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大字守谷地区　新旧住所対照表（№３）

守谷町大字守谷 甲６１０番地 守谷市本町 ６１０番地
守谷町大字守谷 甲６１０番地の１ 守谷市本町 ６１０番地の１
守谷町大字守谷 甲６１３番地 守谷市本町 ６１３番地
守谷町大字守谷 甲６１５番地 守谷市本町 ６１５番地
守谷町大字守谷 甲６１６番地の３ 守谷市本町 ６１６番地の３
守谷町大字守谷 甲６１６番地の５ 守谷市本町 ６１６番地の５
守谷町大字守谷 甲６１７番地 守谷市本町 ６１７番地
守谷町大字守谷 甲６１８番地 守谷市本町 ６１８番地
守谷町大字守谷 甲６１９番地 守谷市本町 ６１９番地
守谷町大字守谷 甲６２０番地 守谷市本町 ６２０番地
守谷町大字守谷 甲６２０番地の２ 守谷市本町 ６２０番地の２
守谷町大字守谷 甲６２０番地の４ 守谷市本町 ６２０番地の４
守谷町大字守谷 甲６２０番地の７ 守谷市本町 ６２０番地の７
守谷町大字守谷 甲６２０番地の８ 守谷市本町 ６２０番地の８
守谷町大字守谷 甲６２０番地の９ 守谷市本町 ６２０番地の９
守谷町大字守谷 甲６２０番地の１２ 守谷市本町 ６２０番地の１２
守谷町大字守谷 甲６２０番地の１４ 守谷市本町 ６２０番地の１４
守谷町大字守谷 甲６２１番地の３ 守谷市本町 ６２１番地の３
守谷町大字守谷 甲６２１番地の５ 守谷市本町 ６２１番地の５
守谷町大字守谷 甲６２２番地の１ 守谷市本町 ６２２番地の１
守谷町大字守谷 甲６２４番地 守谷市本町 ６２４番地
守谷町大字守谷 甲６２４番地の１ 守谷市本町 ６２４番地の１
守谷町大字守谷 甲６２５番地の１ 守谷市本町 ６２５番地の１
守谷町大字守谷 甲６２５番地の４ 守谷市本町 ６２５番地の４
守谷町大字守谷 甲６２８番地 守谷市本町 ６２８番地
守谷町大字守谷 甲６３１番地 守谷市本町 ６３１番地
守谷町大字守谷 甲６３１番地の２ 守谷市本町 ６３１番地の２
守谷町大字守谷 甲６３３番地 守谷市本町 ６３３番地
守谷町大字守谷 甲６３４番地 守谷市本町 ６３４番地
守谷町大字守谷 甲６３６番地 守谷市本町 ６３６番地
守谷町大字守谷 甲６３７番地の１ 守谷市本町 ６３７番地の１
守谷町大字守谷 甲６３８番地 守谷市本町 ６３８番地
守谷町大字守谷 甲６３９番地 守谷市本町 ６３９番地
守谷町大字守谷 甲６４０番地 守谷市本町 ６４０番地
守谷町大字守谷 甲６４０番地の４ 守谷市本町 ６４０番地の４
守谷町大字守谷 甲６４０番地の８ 守谷市本町 ６４０番地の８
守谷町大字守谷 甲６４１番地 守谷市本町 ６４１番地
守谷町大字守谷 甲６４２番地の１ 守谷市本町 ６４２番地の１
守谷町大字守谷 甲６４２番地の２ 守谷市本町 ６４２番地の２
守谷町大字守谷 甲６４３番地 守谷市本町 ６４３番地
守谷町大字守谷 甲６４５番地 守谷市本町 ６４５番地
守谷町大字守谷 甲６４５番地の１ 守谷市本町 ６４５番地の１
守谷町大字守谷 甲６４６番地 守谷市本町 ６４６番地
守谷町大字守谷 甲６４７番地の１ 守谷市本町 ６４７番地の１
守谷町大字守谷 甲６４８番地の１ 守谷市本町 ６４８番地の１
守谷町大字守谷 甲６４９番地 守谷市本町 ６４９番地
守谷町大字守谷 甲６５１番地 守谷市本町 ６５１番地
守谷町大字守谷 甲６５１番地の４ 守谷市本町 ６５１番地の４
守谷町大字守谷 甲６５１番地の１２ 守谷市本町 ６５１番地の１２
守谷町大字守谷 甲６５１番地の１６ 守谷市本町 ６５１番地の１６
守谷町大字守谷 甲６５１番地の１７ 守谷市本町 ６５１番地の１７
守谷町大字守谷 甲６５１番地の２６ 守谷市本町 ６５１番地の２６
守谷町大字守谷 甲６５１番地の２７ 守谷市本町 ６５１番地の２７
守谷町大字守谷 甲６５１番地の２９ 守谷市本町 ６５１番地の２９
守谷町大字守谷 甲６５２番地の２ 守谷市本町 ６５２番地の２
守谷町大字守谷 甲６５２番地の４ 守谷市本町 ６５２番地の４

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６５２番地の６ 守谷市本町 ６５２番地の６
守谷町大字守谷 甲６５９番地 守谷市本町 ６５９番地
守谷町大字守谷 甲６６１番地 守谷市本町 ６６１番地
守谷町大字守谷 甲６６５番地 守谷市本町 ６６５番地
守谷町大字守谷 甲６６７番地 守谷市本町 ６６７番地
守谷町大字守谷 甲６６８番地 守谷市本町 ６６８番地
守谷町大字守谷 甲６７０番地 守谷市本町 ６７０番地
守谷町大字守谷 甲６７５番地 守谷市本町 ６７５番地
守谷町大字守谷 甲６７６番地の１ 守谷市本町 ６７６番地の１
守谷町大字守谷 甲６７７番地 守谷市本町 ６７７番地
守谷町大字守谷 甲６７９番地 守谷市本町 ６７９番地
守谷町大字守谷 甲６８０番地 守谷市本町 ６８０番地
守谷町大字守谷 甲６８２番地の１ 守谷市本町 ６８２番地の１
守谷町大字守谷 甲６８３番地 守谷市本町 ６８３番地
守谷町大字守谷 甲６８６番地の８ 守谷市本町 ６８６番地の８
守谷町大字守谷 甲６８６番地の９ 守谷市本町 ６８６番地の９
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１０ 守谷市本町 ６８６番地の１０
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１１ 守谷市本町 ６８６番地の１１
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１２ 守谷市本町 ６８６番地の１２
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１３ 守谷市本町 ６８６番地の１３
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１４ 守谷市本町 ６８６番地の１４
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１５ 守谷市本町 ６８６番地の１５
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１６ 守谷市本町 ６８６番地の１６
守谷町大字守谷 甲６８６番地の１７ 守谷市本町 ６８６番地の１７
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２１ 守谷市本町 ６８６番地の２１
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２２ 守谷市本町 ６８６番地の２２
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２３ 守谷市本町 ６８６番地の２３
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２４ 守谷市本町 ６８６番地の２４
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２５ 守谷市本町 ６８６番地の２５
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２６ 守谷市本町 ６８６番地の２６
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２７ 守谷市本町 ６８６番地の２７
守谷町大字守谷 甲６８６番地の２９ 守谷市本町 ６８６番地の２９
守谷町大字守谷 甲６８６番地の３０ 守谷市本町 ６８６番地の３０
守谷町大字守谷 甲６８６番地の３１ 守谷市本町 ６８６番地の３１
守谷町大字守谷 甲６８６番地の３２ 守谷市本町 ６８６番地の３２
守谷町大字守谷 甲６８６番地の３３ 守谷市本町 ６８６番地の３３
守谷町大字守谷 甲６８６番地の３４ 守谷市本町 ６８６番地の３４
守谷町大字守谷 甲６８６番地の４０ 守谷市本町 ６８６番地の４０
守谷町大字守谷 甲６８６番地の４１ 守谷市本町 ６８６番地の４１
守谷町大字守谷 甲６８６番地の４２ 守谷市本町 ６８６番地の４２
守谷町大字守谷 甲６８６番地の４５ 守谷市本町 ６８６番地の４５
守谷町大字守谷 甲６８６番地の４６ 守谷市本町 ６８６番地の４６
守谷町大字守谷 甲６８６番地の４７ 守谷市本町 ６８６番地の４７
守谷町大字守谷 甲６８６番地の４８ 守谷市本町 ６８６番地の４８
守谷町大字守谷 甲６８６番地の５０ 守谷市本町 ６８６番地の５０
守谷町大字守谷 甲６８６番地の５１ 守谷市本町 ６８６番地の５１
守谷町大字守谷 甲６８６番地の５２ 守谷市本町 ６８６番地の５２
守谷町大字守谷 甲６８６番地の５３ 守谷市本町 ６８６番地の５３
守谷町大字守谷 甲６８６番地の５４ 守谷市本町 ６８６番地の５４
守谷町大字守谷 甲６８６番地の５９ 守谷市本町 ６８６番地の５９
守谷町大字守谷 甲６８６番地の６０ 守谷市本町 ６８６番地の６０
守谷町大字守谷 甲６８６番地の６１ 守谷市本町 ６８６番地の６１
守谷町大字守谷 甲６８６番地の６３ 守谷市本町 ６８６番地の６３
守谷町大字守谷 甲６８６番地の６４ 守谷市本町 ６８６番地の６４
守谷町大字守谷 甲６８６番地の６５ 守谷市本町 ６８６番地の６５
守谷町大字守谷 甲６８６番地の６６ 守谷市本町 ６８６番地の６６
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲６８６番地の６９ 守谷市本町 ６８６番地の６９
守谷町大字守谷 甲６９３番地の１ 守谷市本町 ６９３番地の１
守谷町大字守谷 甲６９３番地の４ 守谷市本町 ６９３番地の４
守谷町大字守谷 甲６９３番地の５ 守谷市本町 ６９３番地の５
守谷町大字守谷 甲６９３番地の６ 守谷市本町 ６９３番地の６
守谷町大字守谷 甲６９３番地の７ 守谷市本町 ６９３番地の７
守谷町大字守谷 甲６９３番地の８ 守谷市本町 ６９３番地の８
守谷町大字守谷 甲６９５番地 守谷市本町 ６９５番地
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３ 守谷市本町 ７０９番地の３
守谷町大字守谷 甲７０９番地の１４ 守谷市本町 ７０９番地の１４
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３０ 守谷市本町 ７０９番地の３０
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３１ 守谷市本町 ７０９番地の３１
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３２ 守谷市本町 ７０９番地の３２
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３４ 守谷市本町 ７０９番地の３４
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３６ 守谷市本町 ７０９番地の３６
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３７ 守谷市本町 ７０９番地の３７
守谷町大字守谷 甲７０９番地の３８ 守谷市本町 ７０９番地の３８
守谷町大字守谷 甲７０９番地の４２ 守谷市本町 ７０９番地の４２
守谷町大字守谷 甲７０９番地の４３ 守谷市本町 ７０９番地の４３
守谷町大字守谷 甲７０９番地の４４ 守谷市本町 ７０９番地の４４
守谷町大字守谷 甲７０９番地の４７ 守谷市本町 ７０９番地の４７
守谷町大字守谷 甲７０９番地の４９ 守谷市本町 ７０９番地の４９
守谷町大字守谷 甲７０９番地の５０ 守谷市本町 ７０９番地の５０
守谷町大字守谷 甲７０９番地の５１ 守谷市本町 ７０９番地の５１
守谷町大字守谷 甲７１６番地 守谷市本町 ７１６番地
守谷町大字守谷 甲７１７番地 守谷市本町 ７１７番地
守谷町大字守谷 甲７２１番地の７ 守谷市本町 ７２１番地の７
守谷町大字守谷 甲７２１番地の２６ 守谷市本町 ７２１番地の２６
守谷町大字守谷 甲７２２番地の１ 守谷市本町 ７２２番地の１
守谷町大字守谷 甲７２２番地の３ 守谷市本町 ７２２番地の３
守谷町大字守谷 甲７２２番地の５ 守谷市本町 ７２２番地の５
守谷町大字守谷 甲７２６番地 守谷市本町 ７２６番地
守谷町大字守谷 甲７２８番地 守谷市本町 ７２８番地
守谷町大字守谷 甲７２８番地の５ 守谷市本町 ７２８番地の５
守谷町大字守谷 甲７２８番地の９ 守谷市本町 ７２８番地の９
守谷町大字守谷 甲７２９番地の２ 守谷市本町 ７２９番地の２
守谷町大字守谷 甲７２９番地の３ 守谷市本町 ７２９番地の３
守谷町大字守谷 甲７２９番地の５ 守谷市本町 ７２９番地の５
守谷町大字守谷 甲７２９番地の６ 守谷市本町 ７２９番地の６
守谷町大字守谷 甲７２９番地の９ 守谷市本町 ７２９番地の９
守谷町大字守谷 甲７３０番地の１ 守谷市本町 ７３０番地の１
守谷町大字守谷 甲７３０番地の２ 守谷市本町 ７３０番地の２
守谷町大字守谷 甲７３０番地の５ 守谷市本町 ７３０番地の５
守谷町大字守谷 甲７３０番地の６ 守谷市本町 ７３０番地の６
守谷町大字守谷 甲７３０番地の９ 守谷市本町 ７３０番地の９
守谷町大字守谷 甲７３０番地の１１ 守谷市本町 ７３０番地の１１
守谷町大字守谷 甲７３０番地の１３ 守谷市本町 ７３０番地の１３
守谷町大字守谷 甲７３１番地の２ 守谷市本町 ７３１番地の２
守谷町大字守谷 甲７３１番地の３ 守谷市本町 ７３１番地の３
守谷町大字守谷 甲７３１番地の４ 守谷市本町 ７３１番地の４
守谷町大字守谷 甲７３１番地の５ 守谷市本町 ７３１番地の５
守谷町大字守谷 甲７３２番地の６ 守谷市本町 ７３２番地の６
守谷町大字守谷 甲７３２番地の７ 守谷市本町 ７３２番地の７
守谷町大字守谷 甲７３２番地の９ 守谷市本町 ７３２番地の９
守谷町大字守谷 甲７３２番地の１２ 守谷市本町 ７３２番地の１２
守谷町大字守谷 甲７３２番地の１３ 守谷市本町 ７３２番地の１３



（4／4）
大字守谷地区　新旧住所対照表（№３）

旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲７３２番地の１４ 守谷市本町 ７３２番地の１４
守谷町大字守谷 甲７３２番地の１５ 守谷市本町 ７３２番地の１５
守谷町大字守谷 甲７３４番地 守谷市本町 ７３４番地
守谷町大字守谷 甲７３４番地の１ 守谷市本町 ７３４番地の１
守谷町大字守谷 甲７３４番地の２ 守谷市本町 ７３４番地の２
守谷町大字守谷 甲７３４番地の５ 守谷市本町 ７３４番地の５
守谷町大字守谷 甲７３４番地の７ 守谷市本町 ７３４番地の７
守谷町大字守谷 甲７３４番地の９ 守谷市本町 ７３４番地の９
守谷町大字守谷 甲７３５番地の２ 守谷市本町 ７３５番地の２
守谷町大字守谷 甲７３６番地の８ 守谷市本町 ７３６番地の８
守谷町大字守谷 甲７３６番地の１２ 守谷市本町 ７３６番地の１２
守谷町大字守谷 甲７３６番地の１６ 守谷市本町 ７３６番地の１６
守谷町大字守谷 甲７３６番地の１７ 守谷市本町 ７３６番地の１７
守谷町大字守谷 甲７６７番地 守谷市本町 ７６７番地
守谷町大字守谷 甲７６７番地の４ 守谷市本町 ７６７番地の４
守谷町大字守谷 甲７６７番地の５ 守谷市本町 ７６７番地の５
守谷町大字守谷 甲７６７番地の６ 守谷市本町 ７６７番地の６
守谷町大字守谷 甲７６７番地の７ 守谷市本町 ７６７番地の７
守谷町大字守谷 甲８３９番地の１０ 守谷市本町 ８３９番地の１０
守谷町大字守谷 甲８３９番地の１１ 守谷市本町 ８３９番地の１１
守谷町大字守谷 甲８３９番地の１３ 守谷市本町 ８３９番地の１３
守谷町大字守谷 甲８３９番地の１４ 守谷市本町 ８３９番地の１４
守谷町大字守谷 甲８４０番地の１ 守谷市本町 ８４０番地の１
守谷町大字守谷 甲８４２番地の７ 守谷市本町 ８４２番地の７
守谷町大字守谷 甲８４２番地の８ 守谷市本町 ８４２番地の８
守谷町大字守谷 甲８４２番地の１０ 守谷市本町 ８４２番地の１０
守谷町大字守谷 甲８４２番地の１１ 守谷市本町 ８４２番地の１１
守谷町大字守谷 甲８４２番地の１２ 守谷市本町 ８４２番地の１２
守谷町大字守谷 甲８４２番地の１４ 守谷市本町 ８４２番地の１４
守谷町大字守谷 甲８４２番地の１５ 守谷市本町 ８４２番地の１５
守谷町大字守谷 甲８４３番地の２ 守谷市本町 ８４３番地の２
守谷町大字守谷 甲８４３番地の３ 守谷市本町 ８４３番地の３
守谷町大字守谷 甲８４３番地の４ 守谷市本町 ８４３番地の４
守谷町大字守谷 甲８４４番地の９ 守谷市本町 ８４４番地の９
守谷町大字守谷 甲８４４番地の１１ 守谷市本町 ８４４番地の１１
守谷町大字守谷 甲８４４番地の１２ 守谷市本町 ８４４番地の１２
守谷町大字守谷 甲８４５番地の１ 守谷市本町 ８４５番地の１
守谷町大字守谷 甲８４５番地の５ 守谷市本町 ８４５番地の５
守谷町大字守谷 甲８４８番地の６ 守谷市本町 ８４８番地の６
守谷町大字守谷 甲８４５番地の１６ 守谷市本町 ８４５番地の１６
守谷町大字守谷 甲８４５番地の１７ 守谷市本町 ８４５番地の１７
守谷町大字守谷 甲８５０番地 守谷市本町 ８５０番地
守谷町大字守谷 甲８５１番地の１ 守谷市本町 ８５１番地の１
守谷町大字守谷 甲８５２番地 守谷市本町 ８５２番地
守谷町大字守谷 甲８５２番地の３ 守谷市本町 ８５２番地の３
守谷町大字守谷 甲８５３番地の１ 守谷市本町 ８５３番地の１
守谷町大字守谷 甲８５３番地の２ 守谷市本町 ８５３番地の２
守谷町大字守谷 甲８５３番地の３ 守谷市本町 ８５３番地の３
守谷町大字守谷 甲８５３番地の４ 守谷市本町 ８５３番地の４
守谷町大字守谷 甲８５３番地の５ 守谷市本町 ８５３番地の５
守谷町大字守谷 甲８６０番地の４ 守谷市本町 ８６０番地の４
守谷町大字守谷 甲８６０番地の５ 守谷市本町 ８６０番地の５
守谷町大字守谷 甲８６０番地の７ 守谷市本町 ８６０番地の７


