
清瀬町三丁目

新　住　所 旧　住　所
清瀬町三丁目１番８号                   大字末武中４００番地                   
清瀬町三丁目２番２号                   大字末武中４０６番地２                 
清瀬町三丁目２番５号                   大字末武中４０７番地１                 
清瀬町三丁目２番５号                   大字末武中４０７番地１                 
清瀬町三丁目２番１０号                 大字末武中４１０番地                   
清瀬町三丁目２番１１号                 大字末武中４１０番地３                 
清瀬町三丁目２番１２号                 大字末武中４１０番地                   
清瀬町三丁目２番１３号                  大字末武中４１０番地８                 
清瀬町三丁目２番１５号                 大字末武中４１０番地                   
清瀬町三丁目３番３号                   大字末武中４１５番地５                 
清瀬町三丁目３番５号                   大字末武中４１５番地２                 
清瀬町三丁目３番１１号                  大字末武中４１３番地７                 
清瀬町三丁目３番１２号                 大字末武中４１２番地１６               
清瀬町三丁目３番１３号                 大字末武中４１２番地１５               
清瀬町三丁目３番１９号                 大字末武中４１１番地                   
清瀬町三丁目３番１９号                  大字末武中４１１番地                   
清瀬町三丁目３番２１号                 大字末武中４１２番地８                 
清瀬町三丁目３番２２号                 大字末武中４１２番地１０               
清瀬町三丁目４番３号                   大字末武中４１７番地２                 
清瀬町三丁目４番５号                   大字末武中４１８番地２                 
清瀬町三丁目４番６号                   大字末武中４１８番地１                 
清瀬町三丁目４番１０号                 大字末武中４２２番地１                 
清瀬町三丁目４番１１号                 大字末武中４２２番地１                 
清瀬町三丁目４番１４号                 大字末武中４１８番地３                 
清瀬町三丁目４番１４号                 大字末武中４１８番地３                 
清瀬町三丁目４番１５号                 大字末武中４１８番地３                 
清瀬町三丁目５番８号                   大字末武中４０３番地２                 
清瀬町三丁目５番１４号                 大字末武中４０４番地５                 
清瀬町三丁目５番１４号                 大字末武中４０４番地５                 
清瀬町三丁目５番１５号                 大字末武中４０４番地２                 
清瀬町三丁目５番１６号                 大字末武中４０４番地２                  
清瀬町三丁目５番１６号                 大字末武中４０４番地２                 
清瀬町三丁目６番１号                   大字末武中４００番地１０               
清瀬町三丁目６番１号                   大字末武中４００番地１０               
清瀬町三丁目６番１号                   大字末武中４００番地１０                
清瀬町三丁目６番１号                   大字末武中４００番地１０               
清瀬町三丁目６番２号                   大字末武中４００番地１０               
清瀬町三丁目６番２号                   大字末武中４００番地１０               
清瀬町三丁目６番２号                   大字末武中４００番地１０                
清瀬町三丁目６番２号                   大字末武中４００番地１０               
清瀬町三丁目６番２号                   大字末武中４００番地１０               
清瀬町三丁目６番３号                   大字末武中４００番地１３               
清瀬町三丁目６番３号                   大字末武中４００番地１３               
清瀬町三丁目６番５号                   大字末武中４００番地１６               
清瀬町三丁目６番６号                   大字末武中４００番地１７               
清瀬町三丁目６番７号                   大字末武中４００番地１８               
清瀬町三丁目６番８号                   大字末武中４００番地１９               
清瀬町三丁目６番１１号                 大字末武中４００番地２１               
清瀬町三丁目６番１４号                 大字末武中４００番地２４               
清瀬町三丁目６番１６号                 大字末武中４００番地２３               
清瀬町三丁目６番１８号                 大字末武中２４８番地８                 
清瀬町三丁目６番１８号                 大字末武中２４８番地８                 
清瀬町三丁目６番２３号                 大字末武中４０２番地３                 
清瀬町三丁目６番２３号                 大字末武中４０２番地４                 
清瀬町三丁目７番１号                    大字末武中５１６番地９                 
清瀬町三丁目７番２号                   大字末武中５１６番地５                 



清瀬町三丁目

新　住　所 旧　住　所
清瀬町三丁目７番２号                   大字末武中５１６番地５                 
清瀬町三丁目７番５号                   大字末武中５１７番地４                 
清瀬町三丁目７番８号                    大字末武中５１８番地７                 
清瀬町三丁目７番８号                   大字末武中５１８番地７                 
清瀬町三丁目７番８号                   大字末武中５１８番地７                 
清瀬町三丁目７番８号                   大字末武中５１８番地７                 
清瀬町三丁目７番１０号                 大字末武中５１８番地６                 
清瀬町三丁目７番１０号                 大字末武中５１８番地６                 
清瀬町三丁目７番１１号                 大字末武中５１８番地５                 
清瀬町三丁目７番１４号                 大字末武中５１９番地８                 
清瀬町三丁目７番１５号                 大字末武中５１８番地７                 
清瀬町三丁目７番１６号                 大字末武中５１９番地１                 
清瀬町三丁目７番２３号                 大字末武中５１７番地６                 
清瀬町三丁目７番２３号                 大字末武中５１７番地６                 
清瀬町三丁目７番３３号                 大字末武中５１６番地４                 
清瀬町三丁目８番１号                   大字末武中５２２番地１                 
清瀬町三丁目８番８号                   大字末武中５２５番地１                 
清瀬町三丁目９番１号                   大字末武中５０６番地                    
清瀬町三丁目９番３号                   大字末武中５０７番地２                 
清瀬町三丁目９番７号                   大字末武中５０８番地１                 
清瀬町三丁目９番７号                   大字末武中５０８番地                   
清瀬町三丁目９番２６号                 大字末武中５１２番地                    
清瀬町三丁目９番３１号                 大字末武中５０９番地４                 
清瀬町三丁目９番３２号                 大字末武中５０９番地４                 
清瀬町三丁目９番３４号                 大字末武中５１４番地３                 
清瀬町三丁目９番３４号                 大字末武中５１４番地３                 
清瀬町三丁目９番３４号                 大字末武中５１４番地３                 
清瀬町三丁目９番３７号                 大字末武中５０９番地２                 
清瀬町三丁目９番３８号                 大字末武中５０９番地５                 
清瀬町三丁目９番３９号                  大字末武中５０９番地７                 
清瀬町三丁目１０番１４号               大字末武中４２６番地                   
清瀬町三丁目１０番１４号               大字末武中４２６番地                   
清瀬町三丁目１１番３号                 大字末武中４２７番地３                 
清瀬町三丁目１１番７号                  大字末武中４２９番地１０               
清瀬町三丁目１１番８号                 大字末武中４２８番地２                 
清瀬町三丁目１１番１０号               大字末武中４２９番地７                 
清瀬町三丁目１１番１２号               大字末武中４２９番地６                 
清瀬町三丁目１１番１３号                大字末武中４２８番地                   
清瀬町三丁目１１番１５号               大字末武中４２７番地７                 
清瀬町三丁目１１番１７号               大字末武中４２７番地９                 
清瀬町三丁目１１番２１号               大字末武中４２３番地５                 
清瀬町三丁目１１番２２号                大字末武中４２３番地８                 
清瀬町三丁目１１番２２号               大字末武中４２３番地８                 
清瀬町三丁目１１番２３号               大字末武中４２３番地７                 
清瀬町三丁目１１番２４号               大字末武中４２３番地６                 
清瀬町三丁目１２番１０号                大字末武中５１１番地２                 
清瀬町三丁目１２番１１号               大字末武中５０２番地２                 
清瀬町三丁目１２番２７号               大字末武中５０３番地４                 
清瀬町三丁目１２番３０号               大字末武中５０５番地                   
清瀬町三丁目１２番３７号                大字末武中５０５番地５                 
清瀬町三丁目１３番７号                 大字末武中４９１番地                   
清瀬町三丁目１３番１０号               大字末武中４９０番地１                 
清瀬町三丁目１３番１０号               大字末武中４９０番地１                 
清瀬町三丁目１３番１２号                大字末武中４９４番地                   
清瀬町三丁目１３番１２号               大字末武中４９４番地                   
清瀬町三丁目１３番１５号               大字末武中４９４番地                   



清瀬町三丁目

新　住　所 旧　住　所
清瀬町三丁目１３番１６号               大字末武中４９３番地７                 
清瀬町三丁目１３番１６号                大字末武中４９３番地７                 
清瀬町三丁目１３番１６号               大字末武中４９３番地７                 
清瀬町三丁目１３番１９号               大字末武中４７３番地１                 
清瀬町三丁目１３番２５号               大字末武中４９３番地                   
清瀬町三丁目１３番２７号                大字末武中４９２番地３                 
清瀬町三丁目１３番２７号               大字末武中４９２番地３                 
清瀬町三丁目１３番２８号               大字末武中４９２番地２                 
清瀬町三丁目１３番３０号               大字末武中４９７番地                   
清瀬町三丁目１３番３４号                大字末武中４９８番地３                 
清瀬町三丁目１３番３８号               大字末武中４９８番地２                 
清瀬町三丁目１４番１号                 大字末武中４３４番地１                 
清瀬町三丁目１４番１号                 大字末武中４４４番地                   
清瀬町三丁目１４番３号                 大字末武中４３５番地                   
清瀬町三丁目１４番３号                 大字末武中４３５番地                   
清瀬町三丁目１４番６号                 大字末武中４３６番地３                 
清瀬町三丁目１４番６号                 大字末武中４３６番地３                  
清瀬町三丁目１４番１１号               大字末武中４３８番地                   
清瀬町三丁目１５番１号                 大字末武中４４３番地１３               
清瀬町三丁目１５番３号                 大字末武中４４３番地７                 
清瀬町三丁目１５番３号                 大字末武中４４３番地７                  
清瀬町三丁目１５番５号                 大字末武中４４３番地４                 
清瀬町三丁目１５番１６号               大字末武中４３３番地５                 
清瀬町三丁目１５番１７号               大字末武中４４３番地６                 
清瀬町三丁目１５番１７号               大字末武中４４３番地６                  
清瀬町三丁目１５番１７号               大字末武中４４３番地６                 
清瀬町三丁目１５番１８号               大字末武中４４３番地２６               
清瀬町三丁目１５番１９号               大字末武中４４３番地３                 
清瀬町三丁目１５番２０号               大字末武中４４３番地５                  
清瀬町三丁目１５番２１号               大字末武中４４３番地１５               
清瀬町三丁目１５番２２号               大字末武中４４３番地１４               
清瀬町三丁目１５番２３号               大字末武中４３３番地７                 
清瀬町三丁目１５番２３号               大字末武中４３３番地７                  
清瀬町三丁目１５番２７号               大字末武中４３３番地６                 
清瀬町三丁目１５番４９号               大字末武中４３０番地２                 
清瀬町三丁目１５番５０号               大字末武中４３０番地３                 
清瀬町三丁目１５番５６号               大字末武中４３３番地３                  
清瀬町三丁目１５番５７号               大字末武中４３３番地９                 
清瀬町三丁目１５番５８号               大字末武中４３３番地４                 
清瀬町三丁目１６番５号                 大字末武中４４０番地１                 
清瀬町三丁目１７番１号                 大字末武中４５８番地１                  
清瀬町三丁目１７番３号                 大字末武中４５８番地８                 
清瀬町三丁目１７番２０号               大字末武中４５２番地１１               
清瀬町三丁目１７番２５号               大字末武中４４６番地１                 
清瀬町三丁目１８番６号                 大字末武中６６０番地５                  
清瀬町三丁目１８番６号                 大字末武中６６０番地５                 
清瀬町三丁目１８番７号                 大字末武中６６０番地５                 
清瀬町三丁目１８番１０号               大字末武中６５９番地                   


