
旧住所 建物の名称・街区 新住所 建物の名称・街区

大字藤久保１０８番地５ 江原第１コ－ポレ－ション 大字藤久保７１４５番地 江原第１コ－ポレ－ション

大字藤久保１０９番地１ （１５街区２画地） 大字藤久保７１６５番地

大字藤久保１０９番地１ （１５街区３画地） 大字藤久保７１６６番地

大字藤久保１０９番地１ （１５街区５画地） 大字藤久保７１６８番地

大字藤久保１０９番地１ （１５街区６画地） 大字藤久保７１６９番地

大字藤久保１０９番地１ （１５街区８画地） 大字藤久保７１７１番地

大字藤久保１０９番地１ （１５街区９画地） 大字藤久保７１７２番地

大字藤久保１０９番地１ （１５街区１０画地） 大字藤久保７１７３番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区１３画地） 大字藤久保７１５３番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区１４画地） 大字藤久保７１５４番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区１５画地） 大字藤久保７１５５番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区１６画地） 大字藤久保７１５６番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区１７画地） 大字藤久保７１５７番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区１８画地） 大字藤久保７１５８番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区１９画地） 大字藤久保７１５９番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区２０画地） 大字藤久保７１６０番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区２１画地） 大字藤久保７１６１番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区２２画地） 大字藤久保７１６２番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区２３画地） 大字藤久保７１６３番地

大字藤久保１１０番地１ （１５街区７画地） 大字藤久保７１７０番地

大字藤久保１１０番地２ （１４街区９画地） 大字藤久保７１４２番地

大字藤久保１１０番地２ （１４街区８画地） 大字藤久保７１４３番地

大字藤久保１１１番地１ （１０街区６画地） 大字藤久保７１２５番地

大字藤久保１１１番地１ （１０街区４画地） 大字藤久保７１２７番地

大字藤久保１１１番地１ （１０街区３画地） 大字藤久保７１２８番地

大字藤久保１１１番地１ （１０街区２画地） 大字藤久保７１２９番地

大字藤久保１１１番地１ （１０街区１画地） 大字藤久保７１３０番地

大字藤久保１１１番地１ （９街区９画地） 大字藤久保７１３１番地

大字藤久保１１１番地１ （９街区８画地） 大字藤久保７１３２番地

大字藤久保１１１番地１ （９街区７画地） 大字藤久保７１３３番地

大字藤久保１１１番地１ （９街区５画地） 大字藤久保７１３５番地

大字藤久保１１１番地１ （９街区４画地） 大字藤久保７１３６番地

大字藤久保１１１番地１ （９街区３画地） 大字藤久保７１３７番地

大字藤久保１１８番地 （８街区６画地） 大字藤久保７１１３番地

大字藤久保１１８番地 （８街区７画地） 大字藤久保７１１４番地

大字藤久保１１８番地 （８街区８画地） 大字藤久保７１１５番地

大字藤久保１１９番地 （８街区１画地） 大字藤久保７１０８番地

大字藤久保１１９番地 （８街区２画地） 大字藤久保７１０９番地

大字藤久保１１９番地 （８街区３画地） 大字藤久保７１１０番地

大字藤久保１１９番地 （８街区５画地） 大字藤久保７１１２番地

大字藤久保１２２番地１ 大字藤久保７１０６番地

大字藤久保１２６番地１ ルチア 大字藤久保７１０７番地 ルチア

大字藤久保１２９番地 大字藤久保７０３８番地

大字藤久保１２９番地２ （７街区３画地） 大字藤久保７０７５番地

大字藤久保１２９番地２ （７街区１３画地） 大字藤久保７０８５番地

大字藤久保１３０番地 （７街区４画地） 大字藤久保７０７６番地

大字藤久保１３０番地 （７街区５画地） 大字藤久保７０７７番地

大字藤久保１３０番地 （７街区６画地） 大字藤久保７０７８番地

大字藤久保１３０番地 （７街区７画地） 大字藤久保７０７９番地

大字藤久保１３０番地 （７街区８画地） 大字藤久保７０８０番地

大字藤久保１３０番地 （７街区９画地） 大字藤久保７０８１番地

大字藤久保１３０番地 （７街区１０画地） 大字藤久保７０８２番地

大字藤久保１３０番地 （７街区１１画地） 大字藤久保７０８３番地

新旧住所対照表（旧番地順）

※このデータは、令和元年12月14日現在において作成したものです。
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旧住所 建物の名称・街区 新住所 建物の名称・街区

大字藤久保１３０番地 （７街区１２画地） 大字藤久保７０８４番地

大字藤久保１３１番地 （８街区９画地） 大字藤久保７１１６番地

大字藤久保１３１番地 （８街区１０画地） 大字藤久保７１１７番地

大字藤久保１３１番地 （８街区１１画地） 大字藤久保７１１８番地

大字藤久保１３１番地 （８街区１２画地） 大字藤久保７１１９番地

大字藤久保１３１番地 （８街区１３画地） 大字藤久保７１２０番地

大字藤久保１３１番地 （８街区１４画地） 大字藤久保７１２１番地

大字藤久保１３１番地 （１０街区９画地） 大字藤久保７１２２番地

大字藤久保１３３番地１ （１０街区８画地） 大字藤久保７１２３番地

大字藤久保１３３番地１ （１０街区７画地） 大字藤久保７１２４番地

大字藤久保１３３番地１ （１４街区１１画地） 大字藤久保７１４０番地

大字藤久保１３３番地１ （１４街区１０画地） 大字藤久保７１４１番地

大字藤久保１４０番地 大字藤久保７０９７番地

大字藤久保１４０番地３ 大字藤久保７０９４番地

大字藤久保１４０番地６ 大字藤久保７０９６番地

大字藤久保１４３番地１１ （２街区１４画地） 大字藤久保７０４６番地

大字藤久保１４３番地３ （５街区１３画地） 大字藤久保７０６２番地

大字藤久保１４３番地７ （２街区１２画地） 大字藤久保７０４４番地

大字藤久保１４３番地８ （２街区１５画地） 大字藤久保７０４７番地

大字藤久保１４３番地８ （２街区１６画地） 大字藤久保７０４８番地

大字藤久保１４３番地９ （２街区１３画地） 大字藤久保７０４５番地

大字藤久保１４５番地１ （２街区１７画地） 大字藤久保７０４９番地

大字藤久保１４５番地２ （２街区２０画地） 大字藤久保７０５６番地

大字藤久保１４５番地３ （２街区１９画地） 大字藤久保７０５７番地

大字藤久保１４５番地４ （２街区１８画地） 大字藤久保７０３５番地

大字藤久保１４６番地 （５街区８画地） 大字藤久保７０６８番地

大字藤久保１４６番地２ （２街区２５画地） 大字藤久保７０５１番地

大字藤久保１４６番地３ （２街区２４画地） 大字藤久保７０５２番地

大字藤久保１４６番地４ （２街区２３画地） 大字藤久保７０５３番地

大字藤久保１４６番地４ （２街区２２画地） 大字藤久保７０５４番地

大字藤久保１４６番地５ （２街区２１画地） 大字藤久保７０５５番地

大字藤久保１４７番地２ 大字藤久保７０６３番地

大字藤久保１４７番地２ （５街区６画地） 大字藤久保７０６４番地

大字藤久保１４７番地２ （５街区７画地） 大字藤久保７０６５番地

大字藤久保１４７番地３ 大字藤久保７０８７番地

大字藤久保１４８番地１ （５街区１０画地） 大字藤久保７０６６番地

大字藤久保１４８番地１ （５街区９画地） 大字藤久保７０６７番地

大字藤久保１４８番地３ 大字藤久保７０９８番地

大字藤久保１４９番地１ （４街区２１画地） 大字藤久保７０１５番地

大字藤久保１４９番地１ （４街区２７画地） 大字藤久保７０１６番地

大字藤久保１４９番地１ （４街区２８画地） 大字藤久保７０１７番地

大字藤久保１４９番地１ （４街区２９画地） 大字藤久保７０１８番地

大字藤久保１４９番地１ （４街区３０画地） 大字藤久保７０１９番地

大字藤久保１４９番地１ （４街区６画地） 大字藤久保７０２０番地

大字藤久保１５０番地２ 大字藤久保７０２８番地３

大字藤久保１５０番地４ （３街区１０画地） 大字藤久保７０３１番地

大字藤久保１５０番地４ （３街区７画地） 大字藤久保７０３２番地

大字藤久保１５０番地４ （３街区８画地） 大字藤久保７０３３番地

大字藤久保１５０番地４ （３街区９画地） 大字藤久保７０３４番地

大字藤久保１５０番地６ 大字藤久保７０１２番地

大字藤久保１５０番地８ 大字藤久保７０１３番地

大字藤久保１５１番地１ サンシェ－ル 大字藤久保７０２１番地 サンシェ－ル

大字藤久保１５１番地１０ 大字藤久保７００９番地

大字藤久保１５１番地２ パ－プルライン 大字藤久保７００８番地 パ－プルライン

※このデータは、令和元年12月14日現在において作成したものです。

2



旧住所 建物の名称・街区 新住所 建物の名称・街区

大字藤久保１５８番地１ 大字藤久保７００５番地

大字藤久保１５８番地２ 大字藤久保７００４番地

大字藤久保１５８番地５ 大字藤久保７００７番地

大字藤久保１５９番地２ 大字藤久保７００１番地

大字藤久保１６２番地１ 大字藤久保７１８３番地

大字藤久保１６２番地２ 大字藤久保７１８２番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区１６画地） 大字藤久保７２０２番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区１７画地） 大字藤久保７２０３番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区１８画地） 大字藤久保７２０４番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区１９画地） 大字藤久保７２０５番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区２０画地） 大字藤久保７２０７番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区２１画地） 大字藤久保７２０８番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区２２画地） 大字藤久保７２０９番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区２３画地） 大字藤久保７２１０番地

大字藤久保１８９番地 （２２街区２４画地） 大字藤久保７２１１番地

大字藤久保１９４番地７ サンライズ鶴瀬 大字藤久保７１８８番地 サンライズ鶴瀬

大字藤久保１９５番地４ ファンタベルＢ 大字藤久保７１９１番地 ファンタベルＢ

大字藤久保１９６番地１ ファンタベルＣ 大字藤久保７１９２番地 ファンタベルＣ

大字藤久保１９６番地２ 大字藤久保７１９７番地

大字藤久保１９６番地６ 大字藤久保７１９６番地

大字藤久保１９６番地７ 大字藤久保７１９５番地

大字藤久保１９６番地８ 大字藤久保７１９３番地

大字藤久保１９６番地９ 大字藤久保７１９４番地

大字藤久保１９７番地２２ ハ－モニ－プレイスⅠ 大字藤久保７２００番地 ハ－モニ－プレイスⅠ

大字藤久保１９７番地２２ ハ－モニ－プレイスⅡ 大字藤久保７２００番地 ハ－モニ－プレイスⅡ

大字藤久保１９７番地２３ ハ－モニ－プレイスⅢ 大字藤久保７２０１番地 ハ－モニ－プレイスⅢ

大字藤久保１９７番地７ メモリープレイスⅤ 大字藤久保７２１２番地 メモリープレイスⅤ

大字藤久保１９７番地７ メモリープレイスⅥ 大字藤久保７２１２番地 メモリープレイスⅥ

大字藤久保２０６番地１ （３４街区１１画地） 大字藤久保７３１８番地

大字藤久保２０６番地１ （３４街区１２画地） 大字藤久保７３１９番地

大字藤久保２０６番地１ （３４街区１３画地） 大字藤久保７３２０番地

大字藤久保２０６番地１ （３４街区１４画地） 大字藤久保７３２１番地

大字藤久保２０６番地１ （３４街区６画地） 大字藤久保７３２９番地

大字藤久保２０６番地１ （３４街区７画地） 大字藤久保７３３０番地

大字藤久保２０６番地１ （３４街区９画地） 大字藤久保７３３２番地

大字藤久保２０６番地１ （３４街区１０画地） 大字藤久保７３３３番地

大字藤久保２０８番地１ （３４街区１５画地） 大字藤久保７３２２番地

大字藤久保２０８番地１ （３４街区１画地） 大字藤久保７３２４番地

大字藤久保２０８番地１ （３４街区２画地） 大字藤久保７３２５番地

大字藤久保２０８番地１ （３４街区４画地） 大字藤久保７３２７番地

大字藤久保２０８番地１ （３４街区５画地） 大字藤久保７３２８番地

大字藤久保２１３番地２ 大字藤久保７３５４番地

大字藤久保２１４番地１ （３５街区１１画地） 大字藤久保７３３９番地

大字藤久保２１４番地１ （３５街区１２画地） 大字藤久保７３４０番地

大字藤久保２１４番地１ （３５街区１３画地） 大字藤久保７３４１番地

大字藤久保２１４番地１ （３５街区１５画地） 大字藤久保７３４３番地

大字藤久保２１４番地１ （３５街区１７画地） 大字藤久保７３４５番地

大字藤久保２１４番地１ （３５街区１８画地） 大字藤久保７３４６番地

大字藤久保２１４番地４ （３５街区１４画地） 大字藤久保７３４２番地

大字藤久保２１４番地４ （３５街区１６画地） 大字藤久保７３４４番地

大字藤久保２１５番地１ （４１街区１５画地） 大字藤久保７２９０番地

大字藤久保２１５番地１ （４１街区１６画地） 大字藤久保７２９１番地

大字藤久保２１６番地 大字藤久保７２９２番地

大字藤久保２２１番地１ （４１街区１２画地） 大字藤久保７２８７番地

※このデータは、令和元年12月14日現在において作成したものです。
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旧住所 建物の名称・街区 新住所 建物の名称・街区

大字藤久保２２１番地１ （４１街区１３画地） 大字藤久保７２８８番地

大字藤久保２２１番地１ （４１街区１４画地） 大字藤久保７２８９番地

大字藤久保２２１番地１ （３９街区４画地） 大字藤久保７３１０番地

大字藤久保２２１番地４ （３６街区１０画地） 大字藤久保７２９５番地

大字藤久保２２１番地４ （３６街区１１画地） 大字藤久保７２９６番地

大字藤久保２２１番地４ （３６街区１画地） 大字藤久保７２９７番地

大字藤久保２２１番地４ （３６街区２画地） 大字藤久保７２９８番地

大字藤久保２２１番地４ （３６街区３画地） 大字藤久保７２９９番地

大字藤久保２２１番地４ （３６街区４画地） 大字藤久保７３００番地

大字藤久保２２１番地４ （３６街区５画地） 大字藤久保７３０１番地

大字藤久保２２１番地５ （３９街区１画地） 大字藤久保７３０７番地

大字藤久保２２１番地５ （３９街区２画地） 大字藤久保７３０８番地

大字藤久保２２１番地５ （３９街区３画地） 大字藤久保７３０９番地

大字藤久保２２５番地１ 大字藤久保７２８５番地

大字藤久保２２５番地１０ 大字藤久保７３０４番地

大字藤久保２２５番地２ （３６街区６画地） 大字藤久保７３０２番地

大字藤久保２２５番地２ （３６街区７画地） 大字藤久保７３０３番地

大字藤久保２２５番地２ （３９街区１２画地） 大字藤久保７３０５番地

大字藤久保２２５番地２ （３９街区１３画地） 大字藤久保７３０６番地

大字藤久保２２５番地８ 大字藤久保７２９４番地

大字藤久保２２６番地１ （３７街区３画地） 大字藤久保７２４４番地

大字藤久保２２６番地１ （３７街区４画地） 大字藤久保７２４５番地

大字藤久保２２６番地１ （３８街区７画地） 大字藤久保７２５１番地

大字藤久保２２６番地１ （３８街区１画地） 大字藤久保７２５２番地

大字藤久保２２６番地１ ボナール 大字藤久保７２５４番地 ボナール

大字藤久保２２６番地８ ソフィア 大字藤久保７２５３番地 ソフィア

大字藤久保２２９番地３３ 大字藤久保７２４０番地

大字藤久保２２９番地４５ （４１街区３４画地） 大字藤久保７２７４番地

大字藤久保２２９番地４５ （４１街区３３画地） 大字藤久保７２７６番地

大字藤久保２２９番地４６ （４１街区３２画地） 大字藤久保７２７７番地

大字藤久保２２９番地４７ （４１街区３１画地） 大字藤久保７２７３番地

大字藤久保２２９番地４８ （４１街区３０画地） 大字藤久保７２７２番地

大字藤久保２２９番地４８ （４１街区２９画地） 大字藤久保７２７８番地

大字藤久保２２９番地５１ （４１街区２２画地） 大字藤久保７２６９番地

大字藤久保２２９番地５１ （４１街区２６画地） 大字藤久保７２８１番地

大字藤久保２２９番地５４ （４１街区１８画地） 大字藤久保７２６８番地

大字藤久保２２９番地５５ （４１街区２１画地） 大字藤久保７２６６番地

大字藤久保２２９番地５６ （３８街区１７画地） 大字藤久保７２５７番地

大字藤久保２２９番地５７ （３８街区１６画地） 大字藤久保７２５８番地

大字藤久保２２９番地５８ （３８街区１５画地） 大字藤久保７２５９番地

大字藤久保２２９番地５８ （３８街区１４画地） 大字藤久保７２６０番地

大字藤久保２２９番地５９ （３８街区１３画地） 大字藤久保７２６１番地

大字藤久保２２９番地５９ （３８街区１２画地） 大字藤久保７２６２番地

大字藤久保２２９番地６０ （３８街区１１画地） 大字藤久保７２６３番地

大字藤久保２２９番地６１ （３８街区１０画地） 大字藤久保７２６４番地

大字藤久保２２９番地８ （３７街区６画地） 大字藤久保７２４７番地

大字藤久保２２９番地８ （３７街区７画地） 大字藤久保７２４８番地

大字藤久保２２９番地８ （３８街区５画地） 大字藤久保７２４９番地

大字藤久保２２９番地８ （３８街区６画地） 大字藤久保７２５０番地

※このデータは、令和元年12月14日現在において作成したものです。
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