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新住所 建物の名称 旧住所 建物の名称・街区

大字藤샡保６００１番地 大字藤샡保２番地１３

大字藤샡保６００４番地 大字藤샡保２番地１５

大字藤샡保６０１０番地 大字藤샡保２番地２

大字藤샡保６０１１番地 大字藤샡保２番地２

大字藤샡保６０１２番地 大字藤샡保２番地１

大字藤샡保６０１３番地 大字藤샡保２番地１

大字藤샡保６０１４番地 大字藤샡保３８８８番地

大字藤샡保６０１５番地 大字藤샡保２番地１

大字藤샡保６０１６番地 大字藤샡保２番地１

大字藤샡保６０１７番地 大字藤샡保２番地１

大字藤샡保６０１９番地 大字藤샡保２番地１

大字藤샡保６０２０番地 大字藤샡保２番地１

大字藤샡保６０２１番地 大字藤샡保２番地４

大字藤샡保６０２２番地 大字藤샡保２番地４

大字藤샡保６０２３番地 大字藤샡保２番地２１

大字藤샡保６０２４番地 大字藤샡保２番地２１

大字藤샡保６０２５番地 大字藤샡保２番地４

大字藤샡保６０２９番地　 大字藤샡保３８７８番地４

大字藤샡保６０３０番地 大字藤샡保３８７８番地６

大字藤샡保６０３２番地 大字藤샡保３８７８番地２

大字藤샡保６０３７番地 大字藤샡保３８７８番地１

大字藤샡保６０４１番地 大字藤샡保３８７７番地８

大字藤샡保６０４３番地 大字藤샡保３８７７番地９

大字藤샡保６０４４番地 大字藤샡保３８７７番地１０

大字藤샡保６０４５番地 大字藤샡保３８７７番地３

大字藤샡保６０４７番地 大字藤샡保３８７６番地１

大字藤샡保６０４８番地 大字藤샡保３８７６番地４

大字藤샡保６０４９番地 大字藤샡保３８７６番地５

大字藤샡保６０５１番地 大字藤샡保３８７５番地６

大字藤샡保６０５４番地　 バ－ンスタイン杉並２５４ 大字藤샡保３８７５番地５ バ－ンスタイン杉並２５４

大字藤샡保６０５５番地 大字藤샡保３８８０番地３

大字藤샡保６０５６番地 大字藤샡保３８８０番地２

大字藤샡保６０５７番地 大字藤샡保３８８０番地３

大字藤샡保６０５８番地 大字藤샡保３８８０番地４

大字藤샡保６０５９番地 大字藤샡保３８８０番地５

大字藤샡保６０６０番地 大字藤샡保３８８５番地６

大字藤샡保６０６１番地 大字藤샡保３８８５番地３

大字藤샡保６０６２番地 大字藤샡保３８８５番地４

新旧住所対照表（新番地順）

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。



2/9

新住所 建物の名称 旧住所 建物の名称・街区

大字藤샡保６０６３番地 大字藤샡保３８８５番地３

大字藤샡保６０６４番地 大字藤샡保３８８５番地４

大字藤샡保６０６５番地 大字藤샡保３８８５番地４

大字藤샡保６０７１番地 大字藤샡保３８８４番地６

大字藤샡保６０７２番地 大字藤샡保３８８４番地７

大字藤샡保６０７３番地 大字藤샡保３８８４番地８

大字藤샡保６０７４番地 大字藤샡保３８８１番地１０

大字藤샡保６０７５番地 大字藤샡保３８８１番地１

大字藤샡保６０７６番地 大字藤샡保３８８１番地１４

大字藤샡保６０７８番地 大字藤샡保３８８１番地８

大字藤샡保６０８０番地 大字藤샡保３８７５番地６

大字藤샡保６０８１番地 大字藤샡保３８７５番地５

大字藤샡保６０８２番地　 ブラームスふじみ野 大字藤샡保３８７５番地４ ブラームスふじみ野

大字藤샡保６０８５番地 大字藤샡保３８８２番地３

大字藤샡保６０８７番地 大字藤샡保３８８２番地１１

大字藤샡保６０８８番地 大字藤샡保３８８２番地１２

大字藤샡保６０８９番地 大字藤샡保３８８２番地４

大字藤샡保６０９０番地 大字藤샡保３８８２番地５

大字藤샡保６０９２番地 大字藤샡保３８８２番地６ （６街区２４画地）

大字藤샡保６０９５番地 大字藤샡保３８８３番地９

大字藤샡保６０９７番地 大字藤샡保３８８３番地６

大字藤샡保６０９９番地 大字藤샡保３８８３番地８

大字藤샡保６１０２番地 大字藤샡保３８８３番地４

大字藤샡保６１０４番地 大字藤샡保３８８３番地３

大字藤샡保６１０６番地 大字藤샡保３８８３番地１

大字藤샡保６１０９番地 大字藤샡保３８８３番地１０

大字藤샡保６１１０番地 大字藤샡保３８８３番地６

大字藤샡保６１１２番地 大字藤샡保３８８２番地２

大字藤샡保６１１５番地 大字藤샡保３８８２番地３

大字藤샡保６１１６番地 大字藤샡保３８８２番地３

大字藤샡保６１１７番地 大字藤샡保３８８２番地３

大字藤샡保６１１８番地 大字藤샡保３８８２番地３

大字藤샡保６１２０番地 大字藤샡保３８９１番地１

大字藤샡保６１２２番地 大字藤샡保３８９１番地１７

大字藤샡保６１２５番地 大字藤샡保３８９１番地１４

大字藤샡保６１２８番地 大字藤샡保３８９１番地５

大字藤샡保６１３１番地 大字藤샡保３８９０番地１２

大字藤샡保６１３２番地 大字藤샡保３８９０番地８

大字藤샡保６１３６番地 大字藤샡保３８９０番地１１

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。
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新住所 建物の名称 旧住所 建物の名称・街区

大字藤샡保６１３８番地 大字藤샡保３８９０番地１

大字藤샡保６１３９番地 大字藤샡保３８９０番地６

大字藤샡保６１４０番地 大字藤샡保３８８９番地３

大字藤샡保６１４１番地 大字藤샡保３８８９番地２

大字藤샡保６１４２番地 大字藤샡保３８８９番地１

大字藤샡保６１４４番地 大字藤샡保３８８９番地９

大字藤샡保６１４６番地 大字藤샡保３８９３番地１

大字藤샡保６１４８番地 大字藤샡保３８９３番地８

大字藤샡保６１５０番地 大字藤샡保３８９３番地９

大字藤샡保６１５１番地 大字藤샡保３８９３番地１０

大字藤샡保６１５２番地 大字藤샡保３８９３番地１１

大字藤샡保６１５３番地 大字藤샡保３８９３番地１２

大字藤샡保６１５４番地 大字藤샡保３８９３番地１３

大字藤샡保６１５６番地 大字藤샡保３８９３番地１４

大字藤샡保６１５７番地 大字藤샡保３８９４番地３

大字藤샡保６１５９番地 大字藤샡保３８９３番地１５

大字藤샡保６１６２番地 大字藤샡保３８９３番地３

大字藤샡保６１６４番地 大字藤샡保３８９２番地１

大字藤샡保６１６７番地 大字藤샡保３８９３番地２

大字藤샡保６１６７番地 フルール 大字藤샡保３８９３番地２ フルール

大字藤샡保６１６８番地　 大字藤샡保３８９３番地２

大字藤샡保６１７０番地 大字藤샡保３９０４番地８

大字藤샡保６１７１番地　 グリ－ンハウスＡ 大字藤샡保３８９６番地１５ グリ－ンハウスＡ

大字藤샡保６１７３番地 大字藤샡保３８９６番地７

大字藤샡保６１７４番地 大字藤샡保３８９６番地９

大字藤샡保６１７５番地 大字藤샡保３８９６番地１０ （８街区８画地）

大字藤샡保６１７６番地 大字藤샡保３８９８番地７

大字藤샡保６１７７番地 大字藤샡保３８９８番地６

大字藤샡保６１７８番地 大字藤샡保３８９９番地６

大字藤샡保６１８１番地 大字藤샡保３８９６番地３

大字藤샡保６１８３番地 大字藤샡保３８９６番地２

大字藤샡保６１８４番地 大字藤샡保３９０４番地７

大字藤샡保６１８５番地 大字藤샡保３９０４番地６

大字藤샡保６１８９番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６１９０番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６１９１番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６１９２番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６１９３番地 大字藤샡保３８９６番地１１

大字藤샡保６１９４番地 大字藤샡保３８９６番地１２

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。
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新住所 建物の名称 旧住所 建物の名称・街区

大字藤샡保６１９５番地 大字藤샡保３８９６番地

大字藤샡保６１９６番地 大字藤샡保３８９８番地８

大字藤샡保６１９７番地 大字藤샡保３８９９番地４

大字藤샡保６１９９番地 大字藤샡保３８９９番地８

大字藤샡保６２０１番地 大字藤샡保３８９８番地１５

大字藤샡保６２０２番地 大字藤샡保３８９８番地１０

大字藤샡保６２０３番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６２０５番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６２０６番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６２０７番地 大字藤샡保３８９６番地１

大字藤샡保６２０８番地 大字藤샡保３８９８番地１３

大字藤샡保６２１４番地 大字藤샡保３９０２番地２９

大字藤샡保６２１５番地 大字藤샡保３９０２番地２７

大字藤샡保６２１７番地 大字藤샡保３９０２番地２２

大字藤샡保６２１８番地 大字藤샡保３９０２番地２２

大字藤샡保６２１９番地 大字藤샡保３９０２番地２０

大字藤샡保６２２０番地 大字藤샡保３９０２番地２３

大字藤샡保６２２２番地 大字藤샡保３９０２番地２７

大字藤샡保６２２３番地 大字藤샡保３９０２番地２８

大字藤샡保６２２４番地 大字藤샡保３９００番地２

大字藤샡保６２２６番地 大字藤샡保３９００番地２

大字藤샡保６２２９番地 大字藤샡保３９０１番地１

大字藤샡保６２３１番地 大字藤샡保３９０１番地１２

大字藤샡保６２３２番地 大字藤샡保３９０２番地１７

大字藤샡保６２３３番地 大字藤샡保３９０２番地１６

大字藤샡保６２３４番地 大字藤샡保３９０２番地１５

大字藤샡保６２３５番地 大字藤샡保３９０２番地１４

大字藤샡保６２３６番地 大字藤샡保３９０２番地２０

大字藤샡保６２３７番地 大字藤샡保３９０２番地１

大字藤샡保６２３８番地 大字藤샡保３９０２番地２２

大字藤샡保６２３９番地 大字藤샡保３９０２番地２２

大字藤샡保６２４０番地 大字藤샡保３９０４番地５

大字藤샡保６２４５番地 大字藤샡保３９０５番地５

大字藤샡保６２４６番地 大字藤샡保３９０５番地４

大字藤샡保６２４７番地 大字藤샡保３９０５番地１

大字藤샡保６２４９番地 大字藤샡保３９０７番地１０

大字藤샡保６２５０番地 大字藤샡保３９０７番地１１

大字藤샡保６２５１番地 大字藤샡保３９０７番地３

大字藤샡保６２５３番地 大字藤샡保３９０７番地３

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。
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新住所 建物の名称 旧住所 建物の名称・街区

大字藤샡保６２５４番地 大字藤샡保３９０７番地１３

大字藤샡保６２５５番地 大字藤샡保３９０７番地１２

大字藤샡保６２５６番地 大字藤샡保３９０７番地９

大字藤샡保６２５７番地 大字藤샡保３９０７番地５

大字藤샡保６２５８番地 大字藤샡保３９０７番地６

大字藤샡保６２５９番地 大字藤샡保３９０７番地７

大字藤샡保６２６０番地 大字藤샡保３９０７番地８ （１３街区３１画地）

大字藤샡保６２６１番地 大字藤샡保３９１０番地２７

大字藤샡保６２６２番地　 ブルースカイふじみ野 大字藤샡保３９１０番地２９ ブルースカイふじみ野

大字藤샡保６２６３番地 テラスハウス 大字藤샡保３９０９番地１ テラスハウス

大字藤샡保６２６５番地 大字藤샡保３９０９番地１

大字藤샡保６２６６番地 大字藤샡保３９０２番地８

大字藤샡保６２６７番地 大字藤샡保３９０４番地１２ （１３街区１２－２画地）

大字藤샡保６２６８番地 大字藤샡保３９０２番地１０

大字藤샡保６２６９番地 大字藤샡保３９０２番地１１

大字藤샡保６２７０番地 大字藤샡保３９０２番地１２

大字藤샡保６２７２番地 大字藤샡保３９０１番地５

大字藤샡保６２７３番地 大字藤샡保３９０１番地７

大字藤샡保６２７４番地　 セレ－ノヴィオラＡ 大字藤샡保３９１３番地１ セレ－ノヴィオラＡ

大字藤샡保６２７５番地　 セレ－ノヴィオラＢ　 大字藤샡保３９１１番地１ セレ－ノヴィオラＢ

大字藤샡保６２７７番地　 アプローズ・Ｍ 大字藤샡保３９０９番地１ アプローズ・Ｍ

大字藤샡保６２７８番地 大字藤샡保３９１０番地２０

大字藤샡保６２７９番地 大字藤샡保３９１０番地１５

大字藤샡保６２８０番地 大字藤샡保３９１０番地１４

大字藤샡保６２８１番地 大字藤샡保３９１０番地１３

大字藤샡保６２８２番地 大字藤샡保３９１２番地６

大字藤샡保６２８３番地 大字藤샡保３９１２番地７

大字藤샡保６２８４番地 大字藤샡保３９１２番地８

大字藤샡保６２８５番地 大字藤샡保３９１０番地５

大字藤샡保６２８６番地 大字藤샡保３９１０番地６

大字藤샡保６２８７番地 大字藤샡保３９１０番地２６

大字藤샡保６２８９番地 大字藤샡保３９１９番地３

大字藤샡保６２９３番地 大字藤샡保３９１２番地１１

大字藤샡保６２９４番地 大字藤샡保３９１０番地１６

大字藤샡保６２９５番地 大字藤샡保３９１０番地１２

大字藤샡保６２９７番地　 サンクレセオ 大字藤샡保３９１４番地１ サンクレセオ

大字藤샡保６２９９番地　 シャ－メゾン北松原 大字藤샡保３９１４番地１ シャ－メゾン北松原

大字藤샡保６３００番地　 鈴木ハイツ 大字藤샡保３９１５番地６ 鈴木ハイツ

大字藤샡保６３０４番地 大字藤샡保３９１５番地２

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。
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新住所 建物の名称 旧住所 建物の名称・街区

大字藤샡保６３０６番地 大字藤샡保３９１５番地９

大字藤샡保６３０７番地 大字藤샡保３９１５番地１１

大字藤샡保６３０８番地 大字藤샡保３９１６番地８

大字藤샡保６３１０番地 大字藤샡保３９１６番地５

大字藤샡保６３１５番地 大字藤샡保３９０８番地１

大字藤샡保６３１６番地 大字藤샡保３９０８番地１

大字藤샡保６３１７番地 大字藤샡保３９０８番地１

大字藤샡保６３１９番地 大字藤샡保３９１６番地１１

大字藤샡保６３２０番地 大字藤샡保３９１６番地２

大字藤샡保６３２１番地 大字藤샡保３９１６番地７

大字藤샡保６３２２番地 大字藤샡保３９１６番地６

大字藤샡保６３６２番地 大字藤샡保３９３３番地１

大字藤샡保６３６４番地 大字藤샡保３９３４番地７

大字藤샡保６３６５番地 大字藤샡保３９３４番地６

大字藤샡保６３６６番地 大字藤샡保３９３４番地４

大字藤샡保６３６７番地 大字藤샡保３９３４番地３

大字藤샡保６３６８番地 大字藤샡保３９３４番地１

大字藤샡保６３６９番地 大字藤샡保３９３４番地１

大字藤샡保６３７３番地 大字藤샡保３９３８番地３

大字藤샡保６３７５番地 大字藤샡保３９３９番地

大字藤샡保６３７５番地 大字藤샡保３９３９番地５

大字藤샡保６３７６番地 大字藤샡保３９４０番地１８

大字藤샡保６３７７番地 大字藤샡保３９４０番地１９

大字藤샡保６３７８番地 大字藤샡保３９４０番地２０

大字藤샡保６３８０番地 大字藤샡保３９４０番地１０

大字藤샡保６３８１番地 大字藤샡保３９４１番地３

大字藤샡保６３８２番地 大字藤샡保３９４０番地１３

大字藤샡保６３８３番地 大字藤샡保３９４０番地１４

大字藤샡保６３８４番地 大字藤샡保３９４０番地１５

大字藤샡保６３８５番地 大字藤샡保３９４０番地１６

大字藤샡保６３８６番地 大字藤샡保３９４５番地９

大字藤샡保６３８７番地 大字藤샡保３９４５番地２

大字藤샡保６３８９番地 大字藤샡保３９４５番地８

大字藤샡保６３９０番地 大字藤샡保３９４５番地６

大字藤샡保６３９３番地 大字藤샡保３９４５番地１４

大字藤샡保６３９４番地 大字藤샡保３９４５番地１５

大字藤샡保６３９６番地 大字藤샡保３９４４番地１

大字藤샡保６４０２番地 大字藤샡保３９４３番地１

大字藤샡保６４０４番地 大字藤샡保３９４３番地３

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。
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新住所 建物の名称 旧住所 建物の名称・街区

大字藤샡保６４１６番地 大字藤샡保３８５７番地８８

大字藤샡保６４１７番地 大字藤샡保３８５７番地８５

大字藤샡保６４１９番地　 アネックス三芳野 大字藤샡保３８５７番地８ アネックス三芳野

大字藤샡保６４２１番地 大字藤샡保３８５６番地１ （２１街区３－１画地）

大字藤샡保６４２３番地 大字藤샡保３８５６番地１ （２１街区３－２画地）

大字藤샡保６４２４番地 大字藤샡保３８５５番地５ （２１街区３－３画地）

大字藤샡保６４２５番地 大字藤샡保３８５４番地６ （２１街区３－４画地）

大字藤샡保６４２６番地 大字藤샡保３８５３番地３ （２１街区３－５画地）

大字藤샡保６４２７番地 大字藤샡保３８５３番地３ （２１街区３－６画地）

大字藤샡保６４２８番地 大字藤샡保３８５２番地２ （２１街区３－７画地）

大字藤샡保６４３２番地 大字藤샡保３８５０番地

大字藤샡保６４３３番地 大字藤샡保３８５０番地

大字藤샡保６４３４番地 大字藤샡保３８５０番地

大字藤샡保６４３５番地 大字藤샡保３８５０番地

大字藤샡保６４３６番地 大字藤샡保３８３３番地９

大字藤샡保６４３７番地 大字藤샡保３８３３番地８

大字藤샡保６４３９番地 大字藤샡保３８３３番地１０

大字藤샡保６４４０番地 大字藤샡保３８３３番地１１

大字藤샡保６４４１番地 大字藤샡保３８３３番地１３

大字藤샡保６４４２番地 大字藤샡保３８４７番地３３

大字藤샡保６４４５番地 大字藤샡保３８５３番地５ （２２街区２－５画地）

大字藤샡保６４４６番地 大字藤샡保３８５３番地５ （２２街区２－４画地）

大字藤샡保６４４７番地 大字藤샡保３８５４番地４ （２２街区２－３画地）

大字藤샡保６４４９番地 大字藤샡保３８５５番地４ （２２街区２－１画地）

大字藤샡保６４５２番地 大字藤샡保３８５６番地３

大字藤샡保６４５４番地 大字藤샡保３８５５番地２ （２２街区２－１１画地）

大字藤샡保６４５５番地 大字藤샡保３８５５番地３ （２２街区２－１０画地）

大字藤샡保６４５６番地 大字藤샡保３８５４番地３ （２２街区２－９画地）

大字藤샡保６４５７番地 大字藤샡保３８５４番地３ （２２街区２－８画地）

大字藤샡保６４５８番地 大字藤샡保３８５３番地６ （２２街区２－７画地）

大字藤샡保６４６０番地 大字藤샡保３８５３番地６ （２２街区２－６画地）

大字藤샡保６４６４番地 大字藤샡保３８５４番地

大字藤샡保６４６８番地 大字藤샡保３８２４番地６

大字藤샡保６４６９番地 大字藤샡保３８２４番地２

大字藤샡保６４７２番地 大字藤샡保３８２６番地２

大字藤샡保６４７８番地 大字藤샡保３８３３番地６

大字藤샡保６４７９番地 大字藤샡保３８３２番地３

大字藤샡保６４８０番地 大字藤샡保３８３２番地４

大字藤샡保６４８１番地 大字藤샡保３８２８番地３

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。
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大字藤샡保６４８２番地 大字藤샡保３８３３番地１３

大字藤샡保６４８４番地 大字藤샡保３８２８番地４

大字藤샡保６４８６番地　 プティ　ボワ 大字藤샡保３８２５番地７ プティ　ボワ

大字藤샡保６４９０番地 大字藤샡保３８２３番地２

大字藤샡保６４９１番地　 ガレージハウスＦ－Ｂａｓｅ　 大字藤샡保３８２３番地５ ガレージハウスＦ－Ｂａｓｅ

大字藤샡保６４９２番地　 ガレージハウスＦ－Ｂａｓｅ　 大字藤샡保３８２２番地４ ガレージハウスＦ－Ｂａｓｅ　

大字藤샡保６４９４番地 大字藤샡保３８２９番地２

大字藤샡保６４９６番地 大字藤샡保３８２９番地１

大字藤샡保６４９７番地 大字藤샡保３８２９番地１

大字藤샡保６４９８番地 大字藤샡保３８３１番地

大字藤샡保６４９９番地 大字藤샡保３８３２番地３

大字藤샡保６５００番地 大字藤샡保３８３２番地１

大字藤샡保６５０５番地 大字藤샡保３８３５番地１３

大字藤샡保６５０７番地 大字藤샡保３８３５番地１１

大字藤샡保６５０８番地 大字藤샡保３８３５番地１０

大字藤샡保６５１０番地 大字藤샡保３８３５番地１４

大字藤샡保６５１３番地 大字藤샡保３８３５番地２

大字藤샡保６５１５番地 大字藤샡保３８３５番地７

大字藤샡保６５１６番地 大字藤샡保３８３５番地６

大字藤샡保６５１７番地 大字藤샡保３８３５番地５

大字藤샡保６５１８番地 大字藤샡保３８３５番地４

大字藤샡保６５１９番地　 シャルマン 大字藤샡保３８３１番地 シャルマン

大字藤샡保６５３２番地 大字藤샡保３８０７番地６

大字藤샡保６５３８番地 大字藤샡保３８０９番地４

大字藤샡保６５４３番地 大字藤샡保３７８４番地３８

大字藤샡保６５４４番地 大字藤샡保３７８４番地４４

大字藤샡保６５４６番地 大字藤샡保３７８４番地４３

大字藤샡保６５４７番地 大字藤샡保３７８４番地３６

大字藤샡保６５４８番地 大字藤샡保３７８４番地５４

大字藤샡保６５４９番地 大字藤샡保３７８４番地５３

大字藤샡保６５５０番地 大字藤샡保３７８４番地５５

大字藤샡保６５５１番地 大字藤샡保３７８４番地５６

大字藤샡保６５５２番地 大字藤샡保３７８４番地５７

大字藤샡保６５５３番地 大字藤샡保３７８４番地５８

大字藤샡保６５５５番地 大字藤샡保３７８４番地１１

大字藤샡保６５５６番地 大字藤샡保３７８４番地１４

大字藤샡保６５５８番地 大字藤샡保３７８４番地５２

大字藤샡保６５６０番地 大字藤샡保３７８４番地５３

大字藤샡保６５６１番地 大字藤샡保３７８４番地５０

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。
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大字藤샡保６５６２番地　 都築コーポ 大字藤샡保３７８４番地３３ 都築コーポ

大字藤샡保６５６３番地 大字藤샡保３７８４番地３２

大字藤샡保６５６７番地 大字藤샡保３７８４番地２８

大字藤샡保６５６８番地 大字藤샡保３７８４番地２７

大字藤샡保６５６９番地 大字藤샡保３７８４番地２４

大字藤샡保６５７０番地 大字藤샡保３７８４番地２５

大字藤샡保６５７１番地 大字藤샡保３７８４番地２６

大字藤샡保６５７２番地 大字藤샡保３７８４番地２０

大字藤샡保６５７３番地　 モンパルテール 大字藤샡保３７８４番地４０ モンパルテール

大字藤샡保６５７４番地 大字藤샡保３８２１番地６

大字藤샡保６５７５番地 大字藤샡保３８２１番地６

大字藤샡保６５８１番地 大字藤샡保３８２０番地３

大字藤샡保６５８７番地 大字藤샡保３８１７番地１ （２７街区６－１画地）

大字藤샡保６５８８番地 大字藤샡保３８１７番地２ （２７街区６－２画地）

大字藤샡保６５８９番地 大字藤샡保３８１７番地３ （２７街区６－３画地）

大字藤샡保６５９１番地 大字藤샡保３８１２番地１

大字藤샡保６５９３番地 大字藤샡保３８１４番地２

大字藤샡保６６０３番地 大字藤샡保３９９１番地２

大字藤샡保６６０９番地 大字藤샡保３９９０番地１２

大字藤샡保６６１０番地 大字藤샡保３９９０番地２

大字藤샡保６６１１番地 大字藤샡保３９９２番地４

大字藤샡保６６１２番地 大字藤샡保３９９２番地２

大字藤샡保６６１３番地 大字藤샡保３９９２番地２

大字藤샡保６６１４番地 大字藤샡保３９９２番地５

大字藤샡保６６１５番地 大字藤샡保３９９０番地５

大字藤샡保６６１７番地 大字藤샡保３９９０番地１４

大字藤샡保６６１８番地 大字藤샡保３９９０番地１５

大字藤샡保６６１９番地 大字藤샡保３９９０番地８

大字藤샡保６６２０番地 大字藤샡保３９９０番地１６

大字藤샡保６６２３番地 大字藤샡保３９９０番地８

※このデータは、平成31年1月26日現在において作成したものです。


