
錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１番１号 字錦岡９０３番地の３

錦西町１丁目１番８号 字錦岡９０３番地の１

錦西町１丁目１番１０号 字錦岡９０３番地の２

錦西町１丁目２番１号 字錦岡９０１番地の３

錦西町１丁目２番３号 字錦岡９０１番地の４

錦西町１丁目２番９号 字錦岡９０１番地の１

錦西町１丁目２番１０号 字錦岡９０１番地の２

錦西町１丁目３番１号 字錦岡２７０番地の７１６

錦西町１丁目３番５号 字錦岡２７０番地の７１７

錦西町１丁目３番６号 字錦岡２７０番地の３９２

錦西町１丁目３番９号 字錦岡２７０番地の３９１

錦西町１丁目３番１２号 字錦岡２７０番地の３９０

錦西町１丁目３番１６号 字錦岡２７０番地の６８３

錦西町１丁目３番１７号 字錦岡２７０番地の７１３

錦西町１丁目３番１９号 字錦岡２７０番地の７１４

錦西町１丁目３番２０号 字錦岡２７０番地の７１５

錦西町１丁目４番１号 字錦岡２７０番地の３６５

錦西町１丁目４番３号 字錦岡２７０番地の３６６

錦西町１丁目４番５号 字錦岡２７０番地の４２７

錦西町１丁目４番６号 字錦岡２７０番地の４２８

錦西町１丁目４番８号 字錦岡２７０番地の４２９

錦西町１丁目４番１０号 字錦岡２７０番地の４３０

錦西町１丁目４番１１号 字錦岡２７０番地の４３１

錦西町１丁目４番１５号 字錦岡２７０番地の４３３

錦西町１丁目４番１６号 字錦岡２７０番地の５２３

錦西町１丁目４番１７号 字錦岡２７０番地の５２４

錦西町１丁目４番２０号 字錦岡２７０番地の５２５

錦西町１丁目４番２１号 字錦岡２７０番地の５２６

錦西町１丁目４番２３号 字錦岡２７０番地の５２７

錦西町１丁目４番２４号 字錦岡２７０番地の５２８

錦西町１丁目４番２５号 字錦岡２７０番地の５２９

錦西町１丁目４番３３号 字錦岡２７０番地の５１７

錦西町１丁目４番３４号 字錦岡２７０番地の５１８

錦西町１丁目４番３５号 字錦岡２７０番地の５１９
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目４番３８号 字錦岡２７０番地の５２０

錦西町１丁目４番３９号 字錦岡２７０番地の５２１

錦西町１丁目４番４１号 字錦岡２７０番地の５２２

錦西町１丁目４番４３号 字錦岡２７０番地の４２０

錦西町１丁目４番４５号 字錦岡２７０番地の４２１

錦西町１丁目４番４６号 字錦岡２７０番地の４２２

錦西町１丁目４番４７号 字錦岡２７０番地の４２３

錦西町１丁目４番４８号 字錦岡２７０番地の４２４

錦西町１丁目４番５０号 字錦岡２７０番地の４２５

錦西町１丁目４番５２号 字錦岡２７０番地の４２６

錦西町１丁目４番５３号 字錦岡２７０番地の４１８

錦西町１丁目４番５５号 字錦岡２７０番地の４１９

錦西町１丁目４番５６号 字錦岡２７０番地の３６１

錦西町１丁目４番６１号 字錦岡２７０番地の３６２

錦西町１丁目４番６２号 字錦岡２７０番地の３６３

錦西町１丁目４番６４号 字錦岡２７０番地の３６４

錦西町１丁目５番１号 字錦岡２７０番地の４６３

錦西町１丁目５番３号 字錦岡２７０番地の４６４

錦西町１丁目５番５号 字錦岡２７０番地の４６５

錦西町１丁目６番１号 字錦岡２７０番地の４６２

錦西町１丁目６番５号 字錦岡２７０番地の４６１

錦西町１丁目６番７号 字錦岡２７０番地の４５９

錦西町１丁目６番９号 字錦岡２７０番地の４５７

錦西町１丁目６番１１号 字錦岡２７０番地の４５５

錦西町１丁目６番１３号 字錦岡２７０番地の４５３

錦西町１丁目６番１５号 字錦岡２７０番地の４５１

錦西町１丁目６番１６号 字錦岡２７０番地の４４９

錦西町１丁目６番１８号 字錦岡２７０番地の４４７

錦西町１丁目６番２０号 字錦岡２７０番地の４４５

錦西町１丁目６番２３号 字錦岡２７０番地の４４３

錦西町１丁目６番２４号 字錦岡２７０番地の４４１

錦西町１丁目６番２７号 字錦岡２７０番地の４４２

錦西町１丁目６番３０号 字錦岡２７０番地の４４４

錦西町１丁目６番３３号 字錦岡２７０番地の４４６

錦西町１丁目６番３５号 字錦岡２７０番地の４４８
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目６番３６号 字錦岡２７０番地の４５０

錦西町１丁目６番３８号 字錦岡２７０番地の４５２

錦西町１丁目６番４０号 字錦岡２７０番地の４５４

錦西町１丁目６番４１号 字錦岡２７０番地の４５６

錦西町１丁目６番４３号 字錦岡２７０番地の４５８

錦西町１丁目６番４５号 字錦岡２７０番地の４６０

錦西町１丁目７番１号 字錦岡２７０番地の５０９

錦西町１丁目７番２号 字錦岡２７０番地の５１０

錦西町１丁目７番４号 字錦岡２７０番地の５１１

錦西町１丁目７番５号 字錦岡２７０番地の５１２

錦西町１丁目７番７号 字錦岡２７０番地の５１３

錦西町１丁目７番９号 字錦岡２７０番地の５１４

錦西町１丁目７番１１号 字錦岡２７０番地の５１５

錦西町１丁目７番１５号 字錦岡２７０番地の５０２

錦西町１丁目７番１６号 字錦岡２７０番地の５０３

錦西町１丁目７番１８号 字錦岡２７０番地の５０４

錦西町１丁目７番１９号 字錦岡２７０番地の５０５

錦西町１丁目７番２２号 字錦岡２７０番地の５０６

錦西町１丁目７番２３号 字錦岡２７０番地の５０７

錦西町１丁目７番２５号 字錦岡２７０番地の５０８

錦西町１丁目８番１号 字錦岡２７０番地の３４４

錦西町１丁目８番３号 字錦岡２７０番地の４１３

錦西町１丁目８番５号 字錦岡２７０番地の４１４

錦西町１丁目８番６号 字錦岡２７０番地の４１５

錦西町１丁目８番８号 字錦岡２７０番地の４１６

錦西町１丁目８番１２号 字錦岡２７０番地の４１７

錦西町１丁目８番１５号 字錦岡２７０番地の３３８

錦西町１丁目８番１７号 字錦岡２７０番地の３３９

錦西町１丁目８番１９号 字錦岡２７０番地の３４０

錦西町１丁目８番２０号 字錦岡２７０番地の３４１

錦西町１丁目８番２２号 字錦岡２７０番地の３４２

錦西町１丁目８番２４号 字錦岡２７０番地の３４３

錦西町１丁目９番１号 字錦岡２７０番地の３３２

錦西町１丁目９番３号 字錦岡２７０番地の３３３
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目９番５号 字錦岡２７０番地の３３４

錦西町１丁目９番６号 字錦岡２７０番地の３３５

錦西町１丁目９番７号 字錦岡２７０番地の３３６

錦西町１丁目９番８号 字錦岡２７０番地の３３７

錦西町１丁目９番１３号 字錦岡２７０番地の３２６

錦西町１丁目９番１４号 字錦岡２７０番地の３２７

錦西町１丁目９番１６号 字錦岡２７０番地の３２８

錦西町１丁目９番１８号 字錦岡２７０番地の３２９

錦西町１丁目９番１９号 字錦岡２７０番地の３３０

錦西町１丁目９番２２号 字錦岡２７０番地の３３１

錦西町１丁目１０番１号 字錦岡２７０番地の４９５

錦西町１丁目１０番３号 字錦岡２７０番地の４９６

錦西町１丁目１０番４号 字錦岡２７０番地の４９７

錦西町１丁目１０番６号 字錦岡２７０番地の４９８

錦西町１丁目１０番７号 字錦岡２７０番地の４９９

錦西町１丁目１０番８号 字錦岡２７０番地の５００

錦西町１丁目１０番１２号 字錦岡２７０番地の５０１

錦西町１丁目１０番１３号 字錦岡２７０番地の４８８

錦西町１丁目１０番１５号 字錦岡２７０番地の４８９

錦西町１丁目１０番１７号 字錦岡２７０番地の４９０

錦西町１丁目１０番１８号 字錦岡２７０番地の４９１

錦西町１丁目１０番２１号 字錦岡２７０番地の４９２

錦西町１丁目１０番２２号 字錦岡２７０番地の４９３

錦西町１丁目１０番２４号 字錦岡２７０番地の４９４

錦西町１丁目１１番２号 字錦岡２７０番地の４８３

錦西町１丁目１１番４号 字錦岡２７０番地の４８４

錦西町１丁目１１番５号 字錦岡２７０番地の４８５

錦西町１丁目１１番１０号 字錦岡２７０番地の４８７

錦西町１丁目１１番１３号 字錦岡２７０番地の４７６

錦西町１丁目１１番１５号 字錦岡２７０番地の４７７

錦西町１丁目１１番１６号 字錦岡２７０番地の４７８

錦西町１丁目１１番１７号 字錦岡２７０番地の４７９

錦西町１丁目１１番１９号 字錦岡２７０番地の４８０

錦西町１丁目１１番２３号 字錦岡２７０番地の４８１
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１２番１号 字錦岡２７０番地の３２０

錦西町１丁目１２番３号 字錦岡２７０番地の３２１

錦西町１丁目１２番４号 字錦岡２７０番地の３２２

錦西町１丁目１２番６号 字錦岡２７０番地の３２３

錦西町１丁目１２番８号 字錦岡２７０番地の３２４

錦西町１丁目１２番９号 字錦岡２７０番地の３２５

錦西町１丁目１２番１４号 字錦岡２７０番地の３１４

錦西町１丁目１２番１６号 字錦岡２７０番地の３１５

錦西町１丁目１２番１８号 字錦岡２７０番地の３１６

錦西町１丁目１２番１９号 字錦岡２７０番地の３１７

錦西町１丁目１２番２０号 字錦岡２７０番地の３１８

錦西町１丁目１２番２３号 字錦岡２７０番地の３１９

錦西町１丁目１３番１号 字錦岡２７０番地の３０８

錦西町１丁目１３番２号 字錦岡２７０番地の３０９

錦西町１丁目１３番４号 字錦岡２７０番地の３１０

錦西町１丁目１３番５号 字錦岡２７０番地の３１１

錦西町１丁目１３番７号 字錦岡２７０番地の３１２

錦西町１丁目１３番１０号 字錦岡２７０番地の３１３

錦西町１丁目１３番１２号 字錦岡２７０番地の３０２

錦西町１丁目１３番１３号 字錦岡２７０番地の３０３

錦西町１丁目１３番１５号 字錦岡２７０番地の３０４

錦西町１丁目１３番１７号 字錦岡２７０番地の３０５

錦西町１丁目１３番１８号 字錦岡２７０番地の３０６

錦西町１丁目１３番１９号 字錦岡２７０番地の３０７

錦西町１丁目１４番１号 字錦岡２７０番地の３６０

錦西町１丁目１４番５号 字錦岡２７０番地の３５９

錦西町１丁目１４番６号 字錦岡２７０番地の３５７

錦西町１丁目１４番７号 字錦岡２７０番地の３５５

錦西町１丁目１４番８号 字錦岡２７０番地の３５３

錦西町１丁目１４番１０号 字錦岡２７０番地の３５１

錦西町１丁目１４番１２号 字錦岡２７０番地の３４９

錦西町１丁目１４番１３号 字錦岡２７０番地の３４７

錦西町１丁目１４番１７号 字錦岡２７０番地の３４５

錦西町１丁目１４番１９号 字錦岡２７０番地の３４６

錦西町１丁目１４番２０号 字錦岡２７０番地の３４８
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１４番２２号 字錦岡２７０番地の３５０

錦西町１丁目１４番２３号 字錦岡２７０番地の３５２

錦西町１丁目１４番２５号 字錦岡２７０番地の３５４

錦西町１丁目１４番２６号 字錦岡２７０番地の３５６

錦西町１丁目１４番２８号 字錦岡２７０番地の３５８

錦西町１丁目１５番１号 字錦岡２７０番地の３８９

錦西町１丁目１５番４号 字錦岡２７０番地の３８８

錦西町１丁目１５番６号 字錦岡２７０番地の３８６

錦西町１丁目１５番８号 字錦岡２７０番地の３８４

錦西町１丁目１５番９号 字錦岡２７０番地の３８２

錦西町１丁目１５番１１号 字錦岡２７０番地の３８０

錦西町１丁目１５番１２号 字錦岡２７０番地の３７８

錦西町１丁目１５番１７号 字錦岡２７０番地の３７６

錦西町１丁目１５番１９号 字錦岡２７０番地の３７７

錦西町１丁目１５番２２号 字錦岡２７０番地の３７９

錦西町１丁目１５番２３号 字錦岡２７０番地の３８１

錦西町１丁目１５番２５号 字錦岡２７０番地の３８３

錦西町１丁目１５番２６号 字錦岡２７０番地の３８５

錦西町１丁目１５番２８号 字錦岡２７０番地の３８７

錦西町１丁目１６番６号 字錦岡２７０番地の７０９

錦西町１丁目１６番７号 字錦岡２７０番地の７０８

錦西町１丁目１６番８号 字錦岡２７０番地の７０７

錦西町１丁目１６番１１号 字錦岡２７０番地の７０６

錦西町１丁目１６番１２号 字錦岡２７０番地の３７５

錦西町１丁目１６番１３号 字錦岡２７０番地の３７４

錦西町１丁目１６番１５号 字錦岡２７０番地の３７３

錦西町１丁目１６番１６号 字錦岡２７０番地の３７２

錦西町１丁目１６番１９号 字錦岡２７０番地の６７３

錦西町１丁目１６番２０号 字錦岡２７０番地の６７２

錦西町１丁目１６番２２号 字錦岡２７０番地の６７１

錦西町１丁目１６番２４号 字錦岡２７０番地の６６９

錦西町１丁目１７番１号 字錦岡２７０番地の３７１

錦西町１丁目１７番３号 字錦岡２７０番地の３７０

錦西町１丁目１７番６号 字錦岡２７０番地の３６９
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１７番８号 字錦岡２７０番地の３６８

錦西町１丁目１７番１２号 字錦岡２７０番地の６６４

錦西町１丁目１７番１５号 字錦岡２７０番地の６６５

錦西町１丁目１７番１７号 字錦岡２７０番地の６６６

錦西町１丁目１７番１９号 字錦岡２７０番地の６６７

錦西町１丁目１８番１号 字錦岡２７０番地の２９１

錦西町１丁目１８番５号 字錦岡２７０番地の２９０

錦西町１丁目１８番６号 字錦岡２７０番地の２８８

錦西町１丁目１８番７号 字錦岡２７０番地の２８６

錦西町１丁目１８番８号 字錦岡２７０番地の２８５

錦西町１丁目１８番９号 字錦岡２７０番地の２８４

錦西町１丁目１８番１１号 字錦岡２７０番地の２８３

錦西町１丁目１８番１２号 字錦岡２７０番地の２８２ ロイヤルハイム錦西

錦西町１丁目１８番１４号 字錦岡２７０番地の２８１

錦西町１丁目１８番１６号 字錦岡２７０番地の２８０

錦西町１丁目１８番１８号 字錦岡２７０番地の６８６

錦西町１丁目１８番１９号 字錦岡２７０番地の６９３

錦西町１丁目１８番２１号 字錦岡２７０番地の６９４

錦西町１丁目１８番２３号 字錦岡２７０番地の４３７

錦西町１丁目１８番２５号 字錦岡２７０番地の４３６

錦西町１丁目１８番３０号 字錦岡２７０番地の４３４

錦西町１丁目１８番３３号 字錦岡２７０番地の４３５

錦西町１丁目１８番３７号 字錦岡２７０番地の６９６

錦西町１丁目１８番４０号 字錦岡２７０番地の２７９

錦西町１丁目１８番４１号 字錦岡２７０番地の４０６

錦西町１丁目１８番４３号 字錦岡２７０番地の４０７

錦西町１丁目１８番４５号 字錦岡２７０番地の４０８

錦西町１丁目１８番４６号 字錦岡２７０番地の４０９

錦西町１丁目１８番４７号 字錦岡２７０番地の４１０

錦西町１丁目１８番５０号 字錦岡２７０番地の４１１

錦西町１丁目１８番５１号 字錦岡２７０番地の４１２

錦西町１丁目１８番５４号 字錦岡２７０番地の２８７

錦西町１丁目１８番５６号 字錦岡２７０番地の２８９

錦西町１丁目１９番１号 字錦岡２７０番地の２９７

錦西町１丁目１９番３号 字錦岡２７０番地の２９８
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錦西町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町１丁目１９番５号 字錦岡２７０番地の２９９

錦西町１丁目１９番６号 字錦岡２７０番地の３００

錦西町１丁目１９番７号 字錦岡２７０番地の３０１

錦西町１丁目１９番１１号 字錦岡２７０番地の２９２

錦西町１丁目１９番１４号 字錦岡２７０番地の２９３

錦西町１丁目１９番１６号 字錦岡２７０番地の２９４

錦西町１丁目１９番１７号 字錦岡２７０番地の２９５

錦西町１丁目１９番１８号 字錦岡２７０番地の２９６

錦西町１丁目２１番１号 字錦岡２７０番地の４７５

錦西町１丁目２１番３号 字錦岡２７０番地の４７４

錦西町１丁目２１番６号 字錦岡２７０番地の４７２

錦西町１丁目２１番９号 字錦岡２７０番地の４７０

錦西町１丁目２１番１０号 字錦岡２７０番地の４６８

錦西町１丁目２１番１２号 字錦岡２７０番地の４６６

錦西町１丁目２１番１６号 字錦岡２７０番地の４６７

錦西町１丁目２１番１７号 字錦岡２７０番地の４６９

錦西町１丁目２１番１９号 字錦岡２７０番地の４７１

錦西町１丁目２１番２０号 字錦岡２７０番地の４７３

錦西町１丁目２２番７号 字錦岡２７０番地の４３９

錦西町１丁目２２番９号 字錦岡２７０番地の４４０
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目１番４号 字錦岡２７０番地の６５４

錦西町２丁目３番１号 字錦岡５７３番地の７ ビレッジハウス錦岡（１号棟）

錦西町２丁目３番２号 字錦岡５７３番地の７ ビレッジハウス錦岡（２号棟）

錦西町２丁目３番３号 字錦岡５７３番地の１８３ ビレッジハウス錦岡（３号棟）

錦西町２丁目３番４号 字錦岡５７３番地の１８３ ビレッジハウス錦岡（４号棟）

錦西町２丁目３番３３号 字錦岡５７３番地の３２０

錦西町２丁目４番１号 字錦岡５７３番地の３４４

錦西町２丁目４番３号 字錦岡５７３番地の３４５

錦西町２丁目４番５号 字錦岡５７３番地の３４６

錦西町２丁目４番６号 字錦岡５７３番地の３４７

錦西町２丁目４番７号 字錦岡５７３番地の３４８

錦西町２丁目４番８号 字錦岡５７３番地の３４９

錦西町２丁目４番１３号 字錦岡５７３番地の３３７

錦西町２丁目４番１６号 字錦岡５７３番地の３３８

錦西町２丁目４番１９号 字錦岡５７３番地の３４０

錦西町２丁目４番２０号 字錦岡５７３番地の３４１

錦西町２丁目４番２２号 字錦岡５７３番地の３４３

錦西町２丁目５番３号 字錦岡５７３番地の３７８

錦西町２丁目５番４号 字錦岡５７３番地の３７９

錦西町２丁目５番５号 字錦岡５７３番地の３８０

錦西町２丁目５番９号 字錦岡５７３番地の３０１

錦西町２丁目５番１０号 字錦岡５７３番地の３００

錦西町２丁目５番１１号 字錦岡５７３番地の２９９

錦西町２丁目５番１５号 字錦岡５７３番地の２９８

錦西町２丁目５番２３号 字錦岡５７３番地の３０２

錦西町２丁目５番２４号 字錦岡５７３番地の３７５

錦西町２丁目５番２６号 字錦岡５７３番地の３７６

錦西町２丁目５番２７号 字錦岡５７３番地の３７７

錦西町２丁目５番２８号 字錦岡５７３番地の３０６

錦西町２丁目６番１号 字錦岡５７３番地の２３７

錦西町２丁目６番４号 字錦岡５７３番地の２３８

錦西町２丁目６番７号 字錦岡５７３番地の２４０

錦西町２丁目６番１０号 字錦岡５７３番地の２４２
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目６番１２号 字錦岡５７３番地の２４３

錦西町２丁目６番１３号 字錦岡５７３番地の２４４

錦西町２丁目６番１４号 字錦岡５７３番地の２４５

錦西町２丁目６番１７号 字錦岡５７３番地の２４７

錦西町２丁目６番１８号 字錦岡５７３番地の２４８

錦西町２丁目７番４号 字錦岡５７３番地の２２６

錦西町２丁目７番５号 字錦岡５７３番地の２２７

錦西町２丁目７番８号 字錦岡５７３番地の２２９

錦西町２丁目７番１０号 字錦岡５７３番地の２３０

錦西町２丁目７番１４号 字錦岡５７３番地の２３４

錦西町２丁目７番１６号 字錦岡５７３番地の２３５

錦西町２丁目７番１８号 字錦岡５７３番地の２３６

錦西町２丁目７番２１号 字錦岡５７３番地の２１１

錦西町２丁目７番２３号 字錦岡５７３番地の２１２

錦西町２丁目７番２５号 字錦岡５７３番地の２１３

錦西町２丁目７番２９号 字錦岡５７３番地の２１６

錦西町２丁目７番３０号 字錦岡５７３番地の２１７

錦西町２丁目７番３２号 字錦岡５７３番地の２１８

錦西町２丁目７番３３号 字錦岡５７３番地の２１９

錦西町２丁目７番３５号 字錦岡５７３番地の２２１

錦西町２丁目７番３９号 字錦岡５７３番地の２２２

錦西町２丁目８番１号 字錦岡５７３番地の２０５

錦西町２丁目８番３号 字錦岡５７３番地の２０６

錦西町２丁目８番４号 字錦岡５７３番地の２０７

錦西町２丁目８番５号 字錦岡５７３番地の２０８

錦西町２丁目８番１０号 字錦岡５７３番地の２１０

錦西町２丁目８番１４号 字錦岡５７３番地の２００

錦西町２丁目８番１６号 字錦岡５７３番地の２０２

錦西町２丁目８番１８号 字錦岡５７３番地の２０３

錦西町２丁目８番１９号 字錦岡５７３番地の２０４

錦西町２丁目９番１号 字錦岡５７３番地の２６６

錦西町２丁目９番２号 字錦岡５７３番地の２６７

錦西町２丁目９番３号 字錦岡５７３番地の２６８

錦西町２丁目９番５号 字錦岡５７３番地の２６９
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目９番６号 字錦岡５７３番地の２７０

錦西町２丁目９番１０号 字錦岡５７３番地の２７２

錦西町２丁目９番１１号 字錦岡５７３番地の２７３

錦西町２丁目９番１３号 字錦岡５７３番地の２７５

錦西町２丁目９番１６号 字錦岡５７３番地の２７７

錦西町２丁目９番１７号 字錦岡５７３番地の２７８

錦西町２丁目９番２０号 字錦岡５７３番地の２５３

錦西町２丁目９番２２号 字錦岡５７３番地の２５４

錦西町２丁目９番２５号 字錦岡５７３番地の２５６

錦西町２丁目９番２７号 字錦岡５７３番地の２５７

錦西町２丁目９番２９号 字錦岡５７３番地の２５９

錦西町２丁目９番３０号 字錦岡５７３番地の２６０

錦西町２丁目９番３３号 字錦岡５７３番地の２６２

錦西町２丁目９番３５号 字錦岡５７３番地の２６３

錦西町２丁目９番３８号 字錦岡５７３番地の２６５

錦西町２丁目１０番１号 字錦岡５７３番地の２８９

錦西町２丁目１０番２号 字錦岡５７３番地の２９０

錦西町２丁目１０番４号 字錦岡５７３番地の２９１

錦西町２丁目１０番６号 字錦岡５７３番地の２９２

錦西町２丁目１０番７号 字錦岡５７３番地の２９３

錦西町２丁目１０番１５号 字錦岡５７３番地の２９７

錦西町２丁目１０番１９号 字錦岡５７３番地の２８１

錦西町２丁目１０番２０号 字錦岡５７３番地の２８２

錦西町２丁目１０番２２号 字錦岡５７３番地の２８３

錦西町２丁目１０番２５号 字錦岡５７３番地の２８５

錦西町２丁目１０番２６号 字錦岡５７３番地の２８６

錦西町２丁目１０番３０号 字錦岡５７３番地の２８８

錦西町２丁目１１番１号 字錦岡５７３番地の３３０

錦西町２丁目１１番４号 字錦岡５７３番地の３３２

錦西町２丁目１１番５号 字錦岡５７３番地の３３３

錦西町２丁目１１番６号 字錦岡５７３番地の３３４

錦西町２丁目１１番８号 字錦岡５７３番地の３３５

錦西町２丁目１１番９号 字錦岡５７３番地の３３６

錦西町２丁目１１番１５号 字錦岡５７３番地の３２５

錦西町２丁目１１番１７号 字錦岡５７３番地の３２６
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錦西町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町２丁目１１番１８号 字錦岡５７３番地の３２７

錦西町２丁目１１番２１号 字錦岡５７３番地の３２９

錦西町２丁目１２番１号 字錦岡５７３番地の３１９

錦西町２丁目１２番７号 字錦岡５７３番地の３１８

錦西町２丁目１２番１３号 字錦岡５７３番地の３１４

錦西町２丁目１３番１号 字錦岡５７３番地の４９２ クラフト錦西

錦西町２丁目１３番１６号 字錦岡５７３番地の３９１

錦西町２丁目１４番７号 字錦岡５７３番地の４８３

錦西町２丁目１４番８号 字錦岡５７３番地の３９９

錦西町２丁目１４番１０号 字錦岡５７３番地の３９３ メゾンド・ベル

錦西町２丁目１４番２９号 字錦岡５７３番地の３９４ メゾンドアピア

錦西町２丁目１４番４０号 字錦岡５７３番地の４００

錦西町２丁目１５番５号 字錦岡５７３番地の３８１

錦西町２丁目１５番８号 字錦岡５７３番地の３８２

錦西町２丁目１５番１１号 字錦岡５７３番地の４８５ ブリリアントＫ

錦西町２丁目１５番１８号 字錦岡５７３番地の１９７ コンパートＮ

錦西町２丁目１６番１０号 字錦岡５７３番地の１９６
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錦西町３丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

錦西町３丁目２番１号 字錦岡５２１番地の２９３
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