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大字守谷地区　新旧住所対照表（№１２）

守谷町大字守谷 甲２８４５番地の４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４５番地の４
守谷町大字守谷 甲２８４５番地の５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４５番地の５
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の３
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の６
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の８
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の９
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の１２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の１２
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の１３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の１３
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の１５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の１５
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の１９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の１９
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の２０ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の２０
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の２２ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の２２
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の２３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の２３
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の２４ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の２４
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の２５ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の２５
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の４６ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の４６
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の４７ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の４７
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の４８ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の４８
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の５９ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の５９
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の７１ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の７１
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の７３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の７３
守谷町大字守谷 甲２８４７番地の８３ 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８４７番地の８３
守谷町大字守谷 甲２８５６番地 守谷市百合ケ丘三丁目 ２８５６番地
守谷町大字守谷 甲３０２４番地の３ 守谷市高野 ５０２４番地の３
守谷町大字守谷 甲３０４０番地の１ 守谷市高野 ５０４０番地の１
守谷町大字守谷 甲３０４５番地の３ 守谷市高野 ５０４５番地の３
守谷町大字守谷 甲３０５７番地の６ 守谷市高野 ５０５７番地の６
守谷町大字守谷 甲３０６７番地の２ 守谷市高野 ５０６７番地の２
守谷町大字守谷 甲３０６７番地の３ 守谷市高野 ５０６７番地の３
守谷町大字守谷 甲３０６７番地の４ 守谷市高野 ５０６７番地の４
守谷町大字守谷 甲３０７６番地 守谷市高野 ５０７６番地
守谷町大字守谷 甲３０９３番地の３ 守谷市高野 ５０９３番地の３
守谷町大字守谷 甲３０９３番地の１２ 守谷市高野 ５０９３番地の１２
守谷町大字守谷 甲３１６７番地の１ 守谷市本町 ３１６７番地の１
守谷町大字守谷 甲３１６９番地の３ 守谷市本町 ３１６９番地の３
守谷町大字守谷 甲３１８０番地の１ 守谷市本町 ３１８０番地の１
守谷町大字守谷 甲３１８２番地の３ 守谷市本町 ３１８２番地の３
守谷町大字守谷 甲３１８４番地 守谷市本町 ３１８４番地
守谷町大字守谷 甲３１８５番地 守谷市本町 ３１８５番地
守谷町大字守谷 甲３１９２番地の５ 守谷市本町 ３１９２番地の５
守谷町大字守谷 甲３１９３番地の２ 守谷市本町 ３１９３番地の２
守谷町大字守谷 甲３１９４番地の３ 守谷市本町 ３１９４番地の３
守谷町大字守谷 甲３１９４番地の５ 守谷市本町 ３１９４番地の５
守谷町大字守谷 甲３１９９番地 守谷市本町 ３１９９番地
守谷町大字守谷 甲３１９９番地の１ 守谷市本町 ３１９９番地の１
守谷町大字守谷 甲３２００番地の３ 守谷市本町 ３２００番地の３
守谷町大字守谷 甲３２２０番地の８ 守谷市本町 ３２２０番地の８
守谷町大字守谷 甲３２２０番地の９ 守谷市本町 ３２２０番地の９
守谷町大字守谷 甲３２２２番地の５ 守谷市本町 ３２２２番地の５
守谷町大字守谷 甲３２２７番地の２ 守谷市本町 ３２２７番地の２
守谷町大字守谷 甲３２２８番地の２ 守谷市本町 ３２２８番地の２
守谷町大字守谷 甲３２２８番地の６ 守谷市本町 ３２２８番地の６
守谷町大字守谷 甲３２２９番地の５ 守谷市本町 ３２２９番地の５
守谷町大字守谷 甲３２２９番地の６ 守谷市本町 ３２２９番地の６
守谷町大字守谷 甲３２２９番地の１０ 守谷市本町 ３２２９番地の１０
守谷町大字守谷 甲３２２９番地の１１ 守谷市本町 ３２２９番地の１１
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲３２３０番地の１ 守谷市本町 ３２３０番地の１
守谷町大字守谷 甲３２３０番地の５ 守谷市本町 ３２３０番地の５
守谷町大字守谷 甲３２３０番地の６ 守谷市本町 ３２３０番地の６
守谷町大字守谷 甲３２３３番地の１ 守谷市本町 ３２３３番地の１
守谷町大字守谷 甲３２３３番地の８ 守谷市本町 ３２３３番地の８
守谷町大字守谷 甲３２３３番地の９ 守谷市本町 ３２３３番地の９
守谷町大字守谷 甲３２３３番地の１７ 守谷市本町 ３２３３番地の１７
守谷町大字守谷 甲３２３３番地の１８ 守谷市本町 ３２３３番地の１８
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の２ 守谷市本町 ３２３４番地の２
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の９ 守谷市本町 ３２３４番地の９
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の１０ 守谷市本町 ３２３４番地の１０
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の１１ 守谷市本町 ３２３４番地の１１
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の１２ 守谷市本町 ３２３４番地の１２
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の１３ 守谷市本町 ３２３４番地の１３
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の１５ 守谷市本町 ３２３４番地の１５
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の１８ 守谷市本町 ３２３４番地の１８
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の２０ 守谷市本町 ３２３４番地の２０
守谷町大字守谷 甲３２３４番地の３０ 守谷市本町 ３２３４番地の３０
守谷町大字守谷 甲３２４１番地の３ 守谷市本町 ３２４１番地の３
守谷町大字守谷 甲３２４１番地の４ 守谷市本町 ３２４１番地の４
守谷町大字守谷 甲３２４１番地の８ 守谷市本町 ３２４１番地の８
守谷町大字守谷 甲３２４１番地の１２ 守谷市本町 ３２４１番地の１２
守谷町大字守谷 甲３２４１番地の１３ 守谷市本町 ３２４１番地の１３
守谷町大字守谷 甲３２４１番地の１４ 守谷市本町 ３２４１番地の１４
守谷町大字守谷 甲３２４３番地の１ 守谷市本町 ３２４３番地の１
守谷町大字守谷 甲３２４６番地の１ 守谷市本町 ３２４６番地の１
守谷町大字守谷 甲３２４８番地の１ 守谷市本町 ３２４８番地の１
守谷町大字守谷 甲３２５２番地 守谷市本町 ３２５２番地
守谷町大字守谷 甲３２５２番地の３ 守谷市本町 ３２５２番地の３
守谷町大字守谷 甲３２５２番地の８ 守谷市本町 ３２５２番地の８
守谷町大字守谷 甲３２５３番地の２ 守谷市本町 ３２５３番地の２
守谷町大字守谷 甲３２５４番地の１ 守谷市本町 ３２５４番地の１
守谷町大字守谷 甲３２５４番地の４ 守谷市本町 ３２５４番地の４
守谷町大字守谷 甲３２５４番地の５ 守谷市本町 ３２５４番地の５
守谷町大字守谷 甲３２５６番地 守谷市本町 ３２５６番地
守谷町大字守谷 甲３２５７番地の１ 守谷市本町 ３２５７番地の１
守谷町大字守谷 甲３２５８番地の１ 守谷市本町 ３２５８番地の１
守谷町大字守谷 甲３２６０番地 守谷市本町 ３２６０番地
守谷町大字守谷 甲３２６１番地の３ 守谷市本町 ３２６１番地の３
守谷町大字守谷 甲３２６１番地の４ 守谷市本町 ３２６１番地の４
守谷町大字守谷 甲３２６１番地の９ 守谷市本町 ３２６１番地の９
守谷町大字守谷 甲３２６１番地の１０ 守谷市本町 ３２６１番地の１０
守谷町大字守谷 甲３２６１番地の１２ 守谷市本町 ３２６１番地の１２
守谷町大字守谷 甲３２６１番地の１３ 守谷市本町 ３２６１番地の１３
守谷町大字守谷 甲３２６１番地の１５ 守谷市本町 ３２６１番地の１５
守谷町大字守谷 甲３２６２番地の２ 守谷市本町 ３２６２番地の２
守谷町大字守谷 甲３２６９番地の１ 守谷市本町 ３２６９番地の１
守谷町大字守谷 甲３２７１番地 守谷市本町 ３２７１番地
守谷町大字守谷 甲３２７２番地の１ 守谷市本町 ３２７２番地の１
守谷町大字守谷 甲３２７３番地の２ 守谷市本町 ３２７３番地の２
守谷町大字守谷 甲３２７３番地の３ 守谷市本町 ３２７３番地の３
守谷町大字守谷 甲３２７３番地の６ 守谷市本町 ３２７３番地の６
守谷町大字守谷 甲３２７４番地 守谷市本町 ３２７４番地
守谷町大字守谷 甲３２７６番地 守谷市本町 ３２７６番地
守谷町大字守谷 甲３２７６番地の２ 守谷市本町 ３２７６番地の２
守谷町大字守谷 甲３２７６番地の３ 守谷市本町 ３２７６番地の３
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守谷町大字守谷 甲３２７６番地の４ 守谷市本町 ３２７６番地の４
守谷町大字守谷 甲３２７７番地の１ 守谷市本町 ３２７７番地の１
守谷町大字守谷 甲３２７７番地の２ 守谷市本町 ３２７７番地の２
守谷町大字守谷 甲３２７８番地の５ 守谷市本町 ３２７８番地の５
守谷町大字守谷 甲３２７８番地の６ 守谷市本町 ３２７８番地の６
守谷町大字守谷 甲３２７８番地の７ 守谷市本町 ３２７８番地の７
守谷町大字守谷 甲３２８１番地の２ 守谷市本町 ３２８１番地の２
守谷町大字守谷 甲３２８２番地 守谷市本町 ３２８２番地
守谷町大字守谷 甲３２８２番地の１ 守谷市本町 ３２８２番地の１
守谷町大字守谷 甲３２８３番地の１ 守谷市本町 ３２８３番地の１
守谷町大字守谷 甲３２８３番地の３ 守谷市本町 ３２８３番地の３
守谷町大字守谷 甲３２８４番地の２ 守谷市本町 ３２８４番地の２
守谷町大字守谷 甲３２８４番地の３ 守谷市本町 ３２８４番地の３
守谷町大字守谷 甲３２８６番地 守谷市本町 ３２８６番地
守谷町大字守谷 甲３２８６番地の３ 守谷市本町 ３２８６番地の３
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の１ 守谷市本町 ３２８７番地の１
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の１２ 守谷市本町 ３２８７番地の１２
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の１６ 守谷市本町 ３２８７番地の１６
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の１７ 守谷市本町 ３２８７番地の１７
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の２１ 守谷市本町 ３２８７番地の２１
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の２２ 守谷市本町 ３２８７番地の２２
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の２３ 守谷市本町 ３２８７番地の２３
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の２４ 守谷市本町 ３２８７番地の２４
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の２５ 守谷市本町 ３２８７番地の２５
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の２６ 守谷市本町 ３２８７番地の２６
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の３２ 守谷市本町 ３２８７番地の３２
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の３４ 守谷市本町 ３２８７番地の３４
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の３６ 守谷市本町 ３２８７番地の３６
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の３７ 守谷市本町 ３２８７番地の３７
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の３８ 守谷市本町 ３２８７番地の３８
守谷町大字守谷 甲３２８７番地の３９ 守谷市本町 ３２８７番地の３９
守谷町大字守谷 甲３２８９番地 守谷市本町 ３２８９番地
守谷町大字守谷 甲３２８９番地の１ 守谷市本町 ３２８９番地の１
守谷町大字守谷 甲３２８９番地の１０ 守谷市本町 ３２８９番地の１０
守谷町大字守谷 甲３２８９番地の１１ 守谷市本町 ３２８９番地の１１
守谷町大字守谷 甲３２９０番地の２ 守谷市本町 ３２９０番地の２
守谷町大字守谷 甲３２９０番地の３ 守谷市本町 ３２９０番地の３
守谷町大字守谷 甲３２９０番地の７ 守谷市本町 ３２９０番地の７
守谷町大字守谷 甲３２９０番地の８ 守谷市本町 ３２９０番地の８
守谷町大字守谷 甲３２９０番地の１０ 守谷市本町 ３２９０番地の１０
守谷町大字守谷 甲３２９２番地の１ 守谷市本町 ３２９２番地の１
守谷町大字守谷 甲３２９２番地の３ 守谷市本町 ３２９２番地の３
守谷町大字守谷 甲３２９２番地の１１ 守谷市本町 ３２９２番地の１１
守谷町大字守谷 甲３３００番地の４ 守谷市本町 ３３００番地の４
守谷町大字守谷 甲３３０１番地の２ 守谷市本町 ３３０１番地の２
守谷町大字守谷 甲３３０４番地 守谷市本町 ３３０４番地
守谷町大字守谷 甲３３０５番地 守谷市本町 ３３０５番地
守谷町大字守谷 甲３３０７番地の２ 守谷市本町 ３３０７番地の２
守谷町大字守谷 甲３３０８番地の１ 守谷市本町 ３３０８番地の１
守谷町大字守谷 甲３３１１番地の３ 守谷市本町 ３３１１番地の３
守谷町大字守谷 甲３３１２番地 守谷市本町 ３３１２番地
守谷町大字守谷 甲３３１２番地の２ 守谷市本町 ３３１２番地の２
守谷町大字守谷 甲３３１３番地 守谷市本町 ３３１３番地
守谷町大字守谷 甲３３１７番地の２ 守谷市本町 ３３１７番地の２
守谷町大字守谷 甲３３１９番地の３ 守谷市本町 ３３１９番地の３
守谷町大字守谷 甲３３２１番地の１ 守谷市本町 ３３２１番地の１
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字守谷 甲３３２１番地の２ 守谷市本町 ３３２１番地の２
守谷町大字守谷 甲３３２１番地の３ 守谷市本町 ３３２１番地の３
守谷町大字守谷 甲３３２４番地の１ 守谷市本町 ３３２４番地の１
守谷町大字守谷 甲３３２４番地の６ 守谷市本町 ３３２４番地の６
守谷町大字守谷 甲３３２４番地の１６ 守谷市本町 ３３２４番地の１６
守谷町大字守谷 甲３３４１番地の２ 守谷市本町 ３３４１番地の２
守谷町大字守谷 甲３３４２番地 守谷市本町 ３３４２番地
守谷町大字守谷 甲３３４２番地の２ 守谷市本町 ３３４２番地の２
守谷町大字守谷 甲３３４２番地の１２ 守谷市本町 ３３４２番地の１２
守谷町大字守谷 甲３３４２番地の１３ 守谷市本町 ３３４２番地の１３
守谷町大字守谷 甲３３４２番地の２１ 守谷市本町 ３３４２番地の２１
守谷町大字守谷 甲３３４２番地の２５ 守谷市本町 ３３４２番地の２５
守谷町大字守谷 甲３３４２番地の２６ 守谷市本町 ３３４２番地の２６
守谷町大字守谷 甲３３４２番地の３１ 守谷市本町 ３３４２番地の３１
守谷町大字守谷 甲３３４５番地の２ 守谷市本町 ３３４５番地の２
守谷町大字守谷 甲３３４７番地の１ 守谷市本町 ３３４７番地の１
守谷町大字守谷 甲３３４８番地 守谷市本町 ３３４８番地
守谷町大字守谷 甲３３４９番地 守谷市本町 ３３４９番地
守谷町大字守谷 甲３３５４番地 守谷市本町 ３３５４番地
守谷町大字守谷 甲３３５５番地の１ 守谷市本町 ３３５５番地の１
守谷町大字守谷 甲３３５７番地 守谷市本町 ３３５７番地
守谷町大字守谷 甲３３５７番地の６ 守谷市本町 ３３５７番地の６
守谷町大字守谷 甲３３７６番地の５ 守谷市本町 ３３７６番地の５
守谷町大字守谷 甲３３７８番地の２ 守谷市本町 ３３７８番地の２
守谷町大字守谷 甲３３７９番地 守谷市本町 ３３７９番地
守谷町大字守谷 甲３３８２番地の６ 守谷市本町 ３３８２番地の６
守谷町大字守谷 甲３３８５番地の３ 守谷市本町 ３３８５番地の３
守谷町大字守谷 甲３３９４番地の２ 守谷市本町 ３３９４番地の２
守谷町大字守谷 甲３４００番地の１ 守谷市本町 ３４００番地の１
守谷町大字守谷 甲３４００番地の２ 守谷市本町 ３４００番地の２


