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守谷町大字守谷 甲８６１番地の１０ 守谷市本町 ８６１番地の１０
守谷町大字守谷 甲８６１番地の６ 守谷市本町 ８６１番地の６
守谷町大字守谷 甲８６１番地の７ 守谷市本町 ８６１番地の７
守谷町大字守谷 甲８６１番地の８ 守谷市本町 ８６１番地の８
守谷町大字守谷 甲８６１番地の９ 守谷市本町 ８６１番地の９
守谷町大字守谷 甲８６１番地の１１ 守谷市本町 ８６１番地の１１
守谷町大字守谷 甲８６１番地の１２ 守谷市本町 ８６１番地の１２
守谷町大字守谷 甲８６１番地の１３ 守谷市本町 ８６１番地の１３
守谷町大字守谷 甲８６１番地の１５ 守谷市本町 ８６１番地の１５
守谷町大字守谷 甲８６１番地の１６ 守谷市本町 ８６１番地の１６
守谷町大字守谷 甲８６１番地の１８ 守谷市本町 ８６１番地の１８
守谷町大字守谷 甲８６１番地の２０ 守谷市本町 ８６１番地の２０
守谷町大字守谷 甲８６１番地の２１ 守谷市本町 ８６１番地の２１
守谷町大字守谷 甲８６７番地の６ 守谷市本町 ８６７番地の６
守谷町大字守谷 甲８６７番地の７ 守谷市本町 ８６７番地の７
守谷町大字守谷 甲８６７番地の８ 守谷市本町 ８６７番地の８
守谷町大字守谷 甲８６７番地の９ 守谷市本町 ８６７番地の９
守谷町大字守谷 甲８６７番地の１２ 守谷市本町 ８６７番地の１２
守谷町大字守谷 甲８６７番地の１３ 守谷市本町 ８６７番地の１３
守谷町大字守谷 甲８７２番地 守谷市本町 ８７２番地
守谷町大字守谷 甲８７２番地の２ 守谷市本町 ８７２番地の２
守谷町大字守谷 甲８７２番地の３ 守谷市本町 ８７２番地の３
守谷町大字守谷 甲８７２番地の４ 守谷市本町 ８７２番地の４
守谷町大字守谷 甲８７２番地の５ 守谷市本町 ８７２番地の５
守谷町大字守谷 甲８７２番地の９ 守谷市本町 ８７２番地の９
守谷町大字守谷 甲８７８番地の２ 守谷市本町 ８７８番地の２
守谷町大字守谷 甲８７８番地の４ 守谷市本町 ８７８番地の４
守谷町大字守谷 甲８７８番地の５ 守谷市本町 ８７８番地の５
守谷町大字守谷 甲８８０番地の１ 守谷市本町 ８８０番地の１
守谷町大字守谷 甲８８０番地の２ 守谷市本町 ８８０番地の２
守谷町大字守谷 甲８８０番地の５ 守谷市本町 ８８０番地の５
守谷町大字守谷 甲８８０番地の８ 守谷市本町 ８８０番地の８
守谷町大字守谷 甲８８３番地の２ 守谷市本町 ８８３番地の２
守谷町大字守谷 甲８８３番地の３ 守谷市本町 ８８３番地の３
守谷町大字守谷 甲８８３番地の７ 守谷市本町 ８８３番地の７
守谷町大字守谷 甲８８３番地の８ 守谷市本町 ８８３番地の８
守谷町大字守谷 甲８８３番地の９ 守谷市本町 ８８３番地の９
守谷町大字守谷 甲８８３番地の１１ 守谷市本町 ８８３番地の１１
守谷町大字守谷 甲８８３番地の１２ 守谷市本町 ８８３番地の１２
守谷町大字守谷 甲８８３番地の１５ 守谷市本町 ８８３番地の１５
守谷町大字守谷 甲８８３番地の１７ 守谷市本町 ８８３番地の１７
守谷町大字守谷 甲８８３番地の１８ 守谷市本町 ８８３番地の１８
守谷町大字守谷 甲８８７番地の２ 守谷市本町 ８８７番地の２
守谷町大字守谷 甲８８９番地の２ 守谷市本町 ８８９番地の２
守谷町大字守谷 甲９００番地 守谷市本町 ９００番地
守谷町大字守谷 甲９０１番地の１ 守谷市本町 ９０１番地の１
守谷町大字守谷 甲９０２番地の１ 守谷市本町 ９０２番地の１
守谷町大字守谷 甲９０２番地の７ 守谷市本町 ９０２番地の７
守谷町大字守谷 甲９０２番地の８ 守谷市本町 ９０２番地の８
守谷町大字守谷 甲９０２番地の９ 守谷市本町 ９０２番地の９
守谷町大字守谷 甲９０２番地の１０ 守谷市本町 ９０２番地の１０
守谷町大字守谷 甲９０２番地の１１ 守谷市本町 ９０２番地の１１
守谷町大字守谷 甲９０２番地の１２ 守谷市本町 ９０２番地の１２
守谷町大字守谷 甲９０２番地の１９ 守谷市本町 ９０２番地の１９
守谷町大字守谷 甲９０２番地の２１ 守谷市本町 ９０２番地の２１
守谷町大字守谷 甲９０４番地の２ 守谷市本町 ９０４番地の２

旧住所表記名 新住所表記名
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守谷町大字守谷 甲９０４番地の５ 守谷市本町 ９０４番地の５
守谷町大字守谷 甲９０４番地の９ 守谷市本町 ９０４番地の９
守谷町大字守谷 甲９０４番地の１０ 守谷市本町 ９０４番地の１０
守谷町大字守谷 甲９０４番地の１９ 守谷市本町 ９０４番地の１９
守谷町大字守谷 甲９０４番地の２０ 守谷市本町 ９０４番地の２０
守谷町大字守谷 甲９０４番地の２１ 守谷市本町 ９０４番地の２１
守谷町大字守谷 甲９０４番地の２２ 守谷市本町 ９０４番地の２２
守谷町大字守谷 甲９０４番地の２７ 守谷市本町 ９０４番地の２７
守谷町大字守谷 甲９０６番地の２ 守谷市本町 ９０６番地の２
守谷町大字守谷 甲９０６番地の６ 守谷市本町 ９０６番地の６
守谷町大字守谷 甲９０７番地の３ 守谷市本町 ９０７番地の３
守谷町大字守谷 甲９０７番地の４ 守谷市本町 ９０７番地の４
守谷町大字守谷 甲９０７番地の６ 守谷市本町 ９０７番地の６
守谷町大字守谷 甲９０７番地の７ 守谷市本町 ９０７番地の７
守谷町大字守谷 甲９０７番地の８ 守谷市本町 ９０７番地の８
守谷町大字守谷 甲９０７番地の９ 守谷市本町 ９０７番地の９
守谷町大字守谷 甲９０７番地の１０ 守谷市本町 ９０７番地の１０
守谷町大字守谷 甲９０７番地の１１ 守谷市本町 ９０７番地の１１
守谷町大字守谷 甲９０７番地の１３ 守谷市本町 ９０７番地の１３
守谷町大字守谷 甲９０７番地の１４ 守谷市本町 ９０７番地の１４
守谷町大字守谷 甲９０７番地の１５ 守谷市本町 ９０７番地の１５
守谷町大字守谷 甲９２６番地の２ 守谷市本町 ９２６番地の２
守谷町大字守谷 甲９２７番地の３ 守谷市本町 ９２７番地の３
守谷町大字守谷 甲９３２番地の２ 守谷市本町 ９３２番地の２
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３ 守谷市本町 ９３２番地の３
守谷町大字守谷 甲９３２番地の６ 守谷市本町 ９３２番地の６
守谷町大字守谷 甲９３２番地の７ 守谷市本町 ９３２番地の７
守谷町大字守谷 甲９３２番地の８ 守谷市本町 ９３２番地の８
守谷町大字守谷 甲９３２番地の９ 守谷市本町 ９３２番地の９
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１０ 守谷市本町 ９３２番地の１０
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１１ 守谷市本町 ９３２番地の１１
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１２ 守谷市本町 ９３２番地の１２
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１３ 守谷市本町 ９３２番地の１３
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１４ 守谷市本町 ９３２番地の１４
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１５ 守谷市本町 ９３２番地の１５
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１６ 守谷市本町 ９３２番地の１６
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１７ 守谷市本町 ９３２番地の１７
守谷町大字守谷 甲９３２番地の１８ 守谷市本町 ９３２番地の１８
守谷町大字守谷 甲９３２番地の２０ 守谷市本町 ９３２番地の２０
守谷町大字守谷 甲９３２番地の２２ 守谷市本町 ９３２番地の２２
守谷町大字守谷 甲９３２番地の２４ 守谷市本町 ９３２番地の２４
守谷町大字守谷 甲９３２番地の２５ 守谷市本町 ９３２番地の２５
守谷町大字守谷 甲９３２番地の２７ 守谷市本町 ９３２番地の２７
守谷町大字守谷 甲９３２番地の２９ 守谷市本町 ９３２番地の２９
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３１ 守谷市本町 ９３２番地の３１
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３２ 守谷市本町 ９３２番地の３２
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３３ 守谷市本町 ９３２番地の３３
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３４ 守谷市本町 ９３２番地の３４
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３５ 守谷市本町 ９３２番地の３５
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３６ 守谷市本町 ９３２番地の３６
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３８ 守谷市本町 ９３２番地の３８
守谷町大字守谷 甲９３２番地の３９ 守谷市本町 ９３２番地の３９
守谷町大字守谷 甲９３２番地の４０ 守谷市本町 ９３２番地の４０
守谷町大字守谷 甲９３２番地の４７ 守谷市本町 ９３２番地の４７
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５０ 守谷市本町 ９３２番地の５０
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５１ 守谷市本町 ９３２番地の５１
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守谷町大字守谷 甲９３２番地の５２ 守谷市本町 ９３２番地の５２
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５４ 守谷市本町 ９３２番地の５４
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５５ 守谷市本町 ９３２番地の５５
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５６ 守谷市本町 ９３２番地の５６
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５７ 守谷市本町 ９３２番地の５７
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５８ 守谷市本町 ９３２番地の５８
守谷町大字守谷 甲９３２番地の５９ 守谷市本町 ９３２番地の５９
守谷町大字守谷 甲９３２番地の６１ 守谷市本町 ９３２番地の６１
守谷町大字守谷 甲９３９番地の３ 守谷市本町 ９３９番地の３
守谷町大字守谷 甲９５６番地の４ 守谷市本町 ９５６番地の４
守谷町大字守谷 甲１０３９番地の２ 守谷市本町 １０３９番地の２
守谷町大字守谷 甲１０３９番地の３ 守谷市本町 １０３９番地の３
守谷町大字守谷 甲１０３９番地の４ 守谷市本町 １０３９番地の４
守谷町大字守谷 甲１０３９番地の５ 守谷市本町 １０３９番地の５
守谷町大字守谷 甲１０４０番地の１ 守谷市本町 １０４０番地の１
守谷町大字守谷 甲１０４２番地の１ 守谷市本町 １０４２番地の１
守谷町大字守谷 甲１０４３番地の２ 守谷市本町 １０４３番地の２
守谷町大字守谷 甲１０４３番地の５ 守谷市本町 １０４３番地の５
守谷町大字守谷 甲１０４３番地の６ 守谷市本町 １０４３番地の６
守谷町大字守谷 甲１０４３番地の７ 守谷市本町 １０４３番地の７
守谷町大字守谷 甲１０４３番地の８ 守谷市本町 １０４３番地の８
守谷町大字守谷 甲１０４４番地の１ 守谷市本町 １０４４番地の１
守谷町大字守谷 甲１０４４番地の２ 守谷市本町 １０４４番地の２
守谷町大字守谷 甲１０４４番地の３ 守谷市本町 １０４４番地の３
守谷町大字守谷 甲１０４４番地の５ 守谷市本町 １０４４番地の５
守谷町大字守谷 甲１０４７番地の２ 守谷市本町 １０４７番地の２
守谷町大字守谷 甲１０４７番地の４ 守谷市本町 １０４７番地の４
守谷町大字守谷 甲１０４７番地の５ 守谷市本町 １０４７番地の５
守谷町大字守谷 甲１２６１番地 守谷市松並 １２６１番地
守谷町大字守谷 甲１２６３番地の５ 守谷市松並 １２６３番地の５
守谷町大字守谷 甲１２６４番地の４ 守谷市松並 １２６４番地の４
守谷町大字守谷 甲１３８９番地の７ 守谷市松並 １３８９番地の７
守谷町大字守谷 甲１３８９番地の１４ 守谷市松並 １３８９番地の１４
守谷町大字守谷 甲１３９１番地 守谷市松並 １３９１番地
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の５ 守谷市松並 １３９１番地の５
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の１０ 守谷市松並 １３９１番地の１０
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の１１ 守谷市松並 １３９１番地の１１
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の１２ 守谷市松並 １３９１番地の１２
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の２５ 守谷市松並 １３９１番地の２５
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の３２ 守谷市松並 １３９１番地の３２
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の５２ 守谷市松並 １３９１番地の５２
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の５４ 守谷市松並 １３９１番地の５４
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の５７ 守谷市松並 １３９１番地の５７
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の６４ 守谷市松並 １３９１番地の６４
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の６８ 守谷市松並 １３９１番地の６８
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の７０ 守谷市松並 １３９１番地の７０
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の７１ 守谷市松並 １３９１番地の７１
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の７３ 守谷市松並 １３９１番地の７３
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の８０ 守谷市松並 １３９１番地の８０
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の１０１ 守谷市松並 １３９１番地の１０１
守谷町大字守谷 甲１３９１番地の１０３ 守谷市松並 １３９１番地の１０３
守谷町大字守谷 甲１３９２番地の２ 守谷市松並 １３９２番地の２
守谷町大字守谷 甲１３９２番地の１６ 守谷市松並 １３９２番地の１６
守谷町大字守谷 甲１３９３番地の４ 守谷市松並 １３９３番地の４
守谷町大字守谷 甲１３９３番地の６ 守谷市松並 １３９３番地の６
守谷町大字守谷 甲１４１３番地の４ 守谷市松並 １４１３番地の４



（4／4）
大字守谷地区　新旧住所対照表（№４）

旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲１４１４番地の３ 守谷市松並 １４１４番地の３
守谷町大字守谷 甲１４１４番地の６ 守谷市松並 １４１４番地の６
守谷町大字守谷 甲１４１７番地の３ 守谷市松並 １４１７番地の３
守谷町大字守谷 甲１４１７番地の７ 守谷市松並 １４１７番地の７
守谷町大字守谷 甲１４１８番地の１ 守谷市松並 １４１８番地の１
守谷町大字守谷 甲１４１８番地の２ 守谷市松並 １４１８番地の２
守谷町大字守谷 甲１４１８番地の３ 守谷市松並 １４１８番地の３
守谷町大字守谷 甲１５５７番地 守谷市松並 １５５７番地
守谷町大字守谷 甲１５５８番地 守谷市松並 １５５８番地
守谷町大字守谷 甲１５５８番地の４ 守谷市松並 １５５８番地の４
守谷町大字守谷 甲１５５８番地の５ 守谷市松並 １５５８番地の５
守谷町大字守谷 甲１５５８番地の６ 守谷市松並 １５５８番地の６
守谷町大字守谷 甲１５５８番地の７ 守谷市松並 １５５８番地の７
守谷町大字守谷 甲１５５８番地の９ 守谷市松並 １５５８番地の９
守谷町大字守谷 甲１５５８番地の１８ 守谷市松並 １５５８番地の１８
守谷町大字守谷 甲１５５８番地の２２ 守谷市松並 １５５８番地の２２


