
　　※　旧住所から新住所を検索する際、この対照表をご利用ください。

　　①　この対照表で旧住所が新住所の「○丁目○番」に該当するか確認

　　　してください。

　　②　新旧対照表の「○丁目○番」が該当するページから新住所を見つ

　　　けることができます。
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡２７０番地の２７９～２９１ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の２９２～３０１ 錦西町１丁目１９番

字錦岡２７０番地の３０２～３１３ 錦西町１丁目１３番

字錦岡２７０番地の３１４～３２５ 錦西町１丁目１２番

字錦岡２７０番地の３２６～３３７ 錦西町１丁目９番

字錦岡２７０番地の３３８～３４４ 錦西町１丁目８番

字錦岡２７０番地の３４５～３６０ 錦西町１丁目１４番

字錦岡２７０番地の３６１～３６６ 錦西町１丁目４番

字錦岡２７０番地の３６７ 錦西町２丁目１番

字錦岡２７０番地の３６８～３７１ 錦西町１丁目１７番

字錦岡２７０番地の３７２～３７５ 錦西町１丁目１６番

字錦岡２７０番地の３７６～３８９ 錦西町１丁目１５番

字錦岡２７０番地の３９０～３９２ 錦西町１丁目３番

字錦岡２７０番地の３９３～３９４ 錦西町１丁目２０番

字錦岡２７０番地の４０６～４１２ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の４１３～４１７ 錦西町１丁目８番

字錦岡２７０番地の４１８～４３３ 錦西町１丁目４番

字錦岡２７０番地の４３４～４３７ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の４３８～４４０ 錦西町１丁目２２番

字錦岡２７０番地の４４１～４６２ 錦西町１丁目６番

字錦岡２７０番地の４６３～４６５ 錦西町１丁目５番

字錦岡２７０番地の４６６～４７５ 錦西町１丁目２１番

字錦岡２７０番地の４７６～４８７ 錦西町１丁目１１番

字錦岡２７０番地の４８８～５０１ 錦西町１丁目１０番

字錦岡２７０番地の５０２～５１５ 錦西町１丁目７番

字錦岡２７０番地の５１６～５３１ 錦西町１丁目４番

字錦岡２７０番地の５３５ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の５３７ 錦西町２丁目２番

字錦岡２７０番地の５３８～５４０ 錦西町１丁目２２番

字錦岡２７０番地の５４２ 錦西町１丁目６番

字錦岡２７０番地の５４４ 錦西町１丁目２０番

字錦岡２７０番地の５４８ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の５８６ 錦西町１丁目５番

字錦岡２７０番地の６５４ 錦西町２丁目１番

字錦岡２７０番地の６５７ 錦西町２丁目２番

字錦岡２７０番地の６５９ 錦西町１丁目２３番

字錦岡２７０番地の６６４～６６７ 錦西町１丁目１７番

字錦岡２７０番地の６６９～６７４ 錦西町１丁目１６番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡２７０番地の６７８～６７９ 錦西町１丁目１６番

字錦岡２７０番地の６８３ 錦西町１丁目３番

字錦岡２７０番地の６８５ 錦西町１丁目１７番

字錦岡２７０番地の６８６ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の６８９ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の６９３～６９７ 錦西町１丁目１８番

字錦岡２７０番地の７０６～７１２ 錦西町１丁目１６番

字錦岡２７０番地の７１３～７１７ 錦西町１丁目３番

字錦岡２７０番地の７１８ 錦西町２丁目１番

字錦岡５２１番地の５５～６３ 北星町２丁目２番

字錦岡５２１番地の６５ 北星町２丁目２番

字錦岡５２１番地の６６～７５ 北星町２丁目３番

字錦岡５２１番地の７６～９５ 北星町２丁目１４番

字錦岡５２１番地の９６～１１５ 北星町２丁目１５番

字錦岡５２１番地の１１６～１１９ 北星町２丁目１９番

字錦岡５２１番地の１２０～１２９ 北星町２丁目１６番

字錦岡５２１番地の１３０～１３９ 北星町２丁目１７番

字錦岡５２１番地の１４０～１４８ 北星町２丁目４番

字錦岡５２１番地の１４９～１６４ 北星町２丁目１３番

字錦岡５２１番地の１６５～１６６ 北星町２丁目４番

字錦岡５２１番地の１６７～１８４ 北星町２丁目１２番

字錦岡５２１番地の１８５～１９４ 北星町２丁目２０番

字錦岡５２１番地の１９５ 北星町２丁目１８番

字錦岡５２１番地の２０１～２０２ 北星町２丁目２番

字錦岡５２１番地の２０６ 北星町２丁目３番

字錦岡５２１番地の２０９ 北星町２丁目２０番

字錦岡５２１番地の２１４～２１５ 北星町２丁目４番

字錦岡５２１番地の２３２ 錦西町３丁目２番

字錦岡５２１番地の２３９～２４０ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２４１ 北星町２丁目２９番

字錦岡５２１番地の２４３～２４４ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２４５ 北星町２丁目２９番

字錦岡５２１番地の２４７ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２４９ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２５３ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２５５ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の２５７ 錦西町３丁目１番

字錦岡５２１番地の２５９ 北星町２丁目２８番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡５２１番地の２６０ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２６１～２６９ 北星町２丁目５番

字錦岡５２１番地の２７０～２８７ 北星町２丁目１０番

字錦岡５２１番地の２８８ 北星町２丁目５番

字錦岡５２１番地の２９２ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の２９３～２９６ 錦西町３丁目２番

字錦岡５２１番地の２９７～３１４ 北星町２丁目１１番

字錦岡５２１番地の３１５～３１６ 北星町２丁目２０番

字錦岡５２１番地の３１７～３２１ 北星町２丁目２１番

字錦岡５２１番地の３２９ 北星町２丁目７番

字錦岡５２１番地の３３０ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３３１ 北星町２丁目８番

字錦岡５２１番地の３３２～３３３ 北星町２丁目９番

字錦岡５２１番地の３３４ 北星町２丁目２１番

字錦岡５２１番地の３３６～３３８ 北星町２丁目２２番

字錦岡５２１番地の３４２ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３４６ 北星町２丁目８番

字錦岡５２１番地の３４７ 北星町２丁目９番

字錦岡５２１番地の３４８ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３５１～３５３ 北星町２丁目６番

字錦岡５２１番地の３５７～３５８ 北星町２丁目７番

字錦岡５２１番地の３５９～３６１ 北星町２丁目８番

字錦岡５２１番地の３６２ 北星町２丁目２８番

字錦岡５２１番地の３６３ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の３７０ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の３７１ 北星町２丁目２６番

字錦岡５２１番地の３７２ 北星町２丁目２５番

字錦岡５２１番地の３７３ 北星町２丁目２３番

字錦岡５２１番地の３７４ 北星町２丁目２４番

字錦岡５２１番地の３７７～３８５ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の３８７～４００ 北星町２丁目２６番

字錦岡５２１番地の４０１～４１７ 北星町２丁目２５番

字錦岡５２１番地の４１８～４３０ 北星町２丁目２３番

字錦岡５２１番地の４３１～４４３ 北星町２丁目２４番

字錦岡５２１番地の４４４ 北星町２丁目２９番

字錦岡５２１番地の４４５ 北星町２丁目２７番

字錦岡５２１番地の４４６ 北星町２丁目２１番

字錦岡５２１番地の４４７ 北星町２丁目２７番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡５２１番地の４４８～４４９ 北星町２丁目２８番

字錦岡５６３番地の１ 錦西町３丁目１番

字錦岡５６３番地の３ 北星町２丁目１番

字錦岡５６３番地の４ 錦西町３丁目１番

字錦岡５６３番地の５ 北星町２丁目１番

字錦岡５６８番地の２～４ 錦西町２丁目２番

字錦岡５６８番地の６～９ 錦西町２丁目１番

字錦岡５６８番地の１１～１２ 北星町１丁目１番

字錦岡５６８番地の１４～１５ 錦西町１丁目２３番

字錦岡５６８番地の１６ 錦西町２丁目２番

字錦岡５７３番地の７ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の８～１５ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１６～３２ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の３３～４８ 北星町１丁目４番

字錦岡５７３番地の４９～６４ 北星町１丁目７番

字錦岡５７３番地の６５～８０ 北星町１丁目８番

字錦岡５７３番地の８１～９６ 北星町１丁目９番

字錦岡５７３番地の９７～１１２ 北星町１丁目６番

字錦岡５７３番地の１１３～１２８ 北星町１丁目５番

字錦岡５７３番地の１２９～１３９ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の１４０～１５３ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１５４ 北星町１丁目２番

字錦岡５７３番地の１６３ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１６５ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１６６～１６８ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の１７１～１７２ 錦西町２丁目１番

字錦岡５７３番地の１７３～１７４ 北星町１丁目１０番

字錦岡５７３番地の１７５ 北星町１丁目３番

字錦岡５７３番地の１７６ 北星町１丁目２番

字錦岡５７３番地の１７８ 錦西町２丁目１番

字錦岡５７３番地の１８３ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の１８７～１８９ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の１９０ 錦西町２丁目２番

字錦岡５７３番地の１９６ 錦西町２丁目１６番

字錦岡５７３番地の１９７ 錦西町２丁目１５番

字錦岡５７３番地の１９９～２１０ 錦西町２丁目８番

字錦岡５７３番地の２１１～２３６ 錦西町２丁目７番

字錦岡５７３番地の２３７～２４９ 錦西町２丁目６番
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旧・新住所簡易対照表

平成３０年１０月１日実施

旧住所 新住所（町名・街区符号）

字錦岡５７３番地の２５０ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の２５３～２７８ 錦西町２丁目９番

字錦岡５７３番地の２７９ 錦西町２丁目６番

字錦岡５７３番地の２８０～２９７ 錦西町２丁目１０番

字錦岡５７３番地の２９８～３０２ 錦西町２丁目５番

字錦岡５７３番地の３０６～３０７ 錦西町２丁目５番

字錦岡５７３番地の３１２ 錦西町２丁目１３番

字錦岡５７３番地の３１３～３１９ 錦西町２丁目１２番

字錦岡５７３番地の３２０～３２２ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の３２３～３３６ 錦西町２丁目１１番

字錦岡５７３番地の３３７～３５０ 錦西町２丁目４番

字錦岡５７３番地の３５１～３５５ 錦西町２丁目３番

字錦岡５７３番地の３７４ 錦西町２丁目２番

字錦岡５７３番地の３７５～３８０ 錦西町２丁目５番

字錦岡５７３番地の３８１～３８２ 錦西町２丁目１５番

字錦岡５７３番地の３９１ 錦西町２丁目１３番

字錦岡５７３番地の３９２～３９４ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の３９９～４００ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の４０１～４１１ 北星町１丁目１２番

字錦岡５７３番地の４１２～４２７ 北星町１丁目１４番

字錦岡５７３番地の４２８～４４３ 北星町１丁目１５番

字錦岡５７３番地の４４４～４５３ 北星町１丁目１６番

字錦岡５７３番地の４５４～４６４ 北星町１丁目１７番

字錦岡５７３番地の４６５ 北星町１丁目１３番

字錦岡５７３番地の４６７ 北星町１丁目１２番

字錦岡５７３番地の４７８～４７９ 北星町１丁目１１番

字錦岡５７３番地の４８３～４８４ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の４８５ 錦西町２丁目１５番

字錦岡５７３番地の４８６～４８７ 錦西町２丁目１４番

字錦岡５７３番地の４８８ 錦西町２丁目７番

字錦岡５７３番地の４９２ 錦西町２丁目１３番

字錦岡９０１番地の１～４ 錦西町１丁目２番

字錦岡９０２番地 錦西町１丁目２番

字錦岡９０３番地の１～４ 錦西町１丁目１番

字錦岡９０４番地 錦西町１丁目１番
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