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大字守谷地区　新旧住所対照表（№６）

守谷町大字守谷 甲２０２５番地の１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０２５番地の１
守谷町大字守谷 甲２０２６番地の１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０２６番地の１
守谷町大字守谷 甲２０３４番地の２９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０３４番地の２９
守谷町大字守谷 甲２０４２番地の１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０４２番地の１
守谷町大字守谷 甲２０４３番地の４３ 守谷市松並 ２０４３番地の４３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５ 守谷市松並 ２０５０番地の５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の９ 守谷市松並 ２０５０番地の９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１０ 守谷市松並 ２０５０番地の１０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１２ 守谷市松並 ２０５０番地の１２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１３ 守谷市松並 ２０５０番地の１３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の２１ 守谷市松並 ２０５０番地の２１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の２２ 守谷市松並 ２０５０番地の２２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の２４ 守谷市松並 ２０５０番地の２４
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の２７ 守谷市松並 ２０５０番地の２７
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の２８ 守谷市松並 ２０５０番地の２８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３０ 守谷市松並 ２０５０番地の３０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３５ 守谷市松並 ２０５０番地の３５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３７ 守谷市松並 ２０５０番地の３７
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３８ 守谷市松並 ２０５０番地の３８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３９ 守谷市松並 ２０５０番地の３９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４１ 守谷市松並 ２０５０番地の４１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４２ 守谷市松並 ２０５０番地の４２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４３ 守谷市松並 ２０５０番地の４３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４４ 守谷市松並 ２０５０番地の４４
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４５ 守谷市松並 ２０５０番地の４５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４６ 守谷市松並 ２０５０番地の４６
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４７ 守谷市松並 ２０５０番地の４７
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４８ 守谷市松並 ２０５０番地の４８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の４９ 守谷市松並 ２０５０番地の４９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５０ 守谷市松並 ２０５０番地の５０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５１ 守谷市松並 ２０５０番地の５１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５２ 守谷市松並 ２０５０番地の５２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５３ 守谷市松並 ２０５０番地の５３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５４ 守谷市松並 ２０５０番地の５４
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５５ 守谷市松並 ２０５０番地の５５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５６ 守谷市松並 ２０５０番地の５６
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の５７ 守谷市松並 ２０５０番地の５７
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６０ 守谷市松並 ２０５０番地の６０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６１ 守谷市松並 ２０５０番地の６１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６２ 守谷市松並 ２０５０番地の６２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６３ 守谷市松並 ２０５０番地の６３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６５ 守谷市松並 ２０５０番地の６５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６６ 守谷市松並 ２０５０番地の６６
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６８ 守谷市松並 ２０５０番地の６８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の６９ 守谷市松並 ２０５０番地の６９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７０ 守谷市松並 ２０５０番地の７０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７１ 守谷市松並 ２０５０番地の７１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７２ 守谷市松並 ２０５０番地の７２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７３ 守谷市松並 ２０５０番地の７３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７４ 守谷市松並 ２０５０番地の７４
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７６ 守谷市松並 ２０５０番地の７６
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７７ 守谷市松並 ２０５０番地の７７
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の７９ 守谷市松並 ２０５０番地の７９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の８０ 守谷市松並 ２０５０番地の８０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の８１ 守谷市松並 ２０５０番地の８１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の８６ 守谷市松並 ２０５０番地の８６

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２０５０番地の８７ 守谷市松並 ２０５０番地の８７
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の８８ 守谷市松並 ２０５０番地の８８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の８９ 守谷市松並 ２０５０番地の８９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の９３ 守谷市松並 ２０５０番地の９３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の９４ 守谷市松並 ２０５０番地の９４
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の９５ 守谷市松並 ２０５０番地の９５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の９８ 守谷市松並 ２０５０番地の９８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１０９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１０９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１１０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１１０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１１１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１１１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１１５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１１５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１１６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１１６
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１２０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１２０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１２５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１２５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１２９ 守谷市松並 ２０５０番地の１２９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１３１ 守谷市松並 ２０５０番地の１３１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１３４ 守谷市松並 ２０５０番地の１３４
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１３６ 守谷市松並 ２０５０番地の１３６
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１３８ 守谷市松並 ２０５０番地の１３８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１３９ 守谷市松並 ２０５０番地の１３９
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１５０ 守谷市松並 ２０５０番地の１５０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１５１ 守谷市松並 ２０５０番地の１５１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１５４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の１５４
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１５５ 守谷市松並 ２０５０番地の１５５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１５８ 守谷市松並 ２０５０番地の１５８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１６０ 守谷市松並 ２０５０番地の１６０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１６１ 守谷市松並 ２０５０番地の１６１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１６２ 守谷市松並 ２０５０番地の１６２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１６５ 守谷市松並 ２０５０番地の１６５
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１６６ 守谷市松並 ２０５０番地の１６６
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１６７ 守谷市松並 ２０５０番地の１６７
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１６８ 守谷市松並 ２０５０番地の１６８
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１９０ 守谷市松並 ２０５０番地の１９０
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１９１ 守谷市松並 ２０５０番地の１９１
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の１９２ 守谷市松並 ２０５０番地の１９２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３００ 守谷市松並 ２０５０番地の３００
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３１２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の３１２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３２２ 守谷市松並 ２０５０番地の３２２
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３２３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の３２３
守谷町大字守谷 甲２０５０番地の３２６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２０５０番地の３２６
守谷町大字守谷 甲２０５９番地の９ 守谷市松並 ２０５９番地の９
守谷町大字守谷 甲２０５９番地の１１ 守谷市松並 ２０５９番地の１１
守谷町大字守谷 甲２０７０番地 守谷市松並 ２０７０番地
守谷町大字守谷 甲２３２８番地の１０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３２８番地の１０
守谷町大字守谷 甲２３４３番地の４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３４３番地の４
守谷町大字守谷 甲２３４７番地の８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３４７番地の８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地 守谷市松並 ２３５４番地
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１１ 守谷市松並 ２３５４番地の１１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１２ 守谷市松並 ２３５４番地の１２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１３ 守谷市松並 ２３５４番地の１３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１６ 守谷市松並 ２３５４番地の１６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１９ 守谷市松並 ２３５４番地の１９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２０ 守谷市松並 ２３５４番地の２０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２２ 守谷市松並 ２３５４番地の２２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２５ 守谷市松並 ２３５４番地の２５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２９ 守谷市松並 ２３５４番地の２９
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の３１ 守谷市松並 ２３５４番地の３１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の３２ 守谷市松並 ２３５４番地の３２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の３７ 守谷市松並 ２３５４番地の３７
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の３８ 守谷市松並 ２３５４番地の３８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の３９ 守谷市松並 ２３５４番地の３９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の４０ 守谷市松並 ２３５４番地の４０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の４１ 守谷市松並 ２３５４番地の４１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の４５ 守谷市松並 ２３５４番地の４５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の４６ 守谷市松並 ２３５４番地の４６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の４７ 守谷市松並 ２３５４番地の４７
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の４８ 守谷市松並 ２３５４番地の４８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の５０ 守谷市松並 ２３５４番地の５０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の５１ 守谷市松並 ２３５４番地の５１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の５３ 守谷市松並 ２３５４番地の５３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の５５ 守谷市松並 ２３５４番地の５５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の５６ 守谷市松並 ２３５４番地の５６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の５８ 守谷市松並 ２３５４番地の５８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の５９ 守谷市松並 ２３５４番地の５９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の６０ 守谷市松並 ２３５４番地の６０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の６１ 守谷市松並 ２３５４番地の６１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の６２ 守谷市松並 ２３５４番地の６２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の６４ 守谷市松並 ２３５４番地の６４
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の６５ 守谷市松並 ２３５４番地の６５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の６６ 守谷市松並 ２３５４番地の６６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の６９ 守谷市松並 ２３５４番地の６９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の７０ 守谷市松並 ２３５４番地の７０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の７２ 守谷市松並 ２３５４番地の７２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の７４ 守谷市松並 ２３５４番地の７４
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の７６ 守谷市松並 ２３５４番地の７６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の７８ 守谷市松並 ２３５４番地の７８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の８１ 守谷市松並 ２３５４番地の８１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の８２ 守谷市松並 ２３５４番地の８２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の８４ 守谷市松並 ２３５４番地の８４
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の９０ 守谷市松並 ２３５４番地の９０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の９６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の９６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１０３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１０３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１０５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１０５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１０７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１０７
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１０８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１０８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１１２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１１２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１１３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１１３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１１６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１１６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１２２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１２２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１２５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１２５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１２６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１２６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１２９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１２９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１３２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１３２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１３３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１３３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１３５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１３５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１３６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１３６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１３７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１３７
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１４０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１４０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１４１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１４１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１４２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１４２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１４３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１４３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１４８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１４８
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１５１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１５１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１５５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１５５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１５７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１５７
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１５８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１５８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１５９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１５９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１６０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１６０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１６１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１６１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１６３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１６３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１６８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１６８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１７１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１７１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１７２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１７２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１７５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１７５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１７６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１７６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１７８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１７８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１７９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１７９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１８２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１８２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１８４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１８４
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１８７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１８７
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１８８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１８８
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１９０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１９０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１９２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１９２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１９３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１９３
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１９４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１９４
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の１９５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の１９５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２０１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２０１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２０２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２０２
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２０５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２０５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２０６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２０６
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２０９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２０９
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２１１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２１１
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２１４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２１４
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２２０ 守谷市松並 ２３５４番地の２２０
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２２５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２２５
守谷町大字守谷 甲２３５４番地の２２６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３５４番地の２２６


