
旧住所方書 新住所方書

大字菅谷２番地１６ 大字平澤２０６７番地

大字志賀１６５番地６ 大字平澤２０７１番地

大字志賀１６５番地６ 大字平澤２０７１番地

大字志賀１６５番地７ 大字平澤２０６４番地

大字志賀１６５番地７ 大字平澤２０６４番地

大字志賀１６５番地１３ 大字平澤２０７０番地

大字志賀１６５番地１３ 大字平澤２０７０番地

大字志賀１６９番地１ 大字平澤２０４０番地

大字志賀１６９番地１ 大字平澤２０４０番地

大字志賀１８４番地１ 大字志賀３０１６番地

大字志賀１８４番地１ 大字志賀３０１６番地

大字志賀１８４番地１ 大字志賀３０１６番地

大字志賀１８４番地１　ビエナＢ棟１０１ 大字志賀３０１３番地　ビエナＢ棟１０１

大字志賀１８４番地１　ビエナＢ棟１０１ 大字志賀３０１３番地　ビエナＢ棟１０１

大字志賀１８４番地１　ビエナＡ棟１０１ 大字志賀３０１４番地　ビエナＡ棟１０１

大字志賀１８４番地１　ビエナＢ棟２０１号 大字志賀３０１３番地　ビエナＢ棟２０１号

大字志賀１８４番地１　ビエナＡ棟１０２号 大字志賀３０１４番地　ビエナＡ棟１０２号

大字志賀１８４番地１　ビエナＡ棟１０２号 大字志賀３０１４番地　ビエナＡ棟１０２号

大字志賀１８４番地１　ビエナＢ棟２０２号 大字志賀３０１３番地　ビエナＢ棟２０２号

大字志賀１８４番地１　ビエナＢ棟２０２号 大字志賀３０１３番地　ビエナＢ棟２０２号

大字志賀１８４番地１　ビエナＡ棟２０２号 大字志賀３０１４番地　ビエナＡ棟２０２号

大字志賀１８５番地 大字志賀３０１５番地

大字志賀１８５番地 大字志賀３０１５番地

大字志賀１８５番地 大字志賀３０１５番地

大字志賀１８５番地 大字志賀３０１５番地

大字志賀１８５番地　シャン・ド・フルール　１０２ 大字志賀３０１１番地　シャン・ド・フルール　１０２

大字志賀１８５番地　シャンド・フルール２０３ 大字志賀３０１１番地　シャンド・フルール２０３

大字志賀１８５番地　シャン・ド・フルール２０２ 大字志賀３０１１番地　シャン・ド・フルール２０２

大字志賀１８５番地　シャンドフルール１０１号室 大字志賀３０１１番地　シャンドフルール１０１号室

大字志賀１８５番地　シャンドフルール１０３ 大字志賀３０１１番地　シャンドフルール１０３

大字志賀１８５番地　シャンドフルール１０３ 大字志賀３０１１番地　シャンドフルール１０３

大字志賀１８５番地　シャンドフルール１０３ 大字志賀３０１１番地　シャンドフルール１０３

大字志賀１８７番地１ 大字志賀３００６番地

大字志賀１８７番地１ 大字志賀３００６番地

大字志賀１８７番地１ 大字志賀３００６番地

大字志賀１８７番地３ 大字志賀３００８番地

大字志賀１８７番地３ 大字志賀３００８番地

大字志賀１８７番地３ 大字志賀３００８番地

大字志賀１８７番地３ 大字志賀３００８番地

大字志賀１８７番地４ 大字志賀３００５番地

大字志賀１８７番地４ 大字志賀３００５番地

大字志賀１８７番地４ 大字志賀３００５番地

大字志賀１８７番地４ 大字志賀３００５番地

大字志賀１８８番地２ 大字志賀３００９番地

大字志賀１９１番地４　ハイネ１０３号室 大字志賀３００２番地　ハイネ１０３号室

大字志賀１９１番地４　ハイネ１０５ 大字志賀３００２番地　ハイネ１０５

大字志賀１９１番地４　ハイネ２０１号室 大字志賀３００２番地　ハイネ２０１号室

大字志賀１９１番地４　ハイネ２０６ 大字志賀３００２番地　ハイネ２０６

大字志賀１９１番地４　ハイネ２０５ 大字志賀３００２番地　ハイネ２０５

大字志賀１９１番地４　ハイネ２０３ 大字志賀３００２番地　ハイネ２０３

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字志賀１９１番地４　ハイネ１０２ 大字志賀３００２番地　ハイネ１０２

大字志賀１９１番地５ 大字志賀３０１０番地

大字志賀１９１番地５ 大字志賀３０１０番地

大字志賀１９１番地５ 大字志賀３０１０番地

大字志賀５１４番地５ 大字志賀３０６９番地

大字志賀５１４番地５ 大字志賀３０６９番地

大字志賀５１４番地５ 大字志賀３０６９番地

大字志賀５１４番地１２ 大字志賀３０７０番地

大字志賀５１４番地１２ 大字志賀３０７０番地

大字志賀５１４番地１２ 大字志賀３０７０番地

大字志賀５１４番地１２ 大字志賀３０７０番地

大字志賀５１４番地１９ 大字志賀３０５９番地

大字志賀５１４番地１９ 大字志賀３０５９番地

大字志賀５１４番地２２ 大字志賀３０６２番地

大字志賀５１４番地２２ 大字志賀３０６２番地

大字志賀５１４番地２３ 大字志賀３０６１番地

大字志賀５１４番地２３ 大字志賀３０６１番地

大字志賀５１４番地２３ 大字志賀３０６１番地

大字志賀５１４番地２３ 大字志賀３０６１番地

大字志賀５１４番地２４ 大字志賀３０６０番地

大字志賀５１４番地２４ 大字志賀３０６０番地

大字志賀５１４番地２４ 大字志賀３０６０番地

大字志賀５１４番地２４ 大字志賀３０６０番地

大字志賀５１４番地２４ 大字志賀３０６０番地

大字志賀５１４番地２４ 大字志賀３０６０番地

大字志賀５１６番地　ニューシティウェストＣ２０１ 大字志賀３０３７番地　ニューシティウェストＣ２０１

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ２０４号 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ２０４号

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ棟１０２号室大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ棟１０２号室

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ１０３ 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ１０３

大字志賀５１６番地　ブライトハウスウエスト１０１ 大字志賀３０３６番地　ブライトハウスウエスト１０１

大字志賀５１６番地　ブライトハウスウエスト１０２ 大字志賀３０３６番地　ブライトハウスウエスト１０２

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ２０３号 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ２０３号

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ２０３号 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ２０３号

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ１０１ 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ１０１

大字志賀５１６番地　ブライトハウスウエスト２０１ 大字志賀３０３６番地　ブライトハウスウエスト２０１

大字志賀５１６番地　ブライトハウスウエスト２０１ 大字志賀３０３６番地　ブライトハウスウエスト２０１

大字志賀５１６番地　ブライトハウスウエスト２０２号室 大字志賀３０３６番地　ブライトハウスウエスト２０２号室

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ　２０２号 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ　２０２号

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ　２０２号 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ　２０２号

大字志賀５１６番地　ブライトハウスウエスト２０２ 大字志賀３０３６番地　ブライトハウスウエスト２０２

大字志賀５１６番地　ニューシティウエストＣ１０４号室 大字志賀３０３７番地　ニューシティウエストＣ１０４号室

大字志賀５１７番地２ 大字志賀３０４２番地

大字志賀５１７番地２ 大字志賀３０４２番地

大字志賀５１７番地２　レフィナード１０２号 大字志賀３０４４番地　レフィナード１０２号

大字志賀５１７番地２　レフィナード１０２号 大字志賀３０４４番地　レフィナード１０２号

大字志賀５１７番地２　ダイヤヒルズＡ１０２号室 大字志賀３０３８番地　ダイヤヒルズＡ１０２号室

大字志賀５１７番地２　ダイヤヒルズＡ１０２号室 大字志賀３０３８番地　ダイヤヒルズＡ１０２号室

大字志賀５１７番地２　ダイヤヒルズＡ２０１ 大字志賀３０３８番地　ダイヤヒルズＡ２０１

大字志賀５１７番地２　ダイヤヒルズＡ２０２ 大字志賀３０３８番地　ダイヤヒルズＡ２０２

大字志賀５１７番地２　ダイヤヒルズＡ２０２ 大字志賀３０３８番地　ダイヤヒルズＡ２０２



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字志賀５１７番地２　レフィナード２０１ 大字志賀３０４４番地　レフィナード２０１

大字志賀５１７番地２　レフィナード２０１ 大字志賀３０４４番地　レフィナード２０１

大字志賀５１７番地２　レフィナード２０１ 大字志賀３０４４番地　レフィナード２０１

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２３番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２３番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２４番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２４番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２４番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２６番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２６番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２５番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２５番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２５番地

大字志賀５１７番地４ 大字志賀３０２５番地

大字志賀５１７番地５ 大字志賀３０３０番地

大字志賀５１７番地５ 大字志賀３０３０番地

大字志賀５１７番地６ 大字志賀３０４１番地

大字志賀５１７番地６ 大字志賀３０４１番地

大字志賀５１７番地６ 大字志賀３０４１番地

大字志賀５１７番地６　ダイヤヒルズＢ１０３ 大字志賀３０４９番地　ダイヤヒルズＢ１０３

大字志賀５１７番地６　ダイヤヒルズＢ２０１ 大字志賀３０４９番地　ダイヤヒルズＢ２０１

大字志賀５１７番地６　ダイヤヒルズＢ１０２ 大字志賀３０４９番地　ダイヤヒルズＢ１０２

大字志賀５１７番地６　ダイヤヒルズＢ－２０２ 大字志賀３０４９番地　ダイヤヒルズＢ－２０２

大字志賀５１７番地６　ダイヤヒルズＢ－２０２ 大字志賀３０４９番地　ダイヤヒルズＢ－２０２

大字志賀５１７番地６　ダイヤヒルズＢ１０１ 大字志賀３０４９番地　ダイヤヒルズＢ１０１

大字志賀５１７番地６　ダイヤヒルズＢ棟１０２号 大字志賀３０４９番地　ダイヤヒルズＢ棟１０２号

大字志賀５１７番地８ 大字志賀３０３９番地

大字志賀５１７番地８ 大字志賀３０３９番地

大字志賀５１７番地８ 大字志賀３０３９番地

大字志賀５１７番地８ 大字志賀３０３９番地

大字志賀５１７番地９ 大字志賀３０２８番地

大字志賀５１７番地９ 大字志賀３０２８番地

大字志賀５１７番地９ 大字志賀３０２８番地

大字志賀５１７番地９ 大字志賀３０２８番地

大字志賀５１８番地１ 大字志賀３０９５番地

大字志賀５１８番地１ 大字志賀３０９５番地

大字志賀５１８番地３　ヒルズ・ソレアード２０３ 大字志賀３０５４番地　ヒルズ・ソレアード２０３

大字志賀５１８番地３　ヒルズ・ソレアード２０３ 大字志賀３０５４番地　ヒルズ・ソレアード２０３

大字志賀５１８番地３　ヒルズ・ソレアード２０３ 大字志賀３０５４番地　ヒルズ・ソレアード２０３

大字志賀５１８番地３　ヒルズ・ソレアード２０３ 大字志賀３０５４番地　ヒルズ・ソレアード２０３

大字志賀５１８番地３　ヒルズ・ソレアード１０３ 大字志賀３０５４番地　ヒルズ・ソレアード１０３

大字志賀５１８番地３　ヒルズ・ソレアード１０３ 大字志賀３０５４番地　ヒルズ・ソレアード１０３

大字志賀５１８番地３　ヒルズ・ソレアード１０１ 大字志賀３０５４番地　ヒルズ・ソレアード１０１

大字志賀５１８番地５ 大字志賀３０３１番地

大字志賀５１８番地５ 大字志賀３０３１番地

大字志賀５１８番地５ 大字志賀３０５１番地

大字志賀５１８番地５ 大字志賀３０５１番地

大字志賀５１８番地６　テランヴェール２０２ 大字志賀３０４３番地　テランヴェール２０２

大字志賀５１８番地６　テランヴェール２０２ 大字志賀３０４３番地　テランヴェール２０２

大字志賀５１８番地６　テランヴェール１０２ 大字志賀３０４３番地　テランヴェール１０２



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字志賀５１８番地６　テランヴェール１０２ 大字志賀３０４３番地　テランヴェール１０２

大字志賀５１８番地６　テランヴェール１０２ 大字志賀３０４３番地　テランヴェール１０２

大字志賀５１８番地６　テランヴェール１０２ 大字志賀３０４３番地　テランヴェール１０２

大字志賀５１８番地６　テランヴェール１０１ 大字志賀３０４３番地　テランヴェール１０１

大字志賀５１８番地９ 大字志賀３０７３番地

大字志賀５１８番地９ 大字志賀３０７３番地

大字志賀５１８番地１１ 大字志賀３０７８番地

大字志賀５１８番地１１ 大字志賀３０７８番地

大字志賀５１８番地１１ 大字志賀３０７８番地

大字志賀５１８番地１１ 大字志賀３０８１番地

大字志賀５１８番地１１ 大字志賀３０８１番地

大字志賀５１８番地１２ 大字志賀３０６４番地

大字志賀５１８番地１２ 大字志賀３０６４番地

大字志賀５１８番地１２ 大字志賀３０６７番地

大字志賀５１８番地１２ 大字志賀３０６７番地

大字志賀５１８番地１２ 大字志賀３０６７番地

大字志賀５１８番地１２ 大字志賀３０６７番地

大字志賀５１８番地１２ 大字志賀３０５７番地

大字志賀５１８番地２１ 大字志賀３０５８番地

大字志賀５１８番地２１ 大字志賀３０５３番地

大字志賀５１８番地２１ 大字志賀３０５３番地

大字志賀５１８番地２１ 大字志賀３０５３番地

大字志賀５１８番地２１ 大字志賀３０５３番地

大字志賀５１８番地２１ 大字志賀３０５８番地

大字志賀５１８番地２１ 大字志賀３０５８番地

大字志賀５１８番地２８ 大字志賀３０７６番地

大字志賀５１８番地２８ 大字志賀３０７６番地

大字志賀５１８番地２８ 大字志賀３０７６番地

大字志賀５１８番地２８ 大字志賀３０７６番地

大字志賀５１８番地３３ 大字志賀３０８５番地

大字志賀５１８番地３３ 大字志賀３０８５番地

大字志賀５１８番地３３ 大字志賀３０８５番地

大字志賀５１８番地３３ 大字志賀３０８５番地

大字志賀５１８番地３４ 大字志賀３０８０番地

大字志賀５１８番地３４ 大字志賀３０８０番地

大字志賀５１８番地３４ 大字志賀３０８０番地

大字志賀５１８番地３４ 大字志賀３０８０番地

大字志賀５１８番地３５ 大字志賀３０７９番地

大字志賀５１８番地３５ 大字志賀３０７９番地

大字志賀５１８番地３６ 大字志賀３０８３番地

大字志賀５１８番地３６ 大字志賀３０８３番地

大字志賀５１８番地３６ 大字志賀３０８３番地

大字志賀５１８番地３６ 大字志賀３０８３番地

大字志賀５１８番地３６ 大字志賀３０８３番地

大字志賀５１８番地３７ 大字志賀３０８４番地

大字志賀５１８番地３７ 大字志賀３０８４番地

大字志賀５１８番地３７ 大字志賀３０８４番地

大字志賀５１８番地３７ 大字志賀３０８４番地

大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ１０３ 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ１０３

大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ１０４ 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ１０４
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大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ２０４号 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ２０４号

大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ２０２ 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ２０２

大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ１０２ 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ１０２

大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ２０１ 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ２０１

大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ２０１ 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ２０１

大字志賀５１８番地３９　シン・マローネ１０１ 大字志賀３０５０番地　シン・マローネ１０１

大字志賀５１８番地４０ 大字志賀３０９４番地

大字志賀５１８番地４０ 大字志賀３０９４番地

大字志賀５１８番地４１ 大字志賀３０９３番地

大字志賀５１８番地４１ 大字志賀３０９３番地

大字志賀５１８番地４１ 大字志賀３０９３番地

大字志賀５１８番地４１ 大字志賀３０９３番地

大字志賀５１８番地４１ 大字志賀３０９０番地

大字志賀５１８番地４１ 大字志賀３０９０番地

大字志賀５１８番地４１ 大字志賀３０９０番地

大字志賀５１８番地４３ 大字志賀３０９１番地

大字志賀５１８番地４３ 大字志賀３０９１番地

大字志賀５１８番地４３ 大字志賀３０９１番地

大字志賀５１８番地４３ 大字志賀３０９１番地

大字志賀５１８番地４６ 大字志賀３０５６番地

大字志賀５１８番地４６ 大字志賀３０５６番地

大字志賀５１８番地４７ 大字志賀３０９２番地

大字志賀５１８番地４７ 大字志賀３０９２番地

大字志賀５１９番地１ 大字志賀３０９６番地

大字志賀５１９番地１ 大字志賀３０９６番地

大字志賀５１９番地１ 大字志賀３０２９番地

大字志賀５１９番地１ 大字志賀３０２９番地

大字志賀５１９番地３ 大字志賀３０９９番地

大字志賀５１９番地５ 大字志賀３１０２番地

大字志賀５１９番地５ 大字志賀３１０２番地

大字志賀５１９番地７ 大字志賀３０９７番地

大字志賀５１９番地７ 大字志賀３０９７番地

大字志賀５１９番地８ 大字志賀３１００番地

大字志賀５１９番地８ 大字志賀３１００番地

大字志賀５１９番地８ 大字志賀３１００番地

大字志賀５１９番地８ 大字志賀３１０１番地

大字志賀５１９番地８ 大字志賀３１０１番地

大字志賀５１９番地８ 大字志賀３１０１番地

大字志賀５１９番地８ 大字志賀３１０１番地

大字志賀５２０番地１ 大字志賀３１０６番地

大字志賀５２０番地１ 大字志賀３１０６番地

大字志賀５２０番地１ 大字志賀３１０６番地

大字志賀５２０番地２ 大字志賀３１３９番地

大字志賀５２０番地２ 大字志賀３１３９番地

大字志賀５２０番地２ 大字志賀３１３９番地

大字志賀５２０番地２ 大字志賀３１３９番地

大字志賀５２１番地２ 大字志賀３１５３番地

大字志賀５２１番地２ 大字志賀３１５３番地

大字志賀５２１番地２ 大字志賀３１５３番地

大字志賀５２１番地２ 大字志賀３１５３番地
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大字志賀５２１番地２ 大字志賀３１５３番地

大字志賀５２１番地３ 大字志賀３１５４番地

大字志賀５２１番地３ 大字志賀３１５４番地

大字志賀５２１番地３ 大字志賀３１５４番地

大字志賀５２１番地３ 大字志賀３１５４番地

大字志賀５２２番地２ 大字志賀３１１１番地

大字志賀５２２番地２ 大字志賀３１１１番地

大字志賀５２２番地３ 大字志賀３１０７番地

大字志賀５２２番地３ 大字志賀３１０７番地

大字志賀５２２番地６ 大字志賀３１３６番地

大字志賀５２２番地６ 大字志賀３１３６番地

大字志賀５２２番地６ 大字志賀３１３６番地

大字志賀５２２番地６ 大字志賀３１３６番地

大字志賀５２２番地７ 大字志賀３１０８番地

大字志賀５２２番地７ 大字志賀３１０８番地

大字志賀５２２番地７ 大字志賀３１０８番地

大字志賀５２２番地９ 大字志賀３１０９番地

大字志賀５２２番地９ 大字志賀３１０９番地

大字志賀５２２番地９ 大字志賀３１０９番地

大字志賀５２２番地９ 大字志賀３１０９番地

大字志賀５２２番地９ 大字志賀３１０９番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１４３番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１４３番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１４３番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１４３番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１１５番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１１５番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１１５番地

大字志賀５２２番地１０ 大字志賀３１１５番地

大字志賀５２２番地１１ 大字志賀３１４２番地

大字志賀５２２番地１１ 大字志賀３１４２番地

大字志賀５２２番地１１ 大字志賀３１４２番地

大字志賀５２２番地１１ 大字志賀３１４２番地

大字志賀５２２番地１１ 大字志賀３１４２番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１４９番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１４９番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１３５番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１３５番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１３５番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１３５番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１３５番地

大字志賀５２２番地１３ 大字志賀３１３５番地

大字志賀５２２番地１６ 大字志賀３１３８番地

大字志賀５２２番地１６ 大字志賀３１３８番地

大字志賀５２２番地１７ 大字志賀３１５６番地

大字志賀５２２番地１７ 大字志賀３１５６番地

大字志賀５２２番地１８ 大字志賀３１４０番地

大字志賀５２２番地１８ 大字志賀３１４０番地

大字志賀５２２番地１８ 大字志賀３１４０番地

大字志賀５２２番地１８ 大字志賀３１４０番地
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大字志賀５２２番地１９ 大字志賀３１４１番地

大字志賀５２２番地１９ 大字志賀３１４１番地

大字志賀５２２番地２０ 大字志賀３１３７番地

大字志賀５２２番地２０ 大字志賀３１３７番地

大字志賀５２２番地２０ 大字志賀３１３７番地

大字志賀５２２番地２０ 大字志賀３１３７番地

大字志賀５２３番地１ 大字志賀３１１６番地

大字志賀５２３番地１ 大字志賀３１１６番地

大字志賀５２３番地１ 大字志賀３１１６番地

大字志賀５２３番地１ 大字志賀３１１６番地

大字志賀５２３番地４ 大字志賀３１１７番地

大字志賀５２３番地４ 大字志賀３１１７番地

大字志賀５２３番地４ 大字志賀３１１７番地

大字志賀５２３番地４ 大字志賀３１１７番地

大字志賀５２４番地１ 大字志賀３１１８番地

大字志賀５２４番地１ 大字志賀３１１８番地

大字志賀５２４番地１ 大字志賀３１１８番地

大字志賀５２４番地３ 大字志賀３１２３番地

大字志賀５２４番地３ 大字志賀３１２３番地

大字志賀５２４番地３ 大字志賀３１２３番地

大字志賀５２４番地３ 大字志賀３１２３番地

大字志賀５２４番地４ 大字志賀３１２０番地

大字志賀５２４番地４ 大字志賀３１２０番地

大字志賀５２４番地４ 大字志賀３１２０番地

大字志賀５２４番地４ 大字志賀３１２０番地

大字志賀５２４番地４ 大字志賀３１２０番地

大字志賀５２４番地５ 大字志賀３１１９番地

大字志賀５２４番地５ 大字志賀３１１９番地

大字志賀５２４番地６ 大字志賀３１２２番地

大字志賀５２４番地６ 大字志賀３１２２番地

大字志賀５２４番地６ 大字志賀３１２２番地

大字志賀５２４番地６ 大字志賀３１２２番地

大字志賀５２４番地７ 大字志賀３１２１番地

大字志賀５２４番地７ 大字志賀３１２１番地

大字志賀５２４番地７ 大字志賀３１２１番地

大字志賀５２４番地７ 大字志賀３１２１番地

大字志賀５２５番地４ 大字志賀３１２５番地

大字志賀５２５番地４ 大字志賀３１２５番地

大字志賀５２５番地４ 大字志賀３１２６番地

大字志賀５２５番地４ 大字志賀３１２６番地

大字志賀５２５番地４ 大字志賀３１２６番地

大字志賀５２５番地５ 大字志賀３１２８番地

大字志賀５２５番地５ 大字志賀３１２８番地

大字志賀５２５番地５ 大字志賀３１２８番地

大字志賀５２５番地５ 大字志賀３１２８番地

大字志賀５２５番地６ 大字志賀３１２４番地

大字志賀５２５番地６ 大字志賀３１２４番地

大字志賀５２５番地６ 大字志賀３１２４番地

大字志賀５２５番地７ 大字志賀３１２７番地

大字志賀５２５番地７ 大字志賀３１２７番地
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大字志賀５２５番地７ 大字志賀３１２７番地

大字志賀５２５番地７ 大字志賀３１２７番地

大字志賀５２５番地７ 大字志賀３１２７番地

大字志賀５２６番地４ 大字志賀３１４４番地

大字志賀５２６番地４ 大字志賀３１４４番地

大字志賀５２６番地４ 大字志賀３１４４番地

大字志賀５２６番地４ 大字志賀３１４７番地

大字志賀５２６番地４ 大字志賀３１４７番地

大字志賀５２６番地５ 大字志賀３１４８番地

大字志賀５２６番地５ 大字志賀３１４８番地

大字志賀５２６番地５ 大字志賀３１４８番地

大字志賀５２６番地５ 大字志賀３１４８番地

大字志賀５２６番地１２ 大字志賀３１５７番地

大字志賀５２６番地１２ 大字志賀３１５７番地

大字志賀５２６番地１２ 大字志賀３１５７番地

大字志賀５２６番地１２ 大字志賀３１５７番地

大字志賀５２６番地１２ 大字志賀３１５７番地

大字志賀５２６番地１３ 大字志賀３１５０番地

大字志賀５２６番地１３ 大字志賀３１５０番地

大字志賀５２６番地１３ 大字志賀３１５０番地

大字志賀５２６番地１３ 大字志賀３１５０番地

大字志賀５２６番地１５ 大字志賀３１５８番地

大字志賀５２６番地１５ 大字志賀３１５８番地

大字志賀５２６番地１５ 大字志賀３１５８番地

大字志賀５２６番地１５ 大字志賀３１５８番地

大字志賀５２６番地１７ 大字志賀３１２９番地

大字志賀５２６番地１７ 大字志賀３１２９番地

大字志賀５２６番地１７ 大字志賀３１２９番地

大字志賀５２６番地３４ 大字志賀３１４６番地

大字志賀５２６番地３４ 大字志賀３１４６番地

大字志賀５２６番地３４ 大字志賀３１４６番地

大字志賀５２６番地３４ 大字志賀３１４６番地

大字志賀５２６番地６１ 大字志賀３１３１番地

大字志賀５２６番地６１ 大字志賀３１３１番地

大字平澤６７番地 大字平澤２６０７番地

大字平澤６７番地 大字平澤２６０７番地

大字平澤６７番地 大字平澤２６０７番地

大字平澤６７番地 大字平澤２６０７番地

大字平澤６７番地 大字平澤２６０７番地

大字平澤６９番地１ 大字平澤２４０２番地

大字平澤６９番地１ 大字平澤２４０２番地

大字平澤６９番地１ 大字平澤２４０２番地

大字平澤７７番地１ 大字平澤２３９６番地

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ１０１ 大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ１０１

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ１０１ 大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ１０１

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ２０５ 大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ２０５

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ２０４号室大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ２０４号室

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ１０２ 大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ１０２

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ１０７号室大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ１０７号室

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ２０８ 大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ２０８
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大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ１０３号 大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ１０３号

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ１０４号室大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ１０４号室

大字平澤７７番地１　レオネクストエンメイバシ２０３ 大字平澤２３９５番地　レオネクストエンメイバシ２０３

大字平澤８１番地 大字平澤２３１９番地

大字平澤８１番地１ 大字平澤２３１９番地

大字平澤８１番地１ 大字平澤２３１９番地

大字平澤８１番地１ 大字平澤２３８７番地

大字平澤８１番地１ 大字平澤２３８７番地

大字平澤８１番地１ 大字平澤２３８７番地

大字平澤８１番地１ 大字平澤２３８７番地

大字平澤９０番地 大字平澤２３５８番地

大字平澤９０番地 大字平澤２３５８番地

大字平澤９０番地 大字平澤２３５８番地

大字平澤９０番地 大字平澤２３５８番地

大字平澤９２番地３ 大字平澤２３７６番地

大字平澤９２番地３ 大字平澤２３７６番地

大字平澤９２番地３ 大字平澤２３７６番地

大字平澤９２番地７ 大字平澤２３６６番地

大字平澤９２番地７ 大字平澤２３６６番地

大字平澤９２番地１０ 大字平澤２３９１番地

大字平澤９２番地１０ 大字平澤２３９１番地

大字平澤９２番地１０ 大字平澤２３９１番地

大字平澤９２番地１１ 大字平澤２３８３番地

大字平澤９２番地１１ 大字平澤２３８３番地

大字平澤９２番地１５ 大字平澤２３７９番地

大字平澤９２番地１５ 大字平澤２３７９番地

大字平澤９２番地１６ 大字平澤２３６４番地

大字平澤９２番地１６ 大字平澤２３６４番地

大字平澤９２番地１６ 大字平澤２３６４番地

大字平澤９４番地１ 大字平澤２３８５番地

大字平澤９４番地１ 大字平澤２３８５番地

大字平澤９４番地４ 大字平澤２３８６番地

大字平澤９４番地４ 大字平澤２３８６番地

大字平澤９６番地１　アクアルーチェ２０３ 大字平澤２３８０番地　アクアルーチェ２０３

大字平澤９６番地１　アクアルーチェ１０２ 大字平澤２３８０番地　アクアルーチェ１０２

大字平澤９６番地１　アクア・ルーチェ２０２ 大字平澤２３８０番地　アクア・ルーチェ２０２

大字平澤９６番地１　アクアルーチェ１０３ 大字平澤２３８０番地　アクアルーチェ１０３

大字平澤９６番地１　アクアルーチェ１０１号室 大字平澤２３８０番地　アクアルーチェ１０１号室

大字平澤９６番地２　レオネクストヒラサワ１０５ 大字平澤２４０９番地　レオネクストヒラサワ１０５

大字平澤９６番地２　ＬＮヒラサワ１０３号 大字平澤２４０９番地　ＬＮヒラサワ１０３号

大字平澤９６番地２　レオネクストヒラサワ２０３号室 大字平澤２４０９番地　レオネクストヒラサワ２０３号室

大字平澤９６番地２　レオネクストヒラサワ２０１号室 大字平澤２４０９番地　レオネクストヒラサワ２０１号室

大字平澤９６番地２　レオネクストヒラサワ１０４ 大字平澤２４０９番地　レオネクストヒラサワ１０４

大字平澤９６番地５　アクアグレイス１０２号室 大字平澤２３８４番地　アクアグレイス１０２号室

大字平澤９８番地１ 大字平澤２３２３番地

大字平澤９８番地１ 大字平澤２３２３番地

大字平澤９８番地１ 大字平澤２３２３番地

大字平澤９８番地２ 大字平澤２３２２番地

大字平澤９８番地２ 大字平澤２３２２番地

大字平澤９８番地２ 大字平澤２３２２番地
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大字平澤９８番地２ 大字平澤２３２２番地

大字平澤９９番地１ 大字平澤２１９６番地

大字平澤９９番地１ 大字平澤２１９６番地

大字平澤９９番地１ 大字平澤２１９６番地

大字平澤９９番地１ 大字平澤２１９６番地

大字平澤９９番地１ 大字平澤２１９６番地

大字平澤９９番地６ 大字平澤２２８６番地

大字平澤９９番地６ 大字平澤２２８６番地

大字平澤９９番地６ 大字平澤２２８６番地

大字平澤９９番地６ 大字平澤２２８６番地

大字平澤９９番地７ 大字平澤２２８３番地

大字平澤１０４番地２ 大字平澤２３７３番地

大字平澤１０４番地２ 大字平澤２３７３番地

大字平澤１０４番地２ 大字平澤２３７３番地

大字平澤１０４番地２ 大字平澤２３７３番地

大字平澤１０５番地４ 大字平澤２３７１番地

大字平澤１０５番地４ 大字平澤２３７１番地

大字平澤１０５番地４ 大字平澤２３７１番地

大字平澤１０５番地４ 大字平澤２３７１番地

大字平澤１０６番地５ 大字平澤２３２７番地

大字平澤１０６番地５ 大字平澤２３２７番地

大字平澤１０６番地７ 大字平澤２３３１番地

大字平澤１０６番地７ 大字平澤２３３１番地

大字平澤１０６番地７ 大字平澤２３３１番地

大字平澤１０６番地１１ 大字平澤２３２６番地

大字平澤１０６番地１１ 大字平澤２３２６番地

大字平澤１０７番地 大字平澤２３３３番地

大字平澤１０７番地 大字平澤２３３３番地

大字平澤１０８番地１ 大字平澤２２６８番地

大字平澤１０８番地１ 大字平澤２２６８番地

大字平澤１０８番地１ 大字平澤２２６８番地

大字平澤１０８番地１ 大字平澤２２６８番地

大字平澤１０８番地５ 大字平澤２２６２番地

大字平澤１０８番地５ 大字平澤２２６２番地

大字平澤１０９番地１ 大字平澤２３４６番地

大字平澤１０９番地１ 大字平澤２３４６番地

大字平澤１０９番地４ 大字平澤２２５３番地

大字平澤１０９番地４ 大字平澤２２５３番地

大字平澤１０９番地４ 大字平澤２２５３番地

大字平澤１０９番地４ 大字平澤２２５３番地

大字平澤１０９番地４ 大字平澤２２５３番地

大字平澤１０９番地９ 大字平澤２３４５番地

大字平澤１０９番地９ 大字平澤２３４５番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５１番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５１番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５１番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５１番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３８番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３８番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３８番地
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大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３８番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５０番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３４８番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３４８番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３４８番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５０番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５０番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５０番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５０番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３６番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３６番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３６番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３６番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３４９番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３４９番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３４９番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３４９番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３９番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３９番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３３９番地

大字平澤１１０番地３ 大字平澤２３５０番地

大字平澤１１０番地９ 大字平澤２３４７番地

大字平澤１１０番地９ 大字平澤２３４７番地

大字平澤１１０番地９ 大字平澤２３４７番地

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３０２ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３０２

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３０２ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３０２

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０７ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０７

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０７ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０７

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３１０号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３１０号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３１０号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３１０号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３１０号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３１０号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山２０６号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山２０６号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山２０４ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山２０４

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山２０４ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山２０４

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３０４ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３０４

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３０４ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３０４

大字平澤１１７番地５ 大字平澤２２３６番地

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０３ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０３

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０３ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０３

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０３ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０３

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０３ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０３

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０２ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０２

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０２ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０２

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０２ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０２

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山２０５ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山２０５

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山２０５ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山２０５

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山２０５ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山２０５

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３０６ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３０６

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３０６ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３０６

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ嵐山３０６ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ嵐山３０６
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大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２１１ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２１１

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０４ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０４

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０５ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０５

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０５ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０５

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０５ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０５

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２１０ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２１０

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０５ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０５

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０９ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０９

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２１０ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２１０

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２１０ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２１０

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２１０ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２１０

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０９ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０９

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３１１ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３１１

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０９ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０９

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０４ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０４

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０４ 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０４

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０３号室 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０３号室

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０３号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０３号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０３号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０３号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ１０３号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ１０３号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０１号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０１号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ２０１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ２０１号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０１号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０１号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０１号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０５号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０５号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０５号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０５号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０５号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０５号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０９号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０９号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０９号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０９号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３０９号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３０９号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３１１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３１１号

大字平澤１１７番地５　鈴幸ハイツ３１１号 大字平澤２２３６番地　鈴幸ハイツ３１１号

大字平澤１１８番地７ 大字平澤２２３４番地

大字平澤１１８番地７ 大字平澤２２３４番地

大字平澤１１８番地８ 大字平澤２２３５番地

大字平澤１１８番地８ 大字平澤２２３５番地

大字平澤１１８番地９ 大字平澤２２３９番地

大字平澤１１８番地９ 大字平澤２２３９番地

大字平澤１１８番地１１ 大字平澤２２４９番地

大字平澤１１８番地１１ 大字平澤２２４９番地

大字平澤１１８番地１３ 大字平澤２２４２番地

大字平澤１１８番地１３ 大字平澤２２４２番地

大字平澤１１８番地１４ 大字平澤２２４１番地

大字平澤１１８番地１４ 大字平澤２２４１番地

大字平澤１１８番地１７ 大字平澤２２４４番地

大字平澤１１８番地１７ 大字平澤２２４４番地

大字平澤１１９番地３ 大字平澤２２２７番地

大字平澤１１９番地３ 大字平澤２２２７番地
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大字平澤１１９番地３ 大字平澤２２２７番地

大字平澤１１９番地３ 大字平澤２２２７番地

大字平澤１１９番地５ 大字平澤２２２５番地

大字平澤１１９番地５ 大字平澤２２２５番地

大字平澤１１９番地５ 大字平澤２２２５番地

大字平澤１１９番地５ 大字平澤２２２５番地

大字平澤１１９番地５ 大字平澤２２２５番地

大字平澤１１９番地５ 大字平澤２２２５番地

大字平澤１１９番地７ 大字平澤２２２４番地

大字平澤１１９番地７ 大字平澤２２２４番地

大字平澤１１９番地７ 大字平澤２２２４番地

大字平澤１１９番地８ 大字平澤２２３３番地

大字平澤１１９番地８ 大字平澤２２３３番地

大字平澤１１９番地８ 大字平澤２２３３番地

大字平澤１１９番地１０ 大字平澤２２２８番地

大字平澤１１９番地１０ 大字平澤２２２８番地

大字平澤１２０番地３ 大字平澤２２６１番地

大字平澤１２０番地３ 大字平澤２２６１番地

大字平澤１２０番地３ 大字平澤２２６１番地

大字平澤１２０番地３ 大字平澤２２６１番地

大字平澤１２０番地３ 大字平澤２２６１番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２２０１番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２２０１番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２２０１番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９７番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９７番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９７番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９７番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９９番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９９番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９９番地

大字平澤１２１番地１ 大字平澤２１９９番地

大字平澤１２１番地２ 大字平澤２１９０番地

大字平澤１２１番地２ 大字平澤２１９０番地

大字平澤１２１番地２ 大字平澤２１９０番地

大字平澤１２１番地３ 大字平澤２２００番地

大字平澤１２１番地３ 大字平澤２２００番地

大字平澤１２１番地３ 大字平澤２２００番地

大字平澤１２１番地３ 大字平澤２２００番地

大字平澤１２１番地３ 大字平澤２２００番地

大字平澤１２１番地７ 大字平澤２２０３番地

大字平澤１２１番地７ 大字平澤２２０３番地

大字平澤１２１番地７ 大字平澤２２０３番地

大字平澤１２１番地７ 大字平澤２２０３番地

大字平澤１２１番地７ 大字平澤２２０３番地

大字平澤１２１番地７ 大字平澤２２０３番地

大字平澤１２２番地２ 大字平澤２２６６番地

大字平澤１２２番地２ 大字平澤２２６６番地

大字平澤１２２番地２ 大字平澤２２６６番地

大字平澤１２２番地２ 大字平澤２２６６番地
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大字平澤１２２番地７ 大字平澤２２７１番地

大字平澤１２２番地７ 大字平澤２２７１番地

大字平澤１２２番地７ 大字平澤２２７１番地

大字平澤１２２番地９ 大字平澤２１９５番地

大字平澤１２２番地９ 大字平澤２１９５番地

大字平澤１２２番地９ 大字平澤２１９５番地

大字平澤１２２番地１１ 大字平澤２２７５番地

大字平澤１２２番地１１ 大字平澤２２７５番地

大字平澤１２２番地１１ 大字平澤２２７５番地

大字平澤１２２番地１１ 大字平澤２２７５番地

大字平澤１２２番地１４ 大字平澤２２７４番地

大字平澤１２２番地１４ 大字平澤２２７４番地

大字平澤１２３番地１ 大字平澤２１８８番地

大字平澤１２３番地１ 大字平澤２１８８番地

大字平澤１２３番地１ 大字平澤２１８８番地

大字平澤１２３番地１ 大字平澤２１８８番地

大字平澤１２３番地２ 大字平澤２１９１番地

大字平澤１２３番地２ 大字平澤２１９１番地

大字平澤１２３番地２ 大字平澤２１９１番地

大字平澤１２３番地２ 大字平澤２１９１番地

大字平澤１２３番地２ 大字平澤２１９１番地

大字平澤１２３番地５　ヒルサイドガーデンＢ１０１ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＢ１０１

大字平澤１２３番地５　ヒルサイドガーデンＢ　２０１ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＢ　２０１

大字平澤１２３番地５　ヒルサイドガーデンＢ２０２ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＢ２０２

大字平澤１２３番地５　ヒルサイドガーデンＢ２０３ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＢ２０３

大字平澤１２３番地５　ヒルサイドガーデンＢ１０３号室 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＢ１０３号室

大字平澤１２４番地１ 大字平澤２２０５番地

大字平澤１２４番地１ 大字平澤２２０５番地

大字平澤１２４番地１ 大字平澤２２０５番地

大字平澤１２４番地１ 大字平澤２２０５番地

大字平澤１２４番地１ 大字平澤２２０５番地

大字平澤１２４番地４ 大字平澤２１７４番地

大字平澤１２４番地５ 大字平澤２１８３番地

大字平澤１２４番地１０ 大字平澤２１８１番地

大字平澤１２４番地１０ 大字平澤２１８１番地

大字平澤１２４番地１０ 大字平澤２１８１番地

大字平澤１２４番地１４ 大字平澤２１８２番地

大字平澤１２４番地１４ 大字平澤２１８２番地

大字平澤１２４番地１４ 大字平澤２１８２番地

大字平澤１２４番地１６ 大字平澤２１７９番地

大字平澤１２４番地１６ 大字平澤２１７９番地

大字平澤１２４番地１６ 大字平澤２１７９番地

大字平澤１２４番地１６ 大字平澤２１７９番地

大字平澤１２４番地１７ 大字平澤２１７７番地

大字平澤１２４番地１７ 大字平澤２１７７番地

大字平澤１２４番地１７ 大字平澤２１７８番地

大字平澤１２５番地１　ヒルサイドガーデンＡ２０２ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＡ２０２

大字平澤１２５番地１　ヒルサイドガーデンＡ２０４ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＡ２０４

大字平澤１２５番地１　ヒルサイドガーデンＡ２０４ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＡ２０４

大字平澤１２５番地１　ヒルサイドガーデンＡ１０４号室 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＡ１０４号室
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大字平澤１２５番地１　ヒルサイドガーデンＡ２０１ 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＡ２０１

大字平澤１２５番地１　ヒルサイドガーデンＡ棟１０１号室大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＡ棟１０１号室

大字平澤１２５番地１　ヒルサイドガーデンＡ２０３号室 大字平澤２１８５番地　ヒルサイドガーデンＡ２０３号室

大字平澤１２７番地１ 大字平澤２１１６番地

大字平澤１２７番地１ 大字平澤２１１６番地

大字平澤１２７番地４ 大字平澤２１０５番地

大字平澤１２７番地６ 大字平澤２１１０番地

大字平澤１２７番地６ 大字平澤２１１０番地

大字平澤１２７番地６ 大字平澤２１１０番地

大字平澤１２７番地６ 大字平澤２１１０番地

大字平澤１２７番地６ 大字平澤２１１０番地

大字平澤１２７番地７ 大字平澤２１１３番地

大字平澤１２７番地７ 大字平澤２１１３番地

大字平澤１２７番地９ 大字平澤２１０６番地

大字平澤１２７番地９ 大字平澤２１０６番地

大字平澤１２７番地１０ 大字平澤２１０７番地

大字平澤１２７番地１０ 大字平澤２１０７番地

大字平澤１２７番地１０ 大字平澤２１０７番地

大字平澤１２７番地１０ 大字平澤２１０７番地

大字平澤１２７番地１１ 大字平澤２１１４番地

大字平澤１２７番地１１ 大字平澤２１１４番地

大字平澤１２７番地１１ 大字平澤２１１４番地

大字平澤１２８番地１ 大字平澤２１７１番地

大字平澤１２８番地１ 大字平澤２１７１番地

大字平澤１２８番地１ 大字平澤２１７１番地

大字平澤１２９番地２　レオパレスナカヤツ１０４号 大字平澤２１６０番地　レオパレスナカヤツ１０４号

大字平澤１２９番地２　レオパレスナカヤツ２０７号室 大字平澤２１６０番地　レオパレスナカヤツ２０７号室

大字平澤１２９番地２　レオパレスナカヤツ２０４号室 大字平澤２１６０番地　レオパレスナカヤツ２０４号室

大字平澤１２９番地２　レオパレスナカヤツ１０２号室 大字平澤２１６０番地　レオパレスナカヤツ１０２号室

大字平澤１２９番地２　レオパレスナカヤツ１０５ 大字平澤２１６０番地　レオパレスナカヤツ１０５

大字平澤１２９番地２　レオパレスナカヤツ１０６ 大字平澤２１６０番地　レオパレスナカヤツ１０６

大字平澤１２９番地８ 大字平澤２１６２番地

大字平澤１２９番地８ 大字平澤２１６２番地

大字平澤１２９番地８ 大字平澤２１６３番地

大字平澤１２９番地８ 大字平澤２１６３番地

大字平澤１２９番地８ 大字平澤２１６３番地

大字平澤１２９番地８ 大字平澤２１６３番地

大字平澤１２９番地１２ 大字平澤２２０９番地

大字平澤１２９番地１２ 大字平澤２２０９番地

大字平澤１２９番地１２ 大字平澤２２０９番地

大字平澤１３１番地１ 大字平澤２２０４番地

大字平澤１３１番地２ 大字平澤２２１４番地

大字平澤１３１番地２ 大字平澤２２１４番地

大字平澤１３１番地２ 大字平澤２２１４番地

大字平澤１３１番地８ 大字平澤２２１９番地

大字平澤１３１番地８ 大字平澤２２１９番地

大字平澤１３１番地８ 大字平澤２２１９番地

大字平澤１３１番地１５ 大字平澤２２１５番地

大字平澤１３１番地１５ 大字平澤２２１５番地

大字平澤１３１番地１５ 大字平澤２２１５番地



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字平澤１３１番地１５ 大字平澤２２１５番地

大字平澤１３１番地１８ 大字平澤２２１２番地

大字平澤１３１番地１８ 大字平澤２２１２番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５５番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５５番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５５番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５５番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５５番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５１番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５１番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５２番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５２番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５２番地

大字平澤１３２番地１ 大字平澤２１５２番地

大字平澤１３６番地１ 大字平澤２１４７番地

大字平澤１３６番地２ 大字平澤２１４６番地

大字平澤１３６番地２ 大字平澤２１４６番地

大字平澤１３６番地２ 大字平澤２１４６番地

大字平澤１３６番地２ 大字平澤２１４５番地

大字平澤１３６番地２ 大字平澤２１４５番地

大字平澤１３６番地２ 大字平澤２１４５番地

大字平澤１３７番地１　フォレントＣ 大字平澤２１４８番地　フォレントＣ

大字平澤１３７番地１　フォレントＣ 大字平澤２１４８番地　フォレントＣ

大字平澤１３７番地１　フォレントＣ 大字平澤２１４８番地　フォレントＣ

大字平澤１３７番地１　フォレントＣ 大字平澤２１４８番地　フォレントＣ

大字平澤１３７番地１　フォレントＣ 大字平澤２１４８番地　フォレントＣ

大字平澤１３７番地１　フォレントＣ 大字平澤２１４８番地　フォレントＣ

大字平澤１３７番地３ 大字平澤２１４８番地

大字平澤１３８番地３ 大字平澤２１４２番地

大字平澤１３８番地３ 大字平澤２１４２番地

大字平澤１３８番地３ 大字平澤２１４２番地

大字平澤１３８番地３ 大字平澤２１４２番地

大字平澤１３８番地３ 大字平澤２１４２番地

大字平澤１３９番地２ 大字平澤２１２６番地

大字平澤１３９番地４ 大字平澤２１３１番地

大字平澤１３９番地４ 大字平澤２１３１番地

大字平澤１３９番地４ 大字平澤２１３１番地

大字平澤１３９番地４ 大字平澤２１３１番地

大字平澤１３９番地５ 大字平澤２１３７番地

大字平澤１３９番地５ 大字平澤２１３７番地

大字平澤１３９番地５ 大字平澤２１３７番地

大字平澤１３９番地５ 大字平澤２１３７番地

大字平澤１３９番地６ 大字平澤２１２８番地

大字平澤１３９番地６ 大字平澤２１２８番地

大字平澤１３９番地６ 大字平澤２１２８番地

大字平澤１３９番地６ 大字平澤２１２８番地

大字平澤１４０番地 大字平澤２１５３番地

大字平澤１４０番地２ 大字平澤２１２０番地

大字平澤１４０番地２ 大字平澤２１２０番地

大字平澤１４０番地５ 大字平澤２１５７番地



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字平澤１４０番地５ 大字平澤２１５７番地

大字平澤１４０番地５ 大字平澤２１２５番地

大字平澤１４０番地５ 大字平澤２１２５番地

大字平澤１４０番地５ 大字平澤２１２５番地

大字平澤１４０番地５ 大字平澤２１２５番地

大字平澤１４１番地１ 大字平澤２１２２番地

大字平澤１４１番地１ 大字平澤２１２２番地

大字平澤１４１番地１ 大字平澤２１２２番地

大字平澤１４１番地８ 大字平澤２１４０番地

大字平澤１４１番地８ 大字平澤２１４０番地

大字平澤１４１番地８ 大字平澤２１４０番地

大字平澤１４１番地９ 大字平澤２１２１番地

大字平澤１４１番地９ 大字平澤２１２１番地

大字平澤１４１番地９ 大字平澤２１２１番地

大字平澤１４１番地９ 大字平澤２１２１番地

大字平澤１４２番地８ 大字平澤２１０４番地

大字平澤１４２番地８ 大字平澤２１０４番地

大字平澤１４２番地９ 大字平澤２１０８番地

大字平澤１４２番地９ 大字平澤２１０８番地

大字平澤１４２番地９　延山様方 大字平澤２１０８番地　延山様方

大字平澤１４２番地１０　エンゼル１０２号 大字平澤２１０９番地　エンゼル１０２号

大字平澤１４２番地１０　エンゼル１０２号 大字平澤２１０９番地　エンゼル１０２号

大字平澤１４２番地１０　コーポエンゼル１０１ 大字平澤２１０９番地　コーポエンゼル１０１

大字平澤１４２番地１０　コーポエンゼル１０１ 大字平澤２１０９番地　コーポエンゼル１０１

大字平澤１４２番地１１ 大字平澤２１１１番地

大字平澤１４２番地１１ 大字平澤２１１１番地

大字平澤１４２番地１２　オフィーリア２０２号 大字平澤２１１２番地　オフィーリア２０２号

大字平澤１４２番地１２　オフィーリア２０３号室 大字平澤２１１２番地　オフィーリア２０３号室

大字平澤１４２番地１２　オフィーリア２０５ 大字平澤２１１２番地　オフィーリア２０５

大字平澤１４２番地１２　オフィーリア２０１ 大字平澤２１１２番地　オフィーリア２０１

大字平澤１４２番地１２　オフィーリア　１０５号室 大字平澤２１１２番地　オフィーリア　１０５号室

大字平澤１４４番地４ 大字平澤２０８１番地

大字平澤１４４番地４ 大字平澤２０８１番地

大字平澤１４４番地４ 大字平澤２０８１番地

大字平澤１４４番地５ 大字平澤２０８０番地

大字平澤１４４番地５ 大字平澤２０８０番地

大字平澤１４４番地６ 大字平澤２０７８番地

大字平澤１４４番地８ 大字平澤２０７６番地

大字平澤１４４番地８ 大字平澤２０７６番地

大字平澤１４４番地９ 大字平澤２０７９番地

大字平澤１４４番地９ 大字平澤２０７９番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０２７番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０２７番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０２７番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０２７番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１９番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１９番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１９番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１９番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１０番地



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１０番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１０番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１７番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１７番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１７番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１８番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００９番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００９番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１６番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１６番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１６番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１６番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１６番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００４番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１１番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１１番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１１番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１１番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１１番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００２番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００３番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００３番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００３番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００３番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２００５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１５番地

大字平澤１４８番地１ 大字平澤２０１７番地

大字平澤１４８番地１　叶方 大字平澤２０１５番地　叶方

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５３番地



旧住所方書 新住所方書
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大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５３番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５３番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５３番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０３３番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０３３番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０２４番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５７番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５７番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５７番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５７番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５７番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５８番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５８番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０５８番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０４２番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０６０番地

大字平澤１４８番地２ 大字平澤２０６０番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０２０番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０２０番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０２２番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０２２番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０３６番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０３６番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０３６番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０３６番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０３７番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０３７番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０２１番地

大字平澤１４８番地３ 大字平澤２０２１番地

大字平澤１４９番地１ 大字平澤２０４７番地

大字平澤１４９番地１ 大字平澤２０４７番地

大字平澤１４９番地１ 大字平澤２０４７番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４５番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０５０番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０５０番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０５０番地

大字平澤１４９番地２　３１号棟 大字平澤２０４４番地　３１号棟

大字平澤１４９番地２　３１号棟 大字平澤２０４４番地　３１号棟

大字平澤１４９番地２　３１号棟 大字平澤２０４４番地　３１号棟

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４９番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４９番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４９番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４９番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４３番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４３番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４３番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４５番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４５番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４５番地

大字平澤１４９番地２ 大字平澤２０４９番地



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３０番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３０番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３０番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３１番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３１番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３１番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３１番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３２番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３２番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０３２番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２６番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２６番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２６番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２６番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２６番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２６番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２５番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２５番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２５番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２５番地

大字平澤１５４番地１ 大字平澤２０２５番地

大字平澤１６０番地１ 大字志賀３０２０番地

大字平澤１６０番地１ 大字志賀３０２０番地

大字平澤１６０番地１ 大字志賀３０２０番地

大字平澤１６０番地３ 大字志賀３０３５番地

大字平澤１６０番地３ 大字志賀３０３５番地

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０４号 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０４号

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０４号 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０４号

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０４号 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０４号

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０１ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０１

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０１ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０１

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０１ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０１

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０１ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０１

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０１ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０１

大字平澤１６５番地　グリーンヒル１０１号室 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル１０１号室

大字平澤１６５番地　グリーンヒル１０２ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル１０２

大字平澤１６５番地　グリーンヒル１０２ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル１０２

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０３号 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０３号

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０３号 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０３号

大字平澤１６５番地　グリーンヒル１０３号 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル１０３号

大字平澤１６５番地　グリーンヒル１０３号 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル１０３号

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０２ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０２

大字平澤１６５番地　グリーンヒル２０２ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル２０２

大字平澤１６５番地　グリーンヒル１０４ 大字志賀３０１８番地　グリーンヒル１０４

大字平澤１７０番地　サンガーデン２０１ 大字平澤２６４０番地　サンガーデン２０１

大字平澤１７０番地　サンガーデン２０１ 大字平澤２６４０番地　サンガーデン２０１

大字平澤１７０番地　サンガーデン１０５ 大字平澤２６４０番地　サンガーデン１０５

大字平澤１７０番地　サンガーデン２０２号 大字平澤２６４０番地　サンガーデン２０２号

大字平澤１７０番地　サンガーデン１０６ 大字平澤２６４０番地　サンガーデン１０６

大字平澤１７０番地　サンガーデン１０１号室 大字平澤２６４０番地　サンガーデン１０１号室



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字平澤１７０番地　サンガーデン１０２ 大字平澤２６４０番地　サンガーデン１０２

大字平澤１７０番地　サンガーデン１０３ 大字平澤２６４０番地　サンガーデン１０３

大字平澤１７０番地　サンガーデン２０５号 大字平澤２６４０番地　サンガーデン２０５号

大字平澤１７０番地　サンガーデン２０６号室 大字平澤２６４０番地　サンガーデン２０６号室

大字平澤１７０番地２ 大字志賀３０３４番地

大字平澤１７０番地２ 大字志賀３０３４番地

大字平澤１７０番地２ 大字志賀３０３４番地

大字平澤１７０番地２ 大字志賀３０３４番地

大字平澤１７１番地 大字平澤２６３６番地

大字平澤１７１番地 大字平澤２６３６番地

大字平澤１７１番地 大字平澤２６３６番地

大字平澤１７１番地 大字平澤２６３６番地

大字平澤１７３番地 大字平澤２０３５番地

大字平澤１７３番地 大字平澤２０３５番地

大字平澤１７３番地 大字平澤２０３５番地

大字平澤１７３番地 大字平澤２０３５番地

大字平澤１７３番地１ 大字平澤２６３５番地

大字平澤１７３番地１ 大字平澤２６３５番地

大字平澤１７３番地１ 大字平澤２６３５番地

大字平澤１７３番地１ 大字平澤２６３５番地

大字平澤１７３番地１ 大字平澤２６３５番地

大字平澤１７３番地３ 大字平澤２６３４番地

大字平澤１７３番地３ 大字平澤２６３４番地

大字平澤１７３番地３ 大字平澤２６３４番地

大字平澤１７４番地２ 大字平澤２６１３番地

大字平澤１７４番地２ 大字平澤２６１３番地

大字平澤１７４番地２ 大字平澤２６１３番地

大字平澤１７４番地２ 大字平澤２６１３番地

大字平澤１７４番地３ 大字志賀３０６７番地

大字平澤１７４番地３ 大字志賀３０６７番地

大字平澤１７４番地３ 大字志賀３０６７番地

大字平澤１７４番地３ 大字志賀３０６７番地

大字平澤１９０番地１ 大字平澤２２７８番地

大字平澤１９０番地１ 大字平澤２２７８番地

大字平澤１９０番地１ 大字平澤２２７８番地

大字平澤１９０番地１ 大字平澤２２７８番地

大字平澤１９１番地１ 大字平澤２２８１番地

大字平澤１９２番地１ 大字平澤２２９０番地

大字平澤１９２番地２　アーブルⅡ２０５ 大字平澤２２９２番地　アーブルⅡ２０５

大字平澤１９２番地２　アーブルⅡ２０２号 大字平澤２２９２番地　アーブルⅡ２０２号

大字平澤１９２番地２　アーブル２　１０２ 大字平澤２２９２番地　アーブル２　１０２

大字平澤１９２番地２　アーブルⅡ１０３号室 大字平澤２２９２番地　アーブルⅡ１０３号室

大字平澤１９２番地２　アーブルⅡ１０１ 大字平澤２２９２番地　アーブルⅡ１０１

大字平澤１９３番地２ 大字平澤２６４５番地

大字平澤１９４番地 大字平澤２２９５番地

大字平澤１９４番地 大字平澤２２９５番地

大字平澤１９４番地 大字平澤２２９５番地

大字平澤１９４番地 大字平澤２２９４番地

大字平澤２０５番地 大字平澤２６２２番地

大字平澤２０５番地 大字平澤２６２２番地



旧住所方書 新住所方書

　嵐山町平沢土地区画整理事業地内　旧新住所対照表

大字平澤２０５番地 大字平澤２６２２番地

大字平澤２０５番地 大字平澤２６２２番地

大字平澤２０６番地 大字平澤２６０３番地

大字平澤２０６番地 大字平澤２６０３番地

大字平澤２０６番地 大字平澤２６０３番地

大字平澤２０６番地 大字平澤２６０３番地

大字平澤２０６番地 大字平澤２６０３番地

大字平澤２０７番地１　プランドールＡ２０２ 大字平澤２５９８番地　プランドールＡ２０２

大字平澤２０７番地１　プランドールＡ２０２ 大字平澤２５９８番地　プランドールＡ２０２

大字平澤２０７番地１　プランドールＡ２０３ 大字平澤２５９８番地　プランドールＡ２０３

大字平澤２０７番地１　プランドールＡ２０３ 大字平澤２５９８番地　プランドールＡ２０３

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ２０１ 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ２０１

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ２０１ 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ２０１

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ２０１ 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ２０１

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ２０２号室 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ２０２号室

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ２０２号室 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ２０２号室

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ２０３ 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ２０３

大字平澤２０７番地１　プランドールＡ１０３ 大字平澤２５９８番地　プランドールＡ１０３

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ１０３ 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ１０３

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ１０３ 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ１０３

大字平澤２０７番地１　プランドールＢ２０３ 大字平澤２５９９番地　プランドールＢ２０３

大字平澤２０７番地１　プランドールＡ　２０１号室 大字平澤２５９８番地　プランドールＡ　２０１号室

大字平澤２１０番地１ 大字平澤２２９６番地

大字平澤２１１番地１ 大字平澤２３００番地

大字平澤２１１番地１ 大字平澤２３００番地

大字平澤２１１番地１ 大字平澤２３０２番地

大字平澤２１１番地１ 大字平澤２３０２番地

大字平澤２１２番地１ 大字平澤２３０１番地

大字平澤２１５番地２ 大字平澤２２８９番地

大字平澤２１５番地２ 大字平澤２２８９番地

大字平澤２１５番地２ 大字平澤２２８９番地

大字平澤２１５番地２ 大字平澤２２８９番地

大字平澤２１５番地３ 大字平澤２２８８番地

大字平澤２１５番地３ 大字平澤２２８８番地

大字平澤２１５番地３ 大字平澤２２８８番地

大字平澤２１６番地２ 大字平澤２２８７番地

大字平澤２１６番地２ 大字平澤２２８７番地

大字平澤２１６番地２ 大字平澤２２８７番地

大字平澤２１６番地２ 大字平澤２２８７番地

大字平澤２１６番地２ 大字平澤２２８７番地

大字平澤２１７番地１　バーディ５　１０２号室 大字平澤２３１２番地　バーディ５　１０２号室

大字平澤２１７番地１　バーディ５　２０１号 大字平澤２３１２番地　バーディ５　２０１号

大字平澤２１７番地１　バーディ５　２０２ 大字平澤２３１２番地　バーディ５　２０２

大字平澤２１７番地１　バーディ５　１０１ 大字平澤２３１２番地　バーディ５　１０１

大字平澤２１７番地１　バーディ５　１０１ 大字平澤２３１２番地　バーディ５　１０１

大字平澤２１７番地１　バーディ５　２０１ 大字平澤２３１２番地　バーディ５　２０１

大字平澤２１７番地４ 大字平澤２３１３番地

大字平澤２１７番地４ 大字平澤２３１３番地

大字平澤２１８番地 大字平澤２３０６番地

大字平澤２１８番地 大字平澤２３０６番地
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大字平澤２１８番地 大字平澤２３０６番地

大字平澤２１８番地 大字平澤２３０６番地

大字平澤２１８番地 大字平澤２３０６番地

大字平澤２１９番地 大字平澤２３０７番地

大字平澤２１９番地 大字平澤２３０７番地

大字平澤２３４番地 大字平澤２５９６番地

大字平澤２３４番地 大字平澤２５９６番地

大字平澤２３４番地 大字平澤２５９６番地

大字平澤２３４番地 大字平澤２５９６番地

大字平澤２３４番地　エヴァーグリーン１０５ 大字平澤２５９７番地　エヴァーグリーン１０５

大字平澤２３４番地　エヴァーグリーン２０５号 大字平澤２５９７番地　エヴァーグリーン２０５号

大字平澤２３４番地　エヴァーグリーン１０２ 大字平澤２５９７番地　エヴァーグリーン１０２

大字平澤２３４番地　エヴァーグリーン１０３ 大字平澤２５９７番地　エヴァーグリーン１０３

大字平澤２３４番地　エヴァーグリーン２０２ 大字平澤２５９７番地　エヴァーグリーン２０２

大字平澤２３５番地 大字平澤２６０９番地

大字平澤２３５番地 大字平澤２６０９番地

大字平澤２３５番地 大字平澤２６０９番地

大字平澤２３５番地 大字平澤２６０９番地

大字平澤２３５番地 大字平澤２５９４番地

大字平澤２３５番地 大字平澤２５９４番地

大字平澤２３５番地 大字平澤２５９４番地

大字平澤２４１番地 大字平澤２３１０番地

大字平澤２４１番地 大字平澤２３１０番地

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ棟１０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ棟１０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ棟１０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ棟１０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ棟１０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ棟１０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０１号室 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０１号室

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０１号室 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０１号室

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０１号室 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０１号室

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ－２０３

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ－１０１

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ１０２号室 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ１０２号室

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０２号室 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０２号室

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０２号室 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ａ２０２号室

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０２ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０２

大字平澤２４１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０２ 大字平澤２６０１番地　パインハイツ嵐山Ｂ２０２

大字平澤２４３番地 大字平澤２３１７番地

大字平澤２４３番地 大字平澤２３１７番地

大字平澤２４４番地 大字平澤２３２０番地

大字平澤２４４番地 大字平澤２３２０番地

大字平澤２４４番地 大字平澤２３２０番地
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大字平澤２４４番地 大字平澤２３２０番地

大字平澤２４６番地 大字平澤２３１８番地

大字平澤２４６番地 大字平澤２３１８番地

大字平澤２４９番地１ 大字平澤２５８４番地

大字平澤２４９番地１ 大字平澤２５８４番地

大字平澤２４９番地１ 大字平澤２５８４番地

大字平澤２６９番地 大字平澤２５８９番地

大字平澤２６９番地 大字平澤２５８９番地

大字平澤２６９番地 大字平澤２５８９番地

大字平澤２６９番地 大字平澤２５８９番地

大字平澤３０８番地 大字平澤２５０７番地

大字平澤３０８番地 大字平澤２５０７番地

大字平澤３０８番地 大字平澤２５０７番地

大字平澤３１１番地４ 大字平澤２４９３番地

大字平澤３１２番地４ 大字平澤２４７９番地

大字平澤３１２番地４ 大字平澤２４７９番地

大字平澤３１２番地４ 大字平澤２４７９番地

大字平澤３１２番地４ 大字平澤２４７９番地

大字平澤３１２番地４ 大字平澤２４７９番地

大字平澤３１２番地４ 大字平澤２４７９番地

大字平澤３１３番地２ 大字平澤２４８０番地

大字平澤３１３番地２ 大字平澤２４８０番地

大字平澤３１３番地２ 大字平澤２４８０番地

大字平澤３３９番地３ 大字平澤２４８３番地

大字平澤３３９番地３ 大字平澤２４８３番地

大字平澤３３９番地３ 大字平澤２４８３番地

大字平澤３３９番地３ 大字平澤２４８３番地

大字平澤３３９番地３ 大字平澤２４８３番地

大字平澤３４０番地１ 大字平澤２４８５番地

大字平澤３４０番地１ 大字平澤２４８５番地

大字平澤３４０番地１ 大字平澤２４８５番地

大字平澤３４０番地１ 大字平澤２４８５番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１４番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１４番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１４番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１４番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１４番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１４番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１６番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１６番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１６番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１６番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１８番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１８番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１８番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１８番地

大字平澤３４３番地１ 大字平澤２５１８番地

大字平澤３４３番地２ 大字平澤２５１７番地

大字平澤３４３番地２ 大字平澤２５１７番地

大字平澤３４３番地２ 大字平澤２５１７番地
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大字平澤３４３番地２ 大字平澤２５１７番地

大字平澤３４３番地２ 大字平澤２５１７番地

大字平澤３４５番地 大字平澤２５１１番地

大字平澤３４５番地 大字平澤２５１１番地

大字平澤３４５番地 大字平澤２５１１番地

大字平澤３４８番地 大字志賀３０２２番地

大字平澤３４８番地 大字志賀３０２２番地

大字平澤３４８番地 大字志賀３０２２番地

大字平澤３４８番地 大字志賀３０２２番地

大字平澤３４８番地 大字志賀３０２２番地

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１０２ 大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１０２

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１０２ 大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１０２

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１０１号室大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１０１号室

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１１０号室大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１１０号室

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１１１ 大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１１１

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１０６ 大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１０６

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１０５号室大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１０５号室

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１０９号室大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１０９号室

大字平澤３６１番地１　レオネクストキョウエダ１０７号室大字平澤２５２２番地　レオネクストキョウエダ１０７号室

大字平澤３６３番地３ 大字平澤２５０４番地

大字平澤３６３番地３ 大字平澤２５０４番地

大字平澤３６６番地１ 大字平澤２５３２番地

大字平澤３６６番地１ 大字平澤２５３２番地

大字平澤３６６番地１ 大字平澤２５３２番地

大字平澤３６６番地１ 大字平澤２５３２番地

大字平澤３６７番地１ 大字平澤２５３７番地

大字平澤３６７番地１ 大字平澤２５３７番地

大字平澤３６７番地１ 大字平澤２５３７番地

大字平澤３６７番地１ 大字平澤２５３７番地

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－１０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－１０４号

大字平澤３６９番地　県営平澤団地２－１０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地２－１０２

大字平澤３６９番地　県営平澤団地２－１０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地２－１０２

大字平澤３６９番地　県営平澤団地２－１０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地２－１０２

大字平澤３６９番地　県営平澤団地２－１０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地２－１０２

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－２０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－２０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－２０２号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－２０２号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－２０２号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－２０２号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－２０３号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－２０３号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－２０３号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－２０３号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－２０１号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－２０１号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－２０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－２０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－２０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－２０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－３０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－３０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－３０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－３０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－３０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－３０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－３０３号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－３０３号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－３０１号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－３０１号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－３０１号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－３０１号

大字平澤３６９番地　嵐山平澤住宅２－１０１号 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤住宅２－１０１号

大字平澤３６９番地　嵐山平澤住宅２－１０１号 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤住宅２－１０１号
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大字平澤３６９番地　嵐山平澤住宅２－１０１号 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤住宅２－１０１号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２ー４０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２ー４０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２ー４０４号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２ー４０４号

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－３０１ 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－３０１

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１号棟１０３号 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１号棟１０３号

大字平澤３６９番地　県営平澤団地１－３０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地１－３０２

大字平澤３６９番地　県営平澤団地１－３０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地１－３０２

大字平澤３６９番地　県営平澤団地１－３０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地１－３０２

大字平澤３６９番地　県営平澤団地１－３０２ 大字平澤２５２９番地　県営平澤団地１－３０２

大字平澤３６９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２

大字平澤３６９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２

大字平澤３６９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２

大字平澤３６９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤団地２号棟３０２

大字平澤３６９番地　２－４０１ 大字平澤２５２９番地　２－４０１

大字平澤３６９番地　２－４０１ 大字平澤２５２９番地　２－４０１

大字平澤３６９番地　２－４０１ 大字平澤２５２９番地　２－４０１

大字平澤３６９番地　嵐山平澤住宅１－４０３ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤住宅１－４０３

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－４０４ 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－４０４

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地１－４０４ 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地１－４０４

大字平澤３６９番地　嵐山平澤住宅２－１０３ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤住宅２－１０３

大字平澤３６９番地　嵐山平澤住宅２－１０３ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤住宅２－１０３

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－４０２ 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－４０２

大字平澤３６９番地　県営嵐山平澤団地２－４０２ 大字平澤２５２９番地　県営嵐山平澤団地２－４０２

大字平澤３６９番地　嵐山平澤住宅２－２０２ 大字平澤２５２９番地　嵐山平澤住宅２－２０２

大字平澤３７２番地２ 大字平澤２５２６番地

大字平澤３７２番地２ 大字平澤２５２６番地

大字平澤３７２番地２ 大字平澤２５２６番地

大字平澤３７２番地２ 大字平澤２５２６番地

大字平澤３７２番地２ 大字平澤２５２６番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６０番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６０番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６０番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６０番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６１番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６１番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６１番地

大字平澤３７７番地１ 大字平澤２５６１番地

大字平澤３７７番地１０ 大字平澤２５５７番地

大字平澤３７７番地１０ 大字平澤２５５７番地

大字平澤３８１番地１ 大字平澤２５５４番地

大字平澤３８１番地１ 大字平澤２５５４番地

大字平澤３８１番地１ 大字平澤２５５４番地

大字平澤３８２番地１ 大字平澤２５５０番地

大字平澤３８２番地１ 大字平澤２５５０番地

大字平澤３８２番地１ 大字平澤２５５０番地

大字平澤３８２番地１ 大字平澤２５５０番地

大字平澤３８２番地６ 大字平澤２５３９番地

大字平澤３８２番地６ 大字平澤２５３９番地

大字平澤３８２番地６ 大字平澤２５３９番地

大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５１番地
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大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５１番地

大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５１番地

大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５１番地

大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５１番地

大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５１番地

大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５２番地

大字平澤３８２番地８ 大字平澤２５５２番地

大字平澤３８３番地１ 大字平澤２５４２番地

大字平澤３８３番地１ 大字平澤２５４２番地

大字平澤３８３番地４ 大字平澤２５４５番地

大字平澤３８３番地４ 大字平澤２５４５番地

大字平澤３８３番地４ 大字平澤２５４５番地

大字平澤３８６番地 大字平澤２５３１番地

大字平澤３８６番地 大字平澤２５３１番地

大字平澤３８７番地４ 大字平澤２５８３番地

大字平澤３８７番地４ 大字平澤２５８３番地

大字平澤３８７番地４ 大字平澤２５８３番地

大字平澤３８７番地４ 大字平澤２５８３番地

大字平澤３８７番地７ 大字平澤２５４８番地

大字平澤３８７番地７ 大字平澤２５４８番地

大字平澤３８７番地７ 大字平澤２５４８番地

大字平澤３８７番地７ 大字平澤２５４８番地

大字平澤３８７番地８ 大字平澤２５４９番地

大字平澤３８７番地８ 大字平澤２５４９番地

大字平澤３８７番地８ 大字平澤２５４９番地

大字平澤３８７番地８ 大字平澤２５４９番地

大字平澤３８８番地１ 大字平澤２５８１番地

大字平澤３８８番地１ 大字平澤２５８１番地

大字平澤３８８番地１ 大字平澤２５８１番地

大字平澤３８８番地１ 大字平澤２６０２番地

大字千手堂６５番地１ 大字平澤２４３１番地

大字千手堂６５番地１ 大字平澤２４３１番地


