
拓勇西町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町１丁目１番１号 拓勇西町１丁目１番地の１

拓勇西町１丁目１番２号 拓勇西町１丁目１番地の２

拓勇西町１丁目１番３号 拓勇西町１丁目１番地の３

拓勇西町１丁目１番７号 拓勇西町１丁目１番地の６

拓勇西町１丁目１番８号 拓勇西町１丁目１番地の８

拓勇西町１丁目１番９号 拓勇西町１丁目１番地の９

拓勇西町１丁目１番１０号 拓勇西町１丁目１番地の１０

拓勇西町１丁目１番１３号 拓勇西町１丁目１番地の１１

拓勇西町１丁目１番１４号 拓勇西町１丁目１番地の１２

拓勇西町１丁目１番１５号 拓勇西町１丁目１番地の１３

拓勇西町１丁目１番２０号 拓勇西町１丁目１番地の１６

拓勇西町１丁目１番２２号 拓勇西町１丁目１番地の１８

拓勇西町１丁目１番２５号 拓勇西町１丁目１番地の２０

拓勇西町１丁目１番２８号 拓勇西町１丁目１番地の２２

拓勇西町１丁目１番３１号 拓勇西町１丁目１番地の２６

拓勇西町１丁目１番３２号 拓勇西町１丁目１番地の２８

拓勇西町１丁目１番３４号 拓勇西町１丁目１番地の２９

拓勇西町１丁目１番３５号 拓勇西町１丁目１番地の３０

拓勇西町１丁目１番３９号 拓勇西町１丁目１番地の３３ イーストドリーム

拓勇西町１丁目１番４１号 拓勇西町１丁目１番地の３４ トーラス

拓勇西町１丁目２番１号 拓勇西町１丁目２番地の２４

拓勇西町１丁目２番２号 拓勇西町１丁目２番地の２

拓勇西町１丁目２番５号 拓勇西町１丁目２番地の３

拓勇西町１丁目２番６号 拓勇西町１丁目２番地の４ ドムール拓勇

拓勇西町１丁目２番７号 拓勇西町１丁目２番地の５

拓勇西町１丁目２番８号 拓勇西町１丁目２番地の７

拓勇西町１丁目２番１９号 拓勇西町１丁目２番地の１２ クラウージュ

拓勇西町１丁目２番２２号 拓勇西町１丁目２番地の１４

拓勇西町１丁目２番２４号 拓勇西町１丁目２番地の１７ シャーメゾンＫ

拓勇西町１丁目２番２８号 拓勇西町１丁目２番地の１９

拓勇西町１丁目２番３０号 拓勇西町１丁目２番地の２２

拓勇西町１丁目３番１号 拓勇西町１丁目３番地の１

拓勇西町１丁目３番５号 拓勇西町１丁目３番地の５

拓勇西町１丁目３番６号 拓勇西町１丁目３番地の６ アイビー

拓勇西町１丁目３番１１号 拓勇西町１丁目３番地の７

拓勇西町１丁目３番１２号 拓勇西町１丁目３番地の８ ロイヤルハイム沼ノ端Ｅ

拓勇西町１丁目３番１６号 拓勇西町１丁目３番地の８ ロイヤルハイム沼ノ端Ｄ

拓勇西町１丁目３番１８号 拓勇西町１丁目３番地の９

拓勇西町１丁目３番２０号 拓勇西町１丁目３番地の１１
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拓勇西町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町１丁目４番１号 拓勇西町１丁目４番地の１

拓勇西町１丁目４番２号 拓勇西町１丁目４番地の２

拓勇西町１丁目４番３号 拓勇西町１丁目４番地の３

拓勇西町１丁目４番４号 拓勇西町１丁目４番地の４

拓勇西町１丁目４番５号 拓勇西町１丁目４番地の５

拓勇西町１丁目４番７号 拓勇西町１丁目４番地の６

拓勇西町１丁目４番１０号 拓勇西町１丁目４番地の７

拓勇西町１丁目４番１１号 拓勇西町１丁目４番地の８

拓勇西町１丁目４番１３号 拓勇西町１丁目４番地の９

拓勇西町１丁目４番１５号 拓勇西町１丁目４番地の１０

拓勇西町１丁目４番１６号 拓勇西町１丁目４番地の１１

拓勇西町１丁目４番１７号 拓勇西町１丁目４番地の１２

拓勇西町１丁目４番１８号 拓勇西町１丁目４番地の１３ ウエストホープ

拓勇西町１丁目４番２４号 拓勇西町１丁目４番地の１５ グランドメゾンⅡ

拓勇西町１丁目４番２５号 拓勇西町１丁目４番地の１６

拓勇西町１丁目４番２７号 拓勇西町１丁目４番地の１７

拓勇西町１丁目４番２８号 拓勇西町１丁目４番地の１８

拓勇西町１丁目４番３０号 拓勇西町１丁目４番地の１９

拓勇西町１丁目４番３１号 拓勇西町１丁目４番地の２０

拓勇西町１丁目４番３２号 拓勇西町１丁目４番地の２１

拓勇西町１丁目４番３３号 拓勇西町１丁目４番地の２２

拓勇西町１丁目４番３６号 拓勇西町１丁目４番地の２３

拓勇西町１丁目５番１号 拓勇西町１丁目５番地の１

拓勇西町１丁目５番２号 拓勇西町１丁目５番地の２ センチュリーＥ

拓勇西町１丁目５番６号 拓勇西町１丁目５番地の３

拓勇西町１丁目５番７号 拓勇西町１丁目５番地の４

拓勇西町１丁目５番８号 拓勇西町１丁目５番地の７

拓勇西町１丁目５番１２号 拓勇西町１丁目５番地の１２

拓勇西町１丁目５番１４号 拓勇西町１丁目５番地の１７

拓勇西町１丁目５番１５号 拓勇西町１丁目５番地の１８

拓勇西町１丁目５番１６号 拓勇西町１丁目５番地の２０

拓勇西町１丁目５番１７号 拓勇西町１丁目５番地の２３

拓勇西町１丁目５番２１号 拓勇西町１丁目５番地の２７

拓勇西町１丁目５番２２号 拓勇西町１丁目５番地の２８

拓勇西町１丁目５番２４号 拓勇西町１丁目５番地の３２

拓勇西町１丁目５番２７号 拓勇西町１丁目５番地の３９

拓勇西町１丁目５番２８号 拓勇西町１丁目５番地の４１

拓勇西町１丁目５番２９号 拓勇西町１丁目５番地の４３

拓勇西町１丁目５番３０号 拓勇西町１丁目５番地の４４

拓勇西町１丁目６番１号 拓勇西町１丁目６番地の１
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拓勇西町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町１丁目６番３号 拓勇西町１丁目６番地の３

拓勇西町１丁目６番４号 拓勇西町１丁目６番地の４

拓勇西町１丁目６番６号 拓勇西町１丁目６番地の６

拓勇西町１丁目６番１４号 拓勇西町１丁目６番地の９

拓勇西町１丁目６番１５号 拓勇西町１丁目６番地の１５

拓勇西町１丁目６番１６号 拓勇西町１丁目６番地の１６

拓勇西町１丁目６番１７号 拓勇西町１丁目６番地の１７

拓勇西町１丁目６番１９号 拓勇西町１丁目６番地の１０

拓勇西町１丁目６番２０号 拓勇西町１丁目６番地の１２

拓勇西町１丁目６番２２号 拓勇西町１丁目６番地の１４

拓勇西町１丁目７番２号 拓勇西町１丁目７番地の１８ ロイヤルハイム拓勇西町Ａ

拓勇西町１丁目７番３号 拓勇西町１丁目７番地の２

拓勇西町１丁目７番８号 拓勇西町１丁目７番地の４

拓勇西町１丁目７番９号 拓勇西町１丁目７番地の５

拓勇西町１丁目７番１０号 拓勇西町１丁目７番地の６

拓勇西町１丁目７番１２号 拓勇西町１丁目７番地の９

拓勇西町１丁目７番１９号 拓勇西町１丁目７番地の１９

拓勇西町１丁目７番２４号 拓勇西町１丁目７番地の１５

拓勇西町１丁目７番２７号 拓勇西町１丁目７番地の１７

拓勇西町１丁目７番２９号 拓勇西町１丁目７番地の１ ロイヤルハイム拓勇西町Ｂ

拓勇西町１丁目８番３号 拓勇西町１丁目８番地の３

拓勇西町１丁目８番４号 拓勇西町１丁目８番地の４

拓勇西町１丁目８番５号 拓勇西町１丁目８番地の５

拓勇西町１丁目８番６号 拓勇西町１丁目８番地の６

拓勇西町１丁目８番７号 拓勇西町１丁目８番地の７

拓勇西町１丁目８番９号 拓勇西町１丁目８番地の９

拓勇西町１丁目８番１０号 拓勇西町１丁目８番地の１０

拓勇西町１丁目８番１２号 拓勇西町１丁目８番地の１２

拓勇西町１丁目８番１９号 拓勇西町１丁目８番地の１４

拓勇西町１丁目８番２１号 拓勇西町１丁目８番地の１７

拓勇西町１丁目８番２２号 拓勇西町１丁目８番地の１９

拓勇西町１丁目８番２３号 拓勇西町１丁目８番地の２０

拓勇西町１丁目８番２４号 拓勇西町１丁目８番地の２２

拓勇西町１丁目８番２６号 拓勇西町１丁目８番地の２４ ファミリーキャッスル

拓勇西町１丁目８番２７号 拓勇西町１丁目８番地の２５

拓勇西町１丁目８番２８号 拓勇西町１丁目８番地の２７

拓勇西町１丁目８番３１号 拓勇西町１丁目８番地の２９

拓勇西町１丁目８番３３号 拓勇西町１丁目８番地の３０

拓勇西町１丁目９番１号 拓勇西町１丁目９番地の１
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拓勇西町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町１丁目９番２号 拓勇西町１丁目９番地の８

拓勇西町１丁目９番３号 拓勇西町１丁目９番地の９

拓勇西町１丁目９番５号 拓勇西町１丁目９番地の２

拓勇西町１丁目９番６号 拓勇西町１丁目９番地の１０

拓勇西町１丁目９番７号 拓勇西町１丁目９番地の３

拓勇西町１丁目９番１４号 拓勇西町１丁目９番地の５

拓勇西町１丁目９番１６号 拓勇西町１丁目９番地の１１

拓勇西町１丁目９番１７号 拓勇西町１丁目９番地の１２

拓勇西町１丁目９番１９号 拓勇西町１丁目９番地の７

拓勇西町１丁目９番２２号 拓勇西町１丁目９番地の７

拓勇西町１丁目１０番１号 拓勇西町１丁目１０番地の１

拓勇西町１丁目１０番３号 拓勇西町１丁目１０番地の３

拓勇西町１丁目１０番４号 拓勇西町１丁目１０番地の４

拓勇西町１丁目１０番５号 拓勇西町１丁目１０番地の５

拓勇西町１丁目１０番６号 拓勇西町１丁目１０番地の６ レオパレスクレールⅡ

拓勇西町１丁目１０番９号 拓勇西町１丁目１０番地の８

拓勇西町１丁目１０番１５号 拓勇西町１丁目１０番地の１０ レオパレスクレール

拓勇西町１丁目１０番２１号 拓勇西町１丁目１０番地の１９

拓勇西町１丁目１１番３号 拓勇西町１丁目１１番地の３ プリマードＨ

拓勇西町１丁目１１番４号 拓勇西町１丁目１１番地の４ フォレスト

拓勇西町１丁目１１番５号 拓勇西町１丁目１１番地の６ イーストサイトⅢ

拓勇西町１丁目１１番６号 拓勇西町１丁目１１番地の７

拓勇西町１丁目１１番８号 拓勇西町１丁目１１番地の８

拓勇西町１丁目１１番１０号 拓勇西町１丁目１１番地の１２

拓勇西町１丁目１１番１１号 拓勇西町１丁目１１番地の１３

拓勇西町１丁目１１番２１号 拓勇西町１丁目１１番地の１６

拓勇西町１丁目１１番２６号 拓勇西町１丁目１１番地の２１ レジデンスバース

拓勇西町１丁目１１番２８号 拓勇西町１丁目１１番地の２２ パラダイス

拓勇西町１丁目１１番３２号 拓勇西町１丁目１１番地の２５

拓勇西町１丁目１２番１号 拓勇西町１丁目１２番地の１

拓勇西町１丁目１２番３号 拓勇西町１丁目１２番地の２

拓勇西町１丁目１２番６号 拓勇西町１丁目１２番地の４

拓勇西町１丁目１２番１０号 拓勇西町１丁目１２番地の７

拓勇西町１丁目１２番１１号 拓勇西町１丁目１２番地の９

拓勇西町１丁目１２番１７号 拓勇西町１丁目１２番地の１３ ライトフル

拓勇西町１丁目１２番２４号 拓勇西町１丁目１２番地の１６

拓勇西町１丁目１２番２６号 拓勇西町１丁目１２番地の２０ レインボーハウスＳＯＲＡⅡ

拓勇西町１丁目１２番３１号 拓勇西町１丁目１２番地の２２

拓勇西町１丁目１２番３７号 拓勇西町１丁目１２番地の３０ コーポフレンド
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拓勇西町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町１丁目１２番４１号 拓勇西町１丁目１２番地の３２ コーポフレンドⅡ

拓勇西町１丁目１２番４２号 拓勇西町１丁目１２番地の３２ コーポフレンドⅢ

拓勇西町１丁目１２番４４号 拓勇西町１丁目１２番地の３３

拓勇西町１丁目１３番８号 拓勇西町１丁目１３番地の３

拓勇西町１丁目１３番１０号 拓勇西町１丁目１３番地の６

拓勇西町１丁目１３番１１号 拓勇西町１丁目１３番地の７

拓勇西町１丁目１３番２０号 拓勇西町１丁目１３番地の１２

拓勇西町１丁目１３番２２号 拓勇西町１丁目１３番地の１３

拓勇西町１丁目１３番２４号 拓勇西町１丁目１３番地の１５

拓勇西町１丁目１３番２６号 拓勇西町１丁目１３番地の１６

拓勇西町１丁目１３番３１号 拓勇西町１丁目１３番地の２０

拓勇西町１丁目１４番１４号 拓勇西町１丁目１４番地の４
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拓勇西町　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町２丁目１番１号 拓勇西町２丁目１番地の１

拓勇西町２丁目１番３号 拓勇西町２丁目１番地の３

拓勇西町２丁目１番４号 拓勇西町２丁目１番地の４

拓勇西町２丁目１番７号 拓勇西町２丁目１番地の５

拓勇西町２丁目１番１０号 拓勇西町２丁目１番地の６

拓勇西町２丁目２番３号 拓勇西町２丁目２番地の２５

拓勇西町２丁目２番５号 拓勇西町２丁目２番地の２６

拓勇西町２丁目２番７号 拓勇西町２丁目２番地の２３

拓勇西町２丁目２番９号 拓勇西町２丁目２番地の７

拓勇西町２丁目２番１３号 拓勇西町２丁目２番地の１３

拓勇西町２丁目２番１５号 拓勇西町２丁目２番地の１５

拓勇西町２丁目２番１６号 拓勇西町２丁目２番地の１６

拓勇西町２丁目２番２０号 拓勇西町２丁目２番地の１７

拓勇西町２丁目２番２２号 拓勇西町２丁目２番地の１８

拓勇西町２丁目２番２５号 拓勇西町２丁目２番地の６

拓勇西町２丁目３番１号 拓勇西町２丁目３番地の１

拓勇西町２丁目３番２号 拓勇西町２丁目３番地の４

拓勇西町２丁目３番３号 拓勇西町２丁目３番地の６

拓勇西町２丁目３番６号 拓勇西町２丁目３番地の９

拓勇西町２丁目３番７号 拓勇西町２丁目３番地の１２

拓勇西町２丁目３番８号 拓勇西町２丁目３番地の１４

拓勇西町２丁目３番９号 拓勇西町２丁目３番地の１６

拓勇西町２丁目３番１２号 拓勇西町２丁目３番地の１８

拓勇西町２丁目３番１６号 拓勇西町２丁目３番地の２０

拓勇西町２丁目３番２０号 拓勇西町２丁目３番地の２４

拓勇西町２丁目３番２３号 拓勇西町２丁目３番地の２７

拓勇西町２丁目４番１号 拓勇西町２丁目４番地の１

拓勇西町２丁目４番３号 拓勇西町２丁目４番地の３

拓勇西町２丁目４番４号 拓勇西町２丁目４番地の４

拓勇西町２丁目４番５号 拓勇西町２丁目４番地の６

拓勇西町２丁目４番６号 拓勇西町２丁目４番地の８

拓勇西町２丁目４番７号 拓勇西町２丁目４番地の１０

拓勇西町２丁目４番８号 拓勇西町２丁目４番地の１２

拓勇西町２丁目４番１５号 拓勇西町２丁目４番地の１５

拓勇西町２丁目４番２１号 拓勇西町２丁目４番地の２１

拓勇西町２丁目５番２号 拓勇西町２丁目５番地の２２

拓勇西町２丁目５番６号 拓勇西町２丁目５番地の４

拓勇西町２丁目５番７号 拓勇西町２丁目５番地の５
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拓勇西町　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町２丁目５番９号 拓勇西町２丁目５番地の６

拓勇西町２丁目５番１０号 拓勇西町２丁目５番地の７

拓勇西町２丁目５番１２号 拓勇西町２丁目５番地の８

拓勇西町２丁目５番１３号 拓勇西町２丁目５番地の９

拓勇西町２丁目５番１４号 拓勇西町２丁目５番地の１０

拓勇西町２丁目５番１７号 拓勇西町２丁目５番地の１１

拓勇西町２丁目５番２０号 拓勇西町２丁目５番地の１２

拓勇西町２丁目５番２２号 拓勇西町２丁目５番地の１３

拓勇西町２丁目５番２３号 拓勇西町２丁目５番地の１４

拓勇西町２丁目５番２５号 拓勇西町２丁目５番地の１５

拓勇西町２丁目５番２６号 拓勇西町２丁目５番地の１６

拓勇西町２丁目５番２７号 拓勇西町２丁目５番地の１８

拓勇西町２丁目５番２８号 拓勇西町２丁目５番地の１９

拓勇西町２丁目５番３０号 拓勇西町２丁目５番地の２０

拓勇西町２丁目６番１号 拓勇西町２丁目６番地の１

拓勇西町２丁目６番２号 拓勇西町２丁目６番地の２

拓勇西町２丁目６番６号 拓勇西町２丁目６番地の３

拓勇西町２丁目６番７号 拓勇西町２丁目６番地の４

拓勇西町２丁目６番９号 拓勇西町２丁目６番地の５

拓勇西町２丁目６番１０号 拓勇西町２丁目６番地の６ コーポソレイユⅧ

拓勇西町２丁目６番１６号 拓勇西町２丁目６番地の６ コーポソレイユⅦ

拓勇西町２丁目６番１７号 拓勇西町２丁目６番地の７

拓勇西町２丁目６番１９号 拓勇西町２丁目６番地の８

拓勇西町２丁目６番２０号 拓勇西町２丁目６番地の１０

拓勇西町２丁目８番３号 拓勇西町２丁目８番地の３ フリーダム

拓勇西町２丁目８番８号 拓勇西町２丁目８番地の４ パルティールⅠ

拓勇西町２丁目８番９号 拓勇西町２丁目８番地の５ パルティールⅡ

拓勇西町２丁目８番１４号 拓勇西町２丁目８番地の６ アクアプラネット

拓勇西町２丁目９番３号 拓勇西町２丁目９番地の３

拓勇西町２丁目９番５号 拓勇西町２丁目９番地の５ メイフラワー

拓勇西町２丁目９番７号 拓勇西町２丁目９番地の７

拓勇西町２丁目９番１１号 拓勇西町２丁目９番地の８ コーポやませみ

拓勇西町２丁目９番１７号 拓勇西町２丁目９番地の１０

拓勇西町２丁目９番２１号 拓勇西町２丁目９番地の１２

拓勇西町２丁目９番２２号 拓勇西町２丁目９番地の１３

拓勇西町２丁目１０番３号 拓勇西町２丁目１０番地の３

拓勇西町２丁目１０番４号 拓勇西町２丁目１０番地の４

拓勇西町２丁目１０番５号 拓勇西町２丁目１０番地の５ スイートオレンジ
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拓勇西町　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町２丁目１０番１３号 拓勇西町２丁目１０番地の７

拓勇西町２丁目１０番１５号 拓勇西町２丁目１０番地の１２

拓勇西町２丁目１０番１６号 拓勇西町２丁目１０番地の１３

拓勇西町２丁目１０番１８号 拓勇西町２丁目１０番地の８

拓勇西町２丁目１０番２０号 拓勇西町２丁目１０番地の９

拓勇西町２丁目１０番２１号 拓勇西町２丁目１０番地の１０

拓勇西町２丁目１１番５号 拓勇西町２丁目１１番地の７ カーサ・セレノ

拓勇西町２丁目１１番７号 拓勇西町２丁目１１番地の７ カーサ・アルバ

拓勇西町２丁目１１番８号 拓勇西町２丁目１１番地の８

拓勇西町２丁目１１番１０号 拓勇西町２丁目１１番地の９

拓勇西町２丁目１１番１１号 拓勇西町２丁目１１番地の１７

拓勇西町２丁目１１番１２号 拓勇西町２丁目１１番地の１８

拓勇西町２丁目１１番１６号 拓勇西町２丁目１１番地の１６

拓勇西町２丁目１１番１７号 拓勇西町２丁目１１番地の１１

拓勇西町２丁目１１番２０号 拓勇西町２丁目１１番地の１９

拓勇西町２丁目１１番２２号 拓勇西町２丁目１１番地の２０

拓勇西町２丁目１１番２３号 拓勇西町２丁目１１番地の１０

拓勇西町２丁目１１番２４号 拓勇西町２丁目１１番地の１２

拓勇西町２丁目１１番２５号 拓勇西町２丁目１１番地の７ カーサ・エテルノ

拓勇西町２丁目１１番２８号 拓勇西町２丁目１１番地の７ カーサ・プラシード

拓勇西町２丁目１２番１号 拓勇西町２丁目１２番地の１ レオパレスフォンティーヌ

拓勇西町２丁目１２番４号 拓勇西町２丁目１２番地の２ クロスⅢ

拓勇西町２丁目１２番７号 拓勇西町２丁目１２番地の５

拓勇西町２丁目１２番１２号 拓勇西町２丁目１２番地の８ アバロンライズ

拓勇西町２丁目１２番１６号 拓勇西町２丁目１２番地の１０

拓勇西町２丁目１２番１８号 拓勇西町２丁目１２番地の７ Ｌｕｂｂｙ

拓勇西町２丁目１２番２０号 拓勇西町２丁目１２番地の１４

拓勇西町２丁目１３番１号 拓勇西町２丁目１３番地の１ ライフステージｔａｋｕｙｕ

拓勇西町２丁目１３番３号 拓勇西町２丁目１３番地の３ ミントハウス

拓勇西町２丁目１３番４号 拓勇西町２丁目１３番地の４

拓勇西町２丁目１３番６号 拓勇西町２丁目１３番地の５

拓勇西町２丁目１３番７号 拓勇西町２丁目１３番地の６

拓勇西町２丁目１３番８号 拓勇西町２丁目１３番地の８

拓勇西町２丁目１３番９号 拓勇西町２丁目１３番地の９

拓勇西町２丁目１３番１０号 拓勇西町２丁目１３番地の１０

拓勇西町２丁目１３番１１号 拓勇西町２丁目１３番地の１１

拓勇西町２丁目１３番２２号 拓勇西町２丁目１３番地の１５ ハピネス

拓勇西町２丁目１３番２３号 拓勇西町２丁目１３番地の１６ アーバンレジデンスアフロディーテ

拓勇西町２丁目１３番２４号 拓勇西町２丁目１３番地の１９
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拓勇西町　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町２丁目１３番２６号 拓勇西町２丁目１３番地の２１

拓勇西町２丁目１３番２８号 拓勇西町２丁目１３番地の２２

拓勇西町２丁目１３番３１号 拓勇西町２丁目１３番地の２５ レオパレスアルテート

拓勇西町２丁目１４番１号 拓勇西町２丁目１４番地の１

拓勇西町２丁目１４番６号 拓勇西町２丁目１４番地の６ コーポローズマリー

拓勇西町２丁目１４番８号 拓勇西町２丁目１４番地の８

拓勇西町２丁目１４番１２号 拓勇西町２丁目１４番地の９ コーポビオラ

拓勇西町２丁目１４番１７号 拓勇西町２丁目１４番地の１１

拓勇西町２丁目１４番２０号 拓勇西町２丁目１４番地の１４

拓勇西町２丁目１４番２３号 拓勇西町２丁目１４番地の１９ フラットウエスト

拓勇西町２丁目１４番２４号 拓勇西町２丁目１４番地の２１ フラットイースト
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拓勇西町　３丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町３丁目１番１０号 拓勇西町３丁目１番地の２

拓勇西町３丁目１番１２号 拓勇西町３丁目１番地の３ グランヒルズ

拓勇西町３丁目１番２４号 拓勇西町３丁目１番地の７ Ｍａｎａｎ

拓勇西町３丁目２番１２号 拓勇西町３丁目２番地の２ ヒロツー苫小牧Ｄ

拓勇西町３丁目２番１６号 拓勇西町３丁目２番地の３ ヒロツー苫小牧Ａ

拓勇西町３丁目２番１７号 拓勇西町３丁目２番地の３ ヒロツー苫小牧Ｂ

拓勇西町３丁目２番２０号 拓勇西町３丁目２番地の３ ヒロツー苫小牧Ｃ

拓勇西町３丁目２番２１号 拓勇西町３丁目２番地の２ ヒロツー苫小牧Ｅ

拓勇西町３丁目３番４号 拓勇西町３丁目３番地の１９ ＦｒｉｅｎｄⅥ

拓勇西町３丁目３番８号 拓勇西町３丁目３番地の８

拓勇西町３丁目３番１２号 拓勇西町３丁目３番地の１３ ボヌールⅡ

拓勇西町３丁目３番１３号 拓勇西町３丁目３番地の１３ ボヌールⅠ

拓勇西町３丁目３番２０号 拓勇西町３丁目３番地の２０ ＧＲＡＣＥ

拓勇西町３丁目３番２２号 拓勇西町３丁目３番地の３ マイン・シュタットⅢ

拓勇西町３丁目３番２４号 拓勇西町３丁目３番地の２ コーポカトレア

拓勇西町３丁目４番２号 拓勇西町３丁目４番地の２

拓勇西町３丁目４番４号 拓勇西町３丁目４番地の３

拓勇西町３丁目４番６号 拓勇西町３丁目４番地の４ ＪＥＤＩ

拓勇西町３丁目４番９号 拓勇西町３丁目４番地の５

拓勇西町３丁目４番１７号 拓勇西町３丁目４番地の９

拓勇西町３丁目４番１８号 拓勇西町３丁目４番地の１０

拓勇西町３丁目４番２０号 拓勇西町３丁目４番地の１１ ＬＩＦＥ

拓勇西町３丁目４番２２号 拓勇西町３丁目４番地の１２ セルクル

拓勇西町３丁目４番２４号 拓勇西町３丁目４番地の１３ プライムパレス

拓勇西町３丁目５番１号 拓勇西町３丁目５番地の１ レインボーハウスたかおⅧ

拓勇西町３丁目５番９号 拓勇西町３丁目５番地の４ エミーナユーハイム

拓勇西町３丁目７番４号 拓勇西町３丁目７番地の３

拓勇西町３丁目７番６号 拓勇西町３丁目７番地の４

拓勇西町３丁目７番７号 拓勇西町３丁目７番地の５

拓勇西町３丁目７番８号 拓勇西町３丁目７番地の２２

拓勇西町３丁目７番１０号 拓勇西町３丁目７番地の２１

拓勇西町３丁目７番１１号 拓勇西町３丁目７番地の６

拓勇西町３丁目７番１５号 拓勇西町３丁目７番地の８

拓勇西町３丁目７番１６号 拓勇西町３丁目７番地の９

拓勇西町３丁目７番２１号 拓勇西町３丁目７番地の１０

拓勇西町３丁目７番２２号 拓勇西町３丁目７番地の１１ フォーレスＫ

拓勇西町３丁目７番２７号 拓勇西町３丁目７番地の１８
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拓勇西町　３丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町３丁目７番２８号 拓勇西町３丁目７番地の１９

拓勇西町３丁目７番３３号 拓勇西町３丁目７番地の２０ レオパレスマダムド千

拓勇西町３丁目９番１号 拓勇西町３丁目９番地の１

拓勇西町３丁目９番５号 拓勇西町３丁目９番地の５

拓勇西町３丁目９番１０号 拓勇西町３丁目９番地の１０

拓勇西町３丁目９番１１号 拓勇西町３丁目９番地の１１

拓勇西町３丁目９番１２号 拓勇西町３丁目９番地の１２

拓勇西町３丁目９番１３号 拓勇西町３丁目９番地の１３

拓勇西町３丁目９番１５号 拓勇西町３丁目９番地の１４

拓勇西町３丁目９番１６号 拓勇西町３丁目９番地の１６

拓勇西町３丁目９番１９号 拓勇西町３丁目９番地の１７

拓勇西町３丁目９番２２号 拓勇西町３丁目９番地の１９ ひまわり

拓勇西町３丁目９番２６号 拓勇西町３丁目９番地の２１ ペガサス

拓勇西町３丁目９番２７号 拓勇西町３丁目９番地の２２ レインボーハウスＭｉｎｄ

拓勇西町３丁目９番３４号 拓勇西町３丁目９番地の２９

拓勇西町３丁目９番３５号 拓勇西町３丁目９番地の３０

拓勇西町３丁目９番３６号 拓勇西町３丁目９番地の３２

拓勇西町３丁目９番３７号 拓勇西町３丁目９番地の３３

拓勇西町３丁目１０番３号 拓勇西町３丁目１０番地の３

拓勇西町３丁目１０番５号 拓勇西町３丁目１０番地の８

拓勇西町３丁目１０番７号 拓勇西町３丁目１０番地の１１

拓勇西町３丁目１０番９号 拓勇西町３丁目１０番地の１４

拓勇西町３丁目１０番１０号 拓勇西町３丁目１０番地の１５

拓勇西町３丁目１０番１２号 拓勇西町３丁目１０番地の１６

拓勇西町３丁目１０番１５号 拓勇西町３丁目１０番地の１８

拓勇西町３丁目１０番１９号 拓勇西町３丁目１０番地の１９

拓勇西町３丁目１０番２０号 拓勇西町３丁目１０番地の２０

拓勇西町３丁目１０番２２号 拓勇西町３丁目１０番地の２２

拓勇西町３丁目１０番２７号 拓勇西町３丁目１０番地の２５

拓勇西町３丁目１１番１号 拓勇西町３丁目１１番地の１

拓勇西町３丁目１１番２号 拓勇西町３丁目１１番地の２

拓勇西町３丁目１１番３号 拓勇西町３丁目１１番地の３

拓勇西町３丁目１１番４号 拓勇西町３丁目１１番地の４ コミカルタイツ気象庁

拓勇西町３丁目１１番７号 拓勇西町３丁目１１番地の７ パナセアⅡ

拓勇西町３丁目１１番８号 拓勇西町３丁目１１番地の８

拓勇西町３丁目１１番１０号 拓勇西町３丁目１１番地の９

拓勇西町３丁目１１番１２号 拓勇西町３丁目１１番地の１２

拓勇西町３丁目１１番１７号 拓勇西町３丁目１１番地の１５

拓勇西町３丁目１１番１８号 拓勇西町３丁目１１番地の１６
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新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町３丁目１１番２１号 拓勇西町３丁目１１番地の１８

拓勇西町３丁目１１番２２号 拓勇西町３丁目１１番地の１９

拓勇西町３丁目１２番７号 拓勇西町３丁目１２番地の４

拓勇西町３丁目１２番１０号 拓勇西町３丁目１２番地の２３

拓勇西町３丁目１２番１１号 拓勇西町３丁目１２番地の８

拓勇西町３丁目１２番１４号 拓勇西町３丁目１２番地の９

拓勇西町３丁目１２番１５号 拓勇西町３丁目１２番地の１１

拓勇西町３丁目１２番１７号 拓勇西町３丁目１２番地の１２

拓勇西町３丁目１２番１８号 拓勇西町３丁目１２番地の１３

拓勇西町３丁目１２番２５号 拓勇西町３丁目１２番地の２１

拓勇西町３丁目１２番２６号 拓勇西町３丁目１２番地の３

拓勇西町３丁目１３番１号 拓勇西町３丁目１３番地の１

拓勇西町３丁目１３番２号 拓勇西町３丁目１３番地の２

拓勇西町３丁目１３番９号 拓勇西町３丁目１３番地の７

拓勇西町３丁目１３番１０号 拓勇西町３丁目１３番地の８ ホワイトレーベル

拓勇西町３丁目１３番１１号 拓勇西町３丁目１３番地の４８

拓勇西町３丁目１３番１２号 拓勇西町３丁目１３番地の４９

拓勇西町３丁目１３番１３号 拓勇西町３丁目１３番地の５０

拓勇西町３丁目１３番１５号 拓勇西町３丁目１３番地の５１

拓勇西町３丁目１３番１７号 拓勇西町３丁目１３番地の１０

拓勇西町３丁目１３番２０号 拓勇西町３丁目１３番地の１３

拓勇西町３丁目１３番２２号 拓勇西町３丁目１３番地の１５

拓勇西町３丁目１３番２３号 拓勇西町３丁目１３番地の１７

拓勇西町３丁目１３番２４号 拓勇西町３丁目１３番地の１９

拓勇西町３丁目１３番２７号 拓勇西町３丁目１３番地の４７

拓勇西町３丁目１３番２８号 拓勇西町３丁目１３番地の４６

拓勇西町３丁目１３番２９号 拓勇西町３丁目１３番地の４５

拓勇西町３丁目１３番３４号 拓勇西町３丁目１３番地の３０

拓勇西町３丁目１３番３８号 拓勇西町３丁目１３番地の３２

拓勇西町３丁目１３番４１号 拓勇西町３丁目１３番地の３４

拓勇西町３丁目１３番４３号 拓勇西町３丁目１３番地の３７

拓勇西町３丁目１３番４６号 拓勇西町３丁目１３番地の４３

拓勇西町３丁目１３番４７号 拓勇西町３丁目１３番地の２３

拓勇西町３丁目１３番５０号 拓勇西町３丁目１３番地の２１ ブランドＫ７

拓勇西町３丁目１３番５４号 拓勇西町３丁目１３番地の４０

拓勇西町３丁目１３番６２号 拓勇西町３丁目１３番地の４２ ロイヤルハイム沼ノ端Ｆ

拓勇西町３丁目１４番１号 拓勇西町３丁目１４番地の１

拓勇西町３丁目１４番３号 拓勇西町３丁目１４番地の３

拓勇西町３丁目１４番４号 拓勇西町３丁目１４番地の６
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新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町３丁目１４番５号 拓勇西町３丁目１４番地の７

拓勇西町３丁目１４番９号 拓勇西町３丁目１４番地の９

拓勇西町３丁目１４番１０号 拓勇西町３丁目１４番地の１０

拓勇西町３丁目１４番１５号 拓勇西町３丁目１４番地の１２

拓勇西町３丁目１４番１８号 拓勇西町３丁目１４番地の１４

拓勇西町３丁目１５番３号 拓勇西町３丁目１５番地の３

拓勇西町３丁目１５番５号 拓勇西町３丁目１５番地の５

拓勇西町３丁目１５番６号 拓勇西町３丁目１５番地の８

拓勇西町３丁目１５番７号 拓勇西町３丁目１５番地の９

拓勇西町３丁目１５番１０号 拓勇西町３丁目１５番地の１０

拓勇西町３丁目１５番１３号 拓勇西町３丁目１５番地の１３

拓勇西町３丁目１５番１５号 拓勇西町３丁目１５番地の１５

拓勇西町３丁目１５番１６号 拓勇西町３丁目１５番地の１６ ノースドリーム

拓勇西町３丁目１５番１９号 拓勇西町３丁目１５番地の１７ ノースドリームⅡ

拓勇西町３丁目１５番２４号 拓勇西町３丁目１５番地の１９
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拓勇西町４丁目１番１２号 拓勇西町４丁目１番地の６ カーサ・ストーリア

拓勇西町４丁目１番２７号 拓勇西町４丁目１番地の６ カーサ・アデッソ

拓勇西町４丁目１番２９号 拓勇西町４丁目１番地の６ カーサ・デスティーノ

拓勇西町４丁目１番４０号 拓勇西町４丁目１番地の１

拓勇西町４丁目２番２号 拓勇西町４丁目２番地の５ ピスケス

拓勇西町４丁目２番４号 拓勇西町４丁目２番地の８

拓勇西町４丁目２番５号 拓勇西町４丁目２番地の１０

拓勇西町４丁目２番７号 拓勇西町４丁目２番地の１２

拓勇西町４丁目２番８号 拓勇西町４丁目２番地の１３

拓勇西町４丁目２番１０号 拓勇西町４丁目２番地の１６

拓勇西町４丁目２番１３号 拓勇西町４丁目２番地の２０ レジオンドヌール

拓勇西町４丁目２番２１号 拓勇西町４丁目２番地の２４

拓勇西町４丁目２番２５号 拓勇西町４丁目２番地の２８

拓勇西町４丁目３番１号 拓勇西町４丁目３番地の１

拓勇西町４丁目３番１１号 拓勇西町４丁目３番地の８

拓勇西町４丁目３番１４号 拓勇西町４丁目３番地の１１

拓勇西町４丁目３番１９号 拓勇西町４丁目３番地の１２

拓勇西町４丁目３番２２号 拓勇西町４丁目３番地の１４

拓勇西町４丁目３番２３号 拓勇西町４丁目３番地の１５

拓勇西町４丁目４番５号 拓勇西町４丁目４番地の２

拓勇西町４丁目４番６号 拓勇西町４丁目４番地の１４

拓勇西町４丁目４番７号 拓勇西町４丁目４番地の３

拓勇西町４丁目４番９号 拓勇西町４丁目４番地の４

拓勇西町４丁目４番１３号 拓勇西町４丁目４番地の６

拓勇西町４丁目４番１６号 拓勇西町４丁目４番地の８

拓勇西町４丁目４番１８号 拓勇西町４丁目４番地の１０

拓勇西町４丁目４番１９号 拓勇西町４丁目４番地の１１

拓勇西町４丁目４番２１号 拓勇西町４丁目４番地の１３

拓勇西町４丁目５番１号 拓勇西町４丁目５番地の１

拓勇西町４丁目５番３号 拓勇西町４丁目５番地の３

拓勇西町４丁目５番１９号 拓勇西町４丁目５番地の７

拓勇西町４丁目６番１号 拓勇西町４丁目６番地の１

拓勇西町４丁目６番６号 拓勇西町４丁目６番地の２

拓勇西町４丁目６番８号 拓勇西町４丁目６番地の５

拓勇西町４丁目６番９号 拓勇西町４丁目６番地の６

拓勇西町４丁目６番１３号 拓勇西町４丁目６番地の７

拓勇西町４丁目６番１４号 拓勇西町４丁目６番地の１１
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拓勇西町４丁目６番１６号 拓勇西町４丁目６番地の１２

拓勇西町４丁目６番１８号 拓勇西町４丁目６番地の８

拓勇西町４丁目６番１９号 拓勇西町４丁目６番地の９

拓勇西町４丁目７番１号 拓勇西町４丁目７番地の１

拓勇西町４丁目７番４号 拓勇西町４丁目７番地の４

拓勇西町４丁目７番５号 拓勇西町４丁目７番地の５

拓勇西町４丁目７番７号 拓勇西町４丁目７番地の８

拓勇西町４丁目７番８号 拓勇西町４丁目７番地の１０

拓勇西町４丁目７番９号 拓勇西町４丁目７番地の１１

拓勇西町４丁目７番１０号 拓勇西町４丁目７番地の１２

拓勇西町４丁目７番１１号 拓勇西町４丁目７番地の１３

拓勇西町４丁目７番１２号 拓勇西町４丁目７番地の１４

拓勇西町４丁目７番１７号 拓勇西町４丁目７番地の１５

拓勇西町４丁目７番１８号 拓勇西町４丁目７番地の１６

拓勇西町４丁目７番２１号 拓勇西町４丁目７番地の１９

拓勇西町４丁目７番２５号 拓勇西町４丁目７番地の２２

拓勇西町４丁目７番２６号 拓勇西町４丁目７番地の２３

拓勇西町４丁目７番２７号 拓勇西町４丁目７番地の２４

拓勇西町４丁目７番３０号 拓勇西町４丁目７番地の２７

拓勇西町４丁目８番６号 拓勇西町４丁目８番地の２ リバティーコート

拓勇西町４丁目８番８号 拓勇西町４丁目８番地の３ シャルムＭ・Ｔ

拓勇西町４丁目８番１１号 拓勇西町４丁目８番地の５ ＡＲＭＡＳ

拓勇西町４丁目８番１２号 拓勇西町４丁目８番地の６ ハイツＪ＆Ｊ

拓勇西町４丁目８番１６号 拓勇西町４丁目８番地の１０

拓勇西町４丁目８番１７号 拓勇西町４丁目８番地の１１

拓勇西町４丁目８番１９号 拓勇西町４丁目８番地の１２ パークハイム西町

拓勇西町４丁目８番２９号 拓勇西町４丁目８番地の１３ グレイスⅣ

拓勇西町４丁目８番３１号 拓勇西町４丁目８番地の１５ グレイスⅢ

拓勇西町４丁目８番３２号 拓勇西町４丁目８番地の１７

拓勇西町４丁目８番３４号 拓勇西町４丁目８番地の１８

拓勇西町４丁目８番３５号 拓勇西町４丁目８番地の２０

拓勇西町４丁目８番３６号 拓勇西町４丁目８番地の２２

拓勇西町４丁目８番４０号 拓勇西町４丁目８番地の２６ セジュール拓勇

拓勇西町４丁目９番１号 拓勇西町４丁目９番地の１

拓勇西町４丁目９番５号 拓勇西町４丁目９番地の６

拓勇西町４丁目９番６号 拓勇西町４丁目９番地の８

拓勇西町４丁目９番７号 拓勇西町４丁目９番地の１０

拓勇西町４丁目９番８号 拓勇西町４丁目９番地の１１

拓勇西町４丁目９番９号 拓勇西町４丁目９番地の１２
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拓勇西町４丁目９番１１号 拓勇西町４丁目９番地の１４

拓勇西町４丁目９番１２号 拓勇西町４丁目９番地の１５

拓勇西町４丁目９番１６号 拓勇西町４丁目９番地の１６

拓勇西町４丁目９番１８号 拓勇西町４丁目９番地の１７

拓勇西町４丁目９番２０号 拓勇西町４丁目９番地の１８ コーポ２００２

拓勇西町４丁目９番２２号 拓勇西町４丁目９番地の１９

拓勇西町４丁目９番２４号 拓勇西町４丁目９番地の２０

拓勇西町４丁目９番２５号 拓勇西町４丁目９番地の２１

拓勇西町４丁目９番２６号 拓勇西町４丁目９番地の２２

拓勇西町４丁目９番２７号 拓勇西町４丁目９番地の２３ ラ・ソレイユ

拓勇西町４丁目１０番１号 拓勇西町４丁目１０番地の１

拓勇西町４丁目１０番２号 拓勇西町４丁目１０番地の２

拓勇西町４丁目１０番４号 拓勇西町４丁目１０番地の３

拓勇西町４丁目１０番７号 拓勇西町４丁目１０番地の５

拓勇西町４丁目１０番８号 拓勇西町４丁目１０番地の６

拓勇西町４丁目１０番９号 拓勇西町４丁目１０番地の９

拓勇西町４丁目１０番１３号 拓勇西町４丁目１０番地の１０

拓勇西町４丁目１０番１５号 拓勇西町４丁目１０番地の１１ メゾネットドリーム

拓勇西町４丁目１０番１８号 拓勇西町４丁目１０番地の１３

拓勇西町４丁目１０番１９号 拓勇西町４丁目１０番地の１４

拓勇西町４丁目１０番２１号 拓勇西町４丁目１０番地の１５

拓勇西町４丁目１１番１号 拓勇西町４丁目１１番地の２４

拓勇西町４丁目１１番３号 拓勇西町４丁目１１番地の３

拓勇西町４丁目１１番５号 拓勇西町４丁目１１番地の５

拓勇西町４丁目１１番６号 拓勇西町４丁目１１番地の６

拓勇西町４丁目１１番７号 拓勇西町４丁目１１番地の８

拓勇西町４丁目１１番８号 拓勇西町４丁目１１番地の９

拓勇西町４丁目１１番１０号 拓勇西町４丁目１１番地の１０

拓勇西町４丁目１１番１５号 拓勇西町４丁目１１番地の１４

拓勇西町４丁目１１番１７号 拓勇西町４丁目１１番地の１７

拓勇西町４丁目１１番１９号 拓勇西町４丁目１１番地の１９

拓勇西町４丁目１１番２０号 拓勇西町４丁目１１番地の２２

拓勇西町４丁目１１番２１号 拓勇西町４丁目１１番地の２３

拓勇西町４丁目１１番２２号 拓勇西町４丁目１１番地の１

拓勇西町４丁目１３番２号 拓勇西町４丁目１３番地の２

拓勇西町４丁目１３番３号 拓勇西町４丁目１３番地の３

拓勇西町４丁目１４番１号 拓勇西町４丁目１４番地の１

拓勇西町４丁目１４番２号 拓勇西町４丁目１４番地の２
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拓勇西町４丁目１４番４号 拓勇西町４丁目１４番地の３

拓勇西町４丁目１４番７号 拓勇西町４丁目１４番地の６

拓勇西町４丁目１４番８号 拓勇西町４丁目１４番地の７

拓勇西町４丁目１４番１０号 拓勇西町４丁目１４番地の８

拓勇西町４丁目１４番１２号 拓勇西町４丁目１４番地の９

拓勇西町４丁目１４番１７号 拓勇西町４丁目１４番地の１０

拓勇西町４丁目１４番１９号 拓勇西町４丁目１４番地の１１

拓勇西町４丁目１４番２０号 拓勇西町４丁目１４番地の１２

拓勇西町４丁目１４番２１号 拓勇西町４丁目１４番地の２０

拓勇西町４丁目１４番２３号 拓勇西町４丁目１４番地の１９

拓勇西町４丁目１４番２５号 拓勇西町４丁目１４番地の１３

拓勇西町４丁目１４番２６号 拓勇西町４丁目１４番地の１６ ＮＯＶＥＬＬＯ

拓勇西町４丁目１５番１号 拓勇西町４丁目１５番地の１

拓勇西町４丁目１５番２号 拓勇西町４丁目１５番地の２

拓勇西町４丁目１５番３号 拓勇西町４丁目１５番地の３

拓勇西町４丁目１５番５号 拓勇西町４丁目１５番地の５

拓勇西町４丁目１５番７号 拓勇西町４丁目１５番地の７

拓勇西町４丁目１５番８号 拓勇西町４丁目１５番地の９

拓勇西町４丁目１５番１０号 拓勇西町４丁目１５番地の１０

拓勇西町４丁目１５番１１号 拓勇西町４丁目１５番地の１１

拓勇西町４丁目１５番１６号 拓勇西町４丁目１５番地の１２

拓勇西町４丁目１５番１７号 拓勇西町４丁目１５番地の１３

拓勇西町４丁目１５番１９号 拓勇西町４丁目１５番地の１６

拓勇西町４丁目１５番２１号 拓勇西町４丁目１５番地の１７

拓勇西町４丁目１５番２２号 拓勇西町４丁目１５番地の１８

拓勇西町４丁目１６番１号 拓勇西町４丁目１６番地の１

拓勇西町４丁目１６番３号 拓勇西町４丁目１６番地の３

拓勇西町４丁目１６番６号 拓勇西町４丁目１６番地の４

拓勇西町４丁目１６番８号 拓勇西町４丁目１６番地の５

拓勇西町４丁目１６番９号 拓勇西町４丁目１６番地の６

拓勇西町４丁目１６番１０号 拓勇西町４丁目１６番地の７

拓勇西町４丁目１６番１３号 拓勇西町４丁目１６番地の８

拓勇西町４丁目１６番１５号 拓勇西町４丁目１６番地の１０

拓勇西町４丁目１６番１８号 拓勇西町４丁目１６番地の１２

拓勇西町４丁目１６番２２号 拓勇西町４丁目１６番地の１４

拓勇西町４丁目１６番２４号 拓勇西町４丁目１６番地の１５

拓勇西町４丁目１６番２６号 拓勇西町４丁目１６番地の１８

拓勇西町４丁目１６番２８号 拓勇西町４丁目１６番地の１９ アビタシオン

拓勇西町４丁目１６番３０号 拓勇西町４丁目１６番地の２１

拓勇西町４丁目１６番３１号 拓勇西町４丁目１６番地の２２
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拓勇西町４丁目１７番１０号 拓勇西町４丁目１７番地の４

拓勇西町４丁目１７番１３号 拓勇西町４丁目１７番地の５

拓勇西町４丁目１７番３８号 拓勇西町４丁目１７番地の２

拓勇西町４丁目１８番１号 拓勇西町４丁目１８番地の２２

拓勇西町４丁目１８番２号 拓勇西町４丁目１８番地の２４

拓勇西町４丁目１８番３号 拓勇西町４丁目１８番地の２５

拓勇西町４丁目１８番５号 拓勇西町４丁目１８番地の５

拓勇西町４丁目１８番８号 拓勇西町４丁目１８番地の８

拓勇西町４丁目１８番９号 拓勇西町４丁目１８番地の１０

拓勇西町４丁目１８番１１号 拓勇西町４丁目１８番地の１１

拓勇西町４丁目１８番１２号 拓勇西町４丁目１８番地の１２

拓勇西町４丁目１８番１３号 拓勇西町４丁目１８番地の１３

拓勇西町４丁目１８番１９号 拓勇西町４丁目１８番地の１４

拓勇西町４丁目１８番２１号 拓勇西町４丁目１８番地の１５

拓勇西町４丁目１８番２２号 拓勇西町４丁目１８番地の１６

拓勇西町４丁目１８番２５号 拓勇西町４丁目１８番地の１８

拓勇西町４丁目１８番２７号 拓勇西町４丁目１８番地の１９

拓勇西町４丁目１８番２９号 拓勇西町４丁目１８番地の２８

拓勇西町４丁目１８番３４号 拓勇西町４丁目１８番地の１

拓勇西町４丁目１９番２号 拓勇西町４丁目１９番地の２

拓勇西町４丁目１９番３号 拓勇西町４丁目１９番地の３

拓勇西町４丁目１９番４号 拓勇西町４丁目１９番地の４

拓勇西町４丁目１９番７号 拓勇西町４丁目１９番地の５

拓勇西町４丁目１９番８号 拓勇西町４丁目１９番地の６

拓勇西町４丁目１９番１０号 拓勇西町４丁目１９番地の７

拓勇西町４丁目１９番１４号 拓勇西町４丁目１９番地の１０

拓勇西町４丁目１９番１５号 拓勇西町４丁目１９番地の１１

拓勇西町４丁目１９番１７号 拓勇西町４丁目１９番地の１２

拓勇西町４丁目１９番２３号 拓勇西町４丁目１９番地の１３

拓勇西町４丁目１９番２４号 拓勇西町４丁目１９番地の１４

拓勇西町４丁目１９番２７号 拓勇西町４丁目１９番地の８ グループホームほたる

拓勇西町４丁目１９番２９号 拓勇西町４丁目１９番地の１６ ロイヤルハイム沼ノ端Ｃ

拓勇西町４丁目１９番３１号 拓勇西町４丁目１９番地の１７

拓勇西町４丁目１９番３２号 拓勇西町４丁目１９番地の１９

拓勇西町４丁目１９番３９号 拓勇西町４丁目１９番地の２２
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拓勇西町５丁目２番１号 拓勇西町５丁目２番地の１

拓勇西町５丁目２番２号 拓勇西町５丁目２番地の２

拓勇西町５丁目２番３号 拓勇西町５丁目２番地の３

拓勇西町５丁目２番４号 拓勇西町５丁目２番地の４

拓勇西町５丁目２番５号 拓勇西町５丁目２番地の５

拓勇西町５丁目２番１２号 拓勇西町５丁目２番地の８

拓勇西町５丁目２番１５号 拓勇西町５丁目２番地の９

拓勇西町５丁目２番２３号 拓勇西町５丁目２番地の１０

拓勇西町５丁目２番２９号 拓勇西町５丁目２番地の１２ エトワール

拓勇西町５丁目３番１号 拓勇西町５丁目３番地の１

拓勇西町５丁目３番２号 拓勇西町５丁目３番地の２

拓勇西町５丁目３番３号 拓勇西町５丁目３番地の３

拓勇西町５丁目３番１１号 拓勇西町５丁目３番地の５

拓勇西町５丁目３番１２号 拓勇西町５丁目３番地の６

拓勇西町５丁目５番１号 拓勇西町５丁目５番地の１

拓勇西町５丁目５番３号 拓勇西町５丁目５番地の３

拓勇西町５丁目５番５号 拓勇西町５丁目５番地の５

拓勇西町５丁目５番２９号 拓勇西町５丁目５番地の１６

拓勇西町５丁目５番３０号 拓勇西町５丁目５番地の１９

拓勇西町５丁目６番１号 拓勇西町５丁目６番地の２０

拓勇西町５丁目６番３号 拓勇西町５丁目６番地の２１

拓勇西町５丁目６番４号 拓勇西町５丁目６番地の２２

拓勇西町５丁目６番５号 拓勇西町５丁目６番地の２３

拓勇西町５丁目６番７号 拓勇西町５丁目６番地の２４

拓勇西町５丁目６番９号 拓勇西町５丁目６番地の２５

拓勇西町５丁目６番１０号 拓勇西町５丁目６番地の２６

拓勇西町５丁目６番１４号 拓勇西町５丁目６番地の２７ Ｎｅａｔハイツ

拓勇西町５丁目６番地の２７ コーポアウル

拓勇西町５丁目６番１７号 拓勇西町５丁目６番地の２９ エリーゼ

拓勇西町５丁目６番２１号 拓勇西町５丁目６番地の３２

拓勇西町５丁目６番２４号 拓勇西町５丁目６番地の１

拓勇西町５丁目６番２６号 拓勇西町５丁目６番地の２

拓勇西町５丁目６番２９号 拓勇西町５丁目６番地の３

拓勇西町５丁目６番３０号 拓勇西町５丁目６番地の４

拓勇西町５丁目６番３２号 拓勇西町５丁目６番地の５

拓勇西町５丁目６番３３号 拓勇西町５丁目６番地の７

拓勇西町５丁目６番３６号 拓勇西町５丁目６番地の９

拓勇西町５丁目６番４０号 拓勇西町５丁目６番地の１３

拓勇西町５丁目６番４１号 拓勇西町５丁目６番地の１４
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拓勇西町５丁目６番４２号 拓勇西町５丁目６番地の１５

拓勇西町５丁目６番４３号 拓勇西町５丁目６番地の１６

拓勇西町５丁目６番４５号 拓勇西町５丁目６番地の１７

拓勇西町５丁目６番４６号 拓勇西町５丁目６番地の１８

拓勇西町５丁目６番４８号 拓勇西町５丁目６番地の１９

拓勇西町５丁目６番４９号 拓勇西町５丁目６番地の３３

拓勇西町５丁目７番１号 拓勇西町５丁目７番地の２２

拓勇西町５丁目７番３号 拓勇西町５丁目７番地の３

拓勇西町５丁目７番４号 拓勇西町５丁目７番地の４

拓勇西町５丁目７番６号 拓勇西町５丁目７番地の６

拓勇西町５丁目７番７号 拓勇西町５丁目７番地の７

拓勇西町５丁目７番１１号 拓勇西町５丁目７番地の９

拓勇西町５丁目７番１２号 拓勇西町５丁目７番地の１０

拓勇西町５丁目７番１５号 拓勇西町５丁目７番地の１１

拓勇西町５丁目７番１８号 拓勇西町５丁目７番地の１２

拓勇西町５丁目７番１９号 拓勇西町５丁目７番地の１３

拓勇西町５丁目７番２０号 拓勇西町５丁目７番地の１４

拓勇西町５丁目７番２１号 拓勇西町５丁目７番地の１５

拓勇西町５丁目７番２２号 拓勇西町５丁目７番地の１６

拓勇西町５丁目７番２４号 拓勇西町５丁目７番地の１７

拓勇西町５丁目７番２５号 拓勇西町５丁目７番地の１８

拓勇西町５丁目７番２９号 拓勇西町５丁目７番地の２０

拓勇西町５丁目８番１号 拓勇西町５丁目８番地の１１

拓勇西町５丁目８番７号 拓勇西町５丁目８番地の７ フォレパルク

拓勇西町５丁目８番９号 拓勇西町５丁目８番地の６

拓勇西町５丁目８番１０号 拓勇西町５丁目８番地の５

拓勇西町５丁目８番１２号 拓勇西町５丁目８番地の４

拓勇西町５丁目８番１３号 拓勇西町５丁目８番地の３

拓勇西町５丁目８番１４号 拓勇西町５丁目８番地の２

拓勇西町５丁目８番１６号 拓勇西町５丁目８番地の１２

拓勇西町５丁目９番１号 拓勇西町５丁目９番地の１

拓勇西町５丁目９番４号 拓勇西町５丁目９番地の２

拓勇西町５丁目９番６号 拓勇西町５丁目９番地の３

拓勇西町５丁目９番７号 拓勇西町５丁目９番地の４

拓勇西町５丁目９番８号 拓勇西町５丁目９番地の５

拓勇西町５丁目９番９号 拓勇西町５丁目９番地の９

拓勇西町５丁目９番１１号 拓勇西町５丁目９番地の１１

拓勇西町５丁目９番１７号 拓勇西町５丁目９番地の７ エスタシアＫ２

拓勇西町５丁目９番２０号 拓勇西町５丁目９番地の１０
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拓勇西町５丁目９番２１号 拓勇西町５丁目９番地の１２

拓勇西町５丁目９番２３号 拓勇西町５丁目９番地の１３

拓勇西町５丁目９番２４号 拓勇西町５丁目９番地の６

拓勇西町５丁目９番２８号 拓勇西町５丁目９番地の８

拓勇西町５丁目１０番１号 拓勇西町５丁目１０番地の４

拓勇西町５丁目１０番２号 拓勇西町５丁目１０番地の１

拓勇西町５丁目１０番３号 拓勇西町５丁目１０番地の１９

拓勇西町５丁目１０番５号 拓勇西町５丁目１０番地の１８

拓勇西町５丁目１０番６号 拓勇西町５丁目１０番地の１５

拓勇西町５丁目１０番７号 拓勇西町５丁目１０番地の１２

拓勇西町５丁目１０番９号 拓勇西町５丁目１０番地の５

拓勇西町５丁目１０番１０号 拓勇西町５丁目１０番地の３

拓勇西町５丁目１０番１１号 拓勇西町５丁目１０番地の２

拓勇西町５丁目１０番１５号 拓勇西町５丁目１０番地の９

拓勇西町５丁目１０番１６号 拓勇西町５丁目１０番地の６

拓勇西町５丁目１０番１９号 拓勇西町５丁目１０番地の７

拓勇西町５丁目１０番２０号 拓勇西町５丁目１０番地の８

拓勇西町５丁目１０番２２号 拓勇西町５丁目１０番地の１０

拓勇西町５丁目１０番２３号 拓勇西町５丁目１０番地の１１

拓勇西町５丁目１０番２５号 拓勇西町５丁目１０番地の１３

拓勇西町５丁目１０番２６号 拓勇西町５丁目１０番地の１４

拓勇西町５丁目１０番２８号 拓勇西町５丁目１０番地の１６

拓勇西町５丁目１０番２９号 拓勇西町５丁目１０番地の１７

拓勇西町５丁目１１番１号 拓勇西町５丁目１１番地の１

拓勇西町５丁目１１番２号 拓勇西町５丁目１１番地の２

拓勇西町５丁目１１番５号 拓勇西町５丁目１１番地の３

拓勇西町５丁目１１番６号 拓勇西町５丁目１１番地の４

拓勇西町５丁目１１番７号 拓勇西町５丁目１１番地の５

拓勇西町５丁目１１番９号 拓勇西町５丁目１１番地の６

拓勇西町５丁目１１番１０号 拓勇西町５丁目１１番地の７

拓勇西町５丁目１１番１１号 拓勇西町５丁目１１番地の８ Ｂｌｉｓｓ　Ⅰ

拓勇西町５丁目１１番１７号 拓勇西町５丁目１１番地の９ Ｂｌｉｓｓ　Ⅱ

拓勇西町５丁目１１番１８号 拓勇西町５丁目１１番地の１０

拓勇西町５丁目１１番２１号 拓勇西町５丁目１１番地の１２

拓勇西町５丁目１１番２５号 拓勇西町５丁目１１番地の１５ ロイヤルハイム沼ノ端Ｇ

拓勇西町５丁目１２番３号 拓勇西町５丁目１２番地の２

拓勇西町５丁目１２番４号 拓勇西町５丁目１２番地の３

拓勇西町５丁目１２番５号 拓勇西町５丁目１２番地の４

拓勇西町５丁目１２番７号 拓勇西町５丁目１２番地の５
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拓勇西町５丁目１２番８号 拓勇西町５丁目１２番地の６

拓勇西町５丁目１２番９号 拓勇西町５丁目１２番地の７

拓勇西町５丁目１２番１０号 拓勇西町５丁目１２番地の８

拓勇西町５丁目１２番１４号 拓勇西町５丁目１２番地の９

拓勇西町５丁目１２番１５号 拓勇西町５丁目１２番地の１０

拓勇西町５丁目１２番１７号 拓勇西町５丁目１２番地の１１

拓勇西町５丁目１２番１９号 拓勇西町５丁目１２番地の１２

拓勇西町５丁目１２番２０号 拓勇西町５丁目１２番地の１３

拓勇西町５丁目１２番２２号 拓勇西町５丁目１２番地の１４ レインボーハウス四季Ⅱ

拓勇西町５丁目１２番２４号 拓勇西町５丁目１２番地の１６

拓勇西町５丁目１２番２５号 拓勇西町５丁目１２番地の１７

拓勇西町５丁目１２番２６号 拓勇西町５丁目１２番地の１９

拓勇西町５丁目１２番２８号 拓勇西町５丁目１２番地の２０

拓勇西町５丁目１３番１号 拓勇西町５丁目１３番地の１

拓勇西町５丁目１３番４号 拓勇西町５丁目１３番地の４

拓勇西町５丁目１３番５号 拓勇西町５丁目１３番地の５

拓勇西町５丁目１３番１０号 拓勇西町５丁目１３番地の１０

拓勇西町５丁目１３番１１号 拓勇西町５丁目１３番地の１２

拓勇西町５丁目１３番１３号 拓勇西町５丁目１３番地の１３

拓勇西町５丁目１３番１５号 拓勇西町５丁目１３番地の１５

拓勇西町５丁目１３番１６号 拓勇西町５丁目１３番地の１６

拓勇西町５丁目１３番２０号 拓勇西町５丁目１３番地の１８

拓勇西町５丁目１３番２２号 拓勇西町５丁目１３番地の２０

拓勇西町５丁目１３番２５号 拓勇西町５丁目１３番地の２３

拓勇西町５丁目１３番２６号 拓勇西町５丁目１３番地の２５

拓勇西町５丁目１３番２７号 拓勇西町５丁目１３番地の２７

拓勇西町５丁目１４番４号 拓勇西町５丁目１４番地の５

拓勇西町５丁目１４番５号 拓勇西町５丁目１４番地の７

拓勇西町５丁目１４番７号 拓勇西町５丁目１４番地の１１

拓勇西町５丁目１４番９号 拓勇西町５丁目１４番地の１４

拓勇西町５丁目１４番１２号 拓勇西町５丁目１４番地の１８

拓勇西町５丁目１４番１３号 拓勇西町５丁目１４番地の２０

拓勇西町５丁目１４番１９号 拓勇西町５丁目１４番地の２２

拓勇西町５丁目１４番２０号 拓勇西町５丁目１４番地の２５

拓勇西町５丁目１４番２３号 拓勇西町５丁目１４番地の２６

拓勇西町５丁目１４番２４号 拓勇西町５丁目１４番地の２７

拓勇西町５丁目１４番２６号 拓勇西町５丁目１４番地の３０

拓勇西町５丁目１４番２８号 拓勇西町５丁目１４番地の３２ アヴァンティ

拓勇西町５丁目１５番１号 拓勇西町５丁目１５番地の１
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拓勇西町５丁目１５番３号 拓勇西町５丁目１５番地の３

拓勇西町５丁目１５番５号 拓勇西町５丁目１５番地の５

拓勇西町５丁目１５番７号 拓勇西町５丁目１５番地の８

拓勇西町５丁目１５番８号 拓勇西町５丁目１５番地の１１

拓勇西町５丁目１５番９号 拓勇西町５丁目１５番地の１２

拓勇西町５丁目１５番１０号 拓勇西町５丁目１５番地の１４

拓勇西町５丁目１５番１６号 拓勇西町５丁目１５番地の１６

拓勇西町５丁目１５番２０号 拓勇西町５丁目１５番地の１８

拓勇西町５丁目１５番２１号 拓勇西町５丁目１５番地の１９

拓勇西町５丁目１５番２４号 拓勇西町５丁目１５番地の２１

拓勇西町５丁目１５番２６号 拓勇西町５丁目１５番地の２６ ラ・トゥールⅡ

拓勇西町５丁目１５番２７号 拓勇西町５丁目１５番地の２５

拓勇西町５丁目１６番１号 拓勇西町５丁目１６番地の１

拓勇西町５丁目１６番７号 拓勇西町５丁目１６番地の３

拓勇西町５丁目１６番９号 拓勇西町５丁目１６番地の７

拓勇西町５丁目１６番１０号 拓勇西町５丁目１６番地の８

拓勇西町５丁目１６番１１号 拓勇西町５丁目１６番地の１１

拓勇西町５丁目１６番１２号 拓勇西町５丁目１６番地の１２

拓勇西町５丁目１６番１４号 拓勇西町５丁目１６番地の１４

拓勇西町５丁目１７番１号 拓勇西町５丁目１７番地の１

拓勇西町５丁目１７番８号 拓勇西町５丁目１７番地の７

拓勇西町５丁目１７番９号 拓勇西町５丁目１７番地の８

拓勇西町５丁目１７番１１号 拓勇西町５丁目１７番地の１３

拓勇西町５丁目１７番１２号 拓勇西町５丁目１７番地の１４

拓勇西町５丁目１７番１６号 拓勇西町５丁目１７番地の１６ レインボーハウスプルメリア
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拓勇西町　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町６丁目２番５号 拓勇西町６丁目２番地の３ ＳＴＥＬＬＡＲ

拓勇西町６丁目２番７号 拓勇西町６丁目２番地の４ クオーレイースト

拓勇西町６丁目２番８号 拓勇西町６丁目２番地の４ クオーレウエスト

拓勇西町６丁目２番９号 拓勇西町６丁目２番地の５ セレスト

拓勇西町６丁目２番１６号 拓勇西町６丁目２番地の８ フォレストサイド

拓勇西町６丁目２番２１号 拓勇西町６丁目２番地の９

拓勇西町６丁目２番２２号 拓勇西町６丁目２番地の１０

拓勇西町６丁目２番２６号 拓勇西町６丁目２番地の１１

拓勇西町６丁目２番２７号 拓勇西町６丁目２番地の１２

拓勇西町６丁目３番１号 拓勇西町６丁目３番地の１ ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ

拓勇西町６丁目３番３号 拓勇西町６丁目３番地の６ プリズ夢Ⅲ

拓勇西町６丁目３番６号 拓勇西町６丁目３番地の１３

拓勇西町６丁目３番９号 拓勇西町６丁目３番地の１７ センチュリーＧ

拓勇西町６丁目３番１１号 拓勇西町６丁目３番地の１８ センチュリーＦ

拓勇西町６丁目３番１９号 拓勇西町６丁目３番地の１９ ポプラコート１

拓勇西町６丁目３番２２号 拓勇西町６丁目３番地の２２

拓勇西町６丁目３番２５号 拓勇西町６丁目３番地の２５ ＢＥＬＬＡ　ＣＡＳＡ

拓勇西町６丁目４番２号 拓勇西町６丁目４番地の２

拓勇西町６丁目４番３号 拓勇西町６丁目４番地の３

拓勇西町６丁目４番５号 拓勇西町６丁目４番地の５

拓勇西町６丁目４番７号 拓勇西町６丁目４番地の６

拓勇西町６丁目４番９号 拓勇西町６丁目４番地の７ Ｍ－ＭＥＺＯＮ　Ｓ棟

拓勇西町６丁目４番１３号 拓勇西町６丁目４番地の１０ ハイツペガサス

拓勇西町６丁目４番１９号 拓勇西町６丁目４番地の１３ Ｍ－ＭＥＺＯＮ　Ｎ棟

拓勇西町６丁目４番２１号 拓勇西町６丁目４番地の１６

拓勇西町６丁目４番２３号 拓勇西町６丁目４番地の１７

拓勇西町６丁目４番２４号 拓勇西町６丁目４番地の１８

拓勇西町６丁目４番２５号 拓勇西町６丁目４番地の１９

拓勇西町６丁目４番２８号 拓勇西町６丁目４番地の２０

拓勇西町６丁目５番１号 拓勇西町６丁目５番地の１

拓勇西町６丁目５番３号 拓勇西町６丁目５番地の１８

拓勇西町６丁目５番４号 拓勇西町６丁目５番地の２４

拓勇西町６丁目５番５号 拓勇西町６丁目５番地の２３

拓勇西町６丁目５番７号 拓勇西町６丁目５番地の４ アランジェⅩ

拓勇西町６丁目５番９号 拓勇西町６丁目５番地の５ ソッリーゾ

拓勇西町６丁目５番１０号 拓勇西町６丁目５番地の６

拓勇西町６丁目５番１１号 拓勇西町６丁目５番地の７

拓勇西町６丁目５番１３号 拓勇西町６丁目５番地の８ サンコート

拓勇西町６丁目５番１４号 拓勇西町６丁目５番地の９
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新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町６丁目５番１６号 拓勇西町６丁目５番地の１０

拓勇西町６丁目５番１９号 拓勇西町６丁目５番地の１１

拓勇西町６丁目５番２０号 拓勇西町６丁目５番地の１２

拓勇西町６丁目５番２４号 拓勇西町６丁目５番地の１３

拓勇西町６丁目５番２５号 拓勇西町６丁目５番地の１４

拓勇西町６丁目５番２６号 拓勇西町６丁目５番地の１５

拓勇西町６丁目５番２８号 拓勇西町６丁目５番地の２５

拓勇西町６丁目５番２９号 拓勇西町６丁目５番地の１６

拓勇西町６丁目５番３２号 拓勇西町６丁目５番地の１７ アビタシオンｓｏｌ

拓勇西町６丁目５番３４号 拓勇西町６丁目５番地の３

拓勇西町６丁目５番３６号 拓勇西町６丁目５番地の２２

拓勇西町６丁目５番３７号 拓勇西町６丁目５番地の１９

拓勇西町６丁目５番３９号 拓勇西町６丁目５番地の２０

拓勇西町６丁目５番４０号 拓勇西町６丁目５番地の２１

拓勇西町６丁目６番１号 拓勇西町６丁目６番地の１

拓勇西町６丁目６番３号 拓勇西町６丁目６番地の３

拓勇西町６丁目６番４号 拓勇西町６丁目６番地の４

拓勇西町６丁目６番７号 拓勇西町６丁目６番地の７

拓勇西町６丁目６番１３号 拓勇西町６丁目６番地の１０ ラブリィーⅣ

拓勇西町６丁目６番１４号 拓勇西町６丁目６番地の９ ラブリィーⅢ

拓勇西町６丁目６番１５号 拓勇西町６丁目６番地の９ ラブリィーⅡ

拓勇西町６丁目６番２０号 拓勇西町６丁目６番地の１１

拓勇西町６丁目６番２１号 拓勇西町６丁目６番地の１２

拓勇西町６丁目６番２４号 拓勇西町６丁目６番地の１３

拓勇西町６丁目６番２５号 拓勇西町６丁目６番地の１４ ソレイユⅠ

拓勇西町６丁目６番２６号 拓勇西町６丁目６番地の１６

拓勇西町６丁目８番１号 拓勇西町６丁目８番地の１

拓勇西町６丁目８番３号 拓勇西町６丁目８番地の３

拓勇西町６丁目８番４号 拓勇西町６丁目８番地の４

拓勇西町６丁目８番６号 拓勇西町６丁目８番地の６

拓勇西町６丁目８番８号 拓勇西町６丁目８番地の８ レオパレスハッピードエルＢ

拓勇西町６丁目８番１５号 拓勇西町６丁目８番地の７ レオパレスハッピードエルＡ

拓勇西町６丁目８番２１号 拓勇西町６丁目８番地の９ レオパレスゆたか

拓勇西町６丁目８番２４号 拓勇西町６丁目８番地の１０

拓勇西町６丁目８番２５号 拓勇西町６丁目８番地の１１

拓勇西町６丁目８番２６号 拓勇西町６丁目８番地の１３

拓勇西町６丁目１０番１号 拓勇西町６丁目１０番地の１

拓勇西町６丁目１０番２号 拓勇西町６丁目１０番地の２

拓勇西町６丁目１０番３号 拓勇西町６丁目１０番地の３
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拓勇西町６丁目１０番４号 拓勇西町６丁目１０番地の４

拓勇西町６丁目１０番６号 拓勇西町６丁目１０番地の５

拓勇西町６丁目１０番７号 拓勇西町６丁目１０番地の７

拓勇西町６丁目１０番１３号 拓勇西町６丁目１０番地の１０

拓勇西町６丁目１０番１６号 拓勇西町６丁目１０番地の１１

拓勇西町６丁目１０番１９号 拓勇西町６丁目１０番地の１２

拓勇西町６丁目１０番２２号 拓勇西町６丁目１０番地の１３ クリークヴィレッジ

拓勇西町６丁目１０番２５号 拓勇西町６丁目１０番地の１４ プラティーク

拓勇西町６丁目１１番１号 拓勇西町６丁目１１番地の２

拓勇西町６丁目１１番２号 拓勇西町６丁目１１番地の４

拓勇西町６丁目１１番３号 拓勇西町６丁目１１番地の６

拓勇西町６丁目１１番５号 拓勇西町６丁目１１番地の１１

拓勇西町６丁目１１番７号 拓勇西町６丁目１１番地の１２

拓勇西町６丁目１１番８号 拓勇西町６丁目１１番地の１３

拓勇西町６丁目１１番１０号 拓勇西町６丁目１１番地の１５ レオパレスボヌールシャトー

拓勇西町６丁目１１番１１号 拓勇西町６丁目１１番地の１７

拓勇西町６丁目１１番２０号 拓勇西町６丁目１１番地の２０

拓勇西町６丁目１１番２１号 拓勇西町６丁目１１番地の２１

拓勇西町６丁目１１番２２号 拓勇西町６丁目１１番地の２２ コーポウェーブ

拓勇西町６丁目１１番２３号 拓勇西町６丁目１１番地の２３

拓勇西町６丁目１１番２５号 拓勇西町６丁目１１番地の２５

拓勇西町６丁目１１番２６号 拓勇西町６丁目１１番地の２７

拓勇西町６丁目１１番２７号 拓勇西町６丁目１１番地の３０ エトワールⅡ

拓勇西町６丁目１１番２９号 拓勇西町６丁目１１番地の３３

拓勇西町６丁目１１番３０号 拓勇西町６丁目１１番地の３５

拓勇西町６丁目１１番３１号 拓勇西町６丁目１１番地の３７ グランシティ弐番館

拓勇西町６丁目１２番１号 拓勇西町６丁目１２番地の１

拓勇西町６丁目１２番２号 拓勇西町６丁目１２番地の２

拓勇西町６丁目１２番３号 拓勇西町６丁目１２番地の４

拓勇西町６丁目１２番４号 拓勇西町６丁目１２番地の８

拓勇西町６丁目１２番５号 拓勇西町６丁目１２番地の１０

拓勇西町６丁目１２番７号 拓勇西町６丁目１２番地の１３

拓勇西町６丁目１２番１０号 拓勇西町６丁目１２番地の１７

拓勇西町６丁目１２番１１号 拓勇西町６丁目１２番地の１９

拓勇西町６丁目１２番１３号 拓勇西町６丁目１２番地の２３

拓勇西町６丁目１２番１５号 拓勇西町６丁目１２番地の２７

拓勇西町６丁目１２番１７号 拓勇西町６丁目１２番地の３０

拓勇西町６丁目１２番１９号 拓勇西町６丁目１２番地の３１

拓勇西町６丁目１２番２１号 拓勇西町６丁目１２番地の３２ カーサＭＫＤ

拓勇西町６丁目１２番２３号 拓勇西町６丁目１２番地の３３
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拓勇西町６丁目１２番２４号 拓勇西町６丁目１２番地の３５

拓勇西町６丁目１２番２６号 拓勇西町６丁目１２番地の３７

拓勇西町６丁目１２番２７号 拓勇西町６丁目１２番地の３８

拓勇西町６丁目１２番２９号 拓勇西町６丁目１２番地の４１

拓勇西町６丁目１２番３０号 拓勇西町６丁目１２番地の４３

拓勇西町６丁目１２番３２号 拓勇西町６丁目１２番地の４５

拓勇西町６丁目１２番３３号 拓勇西町６丁目１２番地の４６ パラドール

拓勇西町６丁目１２番３５号 拓勇西町６丁目１２番地の４７

拓勇西町６丁目１２番３６号 拓勇西町６丁目１２番地の４８ アランジェＫ

拓勇西町６丁目１２番４１号 拓勇西町６丁目１２番地の５１

拓勇西町６丁目１３番１号 拓勇西町６丁目１３番地の１

拓勇西町６丁目１３番２号 拓勇西町６丁目１３番地の２

拓勇西町６丁目１３番３号 拓勇西町６丁目１３番地の３

拓勇西町６丁目１３番５号 拓勇西町６丁目１３番地の４

拓勇西町６丁目１３番８号 拓勇西町６丁目１３番地の６

拓勇西町６丁目１３番１０号 拓勇西町６丁目１３番地の７

拓勇西町６丁目１３番地の８

拓勇西町６丁目１３番１５号 拓勇西町６丁目１３番地の１０

拓勇西町６丁目１３番１６号 拓勇西町６丁目１３番地の１１

拓勇西町６丁目１３番２０号 拓勇西町６丁目１３番地の１３

拓勇西町６丁目１３番２１号 拓勇西町６丁目１３番地の１４

拓勇西町６丁目１３番２３号 拓勇西町６丁目１３番地の１５ グランヴィラ

拓勇西町６丁目１３番２５号 拓勇西町６丁目１３番地の１７

拓勇西町６丁目１３番２７号 拓勇西町６丁目１３番地の１８

拓勇西町６丁目１３番２８号 拓勇西町６丁目１３番地の１９

拓勇西町６丁目１３番３０号 拓勇西町６丁目１３番地の２０

拓勇西町６丁目１４番１号 拓勇西町６丁目１４番地の２３ ライフコート１０５

拓勇西町６丁目１４番３号 拓勇西町６丁目１４番地の２４

拓勇西町６丁目１４番１０号 拓勇西町６丁目１４番地の１７ ラブリーⅤ

拓勇西町６丁目１４番１１号 拓勇西町６丁目１４番地の２５

拓勇西町６丁目１４番１３号 拓勇西町６丁目１４番地の２６

拓勇西町６丁目１４番１４号 拓勇西町６丁目１４番地の２７

拓勇西町６丁目１４番１６号 拓勇西町６丁目１４番地の３５

拓勇西町６丁目１４番１８号 拓勇西町６丁目１４番地の１１

拓勇西町６丁目１４番１９号 拓勇西町６丁目１４番地の２９

拓勇西町６丁目１４番２０号 拓勇西町６丁目１４番地の３０

拓勇西町６丁目１４番２４号 拓勇西町６丁目１４番地の１ ラテールⅠ

拓勇西町６丁目１４番２６号 拓勇西町６丁目１４番地の４

拓勇西町６丁目１４番２９号 拓勇西町６丁目１４番地の５

拓勇西町６丁目１４番３３号 拓勇西町６丁目１４番地の３３
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拓勇西町　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町６丁目１４番３４号 拓勇西町６丁目１４番地の３４

拓勇西町６丁目１４番３６号 拓勇西町６丁目１４番地の１３

拓勇西町６丁目１４番３７号 拓勇西町６丁目１４番地の１４

拓勇西町６丁目１４番３８号 拓勇西町６丁目１４番地の１５

拓勇西町６丁目１４番４０号 拓勇西町６丁目１４番地の１６

拓勇西町６丁目１４番４５号 拓勇西町６丁目１４番地の３８

拓勇西町６丁目１４番４７号 拓勇西町６丁目１４番地の２１

拓勇西町６丁目１４番４８号 拓勇西町６丁目１４番地の２２

拓勇西町６丁目１５番１号 拓勇西町６丁目１５番地の１

拓勇西町６丁目１５番４号 拓勇西町６丁目１５番地の４

拓勇西町６丁目１５番５号 拓勇西町６丁目１５番地の１１

拓勇西町６丁目１５番７号 拓勇西町６丁目１５番地の１２

拓勇西町６丁目１５番８号 拓勇西町６丁目１５番地の１３

拓勇西町６丁目１５番２７号 拓勇西町６丁目１５番地の７

拓勇西町６丁目１６番１号 拓勇西町６丁目１６番地の１

拓勇西町６丁目１６番２号 拓勇西町６丁目１６番地の３

拓勇西町６丁目１６番３号 拓勇西町６丁目１６番地の５

拓勇西町６丁目１６番５号 拓勇西町６丁目１６番地の９

拓勇西町６丁目１６番６号 拓勇西町６丁目１６番地の１１

拓勇西町６丁目１６番７号 拓勇西町６丁目１６番地の１２

拓勇西町６丁目１６番８号 拓勇西町６丁目１６番地の１３

拓勇西町６丁目１６番１１号 拓勇西町６丁目１６番地の１７

拓勇西町６丁目１６番１２号 拓勇西町６丁目１６番地の２１

拓勇西町６丁目１６番１３号 拓勇西町６丁目１６番地の２３

拓勇西町６丁目１６番１４号 拓勇西町６丁目１６番地の２４

拓勇西町６丁目１６番１８号 拓勇西町６丁目１６番地の３０

拓勇西町６丁目１６番２１号 拓勇西町６丁目１６番地の３１

拓勇西町６丁目１６番２５号 拓勇西町６丁目１６番地の３７

拓勇西町６丁目１６番２６号 拓勇西町６丁目１６番地の３９

拓勇西町６丁目１６番２８号 拓勇西町６丁目１６番地の４３

拓勇西町６丁目１６番２９号 拓勇西町６丁目１６番地の４５

拓勇西町６丁目１６番３０号 拓勇西町６丁目１６番地の４８

拓勇西町６丁目１６番３３号 拓勇西町６丁目１６番地の５２

拓勇西町６丁目１６番３４号 拓勇西町６丁目１６番地の５３

拓勇西町６丁目１６番３７号 拓勇西町６丁目１６番地の５８

拓勇西町６丁目１６番３８号 拓勇西町６丁目１６番地の５９

拓勇西町６丁目１６番３９号 拓勇西町６丁目１６番地の６１

拓勇西町６丁目１６番４１号 拓勇西町６丁目１６番地の６３

拓勇西町６丁目１７番１号 拓勇西町６丁目１７番地の１
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拓勇西町　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町６丁目１７番３号 拓勇西町６丁目１７番地の５

拓勇西町６丁目１７番４号 拓勇西町６丁目１７番地の７

拓勇西町６丁目１７番５号 拓勇西町６丁目１７番地の９

拓勇西町６丁目１７番６号 拓勇西町６丁目１７番地の１１

拓勇西町６丁目１７番７号 拓勇西町６丁目１７番地の１３

拓勇西町６丁目１７番１０号 拓勇西町６丁目１７番地の１５

拓勇西町６丁目１７番１１号 拓勇西町６丁目１７番地の１７

拓勇西町６丁目１７番１２号 拓勇西町６丁目１７番地の１８

拓勇西町６丁目１７番１３号 拓勇西町６丁目１７番地の２１

拓勇西町６丁目１７番１６号 拓勇西町６丁目１７番地の２３

拓勇西町６丁目１７番１８号 拓勇西町６丁目１７番地の２４

拓勇西町６丁目１７番２２号 拓勇西町６丁目１７番地の２８

拓勇西町６丁目１７番２３号 拓勇西町６丁目１７番地の２９

拓勇西町６丁目１７番２４号 拓勇西町６丁目１７番地の３０

拓勇西町６丁目１７番２６号 拓勇西町６丁目１７番地の３４

拓勇西町６丁目１７番２７号 拓勇西町６丁目１７番地の３８

拓勇西町６丁目１７番２８号 拓勇西町６丁目１７番地の４０

拓勇西町６丁目１７番３２号 拓勇西町６丁目１７番地の４６

拓勇西町６丁目１７番３４号 拓勇西町６丁目１７番地の４８

拓勇西町６丁目１８番１号 拓勇西町６丁目１８番地の１

拓勇西町６丁目１８番５号 拓勇西町６丁目１８番地の７

拓勇西町６丁目１８番８号 拓勇西町６丁目１８番地の４

拓勇西町６丁目１８番１０号 拓勇西町６丁目１８番地の５

拓勇西町６丁目１８番１２号 拓勇西町６丁目１８番地の６

拓勇西町６丁目１９番３号 拓勇西町６丁目１９番地の３

拓勇西町６丁目１９番９号 拓勇西町６丁目１９番地の９

拓勇西町６丁目１９番１２号 拓勇西町６丁目１９番地の１２

拓勇西町６丁目２０番１号 拓勇西町６丁目２０番地

拓勇西町６丁目２１番１号 拓勇西町６丁目２１番地の１

拓勇西町６丁目２１番２号 拓勇西町６丁目２１番地の２

拓勇西町６丁目２１番４号 拓勇西町６丁目２１番地の４

拓勇西町６丁目２１番５号 拓勇西町６丁目２１番地の５

拓勇西町６丁目２１番６号 拓勇西町６丁目２１番地の７

拓勇西町６丁目２１番７号 拓勇西町６丁目２１番地の１１

拓勇西町６丁目２１番８号 拓勇西町６丁目２１番地の１２

拓勇西町６丁目２１番１０号 拓勇西町６丁目２１番地の１５

拓勇西町６丁目２１番１１号 拓勇西町６丁目２１番地の１７

拓勇西町６丁目２１番１２号 拓勇西町６丁目２１番地の１８
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拓勇西町　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町６丁目２１番１４号 拓勇西町６丁目２１番地の２２

拓勇西町６丁目２１番１５号 拓勇西町６丁目２１番地の２４

拓勇西町６丁目２１番１６号 拓勇西町６丁目２１番地の２７

拓勇西町６丁目２１番１７号 拓勇西町６丁目２１番地の２８

拓勇西町６丁目２１番２１号 拓勇西町６丁目２１番地の３２

拓勇西町６丁目２１番２４号 拓勇西町６丁目２１番地の３５

拓勇西町６丁目２１番２５号 拓勇西町６丁目２１番地の３６

拓勇西町６丁目２１番２６号 拓勇西町６丁目２１番地の３８

拓勇西町６丁目２１番２９号 拓勇西町６丁目２１番地の４６

拓勇西町６丁目２１番３３号 拓勇西町６丁目２１番地の５２

拓勇西町６丁目２１番３６号 拓勇西町６丁目２１番地の５８

拓勇西町６丁目２１番３９号 拓勇西町６丁目２１番地の６２

拓勇西町６丁目２２番１号 拓勇西町６丁目２２番地の１ レオパレスハッピードエルＣ

拓勇西町６丁目２２番２号 拓勇西町６丁目２２番地の２

拓勇西町６丁目２２番２７号 拓勇西町６丁目２２番地の６

拓勇西町６丁目２４番１号 拓勇西町６丁目２４番地の１

拓勇西町６丁目２４番２号 拓勇西町６丁目２４番地の２

拓勇西町６丁目２４番４号 拓勇西町６丁目２４番地の６

拓勇西町６丁目２４番１０号 拓勇西町６丁目２４番地の１５

拓勇西町６丁目２５番１号 拓勇西町６丁目２５番地の１

拓勇西町６丁目２５番２号 拓勇西町６丁目２５番地の２

拓勇西町６丁目２５番８号 拓勇西町６丁目２５番地の３

拓勇西町６丁目２５番９号 拓勇西町６丁目２５番地の４

拓勇西町６丁目２５番１１号 拓勇西町６丁目２５番地の５

拓勇西町６丁目２６番７号 拓勇西町６丁目２６番地の２

拓勇西町６丁目２６番８号 拓勇西町６丁目２６番地の７

拓勇西町６丁目２６番９号 拓勇西町６丁目２６番地の８

拓勇西町６丁目２６番１０号 拓勇西町６丁目２６番地の９

拓勇西町６丁目２６番１１号 拓勇西町６丁目２６番地の１０

拓勇西町６丁目２６番１３号 拓勇西町６丁目２６番地の１１

拓勇西町６丁目２６番１６号 拓勇西町６丁目２６番地の１２

拓勇西町６丁目２７番１号 拓勇西町６丁目２７番地の５ ピュアメゾン拓勇西

拓勇西町６丁目２７番９号 拓勇西町６丁目２７番地の２
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拓勇西町　７丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町７丁目１番４号 拓勇西町７丁目１番地の４

拓勇西町７丁目１番１４号 拓勇西町７丁目１番地の５

拓勇西町７丁目１番２１号 拓勇西町７丁目１番地の６ マリナーズコートＦ

拓勇西町７丁目１番２４号 拓勇西町７丁目１番地の６ マリナーズコートＹ

拓勇西町７丁目３番１号 拓勇西町７丁目３番地の１ パインヒルズパート１

拓勇西町７丁目３番２０号 拓勇西町７丁目３番地の１ パインヒルズパート２

拓勇西町７丁目４番１号 拓勇西町７丁目４番地の６ ファミリーコーポ

拓勇西町７丁目４番１３号 拓勇西町７丁目４番地の７ グリーンピア沼ノ端Ⅰ

拓勇西町７丁目４番２０号 拓勇西町７丁目４番地の５ グリーンピア沼ノ端Ⅱ

拓勇西町７丁目４番２１号 拓勇西町７丁目４番地の５ グリーンピア沼ノ端Ⅲ

拓勇西町７丁目４番３３号 拓勇西町７丁目４番地の１ メゾン・ド・レクサス

拓勇西町７丁目５番１５号 拓勇西町７丁目５番地の４ セジュール苫小牧

拓勇西町７丁目５番１９号 拓勇西町７丁目５番地の５ エコビレッジＢ

拓勇西町７丁目５番２３号 拓勇西町７丁目５番地の６ クローネハウス

拓勇西町７丁目５番２６号 拓勇西町７丁目５番地の７ エコビレッジＡ

拓勇西町７丁目６番２０号 拓勇西町７丁目６番地の３

拓勇西町７丁目７番１号 拓勇西町７丁目７番地の１

拓勇西町７丁目７番２号 拓勇西町７丁目７番地の２

拓勇西町７丁目７番３号 拓勇西町７丁目７番地の３

拓勇西町７丁目７番５号 拓勇西町７丁目７番地の５ ロイヤルコートＴａｉｇａ

拓勇西町７丁目７番７号 拓勇西町７丁目７番地の７ シェーンブルン

拓勇西町７丁目７番１０号 拓勇西町７丁目７番地の１０

拓勇西町７丁目７番３５号 拓勇西町７丁目７番地の１４

拓勇西町７丁目７番４５号 拓勇西町７丁目７番地の２０

拓勇西町７丁目７番４７号 拓勇西町７丁目７番地の２１

拓勇西町７丁目７番５６号 拓勇西町７丁目７番地の２２ コーポソレイユ１３

拓勇西町７丁目７番５７号 拓勇西町７丁目７番地の２２ コーポソレイユ１２

拓勇西町７丁目７番５８号 拓勇西町７丁目７番地の２４ ジェナールⅠ

拓勇西町７丁目７番５９号 拓勇西町７丁目７番地の２４ ジェナールⅡ

拓勇西町７丁目７番６０号 拓勇西町７丁目７番地の２６ ｅハウスⅡ

1/1



拓勇西町　８丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇西町８丁目１番４号 拓勇西町８丁目１番地の２ クロス２

拓勇西町８丁目１番６号 拓勇西町８丁目１番地の３ クロス

拓勇西町８丁目１番１０号 拓勇西町８丁目１番地の６ アトールハイムⅡ

拓勇西町８丁目１番１１号 拓勇西町８丁目１番地の８ セジュールⅢ

拓勇西町８丁目１番１２号 拓勇西町８丁目１番地の８ セジュールⅡ

拓勇西町８丁目１番１７号 拓勇西町８丁目１番地の１２

拓勇西町８丁目１番１９号 拓勇西町８丁目１番地の１４

拓勇西町８丁目１番２３号 拓勇西町８丁目１番地の１８

拓勇西町８丁目１番２６号 拓勇西町８丁目１番地の２０ 拓勇ドリームⅠ

拓勇西町８丁目１番２８号 拓勇西町８丁目１番地の２１ ヌーヴォプエンテ

拓勇西町８丁目１番４０号 拓勇西町８丁目１番地の２７ ロイヤルハイム沼ノ端Ｈ

拓勇西町８丁目１番４２号 拓勇西町８丁目１番地の２８ パナセアⅢ

拓勇西町８丁目１番４５号 拓勇西町８丁目１番地の２９ ウォーターコート

拓勇西町８丁目１番４７号 拓勇西町８丁目１番地の３０ ロイヤルハイム沼ノ端Ⅰ

拓勇西町８丁目１番４９号 拓勇西町８丁目１番地の３０ ロイヤルハイム沼ノ端Ｊ

拓勇西町８丁目２番５３号 拓勇西町８丁目２番地の２１
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