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大字守谷地区　新旧住所対照表（№９）

守谷町大字守谷 甲２６９６番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の１
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の３
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の４
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の５
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の６
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の７
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の１３
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の１５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の１５
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の１６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の１６
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の１８
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の１９
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の２０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の２０
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の２２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の２２
守谷町大字守谷 甲２６９６番地の２４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９６番地の２４
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の３
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の７
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の１０
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の１１
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の１２
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の１４
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の１６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の１６
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の１９
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の２０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の２０
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の２６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の２６
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の３１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の３１
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の３４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の３４
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の３８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の３８
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の４２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の４２
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の４３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の４３
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の５３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の５３
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の５４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の５４
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の５９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の５９
守谷町大字守谷 甲２６９７番地の６０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２６９７番地の６０
守谷町大字守谷 甲２７１７番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７１７番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７１７番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７１７番地の１３
守谷町大字守谷 甲２７１７番地の３３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７１７番地の３３
守谷町大字守谷 甲２７１７番地の３４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７１７番地の３４
守谷町大字守谷 甲２７３９番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７３９番地の１
守谷町大字守谷 甲２７３９番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７３９番地の２
守谷町大字守谷 甲２７３９番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７３９番地の３
守谷町大字守谷 甲２７４０番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４０番地の２
守谷町大字守谷 甲２７４２番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４２番地の１
守谷町大字守谷 甲２７４３番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４３番地
守谷町大字守谷 甲２７４４番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４４番地
守谷町大字守谷 甲２７４５番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４５番地
守谷町大字守谷 甲２７４５番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４５番地の２
守谷町大字守谷 甲２７４６番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の２
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の４
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の５
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の６
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の７
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の８
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の１３

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２７４６番地の１５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の１５
守谷町大字守谷 甲２７４６番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４６番地の１８
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の５
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の７
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の９
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の１４
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の１５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の１５
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の１７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の１７
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の１８
守谷町大字守谷 甲２７４７番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４７番地の１９
守谷町大字守谷 甲２７４８番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４８番地の３
守谷町大字守谷 甲２７４８番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４８番地の４
守谷町大字守谷 甲２７４８番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４８番地の１０
守谷町大字守谷 甲２７４８番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４８番地の１３
守谷町大字守谷 甲２７４８番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４８番地の１４
守谷町大字守谷 甲２７４９番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４９番地の３
守谷町大字守谷 甲２７４９番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４９番地の４
守谷町大字守谷 甲２７４９番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４９番地の５
守谷町大字守谷 甲２７４９番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７４９番地の８
守谷町大字守谷 甲２７５０番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５０番地
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の３
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の４
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の５
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の６
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の８
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の９
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の１３
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の１６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の１６
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の１８
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の１９
守谷町大字守谷 甲２７５１番地の２１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５１番地の２１
守谷町大字守谷 甲２７５２番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５２番地
守谷町大字守谷 甲２７５２番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５２番地の３
守谷町大字守谷 甲２７５２番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５２番地の６
守谷町大字守谷 甲２７５２番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５２番地の７
守谷町大字守谷 甲２７５２番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５２番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７５２番地の１７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５２番地の１７
守谷町大字守谷 甲２７５２番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５２番地の１９
守谷町大字守谷 甲２７５４番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５４番地の１
守谷町大字守谷 甲２７５４番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５４番地の２
守谷町大字守谷 甲２７５４番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５４番地の８
守谷町大字守谷 甲２７５４番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５４番地の１３
守谷町大字守谷 甲２７５４番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５４番地の１４
守谷町大字守谷 甲２７５５番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の６
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の９
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の１０
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の１６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の１６
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の１７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の１７
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の１８
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の１９
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の２５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の２５
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の３３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の３３
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の３４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の３４
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の３７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の３７
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守谷町大字守谷 甲２７５５番地の５８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の５８
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の６６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の６６
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の６７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の６７
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の６８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の６８
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の７２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の７２
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の７５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の７５
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の７６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の７６
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の７７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の７７
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の７９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の７９
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の８０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の８０
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の８１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の８１
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の８５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の８５
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の８６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の８６
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の８７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の８７
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の９０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の９０
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の９１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の９１
守谷町大字守谷 甲２７５５番地の９２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５５番地の９２
守谷町大字守谷 甲２７５８番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５８番地の６
守谷町大字守谷 甲２７５８番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５８番地の７
守谷町大字守谷 甲２７５８番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５８番地の８
守谷町大字守谷 甲２７５８番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５８番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７５９番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５９番地
守谷町大字守谷 甲２７５９番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７５９番地の１
守谷町大字守谷 甲２７６０番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６０番地の２
守谷町大字守谷 甲２７６０番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６０番地の６
守谷町大字守谷 甲２７６０番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６０番地の９
守谷町大字守谷 甲２７６０番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６０番地の１０
守谷町大字守谷 甲２７６０番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６０番地の１１
守谷町大字守谷 甲２７６０番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６０番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７６０番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６０番地の１３
守谷町大字守谷 甲２７６１番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６１番地の５
守谷町大字守谷 甲２７６１番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６１番地の６
守谷町大字守谷 甲２７６１番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６１番地の７
守谷町大字守谷 甲２７６１番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６１番地の８
守谷町大字守谷 甲２７６１番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６１番地の９
守谷町大字守谷 甲２７６１番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６１番地の１０
守谷町大字守谷 甲２７６１番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６１番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７６２番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６２番地の３
守谷町大字守谷 甲２７６２番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６２番地の６
守谷町大字守谷 甲２７６２番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６２番地の７
守谷町大字守谷 甲２７６３番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６３番地の３
守谷町大字守谷 甲２７６３番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６３番地の４
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の２
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の３
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の５
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の６
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の７
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の１５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の１５
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の１６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の１６
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の１７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の１７
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の１８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の１８
守谷町大字守谷 甲２７６４番地の１９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６４番地の１９
守谷町大字守谷 甲２７６５番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６５番地の２
守谷町大字守谷 甲２７６５番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６５番地の６
守谷町大字守谷 甲２７６５番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６５番地の７
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲２７６５番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６５番地の１１
守谷町大字守谷 甲２７６５番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６５番地の１２
守谷町大字守谷 甲２７６６番地の４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６６番地の４
守谷町大字守谷 甲２７６６番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６６番地の５
守谷町大字守谷 甲２７６６番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６６番地の６
守谷町大字守谷 甲２７６６番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６６番地の７
守谷町大字守谷 甲２７６６番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６６番地の８
守谷町大字守谷 甲２７６６番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６６番地の９
守谷町大字守谷 甲２７６６番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６６番地の１１
守谷町大字守谷 甲２７６７番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６７番地
守谷町大字守谷 甲２７６７番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７６７番地の１
守谷町大字守谷 甲２７７３番地の１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７７３番地の１
守谷町大字守谷 甲２７７３番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７７３番地の２
守谷町大字守谷 甲２７７３番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７７３番地の３
守谷町大字守谷 甲２７７３番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７７３番地の５
守谷町大字守谷 甲２７７４番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７７４番地
守谷町大字守谷 甲２７７４番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ２７７４番地の３


