住居表示新旧対照表

平成 ２４ 年 １０ 月 １日

施行

(沼ノ端鉄南地区の一部）

苫

小

牧

市

住居表示実施にあたって

このたび、かねてより準備中でありました「字沼ノ端鉄南地区住居表示整備事業」
（第１８年次 ）の実施地区について、街区方式による整備が完了しましたので、平成
２４年１０月１日から、住居表示を実施することとなりました。
従来の住所は、土地に付けられた地番号で表していましたが、今後は街区符号、住
居番号により住所を表すことになります。
苫小牧市では、昭和４４年から｢誰もが訪ねやすく、わかりやすい町づくり｣のため、
住居表示整備事業を実施しております。
１０月１日からは、新しい住居表示をお使いくださるようお願いいたします。

平成２４年９月１３日
苫小牧市長

岩倉 博文

新しい住所の表 し方

新しい郵便番号は

０５９－１３０５

一般住宅

町 名
苫小牧市 沼ノ端中央 ○丁目

中高層
（３階建以上）

町 名
苫小牧市 沼ノ端中央 ○丁目
町 名

アパート

苫小牧市 沼ノ端中央 ○丁目

です。

街区符号

住居番号

○ 番

○ 号

街区符号

住居番号

○ 番

○－●●● 号

街区符号

住居番号

○ 番

○ 号
方書（従来と同じ）
Aアパート ●●●号

《中高層（３階建以上）の建物の住所の表し方》
例）

旧表示
字沼ノ端○○○番地の○
Aマンション ●●●号室

１回部分が車庫になっている建物及び寮は除く
新住居表示
沼ノ端中央○丁目○○番○○－●●●号

２階建以下のアパートにお住まいの方は、新住居表示のあとに方書が入ります。
《 公営住宅の住所の表し方 》
沼ノ端中央５丁目（５階建）
旧表示
字沼ノ端○○○番地の○
公住▲－●●●

新住居表示
沼ノ端中央○丁目○番●－●●●号

沼ノ端中央３丁目（平家）
旧表示
字沼ノ端○○○番地の○
公住●●
字沼ノ端○○○番地の○
公住▲－●●

新住居表示
沼ノ端中央○丁目○番○号
公住●●
沼ノ端中央○丁目○番○号
公住▲－●●

沼ノ端中央 １丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目１番１７号

字沼ノ端２５５番地の１６０

沼ノ端中央１丁目１番２０号

字沼ノ端２５５番地の１６７

沼ノ端中央１丁目１番２１号

字沼ノ端２５５番地の１６１

沼ノ端中央１丁目１番２２号

字沼ノ端２５５番地の１６１

沼ノ端中央１丁目１番２３号

字沼ノ端２５５番地の１６１

沼ノ端中央１丁目１番２４号

字沼ノ端２５５番地の１６１

沼ノ端中央１丁目１番２７号

字沼ノ端２５５番地の１８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目１３番５号

字沼ノ端２３番地の４

沼ノ端中央１丁目１３番１３号

字沼ノ端２３番地の４

沼ノ端中央１丁目１３番１５号

字沼ノ端２３番地の４

沼ノ端中央１丁目１３番１９号

字沼ノ端２３番地の８１

沼ノ端中央１丁目１３番２０号

字沼ノ端２３番地の８０

沼ノ端中央１丁目１３番２２号

字沼ノ端２３番地の７９

沼ノ端中央１丁目１３番２４号

字沼ノ端２３番地の７７

沼ノ端中央１丁目１３番２６号

字沼ノ端２３番地の７６

沼ノ端中央１丁目１３番２９号

字沼ノ端２３番地の７５

ＡＳアドバンス

沼ノ端中央１丁目１３番３１号

字沼ノ端２３番地の７４

セントラルハイツ

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目１４番１２号

字沼ノ端３３番地の１６

沼ノ端中央１丁目１４番１６号

字沼ノ端３３番地の１４

沼ノ端中央１丁目１４番４１号

字沼ノ端３３番地の１１

沼ノ端中央１丁目１４番４４号

字沼ノ端３３番地の１０

沼ノ端中央１丁目１４番４６号

字沼ノ端３３番地の８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目１５番４号

字沼ノ端３３番地の１

沼ノ端中央１丁目１５番１０号

字沼ノ端３３番地の１２８

サンハイツ

沼ノ端中央１丁目１５番１６号

字沼ノ端３３番地の１２９

エクシオハイツ

沼ノ端中央１丁目１５番１７号

字沼ノ端３３番地の１３０

シティアベニュー２３４

沼ノ端中央１丁目１５番１８号

字沼ノ端３３番地の１３１

メゾン・ド・優

建物名称

タウンハウス

プラニスＫ・Ｕ

建物名称
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沼ノ端中央 １丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目１５番１９号

字沼ノ端３３番地の１３４

ハイツリバティー

沼ノ端中央１丁目１５番２０号

字沼ノ端３３番地の１３５

沼ノ端中央１丁目１５番２２号

字沼ノ端３３番地の１３６

沼ノ端中央１丁目１５番２３号

字沼ノ端３３番地の１３７

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目１６番３号

字沼ノ端３３番地の１０１

沼ノ端中央１丁目１６番８号

字沼ノ端３３番地の９６

沼ノ端中央１丁目１６番９号

字沼ノ端３３番地の８１

沼ノ端中央１丁目１６番１０号

字沼ノ端３３番地の８１

沼ノ端中央１丁目１６番１２号

字沼ノ端３３番地の１００

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目１７番１号

字沼ノ端３３番地の１０４

沼ノ端中央１丁目１７番３号

字沼ノ端３３番地の１０３

沼ノ端中央１丁目１７番４号

字沼ノ端３３番地の１０２

沼ノ端中央１丁目１７番８号

字沼ノ端３３番地の７８

沼ノ端中央１丁目１７番１０号

字沼ノ端３３番地の９３

沼ノ端中央１丁目１７番１２号

字沼ノ端３３番地の９４

沼ノ端中央１丁目１７番１３号

字沼ノ端３３番地の９５

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目１８番１４号

字沼ノ端３３番地の４８

沼ノ端中央１丁目１８番１８号

字沼ノ端３３番地の４６

沼ノ端中央１丁目１８番２０号

字沼ノ端３３番地の４５

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目１９番３号

字沼ノ端３３番地の６１

沼ノ端中央１丁目１９番６号

字沼ノ端３３番地の６２

沼ノ端中央１丁目１９番９号

字沼ノ端３３番地の６３

沼ノ端中央１丁目１９番１１号

字沼ノ端３３番地の５９

沼ノ端中央１丁目１９番１３号

字沼ノ端３３番地の９２

沼ノ端中央１丁目１９番１６号

字沼ノ端３３番地の５７

建物名称

建物名称

建物名称

建物名称
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沼ノ端中央 １丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目２０番１号

字沼ノ端３３番地の８８

沼ノ端中央１丁目２０番４号

字沼ノ端３３番地の８３

沼ノ端中央１丁目２０番５号

字沼ノ端３３番地の９０

沼ノ端中央１丁目２０番７号

字沼ノ端３３番地の９１

沼ノ端中央１丁目２０番１０号

字沼ノ端３３番地の８９

沼ノ端中央１丁目２０番１２号

字沼ノ端３３番地の７９

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目２１番９号

字沼ノ端３３番地の８７

沼ノ端中央１丁目２１番１１号

字沼ノ端３３番地の８６

沼ノ端中央１丁目２１番１５号

字沼ノ端３３番地の８５

沼ノ端中央１丁目２１番１６号

字沼ノ端３３番地の８４

沼ノ端中央１丁目２１番１７号

字沼ノ端３３番地の８０

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目２２番９号

字沼ノ端２３番地の１４

レジオンドヌールⅡ

沼ノ端中央１丁目２２番１２号

字沼ノ端２３番地の１２

パークウイング沼ノ端

沼ノ端中央１丁目２２番１４号

字沼ノ端２３番地の１１

グランドはるみ

沼ノ端中央１丁目２２番２３号

字沼ノ端２３番地の１５

ベル・グラース壱番館

沼ノ端中央１丁目２２番２５号

字沼ノ端２３番地の１７

ベル・グラース弐番館

沼ノ端中央１丁目２２番２７号

字沼ノ端２３番地の１８

沼ノ端中央１丁目２２番３０号

字沼ノ端２３番地の１９

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目２３番４号

字沼ノ端２３番地の７０

クレシア

沼ノ端中央１丁目２３番６号

字沼ノ端２３番地の１４６

沼ノ端中央１丁目２３番８号

字沼ノ端２３番地の１４８

沼ノ端中央１丁目２３番１０号

字沼ノ端２３番地の１４１

沼ノ端中央１丁目２３番１２号

字沼ノ端２３番地の１４０

沼ノ端中央１丁目２３番１３号

字沼ノ端２３番地の６３

沼ノ端中央１丁目２３番１８号

字沼ノ端２３番地の６５

沼ノ端中央１丁目２３番１９号

字沼ノ端２３番地の６６

沼ノ端中央１丁目２３番２２号

字沼ノ端２３番地の６７

建物名称
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沼ノ端中央 １丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目２３番２３号

字沼ノ端２３番地の６９

パラダイスⅡ

沼ノ端中央１丁目２３番３０号

字沼ノ端２３番地の７３

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目２４番４号

字沼ノ端２３番地の４７

太平電業寮

沼ノ端中央１丁目２４番７号

字沼ノ端２３番地の５７

パステルハウス

沼ノ端中央１丁目２４番８号

字沼ノ端２３番地の５８

沼ノ端中央１丁目２４番９号

字沼ノ端２３番地の５９

沼ノ端中央１丁目２４番１１号

字沼ノ端２３番地の６０

沼ノ端中央１丁目２４番１２号

字沼ノ端２３番地の６１

沼ノ端中央１丁目２４番１３号

字沼ノ端２３番地の６２

沼ノ端中央１丁目２４番１６号

字沼ノ端２３番地の４１

沼ノ端中央１丁目２４番１９号

字沼ノ端２３番地の４２

沼ノ端中央１丁目２４番２０号

字沼ノ端２３番地の４３

沼ノ端中央１丁目２４番２２号

字沼ノ端２３番地の４４

沼ノ端中央１丁目２４番２３号

字沼ノ端２３番地の４５

沼ノ端中央１丁目２４番２４号

字沼ノ端２３番地の４６

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目２５番１号

字沼ノ端２３番地の２５

沼ノ端中央１丁目２５番３号

字沼ノ端２３番地の２６

沼ノ端中央１丁目２５番４号

字沼ノ端２３番地の２７

沼ノ端中央１丁目２５番５号

字沼ノ端２３番地の２８

沼ノ端中央１丁目２５番７号

字沼ノ端２３番地の２９

沼ノ端中央１丁目２５番８号

字沼ノ端２３番地の３０

沼ノ端中央１丁目２５番１１号

字沼ノ端２３番地の３１

沼ノ端中央１丁目２５番２０号

字沼ノ端２３番地の２０

沼ノ端中央１丁目２５番２５号

字沼ノ端２３番地の２３

沼ノ端中央１丁目２５番２７号

字沼ノ端２３番地の２４

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目２６番３号

字沼ノ端２３番地の１０

沼ノ端中央１丁目２６番８号

字沼ノ端２３番地の１０３

建物名称

パークサイドビュー

建物名称
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沼ノ端中央 １丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目２６番９号

字沼ノ端２３番地の１０４

コーポやかた

沼ノ端中央１丁目２６番１１号

字沼ノ端２３番地の１０５

沼ノ端中央１丁目２６番１４号

字沼ノ端２３番地の１０６

沼ノ端中央１丁目２６番１６号

字沼ノ端２３番地の１０７

沼ノ端中央１丁目２６番１８号

字沼ノ端２３番地の１０８

沼ノ端中央１丁目２６番２１号

字沼ノ端２３番地の１１０

沼ノ端中央１丁目２６番２２号

字沼ノ端２３番地の８

沼ノ端中央１丁目２６番２３号

字沼ノ端２３番地の９

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目２７番２号

字沼ノ端２３番地の１１９

沼ノ端中央１丁目２７番４号

字沼ノ端２３番地の１２０

沼ノ端中央１丁目２７番５号

字沼ノ端２３番地の１２１

沼ノ端中央１丁目２７番７号

字沼ノ端２３番地の１２２

沼ノ端中央１丁目２７番８号

字沼ノ端２３番地の１２３

沼ノ端中央１丁目２７番１０号

字沼ノ端２３番地の１２４

沼ノ端中央１丁目２７番１５号

字沼ノ端２３番地の１１１

沼ノ端中央１丁目２７番１８号

字沼ノ端２３番地の１１３

プレシャスＭ’Ｓ

沼ノ端中央１丁目２７番２１号

字沼ノ端２３番地の１１５

アリーヴィオ

沼ノ端中央１丁目２７番２２号

字沼ノ端２３番地の１１６

沼ノ端中央１丁目２７番２４号

字沼ノ端２３番地の１１７

沼ノ端中央１丁目２７番２６号

字沼ノ端２３番地の１１８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目２８番１号

字沼ノ端２３番地の１３０

沼ノ端中央１丁目２８番２号

字沼ノ端２３番地の１３１

沼ノ端中央１丁目２８番４号

字沼ノ端２３番地の１３２

沼ノ端中央１丁目２８番５号

字沼ノ端２３番地の１３３

沼ノ端中央１丁目２８番６号

字沼ノ端２３番地の１３４

沼ノ端中央１丁目２８番１０号

字沼ノ端２３番地の１２５

沼ノ端中央１丁目２８番１４号

字沼ノ端２３番地の１２６

沼ノ端中央１丁目２８番１５号

字沼ノ端２３番地の１２７

沼ノ端中央１丁目２８番１６号

字沼ノ端２３番地の１２８

ステラ

建物名称

建物名称
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沼ノ端中央 １丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央１丁目２８番１７号

字沼ノ端２３番地の１２９

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央１丁目２９番３号

字沼ノ端２３番地の１０２

沼ノ端中央１丁目２９番７号

字沼ノ端２３番地の１０１

タブレＧ

沼ノ端中央１丁目２９番８号

字沼ノ端２３番地の１００

タブレＦ

沼ノ端中央１丁目２９番９号

字沼ノ端２３番地の９９

沼ノ端中央１丁目２９番１１号

字沼ノ端２３番地の９８

沼ノ端中央１丁目２９番１３号

字沼ノ端２３番地の９６

沼ノ端中央１丁目２９番１４号

字沼ノ端２３番地の９５

沼ノ端中央１丁目２９番１７号

字沼ノ端２３番地の９３

沼ノ端中央１丁目２９番１９号

字沼ノ端２３番地の９１

沼ノ端中央１丁目２９番２０号

字沼ノ端２３番地の９０

沼ノ端中央１丁目２９番２１号

字沼ノ端２３番地の８９

沼ノ端中央１丁目２９番２３号

字沼ノ端２３番地の８７

ハイツベルフラワー

沼ノ端中央１丁目２９番２７号

字沼ノ端６６９番地の２

オークハイツ

沼ノ端中央１丁目２９番３３号

字沼ノ端６６９番地の１

レオパレスアイ

沼ノ端中央１丁目２９番３５号

字沼ノ端２５番地の３９

沼ノ端中央１丁目２９番３８号

字沼ノ端２５番地の３８

沼ノ端中央１丁目２９番４０号

字沼ノ端２５番地の３７

沼ノ端中央１丁目２９番４１号

字沼ノ端２５番地の３６

沼ノ端中央１丁目２９番４３号

字沼ノ端２５番地の３５

沼ノ端中央１丁目２９番４４号

字沼ノ端２５番地の３４

沼ノ端中央１丁目２９番４５号

字沼ノ端２５番地の３３

建物名称
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サニーサイドガーデン

沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１番２号

字沼ノ端６６４番地の１

ルピナス

沼ノ端中央２丁目１番３号

字沼ノ端６６４番地の３４

カモミール

沼ノ端中央２丁目１番４号

字沼ノ端６６４番地の２

沼ノ端中央２丁目１番５号

字沼ノ端６６４番地の３１

沼ノ端中央２丁目１番６号

字沼ノ端６６４番地の３０

沼ノ端中央２丁目１番７号

字沼ノ端６６４番地の３

沼ノ端中央２丁目１番９号

字沼ノ端６６４番地の３３

沼ノ端中央２丁目１番１０号

字沼ノ端６６４番地の８

沼ノ端中央２丁目１番１２号

字沼ノ端６６４番地の９

沼ノ端中央２丁目１番１５号

字沼ノ端６６４番地の１１

沼ノ端中央２丁目１番１７号

字沼ノ端６６４番地の１２

沼ノ端中央２丁目１番２４号

字沼ノ端６６４番地の１３

沼ノ端中央２丁目１番２５号

字沼ノ端６６４番地の１４

沼ノ端中央２丁目１番２６号

字沼ノ端６６４番地の１５

沼ノ端中央２丁目１番２７号

字沼ノ端６６４番地の１６

沼ノ端中央２丁目１番２９号

字沼ノ端６６４番地の１８

沼ノ端中央２丁目１番３４号

字沼ノ端６６４番地の４

沼ノ端中央２丁目１番３６号

字沼ノ端６６４番地の２３

沼ノ端中央２丁目１番３７号

字沼ノ端６６４番地の２４

沼ノ端中央２丁目１番３８号

字沼ノ端６６４番地の２６

沼ノ端中央２丁目１番３９号

字沼ノ端６６４番地の２８

沼ノ端中央２丁目１番４２号

字沼ノ端６６４番地の３６

グループホームアイケア沼ノ端

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目２番３号

字沼ノ端６５５番地の８０

ポレールⅠ

沼ノ端中央２丁目２番４号

字沼ノ端６５５番地の１

ポレールⅡ

沼ノ端中央２丁目２番１７号

字沼ノ端６５５番地の６９

沼ノ端中央２丁目２番１９号

字沼ノ端６５５番地の７０

沼ノ端中央２丁目２番２０号

字沼ノ端６５５番地の７１

沼ノ端中央２丁目２番２２号

字沼ノ端６５５番地の７２

沼ノ端中央２丁目２番２３号

字沼ノ端６５５番地の７３

沼ノ端中央２丁目２番２４号

字沼ノ端６５５番地の７４

沼ノ端中央２丁目２番２５号

字沼ノ端６５５番地の７５
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ハイツおかべ

沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目２番２９号

字沼ノ端６５５番地の７６

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目３番１号

字沼ノ端６５５番地の６８

沼ノ端中央２丁目３番２号

字沼ノ端６５５番地の６７

沼ノ端中央２丁目３番４号

字沼ノ端６５５番地の６６

沼ノ端中央２丁目３番６号

字沼ノ端６５５番地の６５

沼ノ端中央２丁目３番７号

字沼ノ端６５５番地の６４

沼ノ端中央２丁目３番９号

字沼ノ端６５５番地の６３

沼ノ端中央２丁目３番１０号

字沼ノ端６５５番地の６２

沼ノ端中央２丁目３番１５号

字沼ノ端６５５番地の５５

沼ノ端中央２丁目３番１６号

字沼ノ端６５５番地の５６

沼ノ端中央２丁目３番１７号

字沼ノ端６５５番地の５７

沼ノ端中央２丁目３番１９号

字沼ノ端６５５番地の５８

沼ノ端中央２丁目３番２０号

字沼ノ端６５５番地の５９

沼ノ端中央２丁目３番２１号

字沼ノ端６５５番地の６０

沼ノ端中央２丁目３番２３号

字沼ノ端６５５番地の５３

沼ノ端中央２丁目３番２６号

字沼ノ端６５５番地の５１

沼ノ端中央２丁目３番２９号

字沼ノ端６５５番地の５２

沼ノ端中央２丁目３番３１号

字沼ノ端６５５番地の５４

沼ノ端中央２丁目３番３３号

字沼ノ端６５５番地の６１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目４番２号

字沼ノ端６５５番地の４９

沼ノ端中央２丁目４番３号

字沼ノ端６５５番地の４８

沼ノ端中央２丁目４番５号

字沼ノ端６５５番地の４７

沼ノ端中央２丁目４番６号

字沼ノ端６５５番地の４６

沼ノ端中央２丁目４番７号

字沼ノ端６５５番地の４５

沼ノ端中央２丁目４番１２号

字沼ノ端６５５番地の３９

沼ノ端中央２丁目４番１３号

字沼ノ端６５５番地の４０

沼ノ端中央２丁目４番１５号

字沼ノ端６５５番地の４１

沼ノ端中央２丁目４番１６号

字沼ノ端６５５番地の４２

沼ノ端中央２丁目４番１７号

字沼ノ端６５５番地の４３

建物名称

建物名称
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沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目４番２０号

字沼ノ端６５５番地の４４

沼ノ端中央２丁目４番２２号

字沼ノ端６５５番地の５０

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目５番１号

字沼ノ端６５５番地の３８

沼ノ端中央２丁目５番２号

字沼ノ端６５５番地の３７

沼ノ端中央２丁目５番３号

字沼ノ端６５５番地の３６

沼ノ端中央２丁目５番５号

字沼ノ端６５５番地の３５

沼ノ端中央２丁目５番６号

字沼ノ端６５５番地の３４

沼ノ端中央２丁目５番７号

字沼ノ端６５５番地の３３

沼ノ端中央２丁目５番９号

字沼ノ端６５５番地の３２

沼ノ端中央２丁目５番１０号

字沼ノ端６５５番地の３１

沼ノ端中央２丁目５番１１号

字沼ノ端６５５番地の３０

沼ノ端中央２丁目５番１４号

字沼ノ端６５５番地の１３

沼ノ端中央２丁目５番１７号

字沼ノ端６５５番地の１４

沼ノ端中央２丁目５番１８号

字沼ノ端６５５番地の１５

沼ノ端中央２丁目５番１９号

字沼ノ端６５５番地の１６

沼ノ端中央２丁目５番２０号

字沼ノ端６５５番地の１７

沼ノ端中央２丁目５番２１号

字沼ノ端６５５番地の１８

沼ノ端中央２丁目５番２２号

字沼ノ端６５５番地の１９

沼ノ端中央２丁目５番２３号

字沼ノ端６５５番地の２０

沼ノ端中央２丁目５番２４号

字沼ノ端６５５番地の２２

沼ノ端中央２丁目５番２５号

字沼ノ端６５５番地の２３

沼ノ端中央２丁目５番２８号

字沼ノ端６５５番地の２４

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目６番２号

字沼ノ端６５６番地の２

沼ノ端中央２丁目６番４号

字沼ノ端６５６番地の３

沼ノ端中央２丁目６番５号

字沼ノ端６５６番地の６

沼ノ端中央２丁目６番６号

字沼ノ端６５６番地の７

沼ノ端中央２丁目６番７号

字沼ノ端６５６番地の１０

沼ノ端中央２丁目６番９号

字沼ノ端６５６番地の１２

沼ノ端中央２丁目６番１０号

字沼ノ端６５６番地の３０

建物名称

建物名称
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メゾン真

沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目６番１１号

字沼ノ端６５６番地の１３

沼ノ端中央２丁目６番１５号

字沼ノ端６５６番地の２９

沼ノ端中央２丁目６番２０号

字沼ノ端６５６番地の１７

沼ノ端中央２丁目６番２１号

字沼ノ端６５６番地の１８

沼ノ端中央２丁目６番２２号

字沼ノ端６５６番地の２１

沼ノ端中央２丁目６番２４号

字沼ノ端６５６番地の２２

沼ノ端中央２丁目６番２６号

字沼ノ端６５６番地の２６

沼ノ端中央２丁目６番２８号

字沼ノ端６５６番地の２８

沼ノ端中央２丁目６番３１号

字沼ノ端６５６番地の１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目７番３号

字沼ノ端６６２番地の２

沼ノ端中央２丁目７番７号

字沼ノ端６６２番地の３

沼ノ端中央２丁目７番８号

字沼ノ端６６２番地の４

沼ノ端中央２丁目７番１３号

字沼ノ端６６２番地の５

沼ノ端中央２丁目７番１５号

字沼ノ端６６２番地の７

沼ノ端中央２丁目７番１６号

字沼ノ端６６２番地の１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目９番２号

字沼ノ端６６１番地の２

沼ノ端中央２丁目９番４号

字沼ノ端６６１番地の４

沼ノ端中央２丁目９番６号

字沼ノ端６６１番地の６

沼ノ端中央２丁目９番７号

字沼ノ端６６１番地の７

沼ノ端中央２丁目９番８号

字沼ノ端６６１番地の８

沼ノ端中央２丁目９番１０号

字沼ノ端６６１番地の９

沼ノ端中央２丁目９番１１号

字沼ノ端６６１番地の１１

沼ノ端中央２丁目９番１２号

字沼ノ端６６１番地の１２

沼ノ端中央２丁目９番１４号

字沼ノ端６６１番地の１３

沼ノ端中央２丁目９番１５号

字沼ノ端６６１番地の１４

沼ノ端中央２丁目９番１６号

字沼ノ端６６１番地の１７

沼ノ端中央２丁目９番１７号

字沼ノ端６６１番地の１９

沼ノ端中央２丁目９番１８号

字沼ノ端６６１番地の２０

沼ノ端中央２丁目９番１９号

字沼ノ端６６１番地の２１

キムラハイム

建物名称

建物名称
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沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目９番２２号

字沼ノ端６６１番地の２３

沼ノ端中央２丁目９番２３号

字沼ノ端６６１番地の２４

沼ノ端中央２丁目９番２５号

字沼ノ端６６１番地の２５

沼ノ端中央２丁目９番２７号

字沼ノ端６６１番地の４８

プロム’９１

字沼ノ端６６１番地の４９

プロム’９１

沼ノ端中央２丁目９番２８号

字沼ノ端６６１番地の４７

沼ノ端中央２丁目９番２９号

字沼ノ端６６１番地の５０

沼ノ端中央２丁目９番３０号

字沼ノ端６６１番地の１８

沼ノ端中央２丁目９番３４号

字沼ノ端６６１番地の２９

沼ノ端中央２丁目９番３６号

字沼ノ端６６１番地の３２

沼ノ端中央２丁目９番３８号

字沼ノ端６６１番地の３３

沼ノ端中央２丁目９番３９号

字沼ノ端６６１番地の３７

沼ノ端中央２丁目９番４０号

字沼ノ端６６１番地の３８

沼ノ端中央２丁目９番４１号

字沼ノ端６６１番地の４０

沼ノ端中央２丁目９番４２号

字沼ノ端６６１番地の４３

沼ノ端中央２丁目９番４４号

字沼ノ端６６１番地の４４

沼ノ端中央２丁目９番４５号

字沼ノ端６６１番地の４５

沼ノ端中央２丁目９番４７号

字沼ノ端６６１番地の１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目１０番２号

字沼ノ端６６５番地の１

沼ノ端中央２丁目１０番６号

字沼ノ端６６５番地の２

沼ノ端中央２丁目１０番８号

字沼ノ端６６５番地の３

沼ノ端中央２丁目１０番９号

字沼ノ端６６５番地の４

沼ノ端中央２丁目１０番１１号

字沼ノ端６６５番地の５

沼ノ端中央２丁目１０番１２号

字沼ノ端６６５番地の８

ムーンポート

建物名称

字沼ノ端６６５番地の７
沼ノ端中央２丁目１０番１５号

字沼ノ端６６５番地の１１

沼ノ端中央２丁目１０番１８号

字沼ノ端６６５番地の１３

沼ノ端中央２丁目１０番１９号

字沼ノ端６６５番地の１４

沼ノ端中央２丁目１０番２２号

字沼ノ端６６５番地の１６

沼ノ端中央２丁目１０番２４号

字沼ノ端６６５番地の１７

沼ノ端中央２丁目１０番２６号

字沼ノ端６６５番地の１８
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ポートハイム第１

沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１０番２９号

字沼ノ端６６５番地の１９

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目１１番４号

字沼ノ端６６６番地の２

沼ノ端中央２丁目１１番５号

字沼ノ端６６６番地の３

沼ノ端中央２丁目１１番８号

字沼ノ端６６６番地の４

沼ノ端中央２丁目１１番９号

字沼ノ端６６６番地の６

沼ノ端中央２丁目１１番１０号

字沼ノ端６６６番地の８

建物名称

字沼ノ端６６６番地の９
沼ノ端中央２丁目１１番１２号

字沼ノ端６６６番地の１０

沼ノ端中央２丁目１１番１３号

字沼ノ端６６６番地の１１

沼ノ端中央２丁目１１番１７号

字沼ノ端６６６番地の１２

沼ノ端中央２丁目１１番１８号

字沼ノ端６６６番地の１５

沼ノ端中央２丁目１１番２２号

字沼ノ端６６６番地の１７

沼ノ端中央２丁目１１番２３号

字沼ノ端６６６番地の１８

沼ノ端中央２丁目１１番２４号

字沼ノ端６６６番地の１９

沼ノ端中央２丁目１１番２６号

字沼ノ端６６６番地の２０

沼ノ端中央２丁目１１番２９号

字沼ノ端６６６番地の２２

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目１２番１号

字沼ノ端６６７番地の１

沼ノ端中央２丁目１２番４号

字沼ノ端６６７番地の３

沼ノ端中央２丁目１２番５号

字沼ノ端６６７番地の１９

沼ノ端中央２丁目１２番６号

字沼ノ端６６７番地の１７

沼ノ端中央２丁目１２番７号

字沼ノ端６６７番地の１６

沼ノ端中央２丁目１２番８号

字沼ノ端６６７番地の４

沼ノ端中央２丁目１２番１４号

字沼ノ端６６７番地の９

沼ノ端中央２丁目１２番１７号

字沼ノ端６６７番地の１０

沼ノ端中央２丁目１２番２０号

字沼ノ端６６７番地の１３

沼ノ端中央２丁目１２番２１号

字沼ノ端６６７番地の１４

沼ノ端中央２丁目１２番２２号

字沼ノ端６６７番地の１８

クローバーハウスＮＯ１

建物名称
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沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１３番２号

字沼ノ端６６８番地の３３

沼ノ端中央２丁目１３番４号

字沼ノ端６６８番地の３２

沼ノ端中央２丁目１３番５号

字沼ノ端６６８番地の３１

沼ノ端中央２丁目１３番６号

字沼ノ端６６８番地の３０

沼ノ端中央２丁目１３番７号

字沼ノ端６６８番地の２９

沼ノ端中央２丁目１３番９号

字沼ノ端６６８番地の３

沼ノ端中央２丁目１３番１３号

字沼ノ端６６８番地の４

沼ノ端中央２丁目１３番１４号

字沼ノ端６６８番地の１９

沼ノ端中央２丁目１３番１７号

字沼ノ端６６８番地の２０

沼ノ端中央２丁目１３番１８号

字沼ノ端６６８番地の６

沼ノ端中央２丁目１３番１９号

字沼ノ端６６８番地の１５

沼ノ端中央２丁目１３番２０号

字沼ノ端６６８番地の１８

ガーデニア

沼ノ端中央２丁目１３番２５号

字沼ノ端６６８番地の１７

ハイツまるいＮＯ１１２

沼ノ端中央２丁目１３番２６号

字沼ノ端６６８番地の８

ハイツまるいＮＯ１１０

沼ノ端中央２丁目１３番３０号

字沼ノ端６６８番地の１６

ハイツまるいＮＯ１１１

沼ノ端中央２丁目１３番３３号

字沼ノ端６６８番地の７

ハイツまるいＮＯ９１

沼ノ端中央２丁目１３番３４号

字沼ノ端６６８番地の２１

沼ノ端中央２丁目１３番３７号

字沼ノ端６６８番地の２２

沼ノ端中央２丁目１３番３８号

字沼ノ端６６８番地の５

沼ノ端中央２丁目１３番３９号

字沼ノ端６６８番地の１

沼ノ端中央２丁目１３番４１号

字沼ノ端６６８番地の２５

沼ノ端中央２丁目１３番４２号

字沼ノ端６６８番地の２６

沼ノ端中央２丁目１３番４４号

字沼ノ端６６８番地の２７

沼ノ端中央２丁目１３番４７号

字沼ノ端６６８番地の２８

沼ノ端中央２丁目１３番４９号

字沼ノ端６６８番地の３４

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１４番２号

字沼ノ端６６０番地の１

コーポはまなす

字沼ノ端６６０番地の３

コーポはまなす

沼ノ端中央２丁目１４番６号

字沼ノ端６６０番地の５

グランドミラージュエクシージ

沼ノ端中央２丁目１４番８号

字沼ノ端６６０番地の８

沼ノ端中央２丁目１４番１１号

字沼ノ端６６０番地の１１

沼ノ端中央２丁目１４番１３号

字沼ノ端６６０番地の１３
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沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１４番１５号

字沼ノ端６６０番地の１４

沼ノ端中央２丁目１４番１９号

字沼ノ端６６０番地の１

コーポひまわり

字沼ノ端６６０番地の３

コーポひまわり

沼ノ端中央２丁目１４番２０号

字沼ノ端６６０番地の１

コーポすずらん

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１５番１号

字沼ノ端６５９番地の１０

沼ノ端中央２丁目１５番７号

字沼ノ端６５９番地の１９

沼ノ端中央２丁目１５番９号

字沼ノ端６５９番地の２

沼ノ端中央２丁目１５番１１号

字沼ノ端６５９番地の１２

沼ノ端中央２丁目１５番１２号

字沼ノ端６５９番地の１４

沼ノ端中央２丁目１５番１３号

字沼ノ端６５９番地の１３

沼ノ端中央２丁目１５番１８号

字沼ノ端６５９番地の３

沼ノ端中央２丁目１５番２１号

字沼ノ端６５９番地の６

沼ノ端中央２丁目１５番２３号

字沼ノ端６５９番地の７

沼ノ端中央２丁目１５番２４号

字沼ノ端６５９番地の８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目１６番２号

字沼ノ端６５７番地の２

沼ノ端中央２丁目１６番４号

字沼ノ端６５７番地の３

沼ノ端中央２丁目１６番９号

字沼ノ端６５７番地の４

沼ノ端中央２丁目１６番１０号

字沼ノ端６５７番地の５

沼ノ端中央２丁目１６番１１号

字沼ノ端６５７番地の５

沼ノ端中央２丁目１６番１２号

字沼ノ端６５７番地の５

沼ノ端中央２丁目１６番１３号

字沼ノ端６５７番地の５

沼ノ端中央２丁目１６番１５号

字沼ノ端６５７番地の８

ハイツまるいＮＯ１０１

沼ノ端中央２丁目１６番１７号

字沼ノ端６５７番地の９

ハイツまるいＮＯ１０２

沼ノ端中央２丁目１６番１８号

字沼ノ端６５７番地の１０

ハイツまるいＮＯ１０３

沼ノ端中央２丁目１６番２１号

字沼ノ端６５７番地の７

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目１７番７号

字沼ノ端６５８番地の２

沼ノ端中央２丁目１７番１１号

字沼ノ端６５８番地の５

建物名称

ヴェルディⅡ

建物名称

17/39

沼ノ端中央 ２丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１７番１２号

字沼ノ端６５８番地の６

沼ノ端中央２丁目１７番１４号

字沼ノ端６５８番地の８

沼ノ端中央２丁目１７番１７号

字沼ノ端６５８番地の１

レオパレスリトルマーシュ

沼ノ端中央２丁目１７番１９号

字沼ノ端６５８番地の９

コーポミューゲ

沼ノ端中央２丁目１７番２５号

字沼ノ端６５８番地の１０

シャーメゾンベネフィットⅠ

沼ノ端中央２丁目１７番２６号

字沼ノ端６５８番地の１０

シャーメゾンベネフィットⅡ

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央２丁目１８番１号

字沼ノ端２５番地の１７

沼ノ端中央２丁目１８番１４号

字沼ノ端２５番地の５０

ダンデライオン

沼ノ端中央２丁目１８番１６号

字沼ノ端２５番地の４３

グレース

沼ノ端中央２丁目１８番２０号

字沼ノ端２５番地の４６

沼ノ端中央２丁目１８番４６号

字沼ノ端２５番地の１２

沼ノ端中央２丁目１８番４８号

字沼ノ端２５番地の１５

沼ノ端中央２丁目１８番４９号

字沼ノ端２５番地の１６

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目１９番２号

字沼ノ端２５番地の３１

沼ノ端中央２丁目１９番３号

字沼ノ端２５番地の３０

沼ノ端中央２丁目１９番１２号

字沼ノ端２５番地の２９

沼ノ端中央２丁目１９番１４号

字沼ノ端２５番地の３２

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央２丁目２０番１号

字沼ノ端２５番地の２７

沼ノ端中央２丁目２０番２号

字沼ノ端２５番地の２６

沼ノ端中央２丁目２０番３号

字沼ノ端２５番地の２５

沼ノ端中央２丁目２０番５号

字沼ノ端２５番地の２４

沼ノ端中央２丁目２０番８号

字沼ノ端２５番地の１８

沼ノ端中央２丁目２０番１０号

字沼ノ端２５番地の１９

沼ノ端中央２丁目２０番１１号

字沼ノ端２５番地の２０

沼ノ端中央２丁目２０番１３号

字沼ノ端２５番地の２１

沼ノ端中央２丁目２０番１４号

字沼ノ端２５番地の２２

沼ノ端中央２丁目２０番１８号

字沼ノ端２５番地の２３

建物名称

建物名称
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沼ノ端中央 ３丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目１番３号

字沼ノ端６５４番地の２

沼ノ端中央３丁目１番５号

字沼ノ端６５４番地の３

沼ノ端中央３丁目１番１２号

字沼ノ端６５４番地の６

沼ノ端中央３丁目１番１４号

字沼ノ端６５４番地の２９

Ｂｒｏｓ．２５９

沼ノ端中央３丁目１番１７号

字沼ノ端６５４番地の３１

Ｂｒｏｓ．２３４

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目２番４号

字沼ノ端６５３番地の４

沼ノ端中央３丁目２番５号

字沼ノ端６５３番地の５

沼ノ端中央３丁目２番７号

字沼ノ端６５３番地の６

沼ノ端中央３丁目２番８号

字沼ノ端６５３番地の８

沼ノ端中央３丁目２番１８号

字沼ノ端６５３番地の１２

沼ノ端中央３丁目２番１９号

字沼ノ端６５３番地の１３

沼ノ端中央３丁目２番２０号

字沼ノ端６５３番地の１４

沼ノ端中央３丁目２番２２号

字沼ノ端６５３番地の１５

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目３番５号

字沼ノ端６４０番地の１

沼ノ端中央３丁目３番１４号

字沼ノ端６４０番地の８

建物名称

字沼ノ端６４０番地の７

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目４番５号

字沼ノ端６５２番地の４

沼ノ端中央３丁目４番８号

字沼ノ端６５２番地の５

沼ノ端中央３丁目４番１８号

字沼ノ端６５２番地の１０

沼ノ端中央３丁目４番１９号

字沼ノ端６５２番地の１１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目５番１号

字沼ノ端６５４番地の２７

沼ノ端中央３丁目５番２号

字沼ノ端６５４番地の２６

沼ノ端中央３丁目５番４号

字沼ノ端６５４番地の２５

沼ノ端中央３丁目５番７号

字沼ノ端６５４番地の２４

沼ノ端中央３丁目５番９号

字沼ノ端６５４番地の２０

建物名称
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沼ノ端中央 ３丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目５番１０号

字沼ノ端６５４番地の２１

沼ノ端中央３丁目５番１２号

字沼ノ端６５４番地の２２

沼ノ端中央３丁目５番１４号

字沼ノ端６５４番地の２３

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目７番６号

字沼ノ端６５１番地の１０

沼ノ端中央３丁目７番１１号

字沼ノ端６５１番地の５

沼ノ端中央３丁目７番１２号

字沼ノ端６５１番地の７

沼ノ端中央３丁目７番１３号

字沼ノ端６５１番地の１１

コーポ如月３

沼ノ端中央３丁目７番１４号

字沼ノ端６５１番地の８

ロジェ沼ノ端

沼ノ端中央３丁目７番１８号

字沼ノ端６５１番地の２

公住

沼ノ端中央３丁目７番２７号

字沼ノ端６５１番地の１

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目８番４号

字沼ノ端６４１番地の１

公住

沼ノ端中央３丁目８番４号

字沼ノ端６４１番地の３

公住

沼ノ端中央３丁目８番４号

字沼ノ端６４１番地の１５

公住

沼ノ端中央３丁目８番１４号

字沼ノ端６４１番地の９

沼ノ端中央３丁目８番１９号

字沼ノ端６４１番地の１０

ハイツ渡辺

字沼ノ端６４１番地の１１

ハイツ渡辺

建物名称

沼ノ端中央３丁目８番２２号

字沼ノ端６４１番地の１３

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目９番１号

字沼ノ端６４２番地の１

沼ノ端中央３丁目９番３号

字沼ノ端６４２番地の４

沼ノ端中央３丁目９番５号

字沼ノ端６４２番地の６

沼ノ端中央３丁目９番１３号

字沼ノ端６４２番地の１１

沼ノ端中央３丁目９番１４号

字沼ノ端６４２番地の１４

沼ノ端中央３丁目９番１６号

字沼ノ端６４２番地の１７

沼ノ端中央３丁目９番１７号

字沼ノ端６４２番地の３４

沼ノ端中央３丁目９番１８号

字沼ノ端６４２番地の１８

沼ノ端中央３丁目９番１９号

字沼ノ端６４２番地の２０

沼ノ端中央３丁目９番２１号

字沼ノ端６４２番地の２２

建物名称
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沼ノ端中央 ３丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目９番２２号

字沼ノ端６４２番地の２４

沼ノ端中央３丁目９番２３号

字沼ノ端６４２番地の２５

沼ノ端中央３丁目９番２５号

字沼ノ端６４２番地の２７

メゾン登喜

字沼ノ端６４２番地の２８

メゾン登喜

沼ノ端中央３丁目９番２６号

字沼ノ端６４２番地の２９

沼ノ端中央３丁目９番２７号

字沼ノ端６４２番地の３２

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目１０番１号

字沼ノ端６５０番地の１

沼ノ端中央３丁目１０番３号

字沼ノ端６５０番地の２

沼ノ端中央３丁目１０番４号

字沼ノ端６５０番地の５

沼ノ端中央３丁目１０番６号

字沼ノ端６５０番地の７

沼ノ端中央３丁目１０番１０号

字沼ノ端６５０番地の９

沼ノ端中央３丁目１０番１１号

字沼ノ端６５０番地の１０

沼ノ端中央３丁目１０番１３号

字沼ノ端６５０番地の１１

沼ノ端中央３丁目１０番１６号

字沼ノ端６５０番地の１２

沼ノ端中央３丁目１０番１９号

字沼ノ端６５０番地の１６

沼ノ端中央３丁目１０番２０号

字沼ノ端６５０番地の１８

建物名称

スカイコーポ１

字沼ノ端６５０番地の１９
沼ノ端中央３丁目１０番２１号

字沼ノ端６５０番地の２０

フォーレストヴィレッヂ

字沼ノ端６５０番地の２２

フォーレストヴィレッヂ

沼ノ端中央３丁目１０番２３号

字沼ノ端６５０番地の２３

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目１１番１号

字沼ノ端６４９番地の９

沼ノ端中央３丁目１１番５号

字沼ノ端６４９番地の２

沼ノ端中央３丁目１１番８号

字沼ノ端６４９番地の５

沼ノ端中央３丁目１１番１０号

字沼ノ端６４９番地の７

沼ノ端中央３丁目１１番１３号

字沼ノ端６４９番地の１０

沼ノ端中央３丁目１１番１６号

字沼ノ端６４９番地の８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目１２番１２号

字沼ノ端６４７番地の９

建物名称

弘栄マンション

建物名称
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沼ノ端中央 ３丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目１２番１３号

字沼ノ端６４７番地の４

沼ノ端中央３丁目１２番１５号

字沼ノ端６４７番地の６

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目１３番１号

字沼ノ端６４６番地の１

沼ノ端中央３丁目１３番３号

字沼ノ端６４６番地の２

沼ノ端中央３丁目１３番４－１号

字沼ノ端６４６番地の３３

沼ノ端中央３丁目１３番４－２号

字沼ノ端６４６番地の４

沼ノ端中央３丁目１３番５号

字沼ノ端６４６番地の６

沼ノ端中央３丁目１３番７号

字沼ノ端６４６番地の１０

建物名称

字沼ノ端６４６番地の９
沼ノ端中央３丁目１３番１５号

字沼ノ端６４６番地の１８

沼ノ端中央３丁目１３番１７－１号

字沼ノ端６４６番地の２０

沼ノ端中央３丁目１３番１７－２号

字沼ノ端６４６番地の２０

沼ノ端中央３丁目１３番１８号

字沼ノ端６４６番地の２４

沼ノ端中央３丁目１３番１９号

字沼ノ端６４６番地の２４

沼ノ端中央３丁目１３番２２号

字沼ノ端６４６番地の２７

沼ノ端中央３丁目１３番２５号

字沼ノ端６４６番地の２８

沼ノ端中央３丁目１３番２６号

字沼ノ端６４６番地の３０

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目１４番２号

字沼ノ端６４３番地の１

沼ノ端中央３丁目１４番４号

字沼ノ端６４３番地の３

沼ノ端中央３丁目１４番５号

字沼ノ端６４３番地の７

沼ノ端中央３丁目１４番６号

字沼ノ端６４３番地の７

沼ノ端中央３丁目１４番６号

字沼ノ端６４３番地の２５

沼ノ端中央３丁目１４番７号

字沼ノ端６４３番地の８

沼ノ端中央３丁目１４番１１号

字沼ノ端６４３番地の１０

沼ノ端中央３丁目１４番１４号

字沼ノ端６４３番地の１３

沼ノ端中央３丁目１４番１９号

字沼ノ端６４３番地の１５

沼ノ端中央３丁目１４番２１号

字沼ノ端６４３番地の２０

沼ノ端中央３丁目１４番２２号

字沼ノ端６４３番地の２０

沼ノ端中央３丁目１４番２３号

字沼ノ端６４３番地の２１

建物名称
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沼ノ端中央 ３丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目１４番２４号

字沼ノ端６４３番地の２３

沼ノ端中央３丁目１４番２８号

字沼ノ端６４３番地の２７

沼ノ端中央３丁目１４番２９号

字沼ノ端６４３番地の２６

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目１５番１号

字沼ノ端６４４番地の１

沼ノ端中央３丁目１５番３号

字沼ノ端６４４番地の５

東旅館

沼ノ端中央３丁目１５番６号

字沼ノ端６４４番地の６

サンエスエスハイ

沼ノ端中央３丁目１５番１１号

字沼ノ端６４４番地の１１

工藤ビルアップルハウス

沼ノ端中央３丁目１５番２０号

字沼ノ端６４４番地の１２

沼ノ端中央３丁目１５番２２号

字沼ノ端６４４番地の１４

沼ノ端中央３丁目１５番２６号

字沼ノ端６４４番地の１６

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央３丁目１６番３号

字沼ノ端６４５番地の３

建物名称

建物名称

字沼ノ端６４５番地の４
沼ノ端中央３丁目１６番５号

字沼ノ端６４５番地の６

沼ノ端中央３丁目１６番７号

字沼ノ端６４５番地の８

沼ノ端中央３丁目１６番１２号

字沼ノ端６４５番地の１２

沼ノ端中央３丁目１６番２１号

字沼ノ端６４５番地の１７

グラナリーレイク

沼ノ端中央３丁目１６番２６号

字沼ノ端６４５番地の１９

ロイヤルハイム沼ノ端Ｋ

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央３丁目１７番５号

字沼ノ端１００番地の１５

ハッピースマイル

沼ノ端中央３丁目１７番６号

字沼ノ端１００番地の１４

ハッピネス

沼ノ端中央３丁目１７番７号

字沼ノ端１００番地の５

沼ノ端中央３丁目１７番１３号

字沼ノ端１００番地の２２

セピアハイツ

字沼ノ端１００番地の２３

セピアハイツ

沼ノ端中央３丁目１７番１５号

字沼ノ端１００番地の９

沼ノ端中央３丁目１７番１８号

字沼ノ端１００番地の１７
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苫信ハイツＤ棟

沼ノ端中央 ４丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目１番５号

字沼ノ端６３９番地の７

沼ノ端中央４丁目１番９号

字沼ノ端６３９番地の９

沼ノ端中央４丁目１番１０号

字沼ノ端６３９番地の９

沼ノ端中央４丁目１番１３号

字沼ノ端６３９番地の１０

沼ノ端中央４丁目１番１８号

字沼ノ端６３９番地の１４

沼ノ端中央４丁目１番１９号

字沼ノ端６３９番地の１６

沼ノ端中央４丁目１番２３号

字沼ノ端６３９番地の１７

沼ノ端中央４丁目１番２５号

字沼ノ端６３９番地の１８

沼ノ端中央４丁目１番２８号

字沼ノ端６３９番地の１９

コーポノーブル

沼ノ端中央４丁目１番２９号

字沼ノ端６３９番地の２０

コーポノーブル

沼ノ端中央４丁目１番３０号

字沼ノ端６３９番地の２１

千葉アパート

沼ノ端中央４丁目１番３２号

字沼ノ端６３９番地の２４

沼ノ端中央４丁目１番３４号

字沼ノ端６３９番地の２５

沼ノ端中央４丁目１番４１号

字沼ノ端６３９番地の３１

沼ノ端中央４丁目１番４８号

字沼ノ端６３９番地の３５
字沼ノ端６３９番地の３４

沼ノ端中央４丁目１番５０号

字沼ノ端６３９番地の１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目２番９号

字沼ノ端６２３番地の５

沼ノ端中央４丁目２番１４号

字沼ノ端６２３番地の１３

建物名称

字沼ノ端６２３番地の９
沼ノ端中央４丁目２番３０号

字沼ノ端６２３番地の２０

沼ノ端中央４丁目２番３３号

字沼ノ端６２３番地の２３

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目３番１号

字沼ノ端６２４番地の１

沼ノ端中央４丁目３番５号

字沼ノ端６２４番地の３

沼ノ端中央４丁目３番７号

字沼ノ端６２４番地の６

コーポなるせＢ

沼ノ端中央４丁目３番８号

字沼ノ端６２４番地の８

コーポなるせ

沼ノ端中央４丁目３番１０号

字沼ノ端６２４番地の９

ほほえみ荘Ａ

沼ノ端中央４丁目３番１４号

字沼ノ端６２４番地の２１

沼ノ端中央４丁目３番１７号

字沼ノ端６２４番地の２３

建物名称
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レインボーハウス沼ノ端ＮＯ１４

沼ノ端中央 ４丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目３番２０号

字沼ノ端６２４番地の１０

沼ノ端中央４丁目３番２３号

字沼ノ端６２４番地の１１

沼ノ端中央４丁目３番２５号

字沼ノ端６２４番地の１２

沼ノ端中央４丁目３番２６号

字沼ノ端６２４番地の１３

沼ノ端中央４丁目３番２８号

字沼ノ端６２４番地の１６

沼ノ端中央４丁目３番３２号

字沼ノ端６２４番地の１７

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目４番３号

字沼ノ端６３８番地の３

まるしん荘

沼ノ端中央４丁目４番５号

字沼ノ端６３８番地の５

沼ノ端中央４丁目４番６号

字沼ノ端６３８番地の６

沼ノ端中央４丁目４番１１号

字沼ノ端６３８番地の１０

沼ノ端中央４丁目４番１６号

字沼ノ端６３８番地の１２

沼ノ端中央４丁目４番１９号

字沼ノ端６３８番地の１６

沼ノ端中央４丁目４番２１号

字沼ノ端６３８番地の１７

沼ノ端中央４丁目４番２３号

字沼ノ端６３８番地の２１

沼ノ端中央４丁目４番２５号

字沼ノ端６３８番地の２２

沼ノ端中央４丁目４番２８号

字沼ノ端６３８番地の２４

ハイツ本田Ａ

字沼ノ端６３８番地の２５

ハイツ本田Ａ

沼ノ端中央４丁目４番３０号

字沼ノ端６３８番地の１

ハイツ本田Ｂ

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目５番５号

字沼ノ端６３７番地の４

沼ノ端中央４丁目５番６号

字沼ノ端６３７番地の３

沼ノ端中央４丁目５番７号

字沼ノ端６３７番地の２

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目６番１号

字沼ノ端６３６番地の１

沼ノ端中央４丁目６番５号

字沼ノ端６３６番地の５

沼ノ端中央４丁目６番６号

字沼ノ端６３６番地の６

沼ノ端中央４丁目６番９号

字沼ノ端６３６番地の１０

沼ノ端中央４丁目６番１１号

字沼ノ端６３６番地の１１

沼ノ端中央４丁目６番１４号

字沼ノ端６３６番地の１２

建物名称
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レジデンスＹＲⅡ

沼ノ端中央 ４丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目６番１５号

字沼ノ端６３６番地の１３

沼ノ端中央４丁目６番１６号

字沼ノ端６３６番地の１６

沼ノ端中央４丁目６番１８号

字沼ノ端６３６番地の１７

沼ノ端中央４丁目６番２０号

字沼ノ端６３６番地の１８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目７番１号

字沼ノ端６３５番地の１

沼ノ端中央４丁目７番３号

字沼ノ端６３５番地の２

沼ノ端中央４丁目７番６号

字沼ノ端６３５番地の６

沼ノ端中央４丁目７番７号

字沼ノ端６３５番地の８

建物名称

字沼ノ端６３５番地の９
沼ノ端中央４丁目７番８号

字沼ノ端６３５番地の１１

沼ノ端中央４丁目７番１４号

字沼ノ端６３５番地の２０

沼ノ端中央４丁目７番１５号

字沼ノ端６３５番地の２１

沼ノ端中央４丁目７番１８号

字沼ノ端６３５番地の１２

沼ノ端中央４丁目７番１９号

字沼ノ端６３５番地の１５

沼ノ端中央４丁目７番２５号

字沼ノ端６３５番地の１６

沼ノ端中央４丁目７番２７号

字沼ノ端６３５番地の１９

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目９番２号

字沼ノ端６３３番地の３

コーポ沼ノ端

建物名称

字沼ノ端６３３番地の４
沼ノ端中央４丁目９番５号

字沼ノ端６３３番地の７

ハイマート沼ノ端

字沼ノ端６３３番地の８

ハイマート沼ノ端

沼ノ端中央４丁目９番９号

字沼ノ端６３３番地の９

沼ノ端中央４丁目９番１０号

字沼ノ端６３３番地の９

沼ノ端中央４丁目９番１２号

字沼ノ端６３３番地の１１

沼ノ端中央４丁目９番１４号

字沼ノ端６３３番地の１４

沼ノ端中央４丁目９番１６号

字沼ノ端６３３番地の１６

沼ノ端中央４丁目９番１７号

字沼ノ端６３３番地の１８

沼ノ端中央４丁目９番１９号

字沼ノ端６３３番地の２０

沼ノ端中央４丁目９番２１号

字沼ノ端６３３番地の２１

沼ノ端中央４丁目９番２２号

字沼ノ端６３３番地の２２
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沼ノ端中央 ４丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目９番２４号

字沼ノ端６３３番地の１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目１０番１６号

字沼ノ端６２５番地の２

沼ノ端中央４丁目１０番２７号

字沼ノ端６２５番地の１１

沼ノ端中央４丁目１０番２８号

字沼ノ端６２５番地の１０

沼ノ端中央４丁目１０番３４号

字沼ノ端６２５番地の１４

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目１１番３号

字沼ノ端６２６番地の３

ハイツ白鳥

沼ノ端中央４丁目１１番５号

字沼ノ端６２６番地の４

沼ノ端中央４丁目１１番６－１号

字沼ノ端６２６番地の７

沼ノ端中央４丁目１１番６－２号

字沼ノ端６２６番地の１２

沼ノ端中央４丁目１１番７号

字沼ノ端６２６番地の９

沼ノ端中央４丁目１１番９号

字沼ノ端６２６番地の１６

沼ノ端中央４丁目１１番１０号

字沼ノ端６２６番地の１８

沼ノ端中央４丁目１１番１２号

字沼ノ端６２６番地の２１

沼ノ端中央４丁目１１番１３号

字沼ノ端６２６番地の２２

沼ノ端中央４丁目１１番１６号

字沼ノ端６２６番地の２５

沼ノ端中央４丁目１１番１７号

字沼ノ端６２６番地の２７

沼ノ端中央４丁目１１番２０号

字沼ノ端６２６番地の２９

沼ノ端中央４丁目１１番２２号

字沼ノ端６２６番地の３１

沼ノ端中央４丁目１１番２４号

字沼ノ端６２６番地の３４

沼ノ端中央４丁目１１番２５号

字沼ノ端６２６番地の３６

沼ノ端中央４丁目１１番２８号

字沼ノ端６２６番地の３７

沼ノ端中央４丁目１１番３０号

字沼ノ端６２６番地の４７

沼ノ端中央４丁目１１番３１号

字沼ノ端６２６番地の４１

沼ノ端中央４丁目１１番３５号

字沼ノ端６２６番地の４３

沼ノ端中央４丁目１１番３８号

字沼ノ端６２６番地の１

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目１２番７号

字沼ノ端６３２番地の３

サンオークマンション２

沼ノ端中央４丁目１２番１３号

字沼ノ端６３２番地の９

建物名称
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沼ノ端中央 ４丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目１２番１４号

字沼ノ端６３２番地の２１

沼ノ端中央４丁目１２番１８号

字沼ノ端６３２番地の１２

沼ノ端中央４丁目１２番２１号

字沼ノ端６３２番地の１８

グランド沼ノ端

字沼ノ端６３２番地の１９
沼ノ端中央４丁目１２番２７号

字沼ノ端６３２番地の１
字沼ノ端６３２番地の２０

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目１３番１号

字沼ノ端６３１番地の１

沼ノ端中央４丁目１３番３号

字沼ノ端６３１番地の３

沼ノ端中央４丁目１３番６号

字沼ノ端６３１番地の８

沼ノ端中央４丁目１３番７号

字沼ノ端６３１番地の８

沼ノ端中央４丁目１３番８号

字沼ノ端６３１番地の１１

沼ノ端中央４丁目１３番９号

字沼ノ端６３１番地の１３

沼ノ端中央４丁目１３番１４号

字沼ノ端６３１番地の１４

沼ノ端中央４丁目１３番１５号

字沼ノ端６３１番地の１５

沼ノ端中央４丁目１３番１８号

字沼ノ端６３１番地の１６

沼ノ端中央４丁目１３番２０号

字沼ノ端６３１番地の２０

沼ノ端中央４丁目１３番２１号

字沼ノ端６３１番地の２１

沼ノ端中央４丁目１３番２２号

字沼ノ端６３１番地の２３

沼ノ端中央４丁目１３番２３号

字沼ノ端６３１番地の２５

沼ノ端中央４丁目１３番２４号

字沼ノ端６３１番地の２７

沼ノ端中央４丁目１３番２７号

字沼ノ端６３１番地の２８

沼ノ端中央４丁目１３番２８号

字沼ノ端６３１番地の２８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目１４番３号

字沼ノ端６３０番地の３

コーポきくち

建物名称

字沼ノ端６３０番地の４
沼ノ端中央４丁目１４番８号

字沼ノ端６３０番地の７

沼ノ端中央４丁目１４番１２号

字沼ノ端６３０番地の７

沼ノ端中央４丁目１４番１３号

字沼ノ端６３０番地の８

沼ノ端中央４丁目１４番２４号

字沼ノ端６３０番地の１１
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沼ノ端中央 ４丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目１５番２号

字沼ノ端６２９番地の４

セクレルシール

沼ノ端中央４丁目１５番３号

字沼ノ端６２９番地の４

戸田アパート

沼ノ端中央４丁目１５番４号

字沼ノ端６２９番地の６

沼ノ端中央４丁目１５番５号

字沼ノ端６２９番地の１０

沼ノ端中央４丁目１５番６号

字沼ノ端６２９番地の７

沼ノ端中央４丁目１５番７号

字沼ノ端６２９番地の１１

沼ノ端中央４丁目１５番１６号

字沼ノ端６２９番地の１７

沼ノ端中央４丁目１５番１８号

字沼ノ端６２９番地の１９

沼ノ端中央４丁目１５番２１号

字沼ノ端６２９番地の２４

沼ノ端中央４丁目１５番２２号

字沼ノ端６２９番地の２５

沼ノ端中央４丁目１５番２４号

字沼ノ端６２９番地の２９

沼ノ端中央４丁目１５番２８号

字沼ノ端６２９番地の３２

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目１６番１号

字沼ノ端６２７番地の２６

グループホームさくら寮

ステーションコーポ

建物名称

字沼ノ端６２７番地の２５
沼ノ端中央４丁目１６番３号

字沼ノ端６２７番地の４

沼ノ端中央４丁目１６番５号

字沼ノ端６２７番地の５

沼ノ端中央４丁目１６番８号

字沼ノ端６２７番地の８
字沼ノ端６２７番地の１０

沼ノ端中央４丁目１６番３０号

字沼ノ端６２７番地の１７

沼ノ端中央４丁目１６番３１号

字沼ノ端６２７番地の１９

沼ノ端中央４丁目１６番３２号

字沼ノ端６２７番地の１９

沼ノ端中央４丁目１６番３３号

字沼ノ端６２７番地の２２

コーポルミエールＡ

沼ノ端中央４丁目１６番３４号

字沼ノ端６２７番地の２２

コーポルミエールＢ

沼ノ端中央４丁目１６番３６号

字沼ノ端６２７番地の２４

沼ノ端中央４丁目１６番３９号

字沼ノ端６２７番地の１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央４丁目１７番７号

字沼ノ端１００番地の２１

沼ノ端中央４丁目１７番９号

字沼ノ端１００番地の２０

沼ノ端中央４丁目１７番１２号

字沼ノ端１００番地の１８

沼ノ端中央４丁目１７番１４号

字沼ノ端１００番地の７

建物名称
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沼ノ端中央 ４丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央４丁目１７番１５号

字沼ノ端６２８番地の１

沼ノ端中央４丁目１７番１８号

字沼ノ端６２８番地の４

沼ノ端中央４丁目１７番２１号

字沼ノ端６２８番地の６

沼ノ端中央４丁目１７番２３号

字沼ノ端６２８番地の７

沼ノ端中央４丁目１７番２５号

字沼ノ端６２８番地の９

沼ノ端中央４丁目１７番２６号

字沼ノ端６２８番地の１１

沼ノ端中央４丁目１７番３６号

字沼ノ端６２８番地の１３
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沼ノ端中央 ５丁目
新住居表示

旧表示

沼ノ端中央５丁目１番５号

字沼ノ端６２２番地の３

沼ノ端中央５丁目１番９号

字沼ノ端６２２番地の７

沼ノ端中央５丁目１番１３号

字沼ノ端６２２番地の９

沼ノ端中央５丁目１番１５号

字沼ノ端６２２番地の１０

フィオーレⅡ

字沼ノ端６２２番地の２８

フィオーレⅡ

字沼ノ端６２２番地の１０

フィオーレⅠ

字沼ノ端６２２番地の２９

フィオーレⅠ

沼ノ端中央５丁目１番１８号

建物名称

沼ノ端中央５丁目１番２１号

字沼ノ端６２２番地の２４

沼ノ端中央５丁目１番２２号

字沼ノ端６２２番地の２５

ハピネス沼ノ端Ⅰ

沼ノ端中央５丁目１番２４号

字沼ノ端６２２番地の２６

ハピネス沼ノ端Ⅱ

沼ノ端中央５丁目１番２５号

字沼ノ端６２２番地の１１

沼ノ端中央５丁目１番２６号

字沼ノ端６２２番地の１２

沼ノ端中央５丁目１番２７号

字沼ノ端６２２番地の１４

沼ノ端中央５丁目１番２８号

字沼ノ端６２２番地の１５

沼ノ端中央５丁目１番２９号

字沼ノ端６２２番地の１６

レジダンスモナーク

沼ノ端中央５丁目１番３０号

字沼ノ端６２２番地の２７

プレランスエステート

沼ノ端中央５丁目１番３１号

字沼ノ端６２２番地の１７

フローレンス優

沼ノ端中央５丁目１番３２号

字沼ノ端６２２番地の１７

フローレンス博

沼ノ端中央５丁目１番３４号

字沼ノ端６２２番地の１８

ゲストハウス宇宙

沼ノ端中央５丁目１番３７号

字沼ノ端６２２番地の２０

沼ノ端中央５丁目１番３９号

字沼ノ端６２２番地の２１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央５丁目２番３号

字沼ノ端６２１番地の３

沼ノ端中央５丁目２番６号

字沼ノ端６２１番地の４

沼ノ端中央５丁目２番７号

字沼ノ端６２１番地の５

沼ノ端中央５丁目２番８号

字沼ノ端６２１番地の６

沼ノ端中央５丁目２番１０号

字沼ノ端６２１番地の７

沼ノ端中央５丁目２番１１号

字沼ノ端６２１番地の８

沼ノ端中央５丁目２番１３号

字沼ノ端６２１番地の９

沼ノ端中央５丁目２番１５号

字沼ノ端６２１番地の１０

沼ノ端中央５丁目２番１６号

字沼ノ端６２１番地の１１

沼ノ端中央５丁目２番２６号

字沼ノ端６２１番地の１３３

建物名称
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レインボーハウス沼ノ端ＮＯ６

沼ノ端中央 ５丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央５丁目２番３２号

字沼ノ端６２１番地の４８

エクセレントヒル

沼ノ端中央５丁目２番３６号

字沼ノ端６２１番地の１４

エクセル沼ノ端

沼ノ端中央５丁目２番３８号

字沼ノ端６２１番地の１３４

レインボーハウスハピネス

沼ノ端中央５丁目２番４０号

字沼ノ端６２１番地の１３５

レインボーハウスオレンジ

沼ノ端中央５丁目２番４２号

字沼ノ端６２１番地の１３６

レインボーハウスＪＯＹ

沼ノ端中央５丁目２番４７号

字沼ノ端６２１番地の１５

公住Ｃ

沼ノ端中央５丁目２番５２号

字沼ノ端６２１番地の３３

公住Ｂ

沼ノ端中央５丁目２番５７号

字沼ノ端６２１番地の３２

公住Ａ

沼ノ端中央５丁目２番６３号

字沼ノ端６２１番地の３０

沼ノ端中央５丁目２番６６号

字沼ノ端６２１番地の３５

沼ノ端中央５丁目２番６７号

字沼ノ端６２１番地の３７

沼ノ端中央５丁目２番６８号

字沼ノ端６２１番地の３８

沼ノ端中央５丁目２番６９号

字沼ノ端６２１番地の３９

沼ノ端中央５丁目２番７０号

字沼ノ端６２１番地の１

ベイサイドハウスＡ

沼ノ端中央５丁目２番７１号

字沼ノ端６２１番地の１

ベイサイドハウスＢ

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央５丁目３番１号

字沼ノ端６２１番地の１２０

沼ノ端中央５丁目３番４号

字沼ノ端６２１番地の１１９

沼ノ端中央５丁目３番５号

字沼ノ端６２１番地の１１８

沼ノ端中央５丁目３番６号

字沼ノ端６２１番地の１１７

沼ノ端中央５丁目３番７号

字沼ノ端６２１番地の１１６

沼ノ端中央５丁目３番９号

字沼ノ端６２１番地の４９

沼ノ端中央５丁目３番１０号

字沼ノ端６２１番地の５０

沼ノ端中央５丁目３番１１号

字沼ノ端６２１番地の５１

沼ノ端中央５丁目３番１４号

字沼ノ端６２１番地の１１５

沼ノ端中央５丁目３番１７号

字沼ノ端６２１番地の１０６

沼ノ端中央５丁目３番１８号

字沼ノ端６２１番地の１０７

沼ノ端中央５丁目３番２０号

字沼ノ端６２１番地の１０８

沼ノ端中央５丁目３番２１号

字沼ノ端６２１番地の１０９

沼ノ端中央５丁目３番２３号

字沼ノ端６２１番地の１１０

沼ノ端中央５丁目３番２４号

字沼ノ端６２１番地の１１１

沼ノ端中央５丁目３番２５号

字沼ノ端６２１番地の１１２
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ホワイトコーポ

沼ノ端中央 ５丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央５丁目３番２７号

字沼ノ端６２１番地の１１３

沼ノ端中央５丁目３番２９号

字沼ノ端６２１番地の１１４

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央５丁目４番１号

字沼ノ端６２１番地の２７

沼ノ端中央５丁目４番４号

字沼ノ端６２１番地の１０５

沼ノ端中央５丁目４番５号

字沼ノ端６２１番地の１０４

沼ノ端中央５丁目４番７号

字沼ノ端６２１番地の１０３

沼ノ端中央５丁目４番８号

字沼ノ端６２１番地の１３０

沼ノ端中央５丁目４番９号

字沼ノ端６２１番地の１２９

沼ノ端中央５丁目４番１０号

字沼ノ端６２１番地の９９

沼ノ端中央５丁目４番１４号

字沼ノ端６２１番地の１２６

沼ノ端中央５丁目４番１６号

字沼ノ端６２１番地の１２５

沼ノ端中央５丁目４番１７号

字沼ノ端６２１番地の１３１

沼ノ端中央５丁目４番１９号

字沼ノ端６２１番地の９４

沼ノ端中央５丁目４番２０号

字沼ノ端６２１番地の９３

沼ノ端中央５丁目４番２１号

字沼ノ端６２１番地の９２

沼ノ端中央５丁目４番２２号

字沼ノ端６２１番地の９１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央５丁目５番２号

字沼ノ端６２１番地の８３

沼ノ端中央５丁目５番７号

字沼ノ端６２１番地の８２

沼ノ端中央５丁目５番８号

字沼ノ端６２１番地の８１

沼ノ端中央５丁目５番１０号

字沼ノ端６２１番地の８０

沼ノ端中央５丁目５番１１号

字沼ノ端６２１番地の７９

沼ノ端中央５丁目５番１２号

字沼ノ端６２１番地の７８

沼ノ端中央５丁目５番１３号

字沼ノ端６２１番地の７７

沼ノ端中央５丁目５番１７号

字沼ノ端６２１番地の８４

沼ノ端中央５丁目５番１８号

字沼ノ端６２１番地の８５

沼ノ端中央５丁目５番２０号

字沼ノ端６２１番地の８６

沼ノ端中央５丁目５番２１号

字沼ノ端６２１番地の８７

沼ノ端中央５丁目５番２２号

字沼ノ端６２１番地の８８

沼ノ端中央５丁目５番２４号

字沼ノ端６２１番地の８９

建物名称

建物名称
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沼ノ端中央 ５丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央５丁目５番２６号

字沼ノ端６２１番地の９０

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央５丁目６番４号

字沼ノ端６２１番地の６８

沼ノ端中央５丁目６番６号

字沼ノ端６２１番地の６７

沼ノ端中央５丁目６番７号

字沼ノ端６２１番地の６６

沼ノ端中央５丁目６番８号

字沼ノ端６２１番地の６５

沼ノ端中央５丁目６番１０号

字沼ノ端６２１番地の６４

沼ノ端中央５丁目６番１１号

字沼ノ端６２１番地の６３

沼ノ端中央５丁目６番１２号

字沼ノ端６２１番地の６２

沼ノ端中央５丁目６番１３号

字沼ノ端６２１番地の６１

沼ノ端中央５丁目６番１７号

字沼ノ端６２１番地の６９

沼ノ端中央５丁目６番１８号

字沼ノ端６２１番地の７０

沼ノ端中央５丁目６番２０号

字沼ノ端６２１番地の７１

沼ノ端中央５丁目６番２１号

字沼ノ端６２１番地の７２

沼ノ端中央５丁目６番２２号

字沼ノ端６２１番地の７３

沼ノ端中央５丁目６番２５号

字沼ノ端６２１番地の１２７

沼ノ端中央５丁目６番２６号

字沼ノ端６２１番地の１２８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央５丁目７番１７号

字沼ノ端６２１番地の１８

沼ノ端中央５丁目７番２０号

字沼ノ端６２１番地の５３

沼ノ端中央５丁目７番２２号

字沼ノ端６２１番地の５４

沼ノ端中央５丁目７番２３号

字沼ノ端６２１番地の５５

沼ノ端中央５丁目７番２４号

字沼ノ端６２１番地の５６

沼ノ端中央５丁目７番２６号

字沼ノ端６２１番地の５７

沼ノ端中央５丁目７番２７号

字沼ノ端６２１番地の５８

沼ノ端中央５丁目７番２８号

字沼ノ端６２１番地の５９

沼ノ端中央５丁目７番３０号

字沼ノ端６２１番地の６０

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央５丁目８番４号

字沼ノ端６１９番地の２

沼ノ端中央５丁目８番５号

字沼ノ端６１９番地の４

建物名称

建物名称

建物名称
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沼ノ端中央 ５丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央５丁目８番７号

字沼ノ端６１９番地の５

沼ノ端中央５丁目８番８号

字沼ノ端６１９番地の６

沼ノ端中央５丁目８番９号

字沼ノ端６１９番地の７

沼ノ端中央５丁目８番１０号

字沼ノ端６１９番地の８

沼ノ端中央５丁目８番１２号

字沼ノ端６１９番地の９

沼ノ端中央５丁目８番１４号

字沼ノ端６１９番地の１０

沼ノ端中央５丁目８番１５号

字沼ノ端６１９番地の１１

沼ノ端中央５丁目８番１６号

字沼ノ端６１９番地の１２
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沼ノ端中央 ６丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央６丁目１番５号

字沼ノ端６１４番地の４

沼ノ端中央６丁目１番７号

字沼ノ端６１４番地の５

沼ノ端中央６丁目１番９号

字沼ノ端６１４番地の３９

沼ノ端中央６丁目１番２３号

字沼ノ端６１４番地の２９

沼ノ端中央６丁目１番２４号

字沼ノ端６１４番地の２６

沼ノ端中央６丁目１番２５号

字沼ノ端６１４番地の２７

沼ノ端中央６丁目１番２８号

字沼ノ端６１４番地の３８

沼ノ端中央６丁目１番３１号

字沼ノ端６１４番地の４１

沼ノ端中央６丁目１番３２号

字沼ノ端６１４番地の１２

コーポ白樺

沼ノ端中央６丁目１番３５号

字沼ノ端６１４番地の３２

グランデ沼ノ端

字沼ノ端６１４番地の３３

グランデ沼ノ端

沼ノ端中央６丁目１番３８号

字沼ノ端６１４番地の３４

このみ荘

沼ノ端中央６丁目１番３９号

字沼ノ端６１４番地の３０

コーポエステート９

沼ノ端中央６丁目１番４１号

字沼ノ端６１４番地の１４

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央６丁目２番３号

字沼ノ端６１３番地の２

沼ノ端中央６丁目２番６号

字沼ノ端６１３番地の３

沼ノ端中央６丁目２番１０号

字沼ノ端６１３番地の１３

沼ノ端中央６丁目２番１５号

字沼ノ端６１３番地の５

レインボーハウス沼ノ端ＮＯ２９

沼ノ端中央６丁目２番１７号

字沼ノ端６１３番地の１５

レインボーハウス沼ノ端ＮＯ２８

沼ノ端中央６丁目２番１８号

字沼ノ端６１３番地の７

クローバーハウスＮＯ５

沼ノ端中央６丁目２番２０号

字沼ノ端６１３番地の８

クローバーハウスＮＯ６

沼ノ端中央６丁目２番２５号

字沼ノ端６１３番地の１１

レオパレスコルティーレⅡ

沼ノ端中央６丁目２番２８号

字沼ノ端６１３番地の１２

レイクサイドヴィラ

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央６丁目３番２号

字沼ノ端６１５番地の２

キャッスルサンストーン

沼ノ端中央６丁目３番３号

字沼ノ端６１５番地の３

沼ノ端中央６丁目３番４－１号

字沼ノ端６１５番地の３７

沼ノ端中央６丁目３番４－２号

字沼ノ端６１５番地の３６

沼ノ端中央６丁目３番５号

字沼ノ端６１５番地の２４

グランドメゾンⅢ

字沼ノ端６１５番地の３３

グランドメゾンⅢ

建物名称
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グランドベル

沼ノ端中央 ６丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央６丁目３番６号

字沼ノ端６１５番地の３２

沼ノ端中央６丁目３番７－１号

字沼ノ端６１５番地の３１

沼ノ端中央６丁目３番７－２号

字沼ノ端６１５番地の２３

沼ノ端中央６丁目３番７－３号

字沼ノ端６１５番地の２８

沼ノ端中央６丁目３番８号

字沼ノ端６１５番地の２７

沼ノ端中央６丁目３番９号

字沼ノ端６１５番地の４

沼ノ端中央６丁目３番１０号

字沼ノ端６１５番地の５

沼ノ端中央６丁目３番１２号

字沼ノ端６１５番地の８

沼ノ端中央６丁目３番１５号

字沼ノ端６１５番地の２２

沼ノ端中央６丁目３番１６号

字沼ノ端６１５番地の２１

沼ノ端中央６丁目３番１７号

字沼ノ端６１５番地の２０

沼ノ端中央６丁目３番２０号

字沼ノ端６１５番地の１１

沼ノ端中央６丁目３番２１号

字沼ノ端６１５番地の１２

沼ノ端中央６丁目３番２２号

字沼ノ端６１５番地の１３

沼ノ端中央６丁目３番２３号

字沼ノ端６１５番地の１４

沼ノ端中央６丁目３番２５号

字沼ノ端６１５番地の１６

沼ノ端中央６丁目３番２６号

字沼ノ端６１５番地の１７

センチュリーＫ２

沼ノ端中央６丁目３番２６号

字沼ノ端６１５番地の３８

センチュリーＫ１

沼ノ端中央６丁目３番２８号

字沼ノ端６１５番地の４１

沼ノ端中央６丁目３番２９号

字沼ノ端６１５番地の２６

沼ノ端中央６丁目３番３０－１号

字沼ノ端６１５番地の４３

沼ノ端中央６丁目３番３０－２号

字沼ノ端６１５番地の４７

沼ノ端中央６丁目３番３１号

字沼ノ端６１５番地の４６

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央６丁目４番３号

字沼ノ端６１２番地の１

沼ノ端中央６丁目４番９号

字沼ノ端６１２番地の５

沼ノ端中央６丁目４番１５号

字沼ノ端６１２番地の７

沼ノ端中央６丁目４番１６号

字沼ノ端６１２番地の１０

沼ノ端中央６丁目４番２２号

字沼ノ端６１２番地の１４

沼ノ端中央６丁目４番２３号

字沼ノ端６１２番地の１７

雪印種苗淳風寮

グランシャリオ

建物名称
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沼ノ端中央 ６丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央６丁目５番７１号

字沼ノ端６０９番地の６

沼ノ端中央６丁目５番７２号

字沼ノ端６０９番地の８

沼ノ端中央６丁目５番７５号

字沼ノ端６０９番地の９

ＳＨＩＮＷＡハイツＣ

沼ノ端中央６丁目５番７６号

字沼ノ端６０９番地の１５

グレイスⅡ

沼ノ端中央６丁目５番７７号

字沼ノ端６０９番地の１０

グレイスⅠ

沼ノ端中央６丁目５番７８号

字沼ノ端６０９番地の１

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央６丁目８番１号

字沼ノ端６１０番地の１

沼ノ端中央６丁目８番２号

字沼ノ端６１０番地の２

沼ノ端中央６丁目８番３号

字沼ノ端６１０番地の３

沼ノ端中央６丁目８番４号

字沼ノ端６１０番地の４

沼ノ端中央６丁目８番５号

字沼ノ端６１０番地の５

沼ノ端中央６丁目８番６号

字沼ノ端６１０番地の７

沼ノ端中央６丁目８番７号

字沼ノ端６１０番地の８

沼ノ端中央６丁目８番４８号

字沼ノ端６１０番地の１３

沼ノ端中央６丁目８番５０号

字沼ノ端６１０番地の１４

沼ノ端中央６丁目８番５６号

字沼ノ端６１０番地の１８

新住居表示

旧表示

沼ノ端中央６丁目９番１号

字沼ノ端６１１番地の１

沼ノ端中央６丁目９番３号

字沼ノ端６１１番地の３２

沼ノ端中央６丁目９番７号

字沼ノ端６１１番地の９

沼ノ端中央６丁目９番８号

字沼ノ端６１１番地の１０

沼ノ端中央６丁目９番９号

字沼ノ端６１１番地の１１

沼ノ端中央６丁目９番１０号

字沼ノ端６１１番地の１４

沼ノ端中央６丁目９番１１号

字沼ノ端６１１番地の１６

沼ノ端中央６丁目９番１３号

字沼ノ端６１１番地の１７

建物名称

建物名称

沼ノ端ハイツＢ棟

字沼ノ端６１１番地の１８
沼ノ端中央６丁目９番１４号

字沼ノ端６１１番地の２１

沼ノ端中央６丁目９番１６号

字沼ノ端６１１番地の２３

沼ノ端中央６丁目９番１７号

字沼ノ端６１１番地の２５

アンジュール

沼ノ端中央６丁目９番２３号

字沼ノ端６１１番地の２

沼ノ端ハイツＡ棟
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沼ノ端中央 ６丁目
新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央６丁目９番２７号

字沼ノ端６１１番地の３１

アイリスガーデン

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央６丁目１１番５号

字沼ノ端６１７番地の４

ファミリーサクセス

沼ノ端中央６丁目１１番６号

字沼ノ端６１７番地の５

パークハイツアベニュー

字沼ノ端６１７番地の２１

パークハイツアベニュー

沼ノ端中央６丁目１１番７号

字沼ノ端６１７番地の６

沼ノ端中央６丁目１１番１１号

字沼ノ端６１７番地の８

沼ノ端中央６丁目１１番１６号

字沼ノ端６１７番地の１９

沼ノ端中央６丁目１１番１７号

字沼ノ端６１７番地の２０

スターライト歩夢

沼ノ端中央６丁目１１番１８号

字沼ノ端６１７番地の２７

スターライト美羽

沼ノ端中央６丁目１１番１９号

字沼ノ端６１７番地の２３

ハイツまるいＮＯ８８

沼ノ端中央６丁目１１番２０号

字沼ノ端６１７番地の３０

ハイツまるいＮＯ８９

沼ノ端中央６丁目１１番２１号

字沼ノ端６１７番地の２４

ハイツまるいＮＯ９０

沼ノ端中央６丁目１１番２２号

字沼ノ端６１７番地の２５

レジデンス沼ノ端

新住居表示

旧表示

建物名称

沼ノ端中央６丁目１２番３３号

字沼ノ端 ６１８番地の７

沼ノ端中央６丁目１２番５１号

字沼ノ端 ６１８番地の１０
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