
大分市 市民部 市民協働推進課

住居表示旧新地番対照簿

大　　字　　荏　　隈

大　　字　　奥　　田

大　　字　　賀　　来

令和 3 年 1 月 16 日 (土) 実施



旧 新 地 番 対 照 簿

大　字　荏　隈



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

荏隈 大石 1-1 尼が瀬三丁目 1-1

荏隈 大石 1-2 尼が瀬三丁目 1-2

荏隈 大石 1-5 尼が瀬三丁目 1-5

荏隈 大石 2-1 尼が瀬三丁目 2-1

荏隈 大石 2-2 尼が瀬三丁目 2-2

荏隈 大石 2-5 尼が瀬三丁目 2-5

荏隈 大石 3-2 尼が瀬三丁目 3-2

荏隈 大石 3-3 尼が瀬三丁目 3-3

荏隈 大石 3-6 尼が瀬三丁目 3-6

荏隈 大石 3-7 尼が瀬三丁目 3-7

荏隈 大石 15-1 尼が瀬二丁目 15-1

荏隈 大石 16-1 尼が瀬二丁目 16-1

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 16-1 尼が瀬二丁目 16-1

荏隈 大石 16-2 尼が瀬二丁目 16-2

荏隈 大石 17-1 尼が瀬二丁目 17-1

荏隈 大石 17-2 尼が瀬二丁目 17-2

荏隈 大石 18-1 尼が瀬二丁目 18-1

荏隈 大石 19-1 尼が瀬二丁目 19-1

荏隈 大石 20-1 尼が瀬二丁目 20-1

荏隈 大石 23-1 尼が瀬二丁目 23-1

荏隈 大石 24-1 尼が瀬二丁目 24-1

荏隈 大石 24-3 尼が瀬二丁目 24-3

荏隈 大石 25-1 尼が瀬二丁目 25-1

荏隈 大石 26 尼が瀬二丁目 26

荏隈 大石 27 尼が瀬二丁目 27

荏隈 大石 28-1 尼が瀬二丁目 28-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 28-2 尼が瀬二丁目 28-2

荏隈 大石 29-1 尼が瀬二丁目 29-1

荏隈 大石 30-1 尼が瀬二丁目 30-1

荏隈 大石 30-3 尼が瀬二丁目 30-3

荏隈 大石 31 尼が瀬二丁目 31

荏隈 大石 32 尼が瀬二丁目 32

荏隈 大石 33-1 尼が瀬二丁目 33-1

荏隈 大石 33-2 尼が瀬二丁目 33-2

荏隈 大石 33-3 尼が瀬二丁目 33-3

荏隈 大石 33-4 尼が瀬二丁目 33-4

荏隈 大石 33-5 尼が瀬二丁目 33-5

荏隈 大石 35 尼が瀬二丁目 35荏隈 大石 35 尼が瀬二丁目 35

荏隈 大石 36-1 尼が瀬二丁目 36-1

荏隈 大石 36-2 尼が瀬二丁目 36-2

荏隈 大石 36-3 尼が瀬二丁目 36-3

荏隈 大石 36-4 尼が瀬二丁目 36-4

荏隈 大石 36-5 尼が瀬二丁目 36-5

荏隈 大石 36-6 尼が瀬二丁目 36-6

荏隈 大石 36-7 尼が瀬二丁目 36-7

荏隈 大石 37-1 尼が瀬二丁目 37-1

荏隈 大石 37-2 尼が瀬二丁目 37-2

荏隈 大石 37-3 尼が瀬二丁目 37-3

荏隈 大石 38 尼が瀬二丁目 38

荏隈 大石 39 尼が瀬二丁目 39

荏隈 大石 40 尼が瀬二丁目 40

- 2 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 41 尼が瀬二丁目 41

荏隈 大石 42-1 尼が瀬二丁目 42-1

荏隈 大石 42-2 尼が瀬二丁目 42-2

荏隈 大石 43-1 尼が瀬二丁目 43-1

荏隈 大石 43-2 尼が瀬二丁目 43-2

荏隈 大石 43-3 尼が瀬二丁目 43-3

荏隈 大石 43-4 尼が瀬二丁目 43-4

荏隈 大石 43-5 尼が瀬二丁目 43-5

荏隈 大石 44-1 尼が瀬二丁目 44-1

荏隈 大石 44-2 尼が瀬二丁目 44-2

荏隈 大石 44-3 尼が瀬二丁目 44-3

荏隈 大石 44-4 尼が瀬二丁目 44-4荏隈 大石 44-4 尼が瀬二丁目 44-4

荏隈 大石 45-1 尼が瀬二丁目 45-1

荏隈 大石 45-2 尼が瀬二丁目 45-2

荏隈 大石 45-3 尼が瀬二丁目 45-3

荏隈 大石 46 尼が瀬二丁目 46

荏隈 大石 47-1 尼が瀬二丁目 47-1

荏隈 大石 47-2 尼が瀬二丁目 47-2

荏隈 大石 47-3 尼が瀬二丁目 47-3

荏隈 大石 47-4 尼が瀬二丁目 47-4

荏隈 大石 48-1 尼が瀬二丁目 48-1

荏隈 大石 48-3 尼が瀬二丁目 48-3

荏隈 大石 48-4 尼が瀬二丁目 48-4

荏隈 大石 49-1 尼が瀬二丁目 49-1

荏隈 大石 49-3 尼が瀬二丁目 49-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 49-4 尼が瀬二丁目 49-4

荏隈 大石 56-1 尼が瀬二丁目 56-1

荏隈 大石 57-1 尼が瀬二丁目 57-1

荏隈 大石 58-1 尼が瀬二丁目 58-1

荏隈 大石 59 尼が瀬二丁目 59

荏隈 大石 60 尼が瀬二丁目 60

荏隈 大石 61 尼が瀬二丁目 61

荏隈 大石 62 尼が瀬二丁目 62

荏隈 大石 63 尼が瀬二丁目 63

荏隈 大石 64 尼が瀬二丁目 64

荏隈 大石 65-1 尼が瀬二丁目 65-1

荏隈 大石 65-2 尼が瀬二丁目 65-2荏隈 大石 65-2 尼が瀬二丁目 65-2

荏隈 大石 65-3 尼が瀬二丁目 65-3

荏隈 大石 65-4 尼が瀬二丁目 65-4

荏隈 大石 65-5 尼が瀬二丁目 65-5

荏隈 大石 66-1 尼が瀬一丁目 66-1

荏隈 大石 66-2 尼が瀬一丁目 66-2

荏隈 大石 66-3 尼が瀬一丁目 66-3

荏隈 大石 66-4 尼が瀬一丁目 66-4

荏隈 大石 66-5 尼が瀬一丁目 66-5

荏隈 大石 66-6 尼が瀬一丁目 66-6

荏隈 大石 67-1 尼が瀬一丁目 67-1

荏隈 大石 67-2 尼が瀬一丁目 67-2

荏隈 大石 67-3 尼が瀬一丁目 67-3

荏隈 大石 68-1 尼が瀬一丁目 68-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 68-2 尼が瀬一丁目 68-2

荏隈 大石 68-3 尼が瀬一丁目 68-3

荏隈 大石 69-1 尼が瀬一丁目 69-1

荏隈 大石 69-2 尼が瀬一丁目 69-2

荏隈 大石 69-3 尼が瀬一丁目 69-3

荏隈 大石 69-4 尼が瀬一丁目 69-4

荏隈 大石 69-5 尼が瀬一丁目 69-5

荏隈 大石 69-6 尼が瀬一丁目 69-6

荏隈 大石 69-7 尼が瀬一丁目 69-7

荏隈 大石 69-8 尼が瀬一丁目 69-8

荏隈 大石 69-9 尼が瀬一丁目 69-9

荏隈 大石 69-11 尼が瀬一丁目 69-11荏隈 大石 69-11 尼が瀬一丁目 69-11

荏隈 大石 69-12 尼が瀬一丁目 69-12

荏隈 大石 69-13 尼が瀬一丁目 69-13

荏隈 大石 69-14 尼が瀬一丁目 69-14

荏隈 大石 69-16 尼が瀬一丁目 69-16

荏隈 大石 69-17 尼が瀬一丁目 69-17

荏隈 大石 69-18 尼が瀬一丁目 69-18

荏隈 大石 70-1 尼が瀬一丁目 70-1

荏隈 大石 70-2 尼が瀬一丁目 70-2

荏隈 大石 70-3 尼が瀬一丁目 70-3

荏隈 大石 70-4 尼が瀬一丁目 70-4

荏隈 大石 70-5 尼が瀬一丁目 70-5

荏隈 大石 71 尼が瀬一丁目 71

荏隈 大石 72-1 尼が瀬一丁目 72-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 72-2 尼が瀬一丁目 72-2

荏隈 大石 72-3 尼が瀬一丁目 72-3

荏隈 大石 72-4 尼が瀬一丁目 72-4

荏隈 大石 72-5 尼が瀬一丁目 72-5

荏隈 大石 73-1 尼が瀬一丁目 73-1

荏隈 大石 73-2 尼が瀬一丁目 73-2

荏隈 大石 73-3 尼が瀬一丁目 73-3

荏隈 大石 73-4 尼が瀬一丁目 73-4

荏隈 大石 74-1 尼が瀬一丁目 74-1

荏隈 大石 74-2 尼が瀬一丁目 74-2

荏隈 大石 74-3 尼が瀬一丁目 74-3

荏隈 大石 75 尼が瀬一丁目 75荏隈 大石 75 尼が瀬一丁目 75

荏隈 大石 75-2 尼が瀬一丁目 75-2

荏隈 大石 76-1 尼が瀬一丁目 76-1

荏隈 大石 76-2 尼が瀬一丁目 76-2

荏隈 大石 76-3 尼が瀬一丁目 76-3

荏隈 大石 76-4 尼が瀬一丁目 76-4

荏隈 大石 76-5 尼が瀬一丁目 76-5

荏隈 大石 76-6 尼が瀬一丁目 76-6

荏隈 大石 76-8 尼が瀬一丁目 76-8

荏隈 大石 77-1 尼が瀬一丁目 77-1

荏隈 大石 77-2 尼が瀬一丁目 77-2

荏隈 大石 77-3 尼が瀬一丁目 77-3

荏隈 大石 78 尼が瀬一丁目 78

荏隈 大石 79 尼が瀬一丁目 79
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 80-1 尼が瀬一丁目 80-1

荏隈 大石 80-2 尼が瀬一丁目 80-2

荏隈 大石 80-3 尼が瀬三丁目 80-3

荏隈 大石 80-4 尼が瀬三丁目 80-4

荏隈 大石 80-5 尼が瀬三丁目 80-5

荏隈 大石 80-6 尼が瀬三丁目 80-6

荏隈 大石 80-7 尼が瀬三丁目 80-7

荏隈 大石 80-8 尼が瀬三丁目 80-8

荏隈 大石 80-9 尼が瀬三丁目 80-9

荏隈 大石 80-10 尼が瀬三丁目 80-10

荏隈 大石 81-1 尼が瀬一丁目 81-1

荏隈 大石 81-2 尼が瀬三丁目 81-2荏隈 大石 81-2 尼が瀬三丁目 81-2

荏隈 大石 81-3 尼が瀬三丁目 81-3

荏隈 大石 81-4 尼が瀬三丁目 81-4

荏隈 大石 82-1 尼が瀬一丁目 82-1

荏隈 大石 82-2 尼が瀬一丁目 82-2

荏隈 大石 82-3 尼が瀬一丁目 82-3

荏隈 大石 83-1 尼が瀬一丁目 83-1

荏隈 大石 83-2 尼が瀬三丁目 83-2

荏隈 大石 83-3 尼が瀬三丁目 83-3

荏隈 大石 83-4 尼が瀬三丁目 83-4

荏隈 大石 83-5 尼が瀬三丁目 83-5

荏隈 大石 83-6 尼が瀬三丁目 83-6

荏隈 大石 83-7 尼が瀬三丁目 83-7

荏隈 大石 83-8 尼が瀬一丁目 83-8
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 84-1 尼が瀬三丁目 84-1

荏隈 大石 84-2 尼が瀬三丁目 84-2

荏隈 大石 84-3 尼が瀬三丁目 84-3

荏隈 大石 84-4 尼が瀬三丁目 84-4

荏隈 大石 84-5 尼が瀬三丁目 84-5

荏隈 大石 84-6 尼が瀬三丁目 84-6

荏隈 大石 85-1 尼が瀬三丁目 85-1

荏隈 大石 85-3 尼が瀬三丁目 85-3

荏隈 大石 85-7 尼が瀬三丁目 85-7

荏隈 大石 85-8 尼が瀬三丁目 85-8

荏隈 大石 85-9 尼が瀬三丁目 85-9

荏隈 大石 85-10 尼が瀬三丁目 85-10荏隈 大石 85-10 尼が瀬三丁目 85-10

荏隈 大石 85-11 尼が瀬三丁目 85-11

荏隈 大石 85-12 尼が瀬三丁目 85-12

荏隈 大石 87-1 尼が瀬三丁目 87-1

荏隈 大石 87-2 尼が瀬三丁目 87-2

荏隈 大石 87-3 尼が瀬三丁目 87-3

荏隈 大石 88-2 尼が瀬三丁目 88-2

荏隈 大石 89-1 尼が瀬三丁目 89-1

荏隈 大石 89-2 尼が瀬三丁目 89-2

荏隈 大石 89-4 尼が瀬三丁目 89-4

荏隈 大石 90 尼が瀬三丁目 90

荏隈 大石 91 尼が瀬三丁目 91

荏隈 大石 91-2 尼が瀬三丁目 91-2

荏隈 大石 92-1 尼が瀬三丁目 92-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 92-2 尼が瀬三丁目 92-2

荏隈 大石 92-3 尼が瀬三丁目 92-3

荏隈 大石 92-4 尼が瀬三丁目 92-4

荏隈 大石 93-1 尼が瀬三丁目 93-1

荏隈 大石 93-2 尼が瀬三丁目 93-2

荏隈 大石 93-3 尼が瀬三丁目 93-3

荏隈 大石 94-1 尼が瀬三丁目 94-1

荏隈 大石 94-2 尼が瀬三丁目 94-2

荏隈 大石 94-3 尼が瀬三丁目 94-3

荏隈 大石 95-1 尼が瀬三丁目 95-1

荏隈 大石 95-2 尼が瀬三丁目 95-2

荏隈 大石 95-3 尼が瀬三丁目 95-3荏隈 大石 95-3 尼が瀬三丁目 95-3

荏隈 大石 96-1 尼が瀬三丁目 96-1

荏隈 大石 97-1 尼が瀬三丁目 97-1

荏隈 大石 97-6 尼が瀬三丁目 97-6

荏隈 大石 99-1 尼が瀬三丁目 99-1

荏隈 大石 99-2 尼が瀬三丁目 99-2

荏隈 大石 99-5 尼が瀬三丁目 99-5

荏隈 大石 99-8 尼が瀬三丁目 99-8

荏隈 大石 99-9 尼が瀬三丁目 99-9

荏隈 大石 99-10 尼が瀬三丁目 99-10

荏隈 大石 99-11 尼が瀬三丁目 99-11

荏隈 大石 101 尼が瀬三丁目 101

荏隈 大石 102-1 尼が瀬三丁目 102-1

荏隈 大石 102-2 尼が瀬三丁目 102-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 103-1 尼が瀬三丁目 103-1

荏隈 大石 103-2 尼が瀬三丁目 103-2

荏隈 大石 103-3 尼が瀬三丁目 103-3

荏隈 大石 103-4 尼が瀬三丁目 103-4

荏隈 大石 103-5 尼が瀬三丁目 103-5

荏隈 大石 103-6 尼が瀬三丁目 103-6

荏隈 大石 103-7 尼が瀬三丁目 103-7

荏隈 大石 103-8 尼が瀬三丁目 103-8

荏隈 大石 103-9 尼が瀬三丁目 103-9

荏隈 大石 103-10 尼が瀬三丁目 103-10

荏隈 大石 103-11 尼が瀬三丁目 103-11

荏隈 大石 104-2 尼が瀬三丁目 104-2荏隈 大石 104-2 尼が瀬三丁目 104-2

荏隈 大石 105-1 尼が瀬三丁目 105-1

荏隈 大石 105-2 尼が瀬三丁目 105-2

荏隈 大石 105-3 尼が瀬三丁目 105-3

荏隈 大石 105-4 尼が瀬三丁目 105-4

荏隈 大石 105-5 尼が瀬三丁目 105-5

荏隈 大石 105-6 尼が瀬三丁目 105-6

荏隈 大石 105-7 尼が瀬三丁目 105-7

荏隈 大石 105-8 尼が瀬三丁目 105-8

荏隈 大石 105-9 尼が瀬三丁目 105-9

荏隈 大石 105-10 尼が瀬三丁目 105-10

荏隈 大石 105-11 尼が瀬三丁目 105-11

荏隈 大石 105-12 尼が瀬三丁目 105-12

荏隈 大石 105-13 尼が瀬三丁目 105-13
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 105-14 尼が瀬三丁目 105-14

荏隈 大石 105-15 尼が瀬三丁目 105-15

荏隈 大石 105-16 尼が瀬三丁目 105-16

荏隈 大石 105-17 尼が瀬三丁目 105-17

荏隈 大石 105-18 尼が瀬三丁目 105-18

荏隈 大石 105-19 尼が瀬三丁目 105-19

荏隈 大石 107-1 尼が瀬三丁目 107-1

荏隈 大石 107-2 尼が瀬三丁目 107-2

荏隈 大石 107-3 尼が瀬三丁目 107-3

荏隈 大石 107-4 尼が瀬三丁目 107-4

荏隈 大石 107-5 尼が瀬三丁目 107-5

荏隈 大石 108-1 尼が瀬三丁目 108-1荏隈 大石 108-1 尼が瀬三丁目 108-1

荏隈 大石 108-2 尼が瀬三丁目 108-2

荏隈 大石 108-3 尼が瀬三丁目 108-3

荏隈 大石 108-4 尼が瀬三丁目 108-4

荏隈 大石 108-5 尼が瀬三丁目 108-5

荏隈 大石 108-6 尼が瀬三丁目 108-6

荏隈 大石 108-7 尼が瀬三丁目 108-7

荏隈 大石 109-1 尼が瀬三丁目 109-1

荏隈 大石 109-2 尼が瀬三丁目 109-2

荏隈 大石 109-5 尼が瀬三丁目 109-5

荏隈 大石 109-6 尼が瀬三丁目 109-6

荏隈 大石 110-1 尼が瀬三丁目 110-1

荏隈 大石 110-3 尼が瀬一丁目 110-3

荏隈 大石 110-4 尼が瀬三丁目 110-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 110-5 尼が瀬三丁目 110-5

荏隈 大石 110-6 尼が瀬一丁目 110-6

荏隈 大石 111-1 尼が瀬一丁目 111-1

荏隈 大石 111-2 尼が瀬三丁目 111-2

荏隈 大石 111-4 尼が瀬三丁目 111-4

荏隈 大石 111-5 尼が瀬一丁目 111-5

荏隈 大石 111-6 尼が瀬三丁目 111-6

荏隈 大石 112-1 尼が瀬一丁目 112-1

荏隈 大石 112-2 尼が瀬一丁目 112-2

荏隈 大石 112-3 尼が瀬一丁目 112-3

荏隈 大石 112-4 尼が瀬一丁目 112-4

荏隈 大石 112-5 尼が瀬一丁目 112-5荏隈 大石 112-5 尼が瀬一丁目 112-5

荏隈 大石 112-6 尼が瀬一丁目 112-6

荏隈 大石 112-7 尼が瀬一丁目 112-7

荏隈 大石 114-1 尼が瀬一丁目 114-1

荏隈 大石 114-3 尼が瀬一丁目 114-3

荏隈 大石 115 尼が瀬一丁目 115

荏隈 大石 116-1 尼が瀬一丁目 116-1

荏隈 大石 116-2 尼が瀬一丁目 116-2

荏隈 大石 116-3 尼が瀬一丁目 116-3

荏隈 大石 116-4 尼が瀬一丁目 116-4

荏隈 大石 116-5 尼が瀬一丁目 116-5

荏隈 大石 116-6 尼が瀬一丁目 116-6

荏隈 大石 116-7 尼が瀬一丁目 116-7

荏隈 大石 116-8 尼が瀬一丁目 116-8
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 116-9 尼が瀬一丁目 116-9

荏隈 大石 116-10 尼が瀬一丁目 116-10

荏隈 大石 117-2 尼が瀬一丁目 117-2

荏隈 大石 117-3 尼が瀬一丁目 117-3

荏隈 大石 117-4 尼が瀬一丁目 117-4

荏隈 大石 117-5 尼が瀬一丁目 117-5

荏隈 大石 117-6 尼が瀬一丁目 117-6

荏隈 大石 117-7 尼が瀬一丁目 117-7

荏隈 大石 118-1 尼が瀬一丁目 118-1

荏隈 大石 118-2 尼が瀬一丁目 118-2

荏隈 大石 118-3 尼が瀬一丁目 118-3

荏隈 大石 118-4 尼が瀬一丁目 118-4荏隈 大石 118-4 尼が瀬一丁目 118-4

荏隈 大石 118-6 尼が瀬一丁目 118-6

荏隈 大石 119-1 尼が瀬一丁目 119-1

荏隈 大石 119-3 尼が瀬一丁目 119-3

荏隈 大石 120-1 尼が瀬一丁目 120-1

荏隈 大石 120-2 尼が瀬一丁目 120-2

荏隈 大石 120-3 尼が瀬一丁目 120-3

荏隈 大石 120-4 尼が瀬一丁目 120-4

荏隈 大石 121-1 尼が瀬一丁目 121-1

荏隈 大石 121-2 尼が瀬一丁目 121-2

荏隈 大石 121-3 尼が瀬一丁目 121-3

荏隈 大石 121-5 尼が瀬一丁目 121-5

荏隈 大石 121-6 尼が瀬一丁目 121-6

荏隈 大石 121-7 尼が瀬一丁目 121-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 121-8 尼が瀬一丁目 121-8

荏隈 大石 121-9 尼が瀬一丁目 121-9

荏隈 大石 122-1 尼が瀬一丁目 122-1

荏隈 大石 122-2 尼が瀬一丁目 122-2

荏隈 大石 122-4 尼が瀬一丁目 122-4

荏隈 大石 122-5 尼が瀬一丁目 122-5

荏隈 大石 122-6 尼が瀬一丁目 122-6

荏隈 大石 122-7 尼が瀬一丁目 122-7

荏隈 大石 122-9 尼が瀬一丁目 122-9

荏隈 大石 122-10 尼が瀬一丁目 122-10

荏隈 大石 123-1 尼が瀬一丁目 123-1

荏隈 大石 123-2 尼が瀬一丁目 123-2荏隈 大石 123-2 尼が瀬一丁目 123-2

荏隈 大石 123-3 尼が瀬一丁目 123-3

荏隈 大石 123-4 尼が瀬一丁目 123-4

荏隈 大石 123-5 尼が瀬一丁目 123-5

荏隈 大石 123-6 尼が瀬一丁目 123-6

荏隈 大石 123-7 尼が瀬一丁目 123-7

荏隈 大石 123-8 尼が瀬一丁目 123-8

荏隈 大石 123-9 尼が瀬一丁目 123-9

荏隈 大石 123-10 尼が瀬一丁目 123-10

荏隈 大石 123-11 尼が瀬一丁目 123-11

荏隈 大石 123-12 尼が瀬一丁目 123-12

荏隈 大石 123-13 尼が瀬一丁目 123-13

荏隈 大石 123-14 尼が瀬一丁目 123-14

荏隈 大石 123-15 尼が瀬一丁目 123-15
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大石 124-1 尼が瀬一丁目 124-1

荏隈 大石 124-3 尼が瀬一丁目 124-3

荏隈 大石 124-4 尼が瀬一丁目 124-4

荏隈 大石 124-5 尼が瀬一丁目 124-5

荏隈 大石 124-6 尼が瀬一丁目 124-6

荏隈 大石 124-7 尼が瀬一丁目 124-7

荏隈 大石 124-8 尼が瀬一丁目 124-8

荏隈 大石 129-2 尼が瀬三丁目 129-2

荏隈 大石 129-5 尼が瀬三丁目 129-5

荏隈 大石 129-6 尼が瀬三丁目 129-6

荏隈 大石 130-2 尼が瀬三丁目 130-2

荏隈 大石 130-3 尼が瀬三丁目 130-3荏隈 大石 130-3 尼が瀬三丁目 130-3

荏隈 大石 130-4 尼が瀬三丁目 130-4

荏隈 大石 130-5 尼が瀬三丁目 130-5

荏隈 大石 130-6 尼が瀬三丁目 130-6

荏隈 大石 130-9 尼が瀬三丁目 130-9

荏隈 天神木 138-1 尼が瀬三丁目 138-1

荏隈 天神木 138-2 尼が瀬三丁目 138-2

荏隈 天神木 138-3 尼が瀬三丁目 138-3

荏隈 天神木 138-4 尼が瀬三丁目 138-4

荏隈 天神木 138-5 尼が瀬三丁目 138-5

荏隈 天神木 138-6 尼が瀬三丁目 138-6

荏隈 天神木 138-7 尼が瀬三丁目 138-7

荏隈 天神木 138-8 尼が瀬三丁目 138-8

荏隈 天神木 138-9 尼が瀬三丁目 138-9
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 天神木 138-10 尼が瀬三丁目 138-10

荏隈 天神木 138-11 尼が瀬三丁目 138-11

荏隈 天神木 138-12 尼が瀬三丁目 138-12

荏隈 天神木 138-13 尼が瀬三丁目 138-13

荏隈 天神木 138-14 尼が瀬三丁目 138-14

荏隈 天神木 138-15 尼が瀬三丁目 138-15

荏隈 天神木 138-16 尼が瀬三丁目 138-16

荏隈 天神木 138-17 尼が瀬三丁目 138-17

荏隈 天神木 138-18 尼が瀬三丁目 138-18

荏隈 天神木 138-19 尼が瀬三丁目 138-19

荏隈 天神木 138-20 尼が瀬三丁目 138-20

荏隈 天神木 138-21 尼が瀬三丁目 138-21荏隈 天神木 138-21 尼が瀬三丁目 138-21

荏隈 天神木 138-22 尼が瀬三丁目 138-22

荏隈 天神木 138-23 尼が瀬三丁目 138-23

荏隈 天神木 138-24 尼が瀬三丁目 138-24

荏隈 天神木 138-25 尼が瀬三丁目 138-25

荏隈 天神木 138-26 尼が瀬三丁目 138-26

荏隈 天神木 138-27 尼が瀬三丁目 138-27

荏隈 天神木 138-28 尼が瀬三丁目 138-28

荏隈 天神木 139-2 尼が瀬三丁目 139-2

荏隈 天神木 139-3 尼が瀬三丁目 139-3

荏隈 天神木 139-4 尼が瀬三丁目 139-4

荏隈 天神木 139-8 尼が瀬三丁目 139-8

荏隈 天神木 139-9 尼が瀬三丁目 139-9

荏隈 天神木 139-10 尼が瀬三丁目 139-10
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 天神木 139-11 尼が瀬三丁目 139-11

荏隈 天神木 140-3 尼が瀬三丁目 140-3

荏隈 天神木 140-4 尼が瀬三丁目 140-4

荏隈 天神木 140-5 尼が瀬三丁目 140-5

荏隈 天神木 141-1 尼が瀬三丁目 141-1

荏隈 天神木 141-2 尼が瀬三丁目 141-2

荏隈 天神木 142-1 尼が瀬三丁目 142-1

荏隈 天神木 142-2 尼が瀬三丁目 142-2

荏隈 天神木 142-3 尼が瀬三丁目 142-3

荏隈 天神木 142-4 尼が瀬三丁目 142-4

荏隈 天神木 142-5 尼が瀬三丁目 142-5

荏隈 天神木 143-1 尼が瀬三丁目 143-1荏隈 天神木 143-1 尼が瀬三丁目 143-1

荏隈 天神木 143-2 尼が瀬三丁目 143-2

荏隈 天神木 143-3 尼が瀬三丁目 143-3

荏隈 天神木 143-4 尼が瀬三丁目 143-4

荏隈 天神木 144-1 尼が瀬三丁目 144-1

荏隈 天神木 144-2 尼が瀬三丁目 144-2

荏隈 天神木 146-1 尼が瀬三丁目 146-1

荏隈 天神木 146-2 尼が瀬三丁目 146-2

荏隈 天神木 147-1 尼が瀬三丁目 147-1

荏隈 天神木 147-2 尼が瀬三丁目 147-2

荏隈 風呂 220-10 尼が瀬一丁目 220-10

荏隈 風呂 220-11 尼が瀬一丁目 220-11

荏隈 馬場 275-2 尼が瀬一丁目 275-2

荏隈 馬場 275-18 尼が瀬一丁目 275-18
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 馬場 276-1 尼が瀬一丁目 276-1

荏隈 馬場 276-2 尼が瀬一丁目 276-2

荏隈 馬場 277-1 尼が瀬一丁目 277-1

荏隈 馬場 277-2 尼が瀬一丁目 277-2

荏隈 馬場 277-3 尼が瀬一丁目 277-3

荏隈 馬場 277-4 尼が瀬一丁目 277-4

荏隈 馬場 277-5 尼が瀬一丁目 277-5

荏隈 馬場 277-6 尼が瀬一丁目 277-6

荏隈 馬場 277-7 尼が瀬一丁目 277-7

荏隈 馬場 278-1 尼が瀬一丁目 278-1

荏隈 馬場 278-2 尼が瀬一丁目 278-2

荏隈 馬場 278-3 尼が瀬一丁目 278-3荏隈 馬場 278-3 尼が瀬一丁目 278-3

荏隈 馬場 278-4 尼が瀬一丁目 278-4

荏隈 馬場 280-2 尼が瀬一丁目 280-2

荏隈 馬場 280-3 尼が瀬一丁目 280-3

荏隈 大坪 341-2 荏隈町一丁目 341-2

荏隈 大坪 342-1 荏隈町一丁目 342-1

荏隈 大坪 343-1 荏隈町一丁目 343-1

荏隈 大坪 343-5 荏隈町一丁目 343-5

荏隈 大坪 343-6 荏隈町一丁目 343-6

荏隈 大坪 343-7 荏隈町一丁目 343-7

荏隈 大坪 343-8 荏隈町一丁目 343-8

荏隈 大坪 343-9 荏隈町一丁目 343-9

荏隈 大坪 343-10 荏隈町一丁目 343-10

荏隈 大坪 343-11 荏隈町一丁目 343-11
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大坪 343-12 荏隈町一丁目 343-12

荏隈 大坪 343-13 荏隈町一丁目 343-13

荏隈 大坪 343-14 荏隈町一丁目 343-14

荏隈 大坪 343-15 荏隈町一丁目 343-15

荏隈 大坪 343-16 荏隈町一丁目 343-16

荏隈 大坪 343-19 荏隈町一丁目 343-19

荏隈 大坪 343-20 荏隈町一丁目 343-20

荏隈 大坪 343-21 荏隈町一丁目 343-21

荏隈 大坪 343-22 荏隈町一丁目 343-22

荏隈 大坪 343-23 荏隈町一丁目 343-23

荏隈 大坪 343-24 荏隈町一丁目 343-24

荏隈 大坪 346-1 荏隈町一丁目 346-1荏隈 大坪 346-1 荏隈町一丁目 346-1

荏隈 大坪 346-2 荏隈町一丁目 346-2

荏隈 大坪 346-3 荏隈町一丁目 346-3

荏隈 大坪 346-4 荏隈町一丁目 346-4

荏隈 大坪 346-5 荏隈町一丁目 346-5

荏隈 大坪 346-6 荏隈町一丁目 346-6

荏隈 大坪 346-7 荏隈町一丁目 346-7

荏隈 大坪 346-8 荏隈町一丁目 346-8

荏隈 大坪 346-9 荏隈町一丁目 346-9

荏隈 大坪 346-10 荏隈町一丁目 346-10

荏隈 大坪 346-11 荏隈町一丁目 346-11

荏隈 大坪 346-12 荏隈町一丁目 346-12

荏隈 大坪 346-13 荏隈町一丁目 346-13

荏隈 大坪 346-14 荏隈町一丁目 346-14
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大坪 346-15 荏隈町一丁目 346-15

荏隈 大坪 346-16 荏隈町一丁目 346-16

荏隈 大坪 346-17 荏隈町一丁目 346-17

荏隈 大坪 346-18 荏隈町一丁目 346-18

荏隈 大坪 346-19 荏隈町一丁目 346-19

荏隈 大坪 346-20 荏隈町一丁目 346-20

荏隈 大坪 346-21 荏隈町一丁目 346-21

荏隈 大坪 346-22 荏隈町一丁目 346-22

荏隈 大坪 346-23 荏隈町一丁目 346-23

荏隈 大坪 346-24 荏隈町一丁目 346-24

荏隈 大坪 346-25 荏隈町一丁目 346-25

荏隈 大坪 346-26 荏隈町一丁目 346-26荏隈 大坪 346-26 荏隈町一丁目 346-26

荏隈 大坪 346-27 荏隈町一丁目 346-27

荏隈 大坪 346-28 荏隈町一丁目 346-28

荏隈 大坪 346-29 荏隈町一丁目 346-29

荏隈 大坪 346-30 荏隈町一丁目 346-30

荏隈 大坪 346-31 荏隈町一丁目 346-31

荏隈 大坪 346-32 荏隈町一丁目 346-32

荏隈 大坪 346-33 荏隈町一丁目 346-33

荏隈 大坪 346-34 荏隈町一丁目 346-34

荏隈 大坪 346-35 荏隈町一丁目 346-35

荏隈 大坪 346-36 荏隈町一丁目 346-36

荏隈 大坪 346-37 荏隈町一丁目 346-37

荏隈 大坪 346-38 荏隈町一丁目 346-38

荏隈 大坪 346-39 荏隈町一丁目 346-39
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 大坪 346-40 荏隈町一丁目 346-40

荏隈 大坪 346-41 荏隈町一丁目 346-41

荏隈 大坪 346-42 荏隈町一丁目 346-42

荏隈 大坪 346-43 荏隈町一丁目 346-43

荏隈 大坪 346-44 荏隈町一丁目 346-44

荏隈 大坪 346-45 荏隈町一丁目 346-45

荏隈 大坪 346-46 荏隈町一丁目 346-46

荏隈 大坪 346-47 荏隈町一丁目 346-47

荏隈 大坪 346-48 荏隈町一丁目 346-48

荏隈 大坪 346-49 荏隈町一丁目 346-49

荏隈 大坪 346-50 荏隈町一丁目 346-50

荏隈 大坪 346-51 荏隈町一丁目 346-51荏隈 大坪 346-51 荏隈町一丁目 346-51

荏隈 大坪 346-52 荏隈町一丁目 346-52

荏隈 大坪 346-53 荏隈町一丁目 346-53

荏隈 大坪 346-54 荏隈町一丁目 346-54

荏隈 大坪 346-55 荏隈町一丁目 346-55

荏隈 大坪 346-56 荏隈町一丁目 346-56

荏隈 大坪 346-57 荏隈町一丁目 346-57

荏隈 大坪 346-58 荏隈町一丁目 346-58

荏隈 大坪 346-59 荏隈町一丁目 346-59

荏隈 大坪 346-60 荏隈町一丁目 346-60

荏隈 境前 353-2 荏隈町一丁目 353-2

荏隈 境前 353-3 荏隈町一丁目 353-3

荏隈 境前 353-4 荏隈町一丁目 353-4

荏隈 境前 353-5 荏隈町一丁目 353-5
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 境前 353-6 荏隈町一丁目 353-6

荏隈 境前 353-7 荏隈町一丁目 353-7

荏隈 境前 353-8 荏隈町一丁目 353-8

荏隈 境前 353-9 荏隈町一丁目 353-9

荏隈 境前 353-10 荏隈町一丁目 353-10

荏隈 境前 353-11 荏隈町一丁目 353-11

荏隈 境前 353-12 荏隈町一丁目 353-12

荏隈 境前 353-13 荏隈町一丁目 353-13

荏隈 境前 353-14 荏隈町一丁目 353-14

荏隈 境前 353-15 荏隈町一丁目 353-15

荏隈 境前 353-16 荏隈町一丁目 353-16

荏隈 境前 353-17 荏隈町一丁目 353-17荏隈 境前 353-17 荏隈町一丁目 353-17

荏隈 境前 353-18 荏隈町一丁目 353-18

荏隈 境前 353-19 荏隈町一丁目 353-19

荏隈 境前 353-20 荏隈町一丁目 353-20

荏隈 境前 353-21 荏隈町一丁目 353-21

荏隈 境前 353-22 荏隈町一丁目 353-22

荏隈 境前 353-23 荏隈町一丁目 353-23

荏隈 境前 353-24 荏隈町一丁目 353-24

荏隈 境前 353-25 荏隈町一丁目 353-25

荏隈 境前 353-26 荏隈町一丁目 353-26

荏隈 境前 353-27 荏隈町一丁目 353-27

荏隈 境前 353-28 荏隈町一丁目 353-28

荏隈 境前 353-29 荏隈町一丁目 353-29

荏隈 境前 353-30 荏隈町一丁目 353-30
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 境前 354 荏隈町一丁目 354

荏隈 新町 400-1 荏隈町一丁目 400-1

荏隈 新町 400-2 荏隈町一丁目 400-2

荏隈 新町 400-3 荏隈町一丁目 400-3

荏隈 新町 400-4 荏隈町一丁目 400-4

荏隈 新町 400-5 荏隈町一丁目 400-5

荏隈 新町 400-6 荏隈町一丁目 400-6

荏隈 新町 400-7 荏隈町一丁目 400-7

荏隈 新町 400-8 荏隈町一丁目 400-8

荏隈 新町 400-9 荏隈町一丁目 400-9

荏隈 榎町 405-1 荏隈町一丁目 405-1

荏隈 榎町 405-2 荏隈町一丁目 405-2荏隈 榎町 405-2 荏隈町一丁目 405-2

荏隈 榎町 405-3 荏隈町一丁目 405-3

荏隈 榎町 405-4 荏隈町一丁目 405-4

荏隈 榎町 405-5 荏隈町一丁目 405-5

荏隈 榎町 405-6 荏隈町一丁目 405-6

荏隈 榎町 405-7 荏隈町一丁目 405-7

荏隈 榎町 405-8 荏隈町一丁目 405-8

荏隈 榎町 405-9 荏隈町一丁目 405-9

荏隈 榎町 405-10 荏隈町一丁目 405-10

荏隈 榎町 405-11 荏隈町一丁目 405-11

荏隈 榎町 405-12 荏隈町一丁目 405-12

荏隈 榎町 405-13 荏隈町一丁目 405-13

荏隈 榎町 405-14 荏隈町一丁目 405-14

荏隈 榎町 405-15 荏隈町一丁目 405-15
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 榎町 405-16 荏隈町一丁目 405-16

荏隈 榎町 405-17 荏隈町一丁目 405-17

荏隈 榎町 405-18 荏隈町一丁目 405-18

荏隈 榎町 405-19 荏隈町一丁目 405-19

荏隈 榎町 405-20 荏隈町一丁目 405-20

荏隈 榎町 405-21 荏隈町一丁目 405-21

荏隈 榎町 405-22 荏隈町一丁目 405-22

荏隈 榎町 405-23 荏隈町一丁目 405-23

荏隈 榎町 405-24 荏隈町一丁目 405-24

荏隈 榎町 405-25 荏隈町一丁目 405-25

荏隈 榎町 405-26 荏隈町一丁目 405-26

荏隈 榎町 405-27 荏隈町一丁目 405-27荏隈 榎町 405-27 荏隈町一丁目 405-27

荏隈 榎町 405-28 荏隈町一丁目 405-28

荏隈 榎町 405-29 荏隈町一丁目 405-29

荏隈 榎町 405-30 荏隈町一丁目 405-30

荏隈 榎町 405-31 荏隈町一丁目 405-31

荏隈 榎町 405-32 荏隈町一丁目 405-32

荏隈 榎町 405-33 荏隈町一丁目 405-33

荏隈 榎町 405-34 荏隈町一丁目 405-34

荏隈 榎町 405-35 荏隈町一丁目 405-35

荏隈 榎町 405-36 荏隈町一丁目 405-36

荏隈 榎町 405-37 荏隈町一丁目 405-37

荏隈 榎町 405-38 荏隈町一丁目 405-38

荏隈 榎町 405-39 荏隈町一丁目 405-39

荏隈 榎町 405-40 荏隈町一丁目 405-40
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 榎町 405-41 荏隈町一丁目 405-41

荏隈 榎町 405-42 荏隈町一丁目 405-42

荏隈 榎町 405-43 荏隈町一丁目 405-43

荏隈 榎町 405-44 荏隈町一丁目 405-44

荏隈 榎町 405-45 荏隈町一丁目 405-45

荏隈 榎町 405-46 荏隈町一丁目 405-46

荏隈 榎町 405-47 荏隈町一丁目 405-47

荏隈 榎町 405-48 荏隈町一丁目 405-48

荏隈 榎町 405-49 荏隈町一丁目 405-49

荏隈 榎町 405-50 荏隈町一丁目 405-50

荏隈 榎町 405-51 荏隈町一丁目 405-51

荏隈 榎町 405-52 荏隈町一丁目 405-52荏隈 榎町 405-52 荏隈町一丁目 405-52

荏隈 榎町 405-53 荏隈町一丁目 405-53

荏隈 榎町 405-54 荏隈町一丁目 405-54

荏隈 榎町 405-55 荏隈町一丁目 405-55

荏隈 榎町 405-56 荏隈町一丁目 405-56

荏隈 榎町 405-57 荏隈町一丁目 405-57

荏隈 榎町 405-58 荏隈町一丁目 405-58

荏隈 榎町 405-59 荏隈町一丁目 405-59

荏隈 榎町 405-60 荏隈町一丁目 405-60

荏隈 榎町 405-61 荏隈町一丁目 405-61

荏隈 榎町 405-62 荏隈町一丁目 405-62

荏隈 榎町 405-63 荏隈町一丁目 405-63

荏隈 榎町 405-64 荏隈町一丁目 405-64

荏隈 榎町 405-65 荏隈町一丁目 405-65
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 榎町 405-66 荏隈町一丁目 405-66

荏隈 榎町 405-67 荏隈町一丁目 405-67

荏隈 榎町 405-68 荏隈町一丁目 405-68

荏隈 榎町 405-69 荏隈町一丁目 405-69

荏隈 榎町 405-70 荏隈町一丁目 405-70

荏隈 榎町 405-71 荏隈町一丁目 405-71

荏隈 榎町 405-72 荏隈町一丁目 405-72

荏隈 榎町 405-73 荏隈町一丁目 405-73

荏隈 榎町 405-74 荏隈町一丁目 405-74

荏隈 榎町 405-75 荏隈町一丁目 405-75

荏隈 榎町 405-76 荏隈町一丁目 405-76

荏隈 榎町 405-77 荏隈町一丁目 405-77荏隈 榎町 405-77 荏隈町一丁目 405-77

荏隈 榎町 405-78 荏隈町一丁目 405-78

荏隈 榎町 405-79 荏隈町一丁目 405-79

荏隈 榎町 405-80 荏隈町一丁目 405-80

荏隈 榎町 405-81 荏隈町一丁目 405-81

荏隈 榎町 405-82 荏隈町一丁目 405-82

荏隈 榎町 405-83 荏隈町一丁目 405-83

荏隈 榎町 405-84 荏隈町一丁目 405-84

荏隈 榎町 407-2 荏隈町一丁目 407-2

荏隈 榎町 414-2 荏隈町二丁目 414-2

荏隈 榎町 414-6 荏隈町二丁目 414-6

荏隈 榎町 414-7 荏隈町一丁目 414-7

荏隈 野町 417-1 荏隈町二丁目 417-1

荏隈 野町 417-2 荏隈町二丁目 417-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 野町 417-11 荏隈町二丁目 417-11

荏隈 野町 417-12 荏隈町二丁目 417-12

荏隈 野町 417-13 荏隈町二丁目 417-13

荏隈 野町 417-14 荏隈町二丁目 417-14

荏隈 野町 417-15 荏隈町二丁目 417-15

荏隈 野町 417-16 荏隈町二丁目 417-16

荏隈 野町 417-17 荏隈町二丁目 417-17

荏隈 野町 417-18 荏隈町二丁目 417-18

荏隈 野町 417-19 荏隈町二丁目 417-19

荏隈 野町 417-20 荏隈町二丁目 417-20

荏隈 野町 417-21 荏隈町二丁目 417-21

荏隈 野町 417-22 荏隈町二丁目 417-22荏隈 野町 417-22 荏隈町二丁目 417-22

荏隈 野町 417-23 荏隈町二丁目 417-23

荏隈 野町 417-24 荏隈町二丁目 417-24

荏隈 野町 417-25 荏隈町二丁目 417-25

荏隈 野町 417-26 荏隈町二丁目 417-26

荏隈 野町 417-27 荏隈町二丁目 417-27

荏隈 野町 417-28 荏隈町二丁目 417-28

荏隈 野町 417-29 荏隈町二丁目 417-29

荏隈 野町 417-30 荏隈町二丁目 417-30

荏隈 野町 417-31 荏隈町二丁目 417-31

荏隈 野町 417-32 荏隈町二丁目 417-32

荏隈 野町 417-33 荏隈町二丁目 417-33

荏隈 野町 417-34 荏隈町二丁目 417-34

荏隈 野町 417-35 荏隈町二丁目 417-35
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 野町 417-36 荏隈町二丁目 417-36

荏隈 野町 417-37 荏隈町二丁目 417-37

荏隈 野町 417-38 荏隈町二丁目 417-38

荏隈 野町 417-39 荏隈町二丁目 417-39

荏隈 野町 417-40 荏隈町二丁目 417-40

荏隈 野町 417-41 荏隈町二丁目 417-41

荏隈 野町 417-42 荏隈町二丁目 417-42

荏隈 野町 417-43 荏隈町二丁目 417-43

荏隈 野町 417-44 荏隈町二丁目 417-44

荏隈 野町 417-45 荏隈町二丁目 417-45

荏隈 野町 417-46 荏隈町二丁目 417-46

荏隈 野町 417-47 荏隈町二丁目 417-47荏隈 野町 417-47 荏隈町二丁目 417-47

荏隈 野町 417-48 荏隈町二丁目 417-48

荏隈 野町 417-49 荏隈町二丁目 417-49

荏隈 野町 417-50 荏隈町二丁目 417-50

荏隈 野町 417-51 荏隈町二丁目 417-51

荏隈 野町 417-52 荏隈町二丁目 417-52

荏隈 野町 417-55 荏隈町二丁目 417-55

荏隈 野町 417-56 荏隈町二丁目 417-56

荏隈 野町 417-60 荏隈町二丁目 417-60

荏隈 野町 417-61 荏隈町二丁目 417-61

荏隈 野町 417-64 荏隈町二丁目 417-64

荏隈 野町 417-65 荏隈町二丁目 417-65

荏隈 野町 417-66 荏隈町二丁目 417-66

荏隈 野町 417-67 荏隈町二丁目 417-67
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 野町 417-68 荏隈町二丁目 417-68

荏隈 野町 417-69 荏隈町二丁目 417-69

荏隈 野町 417-70 荏隈町二丁目 417-70

荏隈 野町 417-71 荏隈町二丁目 417-71

荏隈 野町 417-72 荏隈町二丁目 417-72

荏隈 野町 417-73 荏隈町二丁目 417-73

荏隈 野町 417-74 荏隈町二丁目 417-74

荏隈 野町 417-75 荏隈町二丁目 417-75

荏隈 野町 417-76 荏隈町二丁目 417-76

荏隈 野町 417-77 荏隈町二丁目 417-77

荏隈 野町 417-78 荏隈町二丁目 417-78

荏隈 野町 417-79 荏隈町二丁目 417-79荏隈 野町 417-79 荏隈町二丁目 417-79

荏隈 野町 417-80 荏隈町二丁目 417-80

荏隈 野町 417-86 荏隈町二丁目 417-86

荏隈 野町 417-87 荏隈町二丁目 417-87

荏隈 野町 417-89 荏隈町二丁目 417-89

荏隈 野町 417-90 荏隈町二丁目 417-90

荏隈 野町 417-91 荏隈町二丁目 417-91

荏隈 野町 417-92 荏隈町二丁目 417-92

荏隈 野町 417-93 荏隈町二丁目 417-93

荏隈 野町 417-94 荏隈町二丁目 417-94

荏隈 野町 417-95 荏隈町二丁目 417-95

荏隈 野町 417-96 荏隈町二丁目 417-96

荏隈 野町 417-97 荏隈町二丁目 417-97

荏隈 野町 426-2 荏隈町二丁目 426-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 野町 427-2 荏隈町二丁目 427-2

荏隈 野町 428-2 荏隈町二丁目 428-2

荏隈 野町 429-1 荏隈町二丁目 429-1

荏隈 野町 429-2 荏隈町二丁目 429-2

荏隈 野町 429-3 荏隈町二丁目 429-3

荏隈 野町 429-4 荏隈町二丁目 429-4

荏隈 野町 429-5 荏隈町二丁目 429-5

荏隈 野町 429-6 荏隈町二丁目 429-6

荏隈 野町 429-7 荏隈町二丁目 429-7

荏隈 野町 429-8 荏隈町二丁目 429-8

荏隈 野町 429-9 荏隈町二丁目 429-9

荏隈 野町 429-10 荏隈町二丁目 429-10荏隈 野町 429-10 荏隈町二丁目 429-10

荏隈 野町 429-11 荏隈町二丁目 429-11

荏隈 野町 429-12 荏隈町二丁目 429-12

荏隈 野町 430-1 荏隈町二丁目 430-1

荏隈 栗迫 497-2 荏隈町二丁目 497-2

荏隈 栗迫 498-1 荏隈町二丁目 498-1

荏隈 栗迫 498-2 荏隈町二丁目 498-2

荏隈 栗迫 498-3 荏隈町二丁目 498-3

荏隈 栗迫 498-4 荏隈町二丁目 498-4

荏隈 栗迫 498-5 荏隈町二丁目 498-5

荏隈 栗迫 498-6 荏隈町二丁目 498-6

荏隈 栗迫 498-7 荏隈町二丁目 498-7

荏隈 栗迫 498-8 荏隈町二丁目 498-8

荏隈 栗迫 498-9 荏隈町二丁目 498-9

- 30 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 栗迫 498-10 荏隈町二丁目 498-10

荏隈 栗迫 498-11 荏隈町二丁目 498-11

荏隈 栗迫 498-12 荏隈町二丁目 498-12

荏隈 栗迫 498-13 荏隈町二丁目 498-13

荏隈 栗迫 498-14 荏隈町二丁目 498-14

荏隈 栗迫 498-15 荏隈町二丁目 498-15

荏隈 栗迫 498-16 荏隈町二丁目 498-16

荏隈 栗迫 498-17 荏隈町二丁目 498-17

荏隈 栗迫 498-18 荏隈町二丁目 498-18

荏隈 栗迫 498-19 荏隈町二丁目 498-19

荏隈 栗迫 498-20 荏隈町二丁目 498-20

荏隈 栗迫 498-21 荏隈町二丁目 498-21荏隈 栗迫 498-21 荏隈町二丁目 498-21

荏隈 栗迫 498-22 荏隈町二丁目 498-22

荏隈 栗迫 498-23 荏隈町二丁目 498-23

荏隈 栗迫 498-24 荏隈町二丁目 498-24

荏隈 栗迫 498-25 荏隈町二丁目 498-25

荏隈 栗迫 498-26 荏隈町二丁目 498-26

荏隈 栗迫 498-27 荏隈町二丁目 498-27

荏隈 栗迫 498-28 荏隈町二丁目 498-28

荏隈 栗迫 498-29 荏隈町二丁目 498-29

荏隈 栗迫 498-30 荏隈町二丁目 498-30

荏隈 栗迫 498-31 荏隈町二丁目 498-31

荏隈 栗迫 498-32 荏隈町二丁目 498-32

荏隈 栗迫 498-33 荏隈町二丁目 498-33

荏隈 栗迫 498-34 荏隈町二丁目 498-34

- 31 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 栗迫 498-35 荏隈町二丁目 498-35

荏隈 栗迫 498-37 荏隈町二丁目 498-37

荏隈 栗迫 498-38 荏隈町二丁目 498-38

荏隈 栗迫 498-39 荏隈町二丁目 498-39

荏隈 栗迫 498-40 荏隈町二丁目 498-40

荏隈 栗迫 498-41 荏隈町二丁目 498-41

荏隈 栗迫 498-42 荏隈町二丁目 498-42

荏隈 栗迫 498-43 荏隈町二丁目 498-43

荏隈 栗迫 498-44 荏隈町二丁目 498-44

荏隈 栗迫 498-45 荏隈町二丁目 498-45

荏隈 栗迫 498-46 荏隈町二丁目 498-46

荏隈 栗迫 498-47 荏隈町二丁目 498-47荏隈 栗迫 498-47 荏隈町二丁目 498-47

荏隈 栗迫 498-48 荏隈町二丁目 498-48

荏隈 栗迫 498-49 荏隈町二丁目 498-49

荏隈 栗迫 498-50 荏隈町二丁目 498-50

荏隈 栗迫 498-51 荏隈町二丁目 498-51

荏隈 栗迫 498-52 荏隈町二丁目 498-52

荏隈 栗迫 498-53 荏隈町二丁目 498-53

荏隈 栗迫 498-54 荏隈町二丁目 498-54

荏隈 栗迫 498-55 荏隈町二丁目 498-55

荏隈 栗迫 498-56 荏隈町二丁目 498-56

荏隈 栗迫 498-57 荏隈町二丁目 498-57

荏隈 栗迫 498-58 荏隈町二丁目 498-58

荏隈 栗迫 498-59 荏隈町二丁目 498-59

荏隈 栗迫 498-60 荏隈町二丁目 498-60
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 栗迫 498-61 荏隈町二丁目 498-61

荏隈 栗迫 498-62 荏隈町二丁目 498-62

荏隈 栗迫 498-63 荏隈町二丁目 498-63

荏隈 栗迫 498-64 荏隈町二丁目 498-64

荏隈 栗迫 498-65 荏隈町二丁目 498-65

荏隈 栗迫 498-66 荏隈町二丁目 498-66

荏隈 栗迫 498-67 荏隈町二丁目 498-67

荏隈 栗迫 498-68 荏隈町二丁目 498-68

荏隈 栗迫 498-69 荏隈町二丁目 498-69

荏隈 栗迫 498-70 荏隈町二丁目 498-70

荏隈 栗迫 498-71 荏隈町二丁目 498-71

荏隈 栗迫 498-72 荏隈町二丁目 498-72荏隈 栗迫 498-72 荏隈町二丁目 498-72

荏隈 栗迫 498-73 荏隈町二丁目 498-73

荏隈 栗迫 498-74 荏隈町二丁目 498-74

荏隈 栗迫 498-75 荏隈町二丁目 498-75

荏隈 栗迫 498-76 荏隈町二丁目 498-76

荏隈 栗迫 498-77 荏隈町二丁目 498-77

荏隈 栗迫 498-78 荏隈町二丁目 498-78

荏隈 栗迫 498-79 荏隈町二丁目 498-79

荏隈 栗迫 498-80 荏隈町二丁目 498-80

荏隈 栗迫 498-81 荏隈町二丁目 498-81

荏隈 栗迫 498-82 荏隈町二丁目 498-82

荏隈 栗迫 498-83 荏隈町二丁目 498-83

荏隈 栗迫 498-84 荏隈町二丁目 498-84

荏隈 栗迫 498-86 荏隈町二丁目 498-86
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 栗迫 498-87 荏隈町二丁目 498-87

荏隈 栗迫 498-88 荏隈町二丁目 498-88

荏隈 栗迫 498-89 荏隈町二丁目 498-89

荏隈 栗迫 498-90 荏隈町二丁目 498-90

荏隈 栗迫 498-91 荏隈町二丁目 498-91

荏隈 栗迫 498-92 荏隈町二丁目 498-92

荏隈 栗迫 498-93 荏隈町二丁目 498-93

荏隈 栗迫 498-94 荏隈町二丁目 498-94

荏隈 栗迫 498-95 荏隈町二丁目 498-95

荏隈 栗迫 513-2 荏隈町二丁目 513-2

荏隈 栗迫 515-1 荏隈町二丁目 515-1

荏隈 熊群 706-1 荏隈町二丁目 706-1荏隈 熊群 706-1 荏隈町二丁目 706-1

荏隈 熊群 706-2 荏隈町二丁目 706-2

荏隈 熊群 706-4 荏隈町二丁目 706-4

荏隈 熊群 706-5 荏隈町二丁目 706-5

荏隈 熊群 706-6 荏隈町二丁目 706-6

荏隈 熊群 706-7 荏隈町二丁目 706-7

荏隈 熊群 706-8 荏隈町二丁目 706-8

荏隈 熊群 706-9 荏隈町二丁目 706-9

荏隈 熊群 706-10 荏隈町二丁目 706-10

荏隈 熊群 706-11 荏隈町二丁目 706-11

荏隈 熊群 706-12 荏隈町二丁目 706-12

荏隈 熊群 706-13 荏隈町二丁目 706-13

荏隈 熊群 706-14 荏隈町二丁目 706-14

荏隈 熊群 706-15 荏隈町二丁目 706-15
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 熊群 706-16 荏隈町二丁目 706-16

荏隈 熊群 706-17 荏隈町二丁目 706-17

荏隈 熊群 706-18 荏隈町二丁目 706-18

荏隈 熊群 706-19 荏隈町二丁目 706-19

荏隈 熊群 706-20 荏隈町二丁目 706-20

荏隈 熊群 706-21 荏隈町二丁目 706-21

荏隈 熊群 706-22 荏隈町二丁目 706-22

荏隈 熊群 706-23 荏隈町二丁目 706-23

荏隈 熊群 706-24 荏隈町二丁目 706-24

荏隈 熊群 706-25 荏隈町二丁目 706-25

荏隈 熊群 706-26 荏隈町二丁目 706-26

荏隈 熊群 706-27 荏隈町二丁目 706-27荏隈 熊群 706-27 荏隈町二丁目 706-27

荏隈 熊群 706-28 荏隈町二丁目 706-28

荏隈 熊群 706-29 荏隈町二丁目 706-29

荏隈 熊群 706-30 荏隈町二丁目 706-30

荏隈 熊群 706-31 荏隈町二丁目 706-31

荏隈 熊群 706-32 荏隈町二丁目 706-32

荏隈 熊群 706-33 荏隈町二丁目 706-33

荏隈 熊群 706-34 荏隈町二丁目 706-34

荏隈 熊群 706-35 荏隈町二丁目 706-35

荏隈 熊群 706-36 荏隈町二丁目 706-36

荏隈 熊群 706-37 荏隈町二丁目 706-37

荏隈 熊群 706-38 荏隈町二丁目 706-38

荏隈 熊群 706-39 荏隈町二丁目 706-39

荏隈 熊群 706-40 荏隈町二丁目 706-40

- 35 -



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 熊群 706-41 荏隈町二丁目 706-41

荏隈 熊群 706-42 荏隈町二丁目 706-42

荏隈 熊群 706-43 荏隈町二丁目 706-43

荏隈 熊群 706-44 荏隈町二丁目 706-44

荏隈 熊群 706-45 荏隈町二丁目 706-45

荏隈 熊群 706-46 荏隈町二丁目 706-46

荏隈 熊群 706-47 荏隈町二丁目 706-47

荏隈 熊群 706-48 荏隈町二丁目 706-48

荏隈 熊群 706-49 荏隈町二丁目 706-49

荏隈 熊群 706-50 荏隈町二丁目 706-50

荏隈 熊群 706-51 荏隈町二丁目 706-51

荏隈 熊群 706-52 荏隈町二丁目 706-52荏隈 熊群 706-52 荏隈町二丁目 706-52

荏隈 熊群 706-53 荏隈町二丁目 706-53

荏隈 熊群 706-54 荏隈町二丁目 706-54

荏隈 熊群 706-55 荏隈町二丁目 706-55

荏隈 熊群 706-56 荏隈町二丁目 706-56

荏隈 熊群 706-57 荏隈町二丁目 706-57

荏隈 熊群 706-60 荏隈町二丁目 706-60

荏隈 熊群 706-61 荏隈町二丁目 706-61

荏隈 熊群 706-62 荏隈町二丁目 706-62

荏隈 熊群 706-63 荏隈町二丁目 706-63

荏隈 熊群 712-5 荏隈町二丁目 712-5

荏隈 熊群 713-2 荏隈町二丁目 713-2

荏隈 熊群 715-1 荏隈町二丁目 715-1

荏隈 熊群 715-2 荏隈町二丁目 715-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧 新

旧　新　地　番　対　照　簿

荏隈 熊群 715-3 荏隈町二丁目 715-3

荏隈 熊群 715-4 荏隈町二丁目 715-4

荏隈 杉下 735-1 荏隈町二丁目 735-1

荏隈 杉下 736-1 荏隈町二丁目 736-1

荏隈 中島 1128-2 賀来新川二丁目 1128-2

荏隈 中島 1128-3 賀来新川二丁目 1128-3

荏隈 中島 1128-4 賀来新川二丁目 1128-4

荏隈 中州 1231-3 賀来新川二丁目 1231-3

荏隈 中州 1231-4 賀来新川二丁目 1231-4

荏隈 車木 1316-12 賀来新川一丁目 1316-12

荏隈 車木 1384-1 賀来新川一丁目 1384-1

荏隈 車木 1384-2 賀来新川一丁目 1384-2荏隈 車木 1384-2 賀来新川一丁目 1384-2

荏隈 車木 1384-3 賀来新川一丁目 1384-3

荏隈 車木 1398-3 賀来新川一丁目 1398-3

荏隈 車木 1398-9 賀来新川一丁目 1398-9
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旧 新 地 番 対 照 簿

大　字　奥　田



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

奥田 新田 43-1 尼が瀬二丁目 43-1

奥田 新田 43-5 尼が瀬二丁目 43-5

奥田 新田 44-2 尼が瀬二丁目 44-2

奥田 新田 44-4 尼が瀬二丁目 44-4

奥田 新田 44-5 尼が瀬二丁目 44-5

奥田 新田 44-6 尼が瀬二丁目 44-6

奥田 新田 44-26 尼が瀬二丁目 44-26

奥田 新田 44-34 尼が瀬二丁目 44-34

奥田 新田 44-35 尼が瀬二丁目 44-35

奥田 新田 44-36 尼が瀬二丁目 44-36

奥田 新田 44-37 尼が瀬二丁目 44-37

奥田 新田 44-38 尼が瀬二丁目 44-38

奥田 新田 45-1 尼が瀬二丁目 45-1

奥田 新田 45-2 尼が瀬二丁目 45-2

奥田 新田 45-3 尼が瀬二丁目 45-3

奥田 新田 46-2 尼が瀬二丁目 46-2

奥田 新田 46-3 尼が瀬二丁目 46-3

奥田 新田 46-4 尼が瀬二丁目 46-4

奥田 新田 46-5 尼が瀬二丁目 46-5

旧　新　地　番　対　照　簿

旧 新
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旧 新 地 番 対 照 簿

大　字　賀　来



大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

賀来 河原 1200-7 賀来新川二丁目 1200-7

賀来 河原 1200-8 賀来新川二丁目 1200-8

賀来 河原 1200-9 賀来新川二丁目 1200-9

賀来 河原 1200-10 賀来新川二丁目 1200-10

賀来 河原 1200-11 賀来新川二丁目 1200-11

賀来 河原 1200-12 賀来新川二丁目 1200-12

賀来 河原 1200-13 賀来新川二丁目 1200-13

賀来 中河原 1200-14 賀来新川二丁目 1200-14

賀来 中河原 1200-15 賀来新川二丁目 1200-15

賀来 中河原 1200-16 賀来新川二丁目 1200-16

賀来 中河原 1200-17 賀来新川二丁目 1200-17

賀来 中河原 1200-18 賀来新川二丁目 1200-18

賀来 中河原 1200-19 賀来新川二丁目 1200-19

賀来 中河原 1200-20 賀来新川二丁目 1200-20

賀来 中河原 1200-21 賀来新川二丁目 1200-21

賀来 中河原 1200-22 賀来新川二丁目 1200-22

賀来 中河原 1200-23 賀来新川二丁目 1200-23

賀来 中河原 1200-24 賀来新川二丁目 1200-24

賀来 中河原 1200-25 賀来新川二丁目 1200-25

賀来 中河原 1200-26 賀来新川二丁目 1200-26

賀来 中河原 1200-27 賀来新川二丁目 1200-27

賀来 中河原 1200-28 賀来新川二丁目 1200-28

賀来 中河原 1200-29 賀来新川二丁目 1200-29

賀来 中河原 1200-30 賀来新川二丁目 1200-30

賀来 中河原 1200-31 賀来新川二丁目 1200-31

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 中河原 1200-32 賀来新川二丁目 1200-32

賀来 中河原 1200-33 賀来新川二丁目 1200-33

賀来 中河原 1200-34 賀来新川二丁目 1200-34

賀来 中河原 1200-35 賀来新川二丁目 1200-35

賀来 中河原 1200-36 賀来新川二丁目 1200-36

賀来 中河原 1200-37 賀来新川二丁目 1200-37

賀来 中河原 1200-38 賀来新川二丁目 1200-38

賀来 中河原 1200-39 賀来新川二丁目 1200-39

賀来 中河原 1200-40 賀来新川二丁目 1200-40

賀来 中河原 1200-41 賀来新川二丁目 1200-41

賀来 中河原 1200-42 賀来新川二丁目 1200-42

賀来 中河原 1200-43 賀来新川二丁目 1200-43

賀来 中河原 1200-44 賀来新川二丁目 1200-44

賀来 中河原 1200-45 賀来新川二丁目 1200-45

賀来 中河原 1200-46 賀来新川二丁目 1200-46

賀来 中河原 1200-47 賀来新川二丁目 1200-47

賀来 中河原 1200-48 賀来新川二丁目 1200-48

賀来 中河原 1200-49 賀来新川二丁目 1200-49

賀来 中河原 1200-50 賀来新川二丁目 1200-50

賀来 中河原 1200-51 賀来新川二丁目 1200-51

賀来 中河原 1200-52 賀来新川二丁目 1200-52

賀来 中河原 1200-53 賀来新川二丁目 1200-53

賀来 中河原 1200-54 賀来新川二丁目 1200-54

賀来 中河原 1200-55 賀来新川二丁目 1200-55

賀来 中河原 1200-56 賀来新川二丁目 1200-56
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 中河原 1200-57 賀来新川二丁目 1200-57

賀来 中河原 1200-58 賀来新川二丁目 1200-58

賀来 中河原 1200-59 賀来新川二丁目 1200-59

賀来 中河原 1200-60 賀来新川二丁目 1200-60

賀来 中河原 1200-61 賀来新川二丁目 1200-61

賀来 中河原 1200-62 賀来新川二丁目 1200-62

賀来 中河原 1200-63 賀来新川二丁目 1200-63

賀来 中河原 1200-64 賀来新川二丁目 1200-64

賀来 中河原 1200-65 賀来新川二丁目 1200-65

賀来 河原 1200-66 賀来新川二丁目 1200-66

賀来 中河原 1200-68 賀来新川二丁目 1200-68

賀来 中河原 1200-69 賀来新川二丁目 1200-69

賀来 中河原 1200-70 賀来新川二丁目 1200-70

賀来 中河原 1200-72 賀来新川二丁目 1200-72

賀来 中河原 1200-73 賀来新川二丁目 1200-73

賀来 中河原 1200-74 賀来新川二丁目 1200-74

賀来 中河原 1200-75 賀来新川二丁目 1200-75

賀来 中河原 1200-76 賀来新川二丁目 1200-76

賀来 中河原 1200-77 賀来新川二丁目 1200-77

賀来 中河原 1200-78 賀来新川二丁目 1200-78

賀来 中河原 1200-79 賀来新川二丁目 1200-79

賀来 中河原 1258-1 賀来新川二丁目 1258-1

賀来 中河原 1258-2 賀来新川二丁目 1258-2

賀来 中河原 1258-3 賀来新川二丁目 1258-3

賀来 中河原 1258-4 賀来新川二丁目 1258-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 中河原 1258-5 賀来新川二丁目 1258-5

賀来 中河原 1259-1 賀来新川一丁目 1259-1

賀来 中河原 1259-3 賀来新川二丁目 1259-3

賀来 中河原 1259-4 賀来新川二丁目 1259-4

賀来 中河原 1259-5 賀来新川一丁目 1259-5

賀来 中河原 1259-6 賀来新川一丁目 1259-6

賀来 中河原 1259-7 賀来新川一丁目 1259-7

賀来 中河原 1259-8 賀来新川一丁目 1259-8

賀来 中河原 1260-1 賀来新川二丁目 1260-1

賀来 中河原 1260-2 賀来新川二丁目 1260-2

賀来 中河原 1260-3 賀来新川二丁目 1260-3

賀来 中河原 1260-4 賀来新川二丁目 1260-4

賀来 中河原 1260-5 賀来新川二丁目 1260-5

賀来 中河原 1261-1 賀来新川二丁目 1261-1

賀来 中河原 1261-2 賀来新川二丁目 1261-2

賀来 中河原 1261-3 賀来新川二丁目 1261-3

賀来 中河原 1261-4 賀来新川二丁目 1261-4

賀来 中河原 1261-5 賀来新川二丁目 1261-5

賀来 中河原 1261-6 賀来新川二丁目 1261-6

賀来 中河原 1261-7 賀来新川二丁目 1261-7

賀来 中河原 1262 賀来新川二丁目 1262

賀来 中河原 1263-1 賀来新川二丁目 1263-1

賀来 中河原 1263-2 賀来新川二丁目 1263-2

賀来 中河原 1263-3 賀来新川二丁目 1263-3

賀来 中河原 1263-4 賀来新川二丁目 1263-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 中河原 1264-1 賀来新川二丁目 1264-1

賀来 中河原 1264-2 賀来新川二丁目 1264-2

賀来 中河原 1264-3 賀来新川二丁目 1264-3

賀来 中河原 1264-4 賀来新川二丁目 1264-4

賀来 中河原 1264-5 賀来新川二丁目 1264-5

賀来 中河原 1267-1 賀来新川二丁目 1267-1

賀来 中河原 1267-2 賀来新川二丁目 1267-2

賀来 中河原 1267-3 賀来新川二丁目 1267-3

賀来 中河原 1267-4 賀来新川二丁目 1267-4

賀来 中河原 1267-5 賀来新川二丁目 1267-5

賀来 中河原 1267-6 賀来新川二丁目 1267-6

賀来 中河原 1267-7 賀来新川二丁目 1267-7

賀来 中河原 1268 賀来新川二丁目 1268

賀来 中河原 1269-1 賀来新川二丁目 1269-1

賀来 中河原 1269-2 賀来新川二丁目 1269-2

賀来 中河原 1269-3 賀来新川二丁目 1269-3

賀来 中河原 1270-1 賀来新川二丁目 1270-1

賀来 中河原 1270-2 賀来新川二丁目 1270-2

賀来 中河原 1271-1 賀来新川一丁目 1271-1

賀来 中河原 1271-2 賀来新川二丁目 1271-2

賀来 中河原 1271-3 賀来新川一丁目 1271-3

賀来 中河原 1271-4 賀来新川一丁目 1271-4

賀来 中河原 1271-5 賀来新川一丁目 1271-5

賀来 中河原 1272-2 賀来新川二丁目 1272-2

賀来 中河原 1272-3 賀来新川一丁目 1272-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 中河原 1272-4 賀来新川一丁目 1272-4

賀来 中河原 1273-1 賀来新川一丁目 1273-1

賀来 中河原 1273-2 賀来新川二丁目 1273-2

賀来 中河原 1273-3 賀来新川一丁目 1273-3

賀来 中河原 1273-4 賀来新川一丁目 1273-4

賀来 中河原 1273-5 賀来新川一丁目 1273-5

賀来 新川 1274-1 賀来新川一丁目 1274-1

賀来 新川 1274-2 賀来新川一丁目 1274-2

賀来 新川 1274-3 賀来新川一丁目 1274-3

賀来 新川 1274-4 賀来新川一丁目 1274-4

賀来 新川 1274-5 賀来新川一丁目 1274-5

賀来 新川 1274-6 賀来新川一丁目 1274-6

賀来 新川 1274-7 賀来新川一丁目 1274-7

賀来 新川 1274-8 賀来新川一丁目 1274-8

賀来 新川 1274-10 賀来新川一丁目 1274-10

賀来 新川 1274-11 賀来新川一丁目 1274-11

賀来 新川 1275-1 賀来新川一丁目 1275-1

賀来 新川 1275-2 賀来新川一丁目 1275-2

賀来 新川 1275-3 賀来新川一丁目 1275-3

賀来 新川 1277-1 賀来新川一丁目 1277-1

賀来 新川 1278-1 賀来新川一丁目 1278-1

賀来 新川 1278-2 賀来新川一丁目 1278-2

賀来 新川 1280-1 賀来新川一丁目 1280-1

賀来 新川 1280-2 賀来新川一丁目 1280-2

賀来 新川 1280-3 賀来新川一丁目 1280-3
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 新川 1280-4 賀来新川一丁目 1280-4

賀来 新川 1280-5 賀来新川一丁目 1280-5

賀来 新川 1280-6 賀来新川一丁目 1280-6

賀来 新川 1280-8 賀来新川一丁目 1280-8

賀来 新川 1280-9 賀来新川一丁目 1280-9

賀来 新川 1280-11 賀来新川一丁目 1280-11

賀来 新川 1282-1 賀来新川一丁目 1282-1

賀来 新川 1282-2 賀来新川一丁目 1282-2

賀来 新川 1282-3 賀来新川一丁目 1282-3

賀来 新川 1282-4 賀来新川一丁目 1282-4

賀来 新川 1282-5 賀来新川一丁目 1282-5

賀来 新川 1282-6 賀来新川一丁目 1282-6

賀来 新川 1282-7 賀来新川一丁目 1282-7

賀来 新川 1283-1 賀来新川一丁目 1283-1

賀来 新川 1283-2 賀来新川一丁目 1283-2

賀来 新川 1283-3 賀来新川一丁目 1283-3

賀来 新川 1283-6 賀来新川一丁目 1283-6

賀来 新川 1283-7 賀来新川一丁目 1283-7

賀来 新川 1283-8 賀来新川一丁目 1283-8

賀来 新川 1283-9 賀来新川一丁目 1283-9

賀来 新川 1283-10 賀来新川一丁目 1283-10

賀来 新川 1283-11 賀来新川一丁目 1283-11

賀来 新川 1283-12 賀来新川一丁目 1283-12

賀来 新川 1283-14 賀来新川一丁目 1283-14

賀来 新川 1283-16 賀来新川一丁目 1283-16
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 新川 1283-17 賀来新川一丁目 1283-17

賀来 新川 1284-1 賀来新川一丁目 1284-1

賀来 新川 1284-2 賀来新川一丁目 1284-2

賀来 新川 1284-3 賀来新川一丁目 1284-3

賀来 新川 1284-4 賀来新川一丁目 1284-4

賀来 新川 1285-1 賀来新川一丁目 1285-1

賀来 新川 1285-2 賀来新川一丁目 1285-2

賀来 新川 1285-3 賀来新川一丁目 1285-3

賀来 新川 1286-1 賀来新川一丁目 1286-1

賀来 新川 1286-2 賀来新川一丁目 1286-2

賀来 新川 1286-3 賀来新川一丁目 1286-3

賀来 新川 1286-4 賀来新川一丁目 1286-4

賀来 新川 1286-5 賀来新川一丁目 1286-5

賀来 新川 1286-6 賀来新川一丁目 1286-6

賀来 新川 1286-7 賀来新川一丁目 1286-7

賀来 新川 1286-8 賀来新川一丁目 1286-8

賀来 新川 1286-9 賀来新川一丁目 1286-9

賀来 新川 1286-10 賀来新川一丁目 1286-10

賀来 新川 1287 賀来新川一丁目 1287

賀来 新川 1288 賀来新川一丁目 1288

賀来 新川 1289 賀来新川一丁目 1289

賀来 新川 1290-1 賀来新川一丁目 1290-1

賀来 新川 1290-2 賀来新川一丁目 1290-2

賀来 新川 1291-1 賀来新川一丁目 1291-1

賀来 新川 1291-2 賀来新川一丁目 1291-2
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 新川 1291-3 賀来新川一丁目 1291-3

賀来 新川 1291-4 賀来新川一丁目 1291-4

賀来 新川 1291-5 賀来新川一丁目 1291-5

賀来 新川 1291-6 賀来新川一丁目 1291-6

賀来 新川 1291-7 賀来新川一丁目 1291-7

賀来 新川 1292-1 賀来新川一丁目 1292-1

賀来 新川 1292-2 賀来新川一丁目 1292-2

賀来 新川 1292-3 賀来新川一丁目 1292-3

賀来 新川 1292-4 賀来新川一丁目 1292-4

賀来 新川 1292-5 賀来新川一丁目 1292-5

賀来 新川 1292-6 賀来新川一丁目 1292-6

賀来 新川 1292-7 賀来新川一丁目 1292-7

賀来 新川 1293-1 賀来新川一丁目 1293-1

賀来 新川 1293-2 賀来新川一丁目 1293-2

賀来 新川 1293-3 賀来新川一丁目 1293-3

賀来 新川 1293-4 賀来新川一丁目 1293-4

賀来 新川 1293-8 賀来新川一丁目 1293-8

賀来 新川 1293-9 賀来新川一丁目 1293-9

賀来 新川 1293-10 賀来新川一丁目 1293-10

賀来 新川 1294-1 賀来新川一丁目 1294-1

賀来 新川 1294-2 賀来新川一丁目 1294-2

賀来 新川 1295-1 賀来新川一丁目 1295-1

賀来 新川 1295-2 賀来新川一丁目 1295-2

賀来 新川 1295-3 賀来新川一丁目 1295-3

賀来 新川 1295-4 賀来新川一丁目 1295-4
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 新川 1295-5 賀来新川一丁目 1295-5

賀来 新川 1295-6 賀来新川一丁目 1295-6

賀来 新川 1295-7 賀来新川一丁目 1295-7

賀来 新川 1295-8 賀来新川一丁目 1295-8

賀来 新川 1295-10 賀来新川一丁目 1295-10

賀来 新川 1295-11 賀来新川一丁目 1295-11

賀来 新川 1295-13 賀来新川一丁目 1295-13

賀来 新川 1295-14 賀来新川一丁目 1295-14

賀来 新川 1295-15 賀来新川一丁目 1295-15

賀来 新川 1295-16 賀来新川一丁目 1295-16

賀来 新川 1295-17 賀来新川一丁目 1295-17

賀来 新川 1295-18 賀来新川一丁目 1295-18

賀来 新川 1295-19 賀来新川一丁目 1295-19

賀来 新川 1295-20 賀来新川一丁目 1295-20

賀来 新川 1295-22 賀来新川一丁目 1295-22

賀来 新川 1295-23 賀来新川一丁目 1295-23

賀来 新川 1295-24 賀来新川一丁目 1295-24

賀来 新川 1295-25 賀来新川一丁目 1295-25

賀来 新川 1295-26 賀来新川一丁目 1295-26

賀来 新川 1295-27 賀来新川一丁目 1295-27

賀来 新川 1295-28 賀来新川一丁目 1295-28

賀来 新川 1295-32 賀来新川一丁目 1295-32

賀来 新川 1295-34 賀来新川一丁目 1295-34

賀来 新川 1295-35 賀来新川一丁目 1295-35

賀来 新川 1296-1 賀来新川一丁目 1296-1
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 新川 1296-2 賀来新川一丁目 1296-2

賀来 新川 1296-3 賀来新川一丁目 1296-3

賀来 新川 1297-1 賀来新川一丁目 1297-1

賀来 新川 1297-2 賀来新川一丁目 1297-2

賀来 新川 1297-3 賀来新川一丁目 1297-3

賀来 新川 1298-1 賀来新川一丁目 1298-1

賀来 新川 1298-2 賀来新川一丁目 1298-2

賀来 新川 1303-1 賀来新川一丁目 1303-1

賀来 新川 1303-2 賀来新川一丁目 1303-2

賀来 新川 1303-3 賀来新川一丁目 1303-3

賀来 新川 1303-4 賀来新川一丁目 1303-4

賀来 新川 1303-5 賀来新川一丁目 1303-5

賀来 新川 1303-6 賀来新川一丁目 1303-6

賀来 新川 1303-8 賀来新川一丁目 1303-8

賀来 新川 1303-9 賀来新川一丁目 1303-9

賀来 新川 1304-1 賀来新川一丁目 1304-1

賀来 新川 1304-2 賀来新川一丁目 1304-2

賀来 新川 1304-3 賀来新川一丁目 1304-3

賀来 新川 1304-4 賀来新川一丁目 1304-4

賀来 新川 1304-5 賀来新川一丁目 1304-5

賀来 新川 1304-6 賀来新川一丁目 1304-6

賀来 新川 1304-7 賀来新川一丁目 1304-7

賀来 新川 1304-8 賀来新川一丁目 1304-8

賀来 新川 1304-9 賀来新川一丁目 1304-9

賀来 新川 1304-10 賀来新川一丁目 1304-10
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 新川 1304-11 賀来新川一丁目 1304-11

賀来 新川 1304-12 賀来新川一丁目 1304-12

賀来 新川 1304-13 賀来新川一丁目 1304-13

賀来 新川 1304-14 賀来新川一丁目 1304-14

賀来 新川 1304-15 賀来新川一丁目 1304-15

賀来 新川 1304-16 賀来新川一丁目 1304-16

賀来 新川 1304-17 賀来新川一丁目 1304-17

賀来 新川 1304-18 賀来新川一丁目 1304-18

賀来 新川 1304-19 賀来新川一丁目 1304-19

賀来 新川 1304-20 賀来新川一丁目 1304-20

賀来 新川 1304-21 賀来新川一丁目 1304-21

賀来 新川 1306-1 賀来新川一丁目 1306-1

賀来 新川 1306-2 賀来新川一丁目 1306-2

賀来 新川 1306-3 賀来新川一丁目 1306-3

賀来 新川 1306-4 賀来新川一丁目 1306-4

賀来 新川 1306-5 賀来新川一丁目 1306-5

賀来 新川 1306-6 賀来新川一丁目 1306-6

賀来 新川 1306-8 賀来新川一丁目 1306-8

賀来 新川 1307-2 賀来新川一丁目 1307-2

賀来 新川 1311 賀来新川一丁目 1311

賀来 新川 1312-2 賀来新川一丁目 1312-2

賀来 新川 1313 賀来新川一丁目 1313

賀来 新川 1317-2 賀来新川一丁目 1317-2

賀来 新川 1318-2 賀来新川一丁目 1318-2

賀来 新川 1323-7 賀来新川一丁目 1323-7
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大　字 小　字 地　番 町　　名 地　番

旧　新　地　番　対　照　簿

新旧

賀来 新川 1323-8 賀来新川一丁目 1323-8

賀来 新川 1323-9 賀来新川一丁目 1323-9

賀来 新川 1323-10 賀来新川一丁目 1323-10

賀来 新川 1323-11 賀来新川一丁目 1323-11

賀来 新川 1325-2 賀来新川一丁目 1325-2
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