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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町一丁目１番１号 大字仲原２１２１番地２

原町一丁目１番１０号 中野アパート　○○号（部屋号数） 大字仲原２１３５番地５ 中野アパート　○○号（部屋号数）

原町一丁目１番１２号 大字仲原２１３５番地４

原町一丁目２番１号 大字仲原２１４３番地

原町一丁目２番１号 大字仲原２１４４番地１

原町一丁目２番２号 大字仲原２１４３番地４

原町一丁目２番８号 大字仲原２１３６番地１２

原町一丁目２番１０号 大字仲原２１３９番地

原町一丁目２番１１号 大字仲原２１３６番地

原町一丁目２番１１号 大字仲原２１３６番地１

原町一丁目２番１３号 大字仲原２１３６番地

原町一丁目２番１６号 青木アパート　○○号（部屋号数） 大字仲原２１４０番地１ 青木アパート　○○号（部屋号数）

原町一丁目２番１７号 大字仲原２１４０番地１

原町一丁目２番１８号 大字仲原２１４１番地３

原町一丁目２番２０－○○号（部屋号数） エスポワール原町 大字仲原２１４１番地１ エスポワール原町　○○号（部屋号数）

原町一丁目２番２１号 大字仲原２１４２番地４

原町一丁目２番２３号 大字仲原２１４６番地３

原町一丁目２番２６号 大字仲原２１４６番地１

原町一丁目２番３０号 大字仲原２１４５番地３

原町一丁目２番３２号 大字仲原２１４４番地５

原町一丁目３番１号 大字仲原２１７２番地４

原町一丁目３番２号 大字仲原２１７３番地１
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町一丁目３番５号 大字仲原２１７０番地

原町一丁目３番６号 大字仲原２１７０番地

原町一丁目３番１６号 大字仲原２１６９番地２

原町一丁目３番１７号 大字仲原２１７１番地１

原町一丁目３番１９号 大字仲原２１６３番地２

原町一丁目３番２０号 大字仲原２１６２番地３

原町一丁目３番２１号 大字仲原２１６２番地１

原町一丁目３番２５号 原町コーポ　○○号（部屋号数） 大字仲原２１７２番地１ 原町コーポ　○○号（部屋号数）

原町一丁目４番１号 大字仲原２１７９番地

原町一丁目４番５号 大字仲原２１７８番地８

原町一丁目４番６号 大字仲原２１７８番地７

原町一丁目４番７号 大字仲原２１７８番地３

原町一丁目４番８号 大字仲原２１７８番地３

原町一丁目４番１１号 大字仲原２１７８番地２

原町一丁目４番１３号 大字仲原２１７４番地１

原町一丁目４番１３号 大字仲原２１７４番地１

原町一丁目４番１７号 大字仲原２１７４番地１

原町一丁目４番１８号 大字仲原２１７７番地１

原町一丁目４番１９号 大字仲原２１７７番地１

原町一丁目４番２０号 大字仲原２１７７番地８

原町一丁目４番２１号 大字仲原２１７８番地１

原町一丁目５番１号 大字仲原２１８２番地５
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原町一丁目５番２号 大字仲原２１８２番地５

原町一丁目５番３号 真子アパート　○○号（部屋号数） 大字仲原２１８２番地５ 真子アパート　○○号（部屋号数）

原町一丁目５番５号 パティオ原町　○○号（部屋号数） 大字仲原２１８４番地１ パティオ原町　○○号（部屋号数）

原町一丁目５番７号 大字仲原２１８５番地５

原町一丁目５番８号 大字仲原２１８５番地６

原町一丁目５番１１号 大字仲原２１８６番地２

原町一丁目５番１５号 大字仲原２１８５番地４

原町一丁目５番１７号 大字仲原２１８３番地１

原町一丁目５番１９号 大字仲原２１８２番地１

原町一丁目６番１号 大字仲原２２２９番地５

原町一丁目６番５号 大字仲原２２２９番地３

原町一丁目６番７号 パストラル原町　○○号（部屋号数） 大字仲原２２２９番地１ パストラル原町　○○号（部屋号数）

原町一丁目６番１０号 大字仲原２２２０番地３

原町一丁目６番１１号 大字仲原２２１９番地３

原町一丁目６番１３号 大字仲原２２１９番地５

原町一丁目６番１４号 きよみハイツ　○○号（部屋号数） 大字仲原２２２０番地４ きよみハイツ　○○号（部屋号数）

原町一丁目７番１号 大字仲原２２０９番地１

原町一丁目７番３号 大字仲原２２０１番地３

原町一丁目７番５号 大字仲原２１９７番地

原町一丁目７番７号 大字仲原２１９８番地１

原町一丁目７番８号 大字仲原２１９４番地１

原町一丁目７番１２号 大字仲原２１９１番地１
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原町一丁目７番１４号 大字仲原２１９０番地１

原町一丁目７番１５号 大字仲原２１９０番地１

原町一丁目７番１６号 大字仲原２１８９番地２

原町一丁目７番１７号 大字仲原２１９０番地７

原町一丁目７番２２号 大字仲原２１９０番地６

原町一丁目７番２３号 大字仲原２２１８番地１９

原町一丁目７番２６号 大字仲原２２１８番地２０

原町一丁目７番２７号 大字仲原２２１８番地１７

原町一丁目７番２８号 大字仲原２２１８番地５

原町一丁目７番２９号 大字仲原２２１８番地５

原町一丁目７番３０号 大字仲原２２１８番地５

原町一丁目７番３１号 大字仲原２２１８番地６

原町一丁目７番３２号 大字仲原２２１８番地６

原町一丁目７番３３号 大字仲原２２１８番地６

原町一丁目７番３４号 大字仲原２２１８番地６

原町一丁目７番３５号 ピアコート原町　○○号（部屋号数） 大字仲原２２１８番地９ ピアコート原町　○○号（部屋号数）

原町一丁目７番３７号 大字仲原２２１８番地７

原町一丁目７番３８号 シャルムはるまち　○○号（部屋号数） 大字仲原２２１７番地２ シャルムはるまち　○○号（部屋号数）

原町一丁目７番４０号 大字仲原２２１７番地１０

原町一丁目７番４１号 大字仲原２２１７番地１

原町一丁目７番４３号 シャングリラ仲原　Ｂ○○号（部屋号数） 大字仲原２２１４番地 シャングリラ仲原　Ｂ○○号（部屋号数）

原町一丁目７番４５号 シャングリラ仲原　Ａ○○号（部屋号数） 大字仲原２２１４番地 シャングリラ仲原　Ａ○○号（部屋号数）
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町一丁目８番１号 大字仲原２２６１番地１３

原町一丁目８番３号 大字仲原２２５８番地１

原町一丁目８番５号 大字仲原２２０４番地１

原町一丁目８番８号 大字仲原２２０４番地１

原町一丁目８番１０号 大字仲原２２０２番地１

原町一丁目８番１２号 大字仲原２２０７番地

原町一丁目９番１号 大字仲原２２６３番地

原町一丁目９番６号 大字仲原２２６３番地１

原町一丁目９番８－○○号（部屋号数） 第１１川崎ビル 大字仲原２２６１番地１２ 第１１川崎ビル　○○号（部屋号数）

原町一丁目９番１０号 大字仲原２２６１番地

原町一丁目９番１７号 第１コーポ　○○号（部屋号数） 大字仲原２２６９番地１ 第１コーポ　○○号（部屋号数）

原町一丁目９番２２号 大字仲原２２６５番地２

原町二丁目１番１号 大字仲原２１５８番地

原町二丁目１番２号 大字仲原２１５８番地

原町二丁目１番３号 大字仲原２１５８番地

原町二丁目１番５号 大字仲原２１５８番地

原町二丁目１番６号 大字仲原２１５８番地

原町二丁目１番７号 大字仲原２１５８番地

原町二丁目１番８号 大字仲原２１５８番地

原町二丁目１番１０号 大字仲原２１５７番地

原町二丁目１番１２－○○号（部屋号数） 日置ビル 大字仲原２１５３番地３ 日置ビル　○○号（部屋号数）

原町二丁目１番１３号 大字仲原２１５２番地
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町二丁目１番１５－○○号（部屋号数） シティパレス原町 大字仲原２１５１番地 シティパレス原町　○○号（部屋号数）

原町二丁目１番１６号 大字仲原２１５０番地３

原町二丁目１番１７号 大字仲原２１５０番地１

原町二丁目１番２３号 大字仲原２１４８番地１

原町二丁目１番２７号 大字仲原２１４７番地１

原町二丁目１番２８号 大字仲原２１４７番地３

原町二丁目１番３０号 大字仲原２１５０番地１

原町二丁目１番３１号 大字仲原２１５３番地

原町二丁目１番３２号 大字仲原２１５４番地１

原町二丁目１番３３号 大字仲原２１５５番地

原町二丁目１番３３号 大字仲原２１５５番地１

原町二丁目１番３６号 大字仲原２１５６番地１

原町二丁目１番３８号 大字仲原２１６１番地１

原町二丁目２番１号 大字仲原２１６０番地１

原町二丁目２番２号 大字仲原２１６０番地１

原町二丁目２番３号 大字仲原２１６３番地１

原町二丁目２番６号 大字仲原２１６４番地

原町二丁目２番８号 大字仲原２１６８番地４

原町二丁目２番１０号 大字仲原２１６５番地１

原町二丁目２番１１号 大字仲原２１６６番地

原町二丁目２番１３号 大字仲原２１６７番地１

原町二丁目２番１５号 大字仲原２１８６番地１
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原町二丁目２番１８号 大字原町１９番地

原町二丁目２番２２号 アムール田代　○○号（部屋号数） 大字原町１８番地 アムール田代　○○号（部屋号数）

原町二丁目２番２３号 大字原町１９番地

原町二丁目２番２６号 大字原町１３番地４

原町二丁目２番２７号 大字原町１３番地３

原町二丁目２番２９号 大字原町１３番地１３

原町二丁目２番３０号 大字原町１３番地１４

原町二丁目２番３１号 大字原町１番地

原町二丁目２番３２号 大字仲原２１６３番地７

原町二丁目２番３５号 大字仲原２１５９番地

原町二丁目３番３号 大字原町９番地

原町二丁目３番５号 大字原町２８１番地１

原町二丁目３番７号 ドウエルＡ・Ｋ　○○号（部屋号数） 大字原町２８１番地６ ドウェル・Ａ・Ｋ　○○号（部屋号数）

原町二丁目３番１０号 大字原町２８２番地３

原町二丁目３番１３－○○号（部屋号数） サンロード原町 大字原町２８２番地２ サンロード原町　○○号（部屋号数）

原町二丁目３番１７号 大字原町２８１番地４

原町二丁目４番１号 グリーン・ハイム　Ａ○○号（部屋号数） 大字原町５番地４の１ グリーン・ハイム　Ａ○○号（部屋号数）

原町二丁目４番２号 グリーン・ハイム　Ｂ○○号（部屋号数） 大字原町５番地４の２ グリーン・ハイム　Ｂ○○号（部屋号数）

原町二丁目４番５号 大字原町１１番地３

原町二丁目４番６－○○号（部屋号数） ガーデンハイム 大字原町１２番地１ ガーデンハイム　○○号（部屋号数）

原町二丁目４番７号 大字原町１４番地１

原町二丁目４番８号 青春アパート　○○号（部屋号数） 大字原町１４番地３ 青春アパート　○○号（部屋号数）
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原町二丁目４番１０号 大字原町１５番地

原町二丁目４番１２号 大字原町１０番地１

原町二丁目４番１５号 ヒルズ原町　○○号（部屋号数） 大字原町６番地１ ヒルズ原町　○○号（部屋号数）

原町二丁目４番１６号 大字原町６番地２

原町二丁目４番１８号 大字原町７番地

原町二丁目５番１－○○号（部屋号数） スカイシャトレ原町 大字原町３８７番地１ スカイシャトレ原町　○○号（部屋号数）

原町二丁目５番３号 大字原町３８９番地

原町二丁目５番５号 大字原町３８９番地

原町二丁目５番６号 大字原町２番地

原町二丁目５番７号 大字原町３番地

原町二丁目６番１号 大字原町３７２番地

原町二丁目６番１号 グレイス松浦 大字原町３７２番地

原町二丁目６番１－○○号（部屋号数） グレイス松浦 大字原町３７２番地 グレイス松浦　○○号（部屋号数）

原町二丁目６番１－○○号（部屋号数） グレイス松浦 大字原町３７２番地２ グレイス松浦　○○号（部屋号数）

原町二丁目６番２号 大字原町３７４番地１

原町二丁目６番３号 大字原町３７４番地１

原町二丁目６番５号 大字原町３７５番地

原町二丁目６番６号 大字原町３７６番地

原町二丁目６番７号 大字原町３７７番地１

原町二丁目６番８号 大字原町３７８番地

原町二丁目６番１０号 大字原町３７９番地

原町二丁目６番１１号 大字原町３８１番地１
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原町二丁目６番１２－○○号（部屋号数） ア－バン田代 大字原町３８１番地 ア－バン田代　○○号（部屋号数）

原町二丁目６番１２－○○号（部屋号数） ア－バン田代 大字原町３８１番地１ アーバン田代　○○号（部屋号数）

原町二丁目６番１５号 大字原町３８３番地１

原町二丁目６番１６号 大字原町３８８番地１

原町二丁目６番１７号 大字原町３８８番地１

原町二丁目６番２２号 ブルック原町　○○号（部屋号数） 大字原町３８６番地１ ブルック原町　○○号（部屋号数）

原町二丁目７番１号 プラトー原町　Ａ○○号（部屋号数） 大字原町３６０番地１ プラトー原町　Ａ○○号（部屋号数）

原町二丁目７番２号 プラトー原町　Ｂ○○号（部屋号数） 大字原町３６０番地１ プラトー原町　Ｂ○○号（部屋号数）

原町二丁目７番５－○○号（部屋号数） レジデンス・ヴァンティアン 大字原町３６１番地１
レジデンス・ヴァンティアン　○○号（部屋号
数）

原町二丁目７番６号 大字原町３６２番地３

原町二丁目７番７号 アローグラン原町　○○号（部屋号数） 大字原町３６２番地１ アローグラン原町　○○号（部屋号数）

原町二丁目７番８－○○号（部屋号数） グランメールヤマモト 大字原町３６８番地１１ グランメールヤマモト　○○号（部屋号数）

原町二丁目７番１０号 大字原町３６８番地１

原町二丁目７番１２－○○号（部屋号数） エスペランス・Ⅰ 大字原町３６８番地１３ エスペランス・Ⅰ　○○号（部屋号数）

原町二丁目７番１２号 大字原町３６８番地１３

原町二丁目７番１３号 大字原町３６８番地７

原町二丁目７番１４号 大字原町３６８番地７

原町二丁目７番１６号 大字原町３６８番地６

原町二丁目７番１７号 大字原町３６８番地３

原町二丁目７番２０号 大字仲原２８８番地４

原町二丁目７番２２号 大字仲原２８８番地３

原町二丁目８番１号 大字原町２８４番地１
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町二丁目８番２－○○号（部屋号数） ボヌール原町 大字原町３１６番地１ ボヌール原町　○○号（部屋号数）

原町二丁目８番１０号 大字原町３１９番地６

原町二丁目８番１１号 野口コーポ　○○号（部屋号数） 大字原町３１８番地１ 野口コーポ　○○号（部屋号数）

原町二丁目８番１２号 大字原町３１８番地１

原町二丁目８番１５－○○号（部屋号数） メゾン・ド・アルカンシェル 大字原町３１９番地２
メゾン・ド・アルカンシェル　○○号（部屋号
数）

原町二丁目８番１６号 大字原町３１９番地９

原町二丁目８番２２号 大字原町３１９番地１

原町三丁目１番１号 大字原町３５６番地３

原町三丁目１番３号 大字原町３５６番地１

原町三丁目１番８号 大字原町３６６番地５

原町三丁目１番１４号 大字原町３６６番地１

原町三丁目１番２３号 大字原町３６６番地４

原町三丁目１番２７号 大字原町３６５番地２

原町三丁目１番２８号 大字原町３６５番地１

原町三丁目１番３５号 大字原町３６３番地１

原町三丁目１番３７号 大字原町３６３番地１

原町三丁目２番２号 大字原町３５７番地２

原町三丁目２番３号 大字原町３５９番地６

原町三丁目２番５号 大字原町３５９番地６

原町三丁目２番６号 大字原町３５９番地７

原町三丁目２番７号 大字原町３５９番地１

原町三丁目２番１５号 ルミエール原町　○○号（部屋号数） 大字原町３２０番地 ルミエール原町　○○号（部屋号数）
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町三丁目２番２５号 エルンテ原町　Ｂ○○号（部屋号数） 大字原町３５７番地５ エルンテ原町　Ｂ○○号（部屋号数）

原町三丁目２番２６号 エルンテ原町　Ａ○○号（部屋号数） 大字原町３５７番地５ エルンテ原町　Ａ○○号（部屋号数）

原町三丁目３番１号 大字原町３２４番地１

原町三丁目３番２号 大字原町３２４番地１１

原町三丁目３番３号 大字原町３２４番地５

原町三丁目３番５号 大字原町３２４番地３

原町三丁目３番６号 大字原町３２４番地４

原町三丁目３番７号 大字原町３２３番地１

原町三丁目３番１０号 大字原町３２３番地２

原町三丁目３番１１号 大字原町３２３番地４

原町三丁目３番１２号 大字原町３２３番地８

原町三丁目３番１３号 大字原町３２３番地７

原町三丁目３番１４号 大字原町３２２番地５

原町三丁目３番１６号 大字原町３２２番地８

原町三丁目３番１７号 大字原町３２３番地１２

原町三丁目３番１８号 大字原町３２５番地３

原町三丁目３番１９号 ムーンライトⅠ　○○号（部屋号数） 大字原町３１０番地１ ムーンライトⅠ　○○号（部屋号数）

原町三丁目３番２０号 大字原町３１０番地２

原町三丁目３番２３号 大字原町３２１番地

原町三丁目４番１号 大字原町３１２番地２

原町三丁目４番２号 大字原町３１２番地２

原町三丁目４番３号 大字原町３１２番地２
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町三丁目４番５号 大字原町３１２番地１

原町三丁目４番６号 大字原町３１２番地１

原町三丁目４番７号 大字原町３１２番地１

原町三丁目４番１０号 大字原町３１４番地１

原町三丁目４番１３－○○号（部屋号数） ナチュール清水 大字原町３１３番地１ ナチュール清水　○○号（部屋号数）

原町三丁目４番１４号 大字原町３０９番地６

原町三丁目４番１５号 大字原町３０９番地６

原町三丁目４番１８号 大字原町３０９番地４

原町三丁目４番１９号 大字原町３０９番地１

原町三丁目４番２０号 大字原町３０９番地１

原町三丁目４番２１号 大字原町３０９番地１

原町三丁目４番２２号 大字原町３０９番地２

原町三丁目４番２３号 大字原町３０９番地１

原町三丁目５番１号 原町ハイツ　○○号（部屋号数） 大字原町３０８番地１ 原町ハイツ　○○号（部屋号数）

原町三丁目５番２号 大字原町３０８番地３

原町三丁目５番３号 大字原町３０７番地１

原町三丁目５番５号 大字原町３０６番地３

原町三丁目５番６号 大字原町３０６番地１

原町三丁目５番７号 大字原町３３１番地８

原町三丁目５番８号 大字原町３３１番地８

原町三丁目５番１４号 大字原町３３１番地７

原町三丁目５番２０号 大字原町３２９番地１
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原町三丁目５番２２号 大字原町３２９番地７

原町三丁目５番２５号 大字原町３２８番地２

原町三丁目５番２６号 大字原町３２５番地２

原町三丁目６番１号 大字原町３３８番地２

原町三丁目６番２号 大字原町３３８番地

原町三丁目６番３号 大字原町３３８番地１０

原町三丁目６番５号 大字原町３３８番地８

原町三丁目６番６号 大字原町３３８番地６

原町三丁目６番７号 大字原町３３８番地３

原町三丁目６番８号 大字原町３３８番地４

原町三丁目６番１０号 グレース原町　○○号（部屋号数） 大字原町３３８番地５ グレース原町　○○号（部屋号数）

原町三丁目６番１４号 大字原町３４３番地

原町三丁目６番１６号 大字原町３４２番地１

原町三丁目６番１８号 大字原町３３９番地６

原町三丁目６番２０号 大字原町３３９番地１０

原町三丁目６番２１号 大字原町３３９番地９

原町三丁目６番２２号 大字原町３３９番地８

原町三丁目６番２４号 大字原町３３９番地１

原町三丁目６番２６号 大字原町３３６番地９

原町三丁目６番２７号 セジュールリシェス　○○号（部屋号数） 大字原町３３６番地１ セジュールリシェス　○○号（部屋号数）

原町三丁目６番２８号 プレジール原町　○○号（部屋号数） 大字原町３３６番地１ プレジール原町　○○号（部屋号数）

原町三丁目６番３４号 大字原町３３４番地３
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原町三丁目６番３５号 大字原町３３４番地４

原町三丁目６番３６－○○号（部屋号数） ヴィラカスヤ 大字原町３３４番地２ ヴィラカスヤ　○○号（部屋号数）

原町三丁目６番３７号 サンコート原町　○○号（部屋号数） 大字原町３３２番地３ サンコート原町　○○号（部屋号数）

原町三丁目６番４０号 大字原町３３２番地２

原町三丁目７番５号 大字仲原２３３番地３

原町三丁目７番６号 大字仲原２３０番地１

原町三丁目７番７号 大字仲原２３０番地２

原町三丁目７番８号 大字仲原２３１番地１

原町三丁目７番１０号 大字仲原２３１番地３

原町三丁目７番１２号 大字原町３５５番地２

原町三丁目７番１３号 大字原町３５４番地１３

原町三丁目７番１４号 大字原町３５４番地５

原町三丁目７番１５号 大字原町３５４番地９

原町三丁目７番１６号 大字原町３５４番地９

原町三丁目７番１７号 大字原町３５３番地４

原町三丁目７番１８号 大字原町３５３番地３

原町三丁目７番２０号 大字原町３５２番地１

原町三丁目７番２１号 大字原町３５１番地２

原町三丁目７番２８号 大字原町３５４番地８

原町三丁目７番３０号 大字原町３５４番地６

原町三丁目７番３１号 大字原町３５４番地６

原町三丁目７番３２号 大字原町３５４番地３
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原町三丁目７番３３号 大字仲原２２５番地２８

原町三丁目７番３４号 大字仲原２２５番地２９

原町三丁目７番３５号 大字仲原２２５番地１０

原町三丁目７番４０号 大字仲原２２７番地２

原町三丁目７番４１号 大字仲原２２８番地１

原町三丁目７番４３号 大字仲原２２９番地４

原町三丁目７番４５号 大字仲原２２９番地８

原町三丁目７番４６号 大字仲原２２９番地１

原町三丁目７番４７号 大字仲原２２９番地９

原町三丁目８番１号 大字仲原２２５番地５

原町三丁目８番５号 大字仲原２２５番地４７

原町三丁目８番７号 大字仲原２２５番地４６

原町三丁目８番８号 大字仲原２２５番地４５

原町三丁目８番１０号 大字仲原２２５番地４４

原町三丁目８番１１号 大字仲原２２５番地１

原町三丁目８番１２号 大字仲原２２５番地１

原町三丁目８番１３号 大字仲原２２５番地１

原町三丁目８番１４号 大字仲原２２５番地１

原町三丁目８番１５号 大字仲原２２５番地１

原町三丁目８番１６号 大字仲原２２５番地１

原町三丁目８番１７号 大字仲原２２５番地１

原町三丁目８番１８号 大字仲原２２５番地４３
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原町三丁目８番２０号 大字仲原２２５番地１３

原町三丁目８番２３号 大字原町３５０番地３

原町三丁目８番２４号 大字原町３５０番地５

原町三丁目８番２６号 大字原町３５０番地４

原町三丁目８番２８号 大字原町３４６番地

原町三丁目８番２９号 鈴木荘　２号 大字原町３４６番地 鈴木荘　２号

原町三丁目８番３０号 鈴木荘　３号 大字原町３５０番地１ 鈴木荘　３号

原町三丁目８番３１号 鈴木荘　５号 大字原町３４６番地 鈴木荘５号

原町三丁目８番３２号 大字原町３４６番地

原町三丁目８番３３号 大字原町３４６番地

原町三丁目８番３４号 鈴木荘　８号 大字原町３４６番地１ 鈴木荘　８号

原町三丁目８番３５号 大字原町３４６番地

原町三丁目８番３６号 鈴木荘　１１号 大字原町３４６番地１ 鈴木荘　１１号

原町三丁目８番３７号 鈴木荘　１２号 大字原町３４６番地１ 鈴木荘　１２号

原町三丁目９番７号 大字長者原５１３番地１

原町三丁目９番８号 大字長者原５１３番地１０

原町三丁目９番１０号 大字長者原５１３番地１１

原町三丁目９番１１号 大字長者原５１３番地５

原町三丁目９番１２号 大字長者原５１３番地４

原町三丁目９番１３号 大字長者原５１４番地１３

原町三丁目９番１８号 大字長者原５１４番地１０

原町三丁目９番２０号 ルートピア泉　Ａ棟○○号（部屋号数） 大字長者原５１５番地１ ルートピア泉　Ａ棟○○号（部屋号数）
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原町三丁目９番２１号 ルートピア泉　Ｂ棟○○号（部屋号数） 大字長者原５１５番地１ ルートピア泉　Ｂ棟○○号（部屋号数）

原町三丁目１０番５号 大字仲原２０５番地８

原町三丁目１０番７号 大字長者原５１０番地１

原町三丁目１０番８号 大字長者原５０５番地１

原町三丁目１０番１０号 大字長者原５０９番地８

原町三丁目１０番１４号 大字長者原５０９番地５

原町三丁目１０番１６号 大字長者原５０９番地３

原町三丁目１０番１７号 大字長者原５０５番地３

原町三丁目１０番１８号 大字長者原５０５番地２

原町三丁目１０番２４号 大字仲原２０２番地３

原町三丁目１０番２８号 テンハイツ　○○号（部屋号数） 大字仲原２０２番地１ テンハイツ　○○号（部屋号数）

原町三丁目１０番３４号 大字仲原２００番地７

原町三丁目１０番３５－○○号（部屋号
数）

池浦コーポ 大字仲原２００番地１ 池浦コーポ　○○号（部屋号数）

原町三丁目１０番３６号 大字仲原２０１番地

原町三丁目１０番３７号 大字仲原２０１番地１

原町三丁目１１番１号 大字原町３４７番地２

原町三丁目１１番５号 大字原町３４７番地１

原町三丁目１１番６号 大字原町３４９番地４

原町三丁目１１番７号 大字原町３４９番地８

原町三丁目１１番８号 大字原町３４８番地１

原町三丁目１１番１０号 大字長者原５１４番地１

原町三丁目１１番１１号 大字長者原５１６番地８
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町三丁目１１番１２号 大字長者原５１８番地２

原町三丁目１１番１３号 大字長者原５１８番地１

原町三丁目１１番１４号 大字長者原５１６番地１

原町三丁目１１番１５号 大字原町３４８番地１１

原町三丁目１１番１６号 大字原町３４８番地１３

原町三丁目１１番１８号 大字原町３４８番地８

原町三丁目１１番１９号 大字原町３４８番地４

原町三丁目１１番２０号 大字長者原５１７番地１

原町三丁目１１番２１号 大字長者原５１７番地１

原町三丁目１１番２３号 大字長者原５２０番地１

原町三丁目１１番２４号 大字長者原５２０番地

原町三丁目１１番２５号 大字長者原５２１番地３

原町三丁目１１番２６号 瀬口住宅　９号 大字長者原５２１番地１ 瀬口住宅　９号

原町三丁目１１番２８号 大字長者原５２１番地

原町三丁目１１番２９号 大字長者原５２１番地

原町三丁目１１番３０号 大字長者原５２１番地１

原町三丁目１１番３１号 瀬口住宅　３号 大字長者原５２１番地１ 瀬口住宅　３号

原町三丁目１１番３２号 瀬口住宅　２号 大字長者原５２１番地１ 瀬口住宅２号

原町三丁目１１番３３号 瀬口住宅　１号 大字長者原５２１番地１ 瀬口住宅　１号

原町三丁目１１番３４号 大字長者原５１９番地

原町三丁目１１番３６号 大字長者原５１９番地２

原町三丁目１２番１号 大字原町３３３番地３
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町三丁目１２番７号 大字長者原５３２番地９

原町三丁目１２番８号 大字長者原５３３番地５

原町三丁目１２番１０号 大字長者原５３２番地１

原町三丁目１２番１２号 大字長者原５３２番地５

原町三丁目１２番１３号 大字長者原５３２番地４

原町三丁目１２番１４号 大字長者原５３２番地３

原町三丁目１２番１５号 大字長者原５３２番地２

原町三丁目１２番２５号 大字原町３３７番地

原町三丁目１２番２６号 伊藤住宅　１号 大字原町３３７番地２ 伊藤住宅　１号

原町三丁目１２番２７号 大字原町３３７番地

原町三丁目１２番２８号 伊藤住宅　３号 大字原町３３７番地２ 伊藤住宅　３号

原町三丁目１２番２９号 大字原町３３７番地２

原町三丁目１３番１号 大字長者原５２８番地３

原町三丁目１３番２号 大字長者原５２８番地５

原町三丁目１３番３号 大字長者原５２８番地６

原町三丁目１３番５号 大字長者原５２８番地７

原町三丁目１３番６号 大字長者原５２８番地８

原町三丁目１３番７号 大字長者原５２８番地９

原町三丁目１３番８号 大字長者原５２９番地３

原町三丁目１３番１１号 大字長者原５２９番地２

原町三丁目１３番１２号 大字長者原５３１番地３

原町三丁目１３番１５号 大字長者原５３１番地２
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新住所 新方書 旧住所 旧方書

原町三丁目１３番１６号 大字長者原５２６番地９

原町三丁目１３番１８号 大字長者原５２６番地１２

原町三丁目１３番１９号 大字長者原５２６番地

原町三丁目１３番２０号 大字長者原５２６番地１１

原町三丁目１３番２２号 大字長者原５２６番地６

原町三丁目１３番２４号 大字長者原５２５番地１

原町三丁目１３番２５号 大字長者原５２３番地１

原町三丁目１３番２８号 大字長者原５２３番地１

原町三丁目１３番２９号 大字長者原５２７番地３

原町三丁目１３番３０号 大字長者原５２７番地２

原町三丁目１３番３１号 大字長者原５２８番地４

原町三丁目１４番１号 大字長者原５２２番地４

原町三丁目１４番３号 大字長者原５２２番地１

原町三丁目１４番５号 大字長者原５２２番地２

原町三丁目１４番１１号 大字長者原５０１番地６

原町三丁目１４番１２号 大字長者原５０１番地５

原町三丁目１４番１４号 大字長者原５０１番地１

原町三丁目１４番１７－○○号（部屋号
数）

Ｋハウス９１ 大字長者原５０１番地４ Ｋハウス９１－○○号（部屋号数）

原町三丁目１４番３０号 大字長者原５０６番地４

原町三丁目１４番３１号 大字長者原５０６番地５

原町三丁目１４番３２号 大字長者原５０６番地６

原町三丁目１４番３３号 大字長者原５０６番地７
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原町三丁目１４番３５号 大字長者原５０８番地２

原町三丁目１５番５号 リーシェ原　Ａ○○号（部屋号数） 大字長者原５３４番地１ リーシェ原　Ａ○○号（部屋号数）

原町三丁目１５番６号 リーシェ原　Ｂ○○号（部屋号数） 大字長者原５３４番地１ リーシェ原　Ｂ○○号（部屋号数）

原町三丁目１５番７号 大字長者原５３４番地９

原町三丁目１５番８号 大字長者原５３４番地１０

原町三丁目１５番１３号 森藤アパート　Ａ○○号（部屋号数） 大字長者原５３７番地１ 森藤アパート　Ａ○○号（部屋号数）

原町三丁目１５番１４号 森藤アパート　Ｂ○○号（部屋号数） 大字長者原５３７番地１ 森藤アパート　Ｂ○○号（部屋号数）

原町三丁目１５番１５号 大字長者原５３７番地７

原町三丁目１５番１７号 大字長者原５３６番地１

原町三丁目１５番１８号 大字長者原５３６番地４

原町三丁目１５番２０号 大字長者原５３６番地３

原町三丁目１５番２３号 大字長者原５３４番地２

原町三丁目１５番２５号 大字長者原５３４番地１３

原町三丁目１５番２６号 大字長者原５３４番地１７

原町三丁目１５番２８号 大字長者原５３４番地１８

原町三丁目１５番２９号 大字長者原５３４番地１６

原町三丁目１５番３１号 大字長者原５３４番地１５

原町三丁目１５番３３号 大字長者原５３４番地１２

原町三丁目１５番３４号 大字長者原５３４番地８

原町三丁目１５番３５号 大字長者原５３４番地７

原町三丁目１５番３６号 大字長者原５３４番地５


