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守谷町大字守谷 甲４８０８番地 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の３２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の３２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の３７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の３７
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の４０
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の４６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の４７
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の４８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の４９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５０
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５３
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５４
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の５６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の５６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の６０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の６０
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の６４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の６４
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の６５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の６５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の７０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の７０
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の７１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の７１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の７２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の７２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の７４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の７４
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の７５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の７５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の７６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の７６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の７８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の７８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の８１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の８１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の８２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の８２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の８３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の８３
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の８５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の８５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の８６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の８６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の８９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の８９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の９２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の９２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の９４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の９４
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の９５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の９５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の９７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の９７
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の９８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の９８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の９９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の９９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１００ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１００
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１０１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１０１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１０２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１０２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１０９ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の１０９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１２０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１２０
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１２１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１２１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１２９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１２９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１３１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１３１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１３９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１３９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１４０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１４０
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１４２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１４２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１５１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１５１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１５４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１５４
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１６８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１６８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１７３ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の１７３
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１７６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の１７６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１７７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の１７７

旧住所表記名 新住所表記名
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守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１７８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の１７８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１８１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１８１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１８２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１８２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１８５ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の１８５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１８９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１８９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１９５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１９５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の１９９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の１９９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２０６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の２０６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２０８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２０８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２２１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の２２１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２２２ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の２２２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２２６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２２６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２２８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２２８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２３１ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２３１
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２４３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２４３
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２４５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２４５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２４７ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の２４７
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２５７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２５７
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２５８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２５８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２６３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２６３
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２６６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２６６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２６７ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２６７
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２６８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２６８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２６９ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２６９
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２７０ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２７０
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２７２ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２７２
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２７３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２７３
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２７４ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２７４
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２７５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２７５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２７６ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の２７６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の２９６ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の２９６
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の３０８ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の３０８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４０３ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の４０３
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４０５ 守谷市百合ケ丘二丁目 ４８０８番地の４０５
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４０８ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の４０８
守谷町大字守谷 甲４８０８番地の４１１ 守谷市百合ケ丘一丁目 ４８０８番地の４１１
守谷町大字守谷 乙１番地の２ 守谷市本町 ６００１番地の２
守谷町大字守谷 乙５番地の２ 守谷市本町 ６００５番地の２
守谷町大字守谷 乙６番地の２ 守谷市本町 ６００６番地の２
守谷町大字守谷 乙８番地の２ 守谷市本町 ６００８番地の２
守谷町大字守谷 乙９番地の１ 守谷市本町 ６００９番地の１
守谷町大字守谷 乙９番地の９ 守谷市本町 ６００９番地の９
守谷町大字守谷 乙１０番地の３ 守谷市本町 ６０１０番地の３
守谷町大字守谷 乙１０番地の４ 守谷市本町 ６０１０番地の４
守谷町大字守谷 乙１０番地の５ 守谷市本町 ６０１０番地の５
守谷町大字守谷 乙１４番地の２ 守谷市本町 ６０１４番地の２
守谷町大字守谷 乙１５番地の２ 守谷市本町 ６０１５番地の２
守谷町大字守谷 乙１５番地の４ 守谷市本町 ６０１５番地の４
守谷町大字守谷 乙１６番地の１ 守谷市本町 ６０１６番地の１
守谷町大字守谷 乙１６番地の５ 守谷市本町 ６０１６番地の５
守谷町大字守谷 乙１６番地の７ 守谷市本町 ６０１６番地の７
守谷町大字守谷 乙１６番地の８ 守谷市本町 ６０１６番地の８
守谷町大字守谷 乙１６番地の９ 守谷市本町 ６０１６番地の９
守谷町大字守谷 乙１６番地の１２ 守谷市本町 ６０１６番地の１２
守谷町大字守谷 乙１６番地の２０ 守谷市本町 ６０１６番地の２０
守谷町大字守谷 乙１７番地の２ 守谷市本町 ６０１７番地の２
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守谷町大字守谷 乙１７番地の３ 守谷市本町 ６０１７番地の３
守谷町大字守谷 乙２０番地の３ 守谷市本町 ６０２０番地の３
守谷町大字守谷 乙２９番地 守谷市本町 ６０２９番地
守谷町大字守谷 乙３０番地の１０ 守谷市本町 ６０３０番地の１０
守谷町大字守谷 乙３１番地の３ 守谷市本町 ６０３１番地の３
守谷町大字守谷 乙３２番地 守谷市本町 ６０３２番地
守谷町大字守谷 乙３３番地 守谷市本町 ６０３３番地
守谷町大字守谷 乙３６番地 守谷市本町 ６０３６番地
守谷町大字守谷 乙３８番地 守谷市本町 ６０３８番地
守谷町大字守谷 乙４３番地の１ 守谷市本町 ６０４３番地の１
守谷町大字守谷 丙１番地の２ 守谷市本町 ７００１番地の２
守谷町大字守谷 丙１番地の４ 守谷市本町 ７００１番地の４
守谷町大字守谷 丙６番地の１ 守谷市本町 ７００６番地の１
守谷町大字守谷 丙７番地の５ 守谷市本町 ７００７番地の５
守谷町大字守谷 丙７番地の６ 守谷市本町 ７００７番地の６
守谷町大字守谷 丙６５番地の３ 守谷市本町 ７０６５番地の３
守谷町大字守谷 丙１０６番地の３ 守谷市本町 ７１０６番地の３
守谷町大字守谷 丙１４０番地の３ 守谷市本町 ７１４０番地の３
守谷町大字守谷 丙１４２番地 守谷市本町 ７１４２番地
守谷町大字守谷 丙１４９番地の２ 守谷市本町 ７１４９番地の２
守谷町大字守谷 丙１４９番地の３ 守谷市本町 ７１４９番地の３
守谷町大字守谷 丙１７４番地 守谷市本町 ７１７４番地
守谷町大字守谷 丙１７５番地 守谷市本町 ７１７５番地
守谷町大字守谷 丙１７９番地の４ 守谷市本町 ７１７９番地の４
守谷町大字守谷 丙１８０番地 守谷市本町 ７１８０番地
守谷町大字守谷 丙１８６番地 守谷市本町 ７１８６番地
守谷町大字守谷 丙１９２番地 守谷市本町 ７１９２番地
守谷町大字守谷 丙１９３番地 守谷市本町 ７１９３番地
守谷町大字守谷 丙２０２番地 守谷市本町 ７２０２番地
守谷町大字守谷 丙２０９番地 守谷市本町 ７２０９番地
守谷町大字守谷 丙２１５番地の５ 守谷市本町 ７２１５番地の５
守谷町大字守谷 丙２１６番地 守谷市本町 ７２１６番地
守谷町大字守谷 丙２１７番地の２ 守谷市本町 ７２１７番地の２
守谷町大字守谷 丙２１７番地の７ 守谷市本町 ７２１７番地の７
守谷町大字守谷 丙２１９番地 守谷市本町 ７２１９番地
守谷町大字守谷 丙２２２番地 守谷市本町 ７２２２番地
守谷町大字守谷 丙２３０番地 守谷市本町 ７２３０番地
守谷町大字守谷 丙２３３番地 守谷市本町 ７２３３番地
守谷町大字守谷 丙２３４番地の１ 守谷市本町 ７２３４番地の１
守谷町大字守谷 丙２４０番地 守谷市本町 ７２４０番地
守谷町大字守谷 丙２４１番地 守谷市本町 ７２４１番地
守谷町大字守谷 丙２６１番地の２ 守谷市本町 ７２６１番地の２
守谷町大字守谷 丙２６３番地の１ 守谷市本町 ７２６３番地の１
守谷町大字守谷 丙２６４番地の１ 守谷市本町 ７２６４番地の１
守谷町大字守谷 丙２６５番地 守谷市本町 ７２６５番地
守谷町大字守谷 丙２６６番地 守谷市本町 ７２６６番地
守谷町大字守谷 丙２６９番地 守谷市本町 ７２６９番地
守谷町大字守谷 丙２９０番地の１ 守谷市本町 ７２９０番地の１
守谷町大字守谷 丙２９０番地の４ 守谷市本町 ７２９０番地の４
守谷町大字乙子 ２９０番地の３ 守谷市本町 ５２９０番地の３
守谷町大字乙子 ２９３番地 守谷市本町 ５２９３番地
守谷町大字乙子 ２９９番地の３ 守谷市本町 ５２９９番地の３
守谷町大字乙子 ２９９番地の５ 守谷市本町 ５２９９番地の５
守谷町大字乙子 ２９９番地の６ 守谷市本町 ５２９９番地の６
守谷町大字乙子 ２９９番地の７ 守谷市本町 ５２９９番地の７
守谷町大字乙子 ２９９番地の８ 守谷市本町 ５２９９番地の８
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旧住所表記名 新住所表記名
守谷町大字乙子 ２９９番地の９ 守谷市本町 ５２９９番地の９
守谷町大字乙子 ２９９番地の１０ 守谷市本町 ５２９９番地の１０
守谷町大字乙子 ３００番地の３ 守谷市本町 ５３００番地の３
守谷町大字乙子 ３００番地の４ 守谷市本町 ５３００番地の４
守谷町大字乙子 ３００番地の５ 守谷市本町 ５３００番地の５
守谷町大字乙子 ３００番地の８ 守谷市本町 ５３００番地の８
守谷町大字乙子 ３００番地の１０ 守谷市本町 ５３００番地の１０
守谷町大字乙子 ３０１番地の１ 守谷市本町 ５３０１番地の１
守谷町大字乙子 ３０１番地の５ 守谷市本町 ５３０１番地の５
守谷町大字乙子 ３０１番地の７ 守谷市本町 ５３０１番地の７
守谷町大字乙子 ３０１番地の１５ 守谷市本町 ５３０１番地の１５
守谷町大字乙子 ３０３番地の１ 守谷市本町 ５３０３番地の１
守谷町大字乙子 ３０４番地 守谷市本町 ５３０４番地


