
美里町三丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町三丁目１番１号                   大字末武下１１９５番地８               
美里町三丁目１番３号                   大字末武下１１９５番地１６             
美里町三丁目１番７号                   大字末武下１１９５番地１０             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１０号                 大字末武下１１９５番地１７             
美里町三丁目１番１６号                 大字末武下１１９４番地４               
美里町三丁目１番１６号                 大字末武下１１９４番地４               
美里町三丁目１番１７号                 大字末武下１１９４番地３               
美里町三丁目１番１９号                 大字末武下１１９３番地１               
美里町三丁目２番７号                   大字末武下１１９１番地５               
美里町三丁目２番１２号                 大字末武下１２１１番地５               
美里町三丁目２番１３号                 大字末武下１２１１番地４               
美里町三丁目２番１３号                 大字末武下１２１１番地４               
美里町三丁目２番１３号                 大字末武下１２１１番地４               
美里町三丁目２番１３号                 大字末武下１２１１番地４               
美里町三丁目２番１５号                 大字末武下１２１０番地５               
美里町三丁目２番１６号                 大字末武下１２１０番地５               
美里町三丁目２番１９号                 大字末武下１２０９番地１０             
美里町三丁目２番２０号                 大字末武下１２０９番地９               
美里町三丁目２番２０号                 大字末武下１２０９番地９               
美里町三丁目２番２２号                 大字末武下１２０９番地８               
美里町三丁目２番２３号                 大字末武下１２０９番地２               
美里町三丁目２番２５号                 大字末武下１２０９番地２               
美里町三丁目２番２５号                 大字末武下１２０９番地２               
美里町三丁目２番２６号                 大字末武下１２０９番地２               
美里町三丁目２番２８号                 大字末武下１２０９番地２               
美里町三丁目２番２９号                 大字末武下１２０９番地２               
美里町三丁目３番２号                   青木町１１８４番地６                   
美里町三丁目３番３号                   青木町１１８４番地７                   
美里町三丁目３番３号                    青木町１１８４番地７                   
美里町三丁目３番３号                   青木町１１８４番地７                   
美里町三丁目３番７号                   青木町１１８４番地９                   
美里町三丁目３番８号                   青木町１１８４番地８                   
美里町三丁目３番８号                    青木町１１８４番地８                   
美里町三丁目３番１０号                 青木町１１８４番地２０                 
美里町三丁目３番１０号                 青木町１１８４番地２０                 
美里町三丁目３番１５号                 青木町１１８４番地１１                 
美里町三丁目３番１８号                 大字末武下１１９０番地１０             
美里町三丁目３番２０号                 大字末武下１１８９番地６               
美里町三丁目３番２０号                 大字末武下１１８９番地６               
美里町三丁目３番２１号                 大字末武下１１８９番地４               
美里町三丁目３番２２号                 大字末武下１１８９番地７               
美里町三丁目３番２３号                 大字末武下１０２６番地                 
美里町三丁目３番２４号                 大字末武下１１８８番地５               
美里町三丁目３番２６号                 大字末武下１１８８番地６               
美里町三丁目３番２６号                 大字末武下１１８８番地７               
美里町三丁目３番２６号                 大字末武下１１８８番地６               
美里町三丁目３番２６号                 大字末武下１１８８番地６               
美里町三丁目３番３０号                 大字末武下１１８６番地７               
美里町三丁目３番３０号                 大字末武下１１８６番地７               



美里町三丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町三丁目３番３０号                 大字末武下１１８６番地７               
美里町三丁目３番３２号                 大字末武下１１８６番地５               
美里町三丁目３番３４号                 大字末武下１１８６番地６               
美里町三丁目３番３４号                 大字末武下１１８６番地６               
美里町三丁目３番３７号                 青木町１１８４番地２２                 
美里町三丁目４番１号                   大字末武下９７１番地２                 
美里町三丁目４番３号                   大字末武下９７０番地１                  
美里町三丁目４番５号                   大字末武下９７０番地８                 
美里町三丁目４番５号                   大字末武下９７０番地８                 
美里町三丁目４番８号                   大字末武下９７８番地１                 
美里町三丁目４番１１号                 大字末武下９７７番地                    
美里町三丁目４番１３号                 大字末武下９７５番地２                 
美里町三丁目４番１５号                 大字末武下９７２番地７                 
美里町三丁目４番２３号                 大字末武下９７１番地６                 
美里町三丁目５番１号                   大字末武下９７２番地４                  
美里町三丁目５番３号                   大字末武下９７２番地８                 
美里町三丁目５番３号                   大字末武下９７２番地８                 
美里町三丁目５番５号                   大字末武下９７２番地２                 
美里町三丁目５番８号                   大字末武下９７３番地３                 
美里町三丁目５番１６号                 大字末武下９７３番地２                 
美里町三丁目６番１号                   大字末武下９６９番地１                 
美里町三丁目６番２号                   大字末武下９６９番地１０               
美里町三丁目６番２号                    大字末武下９６９番地１０               
美里町三丁目６番３号                   大字末武下９６９番地５                 
美里町三丁目６番３号                   大字末武下９６９番地５                 
美里町三丁目６番２２号                 大字末武下９６９番地７                 
美里町三丁目６番２４号                  大字末武下９６９番地６                 
美里町三丁目８番１号                   大字末武下９６７番地４                 
美里町三丁目８番３号                   大字末武下９６７番地８                 
美里町三丁目８番４号                   大字末武下９６７番地２２               
美里町三丁目８番５号                    大字末武下９６７番地１９               
美里町三丁目８番８号                   大字末武下９６７番地２６               
美里町三丁目８番１０号                 大字末武下９６７番地３                 
美里町三丁目８番１４号                 大字末武下９６８番地１                 
美里町三丁目９番１号                   大字末武下１００２番地                 
美里町三丁目９番３号                   大字末武下１００５番地３               
美里町三丁目９番６号                   大字末武下１００５番地１１              
美里町三丁目９番６号                   大字末武下１００５番地１１             
美里町三丁目９番６号                   大字末武下１００５番地１           
美里町三丁目９番８号                   大字末武下１００５番地                 
美里町三丁目９番１２号                 大字末武下１００５番地１               
美里町三丁目１０番１号                 大字末武下９９４番地７                 
美里町三丁目１０番１号                 大字末武下９９４番地７                 
美里町三丁目１０番２号                 大字末武下９９４番地６                 
美里町三丁目１０番２号                 大字末武下９９４番地６                 
美里町三丁目１０番５号                 大字末武下９９３番地                   
美里町三丁目１０番６号 大字末武下９９３番地                   
美里町三丁目１０番１８号               大字末武下９９２番地                   
美里町三丁目１０番１９号               大字末武下９９２番地                   
美里町三丁目１０番１９号               大字末武下９９２番地３                   
美里町三丁目１０番２３号               大字末武下９９２番地                   
美里町三丁目１０番２３号               大字末武下９９２番地２                 
美里町三丁目１０番２６号               大字末武下１０００番地                 
美里町三丁目１１番２号                 大字末武下９８１番地３                 
美里町三丁目１１番７号                 大字末武下９７９番地                   
美里町三丁目１１番１０号               大字末武下９８０番地３                 



美里町三丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町三丁目１１番１１号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番１２号               大字末武下９９１番地第１               
美里町三丁目１１番１４号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番１４号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番１４号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番１４号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番１４号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番１６号               大字末武下９９１番地３                 
美里町三丁目１１番１８号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番１９号               大字末武下９９１番地５                 
美里町三丁目１１番２０号               大字末武下９９１番地２                 
美里町三丁目１１番２１号               大字末武下９９１番地１                 
美里町三丁目１１番２２号               大字末武下９９１番地６                 
美里町三丁目１２番１号                 大字末武下９８９番地                   
美里町三丁目１２番１号                 大字末武下９８９番地                   
美里町三丁目１２番１４号               大字末武下９８３番地７                 
美里町三丁目１２番１５号               大字末武下９８３番地６                 
美里町三丁目１２番１８号               大字末武下９８５番地                    
美里町三丁目１２番２５号               大字末武下９８３番地５                 
美里町三丁目１２番２５号               大字末武下９８３番地５                 
美里町三丁目１２番２６号               大字末武下９８２番地                   
美里町三丁目１３番１－１０１号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－１０２号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－１０３号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－１０４号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－２０１号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－２０２号          大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－２０３号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－２０４号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－３０１号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－３０２号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－３０３号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番１－３０４号         大字末武下１１８１番地１０             
美里町三丁目１３番５号                 大字末武下１１８１番地２５             
美里町三丁目１３番７号                 大字末武下１１８１番地２０             
美里町三丁目１３番７号                 大字末武下１１８１番地２０             
美里町三丁目１３番７号                 大字末武下１１８１番地２０             
美里町三丁目１３番７号                 大字末武下１１８１番地２０             
美里町三丁目１３番８号                 大字末武下１１８２番地                 
美里町三丁目１３番１０号               大字末武下１１８１番地２１             
美里町三丁目１４番１号                 大字末武下１１８３番地                 
美里町三丁目１４番５号                 大字末武下１１８１番地３               
美里町三丁目１４番５号                 大字末武下１１８１番地３               
美里町三丁目１４番５号                 大字末武下１１８１番地３               
美里町三丁目１４番７号                 大字末武下１１８１番地１９             
美里町三丁目１４番７号                 大字末武下１１８１番地１９             
美里町三丁目１４番１０号               大字末武下１１８１番地２               
美里町三丁目１４番２２号               大字末武下１１８１番地３５             
美里町三丁目１４番２２号               大字末武下１１８１番地３５             
美里町三丁目１４番２２号               大字末武下１１８１番地３             
美里町三丁目１４番２２号               大字末武下１１８１番地３５             
美里町三丁目１４番２２号               大字末武下１１８１番地３５             
美里町三丁目１４番２２号               大字末武下１１８１番地３５             
美里町三丁目１４番２６号               大字末武下１１８１番地３４             
美里町三丁目１４番２７号               大字末武下１１８１番地３３             
美里町三丁目１４番３１号               大字末武下１１８１番地１８             



美里町三丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町三丁目１４番３１号               大字末武下１１８１番地１８             
美里町三丁目１５番１号                 大字末武下１２２３番地１０             
美里町三丁目１５番２号                 大字末武下１２２３番地１０             
美里町三丁目１５番３号                 大字末武下１２２３番地７               
美里町三丁目１５番５号                 大字末武下１２２３番地４               
美里町三丁目１５番７号                 大字末武下１２２３番地８               
美里町三丁目１５番８号                 大字末武下１２２３番地３               
美里町三丁目１５番１０号               大字末武下１２２３番地２               
美里町三丁目１５番１０号               大字末武下１２２３番地２               
美里町三丁目１５番１２号               大字末武下１２１２番地                 
美里町三丁目１５番１３号               大字末武下１２１６番地                 
美里町三丁目１５番１６号               大字末武下１２１４番地                 
美里町三丁目１５番２８号               大字末武下１２２０番地                 
美里町三丁目１５番２８号               大字末武下１２２０番地                 
美里町三丁目１５番２８号               大字末武下１２２０番地                 
美里町三丁目１５番３３号               大字末武下１２２２番地                 
美里町三丁目１６番２０号               大字末武下１２４５番地３               
美里町三丁目１６番２２号               大字末武下１２４１番地                 
美里町三丁目１７番１号                 大字末武下１２５２番地４               
美里町三丁目１７番３号                 大字末武下１２５１番地３               
美里町三丁目１７番５号                 大字末武下１２４８番地                 
美里町三丁目１７番８号                 大字末武下１１５４番地２               
美里町三丁目１７番１０号               大字末武下１１５５番地                 
美里町三丁目１７番１７号               大字末武下１１６６番地                 
美里町三丁目１７番１７号               大字末武下１１６６番地                 
美里町三丁目１７番１９号               大字末武下１１６５番地                 
美里町三丁目１７番１９号               大字末武下１１６５番地                 
美里町三丁目１７番２４号               大字末武下１１５８番地６               
美里町三丁目１７番２５号               大字末武下１１５８番地４               
美里町三丁目１７番２７号               大字末武下１１５６番地４               
美里町三丁目１７番３０号 大字末武下１１５４番地５
美里町三丁目１７番３０号 大字末武下１１５４番地５
美里町三丁目１７番３２号               大字末武下１２５０番地４               
美里町三丁目１７番３２号               大字末武下１２５０番地４               
美里町三丁目１８番１号                 大字末武下１１７７番地                 
美里町三丁目１８番５号                 大字末武下１１７６番地５               
美里町三丁目１８番７号                 大字末武下１１７６番地４               
美里町三丁目１８番１０号               大字末武下１１７６番地３               
美里町三丁目１８番１６号               大字末武下１１７６番地１０             
美里町三丁目１８番１７号               大字末武下１１７６番地９               
美里町三丁目１８番２２号               大字末武下１１７８番地３               
美里町三丁目１９番１号                 大字末武下１１７９番地１               
美里町三丁目１９番３号                 大字末武下１１７９番地                 
美里町三丁目１９番１２号               大字末武下１１８０番地５               
美里町三丁目１９番１５号               大字末武下１１７１番地１               
美里町三丁目１９番１６号               大字末武下１１７１番地                 
美里町三丁目１９番１７号               大字末武下１１７０番地４               
美里町三丁目１９番２１号               大字末武下１１６８番地                 
美里町三丁目１９番２６号               大字末武下１１６９番地                 
美里町三丁目２０番１号                 大字末武下１０５２番地１               
美里町三丁目２０番６号                 大字末武下１０５４番地                 
美里町三丁目２０番６号                 大字末武下１０５４番地                 
美里町三丁目２０番１０号               大字末武下１０５９番地２               
美里町三丁目２１番５号                 大字末武下１０４２番地１４             
美里町三丁目２１番７号                 大字末武下１０４２番地９               
美里町三丁目２１番８号                 大字末武下１０４２番地１０             



美里町三丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町三丁目２１番１０号               大字末武下１０３３番地１               
美里町三丁目２１番１０号               大字末武下１０３３番地１               
美里町三丁目２１番１１号               大字末武下１０３３番地３               
美里町三丁目２１番１４号               大字末武下１０３２番地２               
美里町三丁目２１番２４号               大字末武下１０３９番地                 
美里町三丁目２１番２５号               大字末武下１０４２番地１３             
美里町三丁目２１番２５号               大字末武下１０４２番地１３             
美里町三丁目２１番２５号               大字末武下１０４２番地１１             
美里町三丁目２１番２５号               大字末武下１０４２番地１１             
美里町三丁目２１番２５号               大字末武下１０４２番地１３             
美里町三丁目２１番２５号               大字末武下１０４２番地１１             
美里町三丁目２１番２５号               大字末武下１０４２番地１３             
美里町三丁目２１番２８号               大字末武下１０４３番地                 
美里町三丁目２１番３２号               大字末武下１０５１番地                 
美里町三丁目２１番３２号               大字末武下１０５１番地                 
美里町三丁目２２番１号                 大字末武下１０４８番地                 
美里町三丁目２２番３号                 大字末武下１０４７番地                 
美里町三丁目２２番７号                 大字末武下１０４５番地５               
美里町三丁目２２番７号                 大字末武下１０４５番地５               
美里町三丁目２２番１１号               大字末武下１０３１番地                 
美里町三丁目２２番１１号               大字末武下１０３１番地                 
美里町三丁目２２番１１号               大字末武下１０３１番地                 
美里町三丁目２２番２０号               大字末武下１０３２番地                 
美里町三丁目２２番２２号               大字末武下１０４２番地３               
美里町三丁目２２番２８号               大字末武下１０４５番地３               
美里町三丁目２３番１号                 大字末武下１０２１番地                 
美里町三丁目２３番２号                 大字末武下１０２３番地３               
美里町三丁目２３番２号                 大字末武下１０２３番地３               
美里町三丁目２３番３号                 大字末武下１０２３番地１               
美里町三丁目２３番１１号               大字末武下１０２６番地                 
美里町三丁目２３番１２号               大字末武下１０２７番地４               
美里町三丁目２３番１３号               大字末武下１０２７番地１               
美里町三丁目２３番１４号               大字末武下１０２７番地                 
美里町三丁目２３番１４号               大字末武下１０２７番地                 
美里町三丁目２３番１５号               大字末武下１０２７番地２               
美里町三丁目２３番１９号               大字末武下１０３０番地                 
美里町三丁目２３番２０号               大字末武下１０２９番地１               
美里町三丁目２４番１号                 大字末武下１００８番地３               
美里町三丁目２４番１号                 大字末武下１００８番地３               
美里町三丁目２４番１号                 大字末武下１００８番地３               
美里町三丁目２４番１号                 大字末武下１００８番地３               
美里町三丁目２４番３号                 大字末武下１００８番地８               
美里町三丁目２４番５号                 大字末武下１００８番地７               
美里町三丁目２４番６号                 大字末武下１００７番地１               
美里町三丁目２４番６号                 大字末武下１００７番地１               
美里町三丁目２４番８号                 大字末武下１００８番地                 
美里町三丁目２４番８号                 大字末武下１００８番地９               
美里町三丁目２４番８号                 大字末武下１００８番地９               
美里町三丁目２４番１０号               大字末武下１００８番地１０             
美里町三丁目２４番１１号               大字末武下１０１４番地１               
美里町三丁目２４番１１号               大字末武下１０１４番地１               
美里町三丁目２４番１１号               大字末武下１０１４番地１               
美里町三丁目２４番１５号               大字末武下１０１２番地１               
美里町三丁目２４番１６号               大字末武下１０１３番地                 
美里町三丁目２４番１９号               大字末武下１０１８番地                 
美里町三丁目２５番１号                 大字末武下１０６０番地                 



美里町三丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町三丁目２５番２号                 大字末武下１０６１番地１               
美里町三丁目２５番２号                 大字末武下１０６１番地１               
美里町三丁目２５番２号                 大字末武下１０６１番地１               
美里町三丁目２５番３号                 大字末武下１０６１番地４               
美里町三丁目２５番５号                 大字末武下１０６３番地                 
美里町三丁目２５番８号                 大字末武下１０７３番地１               
美里町三丁目２５番８号                 大字末武下１０７３番地１               
美里町三丁目２５番１２号               大字末武下１０７１番地５               
美里町三丁目２５番１８号               大字末武下１０７２番地                 
美里町三丁目２５番１８号               大字末武下１０７２番地                 
美里町三丁目２５番１８号               大字末武下１０７２番地                 
美里町三丁目２５番２０号               大字末武下１０６４番地２０             
美里町三丁目２５番２３号               大字末武下１０６４番地１６             
美里町三丁目２５番２３号               大字末武下１０６４番地１６             


