
法人番号 法人名称 法人住所A2900000015029362 三宅町 奈良県磯城郡三宅町伴堂689A2900000023029363 有限会社永真会 奈良県磯城郡⽥原本町阪⼿496-1A2900000031029211 有限会社一休 奈良県葛城市北花内429-1A2900000049029363 有限会社あかね介護サービス 奈良県磯城郡⽥原本町薬王寺15-8A2900000065029424 有限会社シブタニ 奈良県北葛城郡上牧町下牧942-15A2900000073029212 有限会社東和技研工業 奈良県宇陀市榛原額井1068A2900000099029210 有限会社バックアップ 奈良県⾹芝市上中109番地A2900000106029208 三宅株式会社 奈良県御所市84A2900000122029206 有限会社かけはし 奈良県桜井市上之庄159-5A2900000130029207 有限会社福寿ケアサービス 奈良県五條市三在町392-1A2900000156029206 有限会社ケアステーションウィズユー 奈良県桜井市外⼭394A2900000164029203 株式会社山和タンス店 奈良県⼤和郡⼭市堺町33A2900000172029210 有限会社ベストライフケアーサービス 奈良県⾹芝市五位堂6-213A2900000180029426 株式会社トゥモロー健康科学 奈良県北葛城郡広陵町⾺⾒北7-4-6-4A2900000198029424 有限会社エイワン 奈良県北葛城郡上牧町葛城台4-3-9A2900000205029205 有限会社とらいあんぐる 奈良県橿原市北⼋⽊町1-6-20A2900000221029441 吉野町 奈良県吉野郡吉野町丹治130-1健やか⼀番館3階A2900000239029202 株式会社奈良ケアセンターはる 奈良県⼤和⾼⽥市市場774-1A2900000247029205 有限会社あまの介護サービス 奈良県橿原市南⼋⽊町3-5-25A2900000255029425 株式会社ひだまり工房 奈良県北葛城郡王寺町久度1-10-24A2900000263029202 合同会社ひばり 奈良県⼤和⾼⽥市昭和町8-11-304A2900000271029202 社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会 奈良県⼤和⾼⽥市池⽥418-1A2900000289029425 ビックリー株式会社 奈良県北葛城郡王寺町久度2-12-3A2900000297029206 株式会社レンタルブレイン 奈良県桜井市芝690-3A2900000304029442 株式会社シルバーケアーコンサルタント 奈良県吉野郡⼤淀町今⽊880A2900000312029446 有限会社ケアサポートしもむら 奈良県吉野郡天川村川合330-1A2900000320029201 有限会社モミの木 奈良県奈良市法蓮町1185A2900000338029209 スマイルケアー株式会社 奈良県⽣駒市東松ケ丘4-37A2900000362029204 株式会社井⼾太蒲団店 奈良県天理市川原城町196A2900000370029402 社会福祉法人甘樫会 奈良県⾼市郡明⽇⾹村栗原421-2A2900000388029207 大和石油株式会社 奈良県五條市本町1-10-3A2900000396029201 有限会社ツルーハート 奈良県奈良市法蓮町1934-13A2900000403029208 有限会社由⾐の⾥ 奈良県御所市蛇⽳624A2900000411029205 有限会社⻄岡商事製作所 奈良県橿原市縄⼿町168-4A2900000429029202 社会福祉法人慈光園 奈良県⼤和⾼⽥市池⽥444A2900000437029201 株式会社ウェルハート 奈良県奈良市三松3-4-6A2900000445029207 社会福祉法人正和会 奈良県五條市⼤沢町5-25A2900000453029201 有限会社ハーティケア 奈良県奈良市三松3-4-6A2900000461029212 社会福祉法人室生会 奈良県宇陀市室⽣下⽥⼝1216A2900000479029443 社会福祉法人下市町社会福祉協議会 奈良県吉野郡下市町善城140-1A2900000487029201 社会福祉法⼈奈良苑 奈良県奈良市⼆名3-1151-1A2900000495029209 有限会社ゆりの会 奈良県⽣駒市北⼤和4-16-12A2900000502029212 社会福祉法人豊生会 奈良県宇陀市榛原⻑峯200-1A2900000510029205 有限会社アットホーム 奈良県橿原市⼤久保町435-5A2900000528027202 医療法⼈宝⼭会 大阪府岸和田市土生町5-11-16A2900000536029201 株式会社らくじ会 奈良県奈良市法蓮佐保⼭1-8-30A2900000544029386 社会福祉法人御杖村社会福祉協議会 奈良県宇陀郡御杖村菅野1581A2900000552029201 いわしや森川医療器株式会社 奈良県奈良市四条⼤路2-2-27A2900000560029203 社会福祉法人佳祐会 奈良県⼤和郡⼭市⽮⽥町4739-4A2900000586029201 有限会社あんしん 奈良県⼤和⾼⽥市⽇之出町4-14A2900000594029446 合資会社スイートリ 奈良県吉野郡天川村川合327-1A2900000601029424 有限会社トーク 奈良県北葛城郡上牧町滝川台1-6-16A2900000619029452 社会福祉法人川上村社会福祉協議会 奈良県吉野郡川上村迫590-1A2900000627029425 株式会社KFC 奈良県北葛城郡王寺町畠⽥5丁目15-22



法人番号 法人名称 法人住所A2900000635029207 社会福祉法人清光会 奈良県桜井市出雲1642A2900000643029209 ライフケア生駒有限会社 奈良県⽣駒市東⼭町211-18A2900000651029207 有限会社田園介護サービス 奈良県五條市⽥園4-35-4A2900000677029344 株式会社イカリトンボ 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥3-2-46A2900000685029202 有限会社延命堂治療院 奈良県⼤和⾼⽥市礒野新町1-1A2900000700029208 株式会社岡川工務店 奈良県御所市南⼗三66-3A2900000718029402 株式会社島田工務店 奈良県⾼市郡明⽇⾹村雷366-3A2900000726029401 有限会社ほほえみ 奈良県⾼市郡⾼取町下⼦島350A2900000734029426 株式会社ヤング 奈良県北葛城郡広陵町沢522A2900000742029202 大和高田市 奈良県⼤和⾼⽥市⼤中100-1A2900000750029212 株式会社水野設備 奈良県宇陀市榛原笠間2182A2900000768029206 有限会社友愛 奈良県桜井市⻄之宮228-16A2900000776029207 株式会社エム・シー富士 奈良県五條市今井4-5-37A2900000784029205 株式会社徠心 奈良県橿原市新賀町285-60A2900000792029206 株式会社創和工業 奈良県桜井市上之宮402A2900000809029205 ａ・エル株式会社 奈良県橿原市四条町827A2900000825029201 有限会社ティ・エス企画 奈良県奈良市北市町89-2A2900000833029426 社会福祉法⼈広陵町社会福祉協議会 奈良県北葛城郡広陵町笠161-2A2900000841029201 社会福祉法人大倭安宿苑 奈良県奈良市⼤倭町5-27A2900000859029208 有限会社しあわせ 奈良県御所市櫛羅332-12A2900000867029443 有限会社ひろはし 奈良県吉野郡下市町新住51-1A2900000875029205 医療法⼈菊川医院 奈良県橿原市上品寺町380-22A2900000883029205 合資会社クリーンケア 奈良県橿原市⾒瀬町617-3・安⽥ﾋﾞﾙ301A2900000891029201 社会福祉法人ならのは 奈良県奈良市神功4-25-9A2900000908029426 ケアクラフト合同会社 奈良県北葛城郡広陵町的場137-4A2900000916029443 下市町 奈良県吉野郡下市町下市1960A2900000924029201 四季ノ丘合資会社 奈良県奈良市⻄⼤寺栄町3-1泉⾕マンション202A2900000932029343 まごころ介護サービス合資会社 奈良県⽣駒郡三郷町美松ケ丘東1-12-20A2900000940029442 株式会社ばぁん 奈良県吉野郡⼤淀町北野56-7A2900000958029442 社会福祉法人大淀町社会福祉協議会 奈良県吉野郡⼤淀町下渕1223A2900000966029442 有限会社大淀タクシー 奈良県吉野郡⼤淀町下渕226A2900000974029212 社会福祉法人徳成会 奈良県宇陀市榛原檜牧584A2900000982029442 医療法⼈弘仁会 奈良県吉野郡⼤淀町福神1-181A2900001005029343 株式会社グランヒル 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野北2-25-23A2900001013029344 株式会社RKコーポレーション 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥⻄3-15-19A2900001021029343 社会福祉法人三郷町社会福祉協議会 奈良県⽣駒郡三郷町勢野⻄1-2-1A2900001039029201 有限会社そよ風倶楽部 奈良県奈良市四条⼤路3-1-10A2900001047029210 香芝市 奈良県⾹芝市本町1397A2900001055029210 医療法⼈澤⽥医院 奈良県⾹芝市五位堂5-155A2900001063029210 有限会社ゆたか 奈良県⾹芝市良福寺668-5A2900001071029206 マンヨー商事株式会社 奈良県桜井市芝1024A2900001089029208 医療法⼈榎本医院 奈良県御所市⼾⽑1130A2900001097029204 株式会社低温 奈良県天理市守目堂町59A2900001104029201 ナラックス株式会社 奈良県奈良市三条⼤路2-1-10A2900001112029212 株式会社奈良在宅看護センター 奈良県宇陀市榛原萩原2494A2900001120029342 株式会社関⻄メディコ 奈良県⽣駒郡平群町上庄1-14-12A2900001138029342 平群町 奈良県⽣駒郡平群町吉新1-1-1A2900001146029449 十津川村 奈良県吉野郡⼗津川村⼩原225-1A2900001154029205 医療法⼈⻄井会 奈良県橿原市光陽町100-21A2900001162029205 株式会社ユーヒナ 奈良県橿原市新⼝町132-1A2900001170029210 株式会社すまいる 奈良県⾹芝市上中527-1A2900001196029205 医療法⼈⽶⽥診療所 奈良県橿原市東坊城町510A2900001203029426 医療法⼈中堀医院 奈良県北葛城郡広陵町的場94－1A2900001211029204 社会福祉法人やすらぎ会 奈良県天理市福住町5504



法人番号 法人名称 法人住所A2900001229029402 社会福祉法人明日香村社会福祉協議会 奈良県⾼市郡明⽇⾹村⽴部745A2900001237029449 藤村商事株式会社 奈良県吉野郡⼗津川村折⽴655A2900001253029201 株式会社日本ユニケア 奈良県奈良市東登美ケ丘1-1-3A2900001261029204 有限会社宮城 奈良県天理市守目堂町170A2900001279029444 社会福祉法⼈⿊滝村社会福祉協議会 奈良県吉野郡⿊滝村寺⼾187-2A2900001287029211 社会福祉法人葛城市社会福祉協議会 奈良県葛城市染野789番地1A2900001302029201 医療法⼈輝峰会堀池医院 奈良県奈良市⻄登美ケ丘5-3-8A2900001328029425 有限会社かんな 奈良県北葛城郡王寺町本町4-16-13A2900001336029201 有限会社喜寿 奈良県奈良市古市町1480-12A2900001352029205 有限会社季楽⾥ 奈良県橿原市南⼭町318A2900001360029343 NPO法人ライフケア王寺 奈良県⽣駒郡三郷町勢野東4-3-20A2900001378029211 有限会社かつらぎケアサービス 奈良県葛城市加守515-1A2900001386029201 株式会社ミック 奈良県奈良市押熊町2261A2900001394029211 有限会社ケイ・アイ・エス 奈良県葛城市新庄128A2900001401029202 社会福祉法⼈平沼寮 奈良県⼤和⾼⽥市⻄坊城73-1A2900001419029204 みらの介護サービス有限会社 奈良県天理市⼆階堂上ノ庄町173-68A2900001427029208 有限会社あいあい 奈良県御所市旭町618-13A2900001435029201 有限会社在宅介護サービスラブ 奈良県奈良市⻄⼤寺本町7-2A2900001443029210 医療法⼈誠安会 奈良県⾹芝市下⽥⻄2-7-61A2900001451029424 有限会社華うさぎ 奈良県北葛城郡上牧町⽶⼭台1-2-17A2900001469029201 医療法⼈北寿会 奈良県奈良市中登美ケ丘4-3A2900001477029201 有限会社ケアサービスわかくさ 奈良県奈良市東九条町704-11A2900001485029202 有限会社あすなろ 奈良県⼤和⾼⽥市奥⽥92-22A2900001500029363 特定非営利活動法⼈介護⽀援事業所たんぽぽ 奈良県磯城郡⽥原本町⿊⽥479-3A2900001526029424 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 奈良県北葛城郡上牧町上牧3245-1A2900001534029202 有限会社和 奈良県⼤和⾼⽥市⼤⾕590-14A2900001542029209 アミコ京阪奈介護サービス有限会社 奈良県⽣駒市桜ケ丘3-57A2900001568026214 有限会社キョウワ 京都府⽊津川市州⾒台8-4-26A2900001576029201 有限会社ふぁみりーえいど 奈良県奈良市⻄九条町2-12-10A2900001584029451 上北⼭村 奈良県吉野郡上北⼭村河合330番地A2900001592029206 高田紙業有限会社 奈良県桜井市芝1024A2900001609029209 株式会社椿井 奈良県⽣駒市⿅ノ台北1丁目25番地の1A2900001617029201 特定非営利活動法⼈おちゃわんでーす 奈良県奈良市藤ノ⽊台1-8-28-101A2900001625029205 有限会社ナーク 奈良県橿原市⽊原町90-3A2900001633029201 特定非営利活動法⼈夢のかけはし 奈良県奈良市中町3844A2900001641029203 社会福祉法人大和郡山市社会福祉協議会 奈良県⼤和郡⼭市植槻町3-8A2900001659029204 有限会社天理企画 奈良県天理市⽯上町56A2900001667029203 有限会社エバーグリーン 奈良県⼤和郡⼭市杉町104A2900001675029201 有限会社ホームヘルパーナースステーション 奈良県奈良市六条1-3-41A2900001683029204 社会福祉法人福住会 奈良県天理市福住町6328A2900001708029424 須賀建設株式会社 奈良県⾹芝市⽩鳳台2-22-7A2900001716029427 有限会社ゆとり 奈良県北葛城郡河合町⾼塚台2-16-4A2900001724029209 有限会社ケアサービス・はんな 奈良県⽣駒市有⾥町104-2A2900001732029201 株式会社ハッピースマイル 奈良県奈良市五条畑1-27-12-11A2900001740029208 有限会社ウェルケア南葛 奈良県御所市東松本334-50A2900001758029208 有限会社福祉企画 奈良県御所市東松本108-2A2900001766029205 社会医療法⼈平成記念会 奈良県橿原市四条町827A2900001774029204 有限会社介護みつ葉 奈良県天理市⽯上町520-2A2900001782029212 社会福祉法人恵風会 奈良県宇陀市菟⽥野平井135A2900001790029201 有限会社天与 三碓6-10-26エクセター帝塚山203A2900001807029206 有限会社かわい 奈良県桜井市⼤福242-1A2900001815029212 株式会社森野 奈良県宇陀市菟⽥野古市場1310A2900001823029424 上牧町 奈良県北葛城郡上牧町上牧3245番地-1A2900001831029201 株式会社三条メディック 奈良県奈良市⼤宮町4-241-1



法人番号 法人名称 法人住所A2900001849029207 社会福祉法人泰久会 奈良県五條市滝町6-1A2900001857029204 有限会社エムワンホーム 奈良県天理市嘉幡町680-1A2900001873029205 医療法⼈桂会 奈良県橿原市兵部町6-28A2900001899029201 株式会社さわらび 奈良県奈良市柳⽣下町213-2A2900001906029212 有限会社うだ介護サービス 奈良県宇陀市⼤宇陀⿇⽣⽥636-8A2900001914029449 社会福祉法人十津川村社会福祉協議会 奈良県吉野郡⼗津川村⼩原225-1A2900001922029202 有限会社ヒロショウ 奈良県⼤和⾼⽥市野⼝279A2900001930029453 ナオミ合資会社 奈良県吉野郡東吉野村中⿊680A2900001948029201 株式会社まほろばケアセンター 奈良県奈良市⼤宮町6-1-11新⼤宮第2ビル3FA2900001956029202 特定非営利活動法⼈⼤和⾼⽥介護相談所 奈良県⼤和⾼⽥市市場95-15A2900001964029201 植田住器株式会社 奈良県奈良市四条⼤路1-4-32A2900001972029201 リトルウィング合資会社 奈良県奈良市⻄⼤寺国⾒町1-4-3-425A2900001980027216 医療法⼈弘⽣会 ⼤阪府河内⻑野市⼩⼭⽥町379-5A2900001998029201 医療法⼈あすか会 奈良県奈良市帝塚⼭2-21-21A2900002003029342 株式会社福祉幕府 奈良県⽣駒郡平群町北信貴ケ丘1-3-6-2A2900002011029401 有限会社ハート 奈良県⾼市郡⾼取町兵庫129-1A2900002029029209 社会福祉法人生駒市社会福祉協議会 奈良県⽣駒市元町1-6-12A2900002037029201 株式会社なごみの家 奈良県奈良市七条1-30-6A2900002053029345 社会福祉法人安堵町社会福祉協議会 奈良県⽣駒郡安堵町東安堵853A2900002061029201 有限会社まいん 奈良県奈良市あやめ池南1-5-25A2900002079029205 株式会社楽 奈良県橿原市曽我町810-4A2900002087029442 野木商店株式会社 奈良県吉野郡⼤淀町桧垣本20A2900002102029209 阪奈森岡住設機器株式会社 奈良県⽣駒市⾕⽥町875-5A2900002110029201 株式会社和 奈良市佐紀町2412－1アイリスハイツ2号館１FA2900002128029363 有限会社ツザキ・ケア・ブレイス 奈良県磯城郡⽥原本町新⽊1-141A2900002136029203 有限会社マイホーム 奈良県⼤和郡⼭市⾺司町50-17A2900002144029210 特定非営利活動法⼈奈良コアラ 奈良県⾹芝市関屋北5-2-41A2900002152029201 株式会社カームネススマイル 奈良県奈良市朱雀5-20-6ガーデンシティ201A2900002160029203 医療法⼈悠明会 奈良県⼤和郡⼭市⽥中町763A2900002178029211 有限会社ふれあいケアサポート 奈良県葛城市⻄室22-4A2900002186029453 合資会社桝井 奈良県吉野郡東吉野村⼩川735A2900002194029342 ライフサポートセンター有限会社 奈良県⽣駒郡平群町北信貴ケ丘1-10-3A2900002201029201 株式会社イカリヤ 奈良県奈良市⿅野園町671-1A2900002219029453 合資会社中部 奈良県吉野郡東吉野村⽊津川288A2900002227029201 有限会社⼤奈企画 奈良県奈良市六条3-11-40A2900002235029208 有限会社ふたば介護センター 奈良県御所市三室589A2900002243029206 有限会社リ・ターン 奈良県桜井市吉備303-6A2900002251029202 有限会社訪問介護サービス光陽 奈良県⼤和⾼⽥市今⾥360-4A2900002269029201 有限会社オネスティ 奈良県奈良市古市町74-37A2900002277029201 特定非営利活動法⼈⾃⽴⽣活⽀援センターフリーダム２１ 奈良県奈良市般若寺町285-2A2900002285029424 株式会社だんだん 奈良県北葛城郡上牧町服部台4-7-36A2900002300029202 社会福祉法人太樹会 奈良県⼤和⾼⽥市野⼝325-3A2900002318029205 株式会社かるこ 奈良県橿原市⻄池尻町109-1A2900002326029203 株式会社ホライズン 奈良県⼤和郡⼭市新⽊町298A2900002334029201 合同会社さくら 奈良県奈良市法華寺町282-11A2900002342029203 株式会社みのり 奈良県⼤和郡⼭市北⻄町31-37A2900002376029201 有限会社朝日ケアサポート 奈良県奈良市学園朝⽇町7-10A2900002384029441 ティ・エ・オ合同会社 奈良県吉野郡吉野町丹治226-1A2900002392029426 社会福祉法人輝家会 奈良県北葛城郡広陵町三吉1799-1A2900002409029205 医療法⼈吉川医院 奈良県橿原市中曽司町175A2900002417029208 株式会社サン 奈良県御所市新地町1059A2900002425029202 有限会社あんしん 奈良県奈良市あやめ池北1-5-5A2900002433029209 株式会社アイユウ 奈良県⽣駒市⼩明町1057-14A2900002459029207 社会福祉法人三寿福祉会 奈良県五條市住川町1163－2



法人番号 法人名称 法人住所A2900002467029206 社会福祉法人敬生会 奈良県桜井市慈恩寺285A2900002483029210 株式会社トータルケアサポートタナカ 奈良県⾹芝市今泉452番地の1A2900002491029202 平井石油株式会社 奈良県⼤和⾼⽥市今⾥12-26A2900002508029442 有限会社ライフケア 奈良県吉野郡⼤淀町⼟⽥36A2900002516029426 いやしの⾥オアシス有限会社 奈良県北葛城郡広陵町三吉1266-6A2900002532029201 医療法⼈こうあん 奈良県奈良市三条⼤路1-1-90A2900002540029203 有限会社やまおか 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町4-64A2900002558029204 社会福祉法⼈天理市社会福祉事業団 奈良県天理市遠⽥町473A2900002566029401 高取町 奈良県⾼市郡⾼取町観覚寺990-1A2900002582029211 葛城市 奈良県葛城市柿本166A2900002590029201 社会福祉法⼈奈良社会福祉院 奈良県奈良市法蓮町1368A2900002607029201 奈良県農業協同組合 奈良県奈良市⼤森町57-3A2900002615029205 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 奈良県橿原市畝傍町9-1A2900002623029204 有限会社夢グループ 奈良県天理市⻑柄町453-2A2900002631029343 株式会社メイプル会 奈良県⽣駒郡三郷町勢野東2-4-22A2900002649029343 有限会社志保 奈良県⽣駒郡三郷町美松ケ丘⻄1-3-16A2900002657029205 株式会社ビューティクラフト弥生 奈良県橿原市上品寺町239-4A2900002665029201 社会福祉法人南都栄寿会 奈良県奈良市六条⻄5-17-43A2900002673029442 株式会社松本 奈良県吉野郡⼤淀町桧垣本702-2A2900002681029208 医療法⼈鴻池会 奈良県御所市池之内1064A2900002699029204 株式会社レントオール天理 奈良県天理市稲葉町73-1A2900002706029426 社会福祉法人功有会 奈良県北葛城郡広陵町三吉169A2900002714029424 有限会社ケアサポート上牧 奈良県北葛城郡上牧町⽶⼭台2-10-30A2900002730029344 有限会社はなまる 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥⻄8-3-22A2900002748029204 社会福祉法人大和清寿会 奈良県天理市中之庄町532-1A2900002772029206 株式会社サンユー 奈良県桜井市阿部426-5A2900002780029201 有限会社奈良ケアサービス 奈良県奈良市本⼦守町11久保ビル2階A2900002798029211 社会福祉法人当麻園 奈良県葛城市南今市429-2A2900002821029426 広陵町 奈良県北葛城郡広陵町笠161-2 広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」A2900002839029212 特定非営利活動法⼈⼋⽊⼀男福祉会 奈良県宇陀市菟⽥野岩崎238-6A2900002847029206 有限会社とらい・あんぐる 奈良県桜井市外⼭1661A2900002855029201 有限会社安心ライフ 奈良県奈良市秋篠早⽉町10-10三和マンションA棟110A2900002863029426 株式会社藤田工務店 奈良県北葛城郡広陵町南60-1A2900002871029212 有限会社テンマサービス 奈良県宇陀市榛原篠楽元極楽寺249-4A2900002889029342 社会福祉法人平群町社会福祉協議会 奈良県⽣駒郡平群町⻄宮2-1-6A2900002897029212 宇陀市 奈良県宇陀市榛原下井⾜17-3A2900002904029201 有限会社幸福の郷 奈良県奈良市学園北2-11-19A2900002912029212 特定非営利活動法⼈つつじ庵 奈良県宇陀市榛原天満台⻄3-7-12A2900002920029201 有限会社エイジング 奈良県奈良市中⼭町7-1A2900002938029203 有限会社ケアステーションバンビ 奈良県⼤和郡⼭市外川町155-1A2900002946029203 特定非営利活動法⼈宅⽼所げんき 奈良県⼤和郡⼭市⻄⽥中町10-2A2900002954029203 有限会社奈良ライフサポート 奈良県⼤和郡⼭市発志院町185-1A2900002962029441 有限会社はたホームケアサービス 奈良県吉野郡吉野町楢井494-1A2900002970029201 有限会社マイムメディカルサポート 奈良県奈良市三碓6-9-22A2900002988029201 株式会社カーム 奈良県奈良市菅原町455-1A2900002996029201 日本ホスピタルサポート有限会社 奈良県奈良市七条町100番地の4A2900003001029210 株式会社リハスプラウティング 奈良県⾹芝市真美ケ丘6-1-3A2900003019029201 社会福祉法⼈奈良市和楽園 奈良県奈良市古市町1886-1A2900003027029208 医療法⼈吉川会 奈良県御所市東松本8-1ATYビル1階A2900003035029201 株式会社ナカムラ 奈良県奈良市五条畑1-6-11A2900003043029201 合資会社佐保・福祉総合相談センター 奈良県奈良市法蓮町258-23A2900003051029207 社会福祉法人五條市社会福祉協議会 奈良県五條市新町3-3-2A2900003069029201 有限会社カセイ 奈良県奈良市朱雀4-1-3A2900003077029201 有限会社アイ 奈良県奈良市神功5-18-11



法人番号 法人名称 法人住所A2900003085029203 医療法⼈芳愛会 奈良県⼤和郡⼭市横⽥町840-2A2900003093029427 有限会社ビータ 奈良県北葛城郡河合町泉台3-19-8A2900003100029426 有限会社かず介護事務所 奈良県北葛城郡広陵町南郷855-1A2900003126029202 植村医療器株式会社 奈良県⼤和⾼⽥市北⽚塩町10-22A2900003142029202 株式会社オモタニ⾐料店 奈良県⼤和⾼⽥市本郷町2-10A2900003150029202 有限会社平和コーポレーション 奈良県⼤和⾼⽥市⼤中64A2900003168029210 有限会社ケア・ウエスト 奈良県⾹芝市真美ケ丘6-9-20-201A2900003176029344 株式会社⻯⽥タクシー 奈良県⽣駒郡斑鳩町法隆寺南1-1-7A2900003184029426 特定非営利活動法⼈在宅介護センター奈良 奈良県北葛城郡広陵町⾺⾒南3-16-16A2900003225029344 王寺周辺広域休⽇応急診療施設組合 奈良県⽣駒郡斑鳩町稲葉⾞瀬2-5-18A2900003233029201 社会福祉法⼈万葉福祉会 奈良県奈良市川上町875-1A2900003241029201 有限会社いまじんけあ 奈良県奈良市南京終町7-522-2A2900003259029362 社会福祉法⼈三宅町社会福祉協議会 奈良県磯城郡三宅町伴堂848-1A2900003275029203 医療法⼈社団⽥北会 奈良県⼤和郡⼭市城南町2-13A2900003283029212 株式会社メベック 奈良県宇陀市室⽣⼤野2141-1A2900003291029342 特定非営利活動法⼈信貴⼭やすらぎ会 奈良県⽣駒郡平群町菊美台1-206-1A2900003308029442 有限会社アイ・エヌ・ジー 奈良県吉野郡⼤淀町北野27-7A2900003316029344 ケアステーションはるかぜ株式会社 奈良県⽣駒郡斑鳩町目安4-13-38A2900003332029201 特定非営利活動法⼈なら福祉介護ネット 奈良県奈良市六条⻄1-12-76A2900003340029203 社会福祉法人協同福祉会 奈良県⼤和郡⼭市宮堂町⻘⽊160-7A2900003358029209 有限会社スリーハート 奈良県⽣駒市⾕⽥町1286-2アドバンハイツ1号館203A2900003366029206 株式会社尚明舎 奈良県桜井市⻯⾕161A2900003374029201 有限会社ほほえみ 奈良県奈良市四条⼤路1-24-26A2900003382029207 株式会社藤ケアサービス 奈良県五條市⽥園4-29-12A2900003390029205 社会福祉法人橿原園 奈良県橿原市⾒瀬町265A2900003415029201 特定非営利活動法⼈みつわ会 奈良県奈良市北永井町372奈良事務機別館106号A2900003423029201 社会福祉法人秋篠茜会 奈良県奈良市⻄⼤寺⾚⽥町1-7-1-2A2900003431029210 株式会社介護やオンリーワン 奈良県⾹芝市旭ケ丘4-16-6A2900003457029201 有限会社ヤマキ代務サービス 奈良県奈良市南城⼾町28A2900003465029203 幸福商事株式会社 奈良県⼤和郡⼭市城南町256-25A2900003473029210 有限会社やすらぎ工房 奈良県⾹芝市磯壁1-1000-6A2900003481029201 社会福祉法人史明会 奈良県奈良市⿅野園町1584-2A2900003499029203 医療法⼈豊⽣会 奈良県橿原市⾒瀬町671-1A2900003514029203 社会福祉法人博遊会 奈良県⼤和郡⼭市九条町307-1A2900003530029401 社会福祉法人壺阪寺聚徳会 奈良県⾼市郡⾼取町壺阪3A2900003548029206 ⼀般財団法⼈桜井市医療センター 奈良県桜井市⾦屋136-1A2900003556029205 有限会社蕨岡 奈良県橿原市醍醐町585A2900003580029204 有限会社ののさん 奈良県天理市⼆階堂上ノ庄町218-12A2900003598029426 有限会社グッド・ケア 奈良県北葛城郡広陵町南郷1141-1A2900003605029203 有限会社ナチュラルポジション 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町1602-1 ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ⼩泉1階A2900003613029343 有限会社エムティーケイ 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野南2-9-31A2900003621029344 有限会社ウェルネス斑鳩 奈良県⽣駒郡斑鳩町服部1-2-25A2900003639029201 社会福祉法人カトリック聖ヨゼフホーム 奈良県奈良市朱雀4-3-10A2900003655029444 ⿊滝村 奈良県吉野郡⿊滝村寺⼾77A2900003663029208 社会福祉法人仁南会 奈良県御所市柏原1594-1A2900003671029442 有限会社羽根 奈良県吉野郡⼤淀町桧垣本786-1A2900003689029201 社会福祉法人サンライフ 奈良県奈良市南紀寺町5-53-1A2900003697029201 株式会社八重桜 奈良県奈良市法蓮町410-2A2900003704029343 医療法⼈やわらぎ会 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野南2-9-31A2900003712029210 社会福祉法人蒼隆会 奈良県⾹芝市鎌⽥157-1A2900003720029385 社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会 奈良県宇陀郡曽爾村伊賀⾒23-1A2900003738029343 有限会社介護サービスセンターあおぞら 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野北2-2738-5A2900003746029206 医療法⼈医眞会 奈良県桜井市三輪496-1A2900003754029207 アクオス有限会社 奈良県五條市⻄吉野町滝389



法人番号 法人名称 法人住所A2900003762029207 有限会社アビリティー梅川 奈良県五條市岡町1748A2900003770029201 社会福祉法人嘉耶の会 奈良県奈良市⼤和⽥町2226A2900003788029201 株式会社ひまわりの会 奈良県奈良市登美ケ丘2-2-15A2900003796029205 有限会社橿原ケアセンターユースフル２１ 奈良県橿原市四条町765-15A2900003803029201 株式会社ノブタカ 奈良県奈良市学園⼤和町5-114A2900003829029424 有限会社やまびこ 奈良県北葛城郡上牧町下牧1-2-25A2900003837029205 有限会社在宅介護センターさくら 奈良県橿原市中曽司町133-6A2900003845029443 有限会社かいんど 奈良県吉野郡下市町よ⾢29-5A2900003861029450 社会福祉法⼈下北⼭村社会福祉協議会 奈良県吉野郡下北⼭村浦向371A2900003879029201 有限会社テンダー・ハート 奈良県奈良市⼤宮町2-5-9-102A2900003887029363 合同会社姫だるま 奈良県磯城郡⽥原本町313-1A2900003895029205 有限会社ホームヘルパーステーション絆 奈良県橿原市中曽司町269-27A2900003902029427 有限会社ハーツ・ファイブ 奈良県北葛城郡河合町⽳闇59-19A2900003910029208 有限会社陽なたぼっこ 奈良県御所市楢原496-1A2900003928029206 有限会社ヘルパーステーションいぶき 奈良県桜井市⼤泉814-3A2900003936029206 医療法⼈社団岡⽥会 奈良県桜井市草川61-1A2900003944029207 有限会社吉祥 奈良県五條市本町3-5-25A2900003952029212 有限会社よろずや 奈良県宇陀市榛原萩原2429番13号⼩⻄ビル４階A2900003960029343 株式会社コバト 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野北1-14-68A2900003978029208 株式会社中本 奈良県御所市632A2900003986029209 株式会社椀の家 奈良県⽣駒市あすか野南1-2-2A2900003994029201 ニコニコカンパニー株式会社 奈良県奈良市柏⽊町519-19A2900004009029201 株式会社結加 奈良県奈良市今市町361-6A2900004025029363 奈良ヘルスケアシステム株式会社 奈良県磯城郡⽥原本町千代1143-7A2900004033029201 株式会社ハッピーサービスグループ 奈良県奈良市六条2-7-7A2900004041029401 特定非営利活動法⼈ポニーの⾥をつくろう会 奈良県⾼市郡⾼取町市尾245A2900004059029204 株式会社憩の家サービスセンター 奈良県天理市三島町200番地A2900004067029205 有限会社ホームズ 奈良県橿原市⾒瀬町597-6A2900004075029363 社会福祉法人田原本町社会福祉協議会 奈良県磯城郡⽥原本町阪⼿336-1A2900004083029206 社会福祉法人大和桜井園 奈良県桜井市阿部1073A2900004091029202 有限会社サン企画コーポレーション 奈良県⼤和⾼⽥市松塚852A2900004108029201 社会福祉法⼈奈良市社会福祉協議会 奈良県奈良市三条⼤路1-9-10A2900004124029361 有限会社つぼみ介護サービス 奈良県磯城郡川⻄町結崎862-6A2900004132029202 有限会社みらいにっき 奈良県⼤和⾼⽥市⽢⽥町10-13 エクシブタカダ106号A2900004140029201 医療法⼈新⽣会 奈良県奈良市右京1-3-3A2900004158029344 株式会社思心 奈良県⽣駒郡斑鳩町興留7-7-9A2900004166029362 有限会社マツトシ 奈良県磯城郡三宅町⽯⾒450-4A2900004174029201 株式会社ライフアートコミュニティ 奈良県奈良市佐保台2-902-241A2900004182029343 医療法⼈紀川会 奈良県⽣駒郡三郷町勢野東4-14-1A2900004190029210 有限会社すみれ 奈良県⾹芝市上中50-7A2900004207029206 有限会社ケアーステーションみのり 奈良県桜井市河⻄725-35A2900004223029342 有限会社つくし 奈良県⽣駒郡平群町三⾥65A2900004231029201 特定非営利活動法⼈奈良よつば福祉友の会 奈良県奈良市佐保台⻄町62A2900004249029361 川⻄町 奈良県磯城郡川⻄町結崎28-1A2900004257029201 社会福祉法人楽慈会 奈良県奈良市南京終町13-4A2900004265029204 有限会社在宅総合ケアーセンター幸福 奈良県天理市富堂町219-6A2900004273029201 合資会社あきつ 奈良県奈良市南肘塚町49-21A2900004281029209 社会福祉法⼈⻑命荘 奈良県⽣駒市北⽥原町2429-4A2900004314029451 社会福祉法⼈上北⼭村社会福祉協議会 奈良県吉野郡上北⼭村河合381A2900004330029207 五條⼆⾒交通株式会社 奈良県五條市⼆⾒5-4-2A2900004348029427 有限会社介護の杜・三恵 奈良県北葛城郡河合町広瀬台3-8-14第⼀岡⽥マンション107A2900004356029203 有限会社ビーハイブ・コーポレーション 奈良県⼤和郡⼭市城町1799-11A2900004364029206 株式会社太陽 奈良県桜井市上之庄383-1A2900004372029203 一般社団法人大和郡山市医師会 奈良県⼤和郡⼭市本庄町317-2



法人番号 法人名称 法人住所A2900004380029201 株式会社サンケア 奈良県奈良市富雄元町2-6-33(2f)A2900004398029201 社会福祉法人あけぼの会 奈良県奈良市⾼畑町711A2900004405029201 一般財団法人沢井病院 奈良県奈良市船橋町8A2900004421029209 社会福祉法人宝山寺福祉事業団 奈良県⽣駒市元町2-14-8A2900004439029201 社会福祉法人福寿会 奈良県奈良市⼭陵町1085A2900004447029443 医療法⼈泰⼭会 奈良県吉野郡下市町新住145-3A2900004455029210 有限会社マホロバセンター 奈良県⾹芝市⻄真美1-25-19A2900004471029206 社会福祉法人桜井市社会福祉協議会 奈良県桜井市桜井535-1A2900004489029212 株式会社永澤住宅設備 奈良県宇陀市⼤宇陀拾⽣64-3A2900004497029424 有限会社ニコニコ 奈良県北葛城郡上牧町服部台1-4-17A2900004520029209 株式会社愛来る 奈良県⽣駒市北新町4-56A2900004546029201 株式会社輪 奈良県奈良市恋の窪1-8-16-2A2900004554029201 奈良近鉄タクシー株式会社 奈良県奈良市紀寺町414-1A2900004570029201 株式会社山岡産業 奈良県奈良市学園北1-13-8A2900004588029206 有限会社ライフケアことぶき 奈良県桜井市⻄之宮228-38A2900004596029208 大和興産株式会社 奈良県御所市池之内1064A2900004629027218 医療法⼈博愛会 大阪府大東市住道2-2-108A2900004653029401 社会福祉法人高取町社会福祉協議会 奈良県⾼市郡⾼取町観覚寺990-1A2900004661029210 株式会社大阪きもの着付学院 奈良県⾹芝市⽩鳳台2-23-13A2900004679029201 社会医療法⼈平和会 奈良県奈良市⻄⼤寺⾚⽥町1-7-1A2900004702029210 医療法⼈優慶会 奈良県⾹芝市真美ケ丘4-16-1A2900004710029201 株式会社けいはんなヘルパーステーション 奈良県奈良市⼆名3-952-1A2900004728029425 有限会社てるてる 奈良県北葛城郡王寺町太⼦1-5-1A2900004736029343 ⽼⼈福祉施設三室園組合 奈良県⽣駒郡三郷町勢野⻄1-1-1A2900004744029204 有限会社ハートラブ 奈良県天理市荒蒔町317-1A2900004760029447 野迫川村 奈良県吉野郡野迫川村北股84A2900004778029201 有限会社三九サービス 奈良県奈良市⼤安寺町548-5A2900004794029203 医療法⼈⻘⼼会 奈良県⼤和郡⼭市本庄町1-1A2900004801029209 有限会社つばさ 奈良県⽣駒市北⼤和1-1-6A2900004819029204 有限会社あかり介護サービス 奈良県天理市⼆階堂上ノ庄町427-1 パセオ・ボナールb103A2900004835029202 有限会社山恵 奈良県⼤和⾼⽥市本郷町7-16A2900004843029204 有限会社堀 奈良県天理市櫟本町3210-4A2900004851027211 小野原ハイム株式会社 大阪府茨木市美穂ケ丘3番6号A2900004869029441 有限会社とわ 奈良県吉野郡吉野町楢井479A2900004877027128 有限会社トーケン産業 奈良県⽣駒市俵⼝町225-4ヴァルシオン204A2900004885029205 有限会社たむら 奈良県橿原市東坊城町80番地の41A2900004893029207 社会福祉法人祥水園 奈良県五條市野原東6-5-37A2900004900029205 医療法⼈医仁会 奈良県橿原市⽯川町81A2900004918029201 合同会社悠の樹 奈良県奈良市⼤安寺6-11-3A2900004926029212 株式会社クローバー 奈良県宇陀市菟⽥野古市場481A2900004934029452 川上村 奈良県吉野郡川上村迫1335-7A2900004968029203 有限会社綿の花 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町2795番地の29A2900004976029208 社会福祉法人明徳会 奈良県御所市船路415A2900004984029345 有限会社まこと 奈良県⽣駒郡安堵町笠目549-1A2900004992029322 山添村 奈良県⼭辺郡⼭添村⼤⻄151A2900005007029201 株式会社春日苑 奈良県奈良市三松3-640-1A2900005015029203 有限会社リックス 奈良県⼤和郡⼭市柳5-43A2900005023029363 有限会社ライフ二十一 奈良県磯城郡⽥原本町薬王寺318A2900005031029201 株式会社まごころ福祉 奈良県奈良市中⼭町⻄4-535-526A2900005057029202 社会医療法⼈健⽣会 奈良県⼤和⾼⽥市⽇之出町12-8A2900005065029209 有限会社吉田興産 奈良県⽣駒市俵⼝町701A2900005073029212 有限会社ハイシティトラベル 奈良県宇陀市榛原⾼萩台79-2A2900005081029363 株式会社スズキ⾃販奈良 奈良県磯城郡⽥原本町鍵68-1A2900005099029202 特定非営利活動法⼈⽣活⽀援センターもちつもたれつ 奈良県⼤和⾼⽥市内本町6-18



法人番号 法人名称 法人住所A2900005106027111 株式会社スエメディカル ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中1-6-8A2900005114029203 有限会社えがお 奈良県⼤和郡⼭市柳町235A2900005122029201 医療法⼈岡⾕会 奈良県奈良市⻄⽊辻町200A2900005130029201 有限会社ナイスケアサポート 奈良県奈良市富雄北2-8-15A2900005148029426 株式会社あかべ 奈良県北葛城郡広陵町三吉264-1A2900005156029201 有限会社コミュニティサポートかなで 奈良県奈良市六条⻄3-14-4A2900005164029426 株式会社アットホーム 奈良県北葛城郡広陵町⾺⾒北1-7-21A2900005172029441 医療法⼈⼋甲会 奈良県吉野郡吉野町上市2135A2900005180029211 社会福祉法人晴幸福祉会 奈良県葛城市平岡528A2900005198029205 特定非営利活動法⼈サポート華⽣ 奈良県橿原市久⽶町528-1A2900005205029427 有限会社きぼう 奈良県北葛城郡河合町⻄⽳闇351-1A2900005213029201 株式会社ライフケア創合研究所 奈良県奈良市帝塚⼭南4-19-1A2900005221029202 株式会社マテリアル 奈良県⼤和郡⼭市⼭⽥町1217-1A2900005239029207 株式会社さくら 奈良県五條市⽥園5-17-15A2900005247029442 社会福祉法人綜合施設美吉野園 奈良県吉野郡⼤淀町下渕629A2900005255029210 株式会社オクヤマ・タイアップＣＰ 奈良県⾹芝市下⽥⻄1-2-35A2900005263029205 有限会社花てまり 奈良県橿原市⼭之坊町434-37A2900005271029209 一般財団法人生駒メディカルセンター 奈良県⽣駒市東新町1-3A2900005289029205 株式会社ふくろうケアサポート 奈良県橿原市⼋⽊町3-2-27A2900005297029201 社会福祉法人大和高原育成福祉会 奈良県奈良市都祁友⽥町515-1A2900005304027126 株式会社創生 ⼤阪府⼤阪市平野区加美北1-25-28A2900005312029209 医療法⼈社団松下会 奈良県⽣駒市辻町4-1A2900005320029401 有限会社ライフケア飛鳥 奈良県⾼市郡⾼取町佐⽥859A2900005338029210 井村輸送株式会社 奈良県⾹芝市旭ケ丘1-26-1A2900005346029203 有限会社きらら 奈良県⼤和郡⼭市杉町134-3A2900005354029201 LISTEN株式会社 滋賀県大津市南郷1-2-17A2900005362029204 株式会社わかくさケアセンター 奈良県天理市⼆階堂上ノ庄町216-12A2900005370029201 三協ハウジング株式会社 奈良県奈良市帝塚⼭2-1-23A2900005388029206 有限会社エンジョイライフ 奈良県桜井市初瀬2109-1A2900005396029363 有限会社はーとたいむ 奈良県磯城郡⽥原本町⼋尾607-6A2900005403029208 御所市 奈良県御所市1-3A2900005411029452 有限会社あおぞら 奈良県吉野郡川上村東川234A2900005429029202 株式会社ミツワ 奈良県⼤和⾼⽥市⽥井新町1-19A2900005437029208 有限会社歩 奈良県御所市元町374-2A2900005445029203 株式会社ざいたっく 奈良県⼤和郡⼭市千⽇町51-2千⽇住宅18号A2900005453029211 有限会社陽だまり 奈良県葛城市笛吹50-1A2900005461029210 有限会社ライフステーション 奈良県⾹芝市下⽥東1-464-2A2900005487029426 海南ボイラー工業有限会社 奈良県北葛城郡広陵町三吉292A2900005495029209 有限会社そよかぜ 奈良県⽣駒市⿅畑町1800A2900005502029386 有限会社ケアーセンターフォー，ユー 奈良県宇陀郡御杖村⼟屋原144A2900005510029210 株式会社かしばケアサービス 奈良県⾹芝市五位堂1-332-12A2900005528029206 株式会社暖 奈良県桜井市芝1229A2900005544029209 特定非営利活動法⼈あけび 奈良県⽣駒市あすか野北2-12-4A2900005552029201 有限会社ほのぼの 奈良県奈良市東九条町206-25A2900005560029202 株式会社正成 奈良県⼤和⾼⽥市市場407-1A2900005594029209 医療法⼈風尚会 奈良県⽣駒市南⽥原町1039A2900005601029450 下北⼭村 奈良県吉野郡下北⼭村寺垣内983A2900005619029201 社会福祉法人大和まほろば会 奈良県奈良市奈良阪町2789-1A2900005627029343 有限会社エイテイエイト 奈良県⽣駒郡三郷町勢野⻄4-8-34A2900005643029208 有限会社ウィンズ２１ 奈良県御所市148-3A2900005651029201 株式会社優花 奈良県奈良市若葉台1-7-1A2900005677029204 医療法⼈宮城会 奈良県天理市丹波市町302A2900005685029203 株式会社越智 奈良県⼤和郡⼭市発志院町183-1A2900005693029205 有限会社ウイズハート 奈良県橿原市⾶騨町125



法人番号 法人名称 法人住所A2900005700029212 有限会社みかどメディカル 奈良県宇陀市榛原区萩原540-1A2900005734029202 有限会社介護サービス輝 奈良県⼤和⾼⽥市曙町6-6A2900005742029426 株式会社ナカガワ 奈良県北葛城郡広陵町安部432A2900005750029202 有限会社ソフト 奈良県⼤和⾼⽥市材⽊町5-49⾼⽥ハイツ102A2900005784029203 有限会社⻄原 奈良県⼤和郡⼭市箕⼭町10－7A2900005792029446 社会福祉法人天川村社会福祉協議会 奈良県吉野郡天川村南⽇裏200A2900005809029206 有限会社タカダ 奈良県桜井市東新堂220A2900005817026106 株式会社ケアプラス 奈良市三条本町9-21JR奈良伝宝ビル4FA2900005825029201 医療法⼈社団⾕掛整形外科診療所 奈良県奈良市神殿町644-1A2900005833029426 有限会社煌めき 奈良県北葛城郡広陵町南郷417-4A2900005841029207 五條市 奈良県五條市本町1-1-1A2900005859029205 有限会社恵生 奈良県橿原市⻄池尻町390-1A2900005875029205 社会福祉法⼈⻑⽣会 奈良県橿原市北越智町345A2900005883029201 有限会社アイコム 奈良県奈良市⼤安寺⻄3-4-9A2900005908029208 有限会社葛タクシー 奈良県御所市⼾⽑983-1A2900005916029205 社会福祉法人聖寿会 奈良県橿原市雲梯町28A2900005932029205 橿原タクシー株式会社 奈良県橿原市久⽶町814A2900005940029201 株式会社リールステージ 奈良県奈良市⼤宮町5-3-14不動ビル4階406号A2900005958029426 有限会社笑み 奈良県北葛城郡広陵町安部699-1A2900005966029202 有限会社ケアプランすず 奈良県⼤和⾼⽥市池⽥69-5A2900005974029344 有限会社和の郷 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥⻄2丁目2番48号A2900005982029201 有限会社ドリーム平田 奈良県奈良市杉ケ町51-7-1FA2900005990029402 社会福祉法人明日香楽園 奈良県⾼市郡明⽇⾹村越88A2900006005029203 株式会社イングス 奈良県⼤和郡⼭市筒井町51-3A2900006013029361 株式会社木庄 奈良県磯城郡川⻄町唐院256-1A2900006021029201 社会医療法⼈松本快⽣会 奈良県奈良市百楽園5-2-6A2900006047029205 社会福祉法人松福会 奈良県橿原市戒外町7A2900006063029205 有限会社川⻄ウイング 奈良県橿原市中曽司町426番21A2900006071027227 コシオカ産業株式会社 大阪府東大阪市近江堂2-2-17A2900006089029427 社会福祉法人河合町社会福祉協議会 奈良県北葛城郡河合町⼭坊24-3 河合町総合福祉会館「⾖⼭の郷」内A2900006112029204 有限会社ゆめの樹 奈良県天理市櫟本町2253-1ｱﾙﾊﾞｰﾄﾊﾟｰｸB101号A2900006138029210 社会福祉法人博寿会 奈良県⾹芝市平野23-1A2900006154029207 特定非営利活動法⼈五條市視覚障害者福祉協会 奈良県五條市須恵2-1-10A2900006170029207 イチエ有限会社 奈良県五條市住川町1264A2900006196029201 株式会社サンハート 奈良県奈良市窪之庄町17-1A2900006203029203 有限会社アシストファミリー 奈良県⼤和郡⼭市横⽥町797A2900006211029453 東吉野村 奈良県吉野郡東吉野村⼩川99A2900006261029201 有限会社 ブリーアン 奈良県奈良市⽯⽊町41-1A2900006279029205 有限会社奥野商会 奈良県橿原市内膳町1-6-6A2900006287029201 株式会社うさぎ 奈良県奈良市⼋島町270-25A2900006310029441 社会福祉法人吉野町社会福祉協議会 奈良県吉野郡吉野町丹治130-1A2900006328029322 社会福祉法人山添村社会福祉協議会 奈良県⼭辺郡⼭添村⼤⻄1395-1A2900006336029203 大和郡山市 奈良県⼤和郡⼭市北郡⼭町248-4A2900006344029343 特定非営利活動法⼈三郷サンサンハウス 奈良県⽣駒郡三郷町三室2-5-22A2900006360029201 NPO法人ライフケア学園前 奈良県奈良市中町5076-11A2900006378029344 有限会社マインド 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥北1-7-3A2900006386029202 株式会社介護サービスしず 大和高田市藤森347-1A2900006401029201 有限会社デイサービス東九条 奈良県奈良市東九条町720-1A2900006435029212 医療法⼈萩乃⾥診療所 奈良県宇陀市榛原萩乃⾥5-1A2900006443029201 株式会社エース 奈良県奈良市⾼天市町22-1A2900006451029204 株式会社YAMADA 奈良県天理市櫟本町2375-1⾺場ハイツ301A2900006469029363 社会福祉法人いわれ会 奈良県磯城郡⽥原本町味間523-1A2900006477027106 ロイヤルホームセンター株式会社 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-5-16A2900006485029208 株式会社紅きらら 京都府京都市中京区錦猪熊町553



法人番号 法人名称 法人住所A2900006500029203 有限会社かるら 奈良県⼤和郡⼭市⾺司町332-7A2900006518029204 有限会社ハヤシ 奈良県天理市富堂町３２０－１A2900006526029201 有限会社やまびこ 奈良県奈良市朱雀5-3-10A2900006534029212 有限会社はいばら介護保険相談所 奈良県宇陀市榛原ひのき坂2-7-16A2900006542029209 特定非営利活動法⼈⽣駒まごころ 奈良県⽣駒市⼭崎町21-2-103A2900006550029201 ていくあい有限会社 奈良県奈良市⿃⾒町2-19-2A2900006568029201 有限会社きそう第一 奈良県奈良市北永井町384-1A2900006576029201 株式会社サポートサービス 奈良県奈良市芝辻町1-1-21A2900006584029203 有限会社かもん 奈良県⼤和郡⼭市⽮⽥町４４４６－４A2900006592029202 有限会社彩 奈良県⼤和⾼⽥市曽⼤根2-11-17A2900006617029204 医療法⼈和光会 奈良県天理市⻄⻑柄町449-2A2900006633029402 明日香村 奈良県⾼市郡明⽇⾹村岡55番地A2900006641029206 株式会社萬葉 奈良県桜井市⾦屋102-5A2900006667029207 株式会社ワースリビング 奈良県五條市今井3-7-44A2900006675029211 有限会社ハートライフ 奈良県葛城市南今市382-1A2900006708029442 株式会社悠然福祉研究所 奈良県吉野郡⼤淀町⾺佐431-1A2900006716029202 有限会社デイサービスらぶ 奈良県⼤和⾼⽥市礒野490-4A2900006724029201 特定非営利活動法⼈アメニティー・ライフサポート・アシスト 奈良県奈良市⻄⽊辻町91-4A2900006732029204 株式会社あい 奈良県天理市⼆階堂上ノ庄町368-2A2900006740029205 株式会社クボイコーポレーション 奈良県橿原市内膳町4-4-5かとうビル2階A2900006766029205 有限会社あかり 奈良県橿原市曽我町810-1A2900006774029204 有限会社コーディアル工房 奈良県天理市楢町197-1A2900006790029210 株式会社来夢来人 奈良県⾹芝市⾼202-15A2900006807029201 有限会社オールウェイズ 奈良県奈良市佐保台⻄町65-2レジデンス平城⼭103号A2900006815029342 有限会社介護支援センター岡山 奈良県⽣駒郡平群町北信貴ケ丘2-12-19A2900006823029201 株式会社すみれサポート 奈良県奈良市五条1-2-30A2900006831029202 有限会社明晃住宅 奈良県奈良市南京終町628A2900006849029212 株式会社ふれあい・むろう 奈良県宇陀市室⽣室⽣1090A2900006857029207 合同会社ウェルネス 奈良県五條市⼆⾒7-5-49A2900006881029212 株式会社アクロス 奈良県宇陀市榛原篠楽129-5A2900006906029205 寺川株式会社 奈良県橿原市⼤久保町451-1A2900006914029210 奈良介護サービス株式会社 奈良県御所市1072A2900006922029453 特定非営利活動法⼈東吉野村まちづくりNPO 奈良県吉野郡東吉野村⽊津153A2900006930029202 株式会社ソワン 奈良県⼤和⾼⽥市神楽1-3-33-106A2900006948029205 株式会社誠心商店 奈良県橿原市新⼝町260-2A2900006956029201 豊愛株式会社 奈良県奈良市あやめ池南6-1ｰ43A2900006964029344 ⻄和メディカルケアサービス株式会社 奈良県⽣駒郡斑鳩町⼩吉⽥2-7-15A2900006972029210 株式会社ライフネット 奈良県⾹芝市下⽥東1-464-4A2900006980029442 社会福祉法⼈北野福祉会 奈良県吉野郡⼤淀町北野23-10A2900006998029209 株式会社松井畳店 奈良県⽣駒市⼩明町1523-1A2900007003029209 株式会社ライフプランニングあすなろ 奈良県吉野郡下市町下市1794-1A2900007029029212 特定非営利活動法⼈サポートセンターきずな 奈良県宇陀市榛原萩原173-3A2900007037026109 株式会社智 京都府京都市伏⾒区向島庚申町130-1A2900007045029363 株式会社こかつ福祉住宅 奈良県磯城郡⽥原本町法貴寺690-9A2900007061029205 株式会社ケアセンターいぶき 奈良県橿原市中曽司町214-7A2900007079029201 尚和福祉株式会社 奈良県奈良市芝辻町3-6-10-202A2900007110029201 ひろファーマシー合同会社 奈良県奈良市あやめ池南6-1-15A2900007128029209 合同会社大生グループ 奈良県⽣駒市俵⼝町694-4A2900007136029201 株式会社介護・障がい支援センターこころ 奈良県奈良市三松ヶ丘3-27A2900007144029212 有限会社B・B 奈良県宇陀市⼤宇陀五津631-1A2900007152026214 株式会社マリモ 京都府木津川市木津清水62-2A2900007160029343 有限会社太素臨床研究所 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野南2-11-8A2900007178029201 株式会社 care lab 奈良県奈良市⾼天市町1-1A2900007186029201 合同会社⾦⾕ 奈良県奈良市⼤森⻄町23-14



法人番号 法人名称 法人住所A2900007194027226 株式会社ハートフル 大阪府藤井寺市春日丘2-1-12A2900007201029203 株式会社まつもと 奈良県⼤和郡⼭市⽮⽥町通５３A2900007219029205 株式会社BLUE FAIRY 奈良県橿原市法花寺町18-4A2900007235029209 春光デイセンター合同会社 奈良県⽣駒市壱分町1130A2900007243029202 社会福祉法人萌 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町73-1A2900007251026214 株式会社ケアステーション・絆 京都府木津川市相楽川ノ尻27-68A2900007269029211 株式会社心 奈良県葛城市東室113-16A2900007285029427 株式会社ふたかみ 奈良県北葛城郡河合町星和台1-10-11A2900007300029362 株式会社ハートフルケア 奈良県磯城郡三宅町伴堂90-9A2900007318029205 株式会社ケアステーション秋桜 奈良県橿原市⼩槻町166-33A2900007326029205 株式会社UTケアシステム 奈良県橿原市新賀町452-1A2900007342029206 合同会社恒星舎 奈良県桜井市⼤福280-1A2900007368029202 株式会社大床義肢 奈良県⼤和郡⼭市⼩林町⻄1-4-7A2900007376029209 生駒市 奈良県⽣駒市東新町8-38A2900007392029209 株式会社ヒューマンリハ 奈良県⽣駒市⻄菜畑町1791-5A2900007409029201 株式会社コミュニティパートナー 奈良県奈良市朱雀3-4-12⼭善マンション10AA2900007417029208 合同会社サクラ介護サービス 奈良県御所市茅原172-39A2900007425029211 株式会社しずか 奈良県葛城市北花内962A2900007433029209 有限会社ラスカ 奈良県⽣駒市⽩庭台2-7-2A2900007441029205 株式会社創造工舎 奈良県橿原市今井町4-11-17A2900007459028101 株式会社ナレッジハンズケアサービス 兵庫県神⼾市東灘区森南町2-4-1A2900007467029424 社会福祉法人郁慈会 奈良県北葛城郡上牧町上牧4244A2900007475029218 株式会社ひだまり 奈良県宇陀市榛原天満台東3-21-9A2900007483029425 株式会社プチライフ 奈良県北葛城郡王寺町藤井2-1-7-413A2900007491029210 株式会社福永 奈良県⾹芝市真美ケ丘4-10-10A2900007508029201 株式会社ai 奈良県奈良市⼤安寺1-17-13A2900007524029345 株式会社ツツミケアサービス 奈良県⽣駒郡安堵町岡崎246-1A2900007532029211 合資会社ライフサポート 奈良県葛城市新庄200A2900007540029205 特定非営利活動法⼈npoやまと 奈良県⼤和⾼⽥市⼤中76A2900007558029211 株式会社L・デザイン 奈良県⾹芝市平野99A2900007566029204 株式会社マイスター 奈良県天理市三昧⽥町109-1A2900007574029204 株式会社ぐりーん 奈良県天理市岩室町57-4A2900007582029205 株式会社プレイス 奈良県橿原市曽我町746-1A2900007590029211 株式会社優 奈良県葛城市⽦⽥441-1A2900007607029203 有限会社筒井商工 奈良県⼤和郡⼭市筒井町278A2900007615029209 株式会社ふくろ工房 奈良県⽣駒郡三郷町城⼭台5-1-8A2900007623029201 株式会社樹 奈良県奈良市法蓮町471-1A2900007631029342 株式会社ゆうき 奈良県⽣駒郡平群町⻄宮2-4-7A2900007649029442 合同会社居宅介護⽀援事業所ふくしま 奈良県吉野郡⼤淀町北野14-6A2900007657029202 株式会社日本ベルアージュ 奈良県⼤和⾼⽥市⻄町2-30A2900007665029210 株式会社明光堂 奈良県⾹芝市上中196-1A2900007673029210 セイワホーム株式会社 奈良県⾹芝市⾼⼭台1-17A2900007681029427 社会福祉法人平安会 奈良県北葛城郡河合町池部3-5-5A2921100026029211 株式会社ハートフルトラスト 奈良県葛城市林堂225-5A2900007706029201 株式会社ＳＨＡＲＡ 奈良市東九条町1115-16A2900007714029201 エンジェルハート株式会社 奈良市南京終町1-183-22A2900007730029342 株式会社まりん 奈良県⽣駒郡平群町越⽊塚606A2900007748029210 株式会社介護サービス岡本 奈良県⾹芝市畑4-470-5A2900007756029207 医療法⼈素⼼会杉崎医院 奈良県五條市中之町1771-33A2900007764029210 医療法⼈希 奈良県⾹芝市⽳⾍1045-1A2900007772029201 株式会社ハッピーライフ 奈良県奈良市三条⼤路1-10-50協栄ビル201A2900007780029201 株式会社あすか 奈良県奈良市東九条町552-11A2900007798029202 株式会社紅朱 奈良県⼤和郡⼭市⼩林町476-54A2900007805029207 合資会社メイ・フロイデ 奈良県五條市中町482-3



法人番号 法人名称 法人住所A2900007813029201 株式会社ハピネス 奈良県奈良市佐紀町2723A2900007821026109 有限会社エム・イー 京都府京都市伏⾒区銀座町1-360-1A2900007847029205 システムヴァン株式会社 奈良県橿原市⼗市町850-2A2900007855029210 合同会社シフト 奈良県⾹芝市尼寺2-55-2シャトー泉1-CA2900007863029443 社会福祉法人下市ユートピア 奈良県吉野郡下市町阿知賀131-2A2900007871029205 社会福祉法人うねび会 奈良県橿原市北越智町322A2900007889029202 合同会社あぜみち 奈良県⼤和⾼⽥市⽚塩町4-8-207A2900007897029203 株式会社ミライトRE 奈良県⼤和郡⼭市新町823-8A2900007904029426 社会福祉法人信和会 奈良県北葛城郡広陵町南郷84-1A2900007920029209 株式会社雅量 奈良県⽣駒市辻町895-24A2900007938029207 財団法⼈⼤塔ふる⾥センター 奈良県五條市⼤塔町宇井94A2900007946029211 有限会社今井道路標識 奈良県葛城市南藤井113-12A2900007954029212 有限会社福田水道設備 奈良県宇陀市榛原篠楽256A2900007962029201 株式会社多生 奈良県奈良市法蓮町396－5 グランパル佐保203A2900007970029201 特定非営利活動法⼈⾃⽴⽣活センター・サポート24 奈良県奈良市法蓮町1027－1若草ハイツ1階A2900007988029201 株式会社かがやき美司宏会 奈良県奈良市紀寺町634-1A2900007996029363 社会福祉法人一寿会 奈良県磯城郡⽥原本町⻄⽵⽥27-1A2900008019029401 株式会社ゆいまーる奈良 奈良県⾼市郡⾼取町丹⽣⾕883-6A2900008043029202 株式会社アイデル 奈良県⼤和⾼⽥市⻄坊城51-1A2900008051029361 株式会社ＡＳ 奈良県磯城郡川⻄町結崎579-1A2936200027929362 社会福祉法人ひまわり 奈良県磯城郡三宅町伴堂850A2900008077029201 株式会社ヒーリング愛 奈良県奈良市南京終町1丁目21-6A2900008085029210   株式会社二上ファミリー訪問看護ステーション→あどけあ株式会社 奈良県⾹芝市畑4-559-5A2900008093029401 医療法⼈中川会 奈良県⾼市郡⾼取町与楽1160A2900008100029203 株式会社しあわせヶ丘 奈良県⼤和郡⼭市⼩南町488-195A2900008118029204 株式会社ル．リアン 奈良県天理市櫟本町2098-1A2900008126029210 株式会社人楽 奈良県⾹芝市⽳⾍3260-18A2900008134029205 合同会社坂口 奈良県橿原市上品寺町522A2900008142029205 有限会社奥窪住健 奈良県橿原市縄⼿町411A2900008150029201 株式会社⾃⽴未来 奈良県奈良市朱雀6-16-5A2900008168029343 株式会社フジヤマサービス 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野北3-7-A-503A2900008176029202 有限会社R・C 奈良県⼤和⾼⽥市東三倉堂町18-27A2900008184029211 株式会社ケアサポートおもいやり 奈良県葛城市林堂285-1A2900008192029201 株式会社ユーヒナ奈良 奈良県奈良市北永井町349-1A2900008209029205 株式会社トゥモロー 奈良県北葛城郡上牧町服部台5－4－1A2900008217029202 合同会社ライフパートナー希望 奈良県⼤和⾼⽥市今⾥川合⽅96-29A2900008225029202 株式会社ＹＵＳＯＮ 奈良県⼤和⾼⽥市内本町6-1A2900008241029210 株式会社介護和愛 奈良県⾹芝市⽳⾍1352-2A2900008259026105 けいはんなソーシャルサービス株式会社 京都府京都市東山区毘沙門町30-2イーストビル3F-303A2900008275029206 合同会社初瀬 奈良県桜井市初瀬2129-1A2900008283029206 株式会社わかばライフケアーサービス 奈良県桜井市⻄之宮228-105A2900008291029211 株式会社デイサービスセンター笛吹 奈良県葛城市笛吹546-1A2900008308029441 社会福祉法人太陽の村 奈良県吉野郡吉野町柳1395-1A2900008316029205 医療法⼈良翔会 奈良県橿原市地⻩町328-2A2900008324029426 株式会社それいゆ 奈良県北葛城郡広陵町⾺⾒北7-8-24A2900008332029209 株式会社グァレンド 奈良県⽣駒市壱分町83-74A2900008340029201 株式会社ミルク 奈良県奈良市南⿂屋町20－5A2900008366029424 社会福祉法人在友会 奈良県北葛城郡上牧町上牧900-1A2900008374026211 株式会社ケアフォレスト 京都府京田辺市三山木高飛44－1A2900008382029201 株式会社ＴＯＫＡコーポレーション 奈良県奈良市⻄⽊辻町86番地1A2900008390029205 ピース合同会社 奈良県橿原市⼭之坊町431-10A2900008407029363 関⻄施設株式会社 奈良県磯城郡⽥原本町⼋尾419-5A2900008415029426 特定非営利活動法⼈奈良県⽀援の会Aeon 奈良県北葛城郡広陵町⾺⾒北4-5-17A2900008423029205 株式会社ツー・ライフ 奈良県橿原市五条野町100-37



法人番号 法人名称 法人住所A2900008431029209 株式会社いぶき 奈良県⽣駒市⼩平尾町1014-9A2900008449029201 株式会社グローブアンドストリーム 奈良県奈良市四条⼤路1-2-27A2900008457029205 合同会社アイク 奈良県橿原市中曽司町132A2900008465029201 合同会社かわかみ 奈良県奈良市神功五丁目4番地の22A2900008481029210 株式会社やすらぎ 奈良県⾹芝市磯壁4-184-3⽯橋マンション202号A2900008506029201 株式会社 Ｓ．Ｒ．Ｋ 奈良県奈良市押熊町459番地の7 ソレーユＡ103A2900008514029401 合同会社 care free 奈良県⾼市郡⾼取町丹⽣⾕1833-1A2900008522029209 株式会社ジョイーレ 奈良県⽣駒市⿅ノ台⻄三丁目26番地16A2900008530029203 株式会社サークル 奈良県⼤和郡⼭市筒井町222番地7A2900008548029202 有限会社HAYATE 奈良県⼤和⾼⽥市根成柿380-1 A-102A2900008556029201 合同会社南都介援隊 奈良県奈良市⾼天市町22-1⾼天センター2F15号室A2900008564026214 株式会社福丸 京都府木津川市木津殿城90番地6A2900008572029426 株式会社 Y's Garden 奈良県北葛城郡広陵町平尾709-7A2900008580029209 合同会社 ＲＯＣＯＣＯ 奈良県⽣駒市桜ケ丘2番18号A2900008598029201 株式会社ユースコ 奈良県奈良市富雄元町⼆丁目7-25 SSKビル 0705号A2900008605029343 株式会社明⾥ 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野南1-13-19A2900008613029201 株式会社 壮寿 奈良県奈良市南京終町⼀丁目154番地の6A2900008621029201 合同会社ウォームハートたなか 奈良県奈良市南京終町四丁目360番地の9A2900008639029206 合同会社わかば 奈良県桜井市東新堂663-1A2900008647029201 株式会社 ＫＩＺＵＮＡ 奈良県奈良市東九条町185 シャンポール⼭添105A2900008655029206 株式会社ソーシャルケア企画 奈良県桜井市⽳師261A2900008663029201 医療法⼈ 応篤会 奈良県奈良市東九条町752A2900008671029363 ジェントリーバッツ株式会社 奈良県磯城郡⽥原本町阪⼿815-5A2900008689029202 株式会社前河商店 奈良県⼤和⾼⽥市市場720-5A2900008704029202 合同会社須田 奈良県⼤和⾼⽥市曽⼤根1-13-28A2900008712029208 株式会社萩下工務店 奈良県御所市古瀬525-1A2900008720029206 株式会社スピリット 奈良県桜井市外⼭1661A2900008738029210 株式会社三恵健康倶楽部 奈良県⾹芝市⾼⼭台2-2-13A2900008746029201 株式会社ユニオンノック 奈良県奈良市佐紀町3106番地A2900008754029442 株式会社大裕企画 奈良県吉野郡⼤淀町⼟⽥507-469A2900008762029210 株式会社IRトータルプランニング 奈良県⾹芝市⽩鳳台2-21-1A2900008770029424 株式会社優和 奈良県北葛城郡上牧町上牧3976-4A2900008788029210 合同会社スパシーバ 奈良県⾹芝市旭ケ丘3-12-4A2900008796029211 株式会社ナチュラル 奈良県葛城市林堂404-1A2900008803029201 株式会社 ウェルネスサプリ 奈良県奈良市富雄泉ケ丘３番７号A2900008811029202 株式会社幸和 奈良県⼤和⾼⽥市旭北町9-18A2900008829029201 株式会社ファーマシー木のうた 奈良県奈良市三条町472A2900008837029203 社会福祉法人福智会 奈良県⼤和郡⼭市発志院町184-2A2900008845029210 合同会社藤本ケアサービス 奈良県⾹芝市上中1231-10A2900008853029210 社会福祉法人誠敬会 奈良県⾹芝市下⽥⻄2-7-61A2900008861029210 株式会社愛 奈良県⾹芝市⽡⼝568-2A2900008879029202 株式会社ユーイング 奈良県⼤和⾼⽥市昭和町2-3-703A2900008887020485 株式会社パイプのけむり ⻑野県北安曇郡⽩⾺村北城4403-2A2900008902029201 株式会社共栄 奈良県奈良市帝塚⼭6－1－9A2900008910029205 株式会社ケアサポートめばえ 奈良県橿原市川⻄町338-1A2900008928029204 株式会社清春おむすび 奈良県天理市⻑柄町2098-16A2900008936029210 合同会社胤栄 奈良県⾹芝市磯壁2-1119A2900008944029425 朝⽇新聞⻄和販売株式会社 奈良県北葛城郡王寺町本町2-22-37A2900008952029208 株式会社デイサービス虹 奈良県御所市稲宿561A2900008960029206 医療法⼈藤三会 奈良県桜井市吉備165-1A2900008978029209 合同会社かけはし 奈良県⽣駒市⾼⼭町7782-1A2900008986029201 株式会社 ケアブレーン 奈良県奈良市中町2313番地の2A2900008994029201 株式会社ぱんじー 奈良県奈良市南京終町7-571-3A2900009009029201 株式会社中三 奈良県奈良市あやめ池北三丁目5番3号



法人番号 法人名称 法人住所A2900009017029208 有限会社上田商店 奈良県御所市池之内720A2900009025029203 有限会社北村住設 奈良県⼤和郡⼭市柳町76-5A2900009033029201 株式会社STUDIOはーと 奈良県奈良市六条⻄5-1-30A2900009041029202 合同会社ひぐち 奈良県⼤和⾼⽥市曙町2-10A2900009059029203 特定非営利活動法⼈ほっと・ハート 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町3393-29A2900009067029361 株式会社レーヴ 奈良県磯城郡川⻄町結崎406-1A2900009075029201 なら山産業株式会社 奈良県奈良市佐保台3丁目902－217A2900009083029201 医療法⼈ひまわり会 奈良県奈良市右京⼀丁目4番地A2900009091027212 株式会社いきいきライフ 大阪府八尾市東山本新町八丁目21番2号A2900009108029208 タカダ・ビルテック株式会社 奈良県御所市茅原78-1A2900009124029202 株式会社ZERO 奈良県⼤和⾼⽥市⽥井65-1A2900009132029206 スターバンク株式会社 奈良県桜井市吉隠951-2A2900009140029424 株式会社エイシン 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥南5-1-40A2900009158029204 株式会社今⻄⼯務店 奈良県天理市檜垣町182A2900009166029203 株式会社介護のおくむらさん 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町東⼆丁目7番地3A2900009174029206 株式会社飛鳥 奈良県桜井市吉備557-2A2900009182029212 株式会社吉村 奈良県宇陀市榛原下井⾜803A2900009190029201 株式会社新高和 奈良県奈良市⾼天市町49番地A2900009207029363 株式会社大和 奈良県磯城郡⽥原本町152-3A2900009215029201 社会福祉法人ならやま会 奈良県奈良市奈良阪町2532番地の3A2900009223027127 株式会社まほろば ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥2-5-10A2900009231029208 一般社団法人訪問介護センターひまわり 奈良県御所市元町79-3A2900009249029205 株式会社恵心 奈良県橿原市曲川町7-8-30A2900009257027230 合同会社ＮＲＣ 大阪府交野市向井田一丁目27番2号A2900009265029211 特定非営利活動法⼈葛城育成会 奈良県葛城市太⽥576-4A2900009273029201 社会福祉法人大和清泉会 奈良県奈良市⼆名⼀丁目2361番地の3A2900009281029207 株式会社ファイブスター 奈良県五條市霊安寺町1661-2A2900009299029201 株式会社Ｍizuno 奈良県奈良市神功五丁目19番地の2A2900009306027453 エコン株式会社 奈良県吉野郡東吉野村⽊津51-1A2900009322029205 株式会社かぎろひ 奈良県橿原市四分町100-1プレミールうねび105号A2900009330029201 要サポート合同会社 奈良県奈良市⻘⼭五丁目1番地59A2900009348029209 株式会社サンドリームあきおか 奈良県⽣駒市南⽥原町1255-5A2900009356029210 合同会社トゥルースハート 奈良県⾹芝市良福寺609-1A2900009364029206 株式会社笑皆 奈良県桜井市⼤⻄780A2900009372029201 特定非営利活動法⼈ホームヘルプぐっど・たいむ 奈良県奈良市⼤宮町三丁目5番35号アクティブ宝泉ビル5階A2900009380029201 医療法⼈飯⽥医院 奈良県奈良市北市町36番地A2900009398029201 株式会社ラディエンス奈良 奈良県奈良市都祁⽩⽯町1016A2900009405029362 株式会社CASA DEL SOLE 奈良県磯城郡三宅町⼩柳428A2900009413029201 株式会社月芳 奈良県奈良市杉ケ町33番地3A2900009421029322 株式会社和ごころ 奈良県⼭辺郡⼭添村遅瀬1208番地A2900009439029449 社会福祉法人こだまの会 奈良県吉野郡⼗津川村池⽳160A2900009447029363 株式会社松幸 奈良県磯城郡⽥原本町薬王寺504A2900009455029210 アキケアサービス株式会社 奈良県⾹芝市⽡⼝2188A2900009463029202 リンクハート株式会社 奈良県⼤和⾼⽥市⼟庫3-332-7MKビル201号A2900009497029201 有限会社フレックス 奈良県奈良市南城⼾町21-2A2900009504029201 特定非営利活動法⼈こもれび 奈良県奈良市中⼭町⻄3-362-6A2900009512029201 有限会社春風 奈良県奈良市北市町89-2A2900009538029201 株式会社ハートケア 奈良県奈良市三碓3-3-32ジョイハウスＡ102A2900009546029201 株式会社ゆい 奈良県奈良市中⼭町138-6A2900009554029201 株式会社てまり 奈良県奈良市南京終町3-393-3A2900009562029201 株式会社メープル 奈良県奈良市⼤宮町4-275-1森村第3ビル503A2900009570029209 合同会社いずみ 奈良県⽣駒市⼩瀬町134-1A2900009588029210 合同会社メディスト 奈良県⾹芝市良福寺279-3A2900009596029209 株式会社三波 奈良県⽣駒市北⽥原町1132-52



法人番号 法人名称 法人住所A2900009603029425 合同会社マキノ 奈良県北葛城郡王寺町太⼦3-12-30A2900009611027127 株式会社ハートライナー ⼤阪府⼤阪市北区中津3-11-2-208A2900009629029201 医療法⼈社団ハートランド 奈良県奈良市学園北1-13-10A2900009637029210 株式会社愛煌 奈良県⾹芝市今泉826A2900009645029203 株式会社ピース 奈良県⼤和郡⼭市紺屋町23-1 アーバンハイム郡⼭205号A2900009653028111 メグコーポレート株式会社 兵庫県神⼾市⻄区南別府4-368-4A2900009661029208 株式会社STRAW HAT 奈良県御所市東松本63-23A2900009687029201 株式会社わかくさケアサービス 奈良県奈良市⻘⼭1-2-8A2900009695029426 医療法⼈良成会エリシオンクリニック 奈良県北葛城郡広陵町⾺⾒南4-1-18A2900009710027146 有限会社GoLive ⼤阪府堺市北区⿊⼟町113-10A2900009728029201 株式会社メディカルサポートコンシェルジュ 奈良県奈良市⼆名平野2-2148-2A2900009736029203 株式会社想花 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町東3-7-13A2900009744029424 株式会社サクセスフル・エイジング 奈良県北葛城郡上牧町上牧3388-2A2900009752029343 社会福祉法人はーとらんど 奈良県⽣駒郡三郷町勢野北4-13-1A2900009760029205 合同会社香心 奈良県橿原市北妙法寺町122-5A2900009778029204 株式会社ファミリア 奈良県天理市兵庫町158A2900009786029201 株式会社アデナック 奈良県奈良市学園朝⽇町2－6A2900009794029212 株式会社ケアホープ 奈良県宇陀市榛原福地22-1フジハイツ201A2900009801029201 株式会社コンフォータブルスペース 奈良県奈良市法蓮町1159-2A2900009819029205 特定非営利活動法⼈医療、介護・健康サポート 奈良県橿原市⾒瀬町2358-4A2900009827029202 大寿合同会社 奈良県⼤和⾼⽥市⼤⾕598-1A2992000031029202 株式会社ゆかりの⾥苑 奈良県⼤和⾼⽥市松塚850-3A2900009843029201 株式会社アクアホーム 奈良県奈良市押熊町646-3A2900009851029209 合同会社合縁 奈良県⽣駒市⼩平尾町50-3A2900009869029205 株式会社夢工房 奈良県橿原市葛本町73-1A2900009877029203 社会福祉法人福與会 奈良県⼤和郡⼭市⼭⽥町337-1A2900009885029212 株式会社天下堂 奈良県宇陀市榛原萩原1909A2900009893029449 有限会社エフ・エス・エヌ 奈良県吉野郡⼗津川村折⽴630A2900009900029207 株式会社ＨＩＴＯＭＩ 奈良県五條市今井1-2-32A2900009918029201 株式会社サイエンスタッフ 奈良県奈良市六条緑町3-6-6-4A2900009926029201 株式会社らくだ福祉会 奈良県奈良市⼤安寺1-2-17ロイヤルコートHAL102A2900009934029201 合同会社悠 奈良県奈良市⻄九条町195A2900009942029203 株式会社THYME 奈良県⼤和郡⼭市⼩泉町2733-2A2900009968029206 株式会社まちかど福祉ステーション 奈良県桜井市桜井119-6A2900009976029201 SEED PLANNING合同会社 奈良県奈良市中⼭町⻄2-1048-25A2900009984029210 株式会社三草二木 奈良県⾹芝市関屋1233-2A2900009992029442 株式会社カワモトプレジャーグループ 奈良県吉野郡⼤淀町北野25-1A2900010006029363 有限会社スイッチ 奈良県磯城郡⽥原本町鍵283-8A2900010014029202 株式会社ゆうわ 奈良県⼤和⾼⽥市⽇之出東本町4-12A2900010022029363 合同会社リュース 奈良県磯城郡⽥原本町千代373-1A2900010030026214 株式会社あす香 京都府⽊津川市州⾒台1-21-11アンジョコリーヌ201A2900010048029203 株式会社森のくまさん 奈良県⼤和郡⼭市筒井町376-17A2600010059026214 株式会社福丸 京都府木津川市木津殿城90-6A2900010064029202 特定非営利活動法⼈⽣活⽀援センターもちつもたれつ 奈良県⼤和⾼⽥市内本町6-18A2900010072029205 株式会社スリーピース 奈良県橿原市久⽶町734-1A2900010080029201 株式会社月芳 奈良県奈良市杉ケ町33-3A2900010098029210 医療法⼈成和会 奈良県⾹芝市五位堂1013A2900010105029206 株式会社まるはし 奈良県桜井市吉備646-14A2900010113027212 株式会社六花 大阪府八尾市植松町6-9-34A2900010121029211 株式会社コニシ 奈良県葛城市忍海396-1A2900010139027215 株式会社ハピネス 奈良県北葛城郡上牧町⼤字上牧3439-22A2900010155029206 有限会社ライフケアことぶき 奈良県桜井市⻄之宮228-38A2900010163029201 株式会社フォーエバーシャイン 奈良県奈良市南袋町4番地A2900010171029210 合同会社はじめました 奈良県⾹芝市上中177-2



法人番号 法人名称 法人住所A2900010189029210 株式会社GOOD LUNE 奈良県⾹芝市⽡⼝69A2900010197029205 株式会社実生イーライフ 奈良県橿原市⾒瀬町232-1A2900010204029202 株式会社うらら 奈良県⼤和⾼⽥市築⼭18-E-7A2900010212029363 有限会社永真会 奈良県磯城郡⽥原本町阪⼿496-1A2700010230029215 株式会社ハピネス 大阪府寝屋川市高宮あさひ丘45-7A2900010246029344 今村住設株式会社 奈良県⽣駒郡斑鳩町法隆寺1-7-10A2900010254029206 株式会社ティー・ブレーン 奈良県桜井市外⼭1661A0000601593029203 株式会社ラポール 奈良県⼤和郡⼭市⾺司町630-1A2900010288029209 株式会社Serise 奈良県⽣駒市東⼭町423-18A2900010296029203 社会福祉法人協同福祉会 奈良県⼤和郡⼭市宮堂町⻘⽊160-7A2900010303029342 株式会社ゆうき 奈良県⽣駒郡平群町椹原496A2900010311029209 株式会社隆幸 奈良県⽣駒市俵⼝町710A2900010329029402 合同会社明日香商会 奈良県⾼市郡明⽇⾹村⾶⿃691A2900010353029453 合同会社ゆう 奈良県吉野郡東吉野村鷲家90・91-1A2900010361029205 株式会社ケアドリーム 奈良県橿原市曽我町756-6A2900010379029342 株式会社優心 奈良県⽣駒郡平群町⻯⽥川3-1-8-106A2900010387029211 株式会社てらもと 奈良県葛城市⼤畑296-2A2900010395029343 有限会社エイテイエイト 奈良県⽣駒郡三郷町勢野⻄4-8-34A2900010402029210 株式会社Ligament 奈良県⾹芝市磯壁3-94-1ベルドミール⾹芝1階A2900010410029209 株式会社PLAYZ 奈良県⽣駒市さつき台2-451-204-102A2900010428029209 株式会社カインドライフ 奈良県⽣駒市真⼸2-4-10A2900010436029201 有限会社コクセイ 奈良県奈良市法華寺町1416-1A2900010444029209 アミコ京阪奈介護サービス有限会社 奈良県⽣駒市桜ケ丘3-57A2900010452029209 辻医健株式会社 奈良県⽣駒市壱分町83-55A2900010460029205 社会福祉法人康竹の会 奈良県橿原市東⽵⽥町104-1A2900010478027209 アーバン警備保障株式会社 大阪府守口市小春町9-1A2900010486027140 株式会社エナジーハート ⼤阪府堺市⻄区浜寺⽯津町⻄3-5-2A2900010494027221 K.D.M株式会社 大阪府柏原市平野2-8-13A2900010501029203 株式会社柏本 奈良県北葛城郡河合町中⼭台2-8-9アーバン⻄⼤和5-202号A2900010527029202 フレックスワーク株式会社 奈良県⼤和⾼⽥市⽚塩町8-41-4A2900010535029201 合同会社再美 奈良市⻄⽊辻町206やぎもとビル１FA2900010543029209 一般社団法人イーデンホール 奈良県⽣駒市東松ケ丘5-22A2900010551029204 有限会社オオニシ 奈良県天理市布留町103-1A2900010569029201 株式会社YOURNAME 奈良県奈良市⽩毫寺町835-1A2900010577029441 株式会社⼼の⾥ 奈良県吉野郡吉野町⼤字⻄⾕722番地A2900010585029201 株式会社香紀ホーム 奈良県奈良市秋篠町1248-14A2900010593029203 合同会社輪倶 奈良県⼤和郡⼭市北郡⼭町246A2900010600029203 LYC株式会社 奈良県⼤和郡⼭市九条町297-1KYビル2FA2900010618029205 合同会社こころ 奈良県橿原市⼤軽町339-2ｶﾚﾝﾄ2F203A2900010626029210 株式会社ホット＆ほっ・と 奈良県⾹芝市上中453-9A2900010634029344 NPO法人ケアメイトたつた 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥⻄4-5-19A2900010642029205 株式会社リハックス 奈良県橿原市⽊原町154-59A2900010650029210 合同会社鎌田ケアサービス 奈良県⾹芝市上中1231-12A2900010668029201 合同会社優倭 奈良県奈良市平松4-8-34A2900010676029203 株式会社真絆 奈良県⼤和郡⼭市新町876-4A2900010684029363 株式会社ケイズコーポレーション 奈良県磯城郡⽥原本町千代380-6北林第2ビル3FA0000600157029202 合資会社豊秀 奈良県⼤和⾼⽥市礒野東町2-8A0000600305029204 株式会社ライフエール 奈良県天理市中之庄町555A2900010692029424 株式会社ウエスト 奈良県北葛城郡上牧町服部台4-5-25-1A2900010709029427 社会福祉法人白鳳会 奈良県北葛城郡河合町1-2-1A2900010717029342 医療法⼈緑会たなかクリニック 奈良県⽣駒郡平群町下垣内124A2900010725029203 株式会社縁満 奈良県⼤和郡⼭市今国府町723A2900010733029205 TNB株式会社 奈良県橿原市醍醐町144-8A2900010741029207 合同会社和 奈良県五條市⼆⾒5-1-1-206吉野川ハイツ



法人番号 法人名称 法人住所A2900010759029206 合同会社匠 奈良県桜井市初瀬2425-1A2900010767029212 株式会社Confiance 奈良県宇陀市榛原萩原264-1A2900010775029343 株式会社ふぁむ 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野南2-3-20メイプルタウンB105A2900010783029401 社会福祉法⼈平成記念福祉会 奈良県⾼市郡⾼取町⼤字兵庫196番地A2900010791029206 株式会社おおきに 奈良県桜井市河⻄775エンプレス南8号A2900010808029426 株式会社サンライズ 奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台35－17－101A2900010816029212 ＯＨＡＮＡ合同会社 奈良県宇陀市榛原下井⾜１９３４－８－１０１A2900010824029205 株式会社快適環境研究所 奈良県橿原市出垣内町116A2900010832029210 株式会社メディカルコート 奈良県⾹芝市⽳⾍165-1A2900010840029209 株式会社ジェイ・エヌ・エス 奈良県⽣駒市⻄松ヶ丘11-8A2900010858029204 合同会社ラビットアソシエイツ 奈良県天理市喜殿町16-2A2900010866029426 合同会社邂逅 奈良県北葛城郡広陵町⼤字三吉1655番地2A2900010874029212 合同会社シーズ 奈良県宇陀市榛原萩乃⾥5番地の2A2900010882029206 株式会社つなぐ 奈良県桜井市吉備759-46A2900010890029204 一般社団法人WBC 奈良県天理市川原城町791番地A2900010907029205 合同会社吉岡 奈良県橿原市⾒瀬町38橿原神宮前スカイハイツ718号A2900010923029206 株式会社パームリンク 奈良県桜井市戒重331ラポール桜井105A2900010931029212 榛原運送株式会社 奈良県宇陀市榛原萩乃⾥20番地A2900010957029203 株式会社プラスケア 奈良県⼤和郡⼭市⼩林町558-7A2900010965029206 株式会社Community Management 奈良県桜井市朝倉台東2丁目538-101A2900010981029209 合同会社フリージア 奈良県⽣駒市俵⼝町1000-25A2900010999029205 医療法⼈芳隆会 奈良県橿原市内膳町2丁目1番30号A2900011004029209 株式会社エイチツーオー 奈良県⽣駒市⼭崎町12－22A2900011012029363 株式会社相縁 奈良県磯城郡⽥原本町薬王寺86-1サンフィットラブリーⅡ101号室A2900011020029424 有限会社ホームエコテック 奈良県北葛城郡上牧町上牧2741-3A2900011038029209 株式会社夢くいばく 奈良県⽣駒市東新町6-23A2900011046029211 株式会社KIBOU 奈良県葛城市⼤畑296-2A2900011062029345 社会福祉法人聖会 奈良県⽣駒郡安堵町東安堵218-1A2900011070029202 株式会社エミテラス 奈良県⼤和⾼⽥市根成柿183-16A2900011088012229 社会福祉法人柊の郷 千葉県袖ケ浦市林榎⼾437-1A2900011096029424 ヘルシージャパン株式会社 奈良県北葛城郡上牧町上牧3439-21A2900011103029202 医療法⼈酒本医院 奈良県⼤和⾼⽥市⽚塩町6-16 A2900011129029442 株式会社オーブ 奈良県吉野郡⼤淀町桧垣本2445－127A2900011111029201 医療法⼈清和会 奈良県奈良市南紀寺町5－53－1A2900011137029206 ウィルライフ株式会社 奈良県桜井市三輪417－3A2900011145029208 医療法⼈友愛会 奈良県御所市180－14A2900011153029205 有限会社八仙興業 奈良県橿原市中曽司町81-2 A2900011161029427 株式会社結心 奈良県北葛城郡河合町⼤輪⽥1977A2900011179029202 株式会社あおぞら 奈良県⼤和⾼⽥市旭南町8-11ライトハウス102号A2921020018029401 社会福祉法人朱鳥会 奈良県⾼市郡⾼取町市尾1075A2900011187029425 株式会社介護センター虹 奈良県北葛城郡王寺町畠⽥4-10-5A2900011195029204 株式会社ふわら 奈良県天理市嘉幡町228－1A2900011202027227 特定非営利活動法⼈まごのて東⼤阪 ⼤阪府東⼤阪市横⼩路町3-6-2A2900011210029205 よろこびと合同会社 奈良県橿原市曽我町806-4A2900011228029202 合同会社咲 奈良県⼤和⾼⽥市⼤東町7-5-605エクセランス⼤和⾼⽥A2900011236029204 株式会社ゆう 奈良県天理市⽥部町523A2900011244029207 株式会社FUKUTAKA 奈良県五條市住川町91-58A2900011252029425 有限会社⻄⼤和介護サービス 奈良県北葛城郡王寺町久度4丁目3-13A2900011260029208 社会福祉法人せせらぎ会 奈良県御所市⼤字室1193番地の1A2900011278029203 合同会社アオヤギ 奈良県⼤和⾼⽥市市場297番地8A2900011286029207 株式会社野原タクシー 奈良県五條市野原⻄6丁目3番13号A2900011294029207 株式会社アミライズ 奈良県五條市⽥園4丁目14番地の11A2900011301029201 特定非営利活動法⼈みぎわ 奈良県奈良市学園南三丁目13番12号A2900011319029205 医療法⼈雄信会 奈良県橿原市膳夫町477-17



法人番号 法人名称 法人住所A2900011327029202 合同会社夢心  奈良県⼤和⾼⽥市⼤中4番地の1-210(ライオンズ大和高田セントハウス)A2900011335029202 株式会社希望  奈良県⼤和⾼⽥市神楽3丁目1番20号サンプラザ神楽306号A2900011343029207 株式会社心静会国際社会開発 奈良県五條市五條2丁目8番2号A2900011351029211 社会福祉法人陽幸会 奈良県葛城市平岡441-1A2900011369029202 株式会社ヘルスサポートさくら 奈良県⼤和⾼⽥市幸町7-12-418A2900011377029363 株式会社いちえ 奈良県磯城郡⽥原本町34-7A2900011385029209 フリーカラーズ合同会社 奈良県⽣駒市辻町753A2900011393029211 合同会社ベストケア大和 奈良県葛城市花内611-15A2900011559029203 株式会社ホワイト 奈良県⼤和郡⼭市北郡⼭町525-5A0000600587029205 株式会社ケアテック 奈良県橿原市醍醐町296-1A2900011575029201 株式会社クカメディカル 奈良県奈良市学園北⼀丁目13番8号メインビル2FA2900011583029205 株式会社ａｋ 奈良県橿原市⼟橋町232-4ING05-FA2900011591029211 株式会社風未来 奈良県葛城市北花内256-14A2900011608029201 株式会社グッドライフ 奈良県奈良市佐紀町3220番地の3A0000601098029343 一般財団法人信貴山病院  奈良県⽣駒郡勢野北4-13-1A2900011624029210 株式会社プラスハート 奈良県⾹芝市五位堂3-598-1A2900011632029424 合同会社志喜 奈良県北葛城郡上牧町⽶⼭台6-3-12A2920600035929206 有限会社より愛 奈良県桜井市⽣⽥235A2900011658029205 NPO法人まほろばあゆみ会 奈良県橿原市⽯川町289-1アネックス⽯川A棟105号A2900011666029205 株式会社風天 奈良県橿原市五条野町2294A2900011674029202 有限会社介護ステーションリバティー 奈良県⼤和⾼⽥市奥⽥271-15A2900011682029427 社会福祉法人やまびこ会 奈良県北葛城郡河合町佐味⽥198-1A2900011690029363 ラポール合同会社 奈良県磯城郡⽥原本町⼤安寺127-1A2900011707029203 医療法⼈明樹会 奈良県⼤和郡⼭市⽮⽥町686-1A2900011715029424 株式会社三晴 奈良県北葛城郡上牧町上牧3374-1A2900011723029363 株式会社I&I 奈良県磯城郡⽥原本町千代1101A2900011731029203 特定非営利活動法⼈⾃⽴⽀援ステーションぽかぽか 奈良県⼤和郡⼭市北郡⼭町87-3A2900011749029345 合同会社三好 奈良県⽣駒郡安堵町東安堵1362A2900011757029343 株式会社ホットシー 奈良県⽣駒郡三郷町⽴野南1-10-21A2900011765029210 合同会社MSR 奈良県⾹芝市旭ケ丘3-5-33A2900011773029201 合同会社やまと 奈良県奈良市富雄川⻄2-23-15A2900011781029361 社会福祉法人あすか福祉会 奈良県橿原市久⽶町600-3A2900011799029205 株式会社森村 奈良県橿原市新賀町87-1A2900011806029210 合同会社AKI 奈良県⾹芝市関屋北6-15-2A2900011814029344 株式会社ルフトベルサービス 奈良県⽣駒郡斑鳩町龍⽥南3-4-1A2900011822029203 特定非営利活動法⼈わかくさもえぎ 奈良県⼤和郡⼭市九条町295-1A2900011830029210 株式会社ケアプラス 奈良県⾹芝市別所2-34A2900011848029363 合同会社COLORS 奈良県磯城郡⽥原本町⼋尾559-3MMTハイツA棟102号室A2900011856029363 株式会社ココすまいる 奈良県磯城郡⽥原本町薬王寺346-15A2900011864029209 合同会社なごみ 奈良県⽣駒市有⾥町215-21A2900011872029363 スターグループ株式会社 奈良県磯城郡⽥原本町阪⼿682-7A2900011880029205 ハーモニーシティーあすか株式会社 奈良県橿原市醍醐町225-5A2900011898029363 株式会社はなまる 奈良県磯城郡⽥原本町⼩阪90-3


