
潮音町三丁目

新住所 旧住所
潮音町三丁目１番３号                   大字末武下８３１番地４                 
潮音町三丁目１番７号                   大字末武下８３１番地５                 
潮音町三丁目１番８号                   大字末武下８３１番地２                 
潮音町三丁目２番１号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番１号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番１号                    大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番１号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番２号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番２号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番２号                    大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番２号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番２号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番２号                   大字末武下８２８番地１                 
潮音町三丁目２番５号                   大字末武下８２８番地１０               
潮音町三丁目２番６号                   大字末武下８２８番地７                 
潮音町三丁目２番７号                   大字末武下８２８番地１１               
潮音町三丁目２番８号                   大字末武下８２８番地３                  
潮音町三丁目２番９号                   大字末武下８２８番地５                 
潮音町三丁目２番１２号                 大字末武下８２８番地６                 
潮音町三丁目２番１２号                 大字末武下８２８番地６                 
潮音町三丁目２番１６号                 大字末武下８２９番地８                  
潮音町三丁目２番１６号                 大字末武下８２９番地８                 
潮音町三丁目２番１７号                 大字末武下８２９番地７                 
潮音町三丁目２番１８号                 大字末武下８２９番地６                 
潮音町三丁目２番２１号                 大字末武下８２９番地５                  
潮音町三丁目２番２２号                 大字末武下８２９番地２                 
潮音町三丁目２番２２号                 大字末武下８２９番地２                 
潮音町三丁目３番１号                   大字末武下８２６番地８                 
潮音町三丁目３番３号                   大字末武下８２６番地７                  
潮音町三丁目３番５号                   大字末武下８２６番地６                 
潮音町三丁目３番６号                   大字末武下８２６番地５                 
潮音町三丁目３番７号                   大字末武下８２６番地４                 
潮音町三丁目３番８号                   大字末武下８２６番地２                 
潮音町三丁目３番１４号                 大字末武下８２５番地３                 
潮音町三丁目４番１号                   大字末武下８１２番地１                 
潮音町三丁目４番１号                   大字末武下８１２番地                   
潮音町三丁目４番１号                    大字末武下８１２番地１                 
潮音町三丁目４番３号                   大字末武下８１２番地２                 
潮音町三丁目４番３号                   大字末武下８１２番地２                 
潮音町三丁目４番５号                   大字末武下８１２番地４                 
潮音町三丁目４番６号                    大字末武下８１２番地８                 
潮音町三丁目４番１２号                 大字末武下８１２番地６                 
潮音町三丁目４番１２号                 大字末武下８１２番地６                 
潮音町三丁目４番１２号                 大字末武下８１２番地６                 
潮音町三丁目４番１５号                 大字末武下８１２番地１２               
潮音町三丁目４番１７号                 大字末武下８１２番地１１               
潮音町三丁目４番１８号                 大字末武下８１２番地１３               
潮音町三丁目５番１号                   大字末武下８１３番地２                 
潮音町三丁目５番１号                   大字末武下８１３番地２                 
潮音町三丁目５番５号                   大字末武下８１５番地３                 
潮音町三丁目５番６号                   大字末武下８１５番地２                 
潮音町三丁目５番７号                   大字末武下８１５番地５                  
潮音町三丁目５番７号                   大字末武下８１５番地３                 
潮音町三丁目５番７号                   大字末武下８１５番地５                 
潮音町三丁目５番７号                   大字末武下８１５番地５                 
潮音町三丁目５番８号                   大字末武下８１５番地３                  



潮音町三丁目

新住所 旧住所
潮音町三丁目５番９号                   大字末武下８１５番地３                 
潮音町三丁目５番１１号                 大字末武下８１６番地１１               
潮音町三丁目５番１２号                 大字末武下８１６番地１０               
潮音町三丁目５番１３号                 大字末武下８１６番地９                  
潮音町三丁目５番１４号                 大字末武下８１６番地６                 
潮音町三丁目５番１５号                 大字末武下８１６番地７                 
潮音町三丁目５番１８号                 大字末武下８１６番地８                 
潮音町三丁目５番２３号                 大字末武下８１６番地２                 
潮音町三丁目６番１０号                 大字末武下８２１番地１                 
潮音町三丁目６番１０号                 大字末武下８２１番地１                 
潮音町三丁目６番１０号                 大字末武下８２１番地１                 
潮音町三丁目７番１号                   大字末武下８１７番地６                 
潮音町三丁目７番５号                   大字末武下８１７番地５                 
潮音町三丁目７番６号                   大字末武下８１７番地１０               
潮音町三丁目７番６号                   大字末武下８１７番地１０               
潮音町三丁目７番７号                    大字末武下８１７番地９                 
潮音町三丁目７番８号                   大字末武下８１７番地４                 
潮音町三丁目７番９号                   大字末武下８１７番地８                 
潮音町三丁目７番１０号                 大字末武下８１７番地７                 
潮音町三丁目７番１１号                  大字末武下８１７番地３                 
潮音町三丁目７番１４号                 大字末武下８１７番地１４               
潮音町三丁目７番１５号                 大字末武下８１７番地１                 
潮音町三丁目７番１８号                 大字末武下８１９番地３                 
潮音町三丁目７番１９号                  大字末武下８１９番地３                 
潮音町三丁目８番１号                   大字末武下８６６番地４                 
潮音町三丁目８番１号                   大字末武下８６６番地１                 
潮音町三丁目８番２号                   大字末武下８６６番地４                 
潮音町三丁目８番２号                   大字末武下８６６番地                   
潮音町三丁目８番２号                   大字末武下８６６番地４                 
潮音町三丁目８番２号                   大字末武下８６６番地４                   
潮音町三丁目８番２号                   大字末武下８６６番地                    
潮音町三丁目８番２号                   大字末武下８６６番地                   
潮音町三丁目８番２号                   大字末武下８６６番地                   
潮音町三丁目８番５号                   大字末武下８６６番地１０               
潮音町三丁目８番８号                   大字末武下８６５番地５                  
潮音町三丁目８番８号                   大字末武下８６５番地５                 
潮音町三丁目８番１０号                 大字末武下８６６番地８                 
潮音町三丁目８番１１号                 大字末武下８６６番地５                 
潮音町三丁目８番１２号                 大字末武下８６６番地６                 
潮音町三丁目８番１２号                 大字末武下８６６番地６                 
潮音町三丁目８番１３号                 大字末武下８６６番地７                 
潮音町三丁目８番１５号                 大字末武下８６７番地１                 
潮音町三丁目８番１８号                  大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番１８号                 大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番１８号                 大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番１８号                 大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番１９号                  大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番１９号                 大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番１９号                 大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番１９号                 大字末武下８６７番地７                 
潮音町三丁目８番２９号                  大字末武下８６９番地９                 
潮音町三丁目８番３０号                 大字末武下８６９番地８                 
潮音町三丁目８番３１号                 大字末武下８６９番地７                 
潮音町三丁目８番３３号                 大字末武下８６９番地５                 
潮音町三丁目８番３８号                  大字末武下８６９番地３                 
潮音町三丁目８番３９号                 大字末武下８７０番地４                 



潮音町三丁目

新住所 旧住所
潮音町三丁目８番４３号                 大字末武下８７０番地３                 
潮音町三丁目８番４５号                 大字末武下８７０番地５                 
潮音町三丁目８番４６号                 大字末武下８７０番地６                 
潮音町三丁目８番４６号                 大字末武下８７０番地６                 
潮音町三丁目８番４７号                 大字末武下８７０番地８                 
潮音町三丁目８番４８号                 大字末武下８７０番地７                 
潮音町三丁目９番１号                   大字末武下８７５番地１                 
潮音町三丁目９番３号                   大字末武下８７５番地２                 
潮音町三丁目９番５号                   大字末武下８７５番地４                 
潮音町三丁目９番７号                   大字末武下８７６番地１６                
潮音町三丁目９番１０号                 大字末武下８７６番地１５               
潮音町三丁目９番１１号                 大字末武下８７６番地１４               
潮音町三丁目９番１２号                 大字末武下８７６番地１３               
潮音町三丁目９番１３号                 大字末武下８７６番地１２                
潮音町三丁目９番１４号                 大字末武下８７６番地１１               
潮音町三丁目９番１６号                 大字末武下８７６番地１                 
潮音町三丁目９番１９号                 大字末武下８７７番地４                 
潮音町三丁目９番２０号                 大字末武下８７８番地６                  
潮音町三丁目９番２６号                 大字末武下８７８番地１                 
潮音町三丁目１０番１号                 大字末武下８７１番地１                 
潮音町三丁目１０番３号                 大字末武下８７３番地２                 
潮音町三丁目１０番５号                 大字末武下８７３番地１                  
潮音町三丁目１０番７号                 大字末武下８７２番地                   
潮音町三丁目１０番８号                 大字末武下８７４番地４                 
潮音町三丁目１０番１０号               大字末武下８７４番地１                 
潮音町三丁目１０番１０号               大字末武下８７４番地１                  
潮音町三丁目１０番１０号               大字末武下８７４番地１                 
潮音町三丁目１０番２１号               大字末武下８７４番地５                 
潮音町三丁目１０番２２号               大字末武下８７１番地３                 
潮音町三丁目１０番２２号               大字末武下８７１番地３                  
潮音町三丁目１１番８号                 大字末武中８３１番地１１               
潮音町三丁目１１番１０号               大字末武中８３１番地１２               
潮音町三丁目１１番１１号               大字末武中８３１番地１３               
潮音町三丁目１１番１１号               大字末武中８３１番地１３                
潮音町三丁目１１番１１号               大字末武中８３１番地１３               
潮音町三丁目１１番１２号               大字末武中８３１番地１０               
潮音町三丁目１１番１３号               大字末武中８３１番地２０               
潮音町三丁目１１番１５号               大字末武中８３１番地１５                
潮音町三丁目１１番１６号               大字末武中８３１番地１４               
潮音町三丁目１１番１７号               大字末武中８３１番地１６               
潮音町三丁目１１番１７号               大字末武中８３１番地１６               
潮音町三丁目１１番２７号               大字末武中８３２番地２                  
潮音町三丁目１１番２７号               大字末武中８３２番地２                 
潮音町三丁目１１番３０号               大字末武中８３２番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                  
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                  
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                  
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 



潮音町三丁目

新住所 旧住所
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                  
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番５号                 大字末武中８１４番地１                 
潮音町三丁目１２番６号                 大字末武中８１４番地４                 
潮音町三丁目１２番１０号               大字末武中８１５番地６                 
潮音町三丁目１２番１０号               大字末武中８１５番地６                 
潮音町三丁目１２番１０号               大字末武中８１５番地６                 
潮音町三丁目１３番３号                 大字末武中８３３番地８                 
潮音町三丁目１３番３号                 大字末武中８３３番地８                 
潮音町三丁目１３番３号                 大字末武中８３３番地８                 
潮音町三丁目１３番３号                 大字末武中８３３番地８                 
潮音町三丁目１３番５号                  大字末武中８３３番地１２               
潮音町三丁目１３番８号                 大字末武中８３３番地９                 
潮音町三丁目１３番１０号               大字末武中８１１番地５                 
潮音町三丁目１３番１２号               大字末武中８１０番地１                 
潮音町三丁目１３番１２号                大字末武中８１０番地１                 
潮音町三丁目１３番１７号               大字末武中８１２番地１                 
潮音町三丁目１３番１７号               大字末武中８１２番地８                 
潮音町三丁目１３番１７号               大字末武中８１２番地８                 
潮音町三丁目１３番１８号                大字末武中８１２番地                   
潮音町三丁目１３番１８号               大字末武中８１２番地                   
潮音町三丁目１３番１８号               大字末武中８１２番地                   
潮音町三丁目１３番２０号               大字末武中８１２番地                   
潮音町三丁目１４番１２号                大字末武中８５２番地                   
潮音町三丁目１４番１４号               大字末武中８５７番地１                 
潮音町三丁目１４番１４号               大字末武中８５７番地１                 
潮音町三丁目１４番１８号               大字末武中８５４番地１                 
潮音町三丁目１４番１８号                大字末武中８５４番地１                 
潮音町三丁目１４番２５号               大字末武中８４３番地第１               
潮音町三丁目１５番１号                 大字末武中８４０番地１５               
潮音町三丁目１５番１０号               大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１０号                大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１０号               大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１０号               大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１０号               大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１４号                大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１４号               大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１４号               大字末武中８３９番地１                 
潮音町三丁目１５番１４号               大字末武中８３９番地１                  
潮音町三丁目１５番１５号                大字末武中８４７番地                   
潮音町三丁目１５番１５号               大字末武中８４７番地                   
潮音町三丁目１５番１６号               大字末武中８４６番地３                 
潮音町三丁目１５番１６号               大字末武中８４６番地３                 
潮音町三丁目１５番１８号                大字末武中８５０番地                   
潮音町三丁目１５番２０号               大字末武中８５１番地１                 
潮音町三丁目１５番２１号               大字末武中８４０番地９                 
潮音町三丁目１６番１号                 大字末武中８３４番地１５               
潮音町三丁目１６番３号                  大字末武中８３４番地１８               
潮音町三丁目１６番６号                 大字末武中８３４番地２１               
潮音町三丁目１６番８号                 大字末武中８３６番地３                 
潮音町三丁目１６番１８号               大字末武中８４２番地１                 
潮音町三丁目１７番１号                  大字平田１９７番地１                   
潮音町三丁目１７番１号                 大字平田１９７番地１                   
潮音町三丁目１７番３号                 大字末武中８３４番地３５               



潮音町三丁目

新住所 旧住所
潮音町三丁目１７番５号                 大字末武中８３４番地３２               
潮音町三丁目１７番６号                  大字末武中８３４番地２３               
潮音町三丁目１７番１１号               大字末武中８３４番地２５               
潮音町三丁目１７番１３号               大字末武中８３５番地１                 
潮音町三丁目１７番１４号               大字末武中８３４番地３                 
潮音町三丁目１７番１７号                大字末武中８３４番地４２               
潮音町三丁目１７番１８号               大字末武中８３４番地６８               
潮音町三丁目１７番１９号               大字末武中８３４番地５４               
潮音町三丁目１７番１９号               大字末武中８３４番地５４               
潮音町三丁目１７番２０号                大字末武中８３４番地１２               
潮音町三丁目１７番２１号               大字末武中８３４番地１２               
潮音町三丁目１７番２２号               大字末武中８３４番地５７               
潮音町三丁目１７番２３号               大字末武中８３４番地５８               
潮音町三丁目１７番２５号                大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２５号               大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２５号               大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２５号               大字末武中８３５番地４                 
潮音町三丁目１７番２５号                大字末武中８３５番地４                 
潮音町三丁目１７番２５号               大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２５号               大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２５号               大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２５号                大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２５号               大字末武中８３５番地                   
潮音町三丁目１７番２８号               大字末武中８３４番地１１               
潮音町三丁目１７番３１号               大字末武中８３４番地７４               
潮音町三丁目１７番３３号                大字末武中８３４番地４１               
潮音町三丁目１７番３４号               大字末武中８３４番地２４               
潮音町三丁目１７番３４号               大字末武中８３４番地２４               
潮音町三丁目１７番３５号               大字末武中８３４番地３６               
潮音町三丁目１７番３５号                大字末武中８３４番地３６               
潮音町三丁目１７番３６号               大字末武中８３４番地４４               
潮音町三丁目１７番３７号               大字末武中８３４番地９                 
潮音町三丁目１８番１号                 大字末武中８３４番地４９               
潮音町三丁目１８番２号                  大字末武中８３４番地５０               
潮音町三丁目１８番３号                 大字末武中８３４番地５１               
潮音町三丁目１８番４号                 大字末武中８３４番地５２               
潮音町三丁目１８番４号                 大字末武中８３４番地５２               
潮音町三丁目１８番５号                  大字末武中８３４番地５３               
潮音町三丁目１８番６号                 大字末武中８３４番地１２               
潮音町三丁目１８番７号                 大字末武中８３４番地６５               
潮音町三丁目１８番８号                 大字末武中８３４番地６６               
潮音町三丁目１８番１０号                大字末武中８３４番地４６               
潮音町三丁目１８番１４号               大字末武中８３４番地４０               
潮音町三丁目１８番２２号               大字末武中８３６番地５                 
潮音町三丁目１８番２７号               大字末武中８３６番地２１               
潮音町三丁目１８番２７号                大字末武中８３６番地２１               
潮音町三丁目１８番２７号               大字末武中８３６番地２１               
潮音町三丁目１８番２７号               大字末武中８３６番地２１               
潮音町三丁目１８番３１号               大字末武中８３６番地１１               
潮音町三丁目１８番３２号               大字末武中８３６番地１２               
潮音町三丁目１８番３２号               大字末武中８３６番地１２               
潮音町三丁目１８番３３号               大字末武中８３６番地１３               
潮音町三丁目１８番３４号               大字末武中８３６番地１４               
潮音町三丁目１８番３５号               大字末武中８３６番地１５               
潮音町三丁目１８番３７号               大字末武中８３６番地１６               
潮音町三丁目１８番４３号               大字末武中８４０番地２                 



潮音町三丁目

新住所 旧住所
潮音町三丁目１９番１０号               大字末武中８９５番地４                 
潮音町三丁目１９番１０号               大字末武中８９５番地３                 
潮音町三丁目１９番１３号               大字末武中９０２番地１                 
潮音町三丁目１９番１５号               大字末武中９０２番地１                 
潮音町三丁目１９番１５号               大字末武中９０２番地１                 
潮音町三丁目１９番２０号               大字末武中８９５番地１２               
潮音町三丁目１９番２０号               大字末武中８９５番地１２               
潮音町三丁目１９番２１号               大字末武中８９５番地１１               


