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大字守谷地区　新旧住所対照表（№７）

守谷町大字守谷 甲２３６４番地の２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６４番地の２
守谷町大字守谷 甲２３６４番地の３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６４番地の３
守谷町大字守谷 甲２３６５番地の４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６５番地の４
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の１
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の２
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の３
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の４
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の７
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の８
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の９
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の１２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の１２
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の１３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の１３
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の１５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の１５
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の１７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の１７
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の１８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の１８
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の１９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の１９
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の２０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の２０
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の２４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の２４
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の３２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の３２
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の３３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の３３
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の３４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の３４
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の３５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の３５
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の３７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の３７
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の４０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の４０
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の４４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の４４
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の５７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の５７
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の５８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の５８
守谷町大字守谷 甲２３６６番地の６０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２３６６番地の６０
守谷町大字守谷 甲２４１４番地の８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４１４番地の８
守谷町大字守谷 甲２４１９番地の６４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４１９番地の６４
守谷町大字守谷 甲２４１９番地の６６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４１９番地の６６
守谷町大字守谷 甲２４２４番地 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４２４番地
守谷町大字守谷 甲２４３５番地の３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４３５番地の３
守谷町大字守谷 甲２４３５番地の５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４３５番地の５
守谷町大字守谷 甲２４４０番地の３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４４０番地の３
守谷町大字守谷 甲２４７７番地 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４７７番地
守谷町大字守谷 甲２４８０番地の２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４８０番地の２
守谷町大字守谷 甲２４８１番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２４８１番地の１
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の４
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の６
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の８
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の９
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の１３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の１３
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の１７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の１７
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の１８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の１８
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の１９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の１９
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の２３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の２３
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の２４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の２４
守谷町大字守谷 甲２４９８番地の２６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ２４９８番地の２６
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の７
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の８
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の９
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１０
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１１
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１２
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１４

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２５０６番地の１５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１５
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１６
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１７
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１８
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の１９
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の２１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の２１
守谷町大字守谷 甲２５０６番地の２３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０６番地の２３
守谷町大字守谷 甲２５０９番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０９番地の１
守谷町大字守谷 甲２５０９番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０９番地の６
守谷町大字守谷 甲２５０９番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０９番地の８
守谷町大字守谷 甲２５０９番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０９番地の１２
守谷町大字守谷 甲２５０９番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５０９番地の１３
守谷町大字守谷 甲２５１０番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１０番地の２
守谷町大字守谷 甲２５１０番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１０番地の５
守谷町大字守谷 甲２５１０番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１０番地の９
守谷町大字守谷 甲２５１０番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１０番地の１０
守谷町大字守谷 甲２５１０番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１０番地の１１
守谷町大字守谷 甲２５１０番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１０番地の１４
守谷町大字守谷 甲２５１０番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１０番地の１８
守谷町大字守谷 甲２５１１番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１１番地の１
守谷町大字守谷 甲２５１１番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１１番地の３
守谷町大字守谷 甲２５１１番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１１番地の５
守谷町大字守谷 甲２５１１番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１１番地の６
守谷町大字守谷 甲２５１１番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１１番地の７
守谷町大字守谷 甲２５１２番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１２番地の２
守谷町大字守谷 甲２５１２番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１２番地の３
守谷町大字守谷 甲２５１２番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１２番地の４
守谷町大字守谷 甲２５１２番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１２番地の５
守谷町大字守谷 甲２５１２番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１２番地の６
守谷町大字守谷 甲２５１３番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１３番地の２
守谷町大字守谷 甲２５１３番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１３番地の３
守谷町大字守谷 甲２５１３番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１３番地の５
守谷町大字守谷 甲２５１３番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１３番地の８
守谷町大字守谷 甲２５１４番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１４番地の２
守谷町大字守谷 甲２５１４番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１４番地の４
守谷町大字守谷 甲２５１４番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１４番地の５
守谷町大字守谷 甲２５１４番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１４番地の６
守谷町大字守谷 甲２５１４番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１４番地の８
守谷町大字守谷 甲２５１６番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１６番地の４
守谷町大字守谷 甲２５１６番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１６番地の５
守谷町大字守谷 甲２５１７番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１７番地
守谷町大字守谷 甲２５１７番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１７番地の２
守谷町大字守谷 甲２５１７番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１７番地の４
守谷町大字守谷 甲２５１８番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１８番地
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の１
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の２
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の３
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の４
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の５
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の６
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の７
守谷町大字守谷 甲２５１９番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５１９番地の８
守谷町大字守谷 甲２５２２番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２２番地の１
守谷町大字守谷 甲２５２２番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２２番地の２
守谷町大字守谷 甲２５２２番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２２番地の３
守谷町大字守谷 甲２５２２番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２２番地の４
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守谷町大字守谷 甲２５２２番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２２番地の６
守谷町大字守谷 甲２５２２番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２２番地の７
守谷町大字守谷 甲２５２４番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２４番地の７
守谷町大字守谷 甲２５２４番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２４番地の８
守谷町大字守谷 甲２５２４番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５２４番地の１０
守谷町大字守谷 甲２５３２番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５３２番地の１
守谷町大字守谷 甲２５４１番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４１番地
守谷町大字守谷 甲２５４５番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４５番地の７
守谷町大字守谷 甲２５４６番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の１
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の８
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の１０
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の１４
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の１５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の１５
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の１６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の１６
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の１８
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の１９
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の２４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の２４
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の２６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の２６
守谷町大字守谷 甲２５４６番地の２８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５４６番地の２８
守谷町大字守谷 甲２５５０番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５０番地の４
守谷町大字守谷 甲２５５０番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５０番地の５
守谷町大字守谷 甲２５５０番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５０番地の６
守谷町大字守谷 甲２５５０番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５０番地の８
守谷町大字守谷 甲２５５０番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５０番地の１２
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の１
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の４
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の６
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の７
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の８
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の９
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の１０
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の１１
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の２６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の２６
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の２７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の２７
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の２８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の２８
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の３１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の３１
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の３２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の３２
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の３３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の３３
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の３４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の３４
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の３５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の３５
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の３６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の３６
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の３７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の３７
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の４７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の４７
守谷町大字守谷 甲２５５１番地の４８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５１番地の４８
守谷町大字守谷 甲２５５２番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５２番地の２
守谷町大字守谷 甲２５５２番地の１７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５２番地の１７
守谷町大字守谷 甲２５５４番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５４番地
守谷町大字守谷 甲２５５５番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５５番地
守谷町大字守谷 甲２５５９番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５５９番地の７
守谷町大字守谷 甲２５６０番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２５６０番地の１
守谷町大字守谷 甲２５８９番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２５８９番地の８
守谷町大字守谷 甲２６０８番地の２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６０８番地の２
守谷町大字守谷 甲２６１０番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１０番地
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の１
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の２
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の４
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の６
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の７
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の９
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の１０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の１０
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の１１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の１３
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の１５
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の２０
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の２１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の２１
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の２４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の２４
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の２７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の２７
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の２８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の２８
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の２９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の２９
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の３３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の３３
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の３５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の３５
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の３７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の３７
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の４０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の４０
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の４１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の４１
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の５４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の５４
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の５５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の５５
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の５６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の５６
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の６１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の６１
守谷町大字守谷 甲２６１２番地の６３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１２番地の６３
守谷町大字守谷 甲２６１３番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１３番地の３
守谷町大字守谷 甲２６１３番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１３番地の８
守谷町大字守谷 甲２６１３番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１３番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６１３番地の２７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１３番地の２７
守谷町大字守谷 甲２６１３番地の２８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１３番地の２８
守谷町大字守谷 甲２６１３番地の２９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１３番地の２９
守谷町大字守谷 甲２６１８番地の１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２６１８番地の１


