
美里町四丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町四丁目１番３号                   大字末武下９５８番地１                 
美里町四丁目１番５号                   大字末武下９５８番地１                 
美里町四丁目１番７号                   大字末武下９５８番地９                 
美里町四丁目２番１号                   大字末武下９６０番地８                 
美里町四丁目２番１号                   大字末武下９６０番地１                 
美里町四丁目２番１号                   大字末武下９６０番地１                 
美里町四丁目２番１号                   大字末武下９６０番地１                 
美里町四丁目２番１号                    大字末武下９６０番地１                 
美里町四丁目２番２号                   大字末武下９６０番地７                 
美里町四丁目２番３号                   大字末武下９６０番地２２               
美里町四丁目２番３号                   大字末武下９６０番地２２               
美里町四丁目２番５号                    大字末武下９６０番地４                 
美里町四丁目２番６号                   大字末武下９６０番地２３               
美里町四丁目２番８号                   大字末武下９５６番地                   
美里町四丁目２番１０号                 大字末武下９５６番地                   
美里町四丁目３番３号                   大字末武下９６１番地４                 
美里町四丁目３番５号                   大字末武下９６１番地７                 
美里町四丁目３番６号                   大字末武下９６１番地３                 
美里町四丁目３番８号                   大字末武下９６１番地８                 
美里町四丁目３番９号                   大字末武下９６１番地１６                
美里町四丁目３番９号                   大字末武下９６１番地１６                
美里町四丁目３番９号                   大字末武下９６１番地１６                
美里町四丁目３番９号                   大字末武下９６１番地１６                 
美里町四丁目３番１０号                 大字末武下９６１番地１５               
美里町四丁目３番１０号                 大字末武下９６１番地１５               
美里町四丁目３番１５号                 大字末武下９６１番地                   
美里町四丁目３番１５号                 大字末武下９６１番地                    
美里町四丁目３番１６号                 大字末武下９６１番地                   
美里町四丁目３番１６号                 大字末武下９６１番地２０               
美里町四丁目３番１６号                 大字末武下９６１番地２０               
美里町四丁目３番１６号                 大字末武下９６１番地                    
美里町四丁目３番１６号                 大字末武下９６１番地                   
美里町四丁目３番１７号                 大字末武下９６１番地          
美里町四丁目３番１７号                 大字末武下９６１番地１８                  
美里町四丁目３番１７号                 大字末武下９６１番地                    
美里町四丁目３番１７号                 大字末武下９６１番地                   
美里町四丁目４番３号                   大字末武下９５６番地１１               
美里町四丁目４番５号                   大字末武下９５６番地２５               
美里町四丁目４番６号                   大字末武下９５６番地１５               
美里町四丁目４番６号                   大字末武下９５６番地１５               
美里町四丁目４番７号                   大字末武下９５６番地１４               
美里町四丁目４番８号                   大字末武下９５６番地１３               
美里町四丁目４番１７号                 大字末武下９５６番地６０               
美里町四丁目４番１８号                 大字末武下９５６番地５４               
美里町四丁目４番２２号                 大字末武下９５６番地５３               
美里町四丁目４番２３号                 大字末武下９５６番地５２               
美里町四丁目４番２４号                 大字末武下９５６番地５１               
美里町四丁目４番２４号                 大字末武下９５６番地５１               
美里町四丁目４番２７号                 大字末武下９５６番地５０               
美里町四丁目４番２７号                 大字末武下９５６番地５０               
美里町四丁目４番２８号                 大字末武下９５６番地４０               
美里町四丁目４番３０号                 大字末武下９５６番地５６               
美里町四丁目４番３３号                 大字末武下９５６番地６４               
美里町四丁目４番３５号                 大字末武下９５６番地８６               
美里町四丁目４番３７号                 大字末武下９５６番地７７               
美里町四丁目４番３８号                 大字末武下９５６番地７６               



美里町四丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町四丁目４番３９号                 大字末武下９５６番地７５               
美里町四丁目５番１号                   大字末武下９５６番地８                 
美里町四丁目５番１号                    大字末武下９５６番地８                 
美里町四丁目５番６号                   大字末武下９５６番地７                 
美里町四丁目５番７号                   大字末武下９５６番地７                 
美里町四丁目５番８号                   大字末武下９５６番地                   
美里町四丁目５番１０号                  大字末武下９５６番地５                 
美里町四丁目５番１０号                 大字末武下９５６番地５                 
美里町四丁目５番１８号                 大字末武下９５６番地６５               
美里町四丁目５番１９号                 大字末武下９５６番地１２               
美里町四丁目５番２４号                  大字末武下９５６番地７０               
美里町四丁目５番２５号                 大字末武下９５６番地７４               
美里町四丁目５番２６号                 大字末武下９５６番地９２               
美里町四丁目５番２７号                 大字末武下９５６番地９１               
美里町四丁目５番２９号                  大字末武下９５６番地４９               
美里町四丁目５番３０号                 大字末武下９５６番地１９               
美里町四丁目６番１号                   大字末武下９５６番地２２               
美里町四丁目６番２号                   大字末武下９５６番地                   
美里町四丁目６番５号                    大字末武下９５６番地１７               
美里町四丁目６番８号                   大字末武下９５５番地                   
美里町四丁目６番１１号                 大字末武下９５２番地１３                   
美里町四丁目６番１２号                 大字末武下９５２番地６                 
美里町四丁目６番１３号                 大字末武下９５２番地６                 
美里町四丁目６番１４号                 大字末武下９５２番地６                 
美里町四丁目６番１５号                 大字末武下９５２番地９                 
美里町四丁目６番１７号                 大字末武下９５２番地８                    
美里町四丁目６番２１号                 大字末武下９５１番地１                 
美里町四丁目６番２４号                 大字末武下９５２番地４                 
美里町四丁目６番２４号                 大字末武下９５２番地４                 
美里町四丁目６番２４号                 大字末武下９５２番地１４                  
美里町四丁目６番２４号                 大字末武下９５２番地４               
美里町四丁目６番２４号                 大字末武下９５２番地４                 
美里町四丁目６番２４号                 大字末武下９５２番地４                 
美里町四丁目６番２４号                 大字末武下９５２番地１４                
美里町四丁目６番２８号                 大字末武下９５６番地２２               
美里町四丁目６番２９号                 大字末武下９５６番地                   
美里町四丁目７番１号                   大字末武下９５０番地                   
美里町四丁目７番３号                   大字末武下９５０番地６                  
美里町四丁目７番７号                   大字末武下９４８番地                   
美里町四丁目７番１０号                 大字末武下９４９番地                   
美里町四丁目７番１１号                 大字末武下９３６番地                   
美里町四丁目７番１６号                 大字末武下９３１番地                   
美里町四丁目７番２２号                 大字末武下９３０番地７                 
美里町四丁目７番２２号                 大字末武下９３０番地７                 
美里町四丁目７番２３号                 大字末武下９３３番地１                 
美里町四丁目７番２４号                  大字末武下９３３番地１                 
美里町四丁目７番２５号                 大字末武下９３５番地                   
美里町四丁目７番２７号                 大字末武下９５０番地１                 
美里町四丁目７番２８号                 大字末武下９５０番地３                 
美里町四丁目８番１号                    大字末武下９３８番地                   
美里町四丁目８番８号                   大字末武下９３７番地３                 
美里町四丁目８番１２号                 大字末武下９４０番地                   
美里町四丁目８番１５号                 大字末武下９３７番地１                 
美里町四丁目８番２２号                  大字末武下９４６番地１                 
美里町四丁目８番２５号                 大字末武下９４４番地３                 
美里町四丁目９番１号                   大字末武下９３０番地６                 



美里町四丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町四丁目９番３号                   大字末武下９３０番地３                 
美里町四丁目９番５号                   大字末武下９２９番地３                 
美里町四丁目９番８号                   大字末武下９２８番地                   
美里町四丁目９番１１号                 大字末武下９２６番地３                 
美里町四丁目９番３０号                 大字末武下９３０番地４                  
美里町四丁目１０番３号                 大字末武下９２３番地１８               
美里町四丁目１０番５号                 大字末武下９２３番地１６               
美里町四丁目１０番６号                 大字末武下９２３番地１５               
美里町四丁目１０番１０号               大字末武下９２４番地                    
美里町四丁目１０番１１号               大字末武下９２３番地３                 
美里町四丁目１０番１２号               大字末武下９２３番地１１               
美里町四丁目１０番１２号               大字末武下９２３番地１１               
美里町四丁目１０番１３号               大字末武下９２３番地２                  
美里町四丁目１０番１６号               大字末武下９２３番地１３               
美里町四丁目１０番２１号               大字末武下９２３番地１０               
美里町四丁目１１番１号                 大字末武下９４３番地７                 
美里町四丁目１１番２号                 大字末武下９４３番地６                  
美里町四丁目１１番３号                 大字末武下９４０番地１８               
美里町四丁目１１番５号                 大字末武下９４０番地４                 
美里町四丁目１１番１３号               大字末武下９４０番地１２               
美里町四丁目１１番１４号               大字末武下９４０番地１３               
美里町四丁目１１番１５号               大字末武下９４０番地１１               
美里町四丁目１１番１６号               大字末武下９４０番地１０               
美里町四丁目１１番１６号               大字末武下９４０番地１０               
美里町四丁目１１番１９号               大字末武下９４０番地１４               
美里町四丁目１１番１９号               大字末武下９４０番地１４               
美里町四丁目１１番１９号               大字末武下９４０番地１４               
美里町四丁目１１番２２号               大字末武下９４０番地１５               
美里町四丁目１１番２５号               大字末武下９４０番地５                 
美里町四丁目１１番２６号               大字末武下９４０番地５                 
美里町四丁目１１番２７号               大字末武下９４０番地３                 
美里町四丁目１１番２８号               大字末武下９４０番地３                 
美里町四丁目１１番３３号               大字末武下９４０番地２                 
美里町四丁目１２番１号                 大字末武下９４３番地１７               
美里町四丁目１２番３号                 大字末武下９４３番地１６               
美里町四丁目１２番５号                 大字末武下９４３番地２０               
美里町四丁目１２番７号                 大字末武下９４３番地１８               
美里町四丁目１２番８号                 大字末武下９４３番地１９               
美里町四丁目１３番１号                 大字末武下７１８番地                   
美里町四丁目１３番３７号               大字末武下９４１番地１８               
美里町四丁目１３番３９号               大字末武下９４１番地１７               
美里町四丁目１４番１号                 大字末武下９４１番地２１               
美里町四丁目１４番２号                 大字末武下９４１番地２２               
美里町四丁目１４番２号                 大字末武下９４１番地２２               
美里町四丁目１４番３号                 大字末武下９４１番地２３               
美里町四丁目１４番５号                 大字末武下９４１番地２４               
美里町四丁目１４番６号                 大字末武下９４１番地２５               
美里町四丁目１４番７号                 大字末武下９４１番地                   
美里町四丁目１４番８号                 大字末武下９４１番地２７               
美里町四丁目１４番１１号               大字末武下９４１番地３６               
美里町四丁目１４番１２号               大字末武下９４１番地３５               
美里町四丁目１４番１２号               大字末武下９４１番地３５               
美里町四丁目１４番１３号               大字末武下９４１番地３４               
美里町四丁目１４番１４号               大字末武下９４１番地３３               
美里町四丁目１４番１５号               大字末武下９４１番地３２               
美里町四丁目１４番１６号               大字末武下９４１番地３１               



美里町四丁目

新　住　所 旧　住　所
美里町四丁目１４番１８号               大字末武下９４１番地２９               
美里町四丁目１４番１８号               大字末武下９４１番地２９               
美里町四丁目１５番１号                 大字末武下７７２番地６                 
美里町四丁目１５番３号                 大字末武下７７２番地１                 
美里町四丁目１５番５号                 大字末武下７７１番地４                 
美里町四丁目１５番５号                 大字末武下７７１番地４                 
美里町四丁目１５番６号                 大字末武下７７１番地５                 
美里町四丁目１５番７号                 大字末武下７７０番地３                 
美里町四丁目１５番７号                 大字末武下７７０番地３                  
美里町四丁目１５番８号                 大字末武下７７０番地４                 
美里町四丁目１５番８号                 大字末武下７７０番地４                 
美里町四丁目１５番１０号               大字末武下７７０番地６                 
美里町四丁目１５番１１号               大字末武下７７０番地２                  
美里町四丁目１５番１８号               大字末武下７７０番地１                 
美里町四丁目１５番１８号               大字末武下７７０番地１                 
美里町四丁目１５番１８号               大字末武下７７０番地１                 
美里町四丁目１５番１８号               大字末武下７７０番地１                  
美里町四丁目１５番２５号               大字末武下７７２番地４                 


