
ウトナイ北　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北１丁目１番３号 字沼ノ端９２３番地の１０

ウトナイ北１丁目１番４号 字沼ノ端９２３番地の１０

ウトナイ北１丁目１番１３号 字沼ノ端９２３番地の１６

ウトナイ北１丁目２番７号 字沼ノ端９２３番地の９ ホープスＵＴＯＮＡＩ

ウトナイ北１丁目２番７号 字沼ノ端９２３番地の９

ウトナイ北１丁目２番９号 字沼ノ端９２３番地の１
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ウトナイ北　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北２丁目１番３０号 字沼ノ端９２４番地の１

ウトナイ北２丁目１番５４号 字沼ノ端９２４番地の７

ウトナイ北２丁目２番１号 字沼ノ端９２５番地の４４

ウトナイ北２丁目２番４号 字沼ノ端９２５番地の１９

ウトナイ北２丁目２番６号 字沼ノ端９２５番地の２０

ウトナイ北２丁目２番８号 字沼ノ端９２５番地の２１

ウトナイ北２丁目２番９号 字沼ノ端９２５番地の２２

ウトナイ北２丁目２番１０号 字沼ノ端９２５番地の２３

ウトナイ北２丁目２番１２号 字沼ノ端９２５番地の２４

ウトナイ北２丁目２番１４号 字沼ノ端９２５番地の２５

ウトナイ北２丁目２番１５号 字沼ノ端９２５番地の２６

ウトナイ北２丁目２番１７号 字沼ノ端９２５番地の５３

ウトナイ北２丁目２番１９号 字沼ノ端９２５番地の５２

ウトナイ北２丁目２番２１号 字沼ノ端９２５番地の５１

ウトナイ北２丁目２番２３号 字沼ノ端９２５番地の２７

ウトナイ北２丁目２番２６号 字沼ノ端９２５番地の３２

ウトナイ北２丁目２番２９号 字沼ノ端９２５番地の３３

ウトナイ北２丁目２番３１号 字沼ノ端９２５番地の３４

ウトナイ北２丁目２番３２号 字沼ノ端９２５番地の３５

ウトナイ北２丁目２番３４号 字沼ノ端９２５番地の３６

ウトナイ北２丁目２番３５号 字沼ノ端９２５番地の３７

ウトナイ北２丁目２番３７号 字沼ノ端９２５番地の３８

ウトナイ北２丁目２番３８号 字沼ノ端９２５番地の３９

ウトナイ北２丁目２番４０号 字沼ノ端９２５番地の４０

ウトナイ北２丁目２番４１号 字沼ノ端９２５番地の４１

ウトナイ北２丁目２番４３号 字沼ノ端９２５番地の４２

ウトナイ北２丁目２番４４号 字沼ノ端９２５番地の４３

ウトナイ北２丁目３番１号 字沼ノ端９２５番地の１１

ウトナイ北２丁目３番３号 字沼ノ端９２５番地の１２

ウトナイ北２丁目３番５号 字沼ノ端９２５番地の１３

ウトナイ北２丁目３番９号 字沼ノ端９２５番地の１６

ウトナイ北２丁目３番１２号 字沼ノ端９２５番地の１８

ウトナイ北２丁目３番１６号 字沼ノ端９２５番地の１

ウトナイ北２丁目３番１８号 字沼ノ端９２５番地の２

ウトナイ北２丁目３番２１号 字沼ノ端９２５番地の３

ウトナイ北２丁目３番２３号 字沼ノ端９２５番地の４

ウトナイ北２丁目３番２６号 字沼ノ端９２５番地の６

ウトナイ北２丁目３番２７号 字沼ノ端９２５番地の７

ウトナイ北２丁目３番２９号 字沼ノ端９２５番地の８

ウトナイ北２丁目３番３０号 字沼ノ端９２５番地の９

ウトナイ北２丁目３番３１号 字沼ノ端９２５番地の５６
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ウトナイ北　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北２丁目３番３２号 字沼ノ端９２５番地の１０

ウトナイ北２丁目６番４号 字沼ノ端９２６番地の６１

ウトナイ北２丁目６番５号 字沼ノ端９２６番地の６０

ウトナイ北２丁目６番７号 字沼ノ端９２６番地の５９

ウトナイ北２丁目６番９号 字沼ノ端９２６番地の５８

ウトナイ北２丁目６番１０号 字沼ノ端９２６番地の５７

ウトナイ北２丁目７番１号 字沼ノ端９２６番地の４６

ウトナイ北２丁目７番２号 字沼ノ端９２６番地の４７

ウトナイ北２丁目７番４号 字沼ノ端９２６番地の４８

ウトナイ北２丁目７番５号 字沼ノ端９２６番地の４９

ウトナイ北２丁目７番７号 字沼ノ端９２６番地の５０

ウトナイ北２丁目７番８号 字沼ノ端９２６番地の５１

ウトナイ北２丁目７番１０号 字沼ノ端９２６番地の５２

ウトナイ北２丁目７番１１号 字沼ノ端９２６番地の５３

ウトナイ北２丁目７番１３号 字沼ノ端９２６番地の５４

ウトナイ北２丁目７番１４号 字沼ノ端９２６番地の５５

ウトナイ北２丁目７番１８号 字沼ノ端９２６番地の５６

ウトナイ北２丁目７番２０号 字沼ノ端９２６番地の３５

ウトナイ北２丁目７番２３号 字沼ノ端９２６番地の３６

ウトナイ北２丁目７番２４号 字沼ノ端９２６番地の３７

ウトナイ北２丁目７番２６号 字沼ノ端９２６番地の３８

ウトナイ北２丁目７番２７号 字沼ノ端９２６番地の３９

ウトナイ北２丁目７番２９号 字沼ノ端９２６番地の４０

ウトナイ北２丁目７番３０号 字沼ノ端９２６番地の４１

ウトナイ北２丁目７番３１号 字沼ノ端９２６番地の４２

ウトナイ北２丁目７番３３号 字沼ノ端９２６番地の４３

ウトナイ北２丁目７番３５号 字沼ノ端９２６番地の４４

ウトナイ北２丁目７番３７号 字沼ノ端９２６番地の４５

ウトナイ北２丁目８番１号 字沼ノ端９２６番地の２４

ウトナイ北２丁目８番２号 字沼ノ端９２６番地の２５

ウトナイ北２丁目８番４号 字沼ノ端９２６番地の２６

ウトナイ北２丁目８番５号 字沼ノ端９２６番地の２７

ウトナイ北２丁目８番７号 字沼ノ端９２６番地の２８

ウトナイ北２丁目８番８号 字沼ノ端９２６番地の２９

ウトナイ北２丁目８番１０号 字沼ノ端９２６番地の３０

ウトナイ北２丁目８番１１号 字沼ノ端９２６番地の３１

ウトナイ北２丁目８番１２号 字沼ノ端９２６番地の３２

ウトナイ北２丁目８番１４号 字沼ノ端９２６番地の３３

ウトナイ北２丁目８番１８号 字沼ノ端９２６番地の３４

ウトナイ北２丁目８番２０号 字沼ノ端９２６番地の１３
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ウトナイ北　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北２丁目８番２２号 字沼ノ端９２６番地の１４

ウトナイ北２丁目８番２４号 字沼ノ端９２６番地の１５

ウトナイ北２丁目８番２５号 字沼ノ端９２６番地の１６

ウトナイ北２丁目８番２７号 字沼ノ端９２６番地の１７

ウトナイ北２丁目８番２８号 字沼ノ端９２６番地の１８

ウトナイ北２丁目８番３０号 字沼ノ端９２６番地の１９

ウトナイ北２丁目８番３１号 字沼ノ端９２６番地の２０

ウトナイ北２丁目８番３３号 字沼ノ端９２６番地の２１

ウトナイ北２丁目８番３４号 字沼ノ端９２６番地の２２

ウトナイ北２丁目８番３６号 字沼ノ端９２６番地の２３

ウトナイ北２丁目９番１号 字沼ノ端９２６番地の８

ウトナイ北２丁目９番６号 字沼ノ端９２６番地の６

ウトナイ北２丁目９番７号 字沼ノ端９２６番地の５

ウトナイ北２丁目９番９号 字沼ノ端９２６番地の４

ウトナイ北２丁目９番１１号 字沼ノ端９２６番地の１

ウトナイ北２丁目９番１６号 字沼ノ端９２６番地の１２

ウトナイ北２丁目９番１７号 字沼ノ端９２６番地の１１

ウトナイ北２丁目９番１８号 字沼ノ端９２６番地の１０

ウトナイ北２丁目９番２１号 字沼ノ端９２６番地の９

ウトナイ北２丁目１０番１号 字沼ノ端９２７番地の２１

ウトナイ北２丁目１０番４号 字沼ノ端９２７番地の１１

ウトナイ北２丁目１０番６号 字沼ノ端９２７番地の１０

ウトナイ北２丁目１０番７号 字沼ノ端９２７番地の９

ウトナイ北２丁目１０番９号 字沼ノ端９２７番地の８

ウトナイ北２丁目１０番１０号 字沼ノ端９２７番地の７

ウトナイ北２丁目１０番１２号 字沼ノ端９２７番地の６

ウトナイ北２丁目１０番１３号 字沼ノ端９２７番地の５

ウトナイ北２丁目１０番１８号 字沼ノ端９２７番地の１５

ウトナイ北２丁目１０番２０号 字沼ノ端９２７番地の１６

ウトナイ北２丁目１０番２１号 字沼ノ端９２７番地の１７

ウトナイ北２丁目１０番２３号 字沼ノ端９２７番地の１８

ウトナイ北２丁目１０番２４号 字沼ノ端９２７番地の１９

ウトナイ北２丁目１０番２６号 字沼ノ端９２７番地の２０

ウトナイ北２丁目１１番１号 字沼ノ端９２７番地の７２

ウトナイ北２丁目１１番３号 字沼ノ端９２７番地の７３

ウトナイ北２丁目１１番４号 字沼ノ端９２７番地の７４

ウトナイ北２丁目１１番６号 字沼ノ端９２７番地の７５

ウトナイ北２丁目１１番７号 字沼ノ端９２７番地の７６

ウトナイ北２丁目１１番９号 字沼ノ端９２７番地の７７

ウトナイ北２丁目１１番１１号 字沼ノ端９２７番地の７８
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ウトナイ北　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北２丁目１１番１２号 字沼ノ端９２７番地の７９

ウトナイ北２丁目１１番１４号 字沼ノ端９２７番地の８０

ウトナイ北２丁目１１番１７号 字沼ノ端９２７番地の８１

ウトナイ北２丁目１１番１９号 字沼ノ端９２７番地の６２

ウトナイ北２丁目１１番２２号 字沼ノ端９２７番地の６３

ウトナイ北２丁目１１番２３号 字沼ノ端９２７番地の６４

ウトナイ北２丁目１１番２５号 字沼ノ端９２７番地の６５

ウトナイ北２丁目１１番２７号 字沼ノ端９２７番地の６６

ウトナイ北２丁目１１番２９号 字沼ノ端９２７番地の６７

ウトナイ北２丁目１１番３０号 字沼ノ端９２７番地の６８

ウトナイ北２丁目１１番３２号 字沼ノ端９２７番地の６９

ウトナイ北２丁目１１番３４号 字沼ノ端９２７番地の７０

ウトナイ北２丁目１１番３５号 字沼ノ端９２７番地の７１

ウトナイ北２丁目１２番１号 字沼ノ端９２７番地の５２

ウトナイ北２丁目１２番３号 字沼ノ端９２７番地の５３

ウトナイ北２丁目１２番４号 字沼ノ端９２７番地の５４

ウトナイ北２丁目１２番６号 字沼ノ端９２７番地の５５

ウトナイ北２丁目１２番７号 字沼ノ端９２７番地の５６

ウトナイ北２丁目１２番９号 字沼ノ端９２７番地の５７

ウトナイ北２丁目１２番１１号 字沼ノ端９２７番地の５８

ウトナイ北２丁目１２番１２号 字沼ノ端９２７番地の５９

ウトナイ北２丁目１２番１４号 字沼ノ端９２７番地の６０

ウトナイ北２丁目１２番１８号 字沼ノ端９２７番地の６１

ウトナイ北２丁目１２番２０号 字沼ノ端９２７番地の４２

ウトナイ北２丁目１２番２２号 字沼ノ端９２７番地の４３

ウトナイ北２丁目１２番２４号 字沼ノ端９２７番地の４４

ウトナイ北２丁目１２番２５号 字沼ノ端９２７番地の４５

ウトナイ北２丁目１２番２７号 字沼ノ端９２７番地の４６

ウトナイ北２丁目１２番２９号 字沼ノ端９２７番地の４７

ウトナイ北２丁目１２番３１号 字沼ノ端９２７番地の４８

ウトナイ北２丁目１２番３２号 字沼ノ端９２７番地の４９

ウトナイ北２丁目１２番３４号 字沼ノ端９２７番地の５０

ウトナイ北２丁目１２番３５号 字沼ノ端９２７番地の５１

ウトナイ北２丁目１３番１号 字沼ノ端９２７番地の３２

ウトナイ北２丁目１３番２号 字沼ノ端９２７番地の３３

ウトナイ北２丁目１３番４号 字沼ノ端９２７番地の３４

ウトナイ北２丁目１３番６号 字沼ノ端９２７番地の３５

ウトナイ北２丁目１３番７号 字沼ノ端９２７番地の３６

ウトナイ北２丁目１３番９号 字沼ノ端９２７番地の３７

ウトナイ北２丁目１３番１１号 字沼ノ端９２７番地の３８

ウトナイ北２丁目１３番１３号 字沼ノ端９２７番地の３９
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ウトナイ北　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北２丁目１３番１４号 字沼ノ端９２７番地の４０

ウトナイ北２丁目１３番１９号 字沼ノ端９２７番地の４１

ウトナイ北２丁目１３番２０号 字沼ノ端９２７番地の２２

ウトナイ北２丁目１３番２３号 字沼ノ端９２７番地の２３

ウトナイ北２丁目１３番２５号 字沼ノ端９２７番地の２４

ウトナイ北２丁目１３番２６号 字沼ノ端９２７番地の２５

ウトナイ北２丁目１３番２８号 字沼ノ端９２７番地の２６

ウトナイ北２丁目１３番３０号 字沼ノ端９２７番地の２７

ウトナイ北２丁目１３番３２号 字沼ノ端９２７番地の２８

ウトナイ北２丁目１３番３３号 字沼ノ端９２７番地の２９

ウトナイ北２丁目１３番３５号 字沼ノ端９２７番地の３０

ウトナイ北２丁目１３番３７号 字沼ノ端９２７番地の３１

ウトナイ北２丁目１４番５号 字沼ノ端９２７番地の８８

ウトナイ北２丁目１４番７号 字沼ノ端９２７番地の８６

ウトナイ北２丁目１４番８号 字沼ノ端９２７番地の８５

ウトナイ北２丁目１４番９号 字沼ノ端９２７番地の８４

ウトナイ北２丁目１４番１３号 字沼ノ端９２７番地の８２

6/33



ウトナイ北　３丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北３丁目２番１号 字沼ノ端９３０番地

ウトナイ北３丁目２番１号 字沼ノ端９３０番地

ウトナイ北３丁目３番１号 字沼ノ端９３１番地の３９

ウトナイ北３丁目３番５号 字沼ノ端９３１番地の４０

ウトナイ北３丁目３番７号 字沼ノ端９３１番地の４１

ウトナイ北３丁目３番８号 字沼ノ端９３１番地の４２

ウトナイ北３丁目３番１０号 字沼ノ端９３１番地の４３

ウトナイ北３丁目３番１１号 字沼ノ端９３１番地の４４

ウトナイ北３丁目３番１３号 字沼ノ端９３１番地の４５

ウトナイ北３丁目３番１４号 字沼ノ端９３１番地の４６

ウトナイ北３丁目３番１６号 字沼ノ端９３１番地の４７

ウトナイ北３丁目３番１７号 字沼ノ端９３１番地の４８

ウトナイ北３丁目３番１９号 字沼ノ端９３１番地の４９

ウトナイ北３丁目３番２０号 字沼ノ端９３１番地の５０

ウトナイ北３丁目３番２１号 字沼ノ端９３１番地の５１

ウトナイ北３丁目３番２４号 字沼ノ端９３１番地の５２

ウトナイ北３丁目３番２７号 字沼ノ端９３１番地の２７

ウトナイ北３丁目３番３０号 字沼ノ端９３１番地の２８

ウトナイ北３丁目３番３２号 字沼ノ端９３１番地の２９

ウトナイ北３丁目３番３３号 字沼ノ端９３１番地の３０

ウトナイ北３丁目３番３４号 字沼ノ端９３１番地の３１

ウトナイ北３丁目３番３７号 字沼ノ端９３１番地の３３

ウトナイ北３丁目３番３８号 字沼ノ端９３１番地の３４

ウトナイ北３丁目３番４０号 字沼ノ端９３１番地の３５

ウトナイ北３丁目３番４１号 字沼ノ端９３１番地の３６

ウトナイ北３丁目３番４３号 字沼ノ端９３１番地の３７

ウトナイ北３丁目３番４４号 字沼ノ端９３１番地の３８

ウトナイ北３丁目４番１号 字沼ノ端９３１番地の１３

ウトナイ北３丁目４番５号 字沼ノ端９３１番地の１４

ウトナイ北３丁目４番７号 字沼ノ端９３１番地の１５

ウトナイ北３丁目４番９号 字沼ノ端９３１番地の１６

ウトナイ北３丁目４番１０号 字沼ノ端９３１番地の１７

ウトナイ北３丁目４番１１号 字沼ノ端９３１番地の１８

ウトナイ北３丁目４番１３号 字沼ノ端９３１番地の１９

ウトナイ北３丁目４番１４号 字沼ノ端９３１番地の２０

ウトナイ北３丁目４番１６号 字沼ノ端９３１番地の２１

ウトナイ北３丁目４番１７号 字沼ノ端９３１番地の２２

ウトナイ北３丁目４番１９号 字沼ノ端９３１番地の２３

ウトナイ北３丁目４番２０号 字沼ノ端９３１番地の２４

ウトナイ北３丁目４番２１号 字沼ノ端９３１番地の２５

ウトナイ北３丁目４番２５号 字沼ノ端９３１番地の２６
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ウトナイ北３丁目４番２６号 字沼ノ端９３１番地の１

ウトナイ北３丁目４番３０号 字沼ノ端９３１番地の２

ウトナイ北３丁目４番３１号 字沼ノ端９３１番地の３

ウトナイ北３丁目４番３３号 字沼ノ端９３１番地の４

ウトナイ北３丁目４番３４号 字沼ノ端９３１番地の５

ウトナイ北３丁目４番３６号 字沼ノ端９３１番地の６

ウトナイ北３丁目４番３８号 字沼ノ端９３１番地の７

ウトナイ北３丁目４番３９号 字沼ノ端９３１番地の８

ウトナイ北３丁目４番４１号 字沼ノ端９３１番地の９

ウトナイ北３丁目４番４３号 字沼ノ端９３１番地の１０

ウトナイ北３丁目４番４４号 字沼ノ端９３１番地の１１

ウトナイ北３丁目４番４５号 字沼ノ端９３１番地の１２

ウトナイ北３丁目５番１号 字沼ノ端９２９番地の５１

ウトナイ北３丁目５番３号 字沼ノ端９２９番地の４５

ウトナイ北３丁目５番７号 字沼ノ端９２９番地の４４

ウトナイ北３丁目５番８号 字沼ノ端９２９番地の４３

ウトナイ北３丁目５番９号 字沼ノ端９２９番地の４２

ウトナイ北３丁目５番１１号 字沼ノ端９２９番地の４１

ウトナイ北３丁目５番１４号 字沼ノ端９２９番地の４０

ウトナイ北３丁目５番１６号 字沼ノ端９２９番地の４６

ウトナイ北３丁目５番２０号 字沼ノ端９２９番地の４８

ウトナイ北３丁目５番２１号 字沼ノ端９２９番地の４９

ウトナイ北３丁目５番２３号 字沼ノ端９２９番地の５０

ウトナイ北３丁目６番１号 字沼ノ端９２９番地の３９

ウトナイ北３丁目６番２号 字沼ノ端９２９番地の３８

ウトナイ北３丁目６番３号 字沼ノ端９２９番地の３７

ウトナイ北３丁目６番５号 字沼ノ端９２９番地の３６

ウトナイ北３丁目６番６号 字沼ノ端９２９番地の３５

ウトナイ北３丁目６番７号 字沼ノ端９２９番地の３４

ウトナイ北３丁目６番１１号 字沼ノ端９２９番地の３３

ウトナイ北３丁目６番１４号 字沼ノ端９２９番地の２６

ウトナイ北３丁目６番１６号 字沼ノ端９２９番地の２７

ウトナイ北３丁目６番１７号 字沼ノ端９２９番地の２８

ウトナイ北３丁目６番１８号 字沼ノ端９２９番地の２９

ウトナイ北３丁目６番２０号 字沼ノ端９２９番地の３０

ウトナイ北３丁目６番２１号 字沼ノ端９２９番地の３１

ウトナイ北３丁目６番２３号 字沼ノ端９２９番地の３２

ウトナイ北３丁目７番１号 字沼ノ端９２９番地の２５

ウトナイ北３丁目７番２号 字沼ノ端９２９番地の２４

ウトナイ北３丁目７番４号 字沼ノ端９２９番地の２３
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ウトナイ北３丁目７番５号 字沼ノ端９２９番地の２２

ウトナイ北３丁目７番６号 字沼ノ端９２９番地の２１

ウトナイ北３丁目７番８号 字沼ノ端９２９番地の２０

ウトナイ北３丁目７番１１号 字沼ノ端９２９番地の１９

ウトナイ北３丁目７番１２号 字沼ノ端９２９番地の１２

ウトナイ北３丁目７番１６号 字沼ノ端９２９番地の１３

ウトナイ北３丁目７番１７号 字沼ノ端９２９番地の１４

ウトナイ北３丁目７番１９号 字沼ノ端９２９番地の１５

ウトナイ北３丁目７番２０号 字沼ノ端９２９番地の１６

ウトナイ北３丁目７番２１号 字沼ノ端９２９番地の１７

ウトナイ北３丁目７番２２号 字沼ノ端９２９番地の１８

ウトナイ北３丁目８番１号 字沼ノ端９２９番地の１１

ウトナイ北３丁目８番２号 字沼ノ端９２９番地の４ レオパレスリラ

ウトナイ北３丁目８番１８号 字沼ノ端９２９番地の５４

ウトナイ北３丁目８番１９号 字沼ノ端９２９番地の５３

ウトナイ北３丁目８番２０号 字沼ノ端９２９番地の５２

ウトナイ北３丁目８番２３号 字沼ノ端９２９番地の５５

ウトナイ北３丁目８番２６号 字沼ノ端９２９番地の５６

ウトナイ北３丁目８番２８号 字沼ノ端９２９番地の５７

ウトナイ北３丁目８番３４号 字沼ノ端９２９番地の６７

ウトナイ北３丁目８番３５号 字沼ノ端９２９番地の６６

ウトナイ北３丁目８番３６号 字沼ノ端９２９番地の６５

ウトナイ北３丁目８番３７号 字沼ノ端９２９番地の６４

ウトナイ北３丁目８番４１号 字沼ノ端９２９番地の７

ウトナイ北３丁目８番４３号 字沼ノ端９２９番地の８

ウトナイ北３丁目８番４５号 字沼ノ端９２９番地の９

ウトナイ北３丁目８番４７号 字沼ノ端９２９番地の１０

ウトナイ北３丁目９番１号 字沼ノ端９２９番地の６３

ウトナイ北３丁目９番５号 字沼ノ端９２９番地の６０

ウトナイ北３丁目９番６号 字沼ノ端９２９番地の５９

ウトナイ北３丁目９番７号 字沼ノ端９２９番地の５８

ウトナイ北３丁目９番１２号 字沼ノ端９２９番地の６１

ウトナイ北３丁目９番１３号 字沼ノ端９２９番地の６２

ウトナイ北３丁目１０番１号 字沼ノ端９２８番地の８３

ウトナイ北３丁目１０番３号 字沼ノ端９２８番地の９６

ウトナイ北３丁目１０番６号 字沼ノ端９２８番地の９５

ウトナイ北３丁目１０番７号 字沼ノ端９２８番地の９４

ウトナイ北３丁目１０番９号 字沼ノ端９２８番地の９３

ウトナイ北３丁目１０番１０号 字沼ノ端９２８番地の９８

ウトナイ北３丁目１０番１２号 字沼ノ端９２８番地の９１
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ウトナイ北３丁目１０番１３号 字沼ノ端９２８番地の９０

ウトナイ北３丁目１０番１９号 字沼ノ端９２８番地の８９

ウトナイ北３丁目１０番２０号 字沼ノ端９２８番地の８８

ウトナイ北３丁目１０番２１号 字沼ノ端９２８番地の８７

ウトナイ北３丁目１０番２３号 字沼ノ端９２８番地の８６

ウトナイ北３丁目１０番２４号 字沼ノ端９２８番地の８５

ウトナイ北３丁目１０番２６号 字沼ノ端９２８番地の８４

ウトナイ北３丁目１１番１号 字沼ノ端９２８番地の８

ウトナイ北３丁目１１番３号 字沼ノ端９２８番地の８２

ウトナイ北３丁目１１番６号 字沼ノ端９２８番地の８１

ウトナイ北３丁目１１番１２号 字沼ノ端９２８番地の７７

ウトナイ北３丁目１１番１５号 字沼ノ端９２８番地の１

ウトナイ北３丁目１１番１７号 字沼ノ端９２８番地の２

ウトナイ北３丁目１１番２０号 字沼ノ端９２８番地の３

ウトナイ北３丁目１１番２１号 字沼ノ端９２８番地の４

ウトナイ北３丁目１１番２３号 字沼ノ端９２８番地の５

ウトナイ北３丁目１１番２４号 字沼ノ端９２８番地の６

ウトナイ北３丁目１１番２６号 字沼ノ端９２８番地の７

ウトナイ北３丁目１２番１号 字沼ノ端９２８番地の５１

ウトナイ北３丁目１２番６号 字沼ノ端９２８番地の５４

ウトナイ北３丁目１２番８号 字沼ノ端９２８番地の５５

ウトナイ北３丁目１２番９号 字沼ノ端９２８番地の５６

ウトナイ北３丁目１２番１１号 字沼ノ端９２８番地の５７

ウトナイ北３丁目１２番１３号 字沼ノ端９２８番地の４２

ウトナイ北３丁目１２番１８号 字沼ノ端９２８番地の４３

ウトナイ北３丁目１２番２０号 字沼ノ端９２８番地の４４

ウトナイ北３丁目１２番２２号 字沼ノ端９２８番地の４５

ウトナイ北３丁目１２番２４号 字沼ノ端９２８番地の４６

ウトナイ北３丁目１２番２５号 字沼ノ端９２８番地の４７

ウトナイ北３丁目１２番２７号 字沼ノ端９２８番地の４８

ウトナイ北３丁目１２番２８号 字沼ノ端９２８番地の４９

ウトナイ北３丁目１２番３２号 字沼ノ端９２８番地の５０

ウトナイ北３丁目１３番１号 字沼ノ端９２８番地の３５

ウトナイ北３丁目１３番３号 字沼ノ端９２８番地の３６

ウトナイ北３丁目１３番４号 字沼ノ端９２８番地の３７

ウトナイ北３丁目１３番６号 字沼ノ端９２８番地の３８

ウトナイ北３丁目１３番８号 字沼ノ端９２８番地の３９

ウトナイ北３丁目１３番１０号 字沼ノ端９２８番地の４０

ウトナイ北３丁目１３番１１号 字沼ノ端９２８番地の４１

ウトナイ北３丁目１３番１３号 字沼ノ端９２８番地の２６
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ウトナイ北３丁目１３番１７号 字沼ノ端９２８番地の２７

ウトナイ北３丁目１３番２０号 字沼ノ端９２８番地の２８

ウトナイ北３丁目１３番２１号 字沼ノ端９２８番地の２９

ウトナイ北３丁目１３番２４号 字沼ノ端９２８番地の３０

ウトナイ北３丁目１３番２５号 字沼ノ端９２８番地の３１

ウトナイ北３丁目１３番２７号 字沼ノ端９２８番地の３２

ウトナイ北３丁目１３番２８号 字沼ノ端９２８番地の３３

ウトナイ北３丁目１３番３０号 字沼ノ端９２８番地の３４

ウトナイ北３丁目１４番１号 字沼ノ端９２８番地の１９

ウトナイ北３丁目１４番３号 字沼ノ端９２８番地の２０

ウトナイ北３丁目１４番５号 字沼ノ端９２８番地の２１

ウトナイ北３丁目１４番６号 字沼ノ端９２８番地の２２

ウトナイ北３丁目１４番８号 字沼ノ端９２８番地の２３

ウトナイ北３丁目１４番１０号 字沼ノ端９２８番地の２４

ウトナイ北３丁目１４番１１号 字沼ノ端９２８番地の２５

ウトナイ北３丁目１４番１３号 字沼ノ端９２８番地の１０

ウトナイ北３丁目１４番１７号 字沼ノ端９２８番地の１１

ウトナイ北３丁目１４番２０号 字沼ノ端９２８番地の１２

ウトナイ北３丁目１４番２２号 字沼ノ端９２８番地の１３

ウトナイ北３丁目１４番２４号 字沼ノ端９２８番地の１４

ウトナイ北３丁目１４番２５号 字沼ノ端９２８番地の１５

ウトナイ北３丁目１４番２７号 字沼ノ端９２８番地の１６

ウトナイ北３丁目１４番２９号 字沼ノ端９２８番地の１７

ウトナイ北３丁目１４番３２号 字沼ノ端９２８番地の１８

ウトナイ北３丁目１５番１号 字沼ノ端９２８番地の７０

ウトナイ北３丁目１５番５号 字沼ノ端９２８番地の５８

ウトナイ北３丁目１５番７号 字沼ノ端９２８番地の５９

ウトナイ北３丁目１５番９号 字沼ノ端９２８番地の６０

ウトナイ北３丁目１５番１０号 字沼ノ端９２８番地の６１

ウトナイ北３丁目１５番１１号 字沼ノ端９２８番地の６２

ウトナイ北３丁目１５番１３号 字沼ノ端９２８番地の６３

ウトナイ北３丁目１５番１５号 字沼ノ端９２８番地の６４

ウトナイ北３丁目１５番１８号 字沼ノ端９２８番地の６５

ウトナイ北３丁目１５番２２号 字沼ノ端９２８番地の６６

ウトナイ北３丁目１５番２３号 字沼ノ端９２８番地の６７

ウトナイ北３丁目１５番２５号 字沼ノ端９２８番地の６８

ウトナイ北３丁目１５番２６号 字沼ノ端９２８番地の６９
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ウトナイ北　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北４丁目２番２０号 字沼ノ端９３４番地の１

ウトナイ北４丁目２番２２号 字沼ノ端２３０番地の６８７

ウトナイ北４丁目２番４０号 字沼ノ端２３０番地の６８９

ウトナイ北４丁目２番４０号 字沼ノ端２３０番地の８５４

ウトナイ北４丁目３番５号 字沼ノ端２３０番地の６８５ Ｄｗｅｌｌオノデラ

ウトナイ北４丁目３番２２号 字沼ノ端２３０番地の６８２

ウトナイ北４丁目３番３５号 字沼ノ端２３０番地の６８０

ウトナイ北４丁目３番３９号 字沼ノ端２３０番地の６８６

ウトナイ北４丁目４番１５号 字沼ノ端２３０番地の１３４８ セクションレーヴ

ウトナイ北４丁目４番１７号 字沼ノ端２３０番地の８０７ ボンバルリーナ

ウトナイ北４丁目４番２０号 字沼ノ端２３０番地の８０６

ウトナイ北４丁目４番２５号 字沼ノ端２３０番地の８８４

ウトナイ北４丁目４番３１号 字沼ノ端９３６番地の１

ウトナイ北４丁目４番３２号 字沼ノ端９３６番地の２

ウトナイ北４丁目４番３３号 字沼ノ端９３６番地の３

ウトナイ北４丁目４番４０号 字沼ノ端９３６番地の５

ウトナイ北４丁目４番４１号 字沼ノ端９３６番地の６

ウトナイ北４丁目５番２０号 字沼ノ端２３０番地の６７３

ウトナイ北４丁目５番３８号 字沼ノ端９３７番地の３

ウトナイ北４丁目５番４７号 字沼ノ端９３７番地の５

ウトナイ北４丁目５番５０号 字沼ノ端９３７番地の６

ウトナイ北４丁目６番３号 字沼ノ端９３８番地の１９

ウトナイ北４丁目６番７号 字沼ノ端９３８番地の２１

ウトナイ北４丁目６番１０号 字沼ノ端９３８番地の２４

ウトナイ北４丁目６番２０号 字沼ノ端９３８番地の１

ウトナイ北４丁目６番２０号 字沼ノ端９３８番地の１ ㈱ＮＩＰＰＯ寮

ウトナイ北４丁目６番３０号 字沼ノ端９３８番地の２６

ウトナイ北４丁目６番３０号 字沼ノ端９３８番地の２６ Ｃｒｅｓｔ　Ｈｏｋｕｓｈｏ

ウトナイ北４丁目６番３３号 字沼ノ端９３８番地の３

ウトナイ北４丁目６番５４号 字沼ノ端９３８番地の４

ウトナイ北４丁目６番５５号 字沼ノ端９３８番地の５

ウトナイ北４丁目６番５６号 字沼ノ端９３８番地の６

ウトナイ北４丁目６番５７号 字沼ノ端９３８番地の７

ウトナイ北４丁目６番５８号 字沼ノ端９３８番地の８

ウトナイ北４丁目６番６０号 字沼ノ端９３８番地の９

ウトナイ北４丁目６番６１号 字沼ノ端９３８番地の１０

ウトナイ北４丁目６番６２号 字沼ノ端９３８番地の１１

ウトナイ北４丁目６番６３号 字沼ノ端９３８番地の１２

ウトナイ北４丁目６番６４号 字沼ノ端９３８番地の１３
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ウトナイ北　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北４丁目６番６８号 字沼ノ端９３８番地の１５

ウトナイ北４丁目６番６９号 字沼ノ端９３８番地の１６

ウトナイ北４丁目７番１号 字沼ノ端９３９番地の９

ウトナイ北４丁目７番３号 字沼ノ端９３９番地の１０

ウトナイ北４丁目７番４号 字沼ノ端９３９番地の１１

ウトナイ北４丁目７番６号 字沼ノ端９３９番地の１２

ウトナイ北４丁目７番７号 字沼ノ端９３９番地の１３

ウトナイ北４丁目７番９号 字沼ノ端９３９番地の１４

ウトナイ北４丁目７番１０号 字沼ノ端９３９番地の１５

ウトナイ北４丁目７番１１号 字沼ノ端９３９番地の１６

ウトナイ北４丁目７番１２号 字沼ノ端９３９番地の１７

ウトナイ北４丁目７番１３号 字沼ノ端９３９番地の１８

ウトナイ北４丁目７番１４号 字沼ノ端９３９番地の１９

ウトナイ北４丁目７番１５号 字沼ノ端９３９番地の２０

ウトナイ北４丁目７番１７号 字沼ノ端９３９番地の２１

ウトナイ北４丁目７番１８号 字沼ノ端９３９番地の２９

ウトナイ北４丁目７番１９号 字沼ノ端９３９番地の２８

ウトナイ北４丁目７番２２号 字沼ノ端９３９番地の２７

ウトナイ北４丁目７番２３号 字沼ノ端９３９番地の２６

ウトナイ北４丁目７番２５号 字沼ノ端９３９番地の２５

ウトナイ北４丁目７番２７号 字沼ノ端９３９番地の２３ ＮＡＮＯ

ウトナイ北４丁目７番２９号 字沼ノ端９３９番地の１ ドゥナトス

字沼ノ端９３９番地の２２ ドゥナトス

ウトナイ北４丁目７番３１号 字沼ノ端９３９番地の１ アルコバレーノⅠ

ウトナイ北４丁目７番３５号 字沼ノ端９３９番地の３

ウトナイ北４丁目７番４４号 字沼ノ端９３９番地の６

ウトナイ北４丁目７番４５号 字沼ノ端９３９番地の７

ウトナイ北４丁目７番４７号 字沼ノ端９３９番地の８
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ウトナイ北　５丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北５丁目１番１号 字沼ノ端９４０番地の９

ウトナイ北５丁目１番２号 字沼ノ端９４０番地の１５

ウトナイ北５丁目１番４号 字沼ノ端９４０番地の８

ウトナイ北５丁目１番１０号 字沼ノ端９４０番地の１７

ウトナイ北５丁目１番１１号 字沼ノ端９４０番地の１０

ウトナイ北５丁目１番１３号 字沼ノ端９４０番地の１１

ウトナイ北５丁目１番１４号 字沼ノ端９４０番地の１２

ウトナイ北５丁目１番１７号 字沼ノ端９４０番地の１４

ウトナイ北５丁目１番１８号 字沼ノ端９４０番地の１

ウトナイ北５丁目１番２２号 字沼ノ端９４０番地の２

ウトナイ北５丁目１番２５号 字沼ノ端９４０番地の３

ウトナイ北５丁目１番２７号 字沼ノ端９４０番地の４

ウトナイ北５丁目１番２８号 字沼ノ端９４０番地の５

ウトナイ北５丁目１番２９号 字沼ノ端９４０番地の６

ウトナイ北５丁目１番３０号 字沼ノ端９４０番地の７

ウトナイ北５丁目１番３２号 字沼ノ端９４０番地の１８

ウトナイ北５丁目２番１号 字沼ノ端９４３番地の１

ウトナイ北５丁目３番２号 字沼ノ端９４１番地の１７

ウトナイ北５丁目３番３号 字沼ノ端９４１番地の１８

ウトナイ北５丁目３番５号 字沼ノ端９４１番地の１９

ウトナイ北５丁目３番７号 字沼ノ端９４１番地の２０

ウトナイ北５丁目３番８号 字沼ノ端９４１番地の２２

ウトナイ北５丁目３番１０号 字沼ノ端９４１番地の２３

ウトナイ北５丁目３番１２号 字沼ノ端９４１番地の２５

ウトナイ北５丁目３番１４号 字沼ノ端９４１番地の２６

ウトナイ北５丁目３番１５号 字沼ノ端９４１番地の２７

ウトナイ北５丁目３番１７号 字沼ノ端９４１番地の２８

ウトナイ北５丁目３番１９号 字沼ノ端９４１番地の１

ウトナイ北５丁目３番２２号 字沼ノ端９４１番地の２

ウトナイ北５丁目３番２５号 字沼ノ端９４１番地の３

ウトナイ北５丁目３番２６号 字沼ノ端９４１番地の４

ウトナイ北５丁目３番２７号 字沼ノ端９４１番地の５

ウトナイ北５丁目３番２８号 字沼ノ端９４１番地の６

ウトナイ北５丁目３番２９号 字沼ノ端９４１番地の７

ウトナイ北５丁目３番３１号 字沼ノ端９４１番地の８

ウトナイ北５丁目３番３２号 字沼ノ端９４１番地の９

ウトナイ北５丁目３番３３号 字沼ノ端９４１番地の１０

ウトナイ北５丁目３番３５号 字沼ノ端９４１番地の１１

ウトナイ北５丁目３番３７号 字沼ノ端９４１番地の１２

ウトナイ北５丁目３番３８号 字沼ノ端９４１番地の１３

ウトナイ北５丁目３番３９号 字沼ノ端９４１番地の１４
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ウトナイ北　５丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北５丁目３番４１号 字沼ノ端９４１番地の１５

ウトナイ北５丁目４番１号 字沼ノ端９４２番地の１６

ウトナイ北５丁目４番３号 字沼ノ端９４２番地の１７

ウトナイ北５丁目４番８号 字沼ノ端９４２番地の２２

ウトナイ北５丁目４番９号 字沼ノ端９４２番地の２３

ウトナイ北５丁目４番１０号 字沼ノ端９４２番地の２４

ウトナイ北５丁目４番１１号 字沼ノ端９４２番地の２６

ウトナイ北５丁目４番１４号 字沼ノ端９４２番地の２８

ウトナイ北５丁目４番１６号 字沼ノ端９４２番地の２９

ウトナイ北５丁目４番１７号 字沼ノ端９４２番地の３０ フォンテーヌ

ウトナイ北５丁目４番１９号 字沼ノ端９４２番地の１

ウトナイ北５丁目４番２２号 字沼ノ端９４２番地の２

ウトナイ北５丁目４番２５号 字沼ノ端９４２番地の３

ウトナイ北５丁目４番２６号 字沼ノ端９４２番地の４

ウトナイ北５丁目４番２７号 字沼ノ端９４２番地の５

ウトナイ北５丁目４番２９号 字沼ノ端９４２番地の６

ウトナイ北５丁目４番３１号 字沼ノ端９４２番地の７

ウトナイ北５丁目４番３３号 字沼ノ端９４２番地の８

ウトナイ北５丁目４番３５号 字沼ノ端９４２番地の１０

ウトナイ北５丁目４番３６号 字沼ノ端９４２番地の１２

ウトナイ北５丁目４番３８号 字沼ノ端９４２番地の１３

ウトナイ北５丁目４番３９号 字沼ノ端９４２番地の１４

ウトナイ北５丁目４番４１号 字沼ノ端９４２番地の１５
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ウトナイ北　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北６丁目１番１号 字沼ノ端９４８番地の９３

ウトナイ北６丁目１番６号 字沼ノ端９４８番地の８０

ウトナイ北６丁目１番７号 字沼ノ端９４８番地の８１

ウトナイ北６丁目１番１０号 字沼ノ端９４８番地の８３

ウトナイ北６丁目１番１２号 字沼ノ端９４８番地の８４

ウトナイ北６丁目１番１３号 字沼ノ端９４８番地の８５

ウトナイ北６丁目１番１５号 字沼ノ端９４８番地の８６

ウトナイ北６丁目１番１８号 字沼ノ端９４８番地の８７

ウトナイ北６丁目１番２２号 字沼ノ端９４８番地の８８

ウトナイ北６丁目１番２３号 字沼ノ端９４８番地の８９

ウトナイ北６丁目１番２５号 字沼ノ端９４８番地の９０

ウトナイ北６丁目１番２６号 字沼ノ端９４８番地の９１

ウトナイ北６丁目１番２８号 字沼ノ端９４８番地の９２

ウトナイ北６丁目２番１号 字沼ノ端９４８番地の４０

ウトナイ北６丁目２番３号 字沼ノ端９４８番地の４１

ウトナイ北６丁目２番５号 字沼ノ端９４８番地の４２

ウトナイ北６丁目２番６号 字沼ノ端９４８番地の４３

ウトナイ北６丁目２番８号 字沼ノ端９４８番地の４４

ウトナイ北６丁目２番９号 字沼ノ端９４８番地の４５

ウトナイ北６丁目２番１１号 字沼ノ端９４８番地の４６

ウトナイ北６丁目２番１６号 字沼ノ端９４８番地の３１

ウトナイ北６丁目２番１９号 字沼ノ端９４８番地の３２

ウトナイ北６丁目２番２０号 字沼ノ端９４８番地の３３

ウトナイ北６丁目２番２１号 字沼ノ端９４８番地の３４

ウトナイ北６丁目２番２４号 字沼ノ端９４８番地の３５

ウトナイ北６丁目２番２５号 字沼ノ端９４８番地の３６

ウトナイ北６丁目２番２７号 字沼ノ端９４８番地の３７

ウトナイ北６丁目２番２９号 字沼ノ端９４８番地の３８

ウトナイ北６丁目２番３０号 字沼ノ端９４８番地の３９

ウトナイ北６丁目３番１号 字沼ノ端９４８番地の２７

ウトナイ北６丁目３番３号 字沼ノ端９４８番地の２８

ウトナイ北６丁目３番４号 字沼ノ端９４８番地の２９

ウトナイ北６丁目３番６号 字沼ノ端９４８番地の３０

ウトナイ北６丁目３番９号 字沼ノ端９４８番地の２１

ウトナイ北６丁目３番１１号 字沼ノ端９４８番地の２２

ウトナイ北６丁目３番１４号 字沼ノ端９４８番地の２３

ウトナイ北６丁目３番１５号 字沼ノ端９４８番地の２４

ウトナイ北６丁目３番１７号 字沼ノ端９４８番地の２５

ウトナイ北６丁目３番１８号 字沼ノ端９４８番地の２６

ウトナイ北６丁目４番１号 字沼ノ端９４８番地の１７
16/33



ウトナイ北　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北６丁目４番２号 字沼ノ端９４８番地の１８

ウトナイ北６丁目４番４号 字沼ノ端９４８番地の１９

ウトナイ北６丁目４番６号 字沼ノ端９４８番地の２０

ウトナイ北６丁目４番７号 字沼ノ端９４８番地の１１

ウトナイ北６丁目４番１１号 字沼ノ端９４８番地の１２

ウトナイ北６丁目４番１４号 字沼ノ端９４８番地の１３

ウトナイ北６丁目４番１６号 字沼ノ端９４８番地の１４

ウトナイ北６丁目４番１７号 字沼ノ端９４８番地の１５

ウトナイ北６丁目４番２０号 字沼ノ端９４８番地の１６

ウトナイ北６丁目５番１号 字沼ノ端９４８番地の５６

ウトナイ北６丁目５番３号 字沼ノ端９４８番地の５８

ウトナイ北６丁目５番５号 字沼ノ端９４８番地の５９

ウトナイ北６丁目５番６号 字沼ノ端９４８番地の６０

ウトナイ北６丁目５番８号 字沼ノ端９４８番地の６１

ウトナイ北６丁目５番９号 字沼ノ端９４８番地の６２

ウトナイ北６丁目５番１１号 字沼ノ端９４８番地の６３

ウトナイ北６丁目５番１５号 字沼ノ端９４８番地の４７

ウトナイ北６丁目５番１７号 字沼ノ端９４８番地の４８

ウトナイ北６丁目５番２０号 字沼ノ端９４８番地の４９

ウトナイ北６丁目５番２１号 字沼ノ端９４８番地の５０

ウトナイ北６丁目５番２３号 字沼ノ端９４８番地の５１

ウトナイ北６丁目５番２６号 字沼ノ端９４８番地の５２

ウトナイ北６丁目５番２７号 字沼ノ端９４８番地の５３

ウトナイ北６丁目５番２８号 字沼ノ端９４８番地の５４

ウトナイ北６丁目５番３０号 字沼ノ端９４８番地の５５

ウトナイ北６丁目６番１号 字沼ノ端９４８番地の７３

ウトナイ北６丁目６番３号 字沼ノ端９４８番地の７４

ウトナイ北６丁目６番５号 字沼ノ端９４８番地の７５

ウトナイ北６丁目６番７号 字沼ノ端９４８番地の７６

ウトナイ北６丁目６番８号 字沼ノ端９４８番地の７７

ウトナイ北６丁目６番１０号 字沼ノ端９４８番地の７８

ウトナイ北６丁目６番１１号 字沼ノ端９４８番地の７９

ウトナイ北６丁目６番１３号 字沼ノ端９４８番地の６４

ウトナイ北６丁目６番１７号 字沼ノ端９４８番地の６５

ウトナイ北６丁目６番２０号 字沼ノ端９４８番地の６６

ウトナイ北６丁目６番２１号 字沼ノ端９４８番地の６７

ウトナイ北６丁目６番２４号 字沼ノ端９４８番地の６８

ウトナイ北６丁目６番２５号 字沼ノ端９４８番地の６９

ウトナイ北６丁目６番２７号 字沼ノ端９４８番地の７０

ウトナイ北６丁目６番２９号 字沼ノ端９４８番地の７１

ウトナイ北６丁目６番３２号 字沼ノ端９４８番地の７２
17/33



ウトナイ北　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北６丁目７番１号 字沼ノ端９４８番地の７

ウトナイ北６丁目７番２号 字沼ノ端９４８番地の８

ウトナイ北６丁目７番４号 字沼ノ端９４８番地の９

ウトナイ北６丁目７番６号 字沼ノ端９４８番地の１０

ウトナイ北６丁目７番７号 字沼ノ端９４８番地の１

ウトナイ北６丁目７番１１号 字沼ノ端９４８番地の２

ウトナイ北６丁目７番１４号 字沼ノ端９４８番地の３

ウトナイ北６丁目７番１５号 字沼ノ端９４８番地の４

ウトナイ北６丁目７番１６号 字沼ノ端９４８番地の５

ウトナイ北６丁目７番２０号 字沼ノ端９４８番地の６

ウトナイ北６丁目９番３号 字沼ノ端９４７番地の２８

ウトナイ北６丁目９番４号 字沼ノ端９４７番地の２９

ウトナイ北６丁目９番５号 字沼ノ端９４７番地の３０

ウトナイ北６丁目９番１１号 字沼ノ端９４７番地の２２

ウトナイ北６丁目９番１４号 字沼ノ端９４７番地の２３ ＤＥＢＵＴ２００１

ウトナイ北６丁目９番１６号 字沼ノ端９４７番地の２４

ウトナイ北６丁目９番１７号 字沼ノ端９４７番地の２５

ウトナイ北６丁目９番２０号 字沼ノ端９４７番地の２６

ウトナイ北６丁目１０番１号 字沼ノ端９４７番地の１７

ウトナイ北６丁目１０番３号 字沼ノ端９４７番地の１８

ウトナイ北６丁目１０番４号 字沼ノ端９４７番地の１９

ウトナイ北６丁目１０番６号 字沼ノ端９４７番地の２０

ウトナイ北６丁目１０番７号 字沼ノ端９４７番地の１１

ウトナイ北６丁目１０番１１号 字沼ノ端９４７番地の１２

ウトナイ北６丁目１０番１４号 字沼ノ端９４７番地の１３

ウトナイ北６丁目１０番１６号 字沼ノ端９４７番地の１４

ウトナイ北６丁目１０番１７号 字沼ノ端９４７番地の１５

ウトナイ北６丁目１０番１８号 字沼ノ端９４７番地の１６

ウトナイ北６丁目１１番１号 字沼ノ端９４７番地の７

ウトナイ北６丁目１１番３号 字沼ノ端９４７番地の８

ウトナイ北６丁目１１番４号 字沼ノ端９４７番地の９

ウトナイ北６丁目１１番６号 字沼ノ端９４７番地の１０

ウトナイ北６丁目１１番７号 字沼ノ端９４７番地の１

ウトナイ北６丁目１１番１２号 字沼ノ端９４７番地の２

ウトナイ北６丁目１１番１４号 字沼ノ端９４７番地の３

ウトナイ北６丁目１１番１６号 字沼ノ端９４７番地の４

ウトナイ北６丁目１１番１７号 字沼ノ端９４７番地の５

ウトナイ北６丁目１１番１８号 字沼ノ端９４７番地の６
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ウトナイ北　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北６丁目１２番１号 字沼ノ端９４６番地の８８

ウトナイ北６丁目１２番６号 字沼ノ端９４６番地の７５

ウトナイ北６丁目１２番７号 字沼ノ端９４６番地の７６

ウトナイ北６丁目１２番９号 字沼ノ端９４６番地の７７

ウトナイ北６丁目１２番１０号 字沼ノ端９４６番地の７８

ウトナイ北６丁目１２番１２号 字沼ノ端９４６番地の７９

ウトナイ北６丁目１２番１３号 字沼ノ端９４６番地の８０

ウトナイ北６丁目１２番１５号 字沼ノ端９４６番地の８１

ウトナイ北６丁目１２番２０号 字沼ノ端９４６番地の８２

ウトナイ北６丁目１２番２３号 字沼ノ端９４６番地の８３

ウトナイ北６丁目１２番２４号 字沼ノ端９４６番地の８４

ウトナイ北６丁目１２番２５号 字沼ノ端９４６番地の８５

ウトナイ北６丁目１２番２６号 字沼ノ端９４６番地の８６

ウトナイ北６丁目１２番２８号 字沼ノ端９４６番地の８７

ウトナイ北６丁目１３番１号 字沼ノ端９４６番地の６４

ウトナイ北６丁目１３番２号 字沼ノ端９４６番地の６５

ウトナイ北６丁目１３番４号 字沼ノ端９４６番地の６６

ウトナイ北６丁目１３番５号 字沼ノ端９４６番地の６７

ウトナイ北６丁目１３番７号 字沼ノ端９４６番地の６８

ウトナイ北６丁目１３番８号 字沼ノ端９４６番地の６９

ウトナイ北６丁目１３番１１号 字沼ノ端９４６番地の７１

ウトナイ北６丁目１３番１２号 字沼ノ端９４６番地の７２

ウトナイ北６丁目１３番１４号 字沼ノ端９４６番地の７３

ウトナイ北６丁目１３番１５号 字沼ノ端９４６番地の７４

ウトナイ北６丁目１３番１９号 字沼ノ端９４６番地の５１

ウトナイ北６丁目１３番２１号 字沼ノ端９４６番地の５２

ウトナイ北６丁目１３番２４号 字沼ノ端９４６番地の５３

ウトナイ北６丁目１３番２５号 字沼ノ端９４６番地の５４

ウトナイ北６丁目１３番２７号 字沼ノ端９４６番地の５５

ウトナイ北６丁目１３番２８号 字沼ノ端９４６番地の５６

ウトナイ北６丁目１３番２９号 字沼ノ端９４６番地の５７

ウトナイ北６丁目１３番３１号 字沼ノ端９４６番地の５８

ウトナイ北６丁目１３番３２号 字沼ノ端９４６番地の５９

ウトナイ北６丁目１３番３４号 字沼ノ端９４６番地の６０

ウトナイ北６丁目１３番３５号 字沼ノ端９４６番地の６１

ウトナイ北６丁目１３番３６号 字沼ノ端９４６番地の６２

ウトナイ北６丁目１３番３７号 字沼ノ端９４６番地の６３

ウトナイ北６丁目１４番１号 字沼ノ端９４６番地の４０

ウトナイ北６丁目１４番２号 字沼ノ端９４６番地の４１

ウトナイ北６丁目１４番４号 字沼ノ端９４６番地の４２

ウトナイ北６丁目１４番７号 字沼ノ端９４６番地の４４
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ウトナイ北　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北６丁目１４番８号 字沼ノ端９４６番地の４５

ウトナイ北６丁目１４番１２号 字沼ノ端９４６番地の４８

ウトナイ北６丁目１４番１３号 字沼ノ端９４６番地の４９

ウトナイ北６丁目１４番１５号 字沼ノ端９４６番地の５０

ウトナイ北６丁目１４番１６号 字沼ノ端９４６番地の２７

ウトナイ北６丁目１４番２２号 字沼ノ端９４６番地の２８

ウトナイ北６丁目１４番２３号 字沼ノ端９４６番地の２９

ウトナイ北６丁目１４番２５号 字沼ノ端９４６番地の３０

ウトナイ北６丁目１４番２８号 字沼ノ端９４６番地の３２

ウトナイ北６丁目１４番３０号 字沼ノ端９４６番地の３３

ウトナイ北６丁目１４番３１号 字沼ノ端９４６番地の３４

ウトナイ北６丁目１４番３２号 字沼ノ端９４６番地の３５

ウトナイ北６丁目１４番３４号 字沼ノ端９４６番地の３６

ウトナイ北６丁目１４番３５号 字沼ノ端９４６番地の３７

ウトナイ北６丁目１４番３６号 字沼ノ端９４６番地の３８

ウトナイ北６丁目１４番４０号 字沼ノ端９４６番地の３９

ウトナイ北６丁目１５番４号 字沼ノ端９４６番地の２４

ウトナイ北６丁目１５番５号 字沼ノ端９４６番地の２３

ウトナイ北６丁目１５番６号 字沼ノ端９４６番地の２２

ウトナイ北６丁目１５番８号 字沼ノ端９４６番地の２１

ウトナイ北６丁目１５番９号 字沼ノ端９４６番地の２０

ウトナイ北６丁目１５番１０号 字沼ノ端９４６番地の１９

ウトナイ北６丁目１５番１２号 字沼ノ端９４６番地の１８

ウトナイ北６丁目１５番１３号 字沼ノ端９４６番地の１７

ウトナイ北６丁目１５番１５号 字沼ノ端９４６番地の１６

ウトナイ北６丁目１５番１９号 字沼ノ端９４６番地の１５

ウトナイ北６丁目１５番３５号 字沼ノ端９４６番地の２５ チェアー

ウトナイ北６丁目１６番１号 字沼ノ端９４６番地の１４

ウトナイ北６丁目１６番６号 字沼ノ端９４６番地の１

ウトナイ北６丁目１６番７号 字沼ノ端９４６番地の２

ウトナイ北６丁目１６番８号 字沼ノ端９４６番地の３

ウトナイ北６丁目１６番１０号 字沼ノ端９４６番地の４

ウトナイ北６丁目１６番１２号 字沼ノ端９４６番地の５

ウトナイ北６丁目１６番１３号 字沼ノ端９４６番地の６

ウトナイ北６丁目１６番１５号 字沼ノ端９４６番地の７

ウトナイ北６丁目１６番２１号 字沼ノ端９４６番地の８

ウトナイ北６丁目１６番２２号 字沼ノ端９４６番地の９

ウトナイ北６丁目１６番２５号 字沼ノ端９４６番地の１１

ウトナイ北６丁目１６番２７号 字沼ノ端９４６番地の１２

ウトナイ北６丁目１６番２８号 字沼ノ端９４６番地の１３
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ウトナイ北　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北７丁目１番１号 字沼ノ端９４９番地の９５

ウトナイ北７丁目１番４号 字沼ノ端９４９番地の９４

ウトナイ北７丁目１番６号 字沼ノ端９４９番地の９３

ウトナイ北７丁目１番７号 字沼ノ端９４９番地の９２

ウトナイ北７丁目１番８号 字沼ノ端９４９番地の９１

ウトナイ北７丁目１番１０号 字沼ノ端９４９番地の９０

ウトナイ北７丁目１番１１号 字沼ノ端９４９番地の８９

ウトナイ北７丁目１番１２号 字沼ノ端９４９番地の８８

ウトナイ北７丁目１番１３号 字沼ノ端９４９番地の８７

ウトナイ北７丁目２番１号 字沼ノ端９４９番地の８６

ウトナイ北７丁目２番５号 字沼ノ端９４９番地の７７

ウトナイ北７丁目２番６号 字沼ノ端９４９番地の７６

ウトナイ北７丁目２番８号 字沼ノ端９４９番地の７５

ウトナイ北７丁目２番９号 字沼ノ端９４９番地の７４

ウトナイ北７丁目２番１０号 字沼ノ端９４９番地の７３

ウトナイ北７丁目２番１１号 字沼ノ端９４９番地の７２

ウトナイ北７丁目２番１３号 字沼ノ端９４９番地の７１

ウトナイ北７丁目２番１４号 字沼ノ端９４９番地の７０

ウトナイ北７丁目２番１５号 字沼ノ端９４９番地の６９

ウトナイ北７丁目２番２０号 字沼ノ端９４９番地の７８

ウトナイ北７丁目２番２１号 字沼ノ端９４９番地の７９

ウトナイ北７丁目２番２２号 字沼ノ端９４９番地の８０

ウトナイ北７丁目２番２４号 字沼ノ端９４９番地の８１

ウトナイ北７丁目２番２５号 字沼ノ端９４９番地の８２

ウトナイ北７丁目２番２６号 字沼ノ端９４９番地の８３

ウトナイ北７丁目２番２７号 字沼ノ端９４９番地の８４

ウトナイ北７丁目２番２９号 字沼ノ端９４９番地の８５

ウトナイ北７丁目３番１号 字沼ノ端９４９番地の６８

ウトナイ北７丁目３番５号 字沼ノ端９４９番地の５９

ウトナイ北７丁目３番７号 字沼ノ端９４９番地の５８

ウトナイ北７丁目３番９号 字沼ノ端９４９番地の５７

ウトナイ北７丁目３番１０号 字沼ノ端９４９番地の５６

ウトナイ北７丁目３番１２号 字沼ノ端９４９番地の５５

ウトナイ北７丁目３番１３号 字沼ノ端９４９番地の５４

ウトナイ北７丁目３番１５号 字沼ノ端９４９番地の５３

ウトナイ北７丁目３番２０号 字沼ノ端９４９番地の３

ウトナイ北７丁目３番２１号 字沼ノ端９４９番地の６１

ウトナイ北７丁目３番２３号 字沼ノ端９４９番地の６２

ウトナイ北７丁目３番２４号 字沼ノ端９４９番地の６３

ウトナイ北７丁目３番２５号 字沼ノ端９４９番地の６４

ウトナイ北７丁目３番２６号 字沼ノ端９４９番地の６５
21/33



ウトナイ北　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北７丁目３番２７号 字沼ノ端９４９番地の６６

ウトナイ北７丁目３番２８号 字沼ノ端９４９番地の６７

ウトナイ北７丁目４番１号 字沼ノ端９４９番地の４８

ウトナイ北７丁目４番３号 字沼ノ端９４９番地の４９

ウトナイ北７丁目４番４号 字沼ノ端９４９番地の５０

ウトナイ北７丁目４番６号 字沼ノ端９４９番地の５１

ウトナイ北７丁目４番１０号 字沼ノ端９４９番地の５２

ウトナイ北７丁目４番１１号 字沼ノ端９４９番地の４３

ウトナイ北７丁目４番１４号 字沼ノ端９４９番地の４４

ウトナイ北７丁目４番１５号 字沼ノ端９４９番地の４５

ウトナイ北７丁目４番１８号 字沼ノ端９４９番地の４６

ウトナイ北７丁目４番１９号 字沼ノ端９４９番地の４７

ウトナイ北７丁目５番１号 字沼ノ端９４９番地の３８

ウトナイ北７丁目５番３号 字沼ノ端９４９番地の３９

ウトナイ北７丁目５番５号 字沼ノ端９４９番地の４０

ウトナイ北７丁目５番６号 字沼ノ端９４９番地の４１

ウトナイ北７丁目５番９号 字沼ノ端９４９番地の４２

ウトナイ北７丁目５番１３号 字沼ノ端９４９番地の３３

ウトナイ北７丁目５番１４号 字沼ノ端９４９番地の３４

ウトナイ北７丁目５番１６号 字沼ノ端９４９番地の３５

ウトナイ北７丁目５番１７号 字沼ノ端９４９番地の３６

ウトナイ北７丁目５番１９号 字沼ノ端９４９番地の３７

ウトナイ北７丁目６番１号 字沼ノ端９４９番地の２８

ウトナイ北７丁目６番２号 字沼ノ端９４９番地の２９

ウトナイ北７丁目６番４号 字沼ノ端９４９番地の３０

ウトナイ北７丁目６番６号 字沼ノ端９４９番地の３１

ウトナイ北７丁目６番１０号 字沼ノ端９４９番地の３２

ウトナイ北７丁目６番１２号 字沼ノ端９４９番地の２３

ウトナイ北７丁目６番１４号 字沼ノ端９４９番地の２４

ウトナイ北７丁目６番１６号 字沼ノ端９４９番地の２５

ウトナイ北７丁目６番１８号 字沼ノ端９４９番地の２６

ウトナイ北７丁目６番１９号 字沼ノ端９４９番地の２７

ウトナイ北７丁目７番１号 字沼ノ端９４９番地の２２

ウトナイ北７丁目７番３号 字沼ノ端９４９番地の１２

ウトナイ北７丁目７番６号 字沼ノ端９４９番地の１１

ウトナイ北７丁目７番７号 字沼ノ端９４９番地の１０

ウトナイ北７丁目７番９号 字沼ノ端９４９番地の９

ウトナイ北７丁目７番１１号 字沼ノ端９４９番地の８

ウトナイ北７丁目７番１３号 字沼ノ端９４９番地の７
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ウトナイ北７丁目７番１４号 字沼ノ端９４９番地の６

ウトナイ北７丁目７番１７号 字沼ノ端９４９番地の１６

ウトナイ北７丁目７番１９号 字沼ノ端９４９番地の１７

ウトナイ北７丁目７番２２号 字沼ノ端９４９番地の１８

ウトナイ北７丁目７番２３号 字沼ノ端９４９番地の１９

ウトナイ北７丁目７番２４号 字沼ノ端９４９番地の２０

ウトナイ北７丁目７番２６号 字沼ノ端９４９番地の２１

ウトナイ北７丁目８番１号 字沼ノ端９５０番地の６５

ウトナイ北７丁目８番８号 字沼ノ端９５０番地の５２ ソール・オリエンス

ウトナイ北７丁目８番１０号 字沼ノ端９５０番地の５４

ウトナイ北７丁目８番１１号 字沼ノ端９５０番地の５５

ウトナイ北７丁目８番１３号 字沼ノ端９５０番地の５６

ウトナイ北７丁目８番１４号 字沼ノ端９５０番地の５７

ウトナイ北７丁目８番１８号 字沼ノ端９５０番地の５８

ウトナイ北７丁目８番２２号 字沼ノ端９５０番地の５９

ウトナイ北７丁目８番２４号 字沼ノ端９５０番地の６０

ウトナイ北７丁目８番２６号 字沼ノ端９５０番地の６１

ウトナイ北７丁目８番２７号 字沼ノ端９５０番地の６２

ウトナイ北７丁目８番２８号 字沼ノ端９５０番地の６３

ウトナイ北７丁目８番３０号 字沼ノ端９５０番地の６４

ウトナイ北７丁目９番３号 字沼ノ端９５０番地の１４

ウトナイ北７丁目９番６号 字沼ノ端９５０番地の１２

ウトナイ北７丁目９番１１号 字沼ノ端９５０番地の９

ウトナイ北７丁目９番１５号 字沼ノ端９５０番地の６

ウトナイ北７丁目９番２１号 字沼ノ端９５０番地の７

ウトナイ北７丁目９番２３号 字沼ノ端９５０番地の８

ウトナイ北７丁目９番２５号 字沼ノ端９５０番地の１０

ウトナイ北７丁目９番２８号 字沼ノ端９５０番地の１１

ウトナイ北７丁目９番３１号 字沼ノ端９５０番地の１３

ウトナイ北７丁目９番３３号 字沼ノ端９５０番地の１５

ウトナイ北７丁目１０番１号 字沼ノ端９５０番地の２７

ウトナイ北７丁目１０番３号 字沼ノ端９５０番地の２８

ウトナイ北７丁目１０番６号 字沼ノ端９５０番地の３０

ウトナイ北７丁目１０番７号 字沼ノ端９５０番地の３１

ウトナイ北７丁目１０番９号 字沼ノ端９５０番地の３２

ウトナイ北７丁目１０番１１号 字沼ノ端９５０番地の３３

ウトナイ北７丁目１０番１２号 字沼ノ端９５０番地の３４

ウトナイ北７丁目１０番１５号 字沼ノ端９５０番地の３５

ウトナイ北７丁目１０番１６号 字沼ノ端９５０番地の１６

ウトナイ北７丁目１０番２０号 字沼ノ端９５０番地の１７
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ウトナイ北７丁目１０番２２号 字沼ノ端９５０番地の１８

ウトナイ北７丁目１０番２４号 字沼ノ端９５０番地の１９

ウトナイ北７丁目１０番２５号 字沼ノ端９５０番地の２０

ウトナイ北７丁目１０番２７号 字沼ノ端９５０番地の２２

ウトナイ北７丁目１０番３１号 字沼ノ端９５０番地の２３

ウトナイ北７丁目１０番３２号 字沼ノ端９５０番地の２４

ウトナイ北７丁目１０番３４号 字沼ノ端９５０番地の２５

ウトナイ北７丁目１０番３５号 字沼ノ端９５０番地の２６

ウトナイ北７丁目１１番２号 字沼ノ端９５０番地の４５

ウトナイ北７丁目１１番３号 字沼ノ端９５０番地の４６

ウトナイ北７丁目１１番５号 字沼ノ端９５０番地の４７

ウトナイ北７丁目１１番６号 字沼ノ端９５０番地の４８

ウトナイ北７丁目１１番８号 字沼ノ端９５０番地の４９

ウトナイ北７丁目１１番９号 字沼ノ端９５０番地の５０

ウトナイ北７丁目１１番１１号 字沼ノ端９５０番地の５１

ウトナイ北７丁目１１番１５号 字沼ノ端９５０番地の３６

ウトナイ北７丁目１１番１７号 字沼ノ端９５０番地の３７

ウトナイ北７丁目１１番２０号 字沼ノ端９５０番地の３８

ウトナイ北７丁目１１番２３号 字沼ノ端９５０番地の４０

ウトナイ北７丁目１１番２４号 字沼ノ端９５０番地の４１

ウトナイ北７丁目１１番２６号 字沼ノ端９５０番地の４２

ウトナイ北７丁目１１番２８号 字沼ノ端９５０番地の４３

ウトナイ北７丁目１２番６号 字沼ノ端９５０番地の２

ウトナイ北７丁目１２番７号 字沼ノ端９５０番地の３

ウトナイ北７丁目１２番９号 字沼ノ端９５０番地の４

ウトナイ北７丁目１３番４号 字沼ノ端９５１番地の７１

ウトナイ北７丁目１３番５号 字沼ノ端９５１番地の７２

ウトナイ北７丁目１３番７号 字沼ノ端９５１番地の７３

ウトナイ北７丁目１３番１０号 字沼ノ端９５１番地の７５

ウトナイ北７丁目１３番１１号 字沼ノ端９５１番地の７６

ウトナイ北７丁目１３番１２号 字沼ノ端９５１番地の７７

ウトナイ北７丁目１３番１４号 字沼ノ端９５１番地の７８

ウトナイ北７丁目１４番１号 字沼ノ端９５１番地の６１

ウトナイ北７丁目１４番３号 字沼ノ端９５１番地の６２

ウトナイ北７丁目１４番５号 字沼ノ端９５１番地の６３

ウトナイ北７丁目１４番７号 字沼ノ端９５１番地の６５

ウトナイ北７丁目１４番９号 字沼ノ端９５１番地の６６

ウトナイ北７丁目１４番１０号 字沼ノ端９５１番地の６７

ウトナイ北７丁目１４番１２号 字沼ノ端９５１番地の６８
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ウトナイ北７丁目１４番１３号 字沼ノ端９５１番地の６９

ウトナイ北７丁目１４番１５号 字沼ノ端９５１番地の７０

ウトナイ北７丁目１４番１９号 字沼ノ端９５１番地の４９

ウトナイ北７丁目１４番２１号 字沼ノ端９５１番地の５０

ウトナイ北７丁目１４番２５号 字沼ノ端９５１番地の５１

ウトナイ北７丁目１４番２６号 字沼ノ端９５１番地の５２

ウトナイ北７丁目１４番２７号 字沼ノ端９５１番地の５３

ウトナイ北７丁目１４番２８号 字沼ノ端９５１番地の５４

ウトナイ北７丁目１４番３１号 字沼ノ端９５１番地の５６

ウトナイ北７丁目１４番３４号 字沼ノ端９５１番地の５８

ウトナイ北７丁目１４番３６号 字沼ノ端９５１番地の５９

ウトナイ北７丁目１４番３８号 字沼ノ端９５１番地の６０

ウトナイ北７丁目１５番１号 字沼ノ端９５１番地の３９

ウトナイ北７丁目１５番３号 字沼ノ端９５１番地の４０

ウトナイ北７丁目１５番４号 字沼ノ端９５１番地の４１

ウトナイ北７丁目１５番６号 字沼ノ端９５１番地の４２

ウトナイ北７丁目１５番７号 字沼ノ端９５１番地の４３

ウトナイ北７丁目１５番８号 字沼ノ端９５１番地の４４

ウトナイ北７丁目１５番１０号 字沼ノ端９５１番地の４５

ウトナイ北７丁目１５番１２号 字沼ノ端９５１番地の４６

ウトナイ北７丁目１５番１３号 字沼ノ端９５１番地の４７

ウトナイ北７丁目１５番１４号 字沼ノ端９５１番地の４８

ウトナイ北７丁目１５番１７号 字沼ノ端９５１番地の２７

ウトナイ北７丁目１５番２３号 字沼ノ端９５１番地の２８

ウトナイ北７丁目１５番２４号 字沼ノ端９５１番地の２９

ウトナイ北７丁目１５番２６号 字沼ノ端９５１番地の３０

ウトナイ北７丁目１５番２７号 字沼ノ端９５１番地の３１

ウトナイ北７丁目１５番２８号 字沼ノ端９５１番地の３２

ウトナイ北７丁目１５番３０号 字沼ノ端９５１番地の３３

ウトナイ北７丁目１５番３２号 字沼ノ端９５１番地の３４

ウトナイ北７丁目１５番３３号 字沼ノ端９５１番地の３５

ウトナイ北７丁目１５番３４号 字沼ノ端９５１番地の３６

ウトナイ北７丁目１５番３７号 字沼ノ端９５１番地の３７

ウトナイ北７丁目１５番３８号 字沼ノ端９５１番地の３８

ウトナイ北７丁目１６番３号 字沼ノ端９５１番地の２５

ウトナイ北７丁目１６番５号 字沼ノ端９５１番地の２３

ウトナイ北７丁目１６番７号 字沼ノ端９５１番地の２２

ウトナイ北７丁目１６番８号 字沼ノ端９５１番地の２１

ウトナイ北７丁目１６番１０号 字沼ノ端９５１番地の２０

ウトナイ北７丁目１６番１１号 字沼ノ端９５１番地の１９

ウトナイ北７丁目１６番１６号 字沼ノ端９５１番地の１６
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ウトナイ北　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北７丁目１６番２０号 字沼ノ端９５１番地の１５

ウトナイ北７丁目１６番２４号 字沼ノ端９５１番地の１７

ウトナイ北７丁目１６番２６号 字沼ノ端９５１番地の１８

ウトナイ北７丁目１７番１号 字沼ノ端９５１番地の１４

ウトナイ北７丁目１７番８号 字沼ノ端９５１番地の２

ウトナイ北７丁目１７番１０号 字沼ノ端９５１番地の３

ウトナイ北７丁目１７番１１号 字沼ノ端９５１番地の４

ウトナイ北７丁目１７番１３号 字沼ノ端９５１番地の５

ウトナイ北７丁目１７番１８号 字沼ノ端９５１番地の７

ウトナイ北７丁目１７番２４号 字沼ノ端９５１番地の８

ウトナイ北７丁目１７番２５号 字沼ノ端９５１番地の９

ウトナイ北７丁目１７番２６号 字沼ノ端９５１番地の１０

ウトナイ北７丁目１７番２８号 字沼ノ端９５１番地の１１

ウトナイ北７丁目１７番３０号 字沼ノ端９５１番地の１２

ウトナイ北７丁目１７番３２号 字沼ノ端９５１番地の１３
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ウトナイ北　８丁目 該当なし

新住居表示 旧表示 建物名称
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ウトナイ北　９丁目 該当なし

新住居表示 旧表示 建物名称
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ウトナイ北　１０丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北１０丁目１番４号 字沼ノ端９５４番地の１０３

ウトナイ北１０丁目１番５号 字沼ノ端９５４番地の１０４

ウトナイ北１０丁目１番８号 字沼ノ端９５４番地の１０７

ウトナイ北１０丁目１番９号 字沼ノ端９５４番地の１０８

ウトナイ北１０丁目１番１３号 字沼ノ端９５４番地の１０９

ウトナイ北１０丁目１番１８号 字沼ノ端９５４番地の１０６

ウトナイ北１０丁目１番２５号 字沼ノ端９５４番地の１１６

ウトナイ北１０丁目１番２６号 字沼ノ端９５４番地の１１５

ウトナイ北１０丁目１番２８号 字沼ノ端９５４番地の１１４

ウトナイ北１０丁目１番３０号 字沼ノ端９５４番地の１１３

ウトナイ北１０丁目１番３１号 字沼ノ端９５４番地の１１２

ウトナイ北１０丁目１番３２号 字沼ノ端９５４番地の１１１

ウトナイ北１０丁目１番３４号 字沼ノ端９５４番地の１１０

ウトナイ北１０丁目２番１号 字沼ノ端９５４番地の５９

ウトナイ北１０丁目２番２号 字沼ノ端９５４番地の６０

ウトナイ北１０丁目２番４号 字沼ノ端９５４番地の６１

ウトナイ北１０丁目２番５号 字沼ノ端９５４番地の６２

ウトナイ北１０丁目２番６号 字沼ノ端９５４番地の６３

ウトナイ北１０丁目２番９号 字沼ノ端９５４番地の６５

ウトナイ北１０丁目２番１０号 字沼ノ端９５４番地の６６

ウトナイ北１０丁目２番１３号 字沼ノ端９５４番地の１１

ウトナイ北１０丁目２番１８号 字沼ノ端９５４番地の９

ウトナイ北１０丁目２番２０号 字沼ノ端９５４番地の８

ウトナイ北１０丁目２番２２号 字沼ノ端９５４番地の７

ウトナイ北１０丁目２番２３号 字沼ノ端９５４番地の６

ウトナイ北１０丁目２番３２号 字沼ノ端９５４番地の１８

ウトナイ北１０丁目２番３４号 字沼ノ端９５４番地の１７

ウトナイ北１０丁目２番３５号 字沼ノ端９５４番地の１６

ウトナイ北１０丁目２番３７号 字沼ノ端９５４番地の１５

ウトナイ北１０丁目２番３８号 字沼ノ端９５４番地の１４

ウトナイ北１０丁目２番４０号 字沼ノ端９５４番地の１３

ウトナイ北１０丁目２番４１号 字沼ノ端９５４番地の１２

ウトナイ北１０丁目３番２号 字沼ノ端９５４番地の５７

ウトナイ北１０丁目３番４号 字沼ノ端９５４番地の５６

ウトナイ北１０丁目３番５号 字沼ノ端９５４番地の５５

ウトナイ北１０丁目３番６号 字沼ノ端９５４番地の５４

ウトナイ北１０丁目３番１０号 字沼ノ端９５４番地の５１

ウトナイ北１０丁目３番１４号 字沼ノ端９５４番地の５０

ウトナイ北１０丁目３番１８号 字沼ノ端９５４番地の４８

ウトナイ北１０丁目３番１９号 字沼ノ端９５４番地の４７

ウトナイ北１０丁目３番２０号 字沼ノ端９５４番地の４６
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ウトナイ北　１０丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北１０丁目３番２２号 字沼ノ端９５４番地の４５

ウトナイ北１０丁目３番２３号 字沼ノ端９５４番地の４４

ウトナイ北１０丁目３番２４号 字沼ノ端９５４番地の４３

ウトナイ北１０丁目４番１号 字沼ノ端９５４番地の１０２

ウトナイ北１０丁目４番２号 字沼ノ端９５４番地の１０１

ウトナイ北１０丁目４番５号 字沼ノ端９５４番地の９９

ウトナイ北１０丁目４番６号 字沼ノ端９５４番地の９８

ウトナイ北１０丁目４番８号 字沼ノ端９５４番地の９６

ウトナイ北１０丁目４番１２号 字沼ノ端９５４番地の９５

ウトナイ北１０丁目４番１５号 字沼ノ端９５４番地の９４

ウトナイ北１０丁目４番１６号 字沼ノ端９５４番地の９３

ウトナイ北１０丁目４番１７号 字沼ノ端９５４番地の９２

ウトナイ北１０丁目４番１９号 字沼ノ端９５４番地の９１

ウトナイ北１０丁目４番２０号 字沼ノ端９５４番地の９０

ウトナイ北１０丁目４番２２号 字沼ノ端９５４番地の８９

ウトナイ北１０丁目５番１号 字沼ノ端９５４番地の８８

ウトナイ北１０丁目５番７号 字沼ノ端９５４番地の８３

ウトナイ北１０丁目５番１１号 字沼ノ端９５４番地の８２

ウトナイ北１０丁目５番１２号 字沼ノ端９５４番地の８１

ウトナイ北１０丁目５番１６号 字沼ノ端９５４番地の７９

ウトナイ北１０丁目５番１７号 字沼ノ端９５４番地の７８

ウトナイ北１０丁目５番１９号 字沼ノ端９５４番地の７７

ウトナイ北１０丁目５番２１号 字沼ノ端９５４番地の７５

ウトナイ北１０丁目６番１号 字沼ノ端９５４番地の４２

ウトナイ北１０丁目６番３号 字沼ノ端９５４番地の４１

ウトナイ北１０丁目６番５号 字沼ノ端９５４番地の３９

ウトナイ北１０丁目６番６号 字沼ノ端９５４番地の３８

ウトナイ北１０丁目６番１３号 字沼ノ端９５４番地の３５

ウトナイ北１０丁目６番１５号 字沼ノ端９５４番地の３４

ウトナイ北１０丁目６番１７号 字沼ノ端９５４番地の３３

ウトナイ北１０丁目６番１８号 字沼ノ端９５４番地の３２

ウトナイ北１０丁目６番１９号 字沼ノ端９５４番地の３１

ウトナイ北１０丁目６番２０号 字沼ノ端９５４番地の３０

ウトナイ北１０丁目６番２２号 字沼ノ端９５４番地の２９

ウトナイ北１０丁目６番２３号 字沼ノ端９５４番地の２８

ウトナイ北１０丁目６番２４号 字沼ノ端９５４番地の２７

ウトナイ北１０丁目７番１号 字沼ノ端９５４番地の２６

ウトナイ北１０丁目７番２号 字沼ノ端９５４番地の２５

ウトナイ北１０丁目７番３号 字沼ノ端９５４番地の２４
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ウトナイ北　１０丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北１０丁目７番５号 字沼ノ端９５４番地の２３

ウトナイ北１０丁目７番６号 字沼ノ端９５４番地の２２

ウトナイ北１０丁目７番７号 字沼ノ端９５４番地の２１

ウトナイ北１０丁目７番８号 字沼ノ端９５４番地の２０

ウトナイ北１０丁目７番１０号 字沼ノ端９５４番地の１９

ウトナイ北１０丁目８番５号 字沼ノ端９５４番地の７１

ウトナイ北１０丁目８番７号 字沼ノ端９５４番地の６９

ウトナイ北１０丁目８番８号 字沼ノ端９５４番地の６８

ウトナイ北１０丁目８番９号 字沼ノ端９５４番地の６７

ウトナイ北１０丁目８番２０号 字沼ノ端９５４番地の７３

ウトナイ北１０丁目９番３２号 字沼ノ端９５５番地の１１２

ウトナイ北１０丁目１０番４号 字沼ノ端９５５番地の６１

ウトナイ北１０丁目１０番１６号 字沼ノ端９５５番地の１０

ウトナイ北１０丁目１０番１９号 字沼ノ端９５５番地の８

ウトナイ北１０丁目１０番２９号 字沼ノ端９５５番地の１

ウトナイ北１０丁目１０番３８号 字沼ノ端９５５番地の１４

ウトナイ北１０丁目１０番４０号 字沼ノ端９５５番地の１２

ウトナイ北１０丁目１１番２１号 字沼ノ端９５５番地の４５

ウトナイ北１０丁目１１番２２号 字沼ノ端９５５番地の４４

ウトナイ北１０丁目１３番２０号 字沼ノ端９５５番地の７６

ウトナイ北１０丁目１４番８号 字沼ノ端９５５番地の３６

ウトナイ北１０丁目１６番８号 字沼ノ端９５５番地の６８

ウトナイ北１０丁目１６番２２号 字沼ノ端９５５番地の７３

ウトナイ北１０丁目１７番１０号 字沼ノ端９５６番地の１
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ウトナイ北　１１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

ウトナイ北１１丁目１番７号 字沼ノ端９５９番地の４

ウトナイ北１１丁目１０番５４号 字沼ノ端９５８番地の９

ウトナイ北１１丁目１１番３３号 字沼ノ端９５７番地の２
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ウトナイ北　１２丁目 該当なし

新住居表示 旧表示 建物名称
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