銀行　下市支店 下市町下市１０１ １階ATMコーナー 1554

下市中学校 下市町下市１８１８
①職員室
②体育館

1555

下市町役場 下市町下市１９６０ １階企画財政課 1556
下市町総合体育館 下市町下市２２２７ 事務所 1557
下市幼稚園 下市町下市２４５０ 職員室 1558
奈良県農業協同組合　下市支店 下市町下市２８５１ 1559
下市小学校 下市町下市３０６０ 職員室 1560
下市観光文化センター 下市町下市３０７１ 事務所 1561
下市町交流センター 下市町善城140-1 玄関ホール 1562
下市南小学校 下市町善城６６４ 保健室 1563
下市温泉秋津荘 下市町伃邑２１８９ 明水館フロント 1564
黒滝森物語村森の交流館 黒滝村大字栗飯谷１ １階玄関 1565
黒滝村立黒滝小学校 黒滝村大字寺戸４１ 職員室 1566
黒滝村立黒滝幼稚園 黒滝村大字寺戸４２１－１ 職員室 1567
黒滝村役場 黒滝村大字寺戸７７ １階玄関 1568
黒滝村立黒滝中学校 黒滝村大字堂原１５７ 職員室 1569
総合案内センター
道の駅　吉野路黒滝

黒滝村大字長瀬２２－１ 玄関 1570

黒滝デイサービスセンター 黒滝村寺戸１８７－２ 事務室 1571
黒滝村国民健康保険診療所 黒滝村寺戸１８９－４ 診察室 1572
こもれびホール 黒滝村寺戸395 玄関ホール 1573
南都銀行黒滝支店 黒滝村長瀬２２－５ 玄関ホール 1574
きららの森赤岩 黒滝村中戸５２６ 管理棟 1575
ふるさとセンターつどい 天川村大字篭山１００ 玄関入口 1576
天川村役場 天川村大字沢谷６０ 玄関入口 1577
洞川地区公民館 天川村大字洞川４９６番地２ 玄関入口 1578
関西電力（株）　川迫ダム 天川村川迫１５２－２ 事務所内 1579
関西電力（株）　九尾ダム 天川村九尾４８３ 事務所内 1580
天川小学校 天川村沢谷92 職員室前 1581
天の川温泉 天川村坪内232 受付 1582
天川中学校 天川村坪内253 玄関ホール 1583
天川幼稚園 天川村坪内280 職員室 1584
洞川温泉 天川村洞川13-1 受付 1585
洞川中学校 天川村洞川410 職員室前 1586
天川村国保診療所 天川村南日裏２００ 検査室 1587
みずはの湯 天川村山西298 受付 1588
野迫川中学校 野迫川村大字北股３８番地 保健室 1589
野迫川小学校 野迫川村大字北股５１番地 保健室 1590
野迫川村役場本庁舎 野迫川村大字北股８４番地 １階庁舎内 1591
野迫川村立公民館 野迫川村大字中１５７番地 １階ロビー 1592
野迫川村国民健康保険診療所 野迫川村大字中３５５ 診療所内 1593
野迫川村ゆうゆう苑 野迫川村村上４０１－１ 窓口カウンター 1594
十津川中学校 十津川村大字小原４６０ 職員室 1595
平谷小学校 十津川村大字折立７８１-１ 体育館玄関 1596

十津川高等学校 十津川村大字込之上５８
正面玄関、寮管理棟
１階舎管室前廊下

1597

関西電力十津川出張所 十津川村大字湯之原７２７-７ 事務所 1598
十津川村役場 十津川村小原２２５－１ 総務課 1599
特別養護老人ホーム
高森の郷

十津川村猿飼 １階ロビー 1600

関西電力奥吉野発電所 十津川村旭 事務所 1601
関西電力旭ダム管理所 十津川村旭 事務所 1602
北部保健センター 十津川村上野地 事務室 1603
上野地診療所 十津川村上野地 地下駐車場 1604
南都銀行十津川支店 十津川村折立 ＡＴＭコーナー 1605
電源開発十津川第一発電所 十津川村小原 事務所 1606
湯泉地温泉「滝の湯」 十津川村小原 事務所 1607
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新宮信用金庫　十津川支店 十津川村平谷 ＡＴＭコーナー 1608
十津川温泉「庵の湯」 十津川村平谷 事務室 1609
十津川温泉ホテル昴 十津川村平谷 事務室 1610
体育文化センター 十津川村湯之原 事務室 1611
西川第一小学校 十津川村大字重里４６５-１ 正面玄関 1612
西川第二小学校 十津川村大字出谷４１６-２ 職員玄関 1613
グループホーム太陽 十津川村大字折立３６４-１ 事務所 1614
下北山温泉　きなりの湯 下北山村池原２８２ ロビー内 1615
池の平ゴルフ場 下北山村池峰７６４ クラブハウス 1616
南都銀行北山支店 下北山村上池原１７３－１ ロビー内 1617
下北山村保健センター 下北山村浦向３７５ １階ロビー 1618
下北山小学校 下北山村寺垣内１００２ 玄関 1619
下北山村国保診療所 下北山村寺垣内１０３３ 診察室 1620
上北山保育所 上北山村小橡４４０－１ 保育所入り口（内部） 1621
上北山村消防団　小橡分団詰所 上北山村小橡７２１－２０ 詰所内 1622
上北山小学校 上北山村河合１０７ 学校玄関 1623
上北山村体育館 上北山村河合１９５－２ 体育館内 1624
上北山村役場 上北山村河合３３０ １階玄関 1625
ワースリビング上北 上北山村河合３８１ 診療所内 1626
上北山中学校 上北山村河合５６４－２ 学校玄関 1627
上北山村消防団　白川分団詰所 上北山村白川２１４－６０ 詰所内 1628
上北山村消防団　西原分団詰所 上北山村西原７７４－３ 詰所内 1629
ふれあいの郷　ホテルかみきた 上北山村河合５５２－２ ロビー 1630
大滝駐在所 川上村大滝３６－２ 玄関 1631
柏木駐在所 川上村柏木２８－１ 玄関 1632
川上ふれあいセンター 川上村北和田３１２ 玄関 1633
やまぶき保育園 川上村迫 玄関 1634
川上村役場 川上村迫１３３５－７ 玄関 1635
森と水の源流館 川上村迫３８０－１ ロビー前 1636
川上村総合センター 川上村迫５９０－１ 受付前 1637
川上村教育委員会 川上村迫５９０－１ 事務所 1638
ホテル杉の湯 川上村迫６９５ フロント 1639
川上中学校 川上村人知２７０ 校長室 1640
あきつのスポーツ公園管理棟 川上村西河３４２ 管理棟 1641
川上村国民健康保険川上診療所 川上村迫１３３４番地２３ 処置室 1642
南都銀行川上支店 川上村迫１３３５－５ ＡＴＭコーナー 1643
川上小学校 川上村西河１０５－１ 校長室 1644
匠のむら 川上村東川１３５ 玄関 1645
東吉野小学校 東吉野村小川６０４ 保健室 1646
南都銀行小川支店 東吉野村小川７３１－１ ＡＴＭコーナー 1647
東吉野村役場 東吉野村小川９９ 玄関 1648
東吉野中学校 東吉野村小栗栖８２５ 保健室 1649
やはた温泉 東吉野村大豆生７２０－２ ロビー 1650
ふるさと村 東吉野村大豆生７３９ 食堂 1651
東吉野運動公園 東吉野村中黒 玄関 1652
たかすみの里 東吉野村平野 ロビー 1653

東
吉
野
村

※　病院については上記AED設置施設から除いています。なお、本一覧表は市町村、消防本部等からの情報提供により作成しており
ますが、必ずしも県内全てのAED設置施設が記載されたものではありません。
※　上記AED設置施設以外に、すべての県立高等学校にも設置されています。
　　　　　　県立高等学校一覧　　http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-17431.htm
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