
生野屋西二丁目

新住所 旧住所
生野屋西二丁目1番1号 大字生野屋1280番地9
生野屋西二丁目1番5号 大字生野屋1280番地8
生野屋西二丁目1番6号 大字生野屋1280番地5
生野屋西二丁目1番10号 大字生野屋1280番地6
生野屋西二丁目1番11号 大字生野屋1280番地7
生野屋西二丁目1番11号 大字生野屋1280番地7
生野屋西二丁目1番16号 大字生野屋1280番地13
生野屋西二丁目1番16号 大字生野屋1280番地13
生野屋西二丁目1番19号 大字生野屋1280番地12
生野屋西二丁目1番23号 大字生野屋1276番地2
生野屋西二丁目1番23号 大字生野屋1276番地2
生野屋西二丁目1番23号 大字生野屋1276番地2
生野屋西二丁目1番25号 大字生野屋1278番地
生野屋西二丁目1番28号 大字生野屋1279番地
生野屋西二丁目2番1号 大字生野屋1274番地
生野屋西二丁目2番2号 大字生野屋1274番地
生野屋西二丁目2番5号 大字生野屋1275番地
生野屋西二丁目2番7号 大字生野屋1271番地9
生野屋西二丁目2番7号 大字生野屋1271番地20
生野屋西二丁目2番7号 大字生野屋1271番地20
生野屋西二丁目2番7号 大字生野屋1271番地9
生野屋西二丁目2番8号 大字生野屋1271番地9
生野屋西二丁目2番8号 大字生野屋1271番地20
生野屋西二丁目2番8号 大字生野屋1271番地20
生野屋西二丁目2番8号 大字生野屋1271番地20
生野屋西二丁目2番8号 大字生野屋1271番地20
生野屋西二丁目2番8号 大字生野屋1271番地9
生野屋西二丁目2番8号 大字生野屋1271番地9
生野屋西二丁目2番12号 大字生野屋1272番地
生野屋西二丁目2番13号 大字生野屋1271番地16
生野屋西二丁目2番13号 大字生野屋1271番地16
生野屋西二丁目3番1号 大字生野屋1216番地5
生野屋西二丁目3番1号 大字生野屋1216番地5
生野屋西二丁目3番5号 大字生野屋1222番地3
生野屋西二丁目3番6号 大字生野屋1223番地
生野屋西二丁目3番7号 大字生野屋1222番地
生野屋西二丁目3番13号 大字生野屋1217番地9
生野屋西二丁目3番13号 大字生野屋1217番地9
生野屋西二丁目3番13号 大字生野屋1217番地9
生野屋西二丁目3番14号 大字生野屋1217番地8
生野屋西二丁目3番19号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番19号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番19号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番19号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番20号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番20号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番20号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番20号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番20号
生野屋西二丁目3番20号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番20号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番20号 大字生野屋1221番地15
生野屋西二丁目3番21号 大字生野屋1221番地4
生野屋西二丁目3番24号 大字生野屋1220番地
生野屋西二丁目3番27号 大字生野屋1217番地6
生野屋西二丁目3番27号 大字生野屋1217番地6



生野屋西二丁目
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生野屋西二丁目3番27号 大字生野屋1217番地6
生野屋西二丁目3番27号 大字生野屋1217番地6
生野屋西二丁目3番32号 大字生野屋1218番地
生野屋西二丁目4番1号 大字生野屋1214番地
生野屋西二丁目4番1号 大字生野屋1214番地
生野屋西二丁目4番7号 大字生野屋1215番地5
生野屋西二丁目4番7号 大字生野屋1215番地5
生野屋西二丁目4番10号 大字生野屋1215番地6
生野屋西二丁目4番11号 大字生野屋1210番地5
生野屋西二丁目4番11号 大字生野屋1210番地5
生野屋西二丁目4番12号 大字生野屋1210番地6
生野屋西二丁目4番18号 大字生野屋1209番地5
生野屋西二丁目4番20号 大字生野屋1209番地6
生野屋西二丁目4番22号 大字生野屋1209番地7
生野屋西二丁目4番23号 大字生野屋1209番地8
生野屋西二丁目4番25号 大字生野屋1210番地8
生野屋西二丁目4番27号 大字生野屋1209番地10
生野屋西二丁目4番29号 大字生野屋1209番地11
生野屋西二丁目4番31号 大字生野屋1209番地12
生野屋西二丁目4番46号 大字生野屋1211番地
生野屋西二丁目4番46号 大字生野屋1211番地
生野屋西二丁目5番6号 大字生野屋1170番地7
生野屋西二丁目5番6号 大字生野屋1170番地7
生野屋西二丁目5番10号 大字生野屋1177番地
生野屋西二丁目5番12号 大字生野屋1177番地
生野屋西二丁目5番12号 大字生野屋1177番地
生野屋西二丁目5番14号 大字生野屋1178番地
生野屋西二丁目5番14号 大字生野屋1178番地
生野屋西二丁目5番16号 大字生野屋1180番地1
生野屋西二丁目5番17号 大字生野屋1181番地
生野屋西二丁目5番18号 大字生野屋1183番地
生野屋西二丁目5番18号 大字生野屋1183番地
生野屋西二丁目5番24号 大字生野屋1184番地
生野屋西二丁目5番31号 大字生野屋1185番地26
生野屋西二丁目5番32号 大字生野屋1185番地32
生野屋西二丁目5番33号 大字生野屋1185番地33
生野屋西二丁目5番34号 大字生野屋1185番地35
生野屋西二丁目5番37号 大字生野屋1185番地29
生野屋西二丁目5番37号 大字生野屋1185番地29
生野屋西二丁目5番37号 大字生野屋1185番地29
生野屋西二丁目5番37号 大字生野屋1185番地29
生野屋西二丁目5番37号 大字生野屋1185番地29
生野屋西二丁目5番37号 大字生野屋1185番地29
生野屋西二丁目5番43号 大字生野屋1185番地1
生野屋西二丁目5番48号 大字生野屋1185番地16
生野屋西二丁目5番50号 大字生野屋1185番地15
生野屋西二丁目5番51号 大字生野屋1185番地14
生野屋西二丁目5番51号 大字生野屋1185番地14
生野屋西二丁目5番52号 大字生野屋1185番地13
生野屋西二丁目6番1号 大字生野屋1185番地17
生野屋西二丁目6番2号 大字生野屋1185番地18
生野屋西二丁目6番5号 大字生野屋1185番地11
生野屋西二丁目6番8号 大字生野屋1185番地9
生野屋西二丁目6番10号 大字生野屋1185番地8
生野屋西二丁目6番11号 大字生野屋1185番地7
生野屋西二丁目6番14号 大字生野屋1185番地6
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生野屋西二丁目6番15号 大字生野屋1185番地5
生野屋西二丁目7番3号 大字生野屋1206番地
生野屋西二丁目7番6号 大字生野屋1206番地2
生野屋西二丁目7番7号 大字生野屋1206番地3
生野屋西二丁目7番8号 大字生野屋1207番地9
生野屋西二丁目7番10号 大字生野屋1207番地8
生野屋西二丁目7番11号 大字生野屋1207番地7
生野屋西二丁目7番12号 大字生野屋1207番地6
生野屋西二丁目7番13号 大字生野屋1207番地5
生野屋西二丁目7番14号 大字生野屋1207番地4
生野屋西二丁目7番15号 大字生野屋1207番地3
生野屋西二丁目8番19号 大字生野屋1266番地
生野屋西二丁目8番21号 大字生野屋1228番地2
生野屋西二丁目8番31号 大字生野屋1227番地
生野屋西二丁目8番31号 大字生野屋1227番地
生野屋西二丁目8番32号 大字生野屋1227番地
生野屋西二丁目8番34号 大字生野屋1271番地2
生野屋西二丁目8番38号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番38号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番38号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番38号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番38号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番38号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番39号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番39号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番39号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番39号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番39号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番39号 大字生野屋1270番地1
生野屋西二丁目8番43号 大字生野屋1269番地
生野屋西二丁目8番46号 大字生野屋1267番地5
生野屋西二丁目9番1号 大字生野屋1280番地11
生野屋西二丁目9番3号 大字生野屋1282番地1
生野屋西二丁目9番6号 大字生野屋1301番地
生野屋西二丁目9番8号 大字生野屋1302番地
生野屋西二丁目9番15号 大字生野屋1303番地
生野屋西二丁目11番5号 大字生野屋1260番地9
生野屋西二丁目11番6号 大字生野屋1260番地7
生野屋西二丁目11番8号 大字生野屋1260番地6
生野屋西二丁目11番10号 大字生野屋1260番地5
生野屋西二丁目11番11号 大字生野屋1260番地4
生野屋西二丁目11番15号 大字生野屋1259番地
生野屋西二丁目11番20号 大字生野屋1314番地
生野屋西二丁目11番30号 大字生野屋1316番地7
生野屋西二丁目11番32号 大字生野屋1316番地5
生野屋西二丁目11番35号 大字生野屋1316番地14
生野屋西二丁目12番1号 大字生野屋1257番地16
生野屋西二丁目12番2号 大字生野屋1257番地15
生野屋西二丁目12番3号 大字生野屋1257番地13
生野屋西二丁目12番5号 大字生野屋1257番地14
生野屋西二丁目12番8号 大字生野屋1257番地12
生野屋西二丁目12番10号 大字生野屋1257番地11
生野屋西二丁目12番11号 大字生野屋1319番地1
生野屋西二丁目12番15号 大字生野屋1317番地5
生野屋西二丁目12番16号 大字生野屋1317番地5
生野屋西二丁目12番18号 大字生野屋1254番地1
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生野屋西二丁目12番19号 大字生野屋1254番地2
生野屋西二丁目12番20号 大字生野屋451番地76
生野屋西二丁目12番23号 大字生野屋1230番地249
生野屋西二丁目12番26号 大字生野屋1230番地139
生野屋西二丁目12番28号 大字生野屋1230番地32
生野屋西二丁目12番30号 大字生野屋1251番地
生野屋西二丁目12番37号 大字生野屋1257番地9
生野屋西二丁目12番38号 大字生野屋1257番地5
生野屋西二丁目12番38号 大字生野屋1257番地5
生野屋西二丁目12番39号 大字生野屋1257番地3
生野屋西二丁目13番1号 大字生野屋1230番地245
生野屋西二丁目13番1号 大字生野屋1230番地245
生野屋西二丁目13番5号 大字生野屋1230番地244
生野屋西二丁目13番7号 大字生野屋451番地9
生野屋西二丁目13番8号 大字生野屋451番地10
生野屋西二丁目13番8号 大字生野屋451番地10
生野屋西二丁目13番10号 大字生野屋451番地11
生野屋西二丁目13番11号 大字生野屋451番地12
生野屋西二丁目13番12号 大字生野屋1317番地2
生野屋西二丁目13番17号 大字生野屋1317番地4
生野屋西二丁目13番17号 大字生野屋1317番地4
生野屋西二丁目13番17号 大字生野屋1317番地4
生野屋西二丁目13番18号 大字生野屋451番地7
生野屋西二丁目13番21号 大字生野屋451番地6
生野屋西二丁目13番23号 大字生野屋451番地4
生野屋西二丁目13番23号 大字生野屋451番地4
生野屋西二丁目13番24号 大字生野屋451番地3
生野屋西二丁目13番25号 大字生野屋451番地2
生野屋西二丁目14番1号 大字生野屋1230番地58
生野屋西二丁目14番5号 大字生野屋1230番地137
生野屋西二丁目14番6号 大字生野屋1230番地136
生野屋西二丁目14番7号 大字生野屋1230番地135
生野屋西二丁目14番13号 大字生野屋1230番地31
生野屋西二丁目14番14号 大字生野屋1230番地134
生野屋西二丁目14番15号 大字生野屋1230番地60
生野屋西二丁目14番18号 大字生野屋1230番地59
生野屋西二丁目15番1号 大字生野屋1230番地261
生野屋西二丁目15番8号 大字生野屋1230番地30
生野屋西二丁目15番11号 大字生野屋1230番地259
生野屋西二丁目15番13号 大字生野屋1230番地260
生野屋西二丁目16番1号 大字生野屋1191番地18
生野屋西二丁目16番1号 大字生野屋1191番地18
生野屋西二丁目16番2号 大字生野屋1191番地20
生野屋西二丁目16番3号 大字生野屋1191番地21
生野屋西二丁目16番6号 大字生野屋1230番地89
生野屋西二丁目16番7号 大字生野屋1230番地91
生野屋西二丁目16番8号 大字生野屋1230番地93
生野屋西二丁目16番11号 大字生野屋1230番地95
生野屋西二丁目16番11号 大字生野屋1230番地95
生野屋西二丁目16番14号 大字生野屋1230番地96
生野屋西二丁目16番17号 大字生野屋1230番地28
生野屋西二丁目16番19号 大字生野屋1230番地94
生野屋西二丁目16番20号 大字生野屋1230番地92
生野屋西二丁目16番21号 大字生野屋1230番地90
生野屋西二丁目16番23号 大字生野屋1230番地87
生野屋西二丁目16番24号 大字生野屋1230番地86
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生野屋西二丁目16番26号 大字生野屋1191番地17
生野屋西二丁目17番3号 大字生野屋1191番地24
生野屋西二丁目17番6号 大字生野屋1191番地25
生野屋西二丁目17番7号 大字生野屋1191番地27
生野屋西二丁目17番8号 大字生野屋1191番地28
生野屋西二丁目17番10号 大字生野屋1191番地31
生野屋西二丁目17番11号 大字生野屋1230番地105
生野屋西二丁目17番15号 大字生野屋1230番地33
生野屋西二丁目17番17号 大字生野屋1230番地107
生野屋西二丁目17番18号 大字生野屋1230番地106
生野屋西二丁目17番20号 大字生野屋1230番地103
生野屋西二丁目17番22号 大字生野屋1191番地29
生野屋西二丁目17番24号 大字生野屋1191番地26
生野屋西二丁目17番25号 大字生野屋1191番地10
生野屋西二丁目17番26号 大字生野屋1191番地45
生野屋西二丁目17番26号 大字生野屋1191番地45
生野屋西二丁目17番28号 大字生野屋1191番地46
生野屋西二丁目17番29号 大字生野屋1191番地22
生野屋西二丁目18番1号 大字生野屋1230番地36
生野屋西二丁目18番2号 大字生野屋1230番地97
生野屋西二丁目18番3号 大字生野屋1230番地100
生野屋西二丁目18番5号 大字生野屋1230番地101
生野屋西二丁目18番10号 大字生野屋1230番地102
生野屋西二丁目18番11号 大字生野屋1230番地99
生野屋西二丁目18番12号 大字生野屋1230番地98
生野屋西二丁目18番13号 大字生野屋1230番地112
生野屋西二丁目18番15号 大字生野屋1230番地111
生野屋西二丁目18番16号 大字生野屋1230番地110
生野屋西二丁目18番18号 大字生野屋1230番地109
生野屋西二丁目18番19号 大字生野屋1230番地149
生野屋西二丁目18番20号 大字生野屋1230番地148
生野屋西二丁目19番1号 大字生野屋1230番地113
生野屋西二丁目19番5号 大字生野屋484番地7
生野屋西二丁目19番6号 大字生野屋484番地1
生野屋西二丁目19番6号 大字生野屋484番地1
生野屋西二丁目19番7号 大字生野屋484番地9
生野屋西二丁目19番8号 大字生野屋484番地8
生野屋西二丁目19番12号 大字生野屋1199番地11
生野屋西二丁目19番13号 大字生野屋1199番地10
生野屋西二丁目19番13号 大字生野屋1199番地10
生野屋西二丁目19番16号 大字生野屋1230番地108
生野屋西二丁目19番19号 大字生野屋1191番地36
生野屋西二丁目19番20号 大字生野屋1191番地37
生野屋西二丁目19番24号 大字生野屋1230番地34
生野屋西二丁目19番26号 大字生野屋1191番地33
生野屋西二丁目19番28号 大字生野屋1191番地32
生野屋西二丁目19番31号 大字生野屋1191番地11
生野屋西二丁目19番31号 大字生野屋1191番地11
生野屋西二丁目19番36号 大字生野屋1198番地
生野屋西二丁目19番36号 大字生野屋1198番地
生野屋西二丁目19番38号 大字生野屋1199番地2
生野屋西二丁目19番38号 大字生野屋1199番地2
生野屋西二丁目19番43号 大字生野屋1202番地
生野屋西二丁目19番45号 大字生野屋1200番地2
生野屋西二丁目19番46号 大字生野屋1200番地3
生野屋西二丁目20番1号 大字生野屋1191番地49



生野屋西二丁目

新住所 旧住所
生野屋西二丁目20番2号 大字生野屋1195番地3
生野屋西二丁目20番3号 大字生野屋1195番地2
生野屋西二丁目20番7号 大字生野屋1191番地56
生野屋西二丁目20番7号 大字生野屋1191番地56
生野屋西二丁目20番8号 大字生野屋1191番地57
生野屋西二丁目20番8号 大字生野屋1191番地57
生野屋西二丁目20番10号 大字生野屋1191番地51
生野屋西二丁目20番16号 大字生野屋1193番地12
生野屋西二丁目20番17号 大字生野屋1193番地6
生野屋西二丁目20番17号 大字生野屋1193番地6
生野屋西二丁目20番18号 大字生野屋1193番地6
生野屋西二丁目20番21号 大字生野屋1192番地3
生野屋西二丁目20番24号 大字生野屋1192番地2
生野屋西二丁目20番29号 大字生野屋1192番地1
生野屋西二丁目21番1号 大字生野屋1230番地70
生野屋西二丁目21番2号 大字生野屋1230番地71
生野屋西二丁目21番3号 大字生野屋1230番地72
生野屋西二丁目21番5号 大字生野屋1191番地16
生野屋西二丁目21番7号 大字生野屋1230番地126
生野屋西二丁目21番8号 大字生野屋1230番地124
生野屋西二丁目21番19号 大字生野屋1191番地
生野屋西二丁目21番20号 大字生野屋1191番地38
生野屋西二丁目21番22号 大字生野屋1191番地41
生野屋西二丁目21番24号 大字生野屋1191番地42
生野屋西二丁目21番26号 大字生野屋1191番地43
生野屋西二丁目21番27号 大字生野屋1230番地132
生野屋西二丁目21番28号 大字生野屋1230番地131
生野屋西二丁目21番32号 大字生野屋1230番地27
生野屋西二丁目22番1号 大字生野屋1230番地26
生野屋西二丁目22番2号 大字生野屋1230番地128
生野屋西二丁目22番3号 大字生野屋1230番地64
生野屋西二丁目22番5号 大字生野屋1230番地65
生野屋西二丁目22番6号 大字生野屋1230番地67
生野屋西二丁目22番13号 大字生野屋1230番地68
生野屋西二丁目22番15号 大字生野屋1230番地66
生野屋西二丁目22番17号 大字生野屋1230番地130
生野屋西二丁目22番18号 大字生野屋1230番地129
生野屋西二丁目22番20号 大字生野屋1230番地127
生野屋西二丁目22番23号 大字生野屋1230番地63
生野屋西二丁目23番1号 大字生野屋1191番地14
生野屋西二丁目23番3号 大字生野屋1191番地6
生野屋西二丁目23番6号 大字生野屋1230番地82
生野屋西二丁目23番7号 大字生野屋1230番地81
生野屋西二丁目23番8号 大字生野屋1230番地243
生野屋西二丁目23番13号 大字生野屋1230番地79
生野屋西二丁目23番15号 大字生野屋1230番地78
生野屋西二丁目23番16号 大字生野屋1230番地77
生野屋西二丁目23番17号 大字生野屋1230番地76
生野屋西二丁目23番19号 大字生野屋1230番地75
生野屋西二丁目23番21号 大字生野屋1230番地74
生野屋西二丁目23番22号 大字生野屋1230番地73
生野屋西二丁目23番24号 大字生野屋1230番地123
生野屋西二丁目23番24号 大字生野屋1230番地123
生野屋西二丁目23番25号 大字生野屋1230番地219


