
北栄町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町１丁目１番１号 北栄町１丁目１番地の１

北栄町１丁目１番２号 北栄町１丁目１番地の２

北栄町１丁目１番３号 北栄町１丁目１番地の３

北栄町１丁目１番４号 北栄町１丁目１番地の４

北栄町１丁目１番５号 北栄町１丁目１番地の５

北栄町１丁目１番７号 北栄町１丁目１番地の７

北栄町１丁目１番１０号 北栄町１丁目１番地の１０

北栄町１丁目１番１４号 北栄町１丁目１番地の１４

北栄町１丁目１番２３号 北栄町１丁目１番地の１８

北栄町１丁目１番２４号 北栄町１丁目１番地の１９

北栄町１丁目１番２５号 北栄町１丁目１番地の２０

北栄町１丁目１番２６号 北栄町１丁目１番地の２１

北栄町１丁目１番２７号 北栄町１丁目１番地の２２

北栄町１丁目２番１号 北栄町１丁目２番地の１

北栄町１丁目２番２号 北栄町１丁目２番地の２

北栄町１丁目２番４号 北栄町１丁目２番地の４

北栄町１丁目２番２４号 北栄町１丁目２番地の７

北栄町１丁目２番２５号 北栄町１丁目２番地の９

北栄町１丁目２番２７号 北栄町１丁目２番地の１０

北栄町１丁目２番２９号 北栄町１丁目２番地の１１

北栄町１丁目３番１号 北栄町１丁目３番地の１

北栄町１丁目３番２号 北栄町１丁目３番地の２

北栄町１丁目３番３号 北栄町１丁目３番地の３

北栄町１丁目３番４号 北栄町１丁目３番地の４

北栄町１丁目３番６号 北栄町１丁目３番地の５

北栄町１丁目３番８号 北栄町１丁目３番地の１６

北栄町１丁目３番９号 北栄町１丁目３番地の１５

北栄町１丁目３番１３号 北栄町１丁目３番地の７

北栄町１丁目３番１６号 北栄町１丁目３番地の８

北栄町１丁目３番１７号 北栄町１丁目３番地の１７

北栄町１丁目３番１８号 北栄町１丁目３番地の１８

北栄町１丁目３番２１号 北栄町１丁目３番地の１０

北栄町１丁目３番２２号 北栄町１丁目３番地の１１

北栄町１丁目３番２３号 北栄町１丁目３番地の１２

北栄町１丁目４番１号 北栄町１丁目４番地の１０

北栄町１丁目４番５号 北栄町１丁目４番地の１２

北栄町１丁目４番７号 北栄町１丁目４番地の９

北栄町１丁目４番８号 北栄町１丁目４番地の１ シャーメゾンサンモールⅡ

北栄町１丁目４番９号 北栄町１丁目４番地の２ シャーメゾンサンモール

北栄町１丁目４番１５号 北栄町１丁目４番地の５ レオパレスサンヴィラ
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北栄町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町１丁目４番２５号 北栄町１丁目４番地の６ レオパレスルナコート

北栄町１丁目４番３２号 北栄町１丁目４番地の８

北栄町１丁目７番１号 北栄町１丁目７番地の１

北栄町１丁目７番３号 北栄町１丁目７番地の３

北栄町１丁目７番７号 北栄町１丁目７番地の７

北栄町１丁目７番１０号 北栄町１丁目７番地の１０

北栄町１丁目７番１６号 北栄町１丁目７番地の１６

北栄町１丁目７番１８号 北栄町１丁目７番地の１７

北栄町１丁目７番１９号 北栄町１丁目７番地の１９

北栄町１丁目７番２１号 北栄町１丁目７番地の２２

北栄町１丁目７番２３号 北栄町１丁目７番地の２５

北栄町１丁目８番６号 北栄町１丁目８番地の２

北栄町１丁目８番７号 北栄町１丁目８番地の４

北栄町１丁目８番１３号 北栄町１丁目８番地の６ クリーンバレー

北栄町１丁目８番２５号 北栄町１丁目８番地の１１

北栄町１丁目８番２７号 北栄町１丁目８番地の１３

北栄町１丁目８番２８号 北栄町１丁目８番地の１５

北栄町１丁目８番３０号 北栄町１丁目８番地の１６

北栄町１丁目８番３５号 北栄町１丁目８番地の１９

北栄町１丁目８番４２号 北栄町１丁目８番地の２２

北栄町１丁目１０番１号 北栄町１丁目１０番地の１

北栄町１丁目１０番２号 北栄町１丁目１０番地の２

北栄町１丁目１０番３号 北栄町１丁目１０番地の３

北栄町１丁目１０番４号 北栄町１丁目１０番地の４

北栄町１丁目１０番５号 北栄町１丁目１０番地の５

北栄町１丁目１０番１１号 北栄町１丁目１０番地の９

北栄町１丁目１０番２９号 北栄町１丁目１０番地の１４

北栄町１丁目１０番３１号 北栄町１丁目１０番地の１５

北栄町１丁目１０番３２号 北栄町１丁目１０番地の１６

北栄町１丁目１０番３３号 北栄町１丁目１０番地の１７

北栄町１丁目１０番３５号 北栄町１丁目１０番地の１８

北栄町１丁目１１番４号 北栄町１丁目１１番地の２ レオパレスウトナイ

北栄町１丁目１１番９号 北栄町１丁目１１番地の４ エクトリアルⅢ

北栄町１丁目１１番１２号 北栄町１丁目１１番地の５ メゾネットドリームⅡ

北栄町１丁目１１番１３号 北栄町１丁目１１番地の７

北栄町１丁目１１番１７号 北栄町１丁目１１番地の１０

北栄町１丁目１１番２１号 北栄町１丁目１１番地の１２

北栄町１丁目１１番２３号 北栄町１丁目１１番地の１３ ハイツＵＭ

北栄町１丁目１１番２６号 北栄町１丁目１１番地の１６ ディアコート１１
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北栄町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町１丁目１１番２７号 北栄町１丁目１１番地の１７

北栄町１丁目１１番３３号 北栄町１丁目１１番地の２０

北栄町１丁目１２番４号 北栄町１丁目１２番地の２

北栄町１丁目１２番５号 北栄町１丁目１２番地の３

北栄町１丁目１２番７号 北栄町１丁目１２番地の４

北栄町１丁目１２番８号 北栄町１丁目１２番地の５

北栄町１丁目１２番１３号 北栄町１丁目１２番地の７

北栄町１丁目１２番１５号 北栄町１丁目１２番地の８

北栄町１丁目１２番１６号 北栄町１丁目１２番地の１１

北栄町１丁目１２番１８号 北栄町１丁目１２番地の１３

北栄町１丁目１２番１９号 北栄町１丁目１２番地の１４

北栄町１丁目１３番３号 北栄町１丁目１３番地の２３

北栄町１丁目１３番４号 北栄町１丁目１３番地の２４

北栄町１丁目１３番９号 北栄町１丁目１３番地の４ ディスパシオ

北栄町１丁目１３番１０号 北栄町１丁目１３番地の７

北栄町１丁目１３番１７号 北栄町１丁目１３番地の１１ コーポドリーム

北栄町１丁目１３番１８号 北栄町１丁目１３番地の１３

北栄町１丁目１３番２１号 北栄町１丁目１３番地の２

北栄町１丁目１３番２５号 北栄町１丁目１３番地の１７

北栄町１丁目１３番２６号 北栄町１丁目１３番地の１８ コーポみなみ

北栄町１丁目１４番２号 北栄町１丁目１４番地の２

北栄町１丁目１４番１２号 北栄町１丁目１４番地の１２

北栄町１丁目１４番１７号 北栄町１丁目１４番地の１７

北栄町１丁目１４番２０号 北栄町１丁目１４番地の２０

北栄町１丁目１４番２２号 北栄町１丁目１４番地の２２ グリーンハイツ沼ノ端

北栄町１丁目１４番２４号 北栄町１丁目１４番地の２４

北栄町１丁目１４番２６号 北栄町１丁目１４番地の２６

北栄町１丁目１５番７号 北栄町１丁目１５番地の３

北栄町１丁目１５番８号 北栄町１丁目１５番地の４

北栄町１丁目１５番９号 北栄町１丁目１５番地の６

北栄町１丁目１５番１０号 北栄町１丁目１５番地の９

北栄町１丁目１５番１１号 北栄町１丁目１５番地の１０

北栄町１丁目１５番１８号 北栄町１丁目１５番地の１２ アドゥニス

北栄町１丁目１５番２０号 北栄町１丁目１５番地の１３

北栄町１丁目１８番１号 北栄町１丁目１８番地の１

北栄町１丁目１８番４号 北栄町１丁目１８番地の４

北栄町１丁目１８番５号 北栄町１丁目１８番地の７

北栄町１丁目１８番６号 北栄町１丁目１８番地の１０
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北栄町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町１丁目１８番１４号 北栄町１丁目１８番地の１４

北栄町１丁目１８番１６号 北栄町１丁目１８番地の１６

北栄町１丁目１８番１８号 北栄町１丁目１８番地の１８

北栄町１丁目１８番２０号 北栄町１丁目１８番地の２０

北栄町１丁目１８番２２号 北栄町１丁目１８番地の２２

北栄町１丁目１９番５号 北栄町１丁目１９番地の２

北栄町１丁目２０番１号 北栄町１丁目２０番地の１

北栄町１丁目２０番３号 北栄町１丁目２０番地の３

北栄町１丁目２０番５号 北栄町１丁目２０番地の５

北栄町１丁目２０番７号 北栄町１丁目２０番地の７

北栄町１丁目２０番８号 北栄町１丁目２０番地の８

北栄町１丁目２０番１０号 北栄町１丁目２０番地の１２

北栄町１丁目２０番１２号 北栄町１丁目２０番地の１６

北栄町１丁目２０番１３号 北栄町１丁目２０番地の１９

北栄町１丁目２０番１７号 北栄町１丁目２０番地の２０

北栄町１丁目２０番２０号 北栄町１丁目２０番地の２４

北栄町１丁目２０番２１号 北栄町１丁目２０番地の２６

北栄町１丁目２０番２２号 北栄町１丁目２０番地の３０

北栄町１丁目２０番２４号 北栄町１丁目２０番地の３１ メディウス

北栄町１丁目２０番２６号 北栄町１丁目２０番地の３４

北栄町１丁目２０番２７号 北栄町１丁目２０番地の３５

北栄町１丁目２１番１号 北栄町１丁目２１番地の１

北栄町１丁目２１番４号 北栄町１丁目２１番地の２

北栄町１丁目２１番８号 北栄町１丁目２１番地の１０

北栄町１丁目２１番９号 北栄町１丁目２１番地の１２

北栄町１丁目２１番１１号 北栄町１丁目２１番地の１３

北栄町１丁目２１番１６号 北栄町１丁目２１番地の１６

北栄町１丁目２２番１１号 北栄町１丁目２２番地の４

北栄町１丁目２２番１２号 北栄町１丁目２２番地の５ プリズ夢Ⅰ

北栄町１丁目２２番１３号 北栄町１丁目２２番地の６ プリズ夢Ⅱ

北栄町１丁目２２番１４号 北栄町１丁目２２番地の７

北栄町１丁目２２番１７号 北栄町１丁目２２番地の８

北栄町１丁目２２番１８号 北栄町１丁目２２番地の９

北栄町１丁目２２番１９号 北栄町１丁目２２番地の１０

北栄町１丁目２２番２３号 北栄町１丁目２２番地の１２ センチュリーⅠ

北栄町１丁目２２番２４号 北栄町１丁目２２番地の１２ センチュリ－Ｈ

北栄町１丁目２２番３３号 北栄町１丁目２２番地の１４

北栄町１丁目２２番３６号 北栄町１丁目２２番地の３６

北栄町１丁目２２番４３号 北栄町１丁目２２番地の１９
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北栄町１丁目２２番５２号 北栄町１丁目２２番地の２３

北栄町１丁目２２番５４号 北栄町１丁目２２番地の２５

北栄町１丁目２２番５８号 北栄町１丁目２２番地の２８

北栄町１丁目２２番５９号 北栄町１丁目２２番地の２８

北栄町１丁目２２番６１号 北栄町１丁目２２番地の３０

北栄町１丁目２２番６６号 北栄町１丁目２２番地の３３

北栄町１丁目２３番１５号 北栄町１丁目２３番地の１
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北栄町　２丁目
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北栄町２丁目１番１号 北栄町２丁目１番地の１ ポラリス

北栄町２丁目１番６号 北栄町２丁目１番地の３

北栄町２丁目１番７号 北栄町２丁目１番地の５

北栄町２丁目１番８号 北栄町２丁目１番地の６

北栄町２丁目１番１０号 北栄町２丁目１番地の８

北栄町２丁目１番１６号 北栄町２丁目１番地の１１

北栄町２丁目１番１８号 北栄町２丁目１番地の１２ クレセルⅡ

北栄町２丁目２番８号 北栄町２丁目２番地の３ 雇用促進住宅

北栄町２丁目２番２７号 北栄町２丁目２番地の７

北栄町２丁目２番２９号 北栄町２丁目２番地の１

北栄町２丁目３番９号 北栄町２丁目３番地の１ ステーションパーク弐番館

北栄町２丁目３番１０号 北栄町２丁目３番地の２ ステーションパーク壱番館

北栄町２丁目４番３２号 北栄町２丁目４番地の７

北栄町２丁目４番３５号 北栄町２丁目４番地の９

北栄町２丁目４番３８号 北栄町２丁目４番地の１２ クロスⅣ

北栄町２丁目４番４０号 北栄町２丁目４番地の１４ シャロームⅡ

北栄町２丁目４番４７号 北栄町２丁目４番地の１７

北栄町２丁目５番１号 北栄町２丁目５番地の１ サングリーン

北栄町２丁目５番４号 北栄町２丁目５番地の２

北栄町２丁目５番５号 北栄町２丁目５番地の３

北栄町２丁目５番６号 北栄町２丁目５番地の４

北栄町２丁目５番１４号 北栄町２丁目５番地の８

北栄町２丁目５番２４号 北栄町２丁目５番地の１０ サンハイツＤ４

北栄町２丁目５番２５号 北栄町２丁目５番地の１０ サンハイツＤ３

北栄町２丁目５番２７号 北栄町２丁目５番地の５

北栄町２丁目５番２８号 北栄町２丁目５番地の１２

北栄町２丁目５番３１号 北栄町２丁目５番地の１５

北栄町２丁目５番３５号 北栄町２丁目５番地の１６ シャーメゾンヒラソル

北栄町２丁目６番１号 北栄町２丁目６番地の１

北栄町２丁目６番２号 北栄町２丁目６番地の２

北栄町２丁目６番４号 北栄町２丁目６番地の４

北栄町２丁目６番６号 北栄町２丁目６番地の６

北栄町２丁目６番１０号 北栄町２丁目６番地の１１

北栄町２丁目６番１５号 北栄町２丁目６番地の１７

北栄町２丁目６番１７号 北栄町２丁目６番地の１９

北栄町２丁目６番１９号 北栄町２丁目６番地の２１

北栄町２丁目６番２２号 北栄町２丁目６番地の２２
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北栄町２丁目７番１号 北栄町２丁目７番地の１

北栄町２丁目７番３号 北栄町２丁目７番地の３ コーポソレイユⅥ

北栄町２丁目７番１２号 北栄町２丁目７番地の６ エスタシアＫ－３

北栄町２丁目７番１６号 北栄町２丁目７番地の７ エスタシアＫ－５

北栄町２丁目７番１７号 北栄町２丁目７番地の９ エスタシアＫ－６

北栄町２丁目８番１号 北栄町２丁目８番地の１

北栄町２丁目８番９号 北栄町２丁目８番地の６

北栄町２丁目８番１４号 北栄町２丁目８番地の１０

北栄町２丁目８番１９号 北栄町２丁目８番地の７ プリヴェイル

北栄町２丁目８番２３号 北栄町２丁目８番地の４

北栄町２丁目８番２４号 北栄町２丁目８番地の３

北栄町２丁目８番２５号 北栄町２丁目８番地の２

北栄町２丁目９番１号 北栄町２丁目９番地の１

北栄町２丁目９番２号 北栄町２丁目９番地の２

北栄町２丁目９番１４号 北栄町２丁目９番地の５

北栄町２丁目１０番１号 北栄町２丁目１０番地の１

北栄町２丁目１０番７号 北栄町２丁目１０番地の３

北栄町２丁目１０番９号 北栄町２丁目１０番地の４

北栄町２丁目１０番１２号 北栄町２丁目１０番地の５

北栄町２丁目１１番１号 北栄町２丁目１１番地の１ ジラソーレⅠ

北栄町２丁目１１番９号 北栄町２丁目１１番地の４

北栄町２丁目１１番１１号 北栄町２丁目１１番地の５

北栄町２丁目１１番１２号 北栄町２丁目１１番地の７

北栄町２丁目１１番１３号 北栄町２丁目１１番地の９

北栄町２丁目１１番１６号 北栄町２丁目１１番地の１１

北栄町２丁目１１番１７号 北栄町２丁目１１番地の１２

北栄町２丁目１２番５号 北栄町２丁目１２番地の５ コーポフレンズ８

北栄町２丁目１２番９号 北栄町２丁目１２番地の６

北栄町２丁目１２番１１号 北栄町２丁目１２番地の８

北栄町２丁目１２番１２号 北栄町２丁目１２番地の１１

北栄町２丁目１２番１５号 北栄町２丁目１２番地の１５

北栄町２丁目１３番３号 北栄町２丁目１３番地の３

北栄町２丁目１３番１５号 北栄町２丁目１３番地の４

北栄町２丁目１４番３号 北栄町２丁目１４番地の３

北栄町２丁目１４番４号 北栄町２丁目１４番地の４

北栄町２丁目１４番５号 北栄町２丁目１４番地の７
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北栄町２丁目１４番６号 北栄町２丁目１４番地の９

北栄町２丁目１４番７号 北栄町２丁目１４番地の１０

北栄町２丁目１４番１０号 北栄町２丁目１４番地の１２

北栄町２丁目１４番１３号 北栄町２丁目１４番地の１６

北栄町２丁目１４番１８号 北栄町２丁目１４番地の１８

北栄町２丁目１５番１号 北栄町２丁目１５番地の１

北栄町２丁目１５番５号 北栄町２丁目１５番地の５

北栄町２丁目１５番７号 北栄町２丁目１５番地の７

北栄町２丁目１５番８号 北栄町２丁目１５番地の８

北栄町２丁目１５番９号 北栄町２丁目１５番地の９

北栄町２丁目１５番１１号 北栄町２丁目１５番地の１１

北栄町２丁目１５番１２号 北栄町２丁目１５番地の１２

北栄町２丁目１５番１４号 北栄町２丁目１５番地の１４

北栄町２丁目１５番１８号 北栄町２丁目１５番地の１６

北栄町２丁目１５番２０号 北栄町２丁目１５番地の１８

北栄町２丁目１５番２２号 北栄町２丁目１５番地の１９

北栄町２丁目１５番２４号 北栄町２丁目１５番地の２０ ハピア沼ノ端Ａ棟

北栄町２丁目１５番２５号 北栄町２丁目１５番地の２１ ハピア沼ノ端Ｂ棟

北栄町２丁目１５番２６号 北栄町２丁目１５番地の２３

北栄町２丁目１５番３０号 北栄町２丁目１５番地の２５

北栄町２丁目１５番３１号 北栄町２丁目１５番地の２７

北栄町２丁目１５番３２号 北栄町２丁目１５番地の３０

北栄町２丁目１５番３５号 北栄町２丁目１５番地の３１

北栄町２丁目１５番３６号 北栄町２丁目１５番地の３５

北栄町２丁目１５番３７号 北栄町２丁目１５番地の３７

北栄町２丁目１５番３９号 北栄町２丁目１５番地の３９

北栄町２丁目１５番４１号 北栄町２丁目１５番地の４１

北栄町２丁目１５番４３号 北栄町２丁目１５番地の４３ プリマードＦ

北栄町２丁目１５番４６号 北栄町２丁目１５番地の４６

北栄町２丁目１６番１号 北栄町２丁目１６番地の１ クリオ紅花

北栄町２丁目１６番１２号 北栄町２丁目１６番地の６ ロイヤル三光Ｂ

北栄町２丁目１８番１号 北栄町２丁目１８番地の１

北栄町２丁目１８番６号 北栄町２丁目１８番地の６ パークＫ＆Ｋ

北栄町２丁目１８番１２号 北栄町２丁目１８番地の１０

北栄町２丁目１８番１３号 北栄町２丁目１８番地の１１

北栄町２丁目１９番１号 北栄町２丁目１９番地の１

北栄町２丁目１９番５号 北栄町２丁目１９番地の５

北栄町２丁目１９番７号 北栄町２丁目１９番地の７

北栄町２丁目１９番９号 北栄町２丁目１９番地の９
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北栄町２丁目１９番１２号 北栄町２丁目１９番地の１２

北栄町２丁目１９番１５号 北栄町２丁目１９番地の１５

北栄町２丁目１９番１６号 北栄町２丁目１９番地の１８

北栄町２丁目１９番１７号 北栄町２丁目１９番地の１９

北栄町２丁目１９番１９号 北栄町２丁目１９番地の２０

北栄町２丁目１９番２０号 北栄町２丁目１９番地の２１

北栄町２丁目１９番２２号 北栄町２丁目１９番地の２２

北栄町２丁目１９番２３号 北栄町２丁目１９番地の２３

北栄町２丁目１９番２８号 北栄町２丁目１９番地の２４

北栄町２丁目１９番２９号 北栄町２丁目１９番地の２５

北栄町２丁目１９番３０号 北栄町２丁目１９番地の２６

北栄町２丁目１９番３１号 北栄町２丁目１９番地の２７

北栄町２丁目１９番３４号 北栄町２丁目１９番地の２９

北栄町２丁目１９番３６号 北栄町２丁目１９番地の３２

北栄町２丁目１９番３８号 北栄町２丁目１９番地の３５

北栄町２丁目１９番４０号 北栄町２丁目１９番地の４０

北栄町２丁目１９番４６号 北栄町２丁目１９番地の４３

北栄町２丁目２０番２号 北栄町２丁目２０番地の２

北栄町２丁目２０番３号 北栄町２丁目２０番地の４

北栄町２丁目２０番４号 北栄町２丁目２０番地の６

北栄町２丁目２０番５号 北栄町２丁目２０番地の８

北栄町２丁目２０番６号 北栄町２丁目２０番地の９

北栄町２丁目２０番１０号 北栄町２丁目２０番地の１０

北栄町２丁目２０番１２号 北栄町２丁目２０番地の１２

北栄町２丁目２０番１４号 北栄町２丁目２０番地の１３

北栄町２丁目２０番１６号 北栄町２丁目２０番地の１４

北栄町２丁目２０番１８号 北栄町２丁目２０番地の１８

北栄町２丁目２１番１１号 北栄町２丁目２１番地の３

北栄町２丁目２１番１５号 北栄町２丁目２１番地の４ 北酸アパートＣ

北栄町２丁目２１番２４号 北栄町２丁目２１番地の１４

北栄町２丁目２２番８号 北栄町２丁目２２番地の６

北栄町２丁目２２番１２号 北栄町２丁目２２番地の７

北栄町２丁目２２番１６号 北栄町２丁目２２番地の１６

北栄町２丁目２２番１７号 北栄町２丁目２２番地の１８

北栄町２丁目２３番３号 北栄町２丁目２３番地の３

北栄町２丁目２３番５号 北栄町２丁目２３番地の５

北栄町２丁目２３番７号 北栄町２丁目２３番地の７

北栄町２丁目２３番９号 北栄町２丁目２３番地の９

北栄町２丁目２３番１０号 北栄町２丁目２３番地の１０
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北栄町２丁目２３番１４号 北栄町２丁目２３番地の１４

北栄町２丁目２３番２４号 北栄町２丁目２３番地の１８

北栄町２丁目２３番２６号 北栄町２丁目２３番地の２０

北栄町２丁目２３番２８号 北栄町２丁目２３番地の２１

北栄町２丁目２３番２９号 北栄町２丁目２３番地の２２

北栄町２丁目２４番１号 北栄町２丁目２４番地の１

北栄町２丁目２４番３号 北栄町２丁目２４番地の２

北栄町２丁目２４番６号 北栄町２丁目２４番地の６

北栄町２丁目２４番１２号 北栄町２丁目２４番地の７ ペガサスＫ

北栄町２丁目２４番１３号 北栄町２丁目２４番地の８

北栄町２丁目２４番１４号 北栄町２丁目２４番地の９

北栄町２丁目２４番１５号 北栄町２丁目２４番地の１０

北栄町２丁目２４番１９号 北栄町２丁目２４番地の１３

北栄町２丁目２５番２号 北栄町２丁目２５番地の２

北栄町２丁目２５番１３号 北栄町２丁目２５番地の９

北栄町２丁目２６番１号 北栄町２丁目２６番地の１

北栄町２丁目２６番５号 北栄町２丁目２６番地の２ エバーグリーンＡ

北栄町２丁目２６番６号 北栄町２丁目２６番地の３ エバーグリーンＢ

北栄町２丁目２６番９号 北栄町２丁目２６番地の６ コーポイーストⅡ

北栄町２丁目２６番２０号 北栄町２丁目２６番地の１０

北栄町２丁目２６番２８号 北栄町２丁目２６番地の１８ エーデルワイス

北栄町２丁目２７番１号 北栄町２丁目２７番地の１ コーポＭ　Ｎｏ．７

北栄町２丁目２７番２号 北栄町２丁目２７番地の２ コーポＭ　Ｎｏ．６

北栄町２丁目２７番３号 北栄町２丁目２７番地の２ コーポＭ　Ｎｏ．５

北栄町２丁目２７番５号 北栄町２丁目２７番地の２１

北栄町２丁目２７番６号 北栄町２丁目２７番地の２２

北栄町２丁目２７番７号 北栄町２丁目２７番地の７

北栄町２丁目２７番２７号 北栄町２丁目２７番地の１２

北栄町２丁目２７番３５号 北栄町２丁目２７番地の１６

北栄町２丁目２７番３７号 北栄町２丁目２７番地の１８

北栄町２丁目２７番４０号 北栄町２丁目２７番地の４

北栄町２丁目２８番１号 北栄町２丁目２８番地の１

北栄町２丁目２８番２号 北栄町２丁目２８番地の２ ローヤルハイツ沼ノ端

北栄町２丁目２８番４号 北栄町２丁目２８番地の４

北栄町２丁目２８番１３号 北栄町２丁目２８番地の７

北栄町２丁目２９番１号 北栄町２丁目２９番地の１

北栄町２丁目２９番６号 北栄町２丁目２９番地の３
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北栄町２丁目２９番７号 北栄町２丁目２９番地の７

北栄町２丁目２９番８号 北栄町２丁目２９番地の８

北栄町２丁目２９番９号 北栄町２丁目２９番地の９

北栄町２丁目２９番１５号 北栄町２丁目２９番地の１０

北栄町２丁目３０番１号 北栄町２丁目３０番地の１

北栄町２丁目３０番９号 北栄町２丁目３０番地の２ 新日本海フェリー苫小牧社宅

北栄町２丁目３０番１８号 北栄町２丁目３０番地の６

北栄町２丁目３０番２４号 北栄町２丁目３０番地の８

北栄町２丁目３０番２５号 北栄町２丁目３０番地の９

11/25



北栄町　３丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町３丁目１番１号 北栄町３丁目１番地の１

北栄町３丁目４番６号 北栄町３丁目４番地の６

北栄町３丁目５番１号 北栄町３丁目５番地の１

北栄町３丁目５番４号 北栄町３丁目５番地の４

北栄町３丁目５番１５号 北栄町３丁目５番地の６

北栄町３丁目５番１６号 北栄町３丁目５番地の７

北栄町３丁目６番２号 北栄町３丁目６番地の２

北栄町３丁目６番３号 北栄町３丁目６番地の５

北栄町３丁目６番７号 北栄町３丁目６番地の７

北栄町３丁目６番８号 北栄町３丁目６番地の８

北栄町３丁目６番１３号 北栄町３丁目６番地の１０

北栄町３丁目６番１５号 北栄町３丁目６番地の１２

北栄町３丁目７番１号 北栄町３丁目７番地の１

北栄町３丁目７番３号 北栄町３丁目７番地の３

北栄町３丁目７番５号 北栄町３丁目７番地の５

北栄町３丁目７番７号 北栄町３丁目７番地の７

北栄町３丁目７番１２号 北栄町３丁目７番地の９

北栄町３丁目８番１号 北栄町３丁目８番地の１

北栄町３丁目８番８号 北栄町３丁目８番地の４ センチュリーＣ

北栄町３丁目８番９号 北栄町３丁目８番地の５ センチュリーＡ

北栄町３丁目８番１０号 北栄町３丁目８番地の５ センチュリーＢ

北栄町３丁目８番１２号 北栄町３丁目８番地の７

北栄町３丁目８番１３号 北栄町３丁目８番地の８

北栄町３丁目８番１７号 北栄町３丁目８番地の１２

北栄町３丁目８番２０号 北栄町３丁目８番地の１５

北栄町３丁目８番２３号 北栄町３丁目８番地の１７

北栄町３丁目８番２５号 北栄町３丁目８番地の１９

北栄町３丁目８番２６号 北栄町３丁目８番地の２０

北栄町３丁目８番２８号 北栄町３丁目８番地の２２

北栄町３丁目９番１号 北栄町３丁目９番地の１

北栄町３丁目９番２０号 北栄町３丁目９番地の１４

北栄町３丁目１１番３号 北栄町３丁目１１番地の３ 永光

北栄町３丁目１１番４号 北栄町３丁目１１番地の４ 永光宿泊型

北栄町３丁目１１番１５号 北栄町３丁目１１番地の７

北栄町３丁目１１番１８号 北栄町３丁目１１番地の９

北栄町３丁目１１番２２号 北栄町３丁目１１番地の１０
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新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町３丁目１１番２４号 北栄町３丁目１１番地の１２

北栄町３丁目１２番１号 北栄町３丁目１２番地の１ センチュリーＤ

北栄町３丁目１２番２号 北栄町３丁目１２番地の２

北栄町３丁目１２番１０号 北栄町３丁目１２番地の７

北栄町３丁目１２番２７号 北栄町３丁目１２番地の１２

北栄町３丁目１２番３０号 北栄町３丁目１２番地の１３ ドリームマキ

北栄町３丁目１３番１号 北栄町３丁目１３番地の１

北栄町３丁目１３番２号 北栄町３丁目１３番地の２

北栄町３丁目１３番６号 北栄町３丁目１３番地の３

北栄町３丁目１３番７号 北栄町３丁目１３番地の５

北栄町３丁目１３番８号 北栄町３丁目１３番地の６

北栄町３丁目１３番９号 北栄町３丁目１３番地の７

北栄町３丁目１３番１１号 北栄町３丁目１３番地の８

北栄町３丁目１３番１２号 北栄町３丁目１３番地の９

北栄町３丁目１３番１３号 北栄町３丁目１３番地の１１

北栄町３丁目１３番１８号 北栄町３丁目１３番地の１４

北栄町３丁目１３番１９号 北栄町３丁目１３番地の１６

北栄町３丁目１３番２０号 北栄町３丁目１３番地の１８

北栄町３丁目１３番２１号 北栄町３丁目１３番地の２１

北栄町３丁目１３番２３号 北栄町３丁目１３番地の２２

北栄町３丁目１３番２４号 北栄町３丁目１３番地の２４

北栄町３丁目１３番２５号 北栄町３丁目１３番地の２５

北栄町３丁目１３番２７号 北栄町３丁目１３番地の２７

北栄町３丁目１４番３号 北栄町３丁目１４番地の３

北栄町３丁目１４番７号 北栄町３丁目１４番地の４

北栄町３丁目１４番９号 北栄町３丁目１４番地の５

北栄町３丁目１４番１０号 北栄町３丁目１４番地の８

北栄町３丁目１４番１４号 北栄町３丁目１４番地の９

北栄町３丁目１４番１７号 北栄町３丁目１４番地の１２

北栄町３丁目１４番１９号 北栄町３丁目１４番地の１３

北栄町３丁目１５番１号 北栄町３丁目１５番地の１

北栄町３丁目１５番２号 北栄町３丁目１５番地の２

北栄町３丁目１５番６号 北栄町３丁目１５番地の３

北栄町３丁目１５番７号 北栄町３丁目１５番地の４

北栄町３丁目１５番９号 北栄町３丁目１５番地の５

北栄町３丁目１５番１０号 北栄町３丁目１５番地の６

北栄町３丁目１５番１４号 北栄町３丁目１５番地の７

北栄町３丁目１５番１６号 北栄町３丁目１５番地の８

北栄町３丁目１５番１７号 北栄町３丁目１５番地の９
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新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町３丁目１５番１８号 北栄町３丁目１５番地の１０

北栄町３丁目１６番１号 北栄町３丁目１６番地の１

北栄町３丁目１６番２号 北栄町３丁目１６番地の２

北栄町３丁目１６番６号 北栄町３丁目１６番地の３

北栄町３丁目１６番７号 北栄町３丁目１６番地の４

北栄町３丁目１６番８号 北栄町３丁目１６番地の５

北栄町３丁目１６番９号 北栄町３丁目１６番地の６

北栄町３丁目１６番１１号 北栄町３丁目１６番地の７

北栄町３丁目１６番１３号 北栄町３丁目１６番地の８

北栄町３丁目１６番１５号 北栄町３丁目１６番地の９

北栄町３丁目１６番１６号 北栄町３丁目１６番地の１０

北栄町３丁目１６番１８号 北栄町３丁目１６番地の１１

北栄町３丁目１６番１９号 北栄町３丁目１６番地の１２

北栄町３丁目１７番１号 北栄町３丁目１７番地の１

北栄町３丁目１７番２号 北栄町３丁目１７番地の２

北栄町３丁目１７番３号 北栄町３丁目１７番地の３

北栄町３丁目１７番４号 北栄町３丁目１７番地の４

北栄町３丁目１７番６号 北栄町３丁目１７番地の５

北栄町３丁目１７番７号 北栄町３丁目１７番地の６

北栄町３丁目１７番８号 北栄町３丁目１７番地の７

北栄町３丁目１７番１０号 北栄町３丁目１７番地の８

北栄町３丁目１７番１１号 北栄町３丁目１７番地の９

北栄町３丁目１７番１４号 北栄町３丁目１７番地の１０

北栄町３丁目１７番１７号 北栄町３丁目１７番地の１１

北栄町３丁目１７番１８号 北栄町３丁目１７番地の１２

北栄町３丁目１７番１９号 北栄町３丁目１７番地の１３

北栄町３丁目１７番２１号 北栄町３丁目１７番地の１４

北栄町３丁目１７番２２号 北栄町３丁目１７番地の１５

北栄町３丁目１７番２３号 北栄町３丁目１７番地の１６

北栄町３丁目１７番２４号 北栄町３丁目１７番地の１７

北栄町３丁目１７番２７号 北栄町３丁目１７番地の１８

北栄町３丁目１８番４号 北栄町３丁目１８番地の５

北栄町３丁目１８番７号 北栄町３丁目１８番地の７

北栄町３丁目１８番８号 北栄町３丁目１８番地の８

北栄町３丁目１８番９号 北栄町３丁目１８番地の９

北栄町３丁目１８番１０号 北栄町３丁目１８番地の１０

北栄町３丁目１８番１１号 北栄町３丁目１８番地の１１

北栄町３丁目１８番１２号 北栄町３丁目１８番地の１２

北栄町３丁目１８番１３号 北栄町３丁目１８番地の１３

北栄町３丁目１８番１５号 北栄町３丁目１８番地の１４
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北栄町３丁目１８番１６号 北栄町３丁目１８番地の１５

北栄町３丁目１８番１８号 北栄町３丁目１８番地の１６

北栄町３丁目１９番１号 北栄町３丁目１９番地の２１

北栄町３丁目１９番１３号 北栄町３丁目１９番地の３

北栄町３丁目１９番１４号 北栄町３丁目１９番地の４

北栄町３丁目１９番１７号 北栄町３丁目１９番地の６

北栄町３丁目１９番１８号 北栄町３丁目１９番地の８

北栄町３丁目１９番４３号 北栄町３丁目１９番地の２２ PEARLY　SHELLⅢ

北栄町３丁目１９番５５号 北栄町３丁目１９番地の１４

北栄町３丁目１９番６４号 北栄町３丁目１９番地の１７

北栄町３丁目２０番１号 北栄町３丁目２０番地の１

北栄町３丁目２０番２号 北栄町３丁目２０番地の４

北栄町３丁目２０番３号 北栄町３丁目２０番地の５

北栄町３丁目２０番４号 北栄町３丁目２０番地の６

北栄町３丁目２０番７号 北栄町３丁目２０番地の１０

北栄町３丁目２０番９号 北栄町３丁目２０番地の１１

北栄町３丁目２０番１１号 北栄町３丁目２０番地の１５

北栄町３丁目２０番１６号 北栄町３丁目２０番地の１６ エルマーナＫ

北栄町３丁目２０番１７号 北栄町３丁目２０番地の１６ エルマーナＲ

北栄町３丁目２０番２１号 北栄町３丁目２０番地の１８

北栄町３丁目２０番２５号 北栄町３丁目２０番地の２４

北栄町３丁目２０番２７号 北栄町３丁目２０番地の２７

北栄町３丁目２１番１号 北栄町３丁目２１番地の１

北栄町３丁目２１番２号 北栄町３丁目２１番地の２

北栄町３丁目２１番３号 北栄町３丁目２１番地の３

北栄町３丁目２１番４号 北栄町３丁目２１番地の４

北栄町３丁目２１番６号 北栄町３丁目２１番地の５

北栄町３丁目２１番７号 北栄町３丁目２１番地の６

北栄町３丁目２１番８号 北栄町３丁目２１番地の７

北栄町３丁目２１番９号 北栄町３丁目２１番地の８

北栄町３丁目２１番１０号 北栄町３丁目２１番地の１０

北栄町３丁目２１番１６号 北栄町３丁目２１番地の１６ ルガール

北栄町３丁目２１番１９号 北栄町３丁目２１番地の１７ ロイヤルコートＴａｉｇａⅡ

北栄町３丁目２１番２２号 北栄町３丁目２１番地の１９

北栄町３丁目２１番２３号 北栄町３丁目２１番地の２１

北栄町３丁目２１番２４号 北栄町３丁目２１番地の２３

北栄町３丁目２１番２７号 北栄町３丁目２１番地の２７

北栄町３丁目２１番２８号 北栄町３丁目２１番地の２９

北栄町３丁目２１番３２号 北栄町３丁目２１番地の３２

北栄町３丁目２１番３３号 北栄町３丁目２１番地の３３
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北栄町３丁目２１番３４号 北栄町３丁目２１番地の３４

北栄町３丁目２１番３６号 北栄町３丁目２１番地の３５
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北栄町４丁目１番１号 北栄町４丁目１番地の１

北栄町４丁目１番９号 北栄町４丁目１番地の９

北栄町４丁目１番１２号 北栄町４丁目１番地の１２

北栄町４丁目２番１号 北栄町４丁目２番地の１

北栄町４丁目２番５号 北栄町４丁目２番地の２

北栄町４丁目２番６号 北栄町４丁目２番地の３

北栄町４丁目２番７号 北栄町４丁目２番地の５

北栄町４丁目２番９号 北栄町４丁目２番地の６

北栄町４丁目２番１０号 北栄町４丁目２番地の８

北栄町４丁目２番１１号 北栄町４丁目２番地の１０

北栄町４丁目２番１３号 北栄町４丁目２番地の１１

北栄町４丁目２番１４号 北栄町４丁目２番地の１２

北栄町４丁目２番１５号 北栄町４丁目２番地の１３

北栄町４丁目２番１６号 北栄町４丁目２番地の１４

北栄町４丁目２番１８号 北栄町４丁目２番地の１６

北栄町４丁目２番２０号 北栄町４丁目２番地の１８

北栄町４丁目３番１号 北栄町４丁目３番地の１

北栄町４丁目３番２号 北栄町４丁目３番地の２

北栄町４丁目３番８号 北栄町４丁目３番地の５ ドゥエルデラ

北栄町４丁目３番９号 北栄町４丁目３番地の６ ドゥエルオノ

北栄町４丁目３番１０号 北栄町４丁目３番地の７

北栄町４丁目３番１７号 北栄町４丁目３番地の１０

北栄町４丁目３番１９号 北栄町４丁目３番地の１２

北栄町４丁目３番２５号 北栄町４丁目３番地の１４

北栄町４丁目３番２７号 北栄町４丁目３番地の１６

北栄町４丁目４番６号 北栄町４丁目４番地の３ リベルタ

北栄町４丁目４番７号 北栄町４丁目４番地の７

北栄町４丁目４番９号 北栄町４丁目４番地の９

北栄町４丁目４番１１号 北栄町４丁目４番地の１３

北栄町４丁目４番１２号 北栄町４丁目４番地の１５

北栄町４丁目４番１３号 北栄町４丁目４番地の１６

北栄町４丁目４番１４号 北栄町４丁目４番地の１７

北栄町４丁目４番１８号 北栄町４丁目４番地の１８

北栄町４丁目４番２０号 北栄町４丁目４番地の２０

北栄町４丁目４番２３号 北栄町４丁目４番地の２３

北栄町４丁目４番２４号 北栄町４丁目４番地の２５

北栄町４丁目４番２７号 北栄町４丁目４番地の３２

北栄町４丁目５番１号 北栄町４丁目５番地の１ メゾンボヌール

北栄町４丁目５番８号 北栄町４丁目５番地の３
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北栄町４丁目５番９号 北栄町４丁目５番地の３

北栄町４丁目５番１０号 北栄町４丁目５番地の５

北栄町４丁目５番１１号 北栄町４丁目５番地の５

北栄町４丁目５番２０号 北栄町４丁目５番地の１２

北栄町４丁目５番３３号 北栄町４丁目５番地の１５

北栄町４丁目５番３４号 北栄町４丁目５番地の１６

北栄町４丁目５番４１号 北栄町４丁目５番地の９ グランドソレイユⅣ

北栄町４丁目５番４３号 北栄町４丁目５番地の１７ ティエドール

北栄町４丁目６番１号 北栄町４丁目６番地の１

北栄町４丁目６番２号 北栄町４丁目６番地の２

北栄町４丁目６番３号 北栄町４丁目６番地の３

北栄町４丁目６番４号 北栄町４丁目６番地の４

北栄町４丁目６番７号 北栄町４丁目６番地の５

北栄町４丁目６番８号 北栄町４丁目６番地の６ ウェーブハウス

北栄町４丁目６番９号 北栄町４丁目６番地の７

北栄町４丁目６番１１号 北栄町４丁目６番地の８

北栄町４丁目６番１２号 北栄町４丁目６番地の９

北栄町４丁目６番１３号 北栄町４丁目６番地の１０

北栄町４丁目６番１４号 北栄町４丁目６番地の１１

北栄町４丁目６番１５号 北栄町４丁目６番地の１２

北栄町４丁目６番１６号 北栄町４丁目６番地の１３

北栄町４丁目６番１７号 北栄町４丁目６番地の１４

北栄町４丁目６番２０号 北栄町４丁目６番地の１５

北栄町４丁目６番２１号 北栄町４丁目６番地の１６

北栄町４丁目６番２２号 北栄町４丁目６番地の１７

北栄町４丁目６番２６号 北栄町４丁目６番地の１８

北栄町４丁目６番２７号 北栄町４丁目６番地の１９

北栄町４丁目６番２８号 北栄町４丁目６番地の２０

北栄町４丁目６番２９号 北栄町４丁目６番地の２１

北栄町４丁目６番３１号 北栄町４丁目６番地の２２

北栄町４丁目６番３２号 北栄町４丁目６番地の２３

北栄町４丁目６番３３号 北栄町４丁目６番地の２４

北栄町４丁目６番３４号 北栄町４丁目６番地の２５

北栄町４丁目６番３５号 北栄町４丁目６番地の２６

北栄町４丁目６番３６号 北栄町４丁目６番地の２７

北栄町４丁目７番１号 北栄町４丁目７番地の１

北栄町４丁目７番６号 北栄町４丁目７番地の４

北栄町４丁目７番８号 北栄町４丁目７番地の５

北栄町４丁目７番１２号 北栄町４丁目７番地の９

北栄町４丁目７番１３号 北栄町４丁目７番地の１１

北栄町４丁目７番１４号 北栄町４丁目７番地の１２
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北栄町４丁目７番１７号 北栄町４丁目７番地の１７

北栄町４丁目７番１８号 北栄町４丁目７番地の１８

北栄町４丁目７番２４号 北栄町４丁目７番地の２１

北栄町４丁目７番２５号 北栄町４丁目７番地の２３

北栄町４丁目７番３１号 北栄町４丁目７番地の２８

北栄町４丁目７番３３号 北栄町４丁目７番地の３０

北栄町４丁目７番３５号 北栄町４丁目７番地の３２

北栄町４丁目７番３６号 北栄町４丁目７番地の３３

北栄町４丁目８番１号 北栄町４丁目８番地の１

北栄町４丁目８番２号 北栄町４丁目８番地の２

北栄町４丁目８番６号 北栄町４丁目８番地の４

北栄町４丁目８番７号 北栄町４丁目８番地の５

北栄町４丁目８番８号 北栄町４丁目８番地の７

北栄町４丁目８番１０号 北栄町４丁目８番地の８

北栄町４丁目８番１４号 北栄町４丁目８番地の１４

北栄町４丁目８番２０号 北栄町４丁目８番地の１７

北栄町４丁目１０番２号 北栄町４丁目１０番地の２

北栄町４丁目１０番５号 北栄町４丁目１０番地の４

北栄町４丁目１０番６号 北栄町４丁目１０番地の５

北栄町４丁目１０番８号 北栄町４丁目１０番地の８

北栄町４丁目１０番１１号 北栄町４丁目１０番地の９

北栄町４丁目１０番１２号 北栄町４丁目１０番地の１０

北栄町４丁目１０番１４号 北栄町４丁目１０番地の１４

北栄町４丁目１０番１５号 北栄町４丁目１０番地の１５

北栄町４丁目１０番１７号 北栄町４丁目１０番地の１７

北栄町４丁目１０番２１号 北栄町４丁目１０番地の１９ レイクスワン

北栄町４丁目１０番２６号 北栄町４丁目１０番地の２３ アンフィニ

北栄町４丁目１０番２９号 北栄町４丁目１０番地の２５

北栄町４丁目１０番３２号 北栄町４丁目１０番地の２９

北栄町４丁目１０番３４号 北栄町４丁目１０番地の３２

北栄町４丁目１１番１号 北栄町４丁目１１番地の１

北栄町４丁目１１番２号 北栄町４丁目１１番地の２

北栄町４丁目１１番５号 北栄町４丁目１１番地の３

北栄町４丁目１１番６号 北栄町４丁目１１番地の４

北栄町４丁目１１番８号 北栄町４丁目１１番地の６

北栄町４丁目１１番９号 北栄町４丁目１１番地の７

北栄町４丁目１１番１１号 北栄町４丁目１１番地の８

北栄町４丁目１１番１２号 北栄町４丁目１１番地の９

北栄町４丁目１１番１７号 北栄町４丁目１１番地の１８

北栄町４丁目１１番１９号 北栄町４丁目１１番地の１９
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北栄町４丁目１１番２１号 北栄町４丁目１１番地の２１

北栄町４丁目１１番２３号 北栄町４丁目１１番地の２３

北栄町４丁目１１番２５号 北栄町４丁目１１番地の２６

北栄町４丁目１１番２６号 北栄町４丁目１１番地の２８

北栄町４丁目１１番２７号 北栄町４丁目１１番地の３０

北栄町４丁目１１番２８号 北栄町４丁目１１番地の３２

北栄町４丁目１１番３１号 北栄町４丁目１１番地の３４

北栄町４丁目１１番３２号 北栄町４丁目１１番地の３６

北栄町４丁目１１番３３号 北栄町４丁目１１番地の３７

北栄町４丁目１１番３４号 北栄町４丁目１１番地の３８

北栄町４丁目１２番１号 北栄町４丁目１２番地の１

北栄町４丁目１２番２号 北栄町４丁目１２番地の２

北栄町４丁目１２番３号 北栄町４丁目１２番地の３

北栄町４丁目１２番６号 北栄町４丁目１２番地の４

北栄町４丁目１２番７号 北栄町４丁目１２番地の５

北栄町４丁目１２番８号 北栄町４丁目１２番地の８

北栄町４丁目１２番１０号 北栄町４丁目１２番地の９

北栄町４丁目１２番１１号 北栄町４丁目１２番地の１０

北栄町４丁目１２番１２号 北栄町４丁目１２番地の１２

北栄町４丁目１２番１３号 北栄町４丁目１２番地の１３

北栄町４丁目１２番２１号 北栄町４丁目１２番地の１９

北栄町４丁目１２番２３号 北栄町４丁目１２番地の２１

北栄町４丁目１２番２９号 北栄町４丁目１２番地の２９

北栄町４丁目１２番３０号 北栄町４丁目１２番地の３０

北栄町４丁目１２番３１号 北栄町４丁目１２番地の３１

北栄町４丁目１２番３３号 北栄町４丁目１２番地の３３

北栄町４丁目１２番３４号 北栄町４丁目１２番地の３４

北栄町４丁目１３番１号 北栄町４丁目１３番地の１

北栄町４丁目１３番３号 北栄町４丁目１３番地の３ グループホームほほえみ

北栄町４丁目１３番７号 北栄町４丁目１３番地の６

北栄町４丁目１３番８号 北栄町４丁目１３番地の７

北栄町４丁目１３番１３号 北栄町４丁目１３番地の１１

北栄町４丁目１３番１４号 北栄町４丁目１３番地の１４

北栄町４丁目１３番１５号 北栄町４丁目１３番地の１５

北栄町４丁目１４番２号 北栄町４丁目１４番地の２

北栄町４丁目１４番６号 北栄町４丁目１４番地の６

北栄町４丁目１４番８号 北栄町４丁目１４番地の８

北栄町４丁目１４番１０号 北栄町４丁目１４番地の１２ メゾン沼ノ端

北栄町４丁目１４番１２号 北栄町４丁目１４番地の１６ ローベン

北栄町４丁目１４番１５号 北栄町４丁目１４番地の２３
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北栄町４丁目１４番２０号 北栄町４丁目１４番地の２５

北栄町４丁目１４番２２号 北栄町４丁目１４番地の２７

北栄町４丁目１４番２３号 北栄町４丁目１４番地の２８

北栄町４丁目１４番２６号 北栄町４丁目１４番地の３５

北栄町４丁目１４番２７号 北栄町４丁目１４番地の３７

北栄町４丁目１４番２８号 北栄町４丁目１４番地の３９

北栄町４丁目１４番２９号 北栄町４丁目１４番地の４１

北栄町４丁目１４番３０号 北栄町４丁目１４番地の４２

北栄町４丁目１５番６号 北栄町４丁目１５番地の５

北栄町４丁目１５番８号 北栄町４丁目１５番地の８

北栄町４丁目１５番９号 北栄町４丁目１５番地の９

北栄町４丁目１５番１０号 北栄町４丁目１５番地の１１

北栄町４丁目１５番１１号 北栄町４丁目１５番地の１３

北栄町４丁目１５番１２号 北栄町４丁目１５番地の１４

北栄町４丁目１５番１３号 北栄町４丁目１５番地の１７

北栄町４丁目１５番１４号 北栄町４丁目１５番地の１９

北栄町４丁目１５番１９号 北栄町４丁目１５番地の２３

北栄町４丁目１５番２０号 北栄町４丁目１５番地の２４

北栄町４丁目１５番２１号 北栄町４丁目１５番地の２６

北栄町４丁目１５番２２号 北栄町４丁目１５番地の２８

北栄町４丁目１５番２３号 北栄町４丁目１５番地の３０

北栄町４丁目１５番２４号 北栄町４丁目１５番地の３２

北栄町４丁目１５番２５号 北栄町４丁目１５番地の３４

北栄町４丁目１５番２６号 北栄町４丁目１５番地の３５

北栄町４丁目１５番２７号 北栄町４丁目１５番地の３８

北栄町４丁目１５番２８号 北栄町４丁目１５番地の４０

北栄町４丁目１５番２９号 北栄町４丁目１５番地の４２

北栄町４丁目１６番１号 北栄町４丁目１６番地の１

北栄町４丁目１６番３号 北栄町４丁目１６番地の３

北栄町４丁目１６番５号 北栄町４丁目１６番地の５

北栄町４丁目１６番７号 北栄町４丁目１６番地の７

北栄町４丁目１６番８号 北栄町４丁目１６番地の８

北栄町４丁目１６番１４号 北栄町４丁目１６番地の１１

北栄町４丁目１６番１７号 北栄町４丁目１６番地の１２

北栄町４丁目１６番１８号 北栄町４丁目１６番地の１３

北栄町４丁目１６番２０号 北栄町４丁目１６番地の１５ ファインステージⅢ

北栄町４丁目１６番２３号 北栄町４丁目１６番地の１７

北栄町４丁目１６番２４号 北栄町４丁目１６番地の１８

北栄町４丁目１６番２７号 北栄町４丁目１６番地の２１ レオパレスＡ＆Ａ岸２００８

北栄町４丁目１６番２９号 北栄町４丁目１６番地の２５
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北栄町　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町４丁目１７番１号 北栄町４丁目１７番地の１

北栄町４丁目１７番２号 北栄町４丁目１７番地の２

北栄町４丁目１７番６号 北栄町４丁目１７番地の４

北栄町４丁目１７番９号 北栄町４丁目１７番地の９

北栄町４丁目１７番１１号 北栄町４丁目１７番地の１１

北栄町４丁目１７番１３号 北栄町４丁目１７番地の１４

北栄町４丁目１７番２３号 北栄町４丁目１７番地の２３

北栄町４丁目１７番２５号 北栄町４丁目１７番地の２５

北栄町４丁目１７番２７号 北栄町４丁目１７番地の２７

北栄町４丁目１７番３１号 北栄町４丁目１７番地の３６

北栄町４丁目１８番８号 北栄町４丁目１８番地の７

北栄町４丁目１８番９号 北栄町４丁目１８番地の８

北栄町４丁目１８番１０号 北栄町４丁目１８番地の９

北栄町４丁目１８番１１号 北栄町４丁目１８番地の１０

北栄町４丁目１８番１３号 北栄町４丁目１８番地の１２

北栄町４丁目１８番１４号 北栄町４丁目１８番地の１３

北栄町４丁目１８番１５号 北栄町４丁目１８番地の１４

北栄町４丁目１８番２１号 北栄町４丁目１８番地の１７

北栄町４丁目１８番２３号 北栄町４丁目１８番地の１８

北栄町４丁目１８番２５号 北栄町４丁目１８番地の２２

北栄町４丁目１８番２６号 北栄町４丁目１８番地の２３

北栄町４丁目１８番２７号 北栄町４丁目１８番地の２５

北栄町４丁目１８番２８号 北栄町４丁目１８番地の２７

北栄町４丁目１８番２９号 北栄町４丁目１８番地の２９

北栄町４丁目１９番１号 北栄町４丁目１９番地の１

北栄町４丁目１９番２号 北栄町４丁目１９番地の２

北栄町４丁目１９番３号 北栄町４丁目１９番地の３

北栄町４丁目１９番７号 北栄町４丁目１９番地の４

北栄町４丁目１９番８号 北栄町４丁目１９番地の５

北栄町４丁目１９番９号 北栄町４丁目１９番地の６

北栄町４丁目１９番１０号 北栄町４丁目１９番地の７

北栄町４丁目１９番１１号 北栄町４丁目１９番地の８

北栄町４丁目１９番１２号 北栄町４丁目１９番地の９

北栄町４丁目１９番１４号 北栄町４丁目１９番地の１０

北栄町４丁目１９番２４号 北栄町４丁目１９番地の１５

北栄町４丁目１９番２５号 北栄町４丁目１９番地の１６

北栄町４丁目１９番２６号 北栄町４丁目１９番地の１７

北栄町４丁目１９番２７号 北栄町４丁目１９番地の１８

北栄町４丁目１９番２８号 北栄町４丁目１９番地の１９

北栄町４丁目２０番３号 北栄町４丁目２０番地の２７
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北栄町　４丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町４丁目２０番４号 北栄町４丁目２０番地の２６

北栄町４丁目２０番５号 北栄町４丁目２０番地の２５

北栄町４丁目２０番８号 北栄町４丁目２０番地の２１

北栄町４丁目２０番９号 北栄町４丁目２０番地の１９

北栄町４丁目２０番１０号 北栄町４丁目２０番地の１７

北栄町４丁目２０番１１号 北栄町４丁目２０番地の１２

北栄町４丁目２０番１３号 北栄町４丁目２０番地の１０

北栄町４丁目２０番１４号 北栄町４丁目２０番地の９

北栄町４丁目２０番１５号 北栄町４丁目２０番地の７

北栄町４丁目２０番２４号 北栄町４丁目２０番地の３０

北栄町４丁目２０番３４号 北栄町４丁目２０番地の１

北栄町４丁目２０番３８号 北栄町４丁目２０番地の４ エリーハイツ

北栄町４丁目２０番４５号 北栄町４丁目２０番地の３２

北栄町４丁目２１番４号 北栄町４丁目２１番地の２

北栄町４丁目２１番６号 北栄町４丁目２１番地の６

北栄町４丁目２１番８号 北栄町４丁目２１番地の８

北栄町４丁目２１番１４号 北栄町４丁目２１番地の１４
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新住居表示 旧表示 建物名称

北栄町５丁目１番１８号 北栄町５丁目１番地の１９

北栄町５丁目１番３５号 北栄町５丁目１番地の７０

北栄町５丁目２番２２号 北栄町５丁目２番地の９

北栄町５丁目２番２４号 北栄町５丁目２番地の１２

北栄町５丁目２番３２号 北栄町５丁目２番地の１９

北栄町５丁目２番４５号 北栄町５丁目２番地の２４

北栄町５丁目３番１３号 北栄町５丁目３番地の１２ アドヴァンスＮ

北栄町５丁目３番１７号 北栄町５丁目３番地の１３ アドヴァンスＫ

北栄町５丁目３番２２号 北栄町５丁目３番地の５ ル・シーニュ沼ノ端Ⅳ

北栄町５丁目３番２５号 北栄町５丁目３番地の５ ル・シーニュ沼ノ端Ⅲ

北栄町５丁目３番２８号 北栄町５丁目３番地の５ ル・シーニュ沼ノ端Ⅱ

北栄町５丁目３番２９号 北栄町５丁目３番地の５ ル・シーニュ沼ノ端Ⅰ

北栄町５丁目３番３１号 北栄町５丁目３番地の４ レラ・ホープ北栄

北栄町５丁目３番３２号 北栄町５丁目３番地の４ ピア・ホープ北栄

北栄町５丁目４番１号 北栄町５丁目４番地の２９

北栄町５丁目４番２号 北栄町５丁目４番地の２８

北栄町５丁目４番５号 北栄町５丁目４番地の２６

北栄町５丁目４番６号 北栄町５丁目４番地の２５

北栄町５丁目４番７号 北栄町５丁目４番地の２４

北栄町５丁目４番８号 北栄町５丁目４番地の２３

北栄町５丁目４番１０号 北栄町５丁目４番地の２２

北栄町５丁目４番１１号 北栄町５丁目４番地の２１

北栄町５丁目４番１２号 北栄町５丁目４番地の２０

北栄町５丁目４番１３号 北栄町５丁目４番地の１９

北栄町５丁目４番１４号 北栄町５丁目４番地の１８

北栄町５丁目４番１６号 北栄町５丁目４番地の１７

北栄町５丁目４番１７号 北栄町５丁目４番地の１６

北栄町５丁目４番２２号 北栄町５丁目４番地の４２

北栄町５丁目４番２３号 北栄町５丁目４番地の３０

北栄町５丁目４番２５号 北栄町５丁目４番地の４

北栄町５丁目４番２８号 北栄町５丁目４番地の５

北栄町５丁目４番３０号 北栄町５丁目４番地の６

北栄町５丁目４番３１号 北栄町５丁目４番地の７

北栄町５丁目４番３２号 北栄町５丁目４番地の８

北栄町５丁目４番３３号 北栄町５丁目４番地の９

北栄町５丁目４番３４号 北栄町５丁目４番地の１０

北栄町５丁目４番３６号 北栄町５丁目４番地の１１

北栄町５丁目４番３７号 北栄町５丁目４番地の１２

北栄町５丁目４番３８号 北栄町５丁目４番地の１３

北栄町５丁目４番３９号 北栄町５丁目４番地の１４
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北栄町５丁目４番４１号 北栄町５丁目４番地の１５

北栄町５丁目４番４５号 北栄町５丁目４番地の４１

北栄町５丁目４番４６号 北栄町５丁目４番地の４０

北栄町５丁目４番４７号 北栄町５丁目４番地の３９

北栄町５丁目４番４８号 北栄町５丁目４番地の３８

北栄町５丁目４番５０号 北栄町５丁目４番地の３７

北栄町５丁目４番５１号 北栄町５丁目４番地の３６

北栄町５丁目４番５３号 北栄町５丁目４番地の３５

北栄町５丁目４番５４号 北栄町５丁目４番地の３４

北栄町５丁目４番５５号 北栄町５丁目４番地の３３

北栄町５丁目４番５６号 北栄町５丁目４番地の３２

北栄町５丁目４番５８号 北栄町５丁目４番地の３１

北栄町５丁目４番６３号 北栄町５丁目４番地の４３

北栄町５丁目４番６４号 北栄町５丁目４番地の４４

北栄町５丁目４番６５号 北栄町５丁目４番地の４５

北栄町５丁目４番６６号 北栄町５丁目４番地の４６

北栄町５丁目４番６７号 北栄町５丁目４番地の４７

北栄町５丁目４番６８号 北栄町５丁目４番地の４８

北栄町５丁目４番６９号 北栄町５丁目４番地の４９

北栄町５丁目４番７１号 北栄町５丁目４番地の５０

北栄町５丁目４番７２号 北栄町５丁目４番地の５１

北栄町５丁目４番７３号 北栄町５丁目４番地の５２

北栄町５丁目４番７５号 北栄町５丁目４番地の５３

北栄町５丁目４番７６号 北栄町５丁目４番地の５４

北栄町５丁目４番７９号 北栄町５丁目４番地の５５

北栄町５丁目５番２８号 北栄町５丁目５番地の４ サポートＮｏ．２

北栄町５丁目５番２９号 北栄町５丁目５番地の２９ スマイルコートＫＥＮ

北栄町５丁目５番３０号 北栄町５丁目５番地の３０ ＣＡＴ　ＴＡＩＬ

北栄町５丁目５番３１号 北栄町５丁目５番地の３１ ＣＡＴ　ＴＡＩＬⅡ

北栄町５丁目５番３６号 北栄町５丁目５番地の７ ミレニューム

北栄町５丁目５番３７号 北栄町５丁目５番地の９

北栄町５丁目５番４１号 北栄町５丁目５番地の１２ レインボーハウス沼ノ端ＮＯ．３０

北栄町５丁目５番４３号 北栄町５丁目５番地の１４ クロムシード

北栄町５丁目５番５５号 北栄町５丁目５番地の１８

北栄町５丁目５番６０号 北栄町５丁目５番地の２０

北栄町５丁目６番２号 北栄町５丁目６番地の２
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