
北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目３番５号 字錦岡５７３番地の１７

北星町１丁目３番６号 字錦岡５７３番地の１８

北星町１丁目３番９号 字錦岡５７３番地の１９

北星町１丁目３番１１号 字錦岡５７３番地の２０

北星町１丁目３番１３号 字錦岡５７３番地の２１

北星町１丁目３番１５号 字錦岡５７３番地の２２

北星町１丁目３番１７号 字錦岡５７３番地の２３

北星町１丁目３番１９号 字錦岡５７３番地の２４

北星町１丁目３番２０号 字錦岡５７３番地の２５

北星町１丁目３番２１号 字錦岡５７３番地の２６

北星町１丁目３番２４号 字錦岡５７３番地の２８

北星町１丁目３番２８号 字錦岡５７３番地の３１

北星町１丁目３番２９号 字錦岡５７３番地の３２

北星町１丁目３番３１号 字錦岡５７３番地の１２９

北星町１丁目３番３３号 字錦岡５７３番地の１３０

北星町１丁目３番３６号 字錦岡５７３番地の１３２

北星町１丁目３番３７号 字錦岡５７３番地の１３３

北星町１丁目３番３９号 字錦岡５７３番地の１３４

北星町１丁目３番４１号 字錦岡５７３番地の１３６

北星町１丁目４番１号 字錦岡５７３番地の４１

北星町１丁目４番３号 字錦岡５７３番地の４２

北星町１丁目４番６号 字錦岡５７３番地の４５

北星町１丁目４番８号 字錦岡５７３番地の４６

北星町１丁目４番１０号 字錦岡５７３番地の４７

北星町１丁目４番１１号 字錦岡５７３番地の４８

北星町１丁目４番１４号 字錦岡５７３番地の３３

北星町１丁目４番２３号 字錦岡５７３番地の３８

北星町１丁目４番２４号 字錦岡５７３番地の３９

北星町１丁目４番２８号 字錦岡５７３番地の４０

北星町１丁目５番４号 字錦岡５７３番地の１１５

北星町１丁目５番１３号 字錦岡５７３番地の１２０

北星町１丁目５番１６号 字錦岡５７３番地の１２１

北星町１丁目５番２１号 字錦岡５７３番地の１２４

北星町１丁目５番２３号 字錦岡５７３番地の１２６

北星町１丁目５番２５号 字錦岡５７３番地の１２８
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目６番１号 字錦岡５７３番地の９７

北星町１丁目６番２号 字錦岡５７３番地の９８

北星町１丁目６番４号 字錦岡５７３番地の９９

北星町１丁目６番５号 字錦岡５７３番地の１００

北星町１丁目６番７号 字錦岡５７３番地の１０１

北星町１丁目６番８号 字錦岡５７３番地の１０２

北星町１丁目６番９号 字錦岡５７３番地の１０３

北星町１丁目６番１２号 字錦岡５７３番地の１０４

北星町１丁目６番１４号 字錦岡５７３番地の１０５

北星町１丁目６番２５号 字錦岡５７３番地の１１２

北星町１丁目７番４号 字錦岡５７３番地の５９

北星町１丁目７番９号 字錦岡５７３番地の６３

北星町１丁目７番１０号 字錦岡５７３番地の６４

北星町１丁目７番１９号 字錦岡５７３番地の５１

北星町１丁目７番２１号 字錦岡５７３番地の５２

北星町１丁目８番４号 字錦岡５７３番地の７５

北星町１丁目８番５号 字錦岡５７３番地の７６

北星町１丁目８番８号 字錦岡５７３番地の７８

北星町１丁目８番１７号 字錦岡５７３番地の６５

北星町１丁目８番１８号 字錦岡５７３番地の６６

北星町１丁目８番２０号 字錦岡５７３番地の６８

北星町１丁目８番２２号 字錦岡５７３番地の６９

北星町１丁目８番２３号 字錦岡５７３番地の７０

北星町１丁目８番２４号 字錦岡５７３番地の７１

北星町１丁目８番２６号 字錦岡５７３番地の７２

北星町１丁目９番１号 字錦岡５７３番地の８１

北星町１丁目９番２号 字錦岡５７３番地の８２

北星町１丁目９番３号 字錦岡５７３番地の８３

北星町１丁目９番５号 字錦岡５７３番地の８４

北星町１丁目９番７号 字錦岡５７３番地の８５

北星町１丁目９番８号 字錦岡５７３番地の８６

北星町１丁目９番１０号 字錦岡５７３番地の８７

北星町１丁目９番１３号 字錦岡５７３番地の８８
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目９番１５号 字錦岡５７３番地の８９

北星町１丁目９番１９号 字錦岡５７３番地の９１

北星町１丁目９番２７号 字錦岡５７３番地の９６

北星町１丁目１０番１号 字錦岡５７３番地の１４５

北星町１丁目１０番１４号 字錦岡５７３番地の１４０

北星町１丁目１０番１６号 字錦岡５７３番地の１４１

北星町１丁目１０番２１号 字錦岡５７３番地の１４４

北星町１丁目１０番２４号 字錦岡５７３番地の１４６

北星町１丁目１０番２５号 字錦岡５７３番地の１４７

北星町１丁目１０番２７号 字錦岡５７３番地の１４８

北星町１丁目１０番２８号 字錦岡５７３番地の１４９

北星町１丁目１０番３０号 字錦岡５７３番地の１５０

北星町１丁目１０番３１号 字錦岡５７３番地の１５１

北星町１丁目１０番３３号 字錦岡５７３番地の１５２

北星町１丁目１０番３４号 字錦岡５７３番地の１５３

北星町１丁目１０番３５号 字錦岡５７３番地の８

北星町１丁目１０番３７号 字錦岡５７３番地の９

北星町１丁目１０番３８号 字錦岡５７３番地の１０

北星町１丁目１０番３９号 字錦岡５７３番地の１１

北星町１丁目１０番４１号 字錦岡５７３番地の１２

北星町１丁目１０番４３号 字錦岡５７３番地の１３

北星町１丁目１０番４５号 字錦岡５７３番地の１４

北星町１丁目１０番４６号 字錦岡５７３番地の１５

北星町１丁目１１番１０号 字錦岡５７３番地の４７８

北星町１丁目１２番１号 字錦岡５７３番地の４１１

北星町１丁目１２番２号 字錦岡５７３番地の４１０

北星町１丁目１２番４号 字錦岡５７３番地の４０９

北星町１丁目１２番５号 字錦岡５７３番地の４０８

北星町１丁目１２番７号 字錦岡５７３番地の４０７

北星町１丁目１２番９号 字錦岡５７３番地の４０６

北星町１丁目１２番１１号 字錦岡５７３番地の４０５

北星町１丁目１２番１２号 字錦岡５７３番地の４０４

北星町１丁目１２番１４号 字錦岡５７３番地の４０３
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目１４番１号 字錦岡５７３番地の４１９

北星町１丁目１４番３号 字錦岡５７３番地の４１８

北星町１丁目１４番５号 字錦岡５７３番地の４１７

北星町１丁目１４番８号 字錦岡５７３番地の４１５

北星町１丁目１４番１０号 字錦岡５７３番地の４１４

北星町１丁目１４番１１号 字錦岡５７３番地の４１２

字錦岡５７３番地の４１３

北星町１丁目１４番１８号 字錦岡５７３番地の４２０

北星町１丁目１４番２０号 字錦岡５７３番地の４２１

北星町１丁目１４番２２号 字錦岡５７３番地の４２３

北星町１丁目１４番２４号 字錦岡５７３番地の４２４

北星町１丁目１４番２５号 字錦岡５７３番地の４２５

北星町１丁目１５番１号 字錦岡５７３番地の４３５

北星町１丁目１５番３号 字錦岡５７３番地の４３４

北星町１丁目１５番５号 字錦岡５７３番地の４３３

北星町１丁目１５番７号 字錦岡５７３番地の４３２

北星町１丁目１５番８号 字錦岡５７３番地の４３１

北星町１丁目１５番１０号 字錦岡５７３番地の４３０

北星町１丁目１５番１１号 字錦岡５７３番地の４２９

北星町１丁目１５番１６号 字錦岡５７３番地の４３６

北星町１丁目１５番１９号 字錦岡５７３番地の４３７

北星町１丁目１５番２０号 字錦岡５７３番地の４３８

北星町１丁目１５番２２号 字錦岡５７３番地の４３９

北星町１丁目１５番２３号 字錦岡５７３番地の４４０

北星町１丁目１５番２５号 字錦岡５７３番地の４４１

北星町１丁目１５番２７号 字錦岡５７３番地の４４２

北星町１丁目１５番３０号 字錦岡５７３番地の４４３

北星町１丁目１６番５号 字錦岡５７３番地の４５１

北星町１丁目１６番７号 字錦岡５７３番地の４５０

北星町１丁目１６番８号 字錦岡５７３番地の４４９

北星町１丁目１６番１２号 字錦岡５７３番地の４４７

北星町１丁目１６番１３号 字錦岡５７３番地の４４６

北星町１丁目１６番１６号 字錦岡５７３番地の４４５

北星町１丁目１６番２７号 字錦岡５７３番地の４４８
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北星町１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町１丁目１７番３号 字錦岡５７３番地の４６３

北星町１丁目１７番４号 字錦岡５７３番地の４６２

北星町１丁目１７番６号 字錦岡５７３番地の４６１

北星町１丁目１７番８号 字錦岡５７３番地の４６０

北星町１丁目１７番１０号 字錦岡５７３番地の４５９

北星町１丁目１７番１１号 字錦岡５７３番地の４５８

北星町１丁目１７番１３号 字錦岡５７３番地の４５７

北星町１丁目１７番１７号 字錦岡５７３番地の４５５

北星町１丁目１７番１８号 字錦岡５７３番地の４５４
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目２番１号 字錦岡５２１番地の５５

北星町２丁目２番４号 字錦岡５２１番地の５６

北星町２丁目２番６号 字錦岡５２１番地の５７

北星町２丁目２番８号 字錦岡５２１番地の５８

北星町２丁目２番１２号 字錦岡５２１番地の６０

北星町２丁目２番１３号 字錦岡５２１番地の６１

北星町２丁目２番１６号 字錦岡５２１番地の６２

北星町２丁目２番２０号 字錦岡５２１番地の６５

北星町２丁目３番６号 字錦岡５２１番地の７３

北星町２丁目３番１０号 字錦岡５２１番地の７０

北星町２丁目３番１１号 字錦岡５２１番地の６９

北星町２丁目３番１２号 字錦岡５２１番地の６８

北星町２丁目４番１号 字錦岡５２１番地の１６６

北星町２丁目４番６号 字錦岡５２１番地の１６５

北星町２丁目４番７号 字錦岡５２１番地の１４８

北星町２丁目４番１０号 字錦岡５２１番地の１４６

北星町２丁目４番１１号 字錦岡５２１番地の１４５

北星町２丁目４番１４号 字錦岡５２１番地の１４２

北星町２丁目４番１６号 字錦岡５２１番地の１４１

北星町２丁目５番１号 字錦岡５２１番地の２６９

北星町２丁目５番４号 字錦岡５２１番地の２６８

北星町２丁目５番６号 字錦岡５２１番地の２６７ レインボーハウスドリーム

北星町２丁目５番７号 字錦岡５２１番地の２６６

北星町２丁目５番８号 字錦岡５２１番地の２６５

北星町２丁目５番９号 字錦岡５２１番地の２６４

北星町２丁目５番１１号 字錦岡５２１番地の２６３

北星町２丁目５番１２号 字錦岡５２１番地の２６２

北星町２丁目６番１号 字錦岡５２１番地の３５３

北星町２丁目８番１号 字錦岡５２１番地の３６０ 苫小牧駒澤大学野球部合宿所

北星町２丁目８番３号 字錦岡５２１番地の３６１ アパートメントはなまる

北星町２丁目１０番１号 字錦岡５２１番地の２７０
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目１０番２号 字錦岡５２１番地の２７１

北星町２丁目１０番４号 字錦岡５２１番地の２７２

北星町２丁目１０番５号 字錦岡５２１番地の２７３

北星町２丁目１０番６号 字錦岡５２１番地の２７４

北星町２丁目１０番１０号 字錦岡５２１番地の２７７

北星町２丁目１０番１８号 字錦岡５２１番地の２８１

北星町２丁目１０番２０号 字錦岡５２１番地の２８２

北星町２丁目１０番２１号 字錦岡５２１番地の２８３

北星町２丁目１０番２３号 字錦岡５２１番地の２８５

北星町２丁目１０番２５号 字錦岡５２１番地の２８６

北星町２丁目１０番２７号 字錦岡５２１番地の２８７

北星町２丁目１１番１号 字錦岡５２１番地の２９７

北星町２丁目１１番２号 字錦岡５２１番地の２９８

北星町２丁目１１番４号 字錦岡５２１番地の２９９

北星町２丁目１１番６号 字錦岡５２１番地の３０１

北星町２丁目１１番８号 字錦岡５２１番地の３０２

北星町２丁目１１番１１号 字錦岡５２１番地の３０５

北星町２丁目１１番１７号 字錦岡５２１番地の３０６

北星町２丁目１１番２１号 字錦岡５２１番地の３０９

北星町２丁目１１番２２号 字錦岡５２１番地の３１０

北星町２丁目１１番２４号 字錦岡５２１番地の３１１

北星町２丁目１１番２５号 字錦岡５２１番地の３１２ ペアシティ

北星町２丁目１１番２８号 字錦岡５２１番地の３１４

北星町２丁目１２番１号 字錦岡５２１番地の１７５

北星町２丁目１２番６号 字錦岡５２１番地の１７１

北星町２丁目１２番２０号 字錦岡５２１番地の１８２

北星町２丁目１２番２２号 字錦岡５２１番地の１８０

北星町２丁目１２番２４号 字錦岡５２１番地の１７９

北星町２丁目１２番２６号 字錦岡５２１番地の１７７

北星町２丁目１３番１号 字錦岡５２１番地の１５６

北星町２丁目１３番３号 字錦岡５２１番地の１５４

北星町２丁目１３番５号 字錦岡５２１番地の１５３

北星町２丁目１３番１０号 字錦岡５２１番地の１４９

北星町２丁目１３番１８号 字錦岡５２１番地の１６２
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目１３番２３号 字錦岡５２１番地の１５８

北星町２丁目１４番１号 字錦岡５２１番地の８５

北星町２丁目１４番２号 字錦岡５２１番地の８４

北星町２丁目１４番３号 字錦岡５２１番地の８３

北星町２丁目１４番６号 字錦岡５２１番地の８２

北星町２丁目１４番８号 字錦岡５２１番地の８０

北星町２丁目１４番２０号 字錦岡５２１番地の９５

北星町２丁目１４番２１号 字錦岡５２１番地の９４

北星町２丁目１４番２２号 字錦岡５２１番地の９３

北星町２丁目１４番２５号 字錦岡５２１番地の９１

北星町２丁目１５番２号 字錦岡５２１番地の１０４

北星町２丁目１５番６号 字錦岡５２１番地の１０１

北星町２丁目１５番７号 字錦岡５２１番地の１００

北星町２丁目１５番１１号 字錦岡５２１番地の９８

北星町２丁目１５番１５号 字錦岡５２１番地の９６

北星町２丁目１５番１７号 字錦岡５２１番地の１１５

北星町２丁目１５番２３号 字錦岡５２１番地の１１１

北星町２丁目１５番２５号 字錦岡５２１番地の１１０

北星町２丁目１５番２６号 字錦岡５２１番地の１０９

北星町２丁目１５番２９号 字錦岡５２１番地の１０７

北星町２丁目１５番３１号 字錦岡５２１番地の１０６

北星町２丁目１６番１号 字錦岡５２１番地の１２４

北星町２丁目１６番７号 字錦岡５２１番地の１２０

北星町２丁目１６番１３号 字錦岡５２１番地の１２８

北星町２丁目１６番１９号 字錦岡５２１番地の１２５

北星町２丁目１７番１号 字錦岡５２１番地の１３４

北星町２丁目１７番４号 字錦岡５２１番地の１３２

北星町２丁目１７番８号 字錦岡５２１番地の１３０

北星町２丁目１７番１２号 字錦岡５２１番地の１３９

北星町２丁目１７番１８号 字錦岡５２１番地の１３５

北星町２丁目１９番１号 字錦岡５２１番地の１１９

北星町２丁目１９番２号 字錦岡５２１番地の１１８
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目１９番３号 字錦岡５２１番地の１１７

北星町２丁目１９番５号 字錦岡５２１番地の１１６

北星町２丁目２０番１号 字錦岡５２１番地の１９４

北星町２丁目２０番３号 字錦岡５２１番地の１９３

北星町２丁目２０番４号 字錦岡５２１番地の１９２

北星町２丁目２０番５号 字錦岡５２１番地の１９１

北星町２丁目２０番１０号 字錦岡５２１番地の１８７

北星町２丁目２０番１３号 字錦岡５２１番地の１８５

北星町２丁目２０番１４号 字錦岡５２１番地の３１５

北星町２丁目２０番１６号 字錦岡５２１番地の３１６

北星町２丁目２１番５号 字錦岡５２１番地の３２０

北星町２丁目２１番６号 字錦岡５２１番地の３２１

北星町２丁目２３番１号 字錦岡５２１番地の４３０

北星町２丁目２３番５号 字錦岡５２１番地の４２８

北星町２丁目２３番８号 字錦岡５２１番地の４２５

北星町２丁目２４番５号 字錦岡５２１番地の４３３

北星町２丁目２４番１０号 字錦岡５２１番地の４３７

北星町２丁目２４番２０号 字錦岡５２１番地の４３５

北星町２丁目２４番２３号 字錦岡５２１番地の４３６

北星町２丁目２５番１号 字錦岡５２１番地の４１７

北星町２丁目２５番１６号 字錦岡５２１番地の３７２

北星町２丁目２５番１８号 字錦岡５２１番地の４０１

北星町２丁目２６番１号 字錦岡５２１番地の３９２

北星町２丁目２６番４号 字錦岡５２１番地の３９８

北星町２丁目２６番１６号 字錦岡５２１番地の３７１

北星町２丁目２７番６号 字錦岡５２１番地の４４５

北星町２丁目２７番１４号 字錦岡５２１番地の３６３

北星町２丁目２７番１７号 字錦岡５２１番地の２６０

北星町２丁目２７番２０号 字錦岡５２１番地の３７０
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北星町２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北星町２丁目２８番６号 字錦岡５２１番地の２５９

北星町２丁目２８番８号 字錦岡５２１番地の２５３

北星町２丁目２８番２７号 字錦岡５２１番地の２４７

北星町２丁目２８番３４号 字錦岡５２１番地の４４８

北星町２丁目２９番３０号 字錦岡５２１番地の４４４ グループホームなごみ
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