
潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目１番１号                   大字末武下７６１番地１                 
潮音町一丁目１番１号                   大字末武下７２３番地                   
潮音町一丁目１番２号                   大字末武下７１７番地                   
潮音町一丁目１番２号                   大字末武下７１７番地                   
潮音町一丁目２番４号                   大字末武下７１６番地１１               
潮音町一丁目２番４号                   大字末武下７１６番地１１               
潮音町一丁目２番６号                   大字末武下７１５番地３                 
潮音町一丁目２番６号                    大字末武下７１５番地３                 
潮音町一丁目２番７号                   大字末武下７１５番地３                 
潮音町一丁目２番８号                   大字末武下７１５番地                   
潮音町一丁目２番８号                   大字末武下７１５番地                   
潮音町一丁目２番１０号                  大字末武下７１５番地５                 
潮音町一丁目２番１５号                 大字末武下７１５番地１                 
潮音町一丁目２番１９号                 大字末武下７１６番地９                 
潮音町一丁目３番５号                   大字末武下７１０番地１                 
潮音町一丁目３番５号                   大字末武下７１０番地１                 
潮音町一丁目３番６号                   大字末武下７１０番地４                 
潮音町一丁目３番７号                   大字末武下７１０番地５                 
潮音町一丁目３番８号                   大字末武下７１０番地５                 
潮音町一丁目３番９号                   大字末武下７１０番地８                 
潮音町一丁目３番１０号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１０号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１１号                 大字末武下７１３番地                    
潮音町一丁目３番１１号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１４号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１４号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１５号                 大字末武下７１３番地                    
潮音町一丁目３番１６号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番２０号                 大字末武下７１２番地                   
潮音町一丁目４番２号                   大字末武下７３７番地                   
潮音町一丁目４番５号                   大字末武下７３８番地                   
潮音町一丁目４番６号                   大字末武下７３７番地                   
潮音町一丁目４番７号                   大字末武下７４０番地                   
潮音町一丁目４番１１号                 大字末武下７４２番地                   
潮音町一丁目４番１２号                  大字末武下７４２番地                   
潮音町一丁目４番１２号                 大字末武下７４２番地                   
潮音町一丁目４番１３号                 大字末武下７４５番地                   
潮音町一丁目４番１５号                 大字末武下７４５番地１                 
潮音町一丁目４番１７号                  大字末武下７４５番地３                 
潮音町一丁目４番１８号                 大字末武下７４５番地４                 
潮音町一丁目４番２０号                 大字末武下７４５番地６                 
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４５番地                   
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４５番地                 
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４６番地８                
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４５番地                   
潮音町一丁目４番２６号                 大字末武下７４６番地１                  
潮音町一丁目４番２７号                 大字末武下７４６番地４                 
潮音町一丁目４番３０号                 大字末武下７４６番地６                 
潮音町一丁目４番３１号                 大字末武下７４１番地                   
潮音町一丁目４番３２号                 大字末武下７３４番地１４                
潮音町一丁目５番１号                   大字末武下７３４番地１４               
潮音町一丁目５番３号                   大字末武下７３４番地１２               
潮音町一丁目５番４号                   大字末武下７３４番地８                 
潮音町一丁目５番６号                   大字末武下７３４番地２                  
潮音町一丁目５番８号                   大字末武下７３４番地３                 
潮音町一丁目５番９号                   大字末武下７３４番地                   



潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目５番１０号                 大字末武下７３４番地４                 
潮音町一丁目５番１０号                 大字末武下７３４番地４                 
潮音町一丁目５番１４号                 大字末武下７３６番地                   
潮音町一丁目５番１９号                 大字末武下７３４番地１４               
潮音町一丁目５番２０号                 大字末武下７３３番地                   
潮音町一丁目５番２１号                 大字末武下７３３番地                   
潮音町一丁目５番２２号                 大字末武下７３２番地                   
潮音町一丁目５番２５号                 大字末武下７３１番地１                 
潮音町一丁目５番２８号                 大字末武下７３１番地２                 
潮音町一丁目５番２９号                  大字末武下７３０番地２                 
潮音町一丁目５番２９号                 大字末武下７３０番地２                 
潮音町一丁目５番３０号                 大字末武下７３０番地６                 
潮音町一丁目５番３４号                 大字末武下７３０番地５                 
潮音町一丁目５番３５号                  大字末武下７３０番地                   
潮音町一丁目５番３５号                 大字末武下７３０番地                   
潮音町一丁目６番６号                   大字末武下７４７番地                   
潮音町一丁目６番７号                   大字末武下７４８番地                   
潮音町一丁目６番８号                    大字末武下７４９番地５                 
潮音町一丁目６番１０号                 大字末武下７４９番地１                 
潮音町一丁目６番１１号                 大字末武下７４３番地                   
潮音町一丁目６番１７号                 大字末武下７４９番地３                 
潮音町一丁目６番２０号                 大字末武下７６０番地４                 
潮音町一丁目６番２４号                 大字末武下７６０番地３                 
潮音町一丁目７番１号                   大字平田１６番地                       
潮音町一丁目７番１号                   大字平田１６番地                        
潮音町一丁目７番２号                   大字平田１５番地                       
潮音町一丁目７番３号                   大字平田１５番地１                     
潮音町一丁目７番５号                   大字平田１４番地                       
潮音町一丁目７番６号                   大字平田１３番地                       
潮音町一丁目７番７号                   大字平田１２番地２                     
潮音町一丁目７番８号                   大字平田１２番地                       
潮音町一丁目７番１０号                 大字平田１２番地                       
潮音町一丁目７番１１号                  大字平田１１番地                       
潮音町一丁目７番１３号                 大字平田１１番地２                     
潮音町一丁目７番１３号                 大字平田１１番地２                     
潮音町一丁目７番１５号                 大字平田２１番地９                     
潮音町一丁目７番１５号                 大字平田２２番地                       
潮音町一丁目７番２５号                 大字平田２５番地２                     
潮音町一丁目７番２５号                 大字平田２５番地２                     
潮音町一丁目７番２８号                 大字平田２１番地５                      
潮音町一丁目８番１号                   大字平田４番地                         
潮音町一丁目８番８号                   大字平田３０番地１                     
潮音町一丁目８番８号                   大字平田３０番地１                     
潮音町一丁目８番２８号                 大字平田１０番地                       
潮音町一丁目８番２８号                 大字平田１０番地                       
潮音町一丁目８番２９号                 大字平田９番地                         
潮音町一丁目８番３０号                 大字平田７番地                         
潮音町一丁目８番３０号                  大字平田７番地                         
潮音町一丁目８番３０号                 大字平田７番地                         
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                         
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                          
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                         
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                         
潮音町一丁目８番３２号                 大字平田５番地                         
潮音町一丁目８番３２号                 大字平田５番地                          
潮音町一丁目８番３２号                 大字平田５番地                         



潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目９番１号                   大字末武下７０９番地                   
潮音町一丁目９番３号                   大字末武下７０２番地                   
潮音町一丁目９番５号                    大字末武下７０２番地５７               
潮音町一丁目９番８号                   大字末武下７０２番地２                 
潮音町一丁目９番１５号                 大字末武下７０２番地                   
潮音町一丁目９番１５号                 大字末武下７０２番地８                   
潮音町一丁目９番２０号                  大字末武下７０２番地                   
潮音町一丁目９番２０号                 大字末武下７０２番地３５               
潮音町一丁目９番２５号                 大字平田３番地                         
潮音町一丁目９番２６号                 大字平田１番地                         
潮音町一丁目９番２６号                 大字平田１番地                         
潮音町一丁目９番２６号                 大字平田１番地                         
潮音町一丁目９番２８号                 大字末武下７０５番地１                 
潮音町一丁目９番２９号                 大字末武下７０６番地                    
潮音町一丁目９番２９号                 大字末武下７０６番地                   
潮音町一丁目９番３０号                 大字末武下７０７番地                   
潮音町一丁目９番３１号                 大字末武下７０８番地                   
潮音町一丁目１０番１号                 大字末武下７０２番地６７                
潮音町一丁目１０番１号                 大字末武下７０２番地６７               
潮音町一丁目１０番２号                 大字末武下７０２番地６８               
潮音町一丁目１０番７号                 大字末武下７２０番地１１               
潮音町一丁目１０番７号                 大字末武下７０２番地６０                
潮音町一丁目１０番７号                 大字末武下７２０番地１１               
潮音町一丁目１０番８号                 大字末武下７０２番地３                 
潮音町一丁目１０番１０号               大字末武下７０２番地６９               
潮音町一丁目１０番１１号               大字末武下７０２番地１                  
潮音町一丁目１０番１３号               大字末武下７０２番地１８               
潮音町一丁目１０番２５号               大字末武下７０２番地５１               
潮音町一丁目１０番２６号               大字末武下７０２番地５０               
潮音町一丁目１１番２号                 大字平田３６番地                        
潮音町一丁目１１番５号                 大字平田３５番地                       
潮音町一丁目１１番６号                 大字平田３７番地                       
潮音町一丁目１１番６号                 大字平田７７番地                       
潮音町一丁目１１番８号                 大字平田３７番地                       
潮音町一丁目１１番９号                 大字平田３７番地                       
潮音町一丁目１１番１２号               大字平田４２番地                       
潮音町一丁目１１番１５号               大字平田４３番地                       
潮音町一丁目１１番１６号                大字平田４５番地１                     
潮音町一丁目１１番１７号               大字平田４８番地                       
潮音町一丁目１１番１８号               大字平田５１番地１                     
潮音町一丁目１１番３９号               大字平田３８番地２                     
潮音町一丁目１１番４６号               大字平田３３番地                       
潮音町一丁目１２番６号                 大字平田６５番地                       
潮音町一丁目１２番６号                 大字平田６５番地                       
潮音町一丁目１２番８号                 大字平田７２番地                        
潮音町一丁目１２番１０号               大字平田７３番地                       
潮音町一丁目１２番１３号               大字平田７７番地                       
潮音町一丁目１２番１５号               大字平田７８番地                       
潮音町一丁目１２番１５号               大字平田７８番地                        
潮音町一丁目１２番１５号               大字平田７８番地                       
潮音町一丁目１２番１７号               大字平田８０番地２                     
潮音町一丁目１２番１８号               大字平田８０番地６                     
潮音町一丁目１３番１号                 大字平田７６番地７                     
潮音町一丁目１３番５号                 大字平田７６番地５                     
潮音町一丁目１３番８号                 大字平田７６番地１３                   
潮音町一丁目１３番１１号               大字平田６９番地５                     



潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目１３番１３号                大字平田６４番地６                     
潮音町一丁目１３番１５号               大字平田６３番地６                     
潮音町一丁目１４番１号                 大字末武下７０１番地７                 
潮音町一丁目１４番３号                 大字平田８２番地                       
潮音町一丁目１４番８号                 大字平田８７番地２                     
潮音町一丁目１４番１１号               大字平田８８番地１                     
潮音町一丁目１４番１１号               大字平田８８番地１                     
潮音町一丁目１４番１８号               大字平田８８番地１                     
潮音町一丁目１４番１９号               大字平田８８番地１                     
潮音町一丁目１４番３４号               大字平田８０番地１０                   
潮音町一丁目１４番３７号               大字平田８０番地９                     
潮音町一丁目１４番３９号               大字平田８０番地１９                    
潮音町一丁目１４番４１号               大字平田８０番地１４                   
潮音町一丁目１４番４５号               大字平田８０番地１８                   
潮音町一丁目１４番４８号               大字平田８０番地１６                   
潮音町一丁目１４番５７号               大字末武下７０１番地８                  
潮音町一丁目１５番１号                 大字平田８９番地１                     
潮音町一丁目１５番３号                 大字平田９２番地１                     
潮音町一丁目１５番３号                 大字平田９２番地１                     
潮音町一丁目１５番５号                 大字平田９３番地４                      
潮音町一丁目１５番１０号               大字平田９９番地                       
潮音町一丁目１５番１２号               大字平田９８番地                       
潮音町一丁目１５番１４号               大字平田９８番地１                     
潮音町一丁目１５番１５号               大字平田９８番地６                     
潮音町一丁目１５番１７号               大字平田９６番地１                     
潮音町一丁目１５番１７号               大字平田９６番地１                     
潮音町一丁目１５番２２号               大字平田９６番地５                     
潮音町一丁目１５番２８号                大字平田１０３番地                     
潮音町一丁目１５番２８号               大字平田１０８番地６                   
潮音町一丁目１番１号                   大字末武下７６１番地１                 
潮音町一丁目１番１号                   大字末武下７２３番地                   
潮音町一丁目１番２号                    大字末武下７１７番地                   
潮音町一丁目１番２号                   大字末武下７１７番地                   
潮音町一丁目２番４号                   大字末武下７１６番地１１               
潮音町一丁目２番４号                   大字末武下７１６番地１１               
潮音町一丁目２番６号                   大字末武下７１５番地３                 
潮音町一丁目２番６号                   大字末武下７１５番地３                 
潮音町一丁目２番７号                   大字末武下７１５番地３                 
潮音町一丁目２番８号                   大字末武下７１５番地                    
潮音町一丁目２番８号                   大字末武下７１５番地                   
潮音町一丁目２番１０号                 大字末武下７１５番地５                 
潮音町一丁目２番１５号                 大字末武下７１５番地１                 
潮音町一丁目２番１９号                 大字末武下７１６番地９                  
潮音町一丁目３番５号                   大字末武下７１０番地１                 
潮音町一丁目３番５号                   大字末武下７１０番地１                 
潮音町一丁目３番６号                   大字末武下７１０番地４                 
潮音町一丁目３番７号                   大字末武下７１０番地５                 
潮音町一丁目３番８号                   大字末武下７１０番地５                 
潮音町一丁目３番９号                   大字末武下７１０番地８                 
潮音町一丁目３番１０号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１０号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１１号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１１号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１４号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１４号                  大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番１５号                 大字末武下７１３番地                   



潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目３番１６号                 大字末武下７１３番地                   
潮音町一丁目３番２０号                 大字末武下７１２番地                   
潮音町一丁目４番２号                    大字末武下７３７番地                   
潮音町一丁目４番５号                   大字末武下７３８番地                   
潮音町一丁目４番６号                   大字末武下７３７番地                   
潮音町一丁目４番７号                   大字末武下７４０番地                   
潮音町一丁目４番１１号                 大字末武下７４２番地                   
潮音町一丁目４番１２号                 大字末武下７４２番地                   
潮音町一丁目４番１２号                 大字末武下７４２番地                   
潮音町一丁目４番１３号                 大字末武下７４５番地                    
潮音町一丁目４番１５号                 大字末武下７４５番地１                 
潮音町一丁目４番１７号                 大字末武下７４５番地３                 
潮音町一丁目４番１８号                 大字末武下７４５番地４                 
潮音町一丁目４番２０号                 大字末武下７４５番地６                  
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４５番地                   
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４５番地                 
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４６番地８                   
潮音町一丁目４番２２号                 大字末武下７４５番地                    
潮音町一丁目４番２６号                 大字末武下７４６番地１                 
潮音町一丁目４番２７号                 大字末武下７４６番地４                 
潮音町一丁目４番３０号                 大字末武下７４６番地６                 
潮音町一丁目４番３１号                 大字末武下７４１番地                    
潮音町一丁目４番３２号                 大字末武下７３４番地１４               
潮音町一丁目５番１号                   大字末武下７３４番地１４               
潮音町一丁目５番３号                   大字末武下７３４番地１２               
潮音町一丁目５番４号                   大字末武下７３４番地８                 
潮音町一丁目５番６号                   大字末武下７３４番地２                 
潮音町一丁目５番８号                   大字末武下７３４番地３                 
潮音町一丁目５番９号                   大字末武下７３４番地                   
潮音町一丁目５番１０号                  大字末武下７３４番地４                 
潮音町一丁目５番１０号                 大字末武下７３４番地４                 
潮音町一丁目５番１４号                 大字末武下７３６番地                   
潮音町一丁目５番１９号                 大字末武下７３４番地１４               
潮音町一丁目５番２０号                  大字末武下７３３番地                   
潮音町一丁目５番２１号                 大字末武下７３３番地                   
潮音町一丁目５番２２号                 大字末武下７３２番地                   
潮音町一丁目５番２５号                 大字末武下７３１番地１                 
潮音町一丁目５番２８号                  大字末武下７３１番地２                 
潮音町一丁目５番２９号                 大字末武下７３０番地２                 
潮音町一丁目５番２９号                 大字末武下７３０番地２                 
潮音町一丁目５番３０号                 大字末武下７３０番地６                 
潮音町一丁目５番３４号                 大字末武下７３０番地５                 
潮音町一丁目５番３５号                 大字末武下７３０番地                   
潮音町一丁目５番３５号                 大字末武下７３０番地                   
潮音町一丁目６番６号                   大字末武下７４７番地                    
潮音町一丁目６番７号                   大字末武下７４８番地                   
潮音町一丁目６番８号                   大字末武下７４９番地５                 
潮音町一丁目６番１０号                 大字末武下７４９番地１                 
潮音町一丁目６番１１号                 大字末武下７４３番地                    
潮音町一丁目６番１７号                 大字末武下７４９番地３                 
潮音町一丁目６番２０号                 大字末武下７６０番地４                 
潮音町一丁目６番２４号                 大字末武下７６０番地３                 
潮音町一丁目７番１号                   大字平田１６番地                        
潮音町一丁目７番１号                   大字平田１６番地                       
潮音町一丁目７番２号                   大字平田１５番地                       
潮音町一丁目７番３号                   大字平田１５番地１                     



潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目７番５号                    大字平田１４番地                       
潮音町一丁目７番６号                   大字平田１３番地                       
潮音町一丁目７番７号                   大字平田１２番地２                     
潮音町一丁目７番８号                   大字平田１２番地                       
潮音町一丁目７番１０号                 大字平田１２番地                       
潮音町一丁目７番１１号                 大字平田１１番地                       
潮音町一丁目７番１３号                 大字平田１１番地２                     
潮音町一丁目７番１３号                 大字平田１１番地２                      
潮音町一丁目７番１５号                 大字平田２１番地９                     
潮音町一丁目７番１５号                 大字平田２２番地                       
潮音町一丁目７番２５号                 大字平田２５番地２                     
潮音町一丁目７番２５号                 大字平田２５番地２                     
潮音町一丁目７番２８号                 大字平田２１番地５                     
潮音町一丁目８番１号                   大字平田４番地                         
潮音町一丁目８番８号                   大字平田３０番地１                     
潮音町一丁目８番８号                    大字平田３０番地１                     
潮音町一丁目８番２８号                 大字平田１０番地                       
潮音町一丁目８番２８号                 大字平田１０番地                       
潮音町一丁目８番２９号                 大字平田９番地                         
潮音町一丁目８番３０号                 大字平田７番地                         
潮音町一丁目８番３０号                 大字平田７番地                         
潮音町一丁目８番３０号                 大字平田７番地                         
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                          
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                         
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                         
潮音町一丁目８番３１号                 大字平田６番地                         
潮音町一丁目８番３２号                 大字平田５番地                         
潮音町一丁目８番３２号                 大字平田５番地                         
潮音町一丁目８番３２号                 大字平田５番地                         
潮音町一丁目９番１号                   大字末武下７０９番地                   
潮音町一丁目９番３号                    大字末武下７０２番地                   
潮音町一丁目９番５号                   大字末武下７０２番地５７               
潮音町一丁目９番８号                   大字末武下７０２番地２                 
潮音町一丁目９番１５号                 大字末武下７０２番地                   
潮音町一丁目９番１５号                 大字末武下７０２番地８                   
潮音町一丁目９番２０号                 大字末武下７０２番地                   
潮音町一丁目９番２０号                 大字末武下７０２番地３５               
潮音町一丁目９番２５号                 大字平田３番地                          
潮音町一丁目９番２６号                 大字平田１番地                         
潮音町一丁目９番２６号                 大字平田１番地                         
潮音町一丁目９番２６号                 大字平田１番地                         
潮音町一丁目９番２８号                 大字末武下７０５番地１                 
潮音町一丁目９番２９号                 大字末武下７０６番地                   
潮音町一丁目９番２９号                 大字末武下７０６番地                   
潮音町一丁目９番３０号                 大字末武下７０７番地                   
潮音町一丁目９番３１号                  大字末武下７０８番地                   
潮音町一丁目１０番１号                 大字末武下７０２番地６７               
潮音町一丁目１０番１号                 大字末武下７０２番地６７               
潮音町一丁目１０番２号                 大字末武下７０２番地６８               
潮音町一丁目１０番７号                  大字末武下７２０番地１１               
潮音町一丁目１０番７号                 大字末武下７０２番地６０               
潮音町一丁目１０番７号                 大字末武下７２０番地１１               
潮音町一丁目１０番８号                 大字末武下７０２番地３                 
潮音町一丁目１０番１０号                大字末武下７０２番地６９               
潮音町一丁目１０番１１号               大字末武下７０２番地１                 
潮音町一丁目１０番１３号               大字末武下７０２番地１８               



潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目１０番２５号               大字末武下７０２番地５１               
潮音町一丁目１０番２６号                大字末武下７０２番地５０               
潮音町一丁目１１番２号                 大字平田３６番地                       
潮音町一丁目１１番５号                 大字平田３５番地                       
潮音町一丁目１１番６号                 大字平田３７番地                       
潮音町一丁目１１番６号                  大字平田７７番地                       
潮音町一丁目１１番８号                 大字平田３７番地                       
潮音町一丁目１１番９号                 大字平田３７番地                       
潮音町一丁目１１番１２号               大字平田４２番地                       
潮音町一丁目１１番１５号               大字平田４３番地                       
潮音町一丁目１１番１６号               大字平田４５番地１                     
潮音町一丁目１１番１７号               大字平田４８番地                       
潮音町一丁目１１番１８号               大字平田５１番地１                      
潮音町一丁目１１番３９号               大字平田３８番地２                     
潮音町一丁目１１番４６号               大字平田３３番地                       
潮音町一丁目１２番６号                 大字平田６５番地                       
潮音町一丁目１２番６号                 大字平田６５番地                        
潮音町一丁目１２番８号                 大字平田７２番地                       
潮音町一丁目１２番１０号               大字平田７３番地                       
潮音町一丁目１２番１３号               大字平田７７番地                       
潮音町一丁目１２番１５号               大字平田７８番地                       
潮音町一丁目１２番１５号               大字平田７８番地                       
潮音町一丁目１２番１５号               大字平田７８番地                       
潮音町一丁目１２番１７号               大字平田８０番地２                     
潮音町一丁目１２番１８号                大字平田８０番地６                     
潮音町一丁目１３番１号                 大字平田７６番地７                     
潮音町一丁目１３番５号                 大字平田７６番地５                     
潮音町一丁目１３番８号                 大字平田７６番地１３                   
潮音町一丁目１３番１１号               大字平田６９番地５                     
潮音町一丁目１３番１３号               大字平田６４番地６                     
潮音町一丁目１３番１５号               大字平田６３番地６                     
潮音町一丁目１４番１号                 大字末武下７０１番地７                  
潮音町一丁目１４番３号                 大字平田８２番地                       
潮音町一丁目１４番８号                 大字平田８７番地２                     
潮音町一丁目１４番１１号               大字平田８８番地１                     
潮音町一丁目１４番１１号               大字平田８８番地１                      
潮音町一丁目１４番１８号               大字平田８８番地１                     
潮音町一丁目１４番１９号               大字平田８８番地１                     
潮音町一丁目１４番３４号               大字平田８０番地１０                   
潮音町一丁目１４番３７号               大字平田８０番地９                      
潮音町一丁目１４番３９号               大字平田８０番地１９                   
潮音町一丁目１４番４１号               大字平田８０番地１４                   
潮音町一丁目１４番４５号               大字平田８０番地１８                   
潮音町一丁目１４番４８号               大字平田８０番地１６                   
潮音町一丁目１４番５７号               大字末武下７０１番地８                 
潮音町一丁目１５番１号                 大字平田８９番地１                     
潮音町一丁目１５番３号                 大字平田９２番地１                     
潮音町一丁目１５番３号                  大字平田９２番地１                     
潮音町一丁目１５番５号                 大字平田９３番地４                     
潮音町一丁目１５番１０号               大字平田９９番地                       
潮音町一丁目１５番１２号               大字平田９８番地                       
潮音町一丁目１５番１４号               大字平田９８番地１                     
潮音町一丁目１５番１５号               大字平田９８番地６                     
潮音町一丁目１５番１７号               大字平田９６番地１                     
潮音町一丁目１５番１７号               大字平田９６番地１                      
潮音町一丁目１５番２２号               大字平田９６番地５                     



潮音町一丁目

新住所 旧住所
潮音町一丁目１５番２８号               大字平田１０３番地                     
潮音町一丁目１５番２８号               大字平田１０８番地６                   


