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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字赤岩９９６番地の２ 赤岩西３番地の１

大字赤岩９９９番地
　ハートフル１０１

赤岩西２番地の８
　ハートフル１０１

大字赤岩９９９番地
　ハートフル１０２

赤岩西２番地の８
　ハートフル１０２

大字赤岩９９９番地
　ハートフル１０３

赤岩西２番地の８
　ハートフル１０３

大字赤岩９９９番地
　ハートフル１０４

赤岩西２番地の８
　ハートフル１０４

大字赤岩９９９番地
　ハートフル２０１

赤岩西２番地の８
　ハートフル２０１

大字赤岩９９９番地
　ハートフル２０２

赤岩西２番地の８
　ハートフル２０２

大字赤岩９９９番地
　ハートフル２０３

赤岩西２番地の８
　ハートフル２０３

大字赤岩１０００番地
　コルティーレ　１０１

赤岩西２番地の１３
　コルティーレ　１０１

大字赤岩１０００番地
　コルティーレ　１０３

赤岩西２番地の１３
　コルティーレ　１０３

大字赤岩１０００番地
　コルティーレ　２０１

赤岩西２番地の１３
　コルティーレ　２０１

大字赤岩１０００番地
　コルティーレ２０３

赤岩西２番地の１３
　コルティーレ２０３

大字赤岩１０００番地
　コルティーレ　１０２

赤岩西２番地の１３
　コルティーレ　１０２

大字赤岩１０００番地の１－１ 赤岩西２番地の１

大字赤岩１００３番地の２－１ 赤岩西１番地の５

大字赤岩１００３番地の２－２ 赤岩西１番地の４

大字赤岩１００４番地 赤岩西１番地の７

大字赤岩１０７０番地の１ 赤岩西１１番地の８

大字赤岩１０７０番地の１ 赤岩西１１番地の８

大字赤岩１０７０番地の１ 赤岩西１１番地の８

大字赤岩１０７１番地の１ 赤岩西１０番地の９

大字赤岩１０７１番地の５ 赤岩西１０番地の２１

大字赤岩１０７２番地の１ 赤岩西１１番地の６

大字赤岩１０７２番地の１ 赤岩西１１番地の６

大字赤岩１０７３番地の１ 赤岩西１１番地の４
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字赤岩１０７３番地の９ 赤岩西１１番地の３

大字赤岩１０７４番地の２ 赤岩西１１番地の１

大字赤岩１０８９番地の１ 赤岩西１０番地の１

大字赤岩１０８９番地の４ 赤岩西９番地の２

大字赤岩１０９０番地の６ 赤岩西１０番地の３

大字赤岩１０９１番地 赤岩西１０番地の６

大字赤岩１０９３番地の２ 赤岩西１０番地の２２

大字赤岩１０９５番地の１ 赤岩西７番地の６

大字赤岩１０９５番地の１ 赤岩西７番地の１１

大字赤岩１０９５番地の１－１
　パルフェドルミナス　１０２号室

赤岩西６番地の５
　パルフェドルミナス　１０２号室

大字赤岩１０９５番地の１－１
　パルフェドルミナス１０３

赤岩西６番地の５
　パルフェドルミナス１０３

大字赤岩１０９５番地の１－１
　パルフェドルミナス１０５号室

赤岩西６番地の５
　パルフェドルミナス１０５号室

大字赤岩１０９５番地の１－１
　パルフェドルミナス　２０１号室

赤岩西６番地の５
　パルフェドルミナス　２０１号室

大字赤岩１０９５番地の１－１
　パルフェドルミナス２０５号室

赤岩西６番地の５
　パルフェドルミナス２０５号室

大字赤岩１０９５番地の３ 赤岩西６番地の１３

大字赤岩１０９５番地の３－１ 赤岩西６番地の１２

大字赤岩１０９５番地の４
　パルフェドルミナスⅢ２０１号室

赤岩西７番地の１３
　パルフェドルミナスⅢ２０１号室

大字赤岩１０９５番地の４
　パルフェドルミナスⅢ　２０２号室

赤岩西７番地の１３
　パルフェドルミナスⅢ　２０２号室

大字赤岩１０９５番地の４
　パルフェドルミナスⅢ　２０３号室

赤岩西７番地の１３
　パルフェドルミナスⅢ　２０３号室

大字赤岩１０９５番地の５－１ 赤岩西７番地の５

大字赤岩１０９６番地の３ 赤岩西６番地の３

大字赤岩１０９６番地の６ 赤岩西７番地の１

大字赤岩１０９７番地の３ 赤岩西９番地の４

大字赤岩１０９７番地の３
　ルミエールワン１０１号室

赤岩西９番地の４
　ルミエールワン１０１号室

大字赤岩１０９７番地の３
　ルミエールワン１０２号室

赤岩西９番地の４
　ルミエールワン１０２号室
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字赤岩１０９７番地の３
　ルミエールワン２０１号室

赤岩西９番地の４
　ルミエールワン２０１号室

大字赤岩１０９７番地の３
　ルミエールワン２０２号室

赤岩西９番地の４
　ルミエールワン２０２号室

大字赤岩１０９７番地の３
　ルミエールワン２０３号室

赤岩西９番地の４
　ルミエールワン２０３号室

大字赤岩１０９８番地の５ 赤岩西４番地の１０

大字赤岩１０９８番地の６ 赤岩西４番地の１１

大字赤岩１０９８番地の７
　パルフェドルミナスⅡ１０２号室

赤岩西４番地の１２
　パルフェドルミナスⅡ１０２号室

大字赤岩１０９８番地の７
　パルフェドルミナスⅡ　１０３号室

赤岩西４番地の１２
　パルフェドルミナスⅡ　１０３号室

大字赤岩１０９８番地の７
　パルフェドルミナスⅡ２０１号室

赤岩西４番地の１２
　パルフェドルミナスⅡ２０１号室

大字赤岩１０９８番地の７
　パルフェドルミナスⅡ　２０３号室

赤岩西４番地の１２
　パルフェドルミナスⅡ　２０３号室

大字赤岩１０９８番地の７
　パルフェドルミナスⅡ　１０１号室

赤岩西４番地の１２
　パルフェドルミナスⅡ　１０１号室

大字赤岩１０９９番地の３ 赤岩西４番地の７

大字赤岩１１０１番地 赤岩西４番地の５

大字赤岩１１０３番地の２ 赤岩西４番地の１４

大字赤岩１１０４番地の５ 赤岩西５番地の７

大字赤岩１７８７番地の２
　サンライフ２１千代田１０２号室

赤岩西１番地の１
　サンライフ２１千代田１０２号室

大字赤岩１７８７番地の２
　サンライフ２１千代田２０２号室

赤岩西１番地の１
　サンライフ２１千代田２０２号室

大字赤岩１７８７番地の３ 赤岩西１番地の１０

大字舞木７９番地の１ 舞木東４０番地の２

大字舞木７９番地の１－２ 舞木東４０番地の１４

大字舞木７９番地の１－１ 舞木東４０番地の１

大字舞木７９番地の４ 舞木東４０番地の５

大字舞木８０番地の１－１ 赤岩西１０番地の１２

大字舞木８０番地の１－２ 赤岩西１０番地の１７

大字舞木８０番地の１－３ 赤岩西１０番地の１８

大字舞木８０番地の２－１ 赤岩西１０番地の２０
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木８０番地の２－２ 赤岩西１０番地の１９

大字舞木８１番地の２ 舞木東３９番地の７

大字舞木８１番地の３ 舞木東３９番地の９

大字舞木８１番地の５ 赤岩西１０番地の１６

大字舞木８２番地の１－１ 赤岩西１０番地の１４

大字舞木８２番地の１－２ 赤岩西１０番地の１５

大字舞木８２番地の２－１ 赤岩西１０番地の１３

大字舞木８４番地の１ 舞木東４０番地の６

大字舞木８６番地の１－１ 舞木東４０番地の１１

大字舞木８７番地の１－２ 舞木東３９番地の１４

大字舞木８７番地の１－３ 舞木東３９番地の１０

大字舞木８９番地の２ 舞木東４０番地の１０

大字舞木８９番地の１０ 舞木東４０番地の３

大字舞木８９番地の１１ 舞木東４０番地の８

大字舞木８９番地の１３ 舞木東４１番地の２

大字舞木１００番地の１ 舞木東４１番地の１

大字舞木１００番地の１ 舞木東４１番地の１

大字舞木１０８番地の３ 舞木東３９番地の１

大字舞木１０８番地の５ 舞木東３９番地の３

大字舞木１０８番地の７ 舞木東３９番地の１８

大字舞木１０８番地の７－１ 舞木東３９番地の１７

大字舞木１０９番地の３－１ 舞木東３９番地の６

大字舞木１１０番地の２ 舞木東３９番地の５

大字舞木１１１番地の２ 赤岩西８番地の８

大字舞木１１１番地の３ 赤岩西８番地の１０
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木１１１番地の４－１ 赤岩西８番地の５

大字舞木１１１番地の４－２ 赤岩西８番地の４

大字舞木１１１番地の７ 赤岩西８番地の９

大字舞木１７２番地 舞木東３０番地の８

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＡ　１０１号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＡ　１０１号室

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＡ　１０２号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＡ　１０２号室

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＡ　１０３号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＡ　１０３号室

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＡ　２０１号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＡ　２０１号室

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＡ　２０３号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＡ　２０３号室

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＢ２０２号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＢ２０２号室

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＢ２０２号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＢ２０２号室

大字舞木１８２番地の１
　エールドランジュＢ２０１号室

舞木東２７番地の７
　エールドランジュＢ２０１号室

大字舞木１８３番地の１ 舞木東２６番地の８

大字舞木１８４番地の５ 舞木東２７番地の５

大字舞木１８５番地の１
　駒形町営住宅　１－２

舞木東２７番地の４
　駒形町営住宅　１－２

大字舞木１８５番地の２
　フィオーレ１０１

舞木東２９番地の９
　フィオーレ１０１

大字舞木１８５番地の２
　フィオーレ１０２

舞木東２９番地の９
　フィオーレ１０２

大字舞木１８５番地の２
　フィオーレ２０１

舞木東２９番地の９
　フィオーレ２０１

大字舞木１８５番地の６－１ 舞木東２７番地の４

大字舞木１８５番地の６－２ 舞木東２７番地の３

大字舞木１８５番地の７ 舞木東２７番地の１

大字舞木１８５番地の８ 舞木東２７番地の２

大字舞木１８５番地の１０－１ 舞木東２６番地の５

大字舞木１８５番地の１０－２ 舞木東２６番地の６

大字舞木１８５番地の１１ 舞木東２６番地の４
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木１８５番地の１２ 舞木東２６番地の３

大字舞木１８５番地の１３－１ 舞木東２６番地の１

大字舞木１８５番地の１３－２ 舞木東２６番地の２

大字舞木１８５番地の１３－２ 舞木東２６番地の２

大字舞木１８７番地の１ 舞木東２９番地の７

大字舞木１８７番地の５ 舞木東２９番地の６

大字舞木１８８番地 舞木東３３番地の７

大字舞木１９０番地の１ 舞木東３２番地の３

大字舞木１９２番地 舞木東３１番地の１

大字舞木１９５番地の１ 舞木東３３番地の２

大字舞木１９６番地の２ 舞木東３３番地の６

大字舞木１９６番地の２ 舞木東３３番地の６

大字舞木１９７番地 舞木東３３番地の４

大字舞木２０２番地 舞木東３４番地の３

大字舞木２０２番地 舞木東３４番地の１０

大字舞木２０４番地の２ 舞木東３６番地の７

大字舞木２０４番地の２－１ 舞木東３４番地の１

大字舞木２０４番地の４ 舞木東３８番地の１

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ１０１号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ１０１号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ１０２号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ１０２号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ１０２号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ１０２号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ１０２号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ１０２号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムC１０３号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムC１０３号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ１０４号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ１０４号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ２０１号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ２０１号室
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ２０２号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ２０２号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ２０３号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ２０３号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＣ２０４号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＣ２０４号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＤ１０１号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＤ１０１号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＤ１０２号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＤ１０２号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＤ１０３号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＤ１０３号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＤ２０２号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＤ２０２号室

大字舞木２０４番地の４
　グランデ　アウルムＤ２０３号室

舞木東３８番地の６
　グランデ　アウルムＤ２０３号室

大字舞木２０４番地の５ 舞木東３６番地の５

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＦ１０１号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＦ１０１号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＦ１０１号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＦ１０１号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＦ１０２号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＦ１０２号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＦ２０１号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＦ２０１号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＦ２０２号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＦ２０２号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＧ１０３号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＧ１０３号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＧ２０１号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＧ２０１号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＧ２０１号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＧ２０１号

大字舞木２０４番地の６
　メゾンカインドＧ２０２号

舞木東３４番地の２
　メゾンカインドＧ２０２号

大字舞木２０４番地の２４ 舞木東３８番地の２

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＡ１０２

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＡ１０２

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＡ１０２

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＡ１０２

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＡ１０３

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＡ１０３

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＡ２０１

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＡ２０１

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＡ２０３

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＡ２０３

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＢ１０１

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＢ１０１
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＢ１０２

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＢ１０２

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＢ１０３

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＢ１０３

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＢ２０１

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＢ２０１

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＢ２０２

舞木東３８番地の５
　グランソレイユＢ２０２

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＣ１０１

舞木東３８番地の４
　グランソレイユＣ１０１

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＣ１０２

舞木東３８番地の４
　グランソレイユＣ１０２

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＣ２０１

舞木東３８番地の４
　グランソレイユＣ２０１

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＤ１０１

舞木東３８番地の４
　グランソレイユＤ１０１

大字舞木２０５番地の１－１
　グランソレイユＤ１０２

舞木東３８番地の４
　グランソレイユＤ１０２

大字舞木２０６番地の１－１ 赤岩西６番地の７

大字舞木２０６番地の２ 赤岩西７番地の１０

大字舞木２０６番地の２ 赤岩西７番地の７

大字舞木２０７番地の２－１ 赤岩西６番地の９

大字舞木２０７番地の２－２ 赤岩西６番地の１１

大字舞木２０７番地の３ 赤岩西５番地の４

大字舞木２０７番地の３－１ 赤岩西５番地の３

大字舞木２１０番地の１－１ 赤岩西５番地の６

大字舞木２１０番地の２－１ 舞木東３６番地の２

大字舞木２１０番地の２－２ 舞木東３６番地の１

大字舞木２１０番地の３ 舞木東３６番地の９

大字舞木２１１番地 舞木東３６番地の６

大字舞木２１２番地の２ 舞木東３５番地の５

大字舞木２１３番地の１ 舞木東３５番地の７

大字舞木２１４番地の３ 舞木東３５番地の９

大字舞木２１５番地の１ 舞木東３５番地の１０
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２１６番地の１－１ 舞木東３５番地の３

大字舞木２１６番地の１－２ 舞木東３５番地の４

大字舞木２１６番地の３ 舞木東３５番地の２

大字舞木２１８番地の１ 舞木東３５番地の１

大字舞木２１９番地の１ 舞木東３０番地の１

大字舞木２２１番地の１ 舞木東３０番地の３

大字舞木２２２番地の１ 舞木東３０番地の５

大字舞木２２５番地の１ 舞木東２９番地の２

大字舞木２２６番地の１ 舞木東２９番地の３

大字舞木２２６番地の５ 舞木東２９番地の４

大字舞木２２７番地の１ 舞木東３０番地の１１

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ１０１号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ１０１号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ１０２号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ１０２号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ１０３号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ１０３号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ１０４号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ１０４号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ２０１号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ２０１号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ２０２号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ２０２号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ２０３号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ２０３号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＡ　２０４号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＡ　２０４号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ１０１号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ１０１号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ１０２号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ１０２号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ２０１号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ２０１号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ２０１号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ２０１号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ２０１号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ２０１号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ２０２号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ２０２号室
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ２０３号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ２０３号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ２０４号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ２０４号室

大字舞木２２７番地の４
　サンクローネチヨダＢ２０５号室

舞木東２５番地の１
　サンクローネチヨダＢ２０５号室

大字舞木２２７番地の５ 舞木東２９番地の１１

大字舞木２２７番地の７ 舞木東３０番地の１０

大字舞木２２７番地の２４
　フルフィール　ウィシュ１０１

舞木東２６番地の１６
　フルフィール　ウィシュ１０１

大字舞木２２７番地の２４
　フルフィール　ウィシュ１０２号

舞木東２６番地の１６
　フルフィール　ウィシュ１０２号

大字舞木２２７番地の２４
　フルフィール　ウィシュ２０１

舞木東２６番地の１６
　フルフィール　ウィシュ２０１

大字舞木２２７番地の３４ 舞木東２９番地の１２

大字舞木２２７番地の３５ 舞木東２９番地の１０

大字舞木２２８番地 舞木東２５番地の２

大字舞木２２８番地の２ 舞木東２６番地の１５

大字舞木２２９番地 舞木東２５番地の６

大字舞木２２９番地の９ 舞木東２６番地の１０

大字舞木２５８８番地 舞木東２４番地の４

大字舞木２５８８番地 舞木東２４番地の４

大字舞木２５９４番地の１－１ 舞木東１７番地の６

大字舞木２５９４番地の１－２ 舞木東１７番地の７

大字舞木２５９５番地の１－１ 舞木東１７番地の１１

大字舞木２５９５番地の１－２ 舞木東１７番地の１０

大字舞木２５９６番地の１－１ 舞木東１７番地の９

大字舞木２５９７番地の１ 舞木東２３番地の１０

大字舞木２６００番地の１－１ 舞木東１７番地の１

大字舞木２６００番地の１－２ 舞木東１７番地の１４

大字舞木２６０１番地の２ 舞木東１７番地の５
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２６０２番地の２ 舞木東１７番地の３

大字舞木２６０２番地の２ 舞木東１７番地の３

大字舞木２６０６番地の２ 舞木東２３番地の２

大字舞木２６０７番地の１－１ 舞木東２３番地の４

大字舞木２６０９番地の１ 舞木東２３番地の７

大字舞木２６０９番地の２ 舞木東２３番地の６

大字舞木２６１１番地の２ 舞木東２２番地の５

大字舞木２６１２番地の２ 舞木東２２番地の８

大字舞木２６１３番地の１ 舞木東１８番地の９

大字舞木２６１３番地の２ 舞木東１８番地の１０

大字舞木２６１４番地 舞木東１８番地の６

大字舞木２６１４番地の１－１ 舞木東１８番地の７

大字舞木２６１４番地の１－１ 舞木東１８番地の７

大字舞木２６１５番地の１ 舞木東２０番地の６

大字舞木２６１５番地の３
　Ｇｕｆｏ１０１号室

舞木東２２番地の２
　Ｇｕｆｏ１０１号室

大字舞木２６１５番地の３
　Ｇｕｆｏ　１０３号室

舞木東２２番地の２
　Ｇｕｆｏ　１０３号室

大字舞木２６１５番地の３
　Ｇｕｆｏ１０４号室

舞木東２２番地の２
　Ｇｕｆｏ１０４号室

大字舞木２６１５番地の３
　Ｇｕｆｏ　２０１号室

舞木東２２番地の２
　Ｇｕｆｏ　２０１号室

大字舞木２６１５番地の３
　Ｇｕｆｏ　２０２号室

舞木東２２番地の２
　Ｇｕｆｏ　２０２号室

大字舞木２６１６番地
　デメテールＡ１０１号室

舞木東２２番地の４
　デメテールＡ１０１号室

大字舞木２６１６番地
　デメテールＡ１０２号室

舞木東２２番地の４
　デメテールＡ１０２号室

大字舞木２６１６番地
　デメテールＡ２０１号室

舞木東２２番地の４
　デメテールＡ２０１号室

大字舞木２６１６番地
　デメテールＡ２０２号室

舞木東２２番地の４
　デメテールＡ２０２号室

大字舞木２６１６番地
　デメテールＢ１０１号室

舞木東２２番地の４
　デメテールＢ１０１号室

大字舞木２６１６番地
　デメテールＢ２０１号室

舞木東２２番地の４
　デメテールＢ２０１号室
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２６１７番地
　リチェルカーレ１０１号室

舞木東２１番地の３
　リチェルカーレ１０１号室

大字舞木２６１７番地
　リチェルカーレ１０２号室

舞木東２１番地の３
　リチェルカーレ１０２号室

大字舞木２６１７番地
　リチェルカーレ１０３号室

舞木東２１番地の３
　リチェルカーレ１０３号室

大字舞木２６１７番地
　リチェルカーレ　２０１号室

舞木東２１番地の３
　リチェルカーレ　２０１号室

大字舞木２６１７番地
　リチェルカーレ２０４号室

舞木東２１番地の３
　リチェルカーレ２０４号室

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー１０１号室

舞木東２１番地の２
　メルキュレー１０１号室

大字舞木２６１８番地
　ウィングド・ディスク１０２

舞木東２１番地の４
　ウィングド・ディスク１０２

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー１０２号室

舞木東２１番地の２
　メルキュレー１０２号室

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー１０３号室

舞木東２１番地の２
　メルキュレー１０３号室

大字舞木２６１８番地
　ウィングド・ディスク１０３

舞木東２１番地の４
　ウィングド・ディスク１０３

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー１０３号室

舞木東２１番地の２
　メルキュレー１０３号室

大字舞木２６１８番地
　ウィングド・ディスク１０４

舞木東２１番地の４
　ウィングド・ディスク１０４

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー１０５号室

舞木東２１番地の２
　メルキュレー１０５号室

大字舞木２６１８番地
　ウィングド・ディスク２０１

舞木東２１番地の４
　ウィングド・ディスク２０１

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー２０１号室

舞木東２１番地の２
　メルキュレー２０１号室

大字舞木２６１８番地
　ウィングド・ディスク２０３

舞木東２１番地の４
　ウィングド・ディスク２０３

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー２０５号室

舞木東２１番地の２
　メルキュレー２０５号室

大字舞木２６１８番地
　メルキュレー２０３

舞木東２１番地の２
　メルキュレー２０３号室

大字舞木２６１９番地 舞木東２０番地の４

大字舞木２６１９番地
　アルテミス１０１

舞木東２０番地の５
　アルテミス１０１

大字舞木２６１９番地
　アルテミス１０２

舞木東２０番地の５
　アルテミス１０２

大字舞木２６１９番地
　アルテミス１０３

舞木東２０番地の５
　アルテミス１０３

大字舞木２６１９番地
　アルテミス２０１

舞木東２０番地の５
　アルテミス２０１

大字舞木２６１９番地
　アルテミス２０２

舞木東２０番地の５
　アルテミス２０２

大字舞木２６２０番地の１ 舞木東２１番地の５
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２６２０番地の２ 舞木東２１番地の１

大字舞木２６２１番地 舞木東２０番地の３

大字舞木２６２１番地 舞木東２０番地の２

大字舞木２６２２番地 舞木東２０番地の１

大字舞木２６２２番地の１ 舞木東２０番地の９

大字舞木２６２３番地 舞木東１８番地の５

大字舞木２６２３番地 舞木東１８番地の２

大字舞木２６２３番地 舞木東１８番地の５

大字舞木２６２３番地の２ 舞木東１８番地の４

大字舞木２６２６番地の１
　メゾンＫｉｎｄ１０１

舞木東１８番地の１
　メゾンＫｉｎｄ１０１

大字舞木２６２６番地の１
　メゾンＫｉｎｄ１０２

舞木東１８番地の１
　メゾンＫｉｎｄ１０２

大字舞木２６２６番地の１
　メゾンＫｉｎｄ１０４

舞木東１８番地の１
　メゾンＫｉｎｄ１０４

大字舞木２６２６番地の１
　メゾンＫｉｎｄ２０１

舞木東１８番地の１
　メゾンＫｉｎｄ２０１

大字舞木２６２６番地の１
　メゾンＫｉｎｄ２０３

舞木東１８番地の１
　メゾンＫｉｎｄ２０３

大字舞木２６２６番地の１
　メゾンＫｉｎｄ２０４

舞木東１８番地の１
　メゾンＫｉｎｄ２０４

大字舞木２６２８番地の２－１ 舞木東６番地の８

大字舞木２６２８番地の２－２ 舞木東６番地の７

大字舞木２６２８番地の３ 舞木東６番地の６

大字舞木２６２８番地の４ 舞木東６番地の５

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＣ１０１号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＣ１０１号

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＣ１０２号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＣ１０２号

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＣ２０１号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＣ２０１号

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＣ２０３号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＣ２０３号

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＤ１０１号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＤ１０１号

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＤ１０２号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＤ１０２号
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＤ１０３号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＤ１０３号

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＣ１０３号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＣ１０３号

大字舞木２６２９番地
　メゾンカインドＤ２０２号

舞木東１９番地の１
　メゾンカインドＤ２０２号

大字舞木２６３０番地 舞木東１９番地の２

大字舞木２６３１番地 舞木東１９番地の１１

大字舞木２６３２番地 舞木東１９番地の１０

大字舞木２６３２番地の２ 舞木東１９番地の３

大字舞木２６３３番地の１－１ 舞木東１９番地の４

大字舞木２６３５番地 舞木東１９番地の６

大字舞木２６３５番地 舞木東１９番地の７

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＡ１０２号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＡ１０２号室

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＡ１０３号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＡ１０３号室

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＡ２０１号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＡ２０１号室

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＢ１０１号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＢ１０１号室

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＢ１０２号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＢ１０２号室

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＢ１０３号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＢ１０３号室

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＡ２０３号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＡ２０３号室

大字舞木２６３７番地
　グランデ　アウルムＡ２０３号室

赤岩西２番地の６
　グランデ　アウルムＡ２０３号室

大字舞木２６３９番地 赤岩西２番地の４

大字舞木２６４１番地
　メゾンカインドＥ１０１号

赤岩西２番地の１０
　メゾンカインドＥ１０１号

大字舞木２６４１番地
　メゾンカインドＥ１０２号

赤岩西２番地の１０
　メゾンカインドＥ１０２号

大字舞木２６４１番地
　メゾンカインドＥ１０３号

赤岩西２番地の１０
　メゾンカインドＥ１０３号

大字舞木２６４１番地
　メゾンカインドＥ２０２号

赤岩西２番地の１０
　メゾンカインドＥ２０２号

大字舞木２６４１番地の１－１ 赤岩西２番地の１１

大字舞木２６５３番地 舞木東２２番地の３
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２６５６番地の１－１ 舞木東６番地の４

大字舞木２６５６番地の１－２ 舞木東６番地の９

大字舞木２６５８番地 舞木東６番地の１

大字舞木２６５８番地の３ 舞木東６番地の１２

大字舞木２６６６番地の２ 舞木東２番地の４

大字舞木２６６６番地の４ 舞木東２番地の２

大字舞木２６６７番地の１ 舞木東３番地の１

大字舞木２６６７番地の２ 舞木東３番地の２

大字舞木２６６７番地の３ 舞木東３番地の３

大字舞木２６６８番地の３ 舞木東３番地の６

大字舞木２６６８番地の５ 舞木東３番地の５

大字舞木２６６８番地の７ 舞木東３番地の４

大字舞木２６７０番地 舞木東４番地の８

大字舞木２６７３番地の１ 舞木東４番地の７

大字舞木２６７３番地の１－１ 舞木東４番地の６

大字舞木２６７３番地の３ 舞木東４番地の４

大字舞木２６７３番地の４ 舞木東４番地の５

大字舞木２６７４番地の１ 舞木東５番地の８

大字舞木２６７４番地の２ 舞木東５番地の１

大字舞木２６７６番地の２ 舞木東５番地の２

大字舞木２６７７番地の１－１
　ソレイユ　シャトウ１０１

舞木東５番地の７
　ソレイユ　シャトウ１０１

大字舞木２６７７番地の１－１
　ソレイユ　シャトウ１０２

舞木東５番地の７
　ソレイユ　シャトウ１０２

大字舞木２６７７番地の１－１
　ソレイユ　シャトウ１０３

舞木東５番地の７
　ソレイユ　シャトウ１０３

大字舞木２６７７番地の１－１
　ソレイユ　シャトウ２０１

舞木東５番地の７
　ソレイユ　シャトウ２０１

大字舞木２６７７番地の１－１
　ソレイユ　シャトウ２０２

舞木東５番地の７
　ソレイユ　シャトウ２０２
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２６７７番地の１－１
　ソレイユ　シャトウ２０３

舞木東５番地の７
　ソレイユ　シャトウ２０３

大字舞木２６７８番地の１ 舞木東５番地の５

大字舞木２６７８番地の２ 舞木東５番地の４

大字舞木２６７９番地 舞木東７番地の１

大字舞木２６８０番地
　メゾンカインドＢ１０２号

舞木東７番地の１４
　メゾンカインドＢ１０２号

大字舞木２６８０番地
　メゾンカインドＢ１０４号

舞木東７番地の１４
　メゾンカインドＢ１０４号

大字舞木２６８０番地
　メゾンカインドＢ２０３号

舞木東７番地の１４
　メゾンカインドＢ２０３号

大字舞木２６８１番地の１ 舞木東７番地の３

大字舞木２６８１番地の１ 舞木東７番地の３

大字舞木２６８１番地の２ 舞木東７番地の２

大字舞木２６８１番地の２ 舞木東７番地の２

大字舞木２６８１番地の３ 舞木東７番地の４

大字舞木２６８２番地の１ 舞木東７番地の５

大字舞木２６８２番地の２ 舞木東７番地の８

大字舞木２６８２番地の３ 舞木東７番地の８

大字舞木２６８２番地の４ 舞木東７番地の７

大字舞木２６８２番地の５ 舞木東７番地の１０

大字舞木２６８２番地の６ 舞木東７番地の６

大字舞木２６８３番地 舞木東７番地の９

大字舞木２６８５番地 舞木東８番地の９

大字舞木２６８６番地の２ 舞木東８番地の７

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＡ１０１

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＡ１０１

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＡ１０２

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＡ１０２

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＡ１０２

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＡ１０２

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＡ２０１

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＡ２０１
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＡ２０２

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＡ２０２

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＢ１０１

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＢ１０１

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＢ１０２

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＢ１０２

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＢ２０１

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＢ２０１

大字舞木２６８７番地の１
　ラッフィナートモルティＢ２０３

舞木東８番地の６
　ラッフィナートモルティＢ２０３

大字舞木２６８７番地の１－１ 舞木東８番地の１２

大字舞木２６８７番地の２ 舞木東８番地の１１

大字舞木２６８８番地 舞木東８番地の２

大字舞木２６８８番地 舞木東８番地の２

大字舞木２６８８番地の１－１ 舞木東８番地の３

大字舞木２６８８番地の１－２ 舞木東８番地の４

大字舞木２６８９番地の２ 舞木東８番地の１４

大字舞木２６８９番地の３ 舞木東８番地の１

大字舞木２６９０番地の１ 舞木東９番地の３

大字舞木２６９０番地の２ 舞木東９番地の６

大字舞木２６９２番地の１ 舞木東９番地の１

大字舞木２６９２番地の２ 舞木東９番地の１３

大字舞木２６９５番地 舞木東１０番地の７

大字舞木２６９７番地の３ 舞木東１０番地の２

大字舞木２６９７番地の５ 舞木東１０番地の１

大字舞木２６９８番地の３ 舞木東１０番地の１１

大字舞木２６９８番地の５ 舞木東１０番地の９

大字舞木２６９９番地の１ 舞木東１１番地の１２

大字舞木２７００番地の２ 舞木東１１番地の１

大字舞木２７０１番地の１
　ビューラー７１０１号

舞木東１１番地の１１
　ビューラー７１０１号
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２７０１番地の１
　ビューラー７　１０３号

舞木東１１番地の１１
　ビューラー７　１０３号

大字舞木２７０１番地の１
　ビューラー７　２０１号

舞木東１１番地の１１
　ビューラー７　２０１号

大字舞木２７０１番地の１
　ビューラー７　２０２号

舞木東１１番地の１１
　ビューラー７　２０２号

大字舞木２７０１番地の１
　ビューラー７　２０３号

舞木東１１番地の１１
　ビューラー７　２０３号

大字舞木２７０１番地の３ 舞木東１１番地の１０

大字舞木２７０１番地の４ 舞木東１１番地の２

大字舞木２７０１番地の８ 舞木東１１番地の４

大字舞木２７０２番地の２ 舞木東１１番地の５

大字舞木２７０３番地の１－１ 舞木東１１番地の８

大字舞木２７０３番地の２ 舞木東１１番地の７

大字舞木２７０４番地の１－１ 舞木東９番地の１１

大字舞木２７０５番地 舞木東９番地の９

大字舞木２７０５番地 舞木東９番地の９

大字舞木２７０５番地の２ 舞木東９番地の８

大字舞木２７１１番地の１
　スカイハイツイシカワ９１　１０２号
室

舞木東１５番地の１
　スカイハイツイシカワ９１　１０２号
室

大字舞木２７１１番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－１０３号
室

舞木東１５番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－１０３号
室

大字舞木２７１１番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０１号
室

舞木東１５番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０１号
室

大字舞木２７１１番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０１号
室

舞木東１５番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０１号
室

大字舞木２７１１番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０１号
室

舞木東１５番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０１号
室

大字舞木２７１１番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０２号
室

舞木東１５番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０２号
室

大字舞木２７１１番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０３号
室

舞木東１５番地の１
　スカイハイツイシカワ９１－２０３号
室

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ａ－１０１号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ａ－１０１号

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ａ－１０２号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ａ－１０２号

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ａ－１０３号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ａ－１０３号

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ａ－２０１号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ａ－２０１号
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ａ－２０２号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ａ－２０２号

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ａ－２０３号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ａ－２０３号

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ｂ－１０１号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ｂ－１０１号

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ｂ－１０２号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ｂ－１０２号

大字舞木２７１１番地の５
　コーポ舞木Ｂ－２０１号

舞木東１５番地の２２
　コーポ舞木Ｂ－２０１号

大字舞木２７１３番地の３ 舞木東１５番地の４

大字舞木２７１３番地の４ 舞木東１５番地の６

大字舞木２７１３番地の５ 舞木東１５番地の７

大字舞木２７１３番地の６ 舞木東１５番地の８

大字舞木２７１６番地 舞木東１６番地の１

大字舞木２７１７番地 舞木東１６番地の１７

大字舞木２７１８番地の１ 舞木東１６番地の２

大字舞木２７１８番地の２ 舞木東１６番地の６

大字舞木２７２１番地 舞木東１６番地の４

大字舞木２７２２番地の１ 舞木東１６番地の８

大字舞木２７２２番地の２ 舞木東１６番地の９

大字舞木２７２２番地の３ 舞木東１６番地の１０

大字舞木２７２３番地の２ 舞木東１６番地の１３

大字舞木２７２４番地の１ 舞木東１５番地の１３

大字舞木２７２４番地の２ 舞木東１６番地の１４

大字舞木２７２４番地の６ 舞木東１６番地の１５

大字舞木２７２４番地の７ 舞木東１６番地の１６

大字舞木２７２５番地の４ 舞木東１５番地の１４

大字舞木２７２５番地の５ 舞木東１５番地の１５

大字舞木２７２５番地の６ 舞木東１５番地の１６
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旧新住所対照表

旧 住 所 新 住 所 備 考

大字舞木２７２５番地の７ 舞木東１５番地の１７

大字舞木２７２５番地の８ 舞木東１５番地の２０

大字舞木２７２７番地の１－１ 舞木東１３番地の４

大字舞木２７３０番地の１－１ 舞木東１３番地の６

大字舞木２７３１番地の１ 舞木東１２番地の１１

大字舞木２７３１番地の２ 舞木東１２番地の１３

大字舞木２７３２番地の１ 舞木東１２番地の１４

大字舞木２７３２番地の２ 舞木東１２番地の１０

大字舞木２７３２番地の３ 舞木東１２番地の７

大字舞木２７３４番地の１－１
　トスカテール１０２号

舞木東１２番地の１５
　トスカテール１０２号

大字舞木２７３４番地の１－１
　トスカテール２０１号

舞木東１２番地の１５
　トスカテール２０１号

大字舞木２７３４番地の１－１
　トスカテール２０２号

舞木東１２番地の１５
　トスカテール２０２号

大字舞木２７３４番地の１－１
　トスカテール２０３号

舞木東１２番地の１５
　トスカテール２０３号

大字舞木２７３４番地の３ 舞木東１２番地の１８

大字舞木２７３４番地の４ 舞木東１２番地の４

大字舞木２７３５番地 舞木東１２番地の３

大字舞木２７３５番地 舞木東１２番地の１９

大字舞木２７３８番地の３ 舞木東１２番地の２１
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