
拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目１番１号 拓勇東町１丁目１番地の１

拓勇東町１丁目１番２号 拓勇東町１丁目１番地の２

拓勇東町１丁目１番３号 拓勇東町１丁目１番地の３

拓勇東町１丁目１番４号 拓勇東町１丁目１番地の４

拓勇東町１丁目１番５号 拓勇東町１丁目１番地の５

拓勇東町１丁目１番７号 拓勇東町１丁目１番地の６

拓勇東町１丁目１番２０号 拓勇東町１丁目１番地の３９

拓勇東町１丁目１番２４号 拓勇東町１丁目１番地の４１

拓勇東町１丁目１番２５号 拓勇東町１丁目１番地の４２

拓勇東町１丁目１番２７号 拓勇東町１丁目１番地の４３

拓勇東町１丁目１番３２号 拓勇東町１丁目１番地の２７

拓勇東町１丁目１番３３号 拓勇東町１丁目１番地の２９

拓勇東町１丁目１番３４号 拓勇東町１丁目１番地の３１

拓勇東町１丁目１番３６号 拓勇東町１丁目１番地の３３

拓勇東町１丁目１番３７号 拓勇東町１丁目１番地の３５

拓勇東町１丁目１番３８号 拓勇東町１丁目１番地の３７

拓勇東町１丁目１番３９号 拓勇東町１丁目１番地の２０

拓勇東町１丁目１番４０号 拓勇東町１丁目１番地の２１

拓勇東町１丁目１番４１号 拓勇東町１丁目１番地の２２

拓勇東町１丁目１番４３号 拓勇東町１丁目１番地の２３

拓勇東町１丁目１番４４号 拓勇東町１丁目１番地の２４

拓勇東町１丁目１番４５号 拓勇東町１丁目１番地の２５

拓勇東町１丁目１番５０号 拓勇東町１丁目１番地の１４

拓勇東町１丁目１番５１号 拓勇東町１丁目１番地の１５

拓勇東町１丁目１番５２号 拓勇東町１丁目１番地の１６

拓勇東町１丁目１番５３号 拓勇東町１丁目１番地の１７

拓勇東町１丁目１番５５号 拓勇東町１丁目１番地の１８

拓勇東町１丁目１番５６号 拓勇東町１丁目１番地の１９

拓勇東町１丁目１番５７号 拓勇東町１丁目１番地の７

拓勇東町１丁目１番５８号 拓勇東町１丁目１番地の８

拓勇東町１丁目１番６０号 拓勇東町１丁目１番地の９

拓勇東町１丁目１番６１号 拓勇東町１丁目１番地の１０

拓勇東町１丁目１番６２号 拓勇東町１丁目１番地の１１

拓勇東町１丁目１番６３号 拓勇東町１丁目１番地の１２

拓勇東町１丁目２番１号 拓勇東町１丁目２番地の１

拓勇東町１丁目２番３号 拓勇東町１丁目２番地の３

拓勇東町１丁目２番４号 拓勇東町１丁目２番地の５

拓勇東町１丁目２番５号 拓勇東町１丁目２番地の８

拓勇東町１丁目２番９号 拓勇東町１丁目２番地の９

拓勇東町１丁目２番１４号 拓勇東町１丁目２番地の１４

拓勇東町１丁目２番１５号 拓勇東町１丁目２番地の１５

拓勇東町１丁目２番１６号 拓勇東町１丁目２番地の１６ シャーメゾンハピネスⅢ
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拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目２番１９号 拓勇東町１丁目２番地の１９

拓勇東町１丁目２番２１号 拓勇東町１丁目２番地の２１

拓勇東町１丁目２番２６号 拓勇東町１丁目２番地の２２

拓勇東町１丁目２番２９号 拓勇東町１丁目２番地の２５

拓勇東町１丁目２番３０号 拓勇東町１丁目２番地の２７

拓勇東町１丁目２番３１号 拓勇東町１丁目２番地の２９

拓勇東町１丁目２番３２号 拓勇東町１丁目２番地の３１

拓勇東町１丁目２番３４号 拓勇東町１丁目２番地の３２

拓勇東町１丁目３番５号 拓勇東町１丁目３番地の３

拓勇東町１丁目３番１４号 拓勇東町１丁目３番地の６

拓勇東町１丁目３番１６号 拓勇東町１丁目３番地の７

拓勇東町１丁目３番１７号 拓勇東町１丁目３番地の９

拓勇東町１丁目３番１８号 拓勇東町１丁目３番地の１０

拓勇東町１丁目４番１号 拓勇東町１丁目４番地の１

拓勇東町１丁目４番４号 拓勇東町１丁目４番地の４

拓勇東町１丁目４番５号 拓勇東町１丁目４番地の６

拓勇東町１丁目４番６号 拓勇東町１丁目４番地の１９

拓勇東町１丁目４番８号 拓勇東町１丁目４番地の１２

拓勇東町１丁目４番１０号 拓勇東町１丁目４番地の１３

拓勇東町１丁目４番１１号 拓勇東町１丁目４番地の１４

拓勇東町１丁目４番１２号 拓勇東町１丁目４番地の１５

拓勇東町１丁目４番１６号 拓勇東町１丁目４番地の１６

拓勇東町１丁目４番１７号 拓勇東町１丁目４番地の１７ ピープルパーク緑葉公園Ⅱ

拓勇東町１丁目４番２１号 拓勇東町１丁目４番地の１７ ピープルパーク緑葉公園Ⅰ

拓勇東町１丁目４番３０号 拓勇東町１丁目４番地の２２ ＣＵＲＡＶＩＥ　Ｂ　

拓勇東町１丁目４番３２号 拓勇東町１丁目４番地の２２ ＣＵＲＡＶＩＥ　Ａ

拓勇東町１丁目５番１号 拓勇東町１丁目５番地の１

拓勇東町１丁目５番７号 拓勇東町１丁目５番地の３

拓勇東町１丁目５番８号 拓勇東町１丁目５番地の４

拓勇東町１丁目５番９号 拓勇東町１丁目５番地の５

拓勇東町１丁目５番１０号 拓勇東町１丁目５番地の６

拓勇東町１丁目５番１２号 拓勇東町１丁目５番地の７

拓勇東町１丁目５番１６号 拓勇東町１丁目５番地の８

拓勇東町１丁目５番１７号 拓勇東町１丁目５番地の９

拓勇東町１丁目５番１８号 拓勇東町１丁目５番地の１０

拓勇東町１丁目５番２１号 拓勇東町１丁目５番地の１１

拓勇東町１丁目５番２２号 拓勇東町１丁目５番地の１２

拓勇東町１丁目５番２３号 拓勇東町１丁目５番地の１３

拓勇東町１丁目５番２４号 拓勇東町１丁目５番地の１４

拓勇東町１丁目５番２６号 拓勇東町１丁目５番地の１５ コーポ薫
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拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目５番３２号 拓勇東町１丁目５番地の１９

拓勇東町１丁目６番１号 拓勇東町１丁目６番地の１ メゾン・ラ・ファイエット苫小牧Ⅱ

拓勇東町１丁目６番６号 拓勇東町１丁目６番地の４

拓勇東町１丁目６番７号 拓勇東町１丁目６番地の５

拓勇東町１丁目６番１２号 拓勇東町１丁目６番地の６

拓勇東町１丁目６番１４号 拓勇東町１丁目６番地の８

拓勇東町１丁目６番１８号 拓勇東町１丁目６番地の１ メゾン・ラ・ファイエットⅠ

拓勇東町１丁目７番１号 拓勇東町１丁目７番地の１ ルピナスⅡ号館

拓勇東町１丁目７番４号 拓勇東町１丁目７番地の１ ルピナスⅠ号館

拓勇東町１丁目７番６号 拓勇東町１丁目７番地の２

拓勇東町１丁目７番７号 拓勇東町１丁目７番地の３

拓勇東町１丁目７番１２号 拓勇東町１丁目７番地の４

拓勇東町１丁目７番１３号 拓勇東町１丁目７番地の５

拓勇東町１丁目７番１６号 拓勇東町１丁目７番地の７

拓勇東町１丁目８番１号 拓勇東町１丁目８番地の１

拓勇東町１丁目８番２号 拓勇東町１丁目８番地の２

拓勇東町１丁目８番３号 拓勇東町１丁目８番地の３

拓勇東町１丁目８番６号 拓勇東町１丁目８番地の４ グリーンコートセフィラ

拓勇東町１丁目８番７号 拓勇東町１丁目８番地の５ グランドメゾン

拓勇東町１丁目８番１６号 拓勇東町１丁目８番地の７ レオパレスタイム

拓勇東町１丁目８番２２号 拓勇東町１丁目８番地の９

拓勇東町１丁目８番２４号 拓勇東町１丁目８番地の１０

拓勇東町１丁目８番２７号 拓勇東町１丁目８番地の１２

拓勇東町１丁目８番２９号 拓勇東町１丁目８番地の１４

拓勇東町１丁目８番３１号 拓勇東町１丁目８番地の１５

拓勇東町１丁目９番１号 拓勇東町１丁目９番地の１

拓勇東町１丁目９番５号 拓勇東町１丁目９番地の２

拓勇東町１丁目９番６号 拓勇東町１丁目９番地の３

拓勇東町１丁目９番８号 拓勇東町１丁目９番地の４

拓勇東町１丁目９番３０号 拓勇東町１丁目９番地の５

拓勇東町１丁目９番３１号 拓勇東町１丁目９番地の９

拓勇東町１丁目９番３２号 拓勇東町１丁目９番地の１０

拓勇東町１丁目１０番１号 拓勇東町１丁目１０番地の１ Ｊステージ拓勇

拓勇東町１丁目１０番１９号 拓勇東町１丁目１０番地の４

拓勇東町１丁目１１番１２号 拓勇東町１丁目１１番地の６

拓勇東町１丁目１１番１４号 拓勇東町１丁目１１番地の７

拓勇東町１丁目１１番１８号 拓勇東町１丁目１１番地の９ ル・シエルⅡ
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拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目１２番１号 拓勇東町１丁目１２番地の１

拓勇東町１丁目１２番２号 拓勇東町１丁目１２番地の２

拓勇東町１丁目１２番７号 拓勇東町１丁目１２番地の５

拓勇東町１丁目１２番８号 拓勇東町１丁目１２番地の７

拓勇東町１丁目１２番９号 拓勇東町１丁目１２番地の９ ＬＥＧＥＮＤＨＯＵＳＥ　Ｒ・Ｉ・Ｎ

拓勇東町１丁目１２番１４号 拓勇東町１丁目１２番地の１０ コーポめぐみ

拓勇東町１丁目１２番１８号 拓勇東町１丁目１２番地の１１ ネクセスステージ

拓勇東町１丁目１２番１９号 拓勇東町１丁目１２番地の１３

拓勇東町１丁目１２番２１号 拓勇東町１丁目１２番地の１４

拓勇東町１丁目１３番１号 拓勇東町１丁目１３番地の１

拓勇東町１丁目１３番３号 拓勇東町１丁目１３番地の４

拓勇東町１丁目１３番４号 拓勇東町１丁目１３番地の６

拓勇東町１丁目１３番５号 拓勇東町１丁目１３番地の８

拓勇東町１丁目１３番７号 拓勇東町１丁目１３番地の１０

拓勇東町１丁目１３番９号 拓勇東町１丁目１３番地の１３

拓勇東町１丁目１３番１１号 拓勇東町１丁目１３番地の１５

拓勇東町１丁目１３番１２号 拓勇東町１丁目１３番地の１７

拓勇東町１丁目１３番１３号 拓勇東町１丁目１３番地の１９

拓勇東町１丁目１３番２３号 拓勇東町１丁目１３番地の２５

拓勇東町１丁目１３番２５号 拓勇東町１丁目１３番地の２６

拓勇東町１丁目１３番２８号 拓勇東町１丁目１３番地の２８

拓勇東町１丁目１３番３０号 拓勇東町１丁目１３番地の３１

拓勇東町１丁目１３番３１号 拓勇東町１丁目１３番地の３２

拓勇東町１丁目１３番３２号 拓勇東町１丁目１３番地の３５

拓勇東町１丁目１５番２号 拓勇東町１丁目１５番地の２

拓勇東町１丁目１５番３号 拓勇東町１丁目１５番地の５

拓勇東町１丁目１５番４号 拓勇東町１丁目１５番地の７ パークハイツセフィラ

拓勇東町１丁目１５番６号 拓勇東町１丁目１５番地の９

拓勇東町１丁目１５番７号 拓勇東町１丁目１５番地の１０

拓勇東町１丁目１５番８号 拓勇東町１丁目１５番地の１３

拓勇東町１丁目１５番１２号 拓勇東町１丁目１５番地の１６ モンレーヴ

拓勇東町１丁目１５番１７号 拓勇東町１丁目１５番地の１８

拓勇東町１丁目１５番２１号 拓勇東町１丁目１５番地の２１

拓勇東町１丁目１５番２３号 拓勇東町１丁目１５番地の２３

拓勇東町１丁目１５番２５号 拓勇東町１丁目１５番地の２５

拓勇東町１丁目１５番２９号 拓勇東町１丁目１５番地の２９

拓勇東町１丁目１５番３０号 拓勇東町１丁目１５番地の３１

拓勇東町１丁目１５番３１号 拓勇東町１丁目１５番地の３２

拓勇東町１丁目１５番３２号 拓勇東町１丁目１５番地の３４
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拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目１６番３号 拓勇東町１丁目１６番地の３ パークサイド

拓勇東町１丁目１６番８号 拓勇東町１丁目１６番地の５

拓勇東町１丁目１６番１３号 拓勇東町１丁目１６番地の１１ ａ－ｐｌｕｓ

拓勇東町１丁目１６番１４号 拓勇東町１丁目１６番地の１２

拓勇東町１丁目１６番１９号 拓勇東町１丁目１６番地の１５

拓勇東町１丁目１６番２２号 拓勇東町１丁目１６番地の１７

拓勇東町１丁目１６番２３号 拓勇東町１丁目１６番地の１９

拓勇東町１丁目１６番２６号 拓勇東町１丁目１６番地の２２

拓勇東町１丁目１６番２８号 拓勇東町１丁目１６番地の２３ メゾンコート華壱番館

拓勇東町１丁目１６番２９号 拓勇東町１丁目１６番地の２５ メゾンコート華弐番館

拓勇東町１丁目１６番３７号 拓勇東町１丁目１６番地の３１

拓勇東町１丁目１６番３８号 拓勇東町１丁目１６番地の３２

拓勇東町１丁目１６番４０号 拓勇東町１丁目１６番地の３５

拓勇東町１丁目１７番１号 拓勇東町１丁目１７番地の１

拓勇東町１丁目１７番２号 拓勇東町１丁目１７番地の２ ピュアコート

拓勇東町１丁目１７番１６号 拓勇東町１丁目１７番地の６

拓勇東町１丁目１８番１号 拓勇東町１丁目１８番地の１

拓勇東町１丁目１８番２号 拓勇東町１丁目１８番地の２

拓勇東町１丁目１８番６号 拓勇東町１丁目１８番地の３

拓勇東町１丁目１８番８号 拓勇東町１丁目１８番地の７

拓勇東町１丁目１８番９号 拓勇東町１丁目１８番地の９

拓勇東町１丁目１８番１８号 拓勇東町１丁目１８番地の１２

拓勇東町１丁目１８番２０号 拓勇東町１丁目１８番地の１３

拓勇東町１丁目１８番２１号 拓勇東町１丁目１８番地の１５

拓勇東町１丁目１８番２３号 拓勇東町１丁目１８番地の１８

拓勇東町１丁目１８番２５号 拓勇東町１丁目１８番地の２１

拓勇東町１丁目１８番２８号 拓勇東町１丁目１８番地の２４

拓勇東町１丁目１８番２９号 拓勇東町１丁目１８番地の２５

拓勇東町１丁目１９番１号 拓勇東町１丁目１９番地の２０

拓勇東町１丁目１９番５号 拓勇東町１丁目１９番地の２

拓勇東町１丁目１９番６号 拓勇東町１丁目１９番地の３

拓勇東町１丁目１９番８号 拓勇東町１丁目１９番地の４

拓勇東町１丁目１９番１５号 拓勇東町１丁目１９番地の１３

拓勇東町１丁目１９番２５号 拓勇東町１丁目１９番地の１０

拓勇東町１丁目１９番３０号 拓勇東町１丁目１９番地の１６

拓勇東町１丁目１９番３７号 拓勇東町１丁目１９番地の１９

拓勇東町１丁目２０番１号 拓勇東町１丁目２０番地の１

拓勇東町１丁目２０番７号 拓勇東町１丁目２０番地の７

拓勇東町１丁目２０番９号 拓勇東町１丁目２０番地の８
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拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目２０番１１号 拓勇東町１丁目２０番地の１１

拓勇東町１丁目２０番１３号 拓勇東町１丁目２０番地の１３ ハイムオバマ拓勇東

拓勇東町１丁目２０番１９号 拓勇東町１丁目２０番地の５

拓勇東町１丁目２１番１号 拓勇東町１丁目２１番地の１

拓勇東町１丁目２１番３号 拓勇東町１丁目２１番地の３

拓勇東町１丁目２１番４号 拓勇東町１丁目２１番地の５

拓勇東町１丁目２１番７号 拓勇東町１丁目２１番地の７

拓勇東町１丁目２１番８号 拓勇東町１丁目２１番地の１０

拓勇東町１丁目２１番１３号 拓勇東町１丁目２１番地の１３

拓勇東町１丁目２１番１８号 拓勇東町１丁目２１番地の１６

拓勇東町１丁目２１番１９号 拓勇東町１丁目２１番地の１９

拓勇東町１丁目２１番２０号 拓勇東町１丁目２１番地の２０

拓勇東町１丁目２１番２１号 拓勇東町１丁目２１番地の２２

拓勇東町１丁目２１番２２号 拓勇東町１丁目２１番地の２５

拓勇東町１丁目２２番１号 拓勇東町１丁目２２番地の１

拓勇東町１丁目２２番２号 拓勇東町１丁目２２番地の２

拓勇東町１丁目２２番４号 拓勇東町１丁目２２番地の４

拓勇東町１丁目２２番６号 拓勇東町１丁目２２番地の６

拓勇東町１丁目２２番７号 拓勇東町１丁目２２番地の７

拓勇東町１丁目２２番１０号 拓勇東町１丁目２２番地の１０

拓勇東町１丁目２２番１４号 拓勇東町１丁目２２番地の１２

拓勇東町１丁目２２番１６号 拓勇東町１丁目２２番地の１３

拓勇東町１丁目２２番１７号 拓勇東町１丁目２２番地の１４

拓勇東町１丁目２２番２０号 拓勇東町１丁目２２番地の２０

拓勇東町１丁目２３番３号 拓勇東町１丁目２３番地の３

拓勇東町１丁目２３番５号 拓勇東町１丁目２３番地の５

拓勇東町１丁目２３番１０号 拓勇東町１丁目２３番地の６

拓勇東町１丁目２３番１２号 拓勇東町１丁目２３番地の７

拓勇東町１丁目２３番１４号 拓勇東町１丁目２３番地の８

拓勇東町１丁目２４番１号 拓勇東町１丁目２４番地の１

拓勇東町１丁目２４番２号 拓勇東町１丁目２４番地の２

拓勇東町１丁目２４番３号 拓勇東町１丁目２４番地の３

拓勇東町１丁目２４番７号 拓勇東町１丁目２４番地の４

拓勇東町１丁目２４番１０号 拓勇東町１丁目２４番地の５

拓勇東町１丁目２５番１号 拓勇東町１丁目２５番地の１

拓勇東町１丁目２５番６号 拓勇東町１丁目２５番地の６

拓勇東町１丁目２５番地の６ ラルゴ

拓勇東町１丁目２５番１１号 拓勇東町１丁目２５番地の７
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拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目２６番２号 拓勇東町１丁目２６番地の２ リッチフィールド

拓勇東町１丁目２６番４号 拓勇東町１丁目２６番地の３

拓勇東町１丁目２６番１２号 拓勇東町１丁目２６番地の７

拓勇東町１丁目２６番１５号 拓勇東町１丁目２６番地の９

拓勇東町１丁目２６番１７号 拓勇東町１丁目２６番地の１１

拓勇東町１丁目２６番２０号 拓勇東町１丁目２６番地の１２

拓勇東町１丁目２７番１号 拓勇東町１丁目２７番地の１

拓勇東町１丁目２７番３号 拓勇東町１丁目２７番地の３

拓勇東町１丁目２７番６号 拓勇東町１丁目２７番地の６

拓勇東町１丁目２７番１８号 拓勇東町１丁目２７番地の２０ フリーゼハウス

拓勇東町１丁目２７番１９号 拓勇東町１丁目２７番地の１３

拓勇東町１丁目２７番２０号 拓勇東町１丁目２７番地の１１ レオパレスポピー

拓勇東町１丁目２７番２１号 拓勇東町１丁目２７番地の８ レユシールミズ

拓勇東町１丁目２７番地の９ レユシールミズ

拓勇東町１丁目２７番２６号 拓勇東町１丁目２７番地の２３

拓勇東町１丁目２８番３号 拓勇東町１丁目２８番地の３

拓勇東町１丁目２８番４号 拓勇東町１丁目２８番地の５

拓勇東町１丁目２８番６号 拓勇東町１丁目２８番地の６

拓勇東町１丁目２８番１１号 拓勇東町１丁目２８番地の１３

拓勇東町１丁目２８番１３号 拓勇東町１丁目２８番地の１７

拓勇東町１丁目２８番１５号 拓勇東町１丁目２８番地の１９

拓勇東町１丁目２８番１７号 拓勇東町１丁目２８番地の２２

拓勇東町１丁目２８番２３号 拓勇東町１丁目２８番地の２５ ウトアール

拓勇東町１丁目２８番２４号 拓勇東町１丁目２８番地の２６

拓勇東町１丁目２８番２６号 拓勇東町１丁目２８番地の２７

拓勇東町１丁目２８番２７号 拓勇東町１丁目２８番地の３０ 美昇ハイツ

拓勇東町１丁目２８番２８号 拓勇東町１丁目２８番地の３２ アドゥニスⅡ

拓勇東町１丁目２８番３０号 拓勇東町１丁目２８番地の３３

拓勇東町１丁目２８番４７号 拓勇東町１丁目２８番地の３６

拓勇東町１丁目２８番４９号 拓勇東町１丁目２８番地の１８

拓勇東町１丁目２８番５１号 拓勇東町１丁目２８番地の１５

拓勇東町１丁目２８番５３号 拓勇東町１丁目２８番地の４０

拓勇東町１丁目２８番５５号 拓勇東町１丁目２８番地の４１

拓勇東町１丁目２８番５８号 拓勇東町１丁目２８番地の４３

拓勇東町１丁目２９番１号 拓勇東町１丁目２９番地の１

拓勇東町１丁目２９番５号 拓勇東町１丁目２９番地の７

拓勇東町１丁目２９番６号 拓勇東町１丁目２９番地の８

拓勇東町１丁目２９番８号 拓勇東町１丁目２９番地の１１

拓勇東町１丁目２９番１３号 拓勇東町１丁目２９番地の１３
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拓勇東町　１丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町１丁目２９番１８号 拓勇東町１丁目２９番地の２０

拓勇東町１丁目２９番２２号 拓勇東町１丁目２９番地の２２

拓勇東町１丁目２９番２４号 拓勇東町１丁目２９番地の２４

拓勇東町１丁目３０番２号 拓勇東町１丁目３０番地の２ 拓勇ハイツ

拓勇東町１丁目３０番９号 拓勇東町１丁目３０番地の９

拓勇東町１丁目３０番１５号 拓勇東町１丁目３０番地の１５
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拓勇東町　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町２丁目１番１号 拓勇東町２丁目１番地の１

拓勇東町２丁目１番２号 拓勇東町２丁目１番地の２

拓勇東町２丁目１番７号 拓勇東町２丁目１番地の５

拓勇東町２丁目１番８号 拓勇東町２丁目１番地の６

拓勇東町２丁目１番９号 拓勇東町２丁目１番地の７

拓勇東町２丁目１番１１号 拓勇東町２丁目１番地の９

拓勇東町２丁目１番１３号 拓勇東町２丁目１番地の１１

拓勇東町２丁目１番１４号 拓勇東町２丁目１番地の１３

拓勇東町２丁目１番１５号 拓勇東町２丁目１番地の１５

拓勇東町２丁目１番２０号 拓勇東町２丁目１番地の１７

拓勇東町２丁目１番２７号 拓勇東町２丁目１番地の２３

拓勇東町２丁目１番３０号 拓勇東町２丁目１番地の２５

拓勇東町２丁目１番３１号 拓勇東町２丁目１番地の２６

拓勇東町２丁目１番３２号 拓勇東町２丁目１番地の２７

拓勇東町２丁目１番３６号 拓勇東町２丁目１番地の２９

拓勇東町２丁目１番３７号 拓勇東町２丁目１番地の３０

拓勇東町２丁目１番３８号 拓勇東町２丁目１番地の３１

拓勇東町２丁目２番１号 拓勇東町２丁目２番地の１

拓勇東町２丁目２番４号 拓勇東町２丁目２番地の４

拓勇東町２丁目２番５号 拓勇東町２丁目２番地の５ ハイツマーシュ

拓勇東町２丁目２番１４号 拓勇東町２丁目２番地の１４

拓勇東町２丁目２番１５号 拓勇東町２丁目２番地の１５

拓勇東町２丁目２番１６号 拓勇東町２丁目２番地の１６

拓勇東町２丁目２番１７号 拓勇東町２丁目２番地の１７

拓勇東町２丁目２番１９号 拓勇東町２丁目２番地の４３

拓勇東町２丁目２番２０号 拓勇東町２丁目２番地の１９

拓勇東町２丁目２番２６号 拓勇東町２丁目２番地の２１

拓勇東町２丁目２番２８号 拓勇東町２丁目２番地の２３

拓勇東町２丁目２番３１号 拓勇東町２丁目２番地の２８ たんぽぽハウス

拓勇東町２丁目２番３１号 拓勇東町２丁目２番地の２８ グループホームどんぐり

拓勇東町２丁目２番３３号 拓勇東町２丁目２番地の３１

拓勇東町２丁目２番３４号 拓勇東町２丁目２番地の３３

拓勇東町２丁目２番３５号 拓勇東町２丁目２番地の３４ シャーメゾンＦｒａｎｃ

拓勇東町２丁目２番３７号 拓勇東町２丁目２番地の４４

拓勇東町２丁目２番３８号 拓勇東町２丁目２番地の４５

拓勇東町２丁目２番４０号 拓勇東町２丁目２番地の３６

拓勇東町２丁目２番４４号 拓勇東町２丁目２番地の３８

拓勇東町２丁目２番５１号 拓勇東町２丁目２番地の４２

拓勇東町２丁目３番１号 拓勇東町２丁目３番地の１

拓勇東町２丁目３番２号 拓勇東町２丁目３番地の２

拓勇東町２丁目３番９号 拓勇東町２丁目３番地の５
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拓勇東町　２丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町２丁目３番１０号 拓勇東町２丁目３番地の７

拓勇東町２丁目３番１２号 拓勇東町２丁目３番地の１０

拓勇東町２丁目３番１４号 拓勇東町２丁目３番地の１１

拓勇東町２丁目３番１８号 拓勇東町２丁目３番地の１３

拓勇東町２丁目３番２１号 拓勇東町２丁目３番地の１８ グランドセイヤ

拓勇東町２丁目４番２号 拓勇東町２丁目４番地の４ マジェスタⅡ

拓勇東町２丁目４番３号 拓勇東町２丁目４番地の６

拓勇東町２丁目４番４号 拓勇東町２丁目４番地の７

拓勇東町２丁目４番５号 拓勇東町２丁目４番地の９

拓勇東町２丁目４番６号 拓勇東町２丁目４番地の１０

拓勇東町２丁目４番９号 拓勇東町２丁目４番地の１６

拓勇東町２丁目４番１０号 拓勇東町２丁目４番地の１７

拓勇東町２丁目４番１１号 拓勇東町２丁目４番地の２０

拓勇東町２丁目４番１２号 拓勇東町２丁目４番地の２１

拓勇東町２丁目４番１３号 拓勇東町２丁目４番地の２４ ノーブル

拓勇東町２丁目４番１５号 拓勇東町２丁目４番地の２８

拓勇東町２丁目４番１６号 拓勇東町２丁目４番地の２９

拓勇東町２丁目４番１７号 拓勇東町２丁目４番地の３１

拓勇東町２丁目４番２２号 拓勇東町２丁目４番地の３２

拓勇東町２丁目４番２３号 拓勇東町２丁目４番地の３３

拓勇東町２丁目４番２６号 拓勇東町２丁目４番地の３７

拓勇東町２丁目４番２７号 拓勇東町２丁目４番地の４０

拓勇東町２丁目４番２９号 拓勇東町２丁目４番地の４４

拓勇東町２丁目４番３０号 拓勇東町２丁目４番地の４５

拓勇東町２丁目４番３２号 拓勇東町２丁目４番地の４９

拓勇東町２丁目４番３３号 拓勇東町２丁目４番地の５１

拓勇東町２丁目４番３４号 拓勇東町２丁目４番地の５３

拓勇東町２丁目４番３５号 拓勇東町２丁目４番地の５４

拓勇東町２丁目４番３６号 拓勇東町２丁目４番地の５５

拓勇東町２丁目４番３７号 拓勇東町２丁目４番地の５６

拓勇東町２丁目４番３８号 拓勇東町２丁目４番地の５７

拓勇東町２丁目４番３９号 拓勇東町２丁目４番地の５９

拓勇東町２丁目５番１号 拓勇東町２丁目５番地の１

拓勇東町２丁目５番４号 拓勇東町２丁目５番地の４ ｗｅｌｆａｒｅ

拓勇東町２丁目５番６号 拓勇東町２丁目５番地の５

拓勇東町２丁目５番７号 拓勇東町２丁目５番地の６

拓勇東町２丁目５番１０号 拓勇東町２丁目５番地の１０

拓勇東町２丁目５番１２号 拓勇東町２丁目５番地の１２

拓勇東町２丁目５番１４号 拓勇東町２丁目５番地の１３

拓勇東町２丁目５番１８号 拓勇東町２丁目５番地の１４

拓勇東町２丁目５番１９号 拓勇東町２丁目５番地の１５
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拓勇東町２丁目５番２０号 拓勇東町２丁目５番地の１６

拓勇東町２丁目５番２２号 拓勇東町２丁目５番地の１７

拓勇東町２丁目５番２７号 拓勇東町２丁目５番地の２０

拓勇東町２丁目７番１号 拓勇東町２丁目７番地の１

拓勇東町２丁目７番２号 拓勇東町２丁目７番地の４

拓勇東町２丁目７番５号 拓勇東町２丁目７番地の５

拓勇東町２丁目７番９号 拓勇東町２丁目７番地の９ エリジオン

拓勇東町２丁目７番１１号 拓勇東町２丁目７番地の１０

拓勇東町２丁目７番１９号 拓勇東町２丁目７番地の１４

拓勇東町２丁目７番２１号 拓勇東町２丁目７番地の１６

拓勇東町２丁目７番２２号 拓勇東町２丁目７番地の１８

拓勇東町２丁目７番２３号 拓勇東町２丁目７番地の１９

拓勇東町２丁目７番２４号 拓勇東町２丁目７番地の２０

拓勇東町２丁目７番２６号 拓勇東町２丁目７番地の２３

拓勇東町２丁目７番３１号 拓勇東町２丁目７番地の２６

拓勇東町２丁目７番３２号 拓勇東町２丁目７番地の２８

拓勇東町２丁目７番３８号 拓勇東町２丁目７番地の３０

拓勇東町２丁目７番４０号 拓勇東町２丁目７番地の３１

拓勇東町２丁目７番４１号 拓勇東町２丁目７番地の３２

拓勇東町２丁目７番４３号 拓勇東町２丁目７番地の３３

拓勇東町２丁目７番４５号 拓勇東町２丁目７番地の３６

拓勇東町２丁目８番２号 拓勇東町２丁目８番地の４

拓勇東町２丁目８番３号 拓勇東町２丁目８番地の６

拓勇東町２丁目８番７号 拓勇東町２丁目８番地の８

拓勇東町２丁目８番９号 拓勇東町２丁目８番地の９ レオパレスコルティーレ

拓勇東町２丁目８番１２号 拓勇東町２丁目８番地の１０

拓勇東町２丁目８番１３号 拓勇東町２丁目８番地の１１

拓勇東町２丁目８番１７号 拓勇東町２丁目８番地の１４

拓勇東町２丁目８番２３号 拓勇東町２丁目８番地の１５ シングルコートＡ

拓勇東町２丁目８番２４号 拓勇東町２丁目８番地の１６ シングルコートＢ

拓勇東町２丁目８番２５号 拓勇東町２丁目８番地の１７

拓勇東町２丁目８番３１号 拓勇東町２丁目８番地の２０ グランドメゾンⅤ

拓勇東町２丁目８番３４号 拓勇東町２丁目８番地の２２

拓勇東町２丁目８番３５号 拓勇東町２丁目８番地の２４

拓勇東町２丁目９番１号 拓勇東町２丁目９番地の１

拓勇東町２丁目９番３号 拓勇東町２丁目９番地の３

拓勇東町２丁目９番４号 拓勇東町２丁目９番地の４

拓勇東町２丁目９番５号 拓勇東町２丁目９番地の５

拓勇東町２丁目９番７号 拓勇東町２丁目９番地の６

拓勇東町２丁目９番９号 拓勇東町２丁目９番地の７
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拓勇東町２丁目９番１４号 拓勇東町２丁目９番地の１０

拓勇東町２丁目９番１６号 拓勇東町２丁目９番地の１１

拓勇東町２丁目９番１７号 拓勇東町２丁目９番地の１２

拓勇東町２丁目９番１９号 拓勇東町２丁目９番地の１３ シャングリラ

拓勇東町２丁目９番２０号 拓勇東町２丁目９番地の１５

拓勇東町２丁目１０番１号 拓勇東町２丁目１０番地の１

拓勇東町２丁目１０番３号 拓勇東町２丁目１０番地の３

拓勇東町２丁目１０番４号 拓勇東町２丁目１０番地の４

拓勇東町２丁目１０番６号 拓勇東町２丁目１０番地の６

拓勇東町２丁目１０番８号 拓勇東町２丁目１０番地の７

拓勇東町２丁目１０番９号 拓勇東町２丁目１０番地の８

拓勇東町２丁目１０番１０号 拓勇東町２丁目１０番地の１０

拓勇東町２丁目１０番１５号 拓勇東町２丁目１０番地の１５

拓勇東町２丁目１０番１７号 拓勇東町２丁目１０番地の１６

拓勇東町２丁目１０番１８号 拓勇東町２丁目１０番地の１８ ロイヤルハイム拓勇東町Ｂ

拓勇東町２丁目１０番２６号 拓勇東町２丁目１０番地の２０

拓勇東町２丁目１０番２８号 拓勇東町２丁目１０番地の２２

拓勇東町２丁目１０番３０号 拓勇東町２丁目１０番地の２３

拓勇東町２丁目１０番３２号 拓勇東町２丁目１０番地の２５

拓勇東町２丁目１０番３４号 拓勇東町２丁目１０番地の２６ ウィステリア

拓勇東町２丁目１０番３６号 拓勇東町２丁目１０番地の２８

拓勇東町２丁目１０番３８号 拓勇東町２丁目１０番地の２９ メゾンコート華参番館

拓勇東町２丁目１０番３９号 拓勇東町２丁目１０番地の３０ キャッスル沼ノ端

拓勇東町２丁目１１番１号 拓勇東町２丁目１１番地の１

拓勇東町２丁目１１番２号 拓勇東町２丁目１１番地の７

拓勇東町２丁目１１番４号 拓勇東町２丁目１１番地の９

拓勇東町２丁目１１番８号 拓勇東町２丁目１１番地の１０

拓勇東町２丁目１１番１４号 拓勇東町２丁目１１番地の３

拓勇東町２丁目１１番１７号 拓勇東町２丁目１１番地の４

拓勇東町２丁目１１番１９号 拓勇東町２丁目１１番地の５ 美登里２０００

拓勇東町２丁目１１番２３号 拓勇東町２丁目１１番地の１５ カンツォーネ

拓勇東町２丁目１１番２４号 拓勇東町２丁目１１番地の１６ Ｌｉｆｅ

拓勇東町２丁目１１番２６号 拓勇東町２丁目１１番地の１７ ｃａｓａソレイユ

拓勇東町２丁目１２番１号 拓勇東町２丁目１２番地の１

拓勇東町２丁目１２番２号 拓勇東町２丁目１２番地の１５

拓勇東町２丁目１２番３号 拓勇東町２丁目１２番地の１６

拓勇東町２丁目１２番９号 拓勇東町２丁目１２番地の６ プリマードＬ

拓勇東町２丁目１２番１２号 拓勇東町２丁目１２番地の９

拓勇東町２丁目１２番１５号 拓勇東町２丁目１２番地の１０

拓勇東町２丁目１２番１７号 拓勇東町２丁目１２番地の１２ レジュールⅢ
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拓勇東町２丁目１２番２２号 拓勇東町２丁目１２番地の１７

拓勇東町２丁目１２番２３号 拓勇東町２丁目１２番地の１８

拓勇東町２丁目１２番２４号 拓勇東町２丁目１２番地の１９

拓勇東町２丁目１３番１号 拓勇東町２丁目１３番地の１

拓勇東町２丁目１３番２号 拓勇東町２丁目１３番地の１１

拓勇東町２丁目１３番３号 拓勇東町２丁目１３番地の１２

拓勇東町２丁目１３番７号 拓勇東町２丁目１３番地の４

拓勇東町２丁目１３番８号 拓勇東町２丁目１３番地の５

拓勇東町２丁目１３番１０号 拓勇東町２丁目１３番地の６

拓勇東町２丁目１３番１４号 拓勇東町２丁目１３番地の７

拓勇東町２丁目１３番１８号 拓勇東町２丁目１３番地の９

拓勇東町２丁目１３番２０号 拓勇東町２丁目１３番地の１０ グレースⅠ

拓勇東町２丁目１３番２３号 拓勇東町２丁目１３番地の１４

拓勇東町２丁目１３番２６号 拓勇東町２丁目１３番地の１５

拓勇東町２丁目１５番１号 拓勇東町２丁目１５番地の１

拓勇東町２丁目１５番４号 拓勇東町２丁目１５番地の４

拓勇東町２丁目１５番６号 拓勇東町２丁目１５番地の６

拓勇東町２丁目１５番８号 拓勇東町２丁目１５番地の８

拓勇東町２丁目１５番９号 拓勇東町２丁目１５番地の９

拓勇東町２丁目１５番１１号 拓勇東町２丁目１５番地の１１

拓勇東町２丁目１５番１２号 拓勇東町２丁目１５番地の１２

拓勇東町２丁目１５番１３号 拓勇東町２丁目１５番地の１３

拓勇東町２丁目１５番１４号 拓勇東町２丁目１５番地の１４

拓勇東町２丁目１５番１９号 拓勇東町２丁目１５番地の１５

拓勇東町２丁目１５番２２号 拓勇東町２丁目１５番地の１６

拓勇東町２丁目１５番２３号 拓勇東町２丁目１５番地の１７

拓勇東町２丁目１５番２５号 拓勇東町２丁目１５番地の１８

拓勇東町２丁目１５番２６号 拓勇東町２丁目１５番地の１９

拓勇東町２丁目１５番２８号 拓勇東町２丁目１５番地の２３

拓勇東町２丁目１６番２号 拓勇東町２丁目１６番地の２

拓勇東町２丁目１６番４号 拓勇東町２丁目１６番地の３

拓勇東町２丁目１６番９号 拓勇東町２丁目１６番地の４

拓勇東町２丁目１６番１２号 拓勇東町２丁目１６番地の５ スターライト雄大

拓勇東町２丁目１６番１４号 拓勇東町２丁目１６番地の６ ハイツネーブル

拓勇東町２丁目１７番１号 拓勇東町２丁目１７番地の１

拓勇東町２丁目１７番２号 拓勇東町２丁目１７番地の４

拓勇東町２丁目１７番３号 拓勇東町２丁目１７番地の５

拓勇東町２丁目１７番５号 拓勇東町２丁目１７番地の７

拓勇東町２丁目１７番７号 拓勇東町２丁目１７番地の９ ｙｕｔａｋａ　Ⅰ
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拓勇東町２丁目１７番１０号 拓勇東町２丁目１７番地の１０

拓勇東町２丁目１７番１１号 拓勇東町２丁目１７番地の１２

拓勇東町２丁目１７番１２号 拓勇東町２丁目１７番地の１４

拓勇東町２丁目１７番１６号 拓勇東町２丁目１７番地の１７

拓勇東町２丁目１７番３０号 拓勇東町２丁目１７番地の２３

拓勇東町２丁目１８番１号 拓勇東町２丁目１８番地の１ ＡＲＩＡⅡ

拓勇東町２丁目１８番２号 拓勇東町２丁目１８番地の２ ブルッフラ

拓勇東町２丁目１８番２１号 拓勇東町２丁目１８番地の６
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拓勇東町３丁目１番３号 拓勇東町３丁目１番地の３

拓勇東町３丁目１番６号 拓勇東町３丁目１番地の６

拓勇東町３丁目１番１７号 拓勇東町３丁目１番地の１７

拓勇東町３丁目１番１８号 拓勇東町３丁目１番地の１８

拓勇東町３丁目１番１９号 拓勇東町３丁目１番地の１９

拓勇東町３丁目１番２３号 拓勇東町３丁目１番地の２１

拓勇東町３丁目１番３８号 拓勇東町３丁目１番地の３３

拓勇東町３丁目１番４１号 拓勇東町３丁目１番地の３４

拓勇東町３丁目１番４２号 拓勇東町３丁目１番地の３６ コーポナチュラル

拓勇東町３丁目２番２号 拓勇東町３丁目２番地の２

拓勇東町３丁目２番６号 拓勇東町３丁目２番地の６

拓勇東町３丁目２番６号 拓勇東町３丁目２番地の６

拓勇東町３丁目２番１３号 拓勇東町３丁目２番地の１１

拓勇東町３丁目２番１８号 拓勇東町３丁目２番地の１３

拓勇東町３丁目２番２９号 拓勇東町３丁目２番地の１６

拓勇東町３丁目２番３１号 拓勇東町３丁目２番地の１９ ティアラ７７

拓勇東町３丁目２番３５号 拓勇東町３丁目２番地の２１

拓勇東町３丁目２番３８号 拓勇東町３丁目２番地の２２

拓勇東町３丁目２番４１号 拓勇東町３丁目２番地の２５

拓勇東町３丁目２番４２号 拓勇東町３丁目２番地の２６

拓勇東町３丁目２番４３号 拓勇東町３丁目２番地の２８

拓勇東町３丁目３番２号 拓勇東町３丁目３番地の３７

拓勇東町３丁目３番６号 拓勇東町３丁目３番地の２

拓勇東町３丁目３番１０号 拓勇東町３丁目３番地の５

拓勇東町３丁目３番１１号 拓勇東町３丁目３番地の６

拓勇東町３丁目３番地の７

拓勇東町３丁目３番１７号 拓勇東町３丁目３番地の８ ＹＵＴＡＫＡⅡ

拓勇東町３丁目３番１９号 拓勇東町３丁目３番地の１０

拓勇東町３丁目３番２０号 拓勇東町３丁目３番地の１２

拓勇東町３丁目３番２３号 拓勇東町３丁目３番地の１５

拓勇東町３丁目３番２５号 拓勇東町３丁目３番地の１８

拓勇東町３丁目３番２６号 拓勇東町３丁目３番地の２０

拓勇東町３丁目３番３０号 拓勇東町３丁目３番地の２１

拓勇東町３丁目３番３２号 拓勇東町３丁目３番地の２３

拓勇東町３丁目３番３６号 拓勇東町３丁目３番地の２４

拓勇東町３丁目３番３９号 拓勇東町３丁目３番地の２６

拓勇東町３丁目３番４１号 拓勇東町３丁目３番地の２７ ヴィオラ

拓勇東町３丁目３番４４号 拓勇東町３丁目３番地の２９ ロイヤルハイム沼ノ端Ａ

拓勇東町３丁目３番４６号 拓勇東町３丁目３番地の３０

拓勇東町３丁目３番４７号 拓勇東町３丁目３番地の３１
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拓勇東町３丁目４番３号 拓勇東町３丁目４番地の５

拓勇東町３丁目４番４号 拓勇東町３丁目４番地の８

拓勇東町３丁目４番５号 拓勇東町３丁目４番地の１０

拓勇東町３丁目４番８号 拓勇東町３丁目４番地の１６

拓勇東町３丁目４番９号 拓勇東町３丁目４番地の１７

拓勇東町３丁目４番１２号 拓勇東町３丁目４番地の１８ ミルキーウェイ

拓勇東町３丁目４番１６号 拓勇東町３丁目４番地の１９

拓勇東町３丁目４番１７号 拓勇東町３丁目４番地の２０

拓勇東町３丁目４番１９号 拓勇東町３丁目４番地の２２

拓勇東町３丁目４番２３号 拓勇東町３丁目４番地の２３ レオパレス沼ノ端

拓勇東町３丁目５番１号 拓勇東町３丁目５番地の１

拓勇東町３丁目５番２号 拓勇東町３丁目５番地の２

拓勇東町３丁目５番３号 拓勇東町３丁目５番地の３

拓勇東町３丁目５番７号 拓勇東町３丁目５番地の７

拓勇東町３丁目５番８号 拓勇東町３丁目５番地の８

拓勇東町３丁目５番１３号 拓勇東町３丁目５番地の１１

拓勇東町３丁目５番１７号 拓勇東町３丁目５番地の１３

拓勇東町３丁目５番２０号 拓勇東町３丁目５番地の１７

拓勇東町３丁目５番２４号 拓勇東町３丁目５番地の１８

拓勇東町３丁目６番１号 拓勇東町３丁目６番地の１

拓勇東町３丁目６番２号 拓勇東町３丁目６番地の２

拓勇東町３丁目６番４号 拓勇東町３丁目６番地の４

拓勇東町３丁目６番８号 拓勇東町３丁目６番地の８

拓勇東町３丁目６番１６号 拓勇東町３丁目６番地の１０

拓勇東町３丁目６番１９号 拓勇東町３丁目６番地の１３

拓勇東町３丁目６番２１号 拓勇東町３丁目６番地の１６

拓勇東町３丁目７番５号 拓勇東町３丁目７番地の３

拓勇東町３丁目７番６号 拓勇東町３丁目７番地の５

拓勇東町３丁目７番８号 拓勇東町３丁目７番地の６

拓勇東町３丁目７番９号 拓勇東町３丁目７番地の８

拓勇東町３丁目７番１８号 拓勇東町３丁目７番地の１１

拓勇東町３丁目７番２０号 拓勇東町３丁目７番地の１０

拓勇東町３丁目７番２２号 拓勇東町３丁目７番地の１４

拓勇東町３丁目７番２６号 拓勇東町３丁目７番地の１８

拓勇東町３丁目７番２８号 拓勇東町３丁目７番地の２０

拓勇東町３丁目８番１号 拓勇東町３丁目８番地の１

拓勇東町３丁目８番４号 拓勇東町３丁目８番地の４

拓勇東町３丁目８番５号 拓勇東町３丁目８番地の５

拓勇東町３丁目８番８号 拓勇東町３丁目８番地の８
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拓勇東町３丁目８番９号 拓勇東町３丁目８番地の１０

拓勇東町３丁目８番１２号 拓勇東町３丁目８番地の１２

拓勇東町３丁目８番１３号 拓勇東町３丁目８番地の１３

拓勇東町３丁目８番１５号 拓勇東町３丁目８番地の１５

拓勇東町３丁目８番１８号 拓勇東町３丁目８番地の１８

拓勇東町３丁目８番１９号 拓勇東町３丁目８番地の２０

拓勇東町３丁目９番１号 拓勇東町３丁目９番地の１

拓勇東町３丁目９番３号 拓勇東町３丁目９番地の３

拓勇東町３丁目９番４号 拓勇東町３丁目９番地の４

拓勇東町３丁目９番７号 拓勇東町３丁目９番地の７

拓勇東町３丁目９番８号 拓勇東町３丁目９番地の８

拓勇東町３丁目９番１６号 拓勇東町３丁目９番地の１６

拓勇東町３丁目９番１９号 拓勇東町３丁目９番地の３２

拓勇東町３丁目９番２０号 拓勇東町３丁目９番地の３３

拓勇東町３丁目９番２２号 拓勇東町３丁目９番地の３０

拓勇東町３丁目９番２４号 拓勇東町３丁目９番地の２０

拓勇東町３丁目９番２７号 拓勇東町３丁目９番地の２３

拓勇東町３丁目９番２８号 拓勇東町３丁目９番地の３１

拓勇東町３丁目９番２９号 拓勇東町３丁目９番地の２５

拓勇東町３丁目９番３３号 拓勇東町３丁目９番地の２７

拓勇東町３丁目１０番１号 拓勇東町３丁目１０番地の１

拓勇東町３丁目１０番４号 拓勇東町３丁目１０番地の４

拓勇東町３丁目１０番６号 拓勇東町３丁目１０番地の６

拓勇東町３丁目１０番９号 拓勇東町３丁目１０番地の７

拓勇東町３丁目１０番１２号 拓勇東町３丁目１０番地の９

拓勇東町３丁目１１番２号 拓勇東町３丁目１１番地の２

拓勇東町３丁目１１番５号 拓勇東町３丁目１１番地の５

拓勇東町３丁目１１番７号 拓勇東町３丁目１１番地の７

拓勇東町３丁目１１番８号 拓勇東町３丁目１１番地の８

拓勇東町３丁目１１番１０号 拓勇東町３丁目１１番地の１０

拓勇東町３丁目１３番１号 拓勇東町３丁目１３番地の１

拓勇東町３丁目１３番３号 拓勇東町３丁目１３番地の３

拓勇東町３丁目１３番４号 拓勇東町３丁目１３番地の５

拓勇東町３丁目１３番５号 拓勇東町３丁目１３番地の８

拓勇東町３丁目１３番６号 拓勇東町３丁目１３番地の９

拓勇東町３丁目１３番７号 拓勇東町３丁目１３番地の１１

拓勇東町３丁目１３番８号 拓勇東町３丁目１３番地の１２

拓勇東町３丁目１３番９号 拓勇東町３丁目１３番地の１４

拓勇東町３丁目１３番１０号 拓勇東町３丁目１３番地の１６
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拓勇東町３丁目１３番１１号 拓勇東町３丁目１３番地の１７

拓勇東町３丁目１３番１２号 拓勇東町３丁目１３番地の２０

拓勇東町３丁目１３番１５号 拓勇東町３丁目１３番地の２１

拓勇東町３丁目１３番１６号 拓勇東町３丁目１３番地の２３

拓勇東町３丁目１３番地の２４

拓勇東町３丁目１３番１８号 拓勇東町３丁目１３番地の２６

拓勇東町３丁目１３番２０号 拓勇東町３丁目１３番地の２８

拓勇東町３丁目１３番２２号 拓勇東町３丁目１３番地の２９

拓勇東町３丁目１３番２３号 拓勇東町３丁目１３番地の３１

拓勇東町３丁目１３番２５号 拓勇東町３丁目１３番地の３３

拓勇東町３丁目１３番２６号 拓勇東町３丁目１３番地の３５

拓勇東町３丁目１３番２８号 拓勇東町３丁目１３番地の３８

拓勇東町３丁目１３番２９号 拓勇東町３丁目１３番地の３９

拓勇東町３丁目１３番３２号 拓勇東町３丁目１３番地の４０

拓勇東町３丁目１４番１号 拓勇東町３丁目１４番地の１

拓勇東町３丁目１４番４号 拓勇東町３丁目１４番地の４

拓勇東町３丁目１４番６号 拓勇東町３丁目１４番地の６

拓勇東町３丁目１４番８号 拓勇東町３丁目１４番地の８

拓勇東町３丁目１４番９号 拓勇東町３丁目１４番地の９

拓勇東町３丁目１４番１４号 拓勇東町３丁目１４番地の１４

拓勇東町３丁目１４番１６号 拓勇東町３丁目１４番地の１６

拓勇東町３丁目１４番１７号 拓勇東町３丁目１４番地の３４

拓勇東町３丁目１４番１８号 拓勇東町３丁目１４番地の１８

拓勇東町３丁目１４番２２号 拓勇東町３丁目１４番地の３５

拓勇東町３丁目１４番２３号 拓勇東町３丁目１４番地の１７

拓勇東町３丁目１４番２４号 拓勇東町３丁目１４番地の１９ コーポ２００４

拓勇東町３丁目１４番２５号 拓勇東町３丁目１４番地の２１

拓勇東町３丁目１４番２７号 拓勇東町３丁目１４番地の２３

拓勇東町３丁目１４番３０号 拓勇東町３丁目１４番地の２８

拓勇東町３丁目１４番３１号 拓勇東町３丁目１４番地の３０

拓勇東町３丁目１５番１号 拓勇東町３丁目１５番地の１

拓勇東町３丁目１５番２号 拓勇東町３丁目１５番地の２

拓勇東町３丁目１５番４号 拓勇東町３丁目１５番地の４

拓勇東町３丁目１５番５号 拓勇東町３丁目１５番地の５ ハイツカグシゲⅡ

拓勇東町３丁目１５番１１号 拓勇東町３丁目１５番地の７

拓勇東町３丁目１６番２号 拓勇東町３丁目１６番地の２

拓勇東町３丁目１６番６号 拓勇東町３丁目１６番地の６

拓勇東町３丁目１７番１号 拓勇東町３丁目１７番地の１

拓勇東町３丁目１７番４号 拓勇東町３丁目１７番地の４
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拓勇東町３丁目１７番７号 拓勇東町３丁目１７番地の７

拓勇東町３丁目１７番１１号 拓勇東町３丁目１７番地の１１

拓勇東町３丁目１７番１２号 拓勇東町３丁目１７番地の１２

拓勇東町３丁目１７番１７号 拓勇東町３丁目１７番地の１７ カーサマーレ

拓勇東町３丁目１７番１８号 拓勇東町３丁目１７番地の２１ サンパリス

拓勇東町３丁目１８番２号 拓勇東町３丁目１８番地の２

拓勇東町３丁目１８番８号 拓勇東町３丁目１８番地の５

拓勇東町３丁目１８番１０号 拓勇東町３丁目１８番地の７

拓勇東町３丁目１８番１１号 拓勇東町３丁目１８番地の８

拓勇東町３丁目１８番１２号 拓勇東町３丁目１８番地の９ マーシーチップス２０１

拓勇東町３丁目１８番１６号 拓勇東町３丁目１８番地の３８

拓勇東町３丁目１８番１８号 拓勇東町３丁目１８番地の１５

拓勇東町３丁目１８番２７号 拓勇東町３丁目１８番地の１９

拓勇東町３丁目１８番３６号 拓勇東町３丁目１８番地の２４

拓勇東町３丁目１８番４２号 拓勇東町３丁目１８番地の４０

拓勇東町３丁目１８番４５号 拓勇東町３丁目１８番地の２７

拓勇東町３丁目１８番４８号 拓勇東町３丁目１８番地の３０

拓勇東町３丁目１８番５２号 拓勇東町３丁目１８番地の３３

拓勇東町３丁目１８番５５号 拓勇東町３丁目１８番地の３６

拓勇東町３丁目１８番５８号 拓勇東町３丁目１８番地の１

拓勇東町３丁目１８番６０号 拓勇東町３丁目１８番地の４２

拓勇東町３丁目１９番４号 拓勇東町３丁目１９番地の４

拓勇東町３丁目１９番６号 拓勇東町３丁目１９番地の６

拓勇東町３丁目１９番７号 拓勇東町３丁目１９番地の７

拓勇東町３丁目１９番１３号 拓勇東町３丁目１９番地の８

拓勇東町３丁目１９番１５号 拓勇東町３丁目１９番地の９

拓勇東町３丁目２０番３号 拓勇東町３丁目２０番地の３ ファインステージ

拓勇東町３丁目２０番１０号 拓勇東町３丁目２０番地の６ サン・クロル

拓勇東町３丁目２０番１１号 拓勇東町３丁目２０番地の７

拓勇東町３丁目２０番１２号 拓勇東町３丁目２０番地の８

拓勇東町３丁目２０番１９号 拓勇東町３丁目２０番地の１６

拓勇東町３丁目２０番２６号 拓勇東町３丁目２０番地の１７

拓勇東町３丁目２０番２９号 拓勇東町３丁目２０番地の２０

拓勇東町３丁目２０番３１号 拓勇東町３丁目２０番地の６ サン・フォルム

拓勇東町３丁目２０番３５号 拓勇東町３丁目２０番地の２２ ハイツリリック

拓勇東町３丁目２０番３７号 拓勇東町３丁目２０番地の２６ メモリーハイツ
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拓勇東町４丁目１番１号 拓勇東町４丁目１番地の１

拓勇東町４丁目１番１１号 拓勇東町４丁目１番地の５

拓勇東町４丁目１番１５号 拓勇東町４丁目１番地の９

拓勇東町４丁目１番１７号 拓勇東町４丁目１番地の１２

拓勇東町４丁目１番２０号 拓勇東町４丁目１番地の１３

拓勇東町４丁目１番２１号 拓勇東町４丁目１番地の１４

拓勇東町４丁目１番２４号 拓勇東町４丁目１番地の１５

拓勇東町４丁目１番２５号 拓勇東町４丁目１番地の１７

拓勇東町４丁目１番２８号 拓勇東町４丁目１番地の１９

拓勇東町４丁目１番３１号 拓勇東町４丁目１番地の２３

拓勇東町４丁目２番１号 拓勇東町４丁目２番地の１ コーポプライス

拓勇東町４丁目２番３号 拓勇東町４丁目２番地の３ コンフォート

拓勇東町４丁目２番７号 拓勇東町４丁目２番地の１１

拓勇東町４丁目２番９号 拓勇東町４丁目２番地の１３

拓勇東町４丁目２番２０号 拓勇東町４丁目２番地の１８ スカイ・ハイＣ

拓勇東町４丁目２番２４号 拓勇東町４丁目２番地の２０ アンカー

拓勇東町４丁目２番２６号 拓勇東町４丁目２番地の２１ セジュールⅠ

拓勇東町４丁目２番３２号 拓勇東町４丁目２番地の２７ ロイヤルハイム拓勇東町

拓勇東町４丁目２番３３号 拓勇東町４丁目２番地の２８

拓勇東町４丁目２番３６号 拓勇東町４丁目２番地の３０

拓勇東町４丁目２番３７号 拓勇東町４丁目２番地の３３

拓勇東町４丁目３番２号 拓勇東町４丁目３番地の３

拓勇東町４丁目３番３号 拓勇東町４丁目３番地の４ ウィートハウス

拓勇東町４丁目３番４号 拓勇東町４丁目３番地の６

拓勇東町４丁目３番５号 拓勇東町４丁目３番地の８

拓勇東町４丁目３番１２号 拓勇東町４丁目３番地の１２ ＫＥＮＳＥＩ　ＥＣＯ　ＴＯＷＮ

拓勇東町４丁目３番１５号 拓勇東町４丁目３番地の１５

拓勇東町４丁目３番２３号 拓勇東町４丁目３番地の２０ ＫＥＮＳＥＩ　ＥＣＯ　ＴＯＷＮⅡ

拓勇東町４丁目３番２５号 拓勇東町４丁目３番地の２１

拓勇東町４丁目３番３１号 拓勇東町４丁目３番地の２５

拓勇東町４丁目３番３２号 拓勇東町４丁目３番地の２７ スカイハイＡ

拓勇東町４丁目３番３３号 拓勇東町４丁目３番地の２７ スカイハイＢ

拓勇東町４丁目４番６号 拓勇東町４丁目４番地の６

拓勇東町４丁目４番８号 拓勇東町４丁目４番地の８

拓勇東町４丁目４番１３号 拓勇東町４丁目４番地の１１

拓勇東町４丁目４番１９号 拓勇東町４丁目４番地の１７

拓勇東町４丁目４番２１号 拓勇東町４丁目４番地の１８

拓勇東町４丁目４番２５号 拓勇東町４丁目４番地の２１

拓勇東町４丁目４番３１号 拓勇東町４丁目４番地の２６

拓勇東町４丁目４番３３号 拓勇東町４丁目４番地の２８
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拓勇東町４丁目５番１号 拓勇東町４丁目５番地の１

拓勇東町４丁目５番１０号 拓勇東町４丁目５番地の４

拓勇東町４丁目５番１２号 拓勇東町４丁目５番地の６

拓勇東町４丁目６番１号 拓勇東町４丁目６番地の１

拓勇東町４丁目６番３号 拓勇東町４丁目６番地の３

拓勇東町４丁目６番７号 拓勇東町４丁目６番地の４

拓勇東町４丁目６番８号 拓勇東町４丁目６番地の５

拓勇東町４丁目６番１０号 拓勇東町４丁目６番地の１７

拓勇東町４丁目６番１１号 拓勇東町４丁目６番地の７

拓勇東町４丁目６番１９号 拓勇東町４丁目６番地の９ レオパレス四季

拓勇東町４丁目６番２４号 拓勇東町４丁目６番地の１０

拓勇東町４丁目６番２５号 拓勇東町４丁目６番地の１８

拓勇東町４丁目６番２６号 拓勇東町４丁目６番地の１９

拓勇東町４丁目６番２９号 拓勇東町４丁目６番地の１３

拓勇東町４丁目６番３０号 拓勇東町４丁目６番地の１４

拓勇東町４丁目７番１号 拓勇東町４丁目７番地の１

拓勇東町４丁目７番３号 拓勇東町４丁目７番地の４

拓勇東町４丁目７番５号 拓勇東町４丁目７番地の５

拓勇東町４丁目７番７号 拓勇東町４丁目７番地の７

拓勇東町４丁目７番８号 拓勇東町４丁目７番地の８

拓勇東町４丁目７番１０号 拓勇東町４丁目７番地の１０

拓勇東町４丁目７番１２号 拓勇東町４丁目７番地の１５

拓勇東町４丁目７番１４号 拓勇東町４丁目７番地の１６

拓勇東町４丁目７番１６号 拓勇東町４丁目７番地の１７

拓勇東町４丁目７番１８号 拓勇東町４丁目７番地の１８

拓勇東町４丁目７番２０号 拓勇東町４丁目７番地の２０

拓勇東町４丁目７番２６号 拓勇東町４丁目７番地の２１

拓勇東町４丁目７番２７号 拓勇東町４丁目７番地の２３

拓勇東町４丁目７番２９号 拓勇東町４丁目７番地の２５

拓勇東町４丁目９番１１号 拓勇東町４丁目９番地の１３

拓勇東町４丁目９番１２号 拓勇東町４丁目９番地の４

拓勇東町４丁目９番１５号 拓勇東町４丁目９番地の５

拓勇東町４丁目９番１６号 拓勇東町４丁目９番地の６

拓勇東町４丁目９番１７号 拓勇東町４丁目９番地の７

拓勇東町４丁目９番２０号 拓勇東町４丁目９番地の８

拓勇東町４丁目１０番１号 拓勇東町４丁目１０番地の１

拓勇東町４丁目１０番２号 拓勇東町４丁目１０番地の２

拓勇東町４丁目１０番９号 拓勇東町４丁目１０番地の３
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拓勇東町４丁目１０番１０号 拓勇東町４丁目１０番地の１５

拓勇東町４丁目１０番１１号 拓勇東町４丁目１０番地の４

拓勇東町４丁目１０番１２号 拓勇東町４丁目１０番地の１８

拓勇東町４丁目１０番１３号 拓勇東町４丁目１０番地の１６

拓勇東町４丁目１０番１７号 拓勇東町４丁目１０番地の７

拓勇東町４丁目１０番２０号 拓勇東町４丁目１０番地の９

拓勇東町４丁目１０番２２号 拓勇東町４丁目１０番地の１０

拓勇東町４丁目１０番２３号 拓勇東町４丁目１０番地の１２

拓勇東町４丁目１０番２４号 拓勇東町４丁目１０番地の１３

拓勇東町４丁目１０番２５号 拓勇東町４丁目１０番地の１９

拓勇東町４丁目１０番２７号 拓勇東町４丁目１０番地の１４

拓勇東町４丁目１１番１号 拓勇東町４丁目１１番地の１

拓勇東町４丁目１１番２号 拓勇東町４丁目１１番地の２

拓勇東町４丁目１１番５号 拓勇東町４丁目１１番地の５

拓勇東町４丁目１１番８号 拓勇東町４丁目１１番地の８

拓勇東町４丁目１１番９号 拓勇東町４丁目１１番地の９

拓勇東町４丁目１１番１３号 拓勇東町４丁目１１番地の１１

拓勇東町４丁目１１番１５号 拓勇東町４丁目１１番地の１２

拓勇東町４丁目１１番２０号 拓勇東町４丁目１１番地の１５

拓勇東町４丁目１１番２２号 拓勇東町４丁目１１番地の１６ ル・ボヌール

拓勇東町４丁目１１番２４号 拓勇東町４丁目１１番地の２１

拓勇東町４丁目１１番２５号 拓勇東町４丁目１１番地の２０

拓勇東町４丁目１２番１号 拓勇東町４丁目１２番地の２

拓勇東町４丁目１２番３号 拓勇東町４丁目１２番地の３

拓勇東町４丁目１２番５号 拓勇東町４丁目１２番地の５

拓勇東町４丁目１２番９号 拓勇東町４丁目１２番地の９

拓勇東町４丁目１２番１１号 拓勇東町４丁目１２番地の１１ ドリームマンション

拓勇東町４丁目１２番１３号 拓勇東町４丁目１２番地の１３ ヴェネツィア

拓勇東町４丁目１２番１７号 拓勇東町４丁目１２番地の１４ エスポワール葵

拓勇東町４丁目１２番地の１５ エスポワール葵

拓勇東町４丁目１２番２４号 拓勇東町４丁目１２番地の１６

拓勇東町４丁目１２番２５号 拓勇東町４丁目１２番地の１７

拓勇東町４丁目１３番１号 拓勇東町４丁目１３番地の１

拓勇東町４丁目１３番３号 拓勇東町４丁目１３番地の５

拓勇東町４丁目１３番５号 拓勇東町４丁目１３番地の３２

拓勇東町４丁目１３番８号 拓勇東町４丁目１３番地の１４

拓勇東町４丁目１３番１６号 拓勇東町４丁目１３番地の２０

拓勇東町４丁目１３番１８号 拓勇東町４丁目１３番地の２１

拓勇東町４丁目１３番１９号 拓勇東町４丁目１３番地の２２

拓勇東町４丁目１３番２３号 拓勇東町４丁目１３番地の２６
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拓勇東町４丁目１３番２５号 拓勇東町４丁目１３番地の２７

拓勇東町４丁目１３番３０号 拓勇東町４丁目１３番地の３０

拓勇東町４丁目１４番２号 拓勇東町４丁目１４番地の２

拓勇東町４丁目１４番８号 拓勇東町４丁目１４番地の３ ツインズハウス

拓勇東町４丁目１５番１号 拓勇東町４丁目１５番地の１ エスポワール

拓勇東町４丁目１５番３号 拓勇東町４丁目１５番地の２

拓勇東町４丁目１５番７号 拓勇東町４丁目１５番地の３

拓勇東町４丁目１６番１号 拓勇東町４丁目１６番地の１

拓勇東町４丁目１６番２号 拓勇東町４丁目１６番地の２

拓勇東町４丁目１６番６号 拓勇東町４丁目１６番地の３

拓勇東町４丁目１６番７号 拓勇東町４丁目１６番地の４

拓勇東町４丁目１６番１０号 拓勇東町４丁目１６番地の５

拓勇東町４丁目１６番１２号 拓勇東町４丁目１６番地の６

拓勇東町４丁目１６番１４号 拓勇東町４丁目１６番地の７

拓勇東町４丁目１７番１号 拓勇東町４丁目１７番地の１

拓勇東町４丁目１７番２号 拓勇東町４丁目１７番地の２

拓勇東町４丁目１７番６号 拓勇東町４丁目１７番地の３

拓勇東町４丁目１７番７号 拓勇東町４丁目１７番地の４

拓勇東町４丁目１７番８号 拓勇東町４丁目１７番地の５

拓勇東町４丁目１７番１１号 拓勇東町４丁目１７番地の６

拓勇東町４丁目１７番１４号 拓勇東町４丁目１７番地の７

拓勇東町４丁目１７番１５号 拓勇東町４丁目１７番地の８

拓勇東町４丁目１７番１６号 拓勇東町４丁目１７番地の９

拓勇東町４丁目１８番２号 拓勇東町４丁目１８番地の２

拓勇東町４丁目１８番６号 拓勇東町４丁目１８番地の５

拓勇東町４丁目１８番７号 拓勇東町４丁目１８番地の７

拓勇東町４丁目１８番９号 拓勇東町４丁目１８番地の９

拓勇東町４丁目１８番２６号 拓勇東町４丁目１８番地の１２

拓勇東町４丁目１８番３０号 拓勇東町４丁目１８番地の１１

拓勇東町４丁目１８番３４号 拓勇東町４丁目１８番地の１４ メゾンドメメ２号館

拓勇東町４丁目１８番３５号 拓勇東町４丁目１８番地の１４ メゾンドメメ１号館

拓勇東町４丁目１９番１号 拓勇東町４丁目１９番地の１ ベルソス苫小牧Ｄ

拓勇東町４丁目１９番１０号 拓勇東町４丁目１９番地の３ エルレガーデンⅢ

拓勇東町４丁目１９番１４号 拓勇東町４丁目１９番地の８ グランドソレイユⅢ

拓勇東町４丁目１９番１９号 拓勇東町４丁目１９番地の５ グランドソレイユ

拓勇東町４丁目１９番２５号 拓勇東町４丁目１９番地の７ グランドソレイユⅡ

拓勇東町４丁目１９番２８号 拓勇東町４丁目１９番地の３ エルレガーデンⅠ
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拓勇東町４丁目１９番２９号 拓勇東町４丁目１９番地の３ エルレガーデンⅡ

拓勇東町４丁目１９番３２号 拓勇東町４丁目１９番地の２ ベルソス苫小牧Ｂ

拓勇東町４丁目１９番３４号 拓勇東町４丁目１９番地の６ ベルソス苫小牧Ａ

拓勇東町４丁目１９番３６号 拓勇東町４丁目１９番地の１ ベルソス苫小牧Ｃ
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拓勇東町５丁目１番１号 拓勇東町５丁目１番地の１５

拓勇東町５丁目１番２号 拓勇東町５丁目１番地の１６

拓勇東町５丁目１番４号 拓勇東町５丁目１番地の１７

拓勇東町５丁目１番５号 拓勇東町５丁目１番地の１８

拓勇東町５丁目１番６号 拓勇東町５丁目１番地の１９

拓勇東町５丁目１番７号 拓勇東町５丁目１番地の２０

拓勇東町５丁目１番９号 拓勇東町５丁目１番地の２１

拓勇東町５丁目１番１０号 拓勇東町５丁目１番地の２２

拓勇東町５丁目１番１１号 拓勇東町５丁目１番地の２３

拓勇東町５丁目１番１３号 拓勇東町５丁目１番地の２４

拓勇東町５丁目１番１４号 拓勇東町５丁目１番地の２５

拓勇東町５丁目１番１５号 拓勇東町５丁目１番地の２６

拓勇東町５丁目１番１７号 拓勇東町５丁目１番地の２７

拓勇東町５丁目１番２７号 拓勇東町５丁目１番地の２

拓勇東町５丁目１番２８号 拓勇東町５丁目１番地の３

拓勇東町５丁目１番２９号 拓勇東町５丁目１番地の４

拓勇東町５丁目１番３０号 拓勇東町５丁目１番地の５

拓勇東町５丁目１番３２号 拓勇東町５丁目１番地の６

拓勇東町５丁目１番３３号 拓勇東町５丁目１番地の７

拓勇東町５丁目１番３４号 拓勇東町５丁目１番地の８

拓勇東町５丁目１番３５号 拓勇東町５丁目１番地の９

拓勇東町５丁目１番３７号 拓勇東町５丁目１番地の１０

拓勇東町５丁目１番３８号 拓勇東町５丁目１番地の１１

拓勇東町５丁目１番３９号 拓勇東町５丁目１番地の１２

拓勇東町５丁目１番４０号 拓勇東町５丁目１番地の１３

拓勇東町５丁目１番４１号 拓勇東町５丁目１番地の１４

拓勇東町５丁目２番１号 拓勇東町５丁目２番地の１

拓勇東町５丁目２番２号 拓勇東町５丁目２番地の２

拓勇東町５丁目２番４号 拓勇東町５丁目２番地の６

拓勇東町５丁目２番７号 拓勇東町５丁目２番地の７ ピアコートＡ

拓勇東町５丁目２番９号 拓勇東町５丁目２番地の３ メゾン・ラ・ファイエット苫小牧Ⅲ

拓勇東町５丁目２番１０号 拓勇東町５丁目２番地の４ ベルソス苫小牧Ｅ

拓勇東町５丁目２番１１号 拓勇東町５丁目２番地の４ ベルソス苫小牧Ｆ

拓勇東町５丁目２番３５号 拓勇東町５丁目２番地の８ ピアコートＢ

拓勇東町５丁目２番３７号 拓勇東町５丁目２番地の９ 絵夢Ⅲ

拓勇東町５丁目２番３９号 拓勇東町５丁目２番地の１０

拓勇東町５丁目２番４０号 拓勇東町５丁目２番地の１１

拓勇東町５丁目３番６号 拓勇東町５丁目３番地の１０

拓勇東町５丁目３番８号 拓勇東町５丁目３番地の８

拓勇東町５丁目３番９号 拓勇東町５丁目３番地の５

拓勇東町５丁目３番１０号 拓勇東町５丁目３番地の６
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拓勇東町５丁目３番１１号 拓勇東町５丁目３番地の２ レオパレス幸

拓勇東町５丁目３番２０号 拓勇東町５丁目３番地の４ レオネクスト幸Ⅲ

拓勇東町５丁目３番２１号 拓勇東町５丁目３番地の３ レオパレス幸Ⅱ

拓勇東町５丁目３番２９号 拓勇東町５丁目３番地の７

拓勇東町５丁目３番３１号 拓勇東町５丁目３番地の１１

拓勇東町５丁目３番３２号 拓勇東町５丁目３番地の１３

拓勇東町５丁目３番３３号 拓勇東町５丁目３番地の１４

拓勇東町５丁目３番３５号 拓勇東町５丁目３番地の１５

拓勇東町５丁目３番３６号 拓勇東町５丁目３番地の１７

拓勇東町５丁目４番１号 拓勇東町５丁目４番地の２９ ノースイーグル

拓勇東町５丁目４番３号 拓勇東町５丁目４番地の３０

拓勇東町５丁目４番５号 拓勇東町５丁目４番地の３２

拓勇東町５丁目４番８号 拓勇東町５丁目４番地の３６

拓勇東町５丁目４番９号 拓勇東町５丁目４番地の３７

拓勇東町５丁目４番１０号 拓勇東町５丁目４番地の３９

拓勇東町５丁目４番１１号 拓勇東町５丁目４番地の４１

拓勇東町５丁目４番１４号 拓勇東町５丁目４番地の４８

拓勇東町５丁目４番１６号 拓勇東町５丁目４番地の５２

拓勇東町５丁目４番１８号 拓勇東町５丁目４番地の５６

拓勇東町５丁目４番２０号 拓勇東町５丁目４番地の５８

拓勇東町５丁目４番２１号 拓勇東町５丁目４番地の１

拓勇東町５丁目４番２３号 拓勇東町５丁目４番地の３

拓勇東町５丁目４番２４号 拓勇東町５丁目４番地の４

拓勇東町５丁目４番２７号 拓勇東町５丁目４番地の５

拓勇東町５丁目４番２８号 拓勇東町５丁目４番地の７

拓勇東町５丁目４番３０号 拓勇東町５丁目４番地の８

拓勇東町５丁目４番３２号 拓勇東町５丁目４番地の９

拓勇東町５丁目４番３５号 拓勇東町５丁目４番地の１２

拓勇東町５丁目４番３８号 拓勇東町５丁目４番地の２０

拓勇東町５丁目４番４２号 拓勇東町５丁目４番地の２２

拓勇東町５丁目５番２号 拓勇東町５丁目５番地の２

拓勇東町５丁目５番３号 拓勇東町５丁目５番地の３

拓勇東町５丁目５番７号 拓勇東町５丁目５番地の７

拓勇東町５丁目５番８号 拓勇東町５丁目５番地の８

拓勇東町５丁目５番９号 拓勇東町５丁目５番地の９

拓勇東町５丁目５番１０号 拓勇東町５丁目５番地の１０

拓勇東町５丁目５番１１号 拓勇東町５丁目５番地の１１

拓勇東町５丁目５番１３号 拓勇東町５丁目５番地の１３

拓勇東町５丁目５番１８号 拓勇東町５丁目５番地の１４

拓勇東町５丁目５番２１号 拓勇東町５丁目５番地の１６

拓勇東町５丁目５番２３号 拓勇東町５丁目５番地の１８
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拓勇東町５丁目５番２６号 拓勇東町５丁目５番地の２０

拓勇東町５丁目５番２８号 拓勇東町５丁目５番地の２１

拓勇東町５丁目５番２９号 拓勇東町５丁目５番地の２２

拓勇東町５丁目６番１号 拓勇東町５丁目６番地の１

拓勇東町５丁目６番２号 拓勇東町５丁目６番地の２

拓勇東町５丁目６番４号 拓勇東町５丁目６番地の５

拓勇東町５丁目６番７号 拓勇東町５丁目６番地の１０

拓勇東町５丁目６番８号 拓勇東町５丁目６番地の１２

拓勇東町５丁目６番９号 拓勇東町５丁目６番地の１４

拓勇東町５丁目６番１０号 拓勇東町５丁目６番地の１５

拓勇東町５丁目６番１１号 拓勇東町５丁目６番地の３２

拓勇東町５丁目６番１４号 拓勇東町５丁目６番地の１７

拓勇東町５丁目６番１８号 拓勇東町５丁目６番地の１８

拓勇東町５丁目６番２０号 拓勇東町５丁目６番地の２２

拓勇東町５丁目６番２１号 拓勇東町５丁目６番地の２４

拓勇東町５丁目６番２２号 拓勇東町５丁目６番地の２６

拓勇東町５丁目６番２３号 拓勇東町５丁目６番地の２９

拓勇東町５丁目６番２５号 拓勇東町５丁目６番地の３０

拓勇東町５丁目６番２８号 拓勇東町５丁目６番地の３１

拓勇東町５丁目７番１号 拓勇東町５丁目７番地の１

拓勇東町５丁目７番２号 拓勇東町５丁目７番地の２

拓勇東町５丁目７番５号 拓勇東町５丁目７番地の５

拓勇東町５丁目７番６号 拓勇東町５丁目７番地の６

拓勇東町５丁目７番８号 拓勇東町５丁目７番地の１０

拓勇東町５丁目７番１３号 拓勇東町５丁目７番地の１３

拓勇東町５丁目７番１４号 拓勇東町５丁目７番地の１４

拓勇東町５丁目７番１７号 拓勇東町５丁目７番地の１６

拓勇東町５丁目７番１８号 拓勇東町５丁目７番地の１８

拓勇東町５丁目７番１９号 拓勇東町５丁目７番地の２０

拓勇東町５丁目７番２２号 拓勇東町５丁目７番地の２６

拓勇東町５丁目７番２３号 拓勇東町５丁目７番地の２８

拓勇東町５丁目７番２４号 拓勇東町５丁目７番地の３０

拓勇東町５丁目７番２６号 拓勇東町５丁目７番地の３２

拓勇東町５丁目８番９号 拓勇東町５丁目８番地の１３

拓勇東町５丁目９番１号 拓勇東町５丁目９番地の１ プレミールＧ館

拓勇東町５丁目９番６号 拓勇東町５丁目９番地の１ プレミールＦ館

拓勇東町５丁目９番７号 拓勇東町５丁目９番地の１ プレミールＥ館

拓勇東町５丁目９番８号 拓勇東町５丁目９番地の１ プレミールＤ館

拓勇東町５丁目９番１１号 拓勇東町５丁目９番地の２ プレミールＣ館
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拓勇東町５丁目９番１２号 拓勇東町５丁目９番地の２ プレミールＢ館

拓勇東町５丁目９番１４号 拓勇東町５丁目９番地の２ プレミールＡ館

拓勇東町５丁目１０番１号 拓勇東町５丁目１０番地の１

拓勇東町５丁目１０番２号 拓勇東町５丁目１０番地の２

拓勇東町５丁目１０番６号 拓勇東町５丁目１０番地の３

拓勇東町５丁目１０番７号 拓勇東町５丁目１０番地の４

拓勇東町５丁目１０番９号 拓勇東町５丁目１０番地の５

拓勇東町５丁目１０番１０号 拓勇東町５丁目１０番地の６

拓勇東町５丁目１０番１２号 拓勇東町５丁目１０番地の７

拓勇東町５丁目１０番１３号 拓勇東町５丁目１０番地の８

拓勇東町５丁目１０番１４号 拓勇東町５丁目１０番地の９

拓勇東町５丁目１０番１９号 拓勇東町５丁目１０番地の１０

拓勇東町５丁目１０番２１号 拓勇東町５丁目１０番地の１１

拓勇東町５丁目１０番２２号 拓勇東町５丁目１０番地の１２

拓勇東町５丁目１０番２３号 拓勇東町５丁目１０番地の１３

拓勇東町５丁目１０番２４号 拓勇東町５丁目１０番地の１４

拓勇東町５丁目１０番２６号 拓勇東町５丁目１０番地の１５

拓勇東町５丁目１０番２７号 拓勇東町５丁目１０番地の１６

拓勇東町５丁目１０番２８号 拓勇東町５丁目１０番地の１７

拓勇東町５丁目１１番１号 拓勇東町５丁目１１番地の１

拓勇東町５丁目１１番２号 拓勇東町５丁目１１番地の２

拓勇東町５丁目１１番６号 拓勇東町５丁目１１番地の３

拓勇東町５丁目１１番７号 拓勇東町５丁目１１番地の４

拓勇東町５丁目１１番８号 拓勇東町５丁目１１番地の５

拓勇東町５丁目１１番１０号 拓勇東町５丁目１１番地の６

拓勇東町５丁目１１番１２号 拓勇東町５丁目１１番地の７

拓勇東町５丁目１１番１３号 拓勇東町５丁目１１番地の８

拓勇東町５丁目１１番１５号 拓勇東町５丁目１１番地の９

拓勇東町５丁目１１番１９号 拓勇東町５丁目１１番地の１０

拓勇東町５丁目１１番２０号 拓勇東町５丁目１１番地の１１

拓勇東町５丁目１１番２２号 拓勇東町５丁目１１番地の１２

拓勇東町５丁目１１番２３号 拓勇東町５丁目１１番地の１３

拓勇東町５丁目１１番２４号 拓勇東町５丁目１１番地の１４

拓勇東町５丁目１１番２６号 拓勇東町５丁目１１番地の１５

拓勇東町５丁目１１番２７号 拓勇東町５丁目１１番地の１６

拓勇東町５丁目１１番２８号 拓勇東町５丁目１１番地の１７

拓勇東町５丁目１２番１号 拓勇東町５丁目１２番地の１

拓勇東町５丁目１２番２号 拓勇東町５丁目１２番地の２

拓勇東町５丁目１２番６号 拓勇東町５丁目１２番地の３

拓勇東町５丁目１２番７号 拓勇東町５丁目１２番地の４
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拓勇東町５丁目１２番９号 拓勇東町５丁目１２番地の５

拓勇東町５丁目１２番１０号 拓勇東町５丁目１２番地の６

拓勇東町５丁目１２番１１号 拓勇東町５丁目１２番地の７

拓勇東町５丁目１２番１３号 拓勇東町５丁目１２番地の８

拓勇東町５丁目１２番１４号 拓勇東町５丁目１２番地の９

拓勇東町５丁目１２番１６号 拓勇東町５丁目１２番地の１０

拓勇東町５丁目１２番１９号 拓勇東町５丁目１２番地の１１

拓勇東町５丁目１２番２１号 拓勇東町５丁目１２番地の１２

拓勇東町５丁目１２番２２号 拓勇東町５丁目１２番地の１３

拓勇東町５丁目１２番２３号 拓勇東町５丁目１２番地の１４

拓勇東町５丁目１２番２４号 拓勇東町５丁目１２番地の１５

拓勇東町５丁目１２番２６号 拓勇東町５丁目１２番地の１６

拓勇東町５丁目１２番２７号 拓勇東町５丁目１２番地の１７

拓勇東町５丁目１２番２８号 拓勇東町５丁目１２番地の１８

拓勇東町５丁目１３番１号 拓勇東町５丁目１３番地の１

拓勇東町５丁目１３番２号 拓勇東町５丁目１３番地の２

拓勇東町５丁目１３番６号 拓勇東町５丁目１３番地の３

拓勇東町５丁目１３番７号 拓勇東町５丁目１３番地の４

拓勇東町５丁目１３番９号 拓勇東町５丁目１３番地の５

拓勇東町５丁目１３番１０号 拓勇東町５丁目１３番地の６

拓勇東町５丁目１３番１１号 拓勇東町５丁目１３番地の７

拓勇東町５丁目１３番１３号 拓勇東町５丁目１３番地の８

拓勇東町５丁目１３番１４号 拓勇東町５丁目１３番地の９

拓勇東町５丁目１３番１７号 拓勇東町５丁目１３番地の１０

拓勇東町５丁目１３番１９号 拓勇東町５丁目１３番地の１１

拓勇東町５丁目１３番２１号 拓勇東町５丁目１３番地の１２

拓勇東町５丁目１３番２３号 拓勇東町５丁目１３番地の１３

拓勇東町５丁目１３番２４号 拓勇東町５丁目１３番地の１４

拓勇東町５丁目１３番２５号 拓勇東町５丁目１３番地の１５

拓勇東町５丁目１３番２７号 拓勇東町５丁目１３番地の１６

拓勇東町５丁目１４番１号 拓勇東町５丁目１４番地の１

拓勇東町５丁目１４番３号 拓勇東町５丁目１４番地の３

拓勇東町５丁目１４番５号 拓勇東町５丁目１４番地の５

拓勇東町５丁目１４番８号 拓勇東町５丁目１４番地の１１

拓勇東町５丁目１４番１０号 拓勇東町５丁目１４番地の１５

拓勇東町５丁目１４番１１号 拓勇東町５丁目１４番地の１６

拓勇東町５丁目１４番１２号 拓勇東町５丁目１４番地の１８

拓勇東町５丁目１４番１３号 拓勇東町５丁目１４番地の２０ レジデンスＹＲ

拓勇東町５丁目１４番１５号 拓勇東町５丁目１４番地の２２

拓勇東町５丁目１４番１６号 拓勇東町５丁目１４番地の２５

拓勇東町５丁目１４番１７号 拓勇東町５丁目１４番地の２７
29/47



拓勇東町　５丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町５丁目１４番１８号 拓勇東町５丁目１４番地の２９

拓勇東町５丁目１４番２０号 拓勇東町５丁目１４番地の３２

拓勇東町５丁目１５番１号 拓勇東町５丁目１５番地の１

拓勇東町５丁目１５番２号 拓勇東町５丁目１５番地の２

拓勇東町５丁目１５番３号 拓勇東町５丁目１５番地の６

拓勇東町５丁目１５番５号 拓勇東町５丁目１５番地の９

拓勇東町５丁目１５番８号 拓勇東町５丁目１５番地の１４

拓勇東町５丁目１５番９号 拓勇東町５丁目１５番地の１５

拓勇東町５丁目１５番１０号 拓勇東町５丁目１５番地の１６

拓勇東町５丁目１５番１１号 拓勇東町５丁目１５番地の１７

拓勇東町５丁目１６番１号 拓勇東町５丁目１６番地の１

拓勇東町５丁目１６番６号 拓勇東町５丁目１６番地の２

拓勇東町５丁目１６番７号 拓勇東町５丁目１６番地の３

拓勇東町５丁目１６番８号 拓勇東町５丁目１６番地の４

拓勇東町５丁目１６番１０号 拓勇東町５丁目１６番地の５

拓勇東町５丁目１６番１１号 拓勇東町５丁目１６番地の６

拓勇東町５丁目１６番１２号 拓勇東町５丁目１６番地の８

拓勇東町５丁目１６番１４号 拓勇東町５丁目１６番地の１１

拓勇東町５丁目１６番１７号 拓勇東町５丁目１６番地の１６

拓勇東町５丁目１６番１８号 拓勇東町５丁目１６番地の１８

拓勇東町５丁目１６番２１号 拓勇東町５丁目１６番地の２１

拓勇東町５丁目１６番２２号 拓勇東町５丁目１６番地の２２

拓勇東町５丁目１６番２５号 拓勇東町５丁目１６番地の２３

拓勇東町５丁目１６番２８号 拓勇東町５丁目１６番地の２５

拓勇東町５丁目１６番３０号 拓勇東町５丁目１６番地の２９

拓勇東町５丁目１６番３５号 拓勇東町５丁目１６番地の３６

拓勇東町５丁目１６番３８号 拓勇東町５丁目１６番地の４２

拓勇東町５丁目１６番３９号 拓勇東町５丁目１６番地の４３

拓勇東町５丁目１６番４０号 拓勇東町５丁目１６番地の４４

拓勇東町５丁目１６番４１号 拓勇東町５丁目１６番地の４５

拓勇東町５丁目１６番４３号 拓勇東町５丁目１６番地の４６

拓勇東町５丁目１７番１号 拓勇東町５丁目１７番地の１ レイク・ルイーズ

拓勇東町５丁目１７番２号 拓勇東町５丁目１７番地の２

拓勇東町５丁目１７番７号 拓勇東町５丁目１７番地の３

拓勇東町５丁目１７番８号 拓勇東町５丁目１７番地の４

拓勇東町５丁目１７番１３号 拓勇東町５丁目１７番地の１１

拓勇東町５丁目１７番１５号 拓勇東町５丁目１７番地の１３

拓勇東町５丁目１７番１６号 拓勇東町５丁目１７番地の１５

拓勇東町５丁目１７番１８号 拓勇東町５丁目１７番地の１８

拓勇東町５丁目１７番１９号 拓勇東町５丁目１７番地の１９
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拓勇東町５丁目１７番２３号 拓勇東町５丁目１７番地の２２

拓勇東町５丁目１８番１号 拓勇東町５丁目１８番地の１

拓勇東町５丁目１８番８号 拓勇東町５丁目１８番地の８

拓勇東町５丁目１８番９号 拓勇東町５丁目１８番地の１０

拓勇東町５丁目１８番１０号 拓勇東町５丁目１８番地の１２

拓勇東町５丁目１８番１１号 拓勇東町５丁目１８番地の１４

拓勇東町５丁目１８番１２号 拓勇東町５丁目１８番地の１５

拓勇東町５丁目１８番１３号 拓勇東町５丁目１８番地の１７

拓勇東町５丁目１８番１５号 拓勇東町５丁目１８番地の１８

拓勇東町５丁目１８番２１号 拓勇東町５丁目１８番地の２１

拓勇東町５丁目１８番２２号 拓勇東町５丁目１８番地の３７

拓勇東町５丁目１８番２３号 拓勇東町５丁目１８番地の３８

拓勇東町５丁目１８番２４号 拓勇東町５丁目１８番地の３９

拓勇東町５丁目１８番２６号 拓勇東町５丁目１８番地の２５

拓勇東町５丁目１８番２９号 拓勇東町５丁目１８番地の２９

拓勇東町５丁目１８番３１号 拓勇東町５丁目１８番地の３３

拓勇東町５丁目１９番２号 拓勇東町５丁目１９番地の２

拓勇東町５丁目１９番７号 拓勇東町５丁目１９番地の３

拓勇東町５丁目１９番９号 拓勇東町５丁目１９番地の４

拓勇東町５丁目１９番１０号 拓勇東町５丁目１９番地の５

拓勇東町５丁目１９番１１号 拓勇東町５丁目１９番地の６

拓勇東町５丁目１９番１２号 拓勇東町５丁目１９番地の７

拓勇東町５丁目１９番１５号 拓勇東町５丁目１９番地の１１

拓勇東町５丁目１９番２０号 拓勇東町５丁目１９番地の１２

拓勇東町５丁目１９番２２号 拓勇東町５丁目１９番地の１７

拓勇東町５丁目１９番２４号 拓勇東町５丁目１９番地の１９

拓勇東町５丁目１９番２７号 拓勇東町５丁目１９番地の２１

拓勇東町５丁目２０番１号 拓勇東町５丁目２０番地の１

拓勇東町５丁目２０番２号 拓勇東町５丁目２０番地の２

拓勇東町５丁目２０番３号 拓勇東町５丁目２０番地の６

拓勇東町５丁目２０番６号 拓勇東町５丁目２０番地の１０

拓勇東町５丁目２０番７号 拓勇東町５丁目２０番地の１１

拓勇東町５丁目２０番８号 拓勇東町５丁目２０番地の１３

拓勇東町５丁目２０番９号 拓勇東町５丁目２０番地の１５

拓勇東町５丁目２０番１２号 拓勇東町５丁目２０番地の１６

拓勇東町５丁目２０番１５号 拓勇東町５丁目２０番地の１８

拓勇東町５丁目２０番１６号 拓勇東町５丁目２０番地の２０

拓勇東町５丁目２０番１７号 拓勇東町５丁目２０番地の２２

拓勇東町５丁目２０番２２号 拓勇東町５丁目２０番地の３０ ライフステージｔａｋｕｙｕⅡ
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拓勇東町５丁目２１番１号 拓勇東町５丁目２１番地の１

拓勇東町５丁目２１番３号 拓勇東町５丁目２１番地の５

拓勇東町５丁目２１番６号 拓勇東町５丁目２１番地の１０

拓勇東町５丁目２１番７号 拓勇東町５丁目２１番地の１４

拓勇東町５丁目２１番９号 拓勇東町５丁目２１番地の１６

拓勇東町５丁目２１番１２号 拓勇東町５丁目２１番地の１８

拓勇東町５丁目２１番１５号 拓勇東町５丁目２１番地の２２

拓勇東町５丁目２１番１７号 拓勇東町５丁目２１番地の２５ 一風館

拓勇東町５丁目２１番１８号 拓勇東町５丁目２１番地の２７

拓勇東町５丁目２１番２４号 拓勇東町５丁目２１番地の３４

拓勇東町５丁目２２番１号 拓勇東町５丁目２２番地の３８

拓勇東町５丁目２２番３号 拓勇東町５丁目２２番地の５

拓勇東町５丁目２２番５号 拓勇東町５丁目２２番地の９

拓勇東町５丁目２２番７号 拓勇東町５丁目２２番地の１２

拓勇東町５丁目２２番８号 拓勇東町５丁目２２番地の１５

拓勇東町５丁目２２番１５号 拓勇東町５丁目２２番地の２２

拓勇東町５丁目２２番２０号 拓勇東町５丁目２２番地の３１

拓勇東町５丁目２２番２２号 拓勇東町５丁目２２番地の３４

拓勇東町５丁目２４番１号 拓勇東町５丁目２４番地の１

拓勇東町５丁目２４番２号 拓勇東町５丁目２４番地の２

拓勇東町５丁目２４番４号 拓勇東町５丁目２４番地の４

拓勇東町５丁目２４番５号 拓勇東町５丁目２４番地の８

拓勇東町５丁目２４番６号 拓勇東町５丁目２４番地の９ Ａ棟

拓勇東町５丁目２４番７号 拓勇東町５丁目２４番地の９ Ｂ棟

拓勇東町５丁目２４番８号 拓勇東町５丁目２４番地の９ Ｃ棟

拓勇東町５丁目２４番９号 拓勇東町５丁目２４番地の１０

拓勇東町５丁目２４番１１号 拓勇東町５丁目２４番地の１１

拓勇東町５丁目２４番１３号 拓勇東町５丁目２４番地の１３

拓勇東町５丁目２４番１４号 拓勇東町５丁目２４番地の１２

拓勇東町５丁目２５番４号 拓勇東町５丁目２５番地の４

拓勇東町５丁目２５番５号 拓勇東町５丁目２５番地の５

拓勇東町５丁目２５番６号 拓勇東町５丁目２５番地の６

拓勇東町５丁目２５番８号 拓勇東町５丁目２５番地の８

拓勇東町５丁目２５番９号 拓勇東町５丁目２５番地の２６

拓勇東町５丁目２５番１０号 拓勇東町５丁目２５番地の１１

拓勇東町５丁目２５番１１号 拓勇東町５丁目２５番地の１４

拓勇東町５丁目２５番１８号 拓勇東町５丁目２５番地の１６

拓勇東町５丁目２５番１９号 拓勇東町５丁目２５番地の１０ ハイツ翔

拓勇東町５丁目２５番２４号 拓勇東町５丁目２５番地の２２

拓勇東町５丁目２５番２５号 拓勇東町５丁目２５番地の２３
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拓勇東町５丁目２５番２７号 拓勇東町５丁目２５番地の２４
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拓勇東町６丁目１番１号 拓勇東町６丁目１番地の２４

拓勇東町６丁目１番３号 拓勇東町６丁目１番地の２６

拓勇東町６丁目１番５号 拓勇東町６丁目１番地の２７

拓勇東町６丁目１番６号 拓勇東町６丁目１番地の２９

拓勇東町６丁目１番８号 拓勇東町６丁目１番地の３０

拓勇東町６丁目１番１１号 拓勇東町６丁目１番地の３３

拓勇東町６丁目１番１８号 拓勇東町６丁目１番地の４２

拓勇東町６丁目１番１９号 拓勇東町６丁目１番地の１

拓勇東町６丁目１番２７号 拓勇東町６丁目１番地の６

拓勇東町６丁目１番３２号 拓勇東町６丁目１番地の１１

拓勇東町６丁目１番３４号 拓勇東町６丁目１番地の１３

拓勇東町６丁目１番３５号 拓勇東町６丁目１番地の１５ コーポソレイユ１０

拓勇東町６丁目１番３７号 拓勇東町６丁目１番地の１６ コーポソレイユ１１

拓勇東町６丁目１番４０号 拓勇東町６丁目１番地の１８

拓勇東町６丁目１番４１号 拓勇東町６丁目１番地の２０

拓勇東町６丁目１番４２号 拓勇東町６丁目１番地の２３

拓勇東町６丁目２番６号 拓勇東町６丁目２番地の２５

拓勇東町６丁目２番７号 拓勇東町６丁目２番地の２６

拓勇東町６丁目２番８号 拓勇東町６丁目２番地の２９

拓勇東町６丁目２番９号 拓勇東町６丁目２番地の３１ ＳＨ沼ノ端

拓勇東町６丁目２番１３号 拓勇東町６丁目２番地の３７ クローバーハウスＮｏ２１

拓勇東町６丁目２番１４号 拓勇東町６丁目２番地の３８

拓勇東町６丁目２番１６号 拓勇東町６丁目２番地の４０

拓勇東町６丁目２番１８号 拓勇東町６丁目２番地の４３

拓勇東町６丁目２番１９号 拓勇東町６丁目２番地の４４

拓勇東町６丁目２番２３号 拓勇東町６丁目２番地の３

拓勇東町６丁目２番２８号 拓勇東町６丁目２番地の４

拓勇東町６丁目２番３０号 拓勇東町６丁目２番地の７

拓勇東町６丁目２番３１号 拓勇東町６丁目２番地の８

拓勇東町６丁目２番３３号 拓勇東町６丁目２番地の１０

拓勇東町６丁目２番３５号 拓勇東町６丁目２番地の１２ 三浦アパート

拓勇東町６丁目２番３６号 拓勇東町６丁目２番地の１３

拓勇東町６丁目２番３７号 拓勇東町６丁目２番地の４５

拓勇東町６丁目２番３９号 拓勇東町６丁目２番地の４６

拓勇東町６丁目２番４０号 拓勇東町６丁目２番地の１４

拓勇東町６丁目２番４３号 拓勇東町６丁目２番地の１９

拓勇東町６丁目２番４５号 拓勇東町６丁目２番地の２０

拓勇東町６丁目３番１号 拓勇東町６丁目３番地の１

拓勇東町６丁目３番２号 拓勇東町６丁目３番地の２

拓勇東町６丁目３番３号 拓勇東町６丁目３番地の３

拓勇東町６丁目３番４号 拓勇東町６丁目３番地の４
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拓勇東町６丁目３番６号 拓勇東町６丁目３番地の６

拓勇東町６丁目３番９号 拓勇東町６丁目３番地の８ ハイツメアリー

拓勇東町６丁目３番地の９ ハイツメアリー

拓勇東町６丁目３番１１号 拓勇東町６丁目３番地の１１

拓勇東町６丁目３番１４号 拓勇東町６丁目３番地の１４ 阿房宮

拓勇東町６丁目３番１６号 拓勇東町６丁目３番地の１５

拓勇東町６丁目３番１７号 拓勇東町６丁目３番地の１７

拓勇東町６丁目３番２０号 拓勇東町６丁目３番地の１８ ハイツミュウ

拓勇東町６丁目３番２３号 拓勇東町６丁目３番地の１９

拓勇東町６丁目３番２６号 拓勇東町６丁目３番地の２０

拓勇東町６丁目３番２９号 拓勇東町６丁目３番地の２２

拓勇東町６丁目３番３２号 拓勇東町６丁目３番地の２４

拓勇東町６丁目３番３４号 拓勇東町６丁目３番地の３０

拓勇東町６丁目３番３５号 拓勇東町６丁目３番地の３１

拓勇東町６丁目３番３９号 拓勇東町６丁目３番地の３７

拓勇東町６丁目３番４１号 拓勇東町６丁目３番地の３８

拓勇東町６丁目３番４３号 拓勇東町６丁目３番地の４０

拓勇東町６丁目３番４４号 拓勇東町６丁目３番地の４２

拓勇東町６丁目４番１号 拓勇東町６丁目４番地の１

拓勇東町６丁目４番２号 拓勇東町６丁目４番地の２

拓勇東町６丁目４番４号 拓勇東町６丁目４番地の１３

拓勇東町６丁目４番６号 拓勇東町６丁目４番地の３

拓勇東町６丁目４番７号 拓勇東町６丁目４番地の４ 拓勇東６－４－４

拓勇東町６丁目４番１６号 拓勇東町６丁目４番地の８

拓勇東町６丁目４番３０号 拓勇東町６丁目４番地の９

拓勇東町６丁目４番３４号 拓勇東町６丁目４番地の１０ ロイヤルハイム沼ノ端Ｂ

拓勇東町６丁目４番３６号 拓勇東町６丁目４番地の１１ エクセルライフ

拓勇東町６丁目４番３７号 拓勇東町６丁目４番地の１１ エクセルイン

拓勇東町６丁目４番３９号 拓勇東町６丁目４番地の１２

拓勇東町６丁目５番１号 拓勇東町６丁目５番地の１

拓勇東町６丁目５番２号 拓勇東町６丁目５番地の２

拓勇東町６丁目５番１０号 拓勇東町６丁目５番地の５

拓勇東町６丁目５番１１号 拓勇東町６丁目５番地の７

拓勇東町６丁目５番１２号 拓勇東町６丁目５番地の８

拓勇東町６丁目５番１３号 拓勇東町６丁目５番地の９

拓勇東町６丁目５番１５号 拓勇東町６丁目５番地の１０

拓勇東町６丁目５番１６号 拓勇東町６丁目５番地の１１

拓勇東町６丁目５番２０号 拓勇東町６丁目５番地の１２

拓勇東町６丁目５番２３号 拓勇東町６丁目５番地の１３

拓勇東町６丁目５番２４号 拓勇東町６丁目５番地の１４

拓勇東町６丁目５番２５号 拓勇東町６丁目５番地の１５
35/47



拓勇東町　６丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町６丁目５番３１号 拓勇東町６丁目５番地の２０

拓勇東町６丁目６番４号 拓勇東町６丁目６番地の２

拓勇東町６丁目６番６号 拓勇東町６丁目６番地の３

拓勇東町６丁目６番７号 拓勇東町６丁目６番地の４

拓勇東町６丁目６番１１号 拓勇東町６丁目６番地の９

拓勇東町６丁目６番１３号 拓勇東町６丁目６番地の１０

拓勇東町６丁目６番１８号 拓勇東町６丁目６番地の１１

拓勇東町６丁目６番２１号 拓勇東町６丁目６番地の１２

拓勇東町６丁目６番２３号 拓勇東町６丁目６番地の１３

拓勇東町６丁目６番２５号 拓勇東町６丁目６番地の１５

拓勇東町６丁目６番２６号 拓勇東町６丁目６番地の１６

拓勇東町６丁目６番２７号 拓勇東町６丁目６番地の１７

拓勇東町６丁目７番１号 拓勇東町６丁目７番地の１

拓勇東町６丁目７番２号 拓勇東町６丁目７番地の２ ルピナス

拓勇東町６丁目７番４号 拓勇東町６丁目７番地の４

拓勇東町６丁目７番７号 拓勇東町６丁目７番地の６

拓勇東町６丁目７番８号 拓勇東町６丁目７番地の８

拓勇東町６丁目７番１１号 拓勇東町６丁目７番地の１３

拓勇東町６丁目７番１２号 拓勇東町６丁目７番地の１４

拓勇東町６丁目７番１３号 拓勇東町６丁目７番地の１６

拓勇東町６丁目７番１４号 拓勇東町６丁目７番地の１８

拓勇東町６丁目７番１９号 拓勇東町６丁目７番地の１９

拓勇東町６丁目７番２０号 拓勇東町６丁目７番地の２０

拓勇東町６丁目７番２２号 拓勇東町６丁目７番地の３１

拓勇東町６丁目７番２３号 拓勇東町６丁目７番地の３２

拓勇東町６丁目７番２４号 拓勇東町６丁目７番地の２２

拓勇東町６丁目７番２８号 拓勇東町６丁目７番地の２８

拓勇東町６丁目８番１号 拓勇東町６丁目８番地の１

拓勇東町６丁目８番２号 拓勇東町６丁目８番地の２

拓勇東町６丁目８番６号 拓勇東町６丁目８番地の３

拓勇東町６丁目８番７号 拓勇東町６丁目８番地の４

拓勇東町６丁目８番８号 拓勇東町６丁目８番地の７

拓勇東町６丁目８番１０号 拓勇東町６丁目８番地の８

拓勇東町６丁目８番１１号 拓勇東町６丁目８番地の９

拓勇東町６丁目８番１２号 拓勇東町６丁目８番地の１０

拓勇東町６丁目８番１３号 拓勇東町６丁目８番地の１２ マーシュハウス

拓勇東町６丁目８番１８号 拓勇東町６丁目８番地の２７

拓勇東町６丁目８番２１号 拓勇東町６丁目８番地の１５

拓勇東町６丁目８番２３号 拓勇東町６丁目８番地の１７

拓勇東町６丁目８番２４号 拓勇東町６丁目８番地の１９
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拓勇東町６丁目８番２６号 拓勇東町６丁目８番地の２２

拓勇東町６丁目８番２７号 拓勇東町６丁目８番地の２４ コーポＥＡＳＴ

拓勇東町６丁目９番１号 拓勇東町６丁目９番地の４６

拓勇東町６丁目９番３号 拓勇東町６丁目９番地の３

拓勇東町６丁目９番５号 拓勇東町６丁目９番地の７

拓勇東町６丁目９番８号 拓勇東町６丁目９番地の１４

拓勇東町６丁目９番９号 拓勇東町６丁目９番地の１５

拓勇東町６丁目９番１２号 拓勇東町６丁目９番地の２１

拓勇東町６丁目９番１３号 拓勇東町６丁目９番地の２２

拓勇東町６丁目９番１５号 拓勇東町６丁目９番地の２３

拓勇東町６丁目９番１８号 拓勇東町６丁目９番地の２４

拓勇東町６丁目９番２１号 拓勇東町６丁目９番地の２８

拓勇東町６丁目９番２２号 拓勇東町６丁目９番地の２９

拓勇東町６丁目９番２４号 拓勇東町６丁目９番地の３０

拓勇東町６丁目９番２５号 拓勇東町６丁目９番地の３２

拓勇東町６丁目９番２７号 拓勇東町６丁目９番地の３５

拓勇東町６丁目９番２８号 拓勇東町６丁目９番地の３６

拓勇東町６丁目９番２９号 拓勇東町６丁目９番地の３７

拓勇東町６丁目９番３０号 拓勇東町６丁目９番地の３９

拓勇東町６丁目９番３２号 拓勇東町６丁目９番地の４４

拓勇東町６丁目１０番１号 拓勇東町６丁目１０番地の２５

拓勇東町６丁目１０番２号 拓勇東町６丁目１０番地の２３

拓勇東町６丁目１０番３号 拓勇東町６丁目１０番地の２４

拓勇東町６丁目１０番５号 拓勇東町６丁目１０番地の２１

拓勇東町６丁目１０番６号 拓勇東町６丁目１０番地の３

拓勇東町６丁目１０番７号 拓勇東町６丁目１０番地の６

拓勇東町６丁目１０番９号 拓勇東町６丁目１０番地の７

拓勇東町６丁目１０番１０号 拓勇東町６丁目１０番地の１０

拓勇東町６丁目１０番１１号 拓勇東町６丁目１０番地の１１

拓勇東町６丁目１０番１２号 拓勇東町６丁目１０番地の１２

拓勇東町６丁目１０番１７号 拓勇東町６丁目１０番地の１３

拓勇東町６丁目１０番２０号 拓勇東町６丁目１０番地の１４

拓勇東町６丁目１０番２１号 拓勇東町６丁目１０番地の１５

拓勇東町６丁目１０番２２号 拓勇東町６丁目１０番地の１６

拓勇東町６丁目１０番２４号 拓勇東町６丁目１０番地の１７

拓勇東町６丁目１０番２５号 拓勇東町６丁目１０番地の２０

拓勇東町６丁目１０番２６号 拓勇東町６丁目１０番地の２２

拓勇東町６丁目１０番２７号 拓勇東町６丁目１０番地の２６

拓勇東町６丁目１０番２９号 拓勇東町６丁目１０番地の２７

拓勇東町６丁目１１番７号 拓勇東町６丁目１１番地の２
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拓勇東町６丁目１１番８号 拓勇東町６丁目１１番地の６

拓勇東町６丁目１１番９号 拓勇東町６丁目１１番地の９

拓勇東町６丁目１１番１０号 拓勇東町６丁目１１番地の１０

拓勇東町６丁目１１番１２号 拓勇東町６丁目１１番地の１２

拓勇東町６丁目１１番１３号 拓勇東町６丁目１１番地の１３

拓勇東町６丁目１１番１９号 拓勇東町６丁目１１番地の１５

拓勇東町６丁目１１番２０号 拓勇東町６丁目１１番地の１７

拓勇東町６丁目１１番２１号 拓勇東町６丁目１１番地の１９

拓勇東町６丁目１１番２２号 拓勇東町６丁目１１番地の２１

拓勇東町６丁目１１番２３号 拓勇東町６丁目１１番地の２３

拓勇東町６丁目１１番２４号 拓勇東町６丁目１１番地の２５

拓勇東町６丁目１１番２５号 拓勇東町６丁目１１番地の２７

拓勇東町６丁目１２番１号 拓勇東町６丁目１２番地の１ セフィラⅡ

拓勇東町６丁目１２番３号 拓勇東町６丁目１２番地の３

拓勇東町６丁目１２番５号 拓勇東町６丁目１２番地の４

拓勇東町６丁目１２番７号 拓勇東町６丁目１２番地の９

拓勇東町６丁目１２番８号 拓勇東町６丁目１２番地の１０

拓勇東町６丁目１２番１３号 拓勇東町６丁目１２番地の１５

拓勇東町６丁目１２番１５号 拓勇東町６丁目１２番地の１８

拓勇東町６丁目１２番２０号 拓勇東町６丁目１２番地の２０

拓勇東町６丁目１２番２２号 拓勇東町６丁目１２番地の２２

拓勇東町６丁目１２番２３号 拓勇東町６丁目１２番地の２３

拓勇東町６丁目１２番２５号 拓勇東町６丁目１２番地の２５

拓勇東町６丁目１２番２７号 拓勇東町６丁目１２番地の２７

拓勇東町６丁目１２番２９号 拓勇東町６丁目１２番地の２９ コンフォート３１５

拓勇東町６丁目１２番３０号 拓勇東町６丁目１２番地の３０

拓勇東町６丁目１２番３２号 拓勇東町６丁目１２番地の１ セフィラⅠ

拓勇東町６丁目１３番１号 拓勇東町６丁目１３番地の１

拓勇東町６丁目１３番４号 拓勇東町６丁目１３番地の２

拓勇東町６丁目１３番６号 拓勇東町６丁目１３番地の６

拓勇東町６丁目１３番７号 拓勇東町６丁目１３番地の７

拓勇東町６丁目１３番９号 拓勇東町６丁目１３番地の９

拓勇東町６丁目１３番１２号 拓勇東町６丁目１３番地の１１ メゾンＴ

拓勇東町６丁目１３番１５号 拓勇東町６丁目１３番地の１２ ノースアーク

拓勇東町６丁目１３番１８号 拓勇東町６丁目１３番地の１４

拓勇東町６丁目１４番５号 拓勇東町６丁目１４番地の５

拓勇東町６丁目１４番７号 拓勇東町６丁目１４番地の９

拓勇東町６丁目１４番９号 拓勇東町６丁目１４番地の１３

拓勇東町６丁目１４番１０号 拓勇東町６丁目１４番地の１４

拓勇東町６丁目１４番１２号 拓勇東町６丁目１４番地の１９
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拓勇東町６丁目１４番１３号 拓勇東町６丁目１４番地の２１

拓勇東町６丁目１４番１５号 拓勇東町６丁目１４番地の２２

拓勇東町６丁目１４番１６号 拓勇東町６丁目１４番地の２３

拓勇東町６丁目１４番１７号 拓勇東町６丁目１４番地の２４

拓勇東町６丁目１４番１９号 拓勇東町６丁目１４番地の２６

拓勇東町６丁目１７番４号 拓勇東町６丁目１７番地の４ ヴィーナスヴィレッジⅡ

拓勇東町６丁目１７番５号 拓勇東町６丁目１７番地の６

拓勇東町６丁目１７番７号 拓勇東町６丁目１７番地の７

拓勇東町６丁目１７番１０号 拓勇東町６丁目１７番地の８

拓勇東町６丁目１７番１４号 拓勇東町６丁目１７番地の９

拓勇東町６丁目１７番１５号 拓勇東町６丁目１７番地の１３

拓勇東町６丁目１７番１７号 拓勇東町６丁目１７番地の１１ ＩｒｕｍｕⅡ

拓勇東町６丁目１８番４号 拓勇東町６丁目１８番地の４

拓勇東町６丁目１８番５号 拓勇東町６丁目１８番地の５

拓勇東町６丁目１８番１０号 拓勇東町６丁目１８番地の６

拓勇東町６丁目１８番１１号 拓勇東町６丁目１８番地の７

拓勇東町６丁目１８番１２号 拓勇東町６丁目１８番地の８

拓勇東町６丁目１８番１４号 拓勇東町６丁目１８番地の１

拓勇東町６丁目１９番１号 拓勇東町６丁目１９番地の１

拓勇東町６丁目１９番２号 拓勇東町６丁目１９番地の２

拓勇東町６丁目１９番１０号 拓勇東町６丁目１９番地の３

拓勇東町６丁目２０番３号 拓勇東町６丁目２０番地の２

拓勇東町６丁目２０番７号 拓勇東町６丁目２０番地の６

拓勇東町６丁目２０番８号 拓勇東町６丁目２０番地の７

拓勇東町６丁目２０番９号 拓勇東町６丁目２０番地の９ レオパレス裕

拓勇東町６丁目２０番１４号 拓勇東町６丁目２０番地の１２

拓勇東町６丁目２０番１５号 拓勇東町６丁目２０番地の１４

拓勇東町６丁目２０番１６号 拓勇東町６丁目２０番地の１５

拓勇東町６丁目２０番１９号 拓勇東町６丁目２０番地の１９

拓勇東町６丁目２０番２２号 拓勇東町６丁目２０番地の２０

拓勇東町６丁目２０番２７号 拓勇東町６丁目２０番地の２３

拓勇東町６丁目２０番３０号 拓勇東町６丁目２０番地の２８

拓勇東町６丁目２０番３１号 拓勇東町６丁目２０番地の２９

拓勇東町６丁目２０番３２号 拓勇東町６丁目２０番地の３０

拓勇東町６丁目２０番３５号 拓勇東町６丁目２０番地の３５

拓勇東町６丁目２０番３６号 拓勇東町６丁目２０番地の３６

拓勇東町６丁目２０番３７号 拓勇東町６丁目２０番地の３８

拓勇東町６丁目２０番３８号 拓勇東町６丁目２０番地の４０

拓勇東町６丁目２０番４３号 拓勇東町６丁目２０番地の４３
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拓勇東町６丁目２１番１号 拓勇東町６丁目２１番地の１

拓勇東町６丁目２１番２号 拓勇東町６丁目２１番地の２

拓勇東町６丁目２１番３号 拓勇東町６丁目２１番地の５

拓勇東町６丁目２１番６号 拓勇東町６丁目２１番地の６

拓勇東町６丁目２１番８号 拓勇東町６丁目２１番地の１０

拓勇東町６丁目２１番９号 拓勇東町６丁目２１番地の１２

拓勇東町６丁目２１番１０号 拓勇東町６丁目２１番地の１５

拓勇東町６丁目２１番１１号 拓勇東町６丁目２１番地の１７

拓勇東町６丁目２１番１３号 拓勇東町６丁目２１番地の２１

拓勇東町６丁目２１番１４号 拓勇東町６丁目２１番地の２３

拓勇東町６丁目２１番１５号 拓勇東町６丁目２１番地の２４

拓勇東町６丁目２１番１７号 拓勇東町６丁目２１番地の２８

拓勇東町６丁目２１番２１号 拓勇東町６丁目２１番地の２９

拓勇東町６丁目２１番２４号 拓勇東町６丁目２１番地の３０

拓勇東町６丁目２１番２５号 拓勇東町６丁目２１番地の３３ メディウスⅡ

拓勇東町６丁目２１番２９号 拓勇東町６丁目２１番地の３７

拓勇東町６丁目２１番３０号 拓勇東町６丁目２１番地の３９

拓勇東町６丁目２１番３２号 拓勇東町６丁目２１番地の４３

拓勇東町６丁目２１番３３号 拓勇東町６丁目２１番地の４５

拓勇東町６丁目２１番３５号 拓勇東町６丁目２１番地の４７

拓勇東町６丁目２１番３９号 拓勇東町６丁目２１番地の５０

拓勇東町６丁目２２番１号 拓勇東町６丁目２２番地の１

拓勇東町６丁目２２番２号 拓勇東町６丁目２２番地の２

拓勇東町６丁目２２番４号 拓勇東町６丁目２２番地の４

拓勇東町６丁目２２番５号 拓勇東町６丁目２２番地の５

拓勇東町６丁目２２番６号 拓勇東町６丁目２２番地の６

拓勇東町６丁目２２番７号 拓勇東町６丁目２２番地の８

拓勇東町６丁目２２番８号 拓勇東町６丁目２２番地の９

拓勇東町６丁目２２番９号 拓勇東町６丁目２２番地の１１

拓勇東町６丁目２２番１０号 拓勇東町６丁目２２番地の１４

拓勇東町６丁目２２番１１号 拓勇東町６丁目２２番地の１６

拓勇東町６丁目２２番１３号 拓勇東町６丁目２２番地の１８

拓勇東町６丁目２２番１４号 拓勇東町６丁目２２番地の４２

拓勇東町６丁目２２番１５号 拓勇東町６丁目２２番地の２１

拓勇東町６丁目２２番２２号 拓勇東町６丁目２２番地の２２ ニューハイツＫ＆Ｋ

拓勇東町６丁目２２番２６号 拓勇東町６丁目２２番地の４１

拓勇東町６丁目２２番３０号 拓勇東町６丁目２２番地の２９ カーサＭＫＣ

拓勇東町６丁目２２番３３号 拓勇東町６丁目２２番地の３３ クレールⅠ

拓勇東町６丁目２２番３４号 拓勇東町６丁目２２番地の３５

拓勇東町６丁目２２番３５号 拓勇東町６丁目２２番地の３７
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拓勇東町６丁目２３番１号 拓勇東町６丁目２３番地の１

拓勇東町６丁目２３番２号 拓勇東町６丁目２３番地の２

拓勇東町６丁目２３番６号 拓勇東町６丁目２３番地の３

拓勇東町６丁目２３番７号 拓勇東町６丁目２３番地の４

拓勇東町６丁目２３番８号 拓勇東町６丁目２３番地の５

拓勇東町６丁目２３番９号 拓勇東町６丁目２３番地の６

拓勇東町６丁目２３番１１号 拓勇東町６丁目２３番地の７

拓勇東町６丁目２３番１２号 拓勇東町６丁目２３番地の８

拓勇東町６丁目２３番１３号 拓勇東町６丁目２３番地の９

拓勇東町６丁目２３番１５号 拓勇東町６丁目２３番地の１１

拓勇東町６丁目２３番１７号 拓勇東町６丁目２３番地の１３

拓勇東町６丁目２３番１８号 拓勇東町６丁目２３番地の１６

拓勇東町６丁目２３番１９号 拓勇東町６丁目２３番地の１８

拓勇東町６丁目２３番２０号 拓勇東町６丁目２３番地の１９

拓勇東町６丁目２３番２９号 拓勇東町６丁目２３番地の２４

拓勇東町６丁目２３番３０号 拓勇東町６丁目２３番地の２６

拓勇東町６丁目２３番３３号 拓勇東町６丁目２３番地の２７

拓勇東町６丁目２３番３５号 拓勇東町６丁目２３番地の２８

拓勇東町６丁目２３番３６号 拓勇東町６丁目２３番地の２９

拓勇東町６丁目２３番３７号 拓勇東町６丁目２３番地の３０

拓勇東町６丁目２３番３８号 拓勇東町６丁目２３番地の３１

拓勇東町６丁目２３番４０号 拓勇東町６丁目２３番地の３２

拓勇東町６丁目２３番４２号 拓勇東町６丁目２３番地の３３
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拓勇東町７丁目１番１号 拓勇東町７丁目１番地の２６ コーポそよ風

拓勇東町７丁目１番３号 拓勇東町７丁目１番地の２８

拓勇東町７丁目１番４号 拓勇東町７丁目１番地の３０

拓勇東町７丁目１番５号 拓勇東町７丁目１番地の３２

拓勇東町７丁目１番８号 拓勇東町７丁目１番地の３７

拓勇東町７丁目１番９号 拓勇東町７丁目１番地の３９

拓勇東町７丁目１番１１号 拓勇東町７丁目１番地の１

拓勇東町７丁目１番１７号 拓勇東町７丁目１番地の６

拓勇東町７丁目１番１８号 拓勇東町７丁目１番地の７

拓勇東町７丁目１番２０号 拓勇東町７丁目１番地の８

拓勇東町７丁目１番２１号 拓勇東町７丁目１番地の９ サニープレイス

拓勇東町７丁目１番２３号 拓勇東町７丁目１番地の１３

拓勇東町７丁目１番２５号 拓勇東町７丁目１番地の１７

拓勇東町７丁目１番２６号 拓勇東町７丁目１番地の１８

拓勇東町７丁目１番２８号 拓勇東町７丁目１番地の１９

拓勇東町７丁目１番３１号 拓勇東町７丁目１番地の２２

拓勇東町７丁目１番３２号 拓勇東町７丁目１番地の２３

拓勇東町７丁目１番３４号 拓勇東町７丁目１番地の２５

拓勇東町７丁目２番１号 拓勇東町７丁目２番地の１

拓勇東町７丁目２番６号 拓勇東町７丁目２番地の６

拓勇東町７丁目２番１０号 拓勇東町７丁目２番地の１０

拓勇東町７丁目２番１１号 拓勇東町７丁目２番地の１２

拓勇東町７丁目２番１２号 拓勇東町７丁目２番地の１７

拓勇東町７丁目２番１３号 拓勇東町７丁目２番地の１８

拓勇東町７丁目２番１６号 拓勇東町７丁目２番地の２０

拓勇東町７丁目２番１７号 拓勇東町７丁目２番地の２１

拓勇東町７丁目２番２２号 拓勇東町７丁目２番地の２４ クレールⅤ

拓勇東町７丁目２番２５号 拓勇東町７丁目２番地の２９

拓勇東町７丁目２番２７号 拓勇東町７丁目２番地の３ いずみＨＯＵＳＥ

拓勇東町７丁目２番２８号 拓勇東町７丁目２番地の３２

拓勇東町７丁目２番３１号 拓勇東町７丁目２番地の３３

拓勇東町７丁目３番１号 拓勇東町７丁目３番地の１

拓勇東町７丁目３番３号 拓勇東町７丁目３番地の５

拓勇東町７丁目３番５号 拓勇東町７丁目３番地の７

拓勇東町７丁目３番１３号 拓勇東町７丁目３番地の１３

拓勇東町７丁目３番１５号 拓勇東町７丁目３番地の１５

拓勇東町７丁目３番１９号 拓勇東町７丁目３番地の１７

拓勇東町７丁目３番２０号 拓勇東町７丁目３番地の２０ パークハイツセフィラⅡ

拓勇東町７丁目３番２３号 拓勇東町７丁目３番地の２４

拓勇東町７丁目３番２４号 拓勇東町７丁目３番地の２５

拓勇東町７丁目３番２８号 拓勇東町７丁目３番地の２８
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拓勇東町７丁目４番２号 拓勇東町７丁目４番地の２

拓勇東町７丁目４番９号 拓勇東町７丁目４番地の７

拓勇東町７丁目４番１０号 拓勇東町７丁目４番地の９

拓勇東町７丁目４番１５号 拓勇東町７丁目４番地の１１

拓勇東町７丁目４番１８号 拓勇東町７丁目４番地の１２

拓勇東町７丁目４番２１号 拓勇東町７丁目４番地の１７

拓勇東町７丁目４番２２号 拓勇東町７丁目４番地の１４

拓勇東町７丁目４番２７号 拓勇東町７丁目４番地の３

拓勇東町７丁目５番１号 拓勇東町７丁目５番地の１

拓勇東町７丁目５番２号 拓勇東町７丁目５番地の２ プレシャスウッド

拓勇東町７丁目５番３号 拓勇東町７丁目５番地の３ プレシャスヴィレッジ

拓勇東町７丁目５番６号 拓勇東町７丁目５番地の４ クリークウッド

拓勇東町７丁目５番８号 拓勇東町７丁目５番地の７

拓勇東町７丁目５番１０号 拓勇東町７丁目５番地の１０

拓勇東町７丁目５番１１号 拓勇東町７丁目５番地の１１

拓勇東町７丁目５番１５号 拓勇東町７丁目５番地の１５ エスタシアＫ－１

拓勇東町７丁目５番１６号 拓勇東町７丁目５番地の１６

拓勇東町７丁目５番１９号 拓勇東町７丁目５番地の１７

拓勇東町７丁目５番２２号 拓勇東町７丁目５番地の２０

拓勇東町７丁目５番２４号 拓勇東町７丁目５番地の２１

拓勇東町７丁目５番２５号 拓勇東町７丁目５番地の２２

拓勇東町７丁目５番２６号 拓勇東町７丁目５番地の２３ ラズベリーフィールズ

拓勇東町７丁目５番３１号 拓勇東町７丁目５番地の２４

拓勇東町７丁目６番１号 拓勇東町７丁目６番地の１

拓勇東町７丁目６番４号 拓勇東町７丁目６番地の２

拓勇東町７丁目６番５号 拓勇東町７丁目６番地の３

拓勇東町７丁目６番７号 拓勇東町７丁目６番地の５

拓勇東町７丁目６番９号 拓勇東町７丁目６番地の７

拓勇東町７丁目６番１１号 拓勇東町７丁目６番地の９

拓勇東町７丁目６番１３号 拓勇東町７丁目６番地の１１

拓勇東町７丁目６番１４号 拓勇東町７丁目６番地の１２

拓勇東町７丁目６番１５号 拓勇東町７丁目６番地の１３

拓勇東町７丁目６番１６号 拓勇東町７丁目６番地の１４ ピークⅠ

拓勇東町７丁目６番１８号 拓勇東町７丁目６番地の１４ ピークⅡ

拓勇東町７丁目６番２２号 拓勇東町７丁目６番地の１７

拓勇東町７丁目６番２４号 拓勇東町７丁目６番地の１９

拓勇東町７丁目７番３０号 拓勇東町７丁目７番地の５１

拓勇東町７丁目７番３７号 拓勇東町７丁目７番地の２２

拓勇東町７丁目７番４７号 拓勇東町７丁目７番地の２６
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拓勇東町７丁目７番５２号 拓勇東町７丁目７番地の２８

拓勇東町７丁目８番２号 拓勇東町７丁目８番地の２

拓勇東町７丁目８番５号 拓勇東町７丁目８番地の３ シャーローム

拓勇東町７丁目８番７号 拓勇東町７丁目８番地の４

拓勇東町７丁目８番２１号 拓勇東町７丁目８番地の１６ コーポソレイユⅤ

拓勇東町７丁目８番２３号 拓勇東町７丁目８番地の１７ コーポソレイユⅢ

拓勇東町７丁目８番２４号 拓勇東町７丁目８番地の１８ コーポソレイユⅡ
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拓勇東町８丁目１番１号 拓勇東町８丁目１番地の１

拓勇東町８丁目１番３号 拓勇東町８丁目１番地の２７ 拓勇dreamsⅡ

拓勇東町８丁目１番６号 拓勇東町８丁目１番地の３０

拓勇東町８丁目１番７号 拓勇東町８丁目１番地の３

拓勇東町８丁目１番２５号 拓勇東町８丁目１番地の１０ ガーデンパレス

拓勇東町８丁目１番３１号 拓勇東町８丁目１番地の１２ アルビレオⅡ

拓勇東町８丁目１番３４号 拓勇東町８丁目１番地の１３ アルビレオⅠ

拓勇東町８丁目１番３６号 拓勇東町８丁目１番地の１５ スターライト

拓勇東町８丁目１番３７号 拓勇東町８丁目１番地の１５ スターレイン

拓勇東町８丁目１番３９号 拓勇東町８丁目１番地の１６ アトリエ

拓勇東町８丁目１番４２号 拓勇東町８丁目１番地の１９ レインボーハウス拓勇ＮＯ．４０

拓勇東町８丁目１番５１号 拓勇東町８丁目１番地の２２

拓勇東町８丁目２番１号 拓勇東町８丁目２番地の１

拓勇東町８丁目２番３号 拓勇東町８丁目２番地の２

拓勇東町８丁目２番５号 拓勇東町８丁目２番地の３

拓勇東町８丁目２番７号 拓勇東町８丁目２番地の１８

拓勇東町８丁目２番８号 拓勇東町８丁目２番地の１７

拓勇東町８丁目２番１０号 拓勇東町８丁目２番地の８

拓勇東町８丁目２番１９号 拓勇東町８丁目２番地の５

拓勇東町８丁目２番２０号 拓勇東町８丁目２番地の１６

拓勇東町８丁目２番２３号 拓勇東町８丁目２番地の１１

拓勇東町８丁目２番２４号 拓勇東町８丁目２番地の１３

拓勇東町８丁目２番２７号 拓勇東町８丁目２番地の１４

拓勇東町８丁目２番２９号 拓勇東町８丁目２番地の１５

拓勇東町８丁目３番１号 拓勇東町８丁目３番地の１

拓勇東町８丁目３番２号 拓勇東町８丁目３番地の１７

拓勇東町８丁目３番３号 拓勇東町８丁目３番地の１８

拓勇東町８丁目３番７号 拓勇東町８丁目３番地の４

拓勇東町８丁目３番８号 拓勇東町８丁目３番地の５

拓勇東町８丁目３番９号 拓勇東町８丁目３番地の６

拓勇東町８丁目３番１１号 拓勇東町８丁目３番地の７

拓勇東町８丁目３番１４号 拓勇東町８丁目３番地の８

拓勇東町８丁目３番１８号 拓勇東町８丁目３番地の９

拓勇東町８丁目３番２０号 拓勇東町８丁目３番地の１１

拓勇東町８丁目３番２２号 拓勇東町８丁目３番地の１２ クレールⅡ

拓勇東町８丁目３番２３号 拓勇東町８丁目３番地の１４ ディレックＭ’ｓ

拓勇東町８丁目３番２４号 拓勇東町８丁目３番地の１９

拓勇東町８丁目３番２５号 拓勇東町８丁目３番地の２０

拓勇東町８丁目４番６号 拓勇東町８丁目４番地の３

拓勇東町８丁目４番７号 拓勇東町８丁目４番地の４
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拓勇東町８丁目４番８号 拓勇東町８丁目４番地の６

拓勇東町８丁目４番９号 拓勇東町８丁目４番地の７

拓勇東町８丁目４番１１号 拓勇東町８丁目４番地の９

拓勇東町８丁目４番１２号 拓勇東町８丁目４番地の３１ ディア１２

拓勇東町８丁目４番１３号 拓勇東町８丁目４番地の１０

拓勇東町８丁目４番１５号 拓勇東町８丁目４番地の１２ ハイツディープインパクト

拓勇東町８丁目４番１８号 拓勇東町８丁目４番地の１３

拓勇東町８丁目４番２０号 拓勇東町８丁目４番地の１６

拓勇東町８丁目４番２１号 拓勇東町８丁目４番地の１７

拓勇東町８丁目４番２２号 拓勇東町８丁目４番地の１８

拓勇東町８丁目４番２４号 拓勇東町８丁目４番地の１９

拓勇東町８丁目４番４６号 拓勇東町８丁目４番地の２０ ビューフォート弐番館

拓勇東町８丁目４番４７号 拓勇東町８丁目４番地の２０ ビューフォート壱番館

拓勇東町８丁目５番８号 拓勇東町８丁目５番地の３ エバーラスティング

拓勇東町８丁目５番９号 拓勇東町８丁目５番地の４ ライフマナー

拓勇東町８丁目５番１０号 拓勇東町８丁目５番地の５ プリズ夢

拓勇東町８丁目５番１１号 拓勇東町８丁目５番地の６ パナセア

拓勇東町８丁目５番１２号 拓勇東町８丁目５番地の８ フィールドヴィラ

拓勇東町８丁目５番１３号 拓勇東町８丁目５番地の１０ フローレンスＳＡＳＡＫＩ

拓勇東町８丁目５番１４号 拓勇東町８丁目５番地の１１

拓勇東町８丁目５番１６号 拓勇東町８丁目５番地の１４

拓勇東町８丁目５番１７号 拓勇東町８丁目５番地の１５

拓勇東町８丁目５番１９号 拓勇東町８丁目５番地の１７

拓勇東町８丁目５番３５号 拓勇東町８丁目５番地の２３ エスフィオーレⅡ

拓勇東町８丁目５番３７号 拓勇東町８丁目５番地の２４ レオパレスギルビーＭ

拓勇東町８丁目５番４０号 拓勇東町８丁目５番地の２６ レオパレス大地

拓勇東町８丁目５番４２号 拓勇東町８丁目５番地の２７ ＫＩＲＡ　Ｔ１

拓勇東町８丁目５番４４号 拓勇東町８丁目５番地の２８ フラップＹ’ＳⅡ

拓勇東町８丁目５番４６号 拓勇東町８丁目５番地の２５ ＫステージⅡ

拓勇東町８丁目６番９号 拓勇東町８丁目６番地の４ ウイングＣ

拓勇東町８丁目６番１０号 拓勇東町８丁目６番地の４ ウイングＢ

拓勇東町８丁目６番１１号 拓勇東町８丁目６番地の５ ウイングＡ

拓勇東町８丁目６番２１号 拓勇東町８丁目６番地の８ ラ・トゥール

拓勇東町８丁目６番２７号 拓勇東町８丁目６番地の１１

拓勇東町８丁目６番３５号 拓勇東町８丁目６番地の１６ スカイベース

拓勇東町８丁目６番４５号 拓勇東町８丁目６番地の１９ カーサ１２１

拓勇東町８丁目６番４６号 拓勇東町８丁目６番地の２２ ハイツまるいＮＯ１２０

拓勇東町８丁目６番５０号 拓勇東町８丁目６番地の２４

拓勇東町８丁目６番６８号 拓勇東町８丁目６番地の２７

拓勇東町８丁目６番７０号 拓勇東町８丁目６番地の２８
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拓勇東町　８丁目

新住居表示 旧表示 建物名称

拓勇東町８丁目７番３８号 拓勇東町８丁目７番地の１９

拓勇東町８丁目７番４０号 拓勇東町８丁目７番地の２０
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