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大字守谷地区　新旧住所対照表（№１４）

守谷町大字守谷 甲４２６５番地 守谷市本町 ４２６５番地
守谷町大字守谷 甲４２６６番地 守谷市本町 ４２６６番地
守谷町大字守谷 甲４２６８番地 守谷市本町 ４２６８番地
守谷町大字守谷 甲４２７０番地 守谷市本町 ４２７０番地
守谷町大字守谷 甲４２７１番地 守谷市本町 ４２７１番地
守谷町大字守谷 甲４２７２番地 守谷市本町 ４２７２番地
守谷町大字守谷 甲４２７３番地 守谷市本町 ４２７３番地
守谷町大字守谷 甲４２７４番地の８ 守谷市本町 ４２７４番地の８
守谷町大字守谷 甲４２８１番地の１ 守谷市本町 ４２８１番地の１
守谷町大字守谷 甲４２８２番地 守谷市本町 ４２８２番地
守谷町大字守谷 甲４２８２番地の１ 守谷市本町 ４２８２番地の１
守谷町大字守谷 甲４２８４番地 守谷市本町 ４２８４番地
守谷町大字守谷 甲４２８４番地の１ 守谷市本町 ４２８４番地の１
守谷町大字守谷 甲４３００番地の３ 守谷市本町 ４３００番地の３
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の４ 守谷市本町 ４３０１番地の４
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の５ 守谷市本町 ４３０１番地の５
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の６ 守谷市本町 ４３０１番地の６
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の７ 守谷市本町 ４３０１番地の７
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の８ 守谷市本町 ４３０１番地の８
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の９ 守谷市本町 ４３０１番地の９
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１０ 守谷市本町 ４３０１番地の１０
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１１ 守谷市本町 ４３０１番地の１１
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１２ 守谷市本町 ４３０１番地の１２
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１３ 守谷市本町 ４３０１番地の１３
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１４ 守谷市本町 ４３０１番地の１４
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１５ 守谷市本町 ４３０１番地の１５
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１６ 守谷市本町 ４３０１番地の１６
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１７ 守谷市本町 ４３０１番地の１７
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１８ 守谷市本町 ４３０１番地の１８
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の１９ 守谷市本町 ４３０１番地の１９
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の２０ 守谷市本町 ４３０１番地の２０
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の２１ 守谷市本町 ４３０１番地の２１
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の２２ 守谷市本町 ４３０１番地の２２
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の２３ 守谷市本町 ４３０１番地の２３
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の２４ 守谷市本町 ４３０１番地の２４
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の２５ 守谷市本町 ４３０１番地の２５
守谷町大字守谷 甲４３０１番地の２６ 守谷市本町 ４３０１番地の２６
守谷町大字守谷 甲４３２１番地 守谷市本町 ４３２１番地
守谷町大字守谷 甲４３８０番地 守谷市本町 ４３８０番地
守谷町大字守谷 甲４３８２番地 守谷市本町 ４３８２番地
守谷町大字守谷 甲４３８３番地の２ 守谷市本町 ４３８３番地の２
守谷町大字守谷 甲４３８４番地の１４ 守谷市本町 ４３８４番地の１４
守谷町大字守谷 甲４３８４番地の１５ 守谷市本町 ４３８４番地の１５
守谷町大字守谷 甲４３８４番地の１６ 守谷市本町 ４３８４番地の１６
守谷町大字守谷 甲４３８４番地の２１ 守谷市本町 ４３８４番地の２１
守谷町大字守谷 甲４３８４番地の２２ 守谷市本町 ４３８４番地の２２
守谷町大字守谷 甲４３８４番地の２３ 守谷市本町 ４３８４番地の２３
守谷町大字守谷 甲４４０５番地 守谷市本町 ４４０５番地
守谷町大字守谷 甲４４０６番地 守谷市本町 ４４０６番地
守谷町大字守谷 甲４４０８番地 守谷市本町 ４４０８番地
守谷町大字守谷 甲４４１０番地 守谷市本町 ４４１０番地
守谷町大字守谷 甲４４１１番地の２ 守谷市本町 ４４１１番地の２
守谷町大字守谷 甲４４１２番地の２ 守谷市本町 ４４１２番地の２
守谷町大字守谷 甲４４１３番地の１ 守谷市本町 ４４１３番地の１
守谷町大字守谷 甲４４１３番地の５ 守谷市本町 ４４１３番地の５
守谷町大字守谷 甲４４１３番地の７ 守谷市本町 ４４１３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４４１３番地の９ 守谷市本町 ４４１３番地の９
守谷町大字守谷 甲４４１３番地の１０ 守谷市本町 ４４１３番地の１０
守谷町大字守谷 甲４４１３番地の１２ 守谷市本町 ４４１３番地の１２
守谷町大字守谷 甲４４１３番地の１４ 守谷市本町 ４４１３番地の１４
守谷町大字守谷 甲４４１４番地 守谷市本町 ４４１４番地
守谷町大字守谷 甲４４１５番地の１ 守谷市本町 ４４１５番地の１
守谷町大字守谷 甲４４１５番地の４ 守谷市本町 ４４１５番地の４
守谷町大字守谷 甲４４１６番地 守谷市本町 ４４１６番地
守谷町大字守谷 甲４４１６番地の２ 守谷市本町 ４４１６番地の２
守谷町大字守谷 甲４４１８番地 守谷市本町 ４４１８番地
守谷町大字守谷 甲４４１９番地 守谷市本町 ４４１９番地
守谷町大字守谷 甲４４２１番地の７ 守谷市本町 ４４２１番地の７
守谷町大字守谷 甲４４２１番地の１０ 守谷市本町 ４４２１番地の１０
守谷町大字守谷 甲４４２３番地の１ 守谷市本町 ４４２３番地の１
守谷町大字守谷 甲４４２３番地の３ 守谷市本町 ４４２３番地の３
守谷町大字守谷 甲４４２７番地の４ 守谷市本町 ４４２７番地の４
守谷町大字守谷 甲４４７８番地の７ 守谷市本町 ４４７８番地の７
守谷町大字守谷 甲４４７９番地の２ 守谷市本町 ４４７９番地の２
守谷町大字守谷 甲４４７９番地の３ 守谷市本町 ４４７９番地の３
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の４ 守谷市本町 ４４８０番地の４
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の５ 守谷市本町 ４４８０番地の５
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の１０ 守谷市本町 ４４８０番地の１０
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の１１ 守谷市本町 ４４８０番地の１１
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の１９ 守谷市本町 ４４８０番地の１９
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の２１ 守谷市本町 ４４８０番地の２１
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の２２ 守谷市本町 ４４８０番地の２２
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の２３ 守谷市本町 ４４８０番地の２３
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の２４ 守谷市本町 ４４８０番地の２４
守谷町大字守谷 甲４４８０番地の２６ 守谷市本町 ４４８０番地の２６
守谷町大字守谷 甲４４８６番地の７ 守谷市本町 ４４８６番地の７
守谷町大字守谷 甲４５３２番地の３ 守谷市本町 ４５３２番地の３
守谷町大字守谷 甲４５３２番地の５ 守谷市本町 ４５３２番地の５
守谷町大字守谷 甲４５３３番地の３ 守谷市本町 ４５３３番地の３
守谷町大字守谷 甲４５３３番地の４ 守谷市本町 ４５３３番地の４
守谷町大字守谷 甲４５３３番地の６ 守谷市本町 ４５３３番地の６
守谷町大字守谷 甲４５３４番地 守谷市本町 ４５３４番地
守谷町大字守谷 甲４５３５番地の３ 守谷市本町 ４５３５番地の３
守谷町大字守谷 甲４５３７番地 守谷市本町 ４５３７番地
守谷町大字守谷 甲４５３８番地 守谷市本町 ４５３８番地
守谷町大字守谷 甲４５３８番地の４ 守谷市本町 ４５３８番地の４
守谷町大字守谷 甲４５３９番地の２ 守谷市本町 ４５３９番地の２
守谷町大字守谷 甲４５３９番地の３ 守谷市本町 ４５３９番地の３
守谷町大字守谷 甲４５３９番地の１０ 守谷市本町 ４５３９番地の１０
守谷町大字守谷 甲４５３９番地の１１ 守谷市本町 ４５３９番地の１１
守谷町大字守谷 甲４６６１番地の３ 守谷市本町 ４６６１番地の３
守谷町大字守谷 甲４７９５番地の３ 守谷市本町 ４７９５番地の３
守谷町大字守谷 甲４７９６番地 守谷市本町 ４７９６番地
守谷町大字守谷 甲４８００番地の５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８００番地の５
守谷町大字守谷 甲４８００番地の６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８００番地の６
守谷町大字守谷 甲４８００番地の７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８００番地の７
守谷町大字守谷 甲４８００番地の９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８００番地の９
守谷町大字守谷 甲４８０１番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０１番地の２
守谷町大字守谷 甲４８０１番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０１番地の５
守谷町大字守谷 甲４８０１番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０１番地の６
守谷町大字守谷 甲４８０１番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０１番地の７
守谷町大字守谷 甲４８０１番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０１番地の８
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲４８０１番地の９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０１番地の９
守谷町大字守谷 甲４８０１番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０１番地の１０
守谷町大字守谷 甲４８０２番地 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の２
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の３
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の３
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の９
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の１１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の１１
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の１８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の１８
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の１９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の１９
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の２０ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の２０
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の２１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の２１
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の２２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０２番地の２２
守谷町大字守谷 甲４８０２番地の２６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０２番地の２６
守谷町大字守谷 甲４８０３番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０３番地の３
守谷町大字守谷 甲４８０３番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０３番地の１０
守谷町大字守谷 甲４８０３番地の１２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０３番地の１２
守谷町大字守谷 甲４８０３番地の１３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０３番地の１３
守谷町大字守谷 甲４８０３番地の１４ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０３番地の１４
守谷町大字守谷 甲４８０３番地の１５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０３番地の１５
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の２
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の３
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の５
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の６
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の７
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の８
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の１０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の１０
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の１１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の１１
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の１２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の１２
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の１３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の１３
守谷町大字守谷 甲４８０６番地の１４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０６番地の１４


