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大字守谷地区　新旧住所対照表（№１）

守谷町大字守谷 甲１番地の１ 守谷市本町 １番地の１
守谷町大字守谷 甲１番地の２ 守谷市本町 １番地の２
守谷町大字守谷 甲２番地の２ 守谷市本町 ２番地の２
守谷町大字守谷 甲２番地の３ 守谷市本町 ２番地の３
守谷町大字守谷 甲２番地の４ 守谷市本町 ２番地の４
守谷町大字守谷 甲６番地 守谷市本町 ６番地
守谷町大字守谷 甲７番地 守谷市本町 ７番地
守谷町大字守谷 甲８番地の１ 守谷市本町 ８番地の１
守谷町大字守谷 甲８番地の２ 守谷市本町 ８番地の２
守谷町大字守谷 甲８番地の８ 守谷市本町 ８番地の８
守谷町大字守谷 甲８番地の９ 守谷市本町 ８番地の９
守谷町大字守谷 甲８番地の１３ 守谷市本町 ８番地の１３
守谷町大字守谷 甲１０番地の２ 守谷市本町 １０番地の２
守谷町大字守谷 甲１１番地 守谷市本町 １１番地
守谷町大字守谷 甲１２番地 守谷市本町 １２番地
守谷町大字守谷 甲１３番地 守谷市本町 １３番地
守谷町大字守谷 甲１４番地 守谷市本町 １４番地
守谷町大字守谷 甲１５番地 守谷市本町 １５番地
守谷町大字守谷 甲１６番地の５ 守谷市本町 １６番地の５
守谷町大字守谷 甲１６番地の９ 守谷市本町 １６番地の９
守谷町大字守谷 甲１６番地の１０ 守谷市本町 １６番地の１０
守谷町大字守谷 甲１７番地の１ 守谷市本町 １７番地の１
守谷町大字守谷 甲１７番地の２ 守谷市本町 １７番地の２
守谷町大字守谷 甲１８番地 守谷市本町 １８番地
守谷町大字守谷 甲１８番地の１ 守谷市本町 １８番地の１
守谷町大字守谷 甲１８番地の５ 守谷市本町 １８番地の５
守谷町大字守谷 甲１８番地の６ 守谷市本町 １８番地の６
守谷町大字守谷 甲１８番地の７ 守谷市本町 １８番地の７
守谷町大字守谷 甲１８番地の１０ 守谷市本町 １８番地の１０
守谷町大字守谷 甲２１番地 守谷市本町 ２１番地
守谷町大字守谷 甲２２番地 守谷市本町 ２２番地
守谷町大字守谷 甲２２番地の２ 守谷市本町 ２２番地の２
守谷町大字守谷 甲２６番地 守谷市本町 ２６番地
守谷町大字守谷 甲２７番地 守谷市本町 ２７番地
守谷町大字守谷 甲２８番地 守谷市本町 ２８番地
守谷町大字守谷 甲２９番地 守谷市本町 ２９番地
守谷町大字守谷 甲３０番地 守谷市本町 ３０番地
守谷町大字守谷 甲３１番地の１ 守谷市本町 ３１番地の１
守谷町大字守谷 甲３２番地の１２２ 守谷市本町 ３２番地の１２２
守谷町大字守谷 甲３２番地の１３４ 守谷市本町 ３２番地の１３４
守谷町大字守谷 甲３２番地の１６０ 守谷市本町 ３２番地の１６０
守谷町大字守谷 甲３２番地の１６１ 守谷市本町 ３２番地の１６１
守谷町大字守谷 甲５１番地 守谷市本町 ５１番地
守谷町大字守谷 甲５４番地 守谷市本町 ５４番地
守谷町大字守谷 甲１０８番地の１ 守谷市本町 １０８番地の１
守谷町大字守谷 甲１３２番地 守谷市本町 １３２番地
守谷町大字守谷 甲１３３番地の１ 守谷市本町 １３３番地の１
守谷町大字守谷 甲１３３番地の２ 守谷市本町 １３３番地の２
守谷町大字守谷 甲１３３番地の３ 守谷市本町 １３３番地の３
守谷町大字守谷 甲１３３番地の４ 守谷市本町 １３３番地の４
守谷町大字守谷 甲１３４番地の２ 守谷市本町 １３４番地の２
守谷町大字守谷 甲１４６番地の１ 守谷市本町 １４６番地の１
守谷町大字守谷 甲１４６番地の１１ 守谷市本町 １４６番地の１１
守谷町大字守谷 甲１４７番地の６ 守谷市本町 １４７番地の６
守谷町大字守谷 甲１４７番地の１０ 守谷市本町 １４７番地の１０
守谷町大字守谷 甲１４９番地の２ 守谷市本町 １４９番地の２

旧住所表記名 新住所表記名
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲１４９番地の５ 守谷市本町 １４９番地の５
守谷町大字守谷 甲１４９番地の６ 守谷市本町 １４９番地の６
守谷町大字守谷 甲１４９番地の７ 守谷市本町 １４９番地の７
守谷町大字守谷 甲１４９番地の１０ 守谷市本町 １４９番地の１０
守谷町大字守谷 甲１４９番地の１１ 守谷市本町 １４９番地の１１
守谷町大字守谷 甲１４９番地の１２ 守谷市本町 １４９番地の１２
守谷町大字守谷 甲１４９番地の１３ 守谷市本町 １４９番地の１３
守谷町大字守谷 甲１５０番地の１ 守谷市本町 １５０番地の１
守谷町大字守谷 甲１５０番地の２ 守谷市本町 １５０番地の２
守谷町大字守谷 甲１５０番地の１０ 守谷市本町 １５０番地の１０
守谷町大字守谷 甲１５０番地の１１ 守谷市本町 １５０番地の１１
守谷町大字守谷 甲１５４番地の３ 守谷市本町 １５４番地の３
守谷町大字守谷 甲１５４番地の７ 守谷市本町 １５４番地の７
守谷町大字守谷 甲１５４番地の９ 守谷市本町 １５４番地の９
守谷町大字守谷 甲１５４番地の１０ 守谷市本町 １５４番地の１０
守谷町大字守谷 甲１５４番地の１１ 守谷市本町 １５４番地の１１
守谷町大字守谷 甲１５４番地の１２ 守谷市本町 １５４番地の１２
守谷町大字守谷 甲１５４番地の１３ 守谷市本町 １５４番地の１３
守谷町大字守谷 甲１５４番地の１４ 守谷市本町 １５４番地の１４
守谷町大字守谷 甲１５４番地の２１ 守谷市本町 １５４番地の２１
守谷町大字守谷 甲１５５番地の６ 守谷市本町 １５５番地の６
守谷町大字守谷 甲１５５番地の１６ 守谷市本町 １５５番地の１６
守谷町大字守谷 甲１５６番地の２ 守谷市本町 １５６番地の２
守谷町大字守谷 甲１５６番地の７ 守谷市本町 １５６番地の７
守谷町大字守谷 甲１５６番地の９ 守谷市本町 １５６番地の９
守谷町大字守谷 甲１５６番地の１０ 守谷市本町 １５６番地の１０
守谷町大字守谷 甲１５６番地の１１ 守谷市本町 １５６番地の１１
守谷町大字守谷 甲１５６番地の１３ 守谷市本町 １５６番地の１３
守谷町大字守谷 甲１５６番地の１４ 守谷市本町 １５６番地の１４
守谷町大字守谷 甲１５６番地の１５ 守谷市本町 １５６番地の１５
守谷町大字守谷 甲１５６番地の１９ 守谷市本町 １５６番地の１９
守谷町大字守谷 甲１５７番地の２ 守谷市本町 １５７番地の２
守谷町大字守谷 甲１５７番地の４ 守谷市本町 １５７番地の４
守谷町大字守谷 甲１５７番地の６ 守谷市本町 １５７番地の６
守谷町大字守谷 甲１５７番地の１０ 守谷市本町 １５７番地の１０
守谷町大字守谷 甲１５７番地の１１ 守谷市本町 １５７番地の１１
守谷町大字守谷 甲１６０番地の３ 守谷市本町 １６０番地の３
守谷町大字守谷 甲１６０番地の７ 守谷市本町 １６０番地の７
守谷町大字守谷 甲１６０番地の９ 守谷市本町 １６０番地の９
守谷町大字守谷 甲１６０番地の１１ 守谷市本町 １６０番地の１１
守谷町大字守谷 甲１６３番地の４ 守谷市本町 １６３番地の４
守谷町大字守谷 甲１６３番地の５ 守谷市本町 １６３番地の５
守谷町大字守谷 甲１６３番地の６ 守谷市本町 １６３番地の６
守谷町大字守谷 甲１６３番地の９ 守谷市本町 １６３番地の９
守谷町大字守谷 甲１６４番地 守谷市本町 １６４番地
守谷町大字守谷 甲１６４番地の１ 守谷市本町 １６４番地の１
守谷町大字守谷 甲１６４番地の２６ 守谷市本町 １６４番地の２６
守谷町大字守谷 甲１６４番地の２７ 守谷市本町 １６４番地の２７
守谷町大字守谷 甲１６４番地の２８ 守谷市本町 １６４番地の２８
守谷町大字守谷 甲１６５番地の８ 守谷市本町 １６５番地の８
守谷町大字守谷 甲１６５番地の９ 守谷市本町 １６５番地の９
守谷町大字守谷 甲１６５番地の１１ 守谷市本町 １６５番地の１１
守谷町大字守谷 甲１６５番地の１５ 守谷市本町 １６５番地の１５
守谷町大字守谷 甲１６５番地の１６ 守谷市本町 １６５番地の１６
守谷町大字守谷 甲１６７番地 守谷市本町 １６７番地
守谷町大字守谷 甲１６７番地の１ 守谷市本町 １６７番地の１
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲１６７番地の４ 守谷市本町 １６７番地の４
守谷町大字守谷 甲１６７番地の７ 守谷市本町 １６７番地の７
守谷町大字守谷 甲１６７番地の８ 守谷市本町 １６７番地の８
守谷町大字守谷 甲１６７番地の１０ 守谷市本町 １６７番地の１０
守谷町大字守谷 甲１６７番地の１１ 守谷市本町 １６７番地の１１
守谷町大字守谷 甲１６７番地の１２ 守谷市本町 １６７番地の１２
守谷町大字守谷 甲１６７番地の１３ 守谷市本町 １６７番地の１３
守谷町大字守谷 甲１６８番地の２ 守谷市本町 １６８番地の２
守谷町大字守谷 甲１６８番地の３ 守谷市本町 １６８番地の３
守谷町大字守谷 甲１７０番地の１ 守谷市本町 １７０番地の１
守谷町大字守谷 甲１７０番地の３ 守谷市本町 １７０番地の３
守谷町大字守谷 甲１７０番地の５ 守谷市本町 １７０番地の５
守谷町大字守谷 甲１７０番地の６ 守谷市本町 １７０番地の６
守谷町大字守谷 甲１７０番地の７ 守谷市本町 １７０番地の７
守谷町大字守谷 甲１７０番地の８ 守谷市本町 １７０番地の８
守谷町大字守谷 甲１７０番地の１０ 守谷市本町 １７０番地の１０
守谷町大字守谷 甲１７０番地の１１ 守谷市本町 １７０番地の１１
守谷町大字守谷 甲１７０番地の１２ 守谷市本町 １７０番地の１２
守谷町大字守谷 甲１７０番地の１３ 守谷市本町 １７０番地の１３
守谷町大字守谷 甲１７１番地の３ 守谷市本町 １７１番地の３
守谷町大字守谷 甲１７５番地の１ 守谷市本町 １７５番地の１
守谷町大字守谷 甲１７５番地の３ 守谷市本町 １７５番地の３
守谷町大字守谷 甲１７７番地の４ 守谷市本町 １７７番地の４
守谷町大字守谷 甲１７８番地 守谷市本町 １７８番地
守谷町大字守谷 甲１７９番地の５ 守谷市本町 １７９番地の５
守谷町大字守谷 甲１８８番地の１ 守谷市本町 １８８番地の１
守谷町大字守谷 甲１８８番地の５ 守谷市本町 １８８番地の５
守谷町大字守谷 甲１９０番地 守谷市本町 １９０番地
守谷町大字守谷 甲１９０番地の１ 守谷市本町 １９０番地の１
守谷町大字守谷 甲１９０番地の４ 守谷市本町 １９０番地の４
守谷町大字守谷 甲１９１番地の１ 守谷市本町 １９１番地の１
守谷町大字守谷 甲１９１番地の１０ 守谷市本町 １９１番地の１０
守谷町大字守谷 甲１９３番地 守谷市本町 １９３番地
守谷町大字守谷 甲１９９番地の１ 守谷市本町 １９９番地の１
守谷町大字守谷 甲２００番地の８ 守谷市本町 ２００番地の８
守谷町大字守谷 甲２０１番地の３ 守谷市本町 ２０１番地の３
守谷町大字守谷 甲２３９番地の３ 守谷市本町 ２３９番地の３
守谷町大字守谷 甲２４１番地の２ 守谷市本町 ２４１番地の２
守谷町大字守谷 甲２４１番地の３ 守谷市本町 ２４１番地の３
守谷町大字守谷 甲２４１番地の４ 守谷市本町 ２４１番地の４
守谷町大字守谷 甲２４２番地の１４ 守谷市本町 ２４２番地の１４
守谷町大字守谷 甲２４２番地の１５ 守谷市本町 ２４２番地の１５
守谷町大字守谷 甲２４２番地の１６ 守谷市本町 ２４２番地の１６
守谷町大字守谷 甲２４２番地の１７ 守谷市本町 ２４２番地の１７
守谷町大字守谷 甲２４４番地の１５ 守谷市本町 ２４４番地の１５
守谷町大字守谷 甲２４４番地の１６ 守谷市本町 ２４４番地の１６
守谷町大字守谷 甲２４４番地の１７ 守谷市本町 ２４４番地の１７
守谷町大字守谷 甲２４５番地の１ 守谷市本町 ２４５番地の１
守谷町大字守谷 甲２４５番地の６ 守谷市本町 ２４５番地の６
守谷町大字守谷 甲２４５番地の７ 守谷市本町 ２４５番地の７
守谷町大字守谷 甲２４５番地の８ 守谷市本町 ２４５番地の８
守谷町大字守谷 甲２４６番地の６ 守谷市本町 ２４６番地の６
守谷町大字守谷 甲２４９番地 守谷市本町 ２４９番地
守谷町大字守谷 甲２４９番地の２ 守谷市本町 ２４９番地の２
守谷町大字守谷 甲２４９番地の５ 守谷市本町 ２４９番地の５
守谷町大字守谷 甲２４９番地の４８ 守谷市本町 ２４９番地の４８
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守谷町大字守谷 甲２４９番地の５４ 守谷市本町 ２４９番地の５４
守谷町大字守谷 甲２６０番地 守谷市本町 ２６０番地
守谷町大字守谷 甲２６６番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６６番地
守谷町大字守谷 甲２８４番地の１ 守谷市本町 ２８４番地の１
守谷町大字守谷 甲２８５番地の１ 守谷市本町 ２８５番地の１
守谷町大字守谷 甲２８５番地の２ 守谷市本町 ２８５番地の２
守谷町大字守谷 甲２８７番地の７ 守谷市本町 ２８７番地の７
守谷町大字守谷 甲２８７番地の８ 守谷市本町 ２８７番地の８
守谷町大字守谷 甲２８７番地の９ 守谷市本町 ２８７番地の９
守谷町大字守谷 甲２９０番地の２ 守谷市本町 ２９０番地の２
守谷町大字守谷 甲２９０番地の４ 守谷市本町 ２９０番地の４
守谷町大字守谷 甲２９０番地の５ 守谷市本町 ２９０番地の５
守谷町大字守谷 甲２９０番地の７ 守谷市本町 ２９０番地の７
守谷町大字守谷 甲２９０番地の９ 守谷市本町 ２９０番地の９
守谷町大字守谷 甲２９１番地の５ 守谷市本町 ２９１番地の５
守谷町大字守谷 甲２９１番地の８ 守谷市本町 ２９１番地の８
守谷町大字守谷 甲２９２番地の１ 守谷市本町 ２９２番地の１
守谷町大字守谷 甲２９３番地の１ 守谷市本町 ２９３番地の１
守谷町大字守谷 甲２９３番地の３ 守谷市本町 ２９３番地の３
守谷町大字守谷 甲２９３番地の８ 守谷市本町 ２９３番地の８
守谷町大字守谷 甲２９３番地の９ 守谷市本町 ２９３番地の９
守谷町大字守谷 甲２９３番地の１２ 守谷市本町 ２９３番地の１２
守谷町大字守谷 甲２９３番地の１４ 守谷市本町 ２９３番地の１４
守谷町大字守谷 甲２９３番地の１５ 守谷市本町 ２９３番地の１５
守谷町大字守谷 甲２９３番地の２３ 守谷市本町 ２９３番地の２３
守谷町大字守谷 甲２９６番地の４ 守谷市本町 ２９６番地の４
守谷町大字守谷 甲３１９番地の４ 守谷市本町 ３１９番地の４
守谷町大字守谷 甲３１９番地の１１ 守谷市本町 ３１９番地の１１
守谷町大字守谷 甲３１９番地の１４ 守谷市本町 ３１９番地の１４
守谷町大字守谷 甲３１９番地の１６ 守谷市本町 ３１９番地の１６
守谷町大字守谷 甲３１９番地の１７ 守谷市本町 ３１９番地の１７
守谷町大字守谷 甲３１９番地の１８ 守谷市本町 ３１９番地の１８
守谷町大字守谷 甲３１９番地の２２ 守谷市本町 ３１９番地の２２
守谷町大字守谷 甲３１９番地の２３ 守谷市本町 ３１９番地の２３
守谷町大字守谷 甲３１９番地の２４ 守谷市本町 ３１９番地の２４
守谷町大字守谷 甲３１９番地の２６ 守谷市本町 ３１９番地の２６


