東越谷土地区画整理事業

旧・新 住所対照表
（個人の部）

越

谷

市

換地処分の公告の日：平成30年11月9日
町界地番変更実施日：平成30年11月10日

住所対照表ご利用上の注意点
・東越谷土地区画整理事業の換地処分の公告の日時点（平成30年11月9日）の
の住民基本台帳等に基づき作成しています。

・上記換地処分の公告の日の翌日（平成30年11月10日）から新住所に変わります。
・同一の旧住所に対して、複数の新住所が割り当てられている場合がありますので、
別に掲載する住所対照図を参考にしてください。

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

大字増林５７７８番地

東越谷９丁目１１番地２

大字増林５７７８番地

東越谷９丁目１１番地７

大字増林５７７８番地

東越谷９丁目１１番地６

大字増林５７７９番地３

東越谷９丁目１１番地３

大字増林５７７９番地４

東越谷９丁目１１番地４

大字増林５７７９番地５

東越谷９丁目１１番地５

大字増林５７８０番地

東越谷９丁目１０番地４

大字増林５７８０番地

東越谷９丁目１０番地５

大字増林５７８０番地

東越谷９丁目１０番地５

大字増林５７８０番地

東越谷９丁目１０番地５

大字増林５７８０番地

東越谷９丁目１０番地５

大字増林５７８０番地

東越谷９丁目１０番地５

大字増林５７８１番地

東越谷９丁目１０番地４

大字増林５７８１番地

東越谷９丁目１０番地４

大字増林５７８１番地

東越谷９丁目１０番地４

大字増林５７８１番地

東越谷９丁目１０番地４

大字増林５７８１番地

東越谷９丁目１０番地４

大字増林５７８２番地

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８２番地

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８２番地

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８２番地

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８２番地

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８２番地

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８２番地

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８３番地１

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８３番地１

東越谷９丁目９番地７

大字増林５７８４番地２

東越谷９丁目９番地１

大字増林５７８９番地１

東越谷９丁目１２番地１６

大字増林５７８９番地１

東越谷９丁目１２番地１７
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

大字増林５７８９番地２

東越谷９丁目１２番地１５

大字増林５７９４番地４

東越谷９丁目６番地１９

大字増林５７９４番地４

東越谷９丁目６番地１９

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ１０１

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ１０２号

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ１０３号

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ２０１

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ２０２

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ２０３号

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ２０３号

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ２０５

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ２０６号

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ３０１号

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ３０３

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ３０５号

大字増林５７９５番地

東越谷９丁目６番地９

ガーデンヒルズ３０６

大字増林５７９７番地

東越谷９丁目６番地８

大字増林５８０１番地

東越谷９丁目６番地１１

大字増林５８０１番地

東越谷９丁目６番地１３

大字増林５８０１番地４

東越谷９丁目６番地１５

大字増林５８０２番地２

東越谷９丁目６番地１４

大字増林５８０２番地４

東越谷９丁目６番地１６

大字増林５８０２番地６

東越谷９丁目６番地１２

大字増林５８０８番地

東越谷９丁目１０番地６

大字増林５８０８番地１

東越谷９丁目１０番地６

大字増林５８０８番地２

東越谷９丁目１０番地３

大字増林６１３２番地

東越谷１０丁目２９番地３

大字増林６１３２番地

東越谷１０丁目２８番地９

大字増林６１３２番地

東越谷１０丁目２９番地３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

大字増林６１３３番地

東越谷１０丁目２９番地１

大字増林６１３５番地

東越谷１０丁目２９番地４

大字増林６１３５番地

東越谷１０丁目２９番地４

大字増林６１３７番地１

東越谷１０丁目２９番地５

東越谷６丁目３番地

東越谷６丁目５番地２

東越谷６丁目４番地１

東越谷６丁目３３番地１

東越谷６丁目４番地１

東越谷６丁目３４番地２

東越谷６丁目４番地１

東越谷６丁目３３番地１

東越谷６丁目６番地

東越谷６丁目３２番地１

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム１０１

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピテンドルム１０２

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム１０３

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム１０７

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム２０１

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム２０６

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム３０１

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム３０２

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム３０２

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム３０２

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム３０３

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目３２番地１８

エピデンドルム３０５

東越谷６丁目９番地

東越谷６丁目３４番地４

東越谷６丁目１４番地１

東越谷６丁目３１番地４

東越谷６丁目１４番地２

東越谷６丁目３１番地１１

東越谷６丁目１４番地３

東越谷６丁目３１番地３

東越谷６丁目１４番地３

東越谷６丁目３１番地３

東越谷６丁目１４番地３

東越谷６丁目３１番地３

東越谷６丁目１４番地６

東越谷６丁目３１番地１０

Ｍ Ｓハイツ２０１

東越谷６丁目１４番地６

東越谷６丁目３１番地１０

Ｍ ｓハイツ３０１
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２Ｆ

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１４番地６

東越谷６丁目３１番地１０

東越谷６丁目１５番地９

東越谷６丁目３２番地１５

東越谷６丁目１８番地

東越谷６丁目３２番地１７

東越谷６丁目１８番地

東越谷６丁目３２番地１７

東越谷６丁目１８番地

東越谷６丁目３２番地１７

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目３２番地６

ビルトモアＡ

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目３２番地６

ビルトモアＡ

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目３２番地６

ビルトモア越谷Ａ号

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目３２番地６

ビルトモア越谷Ｂ号棟

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目３２番地６

ビルトモアＣ

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目３２番地６

ビルトモア越谷Ｄ

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目３２番地６

ビルトモア越谷Ｅ号

東越谷６丁目１９番地２

東越谷６丁目３２番地８

東越谷６丁目１９番地４

東越谷６丁目３２番地９

東越谷６丁目２１番地１

東越谷６丁目３２番地４

東越谷６丁目２１番地１

東越谷６丁目３２番地４

東越谷６丁目２１番地１

東越谷６丁目３２番地４

東越谷６丁目２１番地３

東越谷６丁目３２番地２

東越谷６丁目２１番地４

東越谷６丁目３２番地３

東越谷６丁目２１番地４

東越谷６丁目３２番地５

東越谷６丁目２１番地４

東越谷６丁目３２番地２

東越谷６丁目２１番地４

東越谷６丁目３２番地２

東越谷６丁目２２番地

東越谷６丁目３３番地１４

東越谷６丁目２２番地

東越谷６丁目３３番地１３

東越谷６丁目２２番地

東越谷６丁目３３番地１４

東越谷６丁目２２番地

東越谷６丁目３３番地１３

東越谷６丁目２３番地

東越谷６丁目３３番地９

東越谷６丁目２３番地１

東越谷６丁目３３番地１２

東越谷６丁目２３番地１

東越谷６丁目３３番地１１
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エムズハイツ３０２

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷６丁目２３番地１

東越谷６丁目３３番地８

東越谷６丁目２３番地１

東越谷６丁目３３番地１０

東越谷６丁目２４番地

東越谷６丁目３３番地１５

東越谷６丁目２４番地

東越谷６丁目３３番地７

東越谷６丁目２４番地

東越谷６丁目３３番地６

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷１０２

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷１０３

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷１０４

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷２０１号

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷２０２

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷２０３

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷２０４

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷２０５

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷３０１

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷３０２

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷３０３号

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン３０４

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目３３番地３

ハピネスパイン東越谷３０５号

東越谷６丁目２６番地

東越谷６丁目６番地８

東越谷６丁目２７番地

東越谷６丁目６番地７

東越谷６丁目２７番地

東越谷６丁目６番地４

Ｔｒｅｆｌｅ Ｈｏｕｓｅ Ｃ

東越谷６丁目２８番地

東越谷６丁目６番地４

メゾントレフル１０１

東越谷６丁目２８番地

東越谷６丁目６番地４

ＭａｉｓｏｎＴｒｅｆｌｅ１０２

東越谷６丁目２８番地

東越谷６丁目６番地４

メゾントレフル１０６

東越谷６丁目２８番地

東越谷６丁目６番地４

メゾントレフル１０６

東越谷６丁目２８番地

東越谷６丁目６番地４

メゾントレフル１０７号

東越谷６丁目２９番地

東越谷６丁目６番地５

東越谷６丁目３１番地

東越谷６丁目７番地５

東越谷６丁目３２番地

東越谷６丁目７番地７
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷６丁目３２番地

東越谷６丁目７番地７

東越谷６丁目３２番地１

東越谷６丁目７番地２

東越谷６丁目３２番地１

東越谷６丁目７番地３

東越谷６丁目３２番地２

東越谷６丁目７番地４

東越谷６丁目３２番地３

東越谷６丁目７番地８

東越谷６丁目３２番地４

東越谷６丁目７番地９

東越谷６丁目３３番地

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３３番地

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３３番地

東越谷６丁目６番地２

東越谷６丁目３３番地

東越谷６丁目６番地２

東越谷６丁目３３番地

東越谷６丁目６番地２

東越谷６丁目３３番地

東越谷６丁目６番地４

東越谷６丁目３３番地

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３３番地２

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３３番地３

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３３番地４

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３４番地

東越谷６丁目６番地９

東越谷６丁目３４番地

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３４番地

東越谷６丁目６番地４

東越谷６丁目３４番地２

東越谷６丁目６番地３

東越谷６丁目３８番地１

東越谷６丁目１番地１

東越谷６丁目３８番地１

東越谷６丁目１番地１

東越谷６丁目３８番地１

東越谷６丁目１番地１

東越谷６丁目３８番地１

東越谷６丁目１番地１

東越谷６丁目３８番地１

東越谷６丁目１番地１

東越谷６丁目３８番地１

東越谷６丁目１番地１

東越谷６丁目３８番地１

東越谷６丁目１番地１

東越谷６丁目４０番地１

東越谷６丁目２番地３

東越谷６丁目４１番地

東越谷６丁目１４番地２
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方書（旧・新住所 共通）

トレフルハウスＤ棟

ＴｒｅｆｌｅＨｏｕｓｅＢ

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷６丁目４２番地２

東越谷６丁目１４番地９

東越谷６丁目４２番地２

東越谷６丁目１４番地９

東越谷６丁目４２番地３

東越谷６丁目１４番地３

東越谷６丁目４３番地１

東越谷６丁目１４番地７

東越谷６丁目４４番地

東越谷６丁目１４番地６

東越谷６丁目４４番地

東越谷６丁目１４番地５

東越谷６丁目４５番地

東越谷６丁目１３番地２０

東越谷６丁目４６番地１

東越谷６丁目１３番地１９

東越谷６丁目４６番地２

東越谷６丁目１３番地４

東越谷６丁目４６番地３

東越谷６丁目１３番地５

東越谷６丁目４６番地３

東越谷６丁目１３番地５

東越谷６丁目４６番地７

東越谷６丁目１３番地３

東越谷６丁目４７番地

東越谷６丁目１３番地７

東越谷６丁目４８番地１

東越谷６丁目１３番地１６

東越谷６丁目４８番地１

東越谷６丁目１３番地１６

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目８番地１

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目９番地１

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目９番地１

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目９番地１

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目８番地２

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目８番地１

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目９番地１

東越谷６丁目４８番地２

東越谷６丁目８番地３

東越谷６丁目４８番地８

東越谷６丁目１３番地１８

東越谷６丁目４８番地１０

東越谷６丁目１３番地２１

東越谷６丁目４８番地１１

東越谷６丁目１３番地２２

東越谷６丁目４９番地１

東越谷６丁目９番地１

東越谷６丁目４９番地１

東越谷６丁目８番地４

東越谷６丁目４９番地１

東越谷６丁目８番地２１
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷６丁目４９番地１

東越谷６丁目８番地２０

東越谷６丁目４９番地１

東越谷６丁目９番地１

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地１

東越谷６丁目９番地２

東越谷６丁目５０番地２

東越谷６丁目９番地３

東越谷６丁目５０番地２

東越谷６丁目８番地６

東越谷６丁目５０番地２

東越谷６丁目８番地１７

東越谷６丁目５０番地２

東越谷６丁目８番地１８

東越谷６丁目５０番地３

東越谷６丁目８番地１９

東越谷６丁目５０番地３

東越谷６丁目８番地１９

東越谷６丁目５０番地４

東越谷６丁目８番地１０

東越谷６丁目５０番地４

東越谷６丁目８番地８

東越谷６丁目５１番地１

東越谷６丁目８番地１６

東越谷６丁目５１番地２

東越谷６丁目８番地１５

東越谷６丁目５１番地２

東越谷６丁目８番地１４

東越谷６丁目５１番地３

東越谷６丁目８番地１３

東越谷６丁目５１番地３

東越谷６丁目８番地１２

東越谷６丁目５２番地

東越谷６丁目８番地１１

東越谷６丁目５２番地

東越谷６丁目８番地２２

東越谷６丁目５２番地

東越谷６丁目８番地２２

東越谷６丁目５２番地

東越谷６丁目８番地２２

東越谷６丁目５３番地

東越谷６丁目９番地６

東越谷６丁目５４番地

東越谷６丁目９番地８
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目５４番地

東越谷６丁目９番地７

東越谷６丁目５５番地１

東越谷６丁目９番地４

東越谷６丁目５６番地

東越谷６丁目２９番地７

東越谷６丁目５６番地

東越谷６丁目２９番地６

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷１０１

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷１０３

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷２０１

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷２０２

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷２０３

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷２０３

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷２０５

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷３０１号

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷３０２

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷３０３

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

ベルフォーレ東越谷３０５号

東越谷６丁目５８番地

東越谷６丁目２９番地３

サンイースト１０１

東越谷６丁目５８番地

東越谷６丁目２９番地３

サンイースト１０２号

東越谷６丁目５８番地

東越谷６丁目２９番地３

サン・イースト２０１号

東越谷６丁目５８番地

東越谷６丁目２９番地３

サンイースト２０２

東越谷６丁目６０番地

東越谷６丁目２９番地１９

東越谷６丁目６０番地

東越谷６丁目２９番地５

東越谷６丁目６０番地

東越谷６丁目２９番地５

東越谷６丁目６０番地３

東越谷６丁目２９番地２０

東越谷６丁目６５番地２

東越谷６丁目２７番地１４

東越谷６丁目７０番地１

東越谷６丁目２７番地９

東越谷６丁目７０番地１

東越谷６丁目２７番地１０

東越谷６丁目７１番地５

東越谷６丁目２８番地６

東越谷６丁目７２番地３

東越谷６丁目２８番地８

東越谷６丁目７２番地３

東越谷６丁目２８番地３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷６丁目７２番地３

東越谷６丁目２８番地３

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷１０２号

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷１０５

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷１１０

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷２０２

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷２０３

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷２０５

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷２０６

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷２０７号

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷２０８

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地４

レオパレスハロー越谷２０９

東越谷６丁目７２番地４

東越谷６丁目２８番地７

東越谷６丁目７３番地２

東越谷６丁目２８番地１

東越谷６丁目７３番地２

東越谷６丁目２８番地９

東越谷６丁目７３番地２

東越谷６丁目２８番地９

東越谷６丁目７４番地

東越谷６丁目２９番地１５

東越谷６丁目７５番地１

東越谷６丁目２９番地１２

東越谷６丁目７５番地２

東越谷６丁目４番地２

東越谷６丁目７５番地３

東越谷６丁目２９番地１３

東越谷６丁目７６番地１

東越谷６丁目３２番地２

東越谷６丁目７６番地１

東越谷６丁目２９番地１１

東越谷６丁目７６番地３

東越谷６丁目２９番地１６

東越谷６丁目７６番地３

東越谷６丁目２９番地１０

東越谷６丁目７６番地４

東越谷６丁目３２番地５

東越谷６丁目７６番地４

東越谷６丁目３２番地５

東越谷６丁目７６番地４

東越谷６丁目２９番地８

東越谷６丁目７６番地４

東越谷６丁目２９番地９

東越谷６丁目７６番地４

東越谷６丁目３２番地５

東越谷６丁目７６番地４

東越谷６丁目２９番地１７
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目７６番地４

東越谷６丁目２９番地１８

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地１０

シティハイムゆうあい荘１０１

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地１０

ゆうあい荘１０２号

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地１０

ゆうあい荘１０２号

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地１０

シティハイムゆうあい荘２０１

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地１０

シティハイムゆうあい荘２０２

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地９

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地９

東越谷６丁目７７番地

東越谷６丁目１０番地９

東越谷６丁目７８番地２

東越谷６丁目１２番地１２

東越谷６丁目７８番地５

東越谷６丁目１０番地６

東越谷６丁目７８番地６

東越谷６丁目１０番地７

東越谷６丁目７８番地７

東越谷６丁目１１番地８

東越谷６丁目７８番地７

東越谷６丁目１１番地８

東越谷６丁目７８番地７

東越谷６丁目１１番地８

東越谷６丁目７８番地８

東越谷６丁目１１番地９

東越谷６丁目７８番地９

東越谷６丁目１１番地１０

東越谷６丁目７８番地１０

東越谷６丁目１１番地３

東越谷６丁目７８番地１２

東越谷６丁目１２番地１７

東越谷６丁目７８番地１３

東越谷６丁目１２番地１４

東越谷６丁目７８番地１５

東越谷６丁目１１番地６

東越谷６丁目７８番地１５

東越谷６丁目１１番地６

東越谷６丁目７８番地１６

東越谷６丁目１２番地１６

東越谷６丁目７９番地２

東越谷６丁目１２番地１０

東越谷６丁目７９番地３

東越谷６丁目１２番地２９

東越谷６丁目７９番地５

東越谷６丁目１２番地２６

東越谷６丁目７９番地６

東越谷６丁目１２番地２７

東越谷６丁目７９番地７

東越谷６丁目１１番地２

東越谷６丁目７９番地８

東越谷６丁目１１番地１
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目７９番地１０

東越谷６丁目１０番地３

東越谷６丁目７９番地１２

東越谷６丁目１０番地２

東越谷６丁目７９番地１４

東越谷６丁目１２番地１９

東越谷６丁目７９番地１５

東越谷６丁目１２番地２１

東越谷６丁目７９番地１６

東越谷６丁目１２番地２２

東越谷６丁目７９番地１９

東越谷６丁目１２番地８

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地１

ビバリーヒルズＹ１０１

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地１

ビバリーヒルツ（Ｙ）１０２号

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地１

ビバリーヒルズＹ１０３号

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地１

ビバリーヒルズＹ２０１

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地１

ビバリーヒルズＹ２０１

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地１

ビバリーヒルズＹ２０２

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地１

ビバリーヒルズＹ２０３

東越谷６丁目８０番地

東越谷６丁目１２番地７

東越谷６丁目８１番地１

東越谷６丁目１３番地１４

東越谷６丁目８１番地１

東越谷６丁目１３番地１４

東越谷６丁目８１番地２

東越谷６丁目１２番地５

東越谷６丁目８１番地４

東越谷６丁目１２番地４

東越谷６丁目８１番地５

東越谷６丁目１２番地３

東越谷６丁目８１番地６

東越谷６丁目１２番地６

東越谷６丁目８１番地６

東越谷６丁目１２番地６

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１１

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１１

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１４

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１１

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１４

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１４

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１１

東越谷６丁目８３番地１

東越谷６丁目１３番地１１
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○○方

○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目８３番地２

東越谷６丁目１３番地１０

東越谷６丁目８３番地２

東越谷６丁目１３番地１０

東越谷６丁目８３番地２

東越谷６丁目１３番地８

東越谷６丁目８３番地２

東越谷６丁目１３番地８

東越谷６丁目８４番地１

東越谷６丁目１５番地１７

東越谷６丁目８４番地２

東越谷６丁目１５番地１５

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン１０１号

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン１０２

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン１０３

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン１０５

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン１０６

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン１０７

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン２０１号

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウエルシータウン２０２

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウエルシータウン２０３

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン２０５

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン第６イシジマＡＰ２０６
号

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地１４

ウェルシータウン２０７

東越谷６丁目８５番地１

東越谷６丁目１５番地２

東越谷６丁目８５番地２

東越谷６丁目１５番地１６

東越谷６丁目８６番地５

東越谷６丁目１５番地１３

東越谷６丁目８６番地５

東越谷６丁目１５番地１３

東越谷６丁目８６番地５

東越谷６丁目１５番地９

東越谷６丁目８６番地７

東越谷６丁目１５番地５

東越谷６丁目８６番地８

東越谷６丁目１５番地６

東越谷６丁目８６番地８

東越谷６丁目１５番地６

東越谷６丁目８６番地９

東越谷６丁目１５番地７

東越谷６丁目８６番地１０

東越谷６丁目１５番地８

東越谷６丁目８７番地１

東越谷６丁目１５番地１１
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ケアサポートこしがや

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目８７番地１

東越谷６丁目１５番地１１

ケアサポートこしがや

東越谷６丁目８７番地１

東越谷６丁目１５番地１１

ケア・サポート越谷

東越谷６丁目８７番地１

東越谷６丁目１５番地１１

ケアサポートこしがや

東越谷６丁目８９番地

東越谷６丁目１６番地３

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地１

メイプルハウスⅠ−２０１号

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地１

メイプルハウスⅠ２０２号

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地１

メイプルハウスⅡ１０１

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地１

メイプルハウスⅡ１０２

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地１

メイプルハウスⅡ２０２号

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地２

キャトルクルールＡ

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地２

キャトルクルールＢ

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地２

キャトルクルールＣ

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地２

キャトルクルールＣ

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地２

キャトルクルールＤ

東越谷６丁目９０番地２

東越谷６丁目２１番地３

東越谷６丁目９０番地２

東越谷６丁目２１番地３

東越谷６丁目９０番地２

東越谷６丁目１６番地２

東越谷６丁目９２番地

東越谷６丁目１７番地１

東越谷６丁目９２番地

東越谷６丁目１７番地１

東越谷６丁目９３番地１

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９３番地１

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９３番地１

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９３番地１

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９３番地２

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９３番地２

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９３番地２

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９３番地２

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目９４番地

東越谷６丁目１９番地２１

東越谷６丁目９５番地

東越谷６丁目１９番地２２
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目９６番地

東越谷６丁目１９番地４

東越谷６丁目９６番地

東越谷６丁目１９番地４

東越谷６丁目９７番地

東越谷６丁目１９番地４

東越谷６丁目９７番地

東越谷６丁目１９番地３

東越谷６丁目９７番地

東越谷６丁目１９番地３

東越谷６丁目９７番地

東越谷６丁目１９番地４

東越谷６丁目９７番地

東越谷６丁目１９番地４

東越谷６丁目９７番地

東越谷６丁目１９番地３

東越谷６丁目９８番地

東越谷６丁目１９番地５

東越谷６丁目９８番地

東越谷６丁目１９番地５

東越谷６丁目９８番地

東越谷６丁目１９番地３

東越谷６丁目９８番地

東越谷６丁目１９番地３

東越谷６丁目９８番地

東越谷６丁目１９番地５

東越谷６丁目９９番地

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目９９番地

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目９９番地

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目９９番地

東越谷６丁目１９番地１

東越谷６丁目１０１番地

東越谷６丁目２１番地１

ヴィラデスト１０１

東越谷６丁目１０１番地

東越谷６丁目２１番地１

ヴィラデスト１０１

東越谷６丁目１０１番地

東越谷６丁目２１番地１

ヴィラデスト１０２

東越谷６丁目１０１番地

東越谷６丁目２１番地１

ビラデスト１０３

東越谷６丁目１０１番地

東越谷６丁目２１番地１

Ｖｉｌｌａ ｄ Ｅｓｔ１０４

東越谷６丁目１０１番地

東越谷６丁目２１番地１

ヴィラデスト１０５

東越谷６丁目１０１番地

東越谷６丁目２１番地１

ヴィラデスト１０６

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅰ−１０１

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅰ−１０１

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅰ−１０２

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根１０３

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅰ−２０１号
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ１０１

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ１０２

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ１０３号

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ１０５

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ１０６

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ２０１

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ２０１

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根２０２

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ２０５

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラル島根Ⅱ２０５号

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１２

コーラルシマネ２ ２０６号

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地１０

東越谷６丁目１０２番地

東越谷６丁目２１番地９

東越谷６丁目１０３番地２

東越谷６丁目２２番地３

東越谷６丁目１０３番地２

東越谷６丁目２２番地２

東越谷６丁目１０４番地１

東越谷６丁目２２番地１３

東越谷６丁目１０４番地１

東越谷６丁目２２番地１３

東越谷６丁目１０４番地２

東越谷６丁目２２番地１２

東越谷６丁目１０５番地

東越谷６丁目２２番地１４

東越谷６丁目１０５番地

東越谷６丁目２２番地１４

東越谷６丁目１０５番地

東越谷６丁目２２番地１４

東越谷６丁目１０５番地

東越谷６丁目２２番地１４

東越谷６丁目１０６番地

東越谷６丁目２２番地１５

東越谷６丁目１０７番地

東越谷６丁目２２番地１９

東越谷６丁目１０８番地１

東越谷６丁目２２番地１６

東越谷６丁目１０９番地１

東越谷６丁目２２番地１８

東越谷６丁目１０９番地３

東越谷６丁目２２番地１７

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

メゾンアムールＡ棟１０１号

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

メゾンアムールＡ−１０２
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

メゾンアムールＡ２０１

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

メゾンアムールＡ−２０２

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

メゾンアムールＡ棟３０１号

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

メゾンアムールＡ棟３０２

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

東越谷６丁目１１０番地２

東越谷６丁目２３番地１

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ１０１

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ１０３

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ２０２号

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ２０３

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ２０５号

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ３０１号

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ−３０２号

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

メゾンアムールＢ３２３

東越谷６丁目１１０番地３

東越谷６丁目２３番地２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１１０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１１１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１１５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１１６
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１１７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１１８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１１９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１２１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホ−ル越谷−１−２０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１０号

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２１９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２２０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−２２１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０４
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３２０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３２１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホ−ル越谷−１−４０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４１９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−４２０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷１−５１３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５１９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−５２０

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０２
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−１０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−２０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷２−２０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−３０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−３０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−３０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−３０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−３０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−３０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−３０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷２−３０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０６
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−４０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０１

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０２

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０５

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０６

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０７

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−２−５０８

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ１０２号

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ１０３号

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ１０５号

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ２０１号

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ２０２

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ２０２

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ２０３

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

グリーンステージ２０５

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地７

東越谷６丁目１１９番地３

東越谷６丁目２４番地８

東越谷６丁目１１９番地３

東越谷６丁目２４番地８

東越谷６丁目１１９番地３

東越谷６丁目２４番地８

東越谷６丁目１２０番地１

東越谷６丁目２４番地５

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館１−１０１

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅰ１０２
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○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館１−１０３

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅰ２０１

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館１−２０２

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅰ２０３

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館１・２０５

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅰ２０５

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅱ１０２号

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅱ１０５号

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅱ２０１号

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅱ２０２

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅱ２０２

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館・Ⅱ２０３

東越谷６丁目１２０番地２

東越谷６丁目２４番地７

柊館Ⅱ２０３

東越谷６丁目１２０番地３

東越谷６丁目２１番地２

東越谷６丁目１２２番地２

東越谷６丁目２４番地１

東越谷６丁目１２２番地４

東越谷６丁目２４番地１０

東越谷６丁目１２３番地２

東越谷６丁目２３番地９

東越谷６丁目１２３番地３

東越谷６丁目２３番地１１

東越谷６丁目１２３番地４

東越谷６丁目２３番地１０

東越谷６丁目１２３番地５

東越谷６丁目２３番地６

東越谷６丁目１２３番地５

東越谷６丁目２３番地４

東越谷６丁目１２３番地９

東越谷６丁目２３番地７

東越谷６丁目１２３番地９

東越谷６丁目２３番地５

東越谷６丁目１２４番地１

東越谷６丁目２２番地７

東越谷６丁目１２４番地２

東越谷６丁目２０番地４

東越谷６丁目１２４番地３

東越谷６丁目２２番地９

東越谷６丁目１２４番地４

東越谷６丁目２２番地１０

東越谷６丁目１２４番地６

東越谷６丁目２０番地６

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５
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㈱カジワラ研修センター

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

カジワラ研修センター３０２号

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

カジワラ研修センター３０３号

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

カジワラ研修センター３０５

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

梶原研修センター３０６号

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

カジワラ研修センター内４０１

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

カジワラ研修センター４０５

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

カジワラ研修センター４０７

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地５

カジワラ研修センター４１２号

東越谷６丁目１２５番地

東越谷６丁目２２番地６

東越谷６丁目１２５番地１

東越谷６丁目２１番地１４

東越谷６丁目１２５番地１

東越谷６丁目２１番地１３

東越谷６丁目１２６番地１

東越谷６丁目２１番地５

東越谷６丁目１２６番地１

東越谷６丁目２１番地６

東越谷６丁目１２６番地２

東越谷６丁目２１番地４

橘１０１

東越谷６丁目１２６番地２

東越谷６丁目２１番地４

橘１０２

東越谷６丁目１２６番地２

東越谷６丁目２１番地４

橘１０３

東越谷６丁目１２６番地２

東越谷６丁目２１番地４

橘２０１号

東越谷６丁目１２６番地２

東越谷６丁目２１番地４

橘２０２号

東越谷６丁目１２６番地２

東越谷６丁目２１番地４

橘２０３号

東越谷６丁目１２６番地２

東越谷６丁目２１番地４

橘２０５号

東越谷６丁目１２６番地３

東越谷６丁目２１番地７

東越谷６丁目１２７番地１

東越谷６丁目１９番地１１

東越谷６丁目１２７番地２

東越谷６丁目１９番地１５

東越谷６丁目１２７番地２

東越谷６丁目１９番地１３

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地１６

レオパレスルフラン東越谷１０２

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地１６

レオパレスルフラン東越谷１０５

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地１６

レオパレスルフラン東越谷２０２

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地１６

レオパレスルフラン東越谷２０３号

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地１６

レオパレスルフラン東越谷２０４号
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地１６

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地８

東越谷６丁目１２８番地

東越谷６丁目１９番地８

東越谷６丁目１２９番地１

東越谷６丁目１９番地９

東越谷６丁目１３０番地

東越谷６丁目１９番地１７

東越谷６丁目１３０番地

東越谷６丁目１９番地１８

東越谷６丁目１３０番地

東越谷６丁目１９番地９

東越谷６丁目１３０番地

東越谷６丁目１９番地９

東越谷６丁目１３１番地１

東越谷６丁目１９番地１９

東越谷６丁目１３２番地

東越谷６丁目１９番地２０

東越谷６丁目１３３番地

東越谷６丁目１８番地１

東越谷６丁目１３３番地

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目１３３番地

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目１３３番地

東越谷６丁目１８番地１

東越谷６丁目１３４番地

東越谷６丁目１８番地２

東越谷６丁目１３５番地

東越谷６丁目１７番地３

東越谷７丁目４番地２

東越谷７丁目２番地９

東越谷７丁目６番地

東越谷７丁目７番地１

東越谷７丁目７番地１

東越谷７丁目７番地２１

東越谷７丁目７番地１

東越谷７丁目７番地２１

東越谷７丁目７番地３

東越谷７丁目７番地３

東越谷７丁目７番地５

東越谷７丁目７番地２４

東越谷７丁目７番地６

東越谷７丁目５１番地４

東越谷７丁目７番地６

東越谷７丁目７番地２２

東越谷７丁目７番地６

東越谷７丁目５１番地４

東越谷７丁目７番地７

東越谷７丁目７番地２２

東越谷７丁目７番地１０

東越谷７丁目７番地２

東越谷７丁目７番地１０

東越谷７丁目７番地２

東越谷７丁目８番地９

東越谷７丁目１５番地１
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方書（旧・新住所 共通）
レオパレスルフラン東越谷２０５

○○方

シーダコートＡ２０２

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目９番地

東越谷７丁目７番地１９

東越谷７丁目１１番地

東越谷７丁目３番地９

東越谷７丁目１３番地

東越谷７丁目３番地７

東越谷７丁目１３番地

東越谷７丁目３番地７

東越谷７丁目１３番地

東越谷７丁目３番地７

東越谷７丁目１５番地１

東越谷７丁目４番地８

東越谷７丁目１６番地

東越谷７丁目４番地６

東越谷７丁目１６番地

東越谷７丁目４番地６

東越谷７丁目１８番地１

東越谷７丁目４番地５

イーストレジデンス２０１

東越谷７丁目１８番地１

東越谷７丁目４番地５

イーストレジデンス２０２号

東越谷７丁目１８番地１

東越谷７丁目４番地１４

東越谷７丁目１８番地２

東越谷７丁目４番地４

東越谷７丁目１８番地５

東越谷７丁目４番地１５

東越谷７丁目１９番地

東越谷７丁目３番地５

東越谷７丁目２０番地

東越谷７丁目３番地６

東越谷７丁目２０番地１

東越谷７丁目３番地４

東越谷７丁目２０番地１

東越谷７丁目３番地４

東越谷７丁目２２番地１

東越谷７丁目１番地１６

東越谷７丁目２２番地３

東越谷７丁目３番地２

東越谷７丁目２２番地３

東越谷７丁目３番地２

東越谷７丁目２２番地３

東越谷７丁目３番地２

東越谷７丁目２２番地４

東越谷７丁目３番地３

東越谷７丁目２２番地４

東越谷７丁目４番地３

東越谷７丁目２３番地１

東越谷７丁目１番地３

東越谷７丁目２５番地

東越谷７丁目１番地１６

東越谷７丁目２５番地

東越谷７丁目１番地１６

東越谷７丁目２５番地

東越谷７丁目１番地１６

東越谷７丁目２７番地１

東越谷７丁目１番地５

東越谷７丁目２７番地１

東越谷７丁目１番地５
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目２７番地２

東越谷７丁目１番地６

東越谷７丁目２７番地２

東越谷７丁目１番地６

東越谷７丁目２８番地

東越谷７丁目１番地１４

エクセル東越谷１０２

東越谷７丁目２８番地

東越谷７丁目１番地１４

エクセル東越谷１０３号

東越谷７丁目２８番地

東越谷７丁目１番地１４

エクセル東越谷２０２

東越谷７丁目２８番地

東越谷７丁目１番地１４

エクセル東越谷２０３号

東越谷７丁目２８番地

東越谷７丁目１番地１４

東越谷７丁目２８番地

東越谷７丁目１番地１０

東越谷７丁目２９番地２

東越谷７丁目１番地８

東越谷７丁目２９番地２

東越谷７丁目１番地８

東越谷７丁目３１番地

東越谷７丁目６番地７

ウエストハイム東越谷１０１

東越谷７丁目３１番地

東越谷７丁目６番地７

ウエストハイム東越谷１０２

東越谷７丁目３１番地

東越谷７丁目６番地７

ウエストハイム東越谷１０３

東越谷７丁目３１番地

東越谷７丁目６番地７

ウエストハイム東越谷１０４

東越谷７丁目３１番地

東越谷７丁目６番地７

ウエストハイム東越谷２０２

東越谷７丁目３１番地

東越谷７丁目６番地７

ウエストハイム東越谷２０４

東越谷７丁目３１番地１

東越谷７丁目１番地１２

プチハイム１０１号

東越谷７丁目３１番地１

東越谷７丁目１番地１２

プチハイム２０１号

東越谷７丁目３１番地１

東越谷７丁目１番地１２

プチハイム２０２

東越谷７丁目３１番地１

東越谷７丁目１番地１３

東越谷７丁目３２番地２

東越谷７丁目５番地６

東越谷７丁目３２番地５

東越谷７丁目５番地３

東越谷７丁目３２番地６

東越谷７丁目５番地４

東越谷７丁目３２番地７

東越谷７丁目５番地５

東越谷７丁目３３番地

東越谷７丁目５番地２３

東越谷７丁目３３番地

東越谷７丁目５番地１

東越谷７丁目３４番地

東越谷７丁目５番地９

東越谷７丁目３５番地

東越谷７丁目５番地２２

東越谷７丁目３５番地

東越谷７丁目５番地２２
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αオリンピア２階

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目３６番地

東越谷７丁目５番地８

東越谷７丁目３７番地

東越谷７丁目６番地１８

東越谷７丁目３８番地

東越谷７丁目６番地１９

東越谷７丁目３９番地

東越谷７丁目６番地５

東越谷７丁目３９番地

東越谷７丁目６番地５

東越谷７丁目４０番地１

東越谷７丁目６番地８

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス１０１

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス１０２

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス１０３

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス２０１号

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス２０２

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス２０３

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス３０１

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス３０２

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目３６番地６

エクセルレジデンス３０３

東越谷７丁目４１番地

東越谷７丁目６番地１５

東越谷７丁目４１番地

東越谷７丁目６番地１４

東越谷７丁目４１番地３

東越谷７丁目６番地１７

メゾンジュネス１０１

東越谷７丁目４１番地３

東越谷７丁目６番地１７

メゾンジュネス１０２

東越谷７丁目４１番地４

東越谷７丁目６番地１３

東越谷７丁目４１番地４

東越谷７丁目６番地１３

東越谷７丁目４３番地

東越谷７丁目５番地１５

東越谷７丁目４３番地

東越谷７丁目５番地１５

東越谷７丁目４３番地

東越谷７丁目５番地１０

東越谷７丁目４３番地４４

東越谷７丁目５番地１２

東越谷７丁目４４番地

東越谷７丁目５番地１３

東越谷７丁目４４番地

東越谷７丁目５番地１３

東越谷７丁目４４番地

東越谷７丁目４番地７

東越谷７丁目４５番地１

東越谷７丁目５番地２０
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷７丁目４５番地１

東越谷７丁目５番地１４

東越谷７丁目４６番地１

東越谷７丁目４番地１０

東越谷７丁目４６番地１

東越谷７丁目４番地９

東越谷７丁目４６番地１

東越谷７丁目４番地９

東越谷７丁目４７番地

東越谷７丁目７番地１４

東越谷７丁目４８番地１

東越谷７丁目７番地１８

東越谷７丁目４８番地１

東越谷７丁目７番地１５

東越谷７丁目４８番地３

東越谷７丁目７番地１６

東越谷７丁目５０番地

東越谷７丁目７番地１２

東越谷７丁目５０番地

東越谷７丁目７番地１２

東越谷７丁目５２番地

東越谷７丁目５番地１６

東越谷７丁目５３番地２

東越谷７丁目８番地１１

東越谷７丁目５４番地２

東越谷７丁目８番地３

東越谷７丁目５４番地２

東越谷７丁目８番地３

東越谷７丁目５４番地３

東越谷７丁目８番地２

東越谷７丁目５４番地３

東越谷７丁目６番地９

東越谷７丁目５４番地３

東越谷７丁目６番地９

東越谷７丁目５５番地１

東越谷７丁目８番地１

東越谷７丁目５５番地２

東越谷７丁目８番地１０

東越谷７丁目５６番地

東越谷７丁目８番地９

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

第７新昇ハイツ１０１号

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

新昇ハイツ１０３号

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

第７新昇ハイツ１０６号

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

第７新昇ハイツ２０１

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

第７新昇ハイツ１０１

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

第７新昇ハイツ２０２号

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

第七新昇ハイツ２０３

東越谷７丁目５６番地１

東越谷７丁目８番地４

第７新昇ハイツ２０６号

東越谷７丁目５６番地２

東越谷７丁目８番地５
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方書（旧・新住所 共通）
２Ｆ

○○様方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目５７番地

東越谷７丁目７番地１０

東越谷７丁目５８番地

東越谷７丁目４番地１１

東越谷７丁目５８番地

東越谷７丁目８番地８

東越谷７丁目５９番地２

東越谷７丁目８番地６

東越谷７丁目６０番地３

東越谷７丁目１７番地３１

東越谷７丁目６０番地６

東越谷７丁目１７番地２２

東越谷７丁目６０番地７

東越谷７丁目１７番地２９

東越谷７丁目６０番地９

東越谷７丁目１７番地４

東越谷７丁目６０番地９

東越谷７丁目１７番地４

東越谷７丁目６０番地９

東越谷７丁目１７番地４

東越谷７丁目６０番地１０

東越谷７丁目１７番地５

東越谷７丁目６０番地１１

東越谷７丁目１７番地２６

東越谷７丁目６０番地１２

東越谷７丁目１７番地２４

東越谷７丁目６１番地１

東越谷７丁目１７番地１

東越谷７丁目６１番地２

東越谷７丁目１４番地８

東越谷７丁目６１番地２

東越谷７丁目１４番地７

東越谷７丁目６１番地４

東越谷７丁目１７番地２

東越谷７丁目６１番地４

東越谷７丁目１７番地２

東越谷７丁目６１番地４

東越谷７丁目１７番地３

東越谷７丁目６２番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６２番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６２番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６２番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６２番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６２番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６２番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６４番地

東越谷７丁目１４番地１

東越谷７丁目６４番地

東越谷７丁目１４番地２

東越谷７丁目６４番地５

東越谷７丁目１４番地４
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地２２

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地１４

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地２５

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地２４

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地１８

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地１９

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地２６

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地１５

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地１３

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地１６

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地２１

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地２０

東越谷７丁目６７番地１

東越谷７丁目１１番地２３

東越谷７丁目７２番地１

東越谷７丁目１０番地１０

東越谷７丁目７３番地

東越谷７丁目１０番地１１

東越谷７丁目７６番地２

東越谷７丁目９番地５

東越谷７丁目７６番地２

東越谷７丁目９番地５

東越谷７丁目７７番地１

東越谷７丁目１０番地５

東越谷７丁目８０番地１

東越谷７丁目９番地９

パインデールＢ１０１

東越谷７丁目８０番地１

東越谷７丁目９番地９

コーポパインデールＢ１０２

東越谷７丁目８０番地１

東越谷７丁目９番地９

コーポパインデールＢ２０２号

東越谷７丁目８０番地２

東越谷７丁目１０番地６

東越谷７丁目８０番地３

東越谷７丁目１０番地８

東越谷７丁目８０番地３

東越谷７丁目１０番地８

東越谷７丁目８０番地４

東越谷７丁目１０番地７

東越谷７丁目８０番地４

東越谷７丁目１０番地７

東越谷７丁目８１番地

東越谷７丁目１１番地４

東越谷７丁目８１番地

東越谷７丁目１１番地３

東越谷７丁目８２番地１

東越谷７丁目１１番地５
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷７丁目８２番地１

東越谷７丁目１１番地７

東越谷７丁目８２番地１

東越谷７丁目１１番地５

東越谷７丁目８３番地

東越谷７丁目１１番地１０

東越谷７丁目８３番地

東越谷７丁目１１番地１２

東越谷７丁目８４番地

東越谷７丁目１２番地３

東越谷７丁目８４番地

東越谷７丁目１２番地３

東越谷７丁目８６番地

東越谷７丁目１２番地５

東越谷７丁目８６番地

東越谷７丁目１２番地６

東越谷７丁目８８番地

東越谷７丁目１２番地１１

東越谷７丁目８８番地

東越谷７丁目１２番地１０

東越谷７丁目８８番地

東越谷７丁目１２番地１１

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地１

シーダコートＡ１０１号

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地１

シーダコートＡ−１０２

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地１

シーダコートＡ１０３号

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地１

シーダコートＡ２０３号

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地１

シーダコートＡ２０５

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１２番地９

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地２

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地１３

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地１３

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１５番地７

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１６番地７

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１６番地３

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１６番地５

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１６番地１

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１６番地２

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１５番地５

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１５番地１０

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１６番地２

36/114

方書（旧・新住所 共通）

○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１５番地１０

東越谷７丁目９０番地２

東越谷７丁目１５番地１２

東越谷７丁目９０番地４

東越谷７丁目１５番地８

東越谷７丁目９０番地８

東越谷７丁目１５番地４

東越谷７丁目９０番地８

東越谷７丁目１５番地４

東越谷７丁目９０番地１２

東越谷７丁目１６番地４

東越谷７丁目９１番地

東越谷７丁目１６番地２０

東越谷７丁目９１番地

東越谷７丁目１７番地６

東越谷７丁目９１番地４

東越谷７丁目１６番地１４

東越谷７丁目９１番地４

東越谷７丁目１６番地１９

東越谷７丁目９１番地５

東越谷７丁目１６番地１８

東越谷７丁目９１番地６

東越谷７丁目１６番地１７

東越谷７丁目９１番地６

東越谷７丁目１６番地１６

東越谷７丁目９１番地８

東越谷７丁目１６番地１４

東越谷７丁目９１番地８

東越谷７丁目１６番地１５

東越谷７丁目９１番地９

東越谷７丁目１６番地９

東越谷７丁目９１番地９

東越谷７丁目１６番地１３

東越谷７丁目９１番地１０

東越谷７丁目１６番地１１

東越谷７丁目９１番地１１

東越谷７丁目１６番地１２

東越谷７丁目９１番地１１

東越谷７丁目１６番地８

東越谷７丁目９２番地１

東越谷７丁目１７番地１２

東越谷７丁目９２番地３

東越谷７丁目１７番地１４

東越谷７丁目９３番地

東越谷７丁目１７番地１２

東越谷７丁目９３番地

東越谷７丁目１７番地１２

東越谷７丁目９４番地

東越谷７丁目１７番地１１

東越谷７丁目９５番地

東越谷７丁目１７番地１０

東越谷７丁目９５番地１

東越谷７丁目１７番地８

東越谷７丁目９６番地１

東越谷７丁目１７番地７

東越谷７丁目９７番地

東越谷７丁目１７番地１７
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目９７番地３

東越谷７丁目１７番地２１

東越谷７丁目９７番地４

東越谷７丁目１７番地１９

東越谷７丁目９７番地４

東越谷７丁目１７番地１９

東越谷７丁目９８番地１

東越谷７丁目２４番地４

東越谷７丁目９８番地２

東越谷７丁目２４番地１

東越谷７丁目９８番地４

東越谷７丁目１８番地６

東越谷７丁目９８番地５

東越谷７丁目１８番地７

東越谷７丁目９８番地５

東越谷７丁目１８番地８

東越谷７丁目９８番地６

東越谷７丁目１８番地５

東越谷７丁目９８番地６

東越谷７丁目１８番地４

東越谷７丁目９９番地

東越谷７丁目１８番地３

東越谷７丁目１００番地１

東越谷７丁目２３番地１２

東越谷７丁目１００番地１

東越谷７丁目２３番地１

東越谷７丁目１００番地２

東越谷７丁目２３番地２

東越谷７丁目１００番地２

東越谷７丁目１８番地９

東越谷７丁目１００番地２

東越谷７丁目１８番地２

東越谷７丁目１００番地６

東越谷７丁目１８番地１０

東越谷７丁目１００番地７

東越谷７丁目１８番地１

東越谷７丁目１０１番地１

東越谷７丁目２３番地１１

東越谷７丁目１０１番地４

東越谷７丁目２４番地２

東越谷７丁目１０１番地４

東越谷７丁目２４番地１８

東越谷７丁目１０１番地５

東越谷７丁目２４番地５

東越谷７丁目１０２番地１

東越谷７丁目２３番地１０

東越谷７丁目１０２番地１

東越谷７丁目２４番地１６

東越谷７丁目１０２番地１

東越谷７丁目２３番地４

東越谷７丁目１０２番地１

東越谷７丁目２４番地１６

東越谷７丁目１０２番地２

東越谷７丁目２３番地３

東越谷７丁目１０２番地２

東越谷７丁目２３番地３

東越谷７丁目１０２番地２

東越谷７丁目２４番地６
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１０２番地３

東越谷７丁目２４番地１７

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２４番地７

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２４番地７

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２４番地８

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２３番地４

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２４番地１６

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２３番地４

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２３番地９

東越谷７丁目１０３番地３

東越谷７丁目２４番地１６

東越谷７丁目１０３番地３

東越谷７丁目２３番地８

東越谷７丁目１０４番地１

東越谷７丁目２４番地９

東越谷７丁目１０４番地２

東越谷７丁目２４番地１２

東越谷７丁目１０４番地２

東越谷７丁目２４番地１３

東越谷７丁目１０４番地２

東越谷７丁目２４番地１２

東越谷７丁目１０４番地２

東越谷７丁目２４番地１２

東越谷７丁目１０４番地４

東越谷７丁目２４番地１０

東越谷７丁目１０４番地４

東越谷７丁目２４番地１０

東越谷７丁目１０５番地

東越谷７丁目２３番地５

東越谷７丁目１０５番地

東越谷７丁目２４番地１５

東越谷７丁目１０５番地

東越谷７丁目２４番地１５

東越谷７丁目１０５番地

東越谷７丁目２４番地１５

東越谷７丁目１０５番地

東越谷７丁目２３番地５

東越谷７丁目１０５番地

東越谷７丁目２３番地５

東越谷７丁目１０５番地

東越谷７丁目２３番地５

東越谷７丁目１０６番地

東越谷７丁目２３番地６

ゆうあい荘Ⅱ１０１号

東越谷７丁目１０６番地

東越谷７丁目２３番地６

シティハイムゆうあい荘Ⅱ２０１

東越谷７丁目１０６番地

東越谷７丁目２３番地６

シティハイムゆうあい荘Ⅱ２０２

東越谷７丁目１０６番地

東越谷７丁目２３番地７

東越谷７丁目１０６番地１

東越谷７丁目２３番地６
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷７丁目１０７番地

東越谷７丁目２５番地２

東越谷７丁目１０９番地１

東越谷７丁目２７番地１１

東越谷７丁目１０９番地１

東越谷７丁目２７番地１１

東越谷７丁目１０９番地２

東越谷７丁目２７番地１２

東越谷７丁目１０９番地４

東越谷７丁目２７番地１３

東越谷７丁目１１０番地１

東越谷７丁目２５番地６

東越谷７丁目１１０番地２

東越谷７丁目２５番地１

東越谷７丁目１１１番地

東越谷７丁目２６番地１１

東越谷７丁目１１１番地

東越谷７丁目２６番地１３

東越谷７丁目１１１番地１

東越谷７丁目２６番地１０

東越谷７丁目１１１番地２

東越谷７丁目２７番地１７

東越谷７丁目１１１番地２

東越谷７丁目２７番地１０

東越谷７丁目１１１番地２

東越谷７丁目２７番地１０

東越谷７丁目１１２番地１

東越谷７丁目２６番地９

東越谷７丁目１１２番地２

東越谷７丁目２７番地９

東越谷７丁目１１２番地４

東越谷７丁目２７番地１５

東越谷７丁目１１２番地４

東越谷７丁目２７番地１５

東越谷７丁目１１３番地１

東越谷７丁目２６番地１５

東越谷７丁目１１３番地１

東越谷７丁目２６番地１４

東越谷７丁目１１３番地１

東越谷７丁目２６番地１５

東越谷７丁目１１３番地１

東越谷７丁目２６番地１５

東越谷７丁目１１３番地１

東越谷７丁目２６番地１５

東越谷７丁目１１３番地１

東越谷７丁目２６番地１４

東越谷７丁目１１３番地１

東越谷７丁目２６番地１４

東越谷７丁目１１３番地２

東越谷７丁目２７番地８

東越谷７丁目１１３番地２

東越谷７丁目２７番地８

東越谷７丁目１１３番地２

東越谷７丁目２７番地８

東越谷７丁目１１４番地

東越谷７丁目２６番地７

東越谷７丁目１１５番地２

東越谷７丁目２２番地１１

40/114

方書（旧・新住所 共通）

○○方

○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目１１５番地２

東越谷７丁目２６番地１６

東越谷７丁目１１６番地２

東越谷７丁目２７番地７

東越谷７丁目１１６番地３

東越谷７丁目２７番地１８

東越谷７丁目１１７番地１

東越谷７丁目２６番地５

東越谷７丁目１１７番地１

東越谷７丁目２６番地５

東越谷７丁目１１７番地２

東越谷７丁目２７番地６

東越谷７丁目１１７番地１２

東越谷７丁目４７番地５

東越谷７丁目１１７番地１２

東越谷７丁目４７番地５

東越谷７丁目１１８番地

東越谷７丁目２６番地４

東越谷７丁目１１９番地１

東越谷７丁目２７番地５

東越谷７丁目１２０番地

東越谷７丁目２７番地２

東越谷７丁目１２０番地１

東越谷７丁目２７番地４

東越谷７丁目１２１番地１

東越谷７丁目２７番地２２

東越谷７丁目１２１番地１

東越谷７丁目２７番地２２

東越谷７丁目１２１番地５

東越谷７丁目２７番地２１

東越谷７丁目１２１番地６

東越谷７丁目２７番地１

東越谷７丁目１２１番地６

東越谷７丁目２７番地１

東越谷７丁目１２２番地

東越谷７丁目２６番地２３

東越谷７丁目１２３番地１

東越谷７丁目２６番地３

東越谷７丁目１２３番地２

東越谷７丁目２６番地２

東越谷７丁目１２５番地

東越谷７丁目２２番地２２

東越谷７丁目１２５番地

東越谷７丁目２２番地２２

東越谷７丁目１２５番地１

東越谷７丁目２２番地２１

東越谷７丁目１２５番地１

東越谷７丁目２２番地２１

東越谷７丁目１２５番地３

東越谷７丁目２２番地２３

東越谷７丁目１２６番地

東越谷７丁目２２番地２０

東越谷７丁目１２７番地１

東越谷７丁目２２番地１６

東越谷７丁目１２７番地２

東越谷７丁目２７番地１９

東越谷７丁目１２７番地４

東越谷７丁目２２番地１７
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目１２７番地５

東越谷７丁目２２番地１８

東越谷７丁目１２７番地６

東越谷７丁目２２番地１９

東越谷７丁目１２８番地１

東越谷７丁目２２番地１０

東越谷７丁目１２８番地３

東越谷７丁目２２番地１２

東越谷７丁目１２８番地３

東越谷７丁目２２番地１５

東越谷７丁目１２９番地１

東越谷７丁目２１番地５

東越谷７丁目１２９番地１

東越谷７丁目２１番地１１

東越谷７丁目１２９番地１

東越谷７丁目２１番地１０

東越谷７丁目１２９番地２

東越谷７丁目２２番地９

東越谷７丁目１２９番地２

東越谷７丁目２２番地７

東越谷７丁目１２９番地２

東越谷７丁目２２番地６

東越谷７丁目１２９番地３

東越谷７丁目２２番地５

東越谷７丁目１２９番地３

東越谷７丁目２２番地５

東越谷７丁目１２９番地５

東越谷７丁目２１番地１

東越谷７丁目１２９番地６

東越谷７丁目２１番地２

東越谷７丁目１２９番地７

東越谷７丁目２１番地３

東越谷７丁目１２９番地８

東越谷７丁目２１番地４

東越谷７丁目１２９番地１１

東越谷７丁目２１番地１２

東越谷７丁目１２９番地１４

東越谷７丁目２１番地９

東越谷７丁目１２９番地１５

東越谷７丁目２１番地８

東越谷７丁目１２９番地１８

東越谷７丁目２２番地８

東越谷７丁目１２９番地２０

東越谷７丁目２２番地１

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地１０

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地２１

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地１３

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地１９

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地８

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地１０

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地１０
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目１３０番地

東越谷７丁目２０番地１９

東越谷７丁目１３０番地６

東越谷７丁目２０番地１７

東越谷７丁目１３０番地７

東越谷７丁目２０番地１５

東越谷７丁目１３０番地１０

東越谷７丁目２１番地６

東越谷７丁目１３０番地１０

東越谷７丁目２０番地６

東越谷７丁目１３１番地１

東越谷７丁目２０番地４

東越谷７丁目１３１番地２

東越谷７丁目２０番地５

東越谷７丁目１３１番地２

東越谷７丁目２０番地５

東越谷７丁目１３１番地５

東越谷７丁目１９番地７

東越谷７丁目１３１番地６

東越谷７丁目１９番地６

東越谷７丁目１３１番地９

東越谷７丁目１９番地９

東越谷７丁目１３３番地１

東越谷７丁目２０番地２

東越谷７丁目１３３番地２

東越谷７丁目２０番地２

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目２０番地１

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１９

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１８

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１７

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地２１

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地２

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１５

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１１

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１１

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地２

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１７

東越谷７丁目１３４番地１

東越谷７丁目１９番地１

東越谷７丁目１３４番地１２

東越谷７丁目２０番地２２

東越谷７丁目１３５番地

東越谷７丁目４９番地８

東越谷７丁目１３５番地

東越谷７丁目４９番地１２

東越谷７丁目１３５番地

東越谷７丁目４９番地１０
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方書（旧・新住所 共通）

高橋ビル３０１

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１３５番地

東越谷７丁目４９番地１１

東越谷７丁目１３５番地

東越谷７丁目４９番地９

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモオレンジ１０１

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモオレンジ１０２

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモオレンジ１０３

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモオレンジ１０４号

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモオレンジ２０１

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモオレンジ２０２

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモオレンジ２０３

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモブルー１０１号

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモブルー１０２号

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモブルー１０３号

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモブルー１０４

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモブルー２０１

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモブルー２０２

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目７番地８

パルモブルー２０３

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１３６番地１

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１３６番地２

東越谷７丁目４８番地５

東越谷７丁目１３６番地４

東越谷７丁目４８番地２

東越谷７丁目１３６番地５

東越谷７丁目４８番地７

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション１０１号

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション１０２

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション１０３

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション１０５号

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション２０１

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション２０２

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション２０３

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション２０５
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション３０１

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション３０２

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション３０３号

東越谷７丁目１３７番地１

東越谷７丁目３２番地１

カームマンション３０５

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷１０１

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷１０２

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷１０３

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷１０４

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷２０１号

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷２０２号

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷２０３

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷２０４号

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷２０５号

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷３０１

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷３０２

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷３０３号

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷３０４号

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷３０５

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷４０１

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム４０２号

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム４０３

東越谷７丁目１３７番地２

東越谷７丁目３３番地１

エンゼルハイム越谷４０４

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地１０

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地１２

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地６

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地６

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地５

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地１１

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地１３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地８

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地７

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地９

東越谷７丁目１３８番地１

東越谷７丁目３２番地１０

東越谷７丁目１３８番地２

東越谷７丁目３３番地３

東越谷７丁目１３８番地３

東越谷７丁目３３番地１２

東越谷７丁目１３８番地３

東越谷７丁目３３番地５

東越谷７丁目１３８番地３

東越谷７丁目３３番地１２

東越谷７丁目１３８番地３

東越谷７丁目３３番地１２

東越谷７丁目１３８番地３

東越谷７丁目３３番地１２

東越谷７丁目１３９番地

東越谷７丁目３３番地８

東越谷７丁目１３９番地２

東越谷７丁目３３番地６

東越谷７丁目１４０番地

東越谷７丁目３３番地１０

東越谷７丁目１４０番地２

東越谷７丁目３３番地９

東越谷７丁目１４１番地１

東越谷７丁目３３番地７

東越谷７丁目１４１番地１

東越谷７丁目３０番地１１

東越谷７丁目１４１番地１

東越谷７丁目３１番地５

東越谷７丁目１４１番地２

東越谷７丁目３１番地１

東越谷７丁目１４１番地２

東越谷７丁目３１番地１

東越谷７丁目１４１番地３

東越谷７丁目３０番地６

東越谷７丁目１４１番地７

東越谷７丁目３０番地７

東越谷７丁目１４１番地１０

東越谷７丁目３０番地１２

東越谷７丁目１４１番地１０

東越谷７丁目３１番地１３

東越谷７丁目１４１番地１４

東越谷７丁目２９番地９

東越谷７丁目１４１番地１５

東越谷７丁目３０番地８

東越谷７丁目１４１番地１６

東越谷７丁目２９番地１０

東越谷７丁目１４１番地１６

東越谷７丁目３１番地１２

東越谷７丁目１４２番地

東越谷７丁目３１番地７

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８
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方書（旧・新住所 共通）

エンゼルハイム越谷第２ １０１

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−１０２号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ １０３号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ １０５号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−１０６

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−２０１号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−２０２

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−２０３

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ２０４号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム第２ ２０５号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ２０６号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第二３０１

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ３０２号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ３０３号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ３０３号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ３０４号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−３０５

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ４０１

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−４０２号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−４０３号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ５０１号

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２ ５０２

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム５０２

東越谷７丁目１４２番地３

東越谷７丁目３１番地１４

東越谷７丁目１４２番地３

東越谷７丁目３１番地６

東越谷７丁目１４２番地３

東越谷７丁目３１番地１４

東越谷７丁目１４３番地２

東越谷７丁目３１番地１１

東越谷７丁目１４３番地２

東越谷７丁目３１番地１１

東越谷７丁目１４３番地３

東越谷７丁目３１番地９

東越谷７丁目１４３番地３

東越谷７丁目３１番地９
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○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１４４番地２

東越谷７丁目２９番地１１

東越谷７丁目１４５番地２

東越谷７丁目２９番地１２

東越谷７丁目１４６番地

東越谷７丁目２８番地５

アピオン１０１

東越谷７丁目１４６番地

東越谷７丁目２８番地５

アピオン１０３

東越谷７丁目１４６番地

東越谷７丁目２９番地５

東越谷７丁目１４６番地

東越谷７丁目２９番地７

東越谷７丁目１４７番地２

東越谷７丁目２８番地３

東越谷７丁目１４７番地４

東越谷７丁目２８番地４

東越谷７丁目１４７番地５

東越谷７丁目２８番地１１

東越谷７丁目１４８番地１

東越谷７丁目３０番地１４

東越谷７丁目１４８番地２

東越谷７丁目３３番地２

東越谷７丁目１４８番地４

東越谷７丁目２８番地２

東越谷７丁目１４８番地６

東越谷７丁目２８番地１２

東越谷７丁目１４９番地１

東越谷７丁目２９番地１５

東越谷７丁目１４９番地１

東越谷７丁目２９番地１３

東越谷７丁目１４９番地１

東越谷７丁目３７番地４

東越谷７丁目１４９番地１

東越谷７丁目２９番地１３

東越谷７丁目１４９番地３

東越谷７丁目２８番地１３

東越谷７丁目１４９番地４

東越谷７丁目２８番地１

東越谷７丁目１４９番地６

東越谷７丁目２９番地１４

東越谷７丁目１４９番地６

東越谷７丁目２９番地１６

東越谷７丁目１４９番地７

東越谷７丁目３０番地１５

東越谷７丁目１５０番地

東越谷７丁目２９番地１

東越谷７丁目１５０番地

東越谷７丁目２９番地１

東越谷７丁目１５０番地４

東越谷７丁目２９番地４

東越谷７丁目１５１番地３

東越谷７丁目３６番地４

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１３

グリーンハイツ１０２号

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１３

グリーンハイツ１０３

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１３

グリーンハイツ２０２
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１９

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１８

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１５

東越谷７丁目１５２番地１

東越谷７丁目３６番地１２

東越谷７丁目１５２番地６

東越谷７丁目３６番地９

東越谷７丁目１５２番地６

東越谷７丁目３６番地９

東越谷７丁目１５４番地

東越谷７丁目３６番地１

東越谷７丁目１５５番地

東越谷７丁目３６番地２

東越谷７丁目１５５番地１

東越谷７丁目３６番地３

東越谷７丁目１５５番地１

東越谷７丁目３６番地３

東越谷７丁目１５６番地２

東越谷７丁目３０番地１

東越谷７丁目１５６番地３

東越谷７丁目３０番地１６

東越谷７丁目１５７番地

東越谷７丁目３５番地５

東越谷７丁目１５７番地２

東越谷７丁目３５番地９

東越谷７丁目１５７番地２

東越谷７丁目３５番地６

東越谷７丁目１５７番地２

東越谷７丁目３５番地８

東越谷７丁目１５７番地２

東越谷７丁目３５番地７

東越谷７丁目１５９番地

東越谷７丁目３４番地６

東越谷７丁目１６０番地

東越谷７丁目３４番地３

東越谷７丁目１６０番地

東越谷７丁目３４番地４

東越谷７丁目１６２番地

東越谷７丁目３４番地９

東越谷７丁目１６４番地

東越谷７丁目３５番地３

東越谷７丁目１６４番地

東越谷７丁目３５番地３

東越谷７丁目１６４番地

東越谷７丁目３５番地３

東越谷７丁目１６４番地３

東越谷７丁目３５番地３

東越谷７丁目１６５番地

東越谷７丁目３５番地１

東越谷７丁目１６５番地

東越谷７丁目３５番地２

東越谷７丁目１６５番地

東越谷７丁目３５番地１

東越谷７丁目１６５番地

東越谷７丁目３５番地１２
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１６７番地

東越谷７丁目４７番地１２

東越谷７丁目１６７番地

東越谷７丁目４７番地１２

東越谷７丁目１６７番地

東越谷７丁目４７番地１２

東越谷７丁目１６８番地

東越谷７丁目４７番地３

東越谷７丁目１６８番地

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１６８番地

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１６８番地

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１６８番地

東越谷７丁目４７番地３

東越谷７丁目１６８番地

東越谷７丁目４７番地３

○○方

東越谷７丁目１６９番地

東越谷７丁目４７番地１１

ラディウス１０１号

東越谷７丁目１６９番地

東越谷７丁目４７番地１１

ラディウス１０３号

東越谷７丁目１６９番地

東越谷７丁目４７番地１１

ラディウス１０４

東越谷７丁目１６９番地

東越谷７丁目４７番地１１

ラディウス２０１

東越谷７丁目１６９番地

東越谷７丁目４７番地１１

ラディウス２０２

東越谷７丁目１６９番地

東越谷７丁目４７番地１１

ラディウス２０４

東越谷７丁目１６９番地

東越谷７丁目４７番地１３

東越谷７丁目１７１番地１

東越谷７丁目４７番地２

東越谷７丁目１７１番地１

東越谷７丁目４７番地６

東越谷７丁目１７１番地２

東越谷７丁目４７番地９

東越谷７丁目１７２番地

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１７２番地

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１７２番地

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１７３番地

東越谷７丁目４９番地５

東越谷７丁目１７３番地

東越谷７丁目４９番地５

東越谷７丁目１７３番地

東越谷７丁目４９番地５

東越谷７丁目１７３番地３

東越谷７丁目４９番地１４

東越谷７丁目１７３番地３

東越谷７丁目４９番地１３

東越谷７丁目１７３番地５

東越谷７丁目４９番地６

東越谷７丁目１７３番地５

東越谷７丁目４９番地７
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○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１７４番地

東越谷７丁目４９番地１５

東越谷７丁目１７５番地

東越谷７丁目４９番地２

東越谷７丁目１７５番地

東越谷７丁目４９番地２

東越谷７丁目１７５番地

東越谷７丁目４９番地２

東越谷７丁目１７６番地

東越谷７丁目４９番地１

東越谷７丁目１７６番地

東越谷７丁目４９番地２１

東越谷７丁目１７６番地

東越谷７丁目４９番地２１

東越谷７丁目１７６番地３

東越谷７丁目４９番地１８

東越谷７丁目１７７番地

東越谷７丁目４９番地１７

東越谷７丁目１７８番地

東越谷７丁目５０番地９

東越谷７丁目１７８番地１

東越谷７丁目５０番地６

東越谷７丁目１７８番地１

東越谷７丁目５０番地５

東越谷７丁目１７８番地３

東越谷７丁目５０番地８

東越谷７丁目１７８番地３

東越谷７丁目５０番地７

東越谷７丁目１７９番地１

東越谷７丁目５０番地１

リリィ１０２

東越谷７丁目１７９番地１

東越谷７丁目５０番地１

リリィ１０３

東越谷７丁目１７９番地１

東越谷７丁目５０番地１

リリィ２０１

東越谷７丁目１７９番地１

東越谷７丁目５０番地１

リリィ２０２

東越谷７丁目１７９番地１

東越谷７丁目５０番地１

リリィ２０３

東越谷７丁目１７９番地１

東越谷７丁目５０番地１

リリィ２０４

東越谷７丁目１７９番地２

東越谷７丁目５０番地３

東越谷７丁目１７９番地２

東越谷７丁目５０番地４

東越谷７丁目１８０番地

東越谷７丁目４９番地３

東越谷７丁目１８１番地

東越谷７丁目５１番地２

東越谷７丁目１８２番地１

東越谷７丁目５１番地１

東越谷７丁目１８２番地２

東越谷７丁目５１番地６

東越谷７丁目１８２番地３

東越谷７丁目５１番地５

東越谷７丁目１８２番地３

東越谷７丁目５１番地５

東越谷７丁目１８２番地３

東越谷７丁目５１番地３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１８３番地

東越谷７丁目４６番地１４

東越谷７丁目１８３番地

東越谷７丁目４６番地１５

東越谷７丁目１８４番地１

東越谷７丁目４６番地１

東越谷７丁目１８５番地１

東越谷７丁目４６番地２

東越谷７丁目１８５番地３

東越谷７丁目４６番地１２

東越谷７丁目１８６番地２

東越谷７丁目４６番地３

東越谷７丁目１８６番地２

東越谷７丁目４６番地３

東越谷７丁目１８８番地

東越谷７丁目４６番地５

東越谷７丁目１８８番地

東越谷７丁目４６番地５

東越谷７丁目１８８番地２

東越谷７丁目４６番地８

東越谷７丁目１８８番地３

東越谷７丁目４６番地６

東越谷７丁目１８８番地３

東越谷７丁目４６番地７

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

１０３号

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン１０１

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン１０２号

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン２０１号

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン２０２

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン３０１

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン３０１○○方

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン３０２

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地６

プラムガーデン３０３号

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地５

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地５

東越谷７丁目１９０番地１

東越谷７丁目４５番地５

東越谷７丁目１９１番地

東越谷７丁目４５番地２

東越谷７丁目１９１番地

東越谷７丁目４５番地２

東越谷７丁目１９２番地１

東越谷７丁目４５番地１

東越谷７丁目１９２番地２

東越谷７丁目４５番地１６

東越谷７丁目１９３番地

東越谷７丁目４５番地７
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メゾンピーチ１０１

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷７丁目１９３番地

東越谷７丁目４５番地７

メゾンピーチ１０２

東越谷７丁目１９３番地

東越谷７丁目４５番地７

メゾンピーチ２０１号

東越谷７丁目１９３番地

東越谷７丁目４５番地７

メゾンピーチ２０２

東越谷７丁目１９３番地

東越谷７丁目４５番地１５

東越谷７丁目１９３番地

東越谷７丁目４５番地１２

東越谷７丁目１９３番地

東越谷７丁目４５番地１３

東越谷７丁目１９９番地１

東越谷７丁目４３番地４

東越谷７丁目２００番地

東越谷７丁目３９番地１

東越谷７丁目２００番地

東越谷７丁目３９番地１

東越谷７丁目２００番地

東越谷７丁目４１番地６

東越谷７丁目２００番地

東越谷７丁目３９番地１

東越谷７丁目２００番地３

東越谷７丁目３９番地５

東越谷７丁目２００番地５

東越谷７丁目４１番地２

東越谷７丁目２００番地６

東越谷７丁目４１番地４

東越谷７丁目２００番地８

東越谷７丁目３９番地２

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ東越谷１０１

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ東越谷１０１

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ１０２

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ１０３

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ１０５号

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ東越谷１０６

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ東越谷２０２

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ東越谷２０３

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ東越谷２０５

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

サンビレッジ東越谷２０６号

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地７

東越谷７丁目２０２番地

東越谷７丁目３８番地２

東越谷７丁目２０３番地１

東越谷７丁目３８番地５

東越谷７丁目２０３番地３

東越谷７丁目３７番地３
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目２０３番地６

東越谷７丁目３８番地６

東越谷７丁目２０４番地

東越谷７丁目３７番地７

東越谷７丁目２０４番地

東越谷７丁目３７番地７

東越谷７丁目２０４番地

東越谷７丁目３７番地７

東越谷７丁目２０４番地２

東越谷７丁目３７番地１

東越谷７丁目２０５番地１

東越谷７丁目４０番地８

アベリア２０１

東越谷７丁目２０５番地１

東越谷７丁目４０番地８

アベリア２０２

東越谷７丁目２０５番地２

東越谷７丁目４０番地７

東越谷７丁目２０５番地３

東越谷７丁目４０番地９

東越谷７丁目２０６番地１

東越谷７丁目４０番地６

東越谷７丁目２０６番地１

東越谷７丁目４０番地６

東越谷７丁目２０６番地１

東越谷７丁目４０番地６

東越谷７丁目２０６番地１

東越谷７丁目４０番地６

東越谷７丁目２０６番地２

東越谷７丁目４１番地８

東越谷７丁目２０６番地２

東越谷７丁目４１番地８

東越谷７丁目２０６番地２

東越谷７丁目４１番地８

東越谷７丁目２０７番地

東越谷７丁目４１番地１

東越谷７丁目２０７番地

東越谷７丁目４１番地１

東越谷７丁目２０７番地

東越谷７丁目４１番地１

東越谷７丁目２０７番地

東越谷７丁目４１番地１

東越谷７丁目２０８番地

東越谷７丁目５０番地１０

東越谷７丁目２０９番地１

東越谷７丁目４０番地２

東越谷７丁目２０９番地１

東越谷７丁目４０番地３

東越谷７丁目２０９番地２

東越谷７丁目４０番地５

東越谷７丁目２１０番地

東越谷７丁目４０番地１

東越谷７丁目２１１番地

東越谷７丁目４４番地１１

東越谷７丁目２１１番地

東越谷７丁目４４番地１１

東越谷７丁目２１２番地

東越谷７丁目４５番地９

東越谷７丁目２１４番地

東越谷７丁目４３番地５
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷７丁目２１４番地

東越谷７丁目４３番地５

東越谷７丁目２１５番地２

東越谷７丁目４３番地７

東越谷７丁目２１６番地

東越谷７丁目４９番地５

東越谷７丁目２１６番地

東越谷７丁目４４番地４

東越谷７丁目２１７番地１

東越谷７丁目４４番地６

ボナールレジデンス１０１

東越谷７丁目２１７番地１

東越谷７丁目４４番地６

ボナールレジデンス１０２号

東越谷７丁目２１７番地１

東越谷７丁目４４番地７

東越谷７丁目２１７番地２

東越谷７丁目４４番地８

東越谷７丁目２１７番地３

東越谷７丁目４４番地１０

東越谷７丁目２１９番地

東越谷７丁目４４番地１

東越谷７丁目２２０番地

東越谷７丁目４４番地２

東越谷７丁目２２０番地

東越谷７丁目４４番地２

東越谷７丁目２２１番地１

東越谷７丁目５１番地７

メゾントロワ１０２

東越谷７丁目２２１番地１

東越谷７丁目５１番地７

メゾントロワ１０３

東越谷７丁目２２１番地１

東越谷７丁目５１番地７

メゾントロワ２０１号

東越谷７丁目２２１番地１

東越谷７丁目５１番地７

メゾントロワ２０２

東越谷７丁目２２１番地１

東越谷７丁目５１番地７

メゾントロワ２０３

東越谷７丁目２２１番地１

東越谷７丁目５１番地７

メゾントロワ３０１

東越谷８丁目４番地５

東越谷８丁目４番地１

東越谷８丁目４番地５

東越谷８丁目４番地１

東越谷８丁目４番地５

東越谷８丁目４番地１

東越谷８丁目６番地

東越谷８丁目５番地４

東越谷８丁目１０番地１

東越谷８丁目１１番地２

東越谷８丁目１０番地１

東越谷８丁目１１番地２

東越谷８丁目１１番地

東越谷８丁目６番地１８

東越谷８丁目１１番地

東越谷８丁目６番地５

東越谷８丁目１１番地

東越谷８丁目６番地６

東越谷８丁目１１番地

東越谷８丁目６番地５

東越谷８丁目１１番地

東越谷８丁目６番地４
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１１番地

東越谷８丁目６番地６

東越谷８丁目１２番地１

東越谷８丁目７番地６

東越谷８丁目１２番地１

東越谷８丁目７番地４

東越谷８丁目１２番地１

東越谷８丁目７番地５

東越谷８丁目１２番地１

東越谷８丁目７番地６

東越谷８丁目１２番地２

東越谷８丁目７番地２

東越谷８丁目１２番地２

東越谷８丁目７番地１

東越谷８丁目１２番地２

東越谷８丁目７番地３

東越谷８丁目１３番地

東越谷８丁目７番地１９

東越谷８丁目１３番地

東越谷８丁目７番地２０

東越谷８丁目１３番地

東越谷８丁目７番地１５

東越谷８丁目１３番地

東越谷８丁目７番地１７

東越谷８丁目１３番地

東越谷８丁目７番地１９

東越谷８丁目１３番地

東越谷８丁目７番地１８

東越谷８丁目１３番地

東越谷８丁目７番地１６

東越谷８丁目１４番地

東越谷８丁目８番地２

東越谷８丁目１４番地

東越谷８丁目８番地３

東越谷８丁目１４番地

東越谷８丁目８番地４

東越谷８丁目１４番地

東越谷８丁目８番地７

東越谷８丁目１４番地

東越谷８丁目８番地６

東越谷８丁目１４番地

東越谷８丁目８番地５

東越谷８丁目１４番地

東越谷８丁目８番地２

東越谷８丁目１５番地１

東越谷８丁目８番地１７

東越谷８丁目１５番地１

東越谷８丁目８番地１６

東越谷８丁目１６番地１

東越谷８丁目８番地２０

東越谷８丁目１６番地１

東越谷８丁目８番地１９

東越谷８丁目１６番地１

東越谷８丁目８番地１８

東越谷８丁目１６番地１

東越谷８丁目８番地２１

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地１８
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地４

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地７

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地２０

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地１６

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地１９

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地６

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地３

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地５

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地２

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地４

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地１９

東越谷８丁目１８番地１

東越谷８丁目９番地１７

東越谷８丁目１８番地１

東越谷８丁目９番地１７

東越谷８丁目１９番地

東越谷８丁目６番地１９

東越谷８丁目１９番地

東越谷８丁目６番地１３

東越谷８丁目１９番地

東越谷８丁目６番地１９

東越谷８丁目１９番地４

東越谷８丁目１０番地９

東越谷８丁目１９番地６

東越谷８丁目１０番地６

東越谷８丁目１９番地６

東越谷８丁目６番地１４

東越谷８丁目１９番地７

東越谷８丁目６番地１７

東越谷８丁目１９番地８

東越谷８丁目６番地１５

東越谷８丁目１９番地９

東越谷８丁目６番地１６

東越谷８丁目１９番地９

東越谷８丁目１０番地５

東越谷８丁目１９番地１０

東越谷８丁目１０番地７

東越谷８丁目１９番地１１

東越谷８丁目６番地１２

東越谷８丁目１９番地１２

東越谷８丁目１０番地８

東越谷８丁目２０番地

東越谷８丁目１０番地２５

東越谷８丁目２１番地

東越谷８丁目１０番地２３

東越谷８丁目２２番地

東越谷８丁目１０番地２２
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目２４番地２

東越谷８丁目１０番地１８

東越谷８丁目２５番地

東越谷８丁目１０番地１７

東越谷８丁目２７番地

東越谷８丁目１０番地９

東越谷８丁目２７番地

東越谷８丁目１０番地９

東越谷８丁目２８番地１

東越谷８丁目１０番地１０

東越谷８丁目２８番地１

東越谷８丁目１０番地１０

東越谷８丁目２８番地２

東越谷８丁目１０番地１６

東越谷８丁目２９番地

東越谷８丁目１０番地１５

東越谷８丁目２９番地

東越谷８丁目１０番地１５

東越谷８丁目３０番地

東越谷８丁目１０番地１４

東越谷８丁目３０番地

東越谷８丁目１０番地１２

東越谷８丁目３１番地

東越谷８丁目１１番地７

東越谷８丁目３１番地

東越谷８丁目１１番地７

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１１番地６

グリーンパーザＢ１０１

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１１番地６

グリーンパーザＢ１０２

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１１番地６

グリーパーザＢ１０３

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１１番地６

グリーンパーザＢ２０１

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１０番地１３

東越谷８丁目３２番地２

東越谷８丁目１１番地１

東越谷８丁目３３番地

東越谷８丁目１１番地６

グリーンパーザＡ１０２

東越谷８丁目３３番地

東越谷８丁目１１番地６

グリーンパーザＡ−１０３

東越谷８丁目３３番地

東越谷８丁目１１番地６

グリーンパーザＡ２０２号

東越谷８丁目３３番地１

東越谷８丁目９番地１５

東越谷８丁目３３番地１

東越谷８丁目９番地１４

東越谷８丁目３３番地１

東越谷８丁目９番地１５

東越谷８丁目３３番地１

東越谷８丁目９番地１３

東越谷８丁目３３番地１

東越谷８丁目９番地１５

東越谷８丁目３３番地１

東越谷８丁目９番地１２

東越谷８丁目３３番地２

東越谷８丁目９番地９
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○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目３４番地

東越谷８丁目１１番地５

東越谷８丁目３４番地

東越谷８丁目１１番地５

東越谷８丁目３４番地

東越谷８丁目９番地８

東越谷８丁目３４番地

東越谷８丁目８番地１３

東越谷８丁目３４番地

東越谷８丁目９番地１０

東越谷８丁目３４番地

東越谷８丁目８番地１３

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１１番地５

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１１番地５

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１１番地５

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１１番地５

東越谷８丁目３６番地

東越谷８丁目７番地１１

東越谷８丁目３７番地

東越谷８丁目８番地１２

東越谷８丁目３８番地

東越谷８丁目８番地１４

東越谷８丁目３８番地

東越谷８丁目７番地９

東越谷８丁目３８番地

東越谷８丁目８番地１０

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目７番地８

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目７番地１４

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目７番地１３

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目８番地１５

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目８番地９

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目７番地７

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目８番地８

東越谷８丁目３９番地

東越谷８丁目７番地８

東越谷８丁目４０番地

東越谷８丁目１１番地４

東越谷８丁目４０番地

東越谷８丁目１１番地４

東越谷８丁目４０番地

東越谷８丁目１１番地５

東越谷８丁目４１番地１

東越谷８丁目６番地１０

東越谷８丁目４１番地１

東越谷８丁目７番地１０

東越谷８丁目４１番地３

東越谷８丁目６番地８
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾン・エクセレンス１０１

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス１０２号

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス１０３

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス１０５

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス１０６

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス２０１

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス２０１

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス２０２

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス２０３号

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス２０５

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス２０６号

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス２０７

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス３０１

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾン・エクセレンス３０２

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス３０３

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス３０５

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス３０６

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

メゾンエクセレンス３０７

東越谷８丁目４２番地５

東越谷８丁目１３番地１６

東越谷８丁目４３番地１

東越谷８丁目６番地９

東越谷８丁目４３番地３

東越谷８丁目６番地７

東越谷８丁目４４番地

東越谷８丁目４番地５

東越谷８丁目４６番地

東越谷８丁目６番地７

東越谷８丁目４６番地

東越谷８丁目６番地７

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ−１０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ−１０２

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ−１０２

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ棟１０５号

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ１０７
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ１０８

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ２０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ２０３

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ２０５

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ２０６

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ２０８

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ３０２号

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ３０２

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ−３０７

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ−３０７

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ−４０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ−４０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ棟４０３

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ棟４０６

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドＡ棟４０７号

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−１０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ棟１０２号

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ棟１０３

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−１０３

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ１０３

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ１０６号

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−２０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ２０２

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−２０３

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ棟２０５

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ棟２０５

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−２０６

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−３０１号

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ３０３

61/114

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ３０６号

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ４０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−４０２

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−４０２

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ棟４０３

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−４０６号

東越谷８丁目４９番地

東越谷８丁目１３番地３０

東越谷８丁目５１番地

東越谷８丁目２番地６

東越谷８丁目５２番地２

東越谷８丁目１２番地２

東越谷８丁目５３番地１

東越谷８丁目１２番地４

エクセルハイムＡ２０２号

東越谷８丁目５３番地１

東越谷８丁目１２番地４

エクセルハイム２０２

東越谷８丁目５４番地１

東越谷８丁目１２番地１０

東越谷８丁目５４番地１

東越谷８丁目１２番地１０

東越谷８丁目５４番地１

東越谷８丁目１２番地１０

東越谷８丁目５４番地３

東越谷８丁目１２番地９

東越谷８丁目５４番地３

東越谷８丁目１２番地９

東越谷８丁目５６番地

東越谷８丁目１３番地２

東越谷８丁目５６番地

東越谷８丁目１３番地３１

東越谷８丁目５７番地

東越谷８丁目１４番地６

東越谷８丁目５７番地

東越谷８丁目１４番地７

東越谷８丁目５７番地

東越谷８丁目１４番地８

東越谷８丁目５７番地

東越谷８丁目１４番地５

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１３番地６

エクセルハイムＡ１０１

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１３番地６

エクセルハイムＡ−１０２

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１３番地６

エクセルハイムＡ１０３号

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１３番地６

エクセルハイムＡ２０１

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１３番地６

エクセルハイムＡ２０３

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地２５

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地２２
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地２３

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地２６

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地２４

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地２３

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地２３

東越谷８丁目５８番地

東越谷８丁目１４番地１５

東越谷８丁目５９番地

東越谷８丁目１４番地１７

東越谷８丁目５９番地

東越谷８丁目１４番地１８

東越谷８丁目５９番地

東越谷８丁目１４番地１６

東越谷８丁目６０番地

東越谷８丁目１３番地４

東越谷８丁目６１番地

東越谷８丁目１３番地１１

東越谷８丁目６１番地２

東越谷８丁目１３番地２８

東越谷８丁目６１番地２

東越谷８丁目１３番地２９

東越谷８丁目６１番地７

東越谷８丁目１３番地２６

東越谷８丁目６１番地９

東越谷８丁目１３番地２４

東越谷８丁目６２番地

東越谷８丁目１３番地８

東越谷８丁目６２番地

東越谷８丁目１３番地８

東越谷８丁目６２番地１

東越谷８丁目１３番地７

東越谷８丁目６２番地１

東越谷８丁目１３番地１８

東越谷８丁目６３番地

東越谷８丁目２０番地２８

東越谷８丁目６３番地

東越谷８丁目２０番地２８

東越谷８丁目６３番地

東越谷８丁目２０番地２８

東越谷８丁目６３番地２

東越谷８丁目２０番地２８

東越谷８丁目６３番地２

東越谷８丁目２０番地２８

東越谷８丁目６４番地１

東越谷８丁目２３番地２２

東越谷８丁目６４番地１

東越谷８丁目２３番地２３

東越谷８丁目６４番地１

東越谷８丁目２３番地２１

東越谷８丁目６４番地１

東越谷８丁目２３番地２０

東越谷８丁目６４番地５

東越谷８丁目１３番地７
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方書（旧・新住所 共通）

エクセルハイムＢ２０１

エクセルハイムＢ１０１号

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷８丁目６４番地５

東越谷８丁目１３番地７

エクセルハイムＢ１０５

東越谷８丁目６４番地５

東越谷８丁目１３番地７

エクセルハイムＢ２０５号

東越谷８丁目６４番地５

東越谷８丁目１３番地７

エクセルハイムＢ２０５号

東越谷８丁目６４番地５

東越谷８丁目１３番地１０

東越谷８丁目６７番地６７

東越谷８丁目２２番地７

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＡ−１０１

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＡ−１０２

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＡ−１０２

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＡ−２０１

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＡ２０２

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＡ−３０２

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＢ１０１

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＢ−１０２

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＢ２０１

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＢ２０１

東越谷８丁目７０番地

東越谷８丁目２３番地１６

ポンピエールＢ棟２０２

東越谷８丁目７１番地１

東越谷８丁目２３番地１０

東越谷８丁目７１番地１

東越谷８丁目２３番地１５

東越谷８丁目７１番地１

東越谷８丁目２３番地２４

東越谷８丁目７１番地１

東越谷８丁目２３番地８

東越谷８丁目７１番地１

東越谷８丁目２３番地７

東越谷８丁目７１番地１

東越谷８丁目２３番地９

東越谷８丁目７２番地

東越谷８丁目２３番地１３

東越谷８丁目７２番地

東越谷８丁目２３番地１３

東越谷８丁目７３番地

東越谷８丁目２４番地１９

東越谷８丁目７３番地

東越谷８丁目２４番地２１

東越谷８丁目７３番地１

東越谷８丁目２４番地２１

東越谷８丁目７３番地２

東越谷８丁目２４番地２０

東越谷８丁目７４番地１

東越谷８丁目２４番地２１
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方書（旧・新住所 共通）

○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０１号

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０１号

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０２

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０２

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０３

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０５

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０６

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０７

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰１０９号

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０１

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０２号

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０３号

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０３号

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０５

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０６

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０８

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０９

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地２

マインドハイムコンフォール１０１

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地２

マインドハイムコンフォール１０２

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地２

マインドハイム・コンフォール１０３

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地２

マインドハイムコンフォール２０１

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地２

マインドハイムコンフォール２０２号

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地２

マインドハイムコンフォール２０３

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地２２

東越谷８丁目７５番地３

東越谷８丁目２４番地１７

東越谷８丁目７６番地

東越谷８丁目２４番地１８

東越谷８丁目７６番地

東越谷８丁目２４番地２２

東越谷８丁目７６番地

東越谷８丁目２４番地２２

東越谷８丁目７７番地

東越谷８丁目２４番地１
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目７７番地１

東越谷８丁目２３番地１４

東越谷８丁目７８番地１

東越谷８丁目２２番地５

東越谷８丁目７８番地１

東越谷８丁目２０番地２３

東越谷８丁目７８番地３

東越谷８丁目２０番地２２

東越谷８丁目７８番地４

東越谷８丁目２０番地２０

東越谷８丁目７８番地４

東越谷８丁目２０番地２１

東越谷８丁目７８番地５

東越谷８丁目２０番地１９

東越谷８丁目７９番地１

東越谷８丁目２０番地１８

東越谷８丁目７９番地１

東越谷８丁目２０番地１１

東越谷８丁目７９番地２

東越谷８丁目２４番地２２

東越谷８丁目８１番地２

東越谷８丁目２０番地１０

東越谷８丁目８１番地２

東越谷８丁目２０番地９

東越谷８丁目８２番地２

東越谷８丁目２０番地１２

東越谷８丁目８２番地２

東越谷８丁目２０番地１３

東越谷８丁目８３番地

東越谷８丁目２０番地８

東越谷８丁目８３番地

東越谷８丁目２０番地８

東越谷８丁目８４番地１

東越谷８丁目２２番地１３

東越谷８丁目８４番地１

東越谷８丁目２０番地２６

東越谷８丁目８４番地１

東越谷８丁目２２番地４

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地１０

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地１

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地２

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地２

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地８

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地９

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地９

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地１０

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地８

東越谷８丁目８４番地３

東越谷８丁目２０番地１５
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目８４番地４

東越谷８丁目２０番地２５

東越谷８丁目８４番地４

東越谷８丁目２０番地１４

東越谷８丁目８５番地

東越谷８丁目２０番地５

東越谷８丁目８５番地

東越谷８丁目２０番地５

東越谷８丁目８５番地

東越谷８丁目２０番地５

東越谷８丁目８５番地１

東越谷８丁目２０番地２７

東越谷８丁目８５番地２

東越谷８丁目２０番地２７

東越谷８丁目８６番地

東越谷８丁目２０番地２８

東越谷８丁目８６番地

東越谷８丁目２０番地４

東越谷８丁目８７番地

東越谷８丁目２０番地２８

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ１０１

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ１０２

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ１０３

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ１０５

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ２０１号

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ２０２

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ２０３

東越谷８丁目８９番地

東越谷８丁目２０番地２

ルレーブハイツ２０５号

東越谷８丁目８９番地１

東越谷８丁目１４番地１４

東越谷８丁目８９番地２

東越谷８丁目１４番地１２

東越谷８丁目９０番地

東越谷８丁目１４番地３０

東越谷８丁目９０番地

東越谷８丁目１４番地１１

東越谷８丁目９０番地

東越谷８丁目１４番地２９

東越谷８丁目９０番地

東越谷８丁目１４番地２９

東越谷８丁目９０番地

東越谷８丁目１４番地３０

東越谷８丁目９１番地

東越谷８丁目１２番地６

東越谷８丁目９１番地３

東越谷８丁目１２番地７

東越谷８丁目９１番地３

東越谷８丁目１５番地１６

東越谷８丁目９１番地３

東越谷８丁目１５番地１６
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷８丁目９１番地３

東越谷８丁目１２番地７

東越谷８丁目９１番地５

東越谷８丁目１５番地３

東越谷８丁目９１番地７

東越谷８丁目１５番地１３

東越谷８丁目９２番地

東越谷８丁目１５番地４

ライフジョイ東越谷２０１

東越谷８丁目９２番地

東越谷８丁目１５番地４

ライフジョイ東越谷２０２

東越谷８丁目９２番地

東越谷８丁目１５番地４

ライフジョイ東越谷２０２

東越谷８丁目９２番地

東越谷８丁目１５番地４

ライフジョイ東越谷３０１

東越谷８丁目９２番地

東越谷８丁目１５番地４

ライフジョイ東越谷３０２

東越谷８丁目９４番地２

東越谷８丁目１５番地７

東越谷８丁目９４番地４

東越谷７丁目１２番地４

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１５番地１０

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１５番地１１

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１５番地８

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１６番地２

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１６番地６

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１５番地１５

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１２番地５

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１６番地５

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１５番地８

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１６番地１

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１５番地１１

東越谷８丁目９５番地

東越谷８丁目１４番地２

東越谷８丁目９５番地６

東越谷８丁目１５番地１２

東越谷８丁目９５番地１２

東越谷８丁目１６番地３

東越谷８丁目９５番地１３

東越谷８丁目１６番地４

東越谷８丁目９５番地１４

東越谷８丁目１６番地５

東越谷８丁目９５番地１４

東越谷８丁目１６番地５

東越谷８丁目９６番地３

東越谷８丁目１７番地１４

東越谷８丁目９６番地３

東越谷８丁目１７番地１４
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目９６番地３

東越谷８丁目１７番地１４

東越谷８丁目９６番地８

東越谷８丁目１７番地１９

東越谷８丁目９６番地１１

東越谷８丁目１７番地１

東越谷８丁目９６番地１１

東越谷８丁目１７番地１

東越谷８丁目９６番地２０

東越谷８丁目１７番地１０

東越谷８丁目９６番地２１

東越谷８丁目１７番地９

東越谷８丁目９６番地２２

東越谷８丁目１７番地８

東越谷８丁目９６番地２３

東越谷８丁目１７番地７

東越谷８丁目９６番地２５

東越谷８丁目１７番地５

東越谷８丁目９６番地２５

東越谷８丁目１７番地５

東越谷８丁目９６番地２６

東越谷８丁目１７番地４

東越谷８丁目９６番地２７

東越谷８丁目１７番地３

東越谷８丁目９６番地２９

東越谷８丁目１６番地１８

東越谷８丁目９６番地３０

東越谷８丁目１６番地１６

東越谷８丁目９６番地３１

東越谷８丁目１６番地１５

東越谷８丁目９６番地３２

東越谷８丁目１６番地１４

東越谷８丁目９６番地３３

東越谷８丁目１６番地１３

東越谷８丁目９６番地３４

東越谷８丁目１６番地１２

東越谷８丁目９６番地３５

東越谷８丁目１６番地１１

東越谷８丁目９６番地３６

東越谷８丁目１６番地１０

東越谷８丁目９６番地３７

東越谷８丁目１６番地９

東越谷８丁目９６番地３７

東越谷８丁目１６番地９

東越谷８丁目９７番地２

東越谷８丁目１７番地１３

東越谷８丁目９７番地４

東越谷８丁目１７番地１５

東越谷８丁目９７番地４

東越谷８丁目１７番地１５

東越谷８丁目９７番地５

東越谷８丁目１７番地１６

東越谷８丁目９７番地６

東越谷８丁目１７番地１７

東越谷８丁目９７番地１０

東越谷８丁目１７番地２２

東越谷８丁目９８番地１

東越谷８丁目１８番地６
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷８丁目９８番地２

東越谷８丁目１８番地１

東越谷８丁目９８番地２

東越谷８丁目１８番地１

東越谷８丁目９８番地２

東越谷８丁目１８番地１

東越谷８丁目９８番地３

東越谷８丁目１８番地５

東越谷８丁目９８番地４

東越谷８丁目１８番地４

東越谷８丁目９８番地５

東越谷８丁目１８番地３

東越谷８丁目９８番地６

東越谷８丁目１８番地２

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＣ１０１

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＣ１０２

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＣ２０１

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＣ２０２

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＤ１０１

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＤ−１０２

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＤ１０３

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＤ１０５

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＤ２０２

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＤ棟２０３

東越谷８丁目９９番地１

東越谷８丁目１８番地７

ポンピエールＤ２０５

東越谷８丁目１０５番地

東越谷８丁目１４番地１３

東越谷８丁目１０８番地

東越谷８丁目２２番地６

東越谷８丁目１１０番地１

東越谷８丁目２１番地２

東越谷８丁目１１０番地１

東越谷８丁目２１番地１４

東越谷８丁目１１１番地１

東越谷８丁目２１番地２０

東越谷８丁目１１１番地１

東越谷８丁目２１番地１５

東越谷８丁目１１１番地１

東越谷８丁目２１番地１０

東越谷８丁目１１１番地３

東越谷８丁目２１番地１６

東越谷８丁目１１３番地

東越谷８丁目２１番地１９

東越谷８丁目１１３番地

東越谷８丁目２１番地１９

東越谷８丁目１１３番地

東越谷８丁目２１番地１９

70/114

方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１１３番地

東越谷８丁目２１番地１９

東越谷８丁目１１３番地

東越谷８丁目２１番地１９

東越谷８丁目１１３番地

東越谷８丁目２１番地１７

東越谷８丁目１１４番地

東越谷８丁目２１番地３

東越谷８丁目１１４番地

東越谷８丁目２１番地３

東越谷８丁目１１４番地

東越谷８丁目２１番地９

東越谷８丁目１１４番地

東越谷８丁目２１番地１１

東越谷８丁目１１４番地２

東越谷８丁目２１番地８

東越谷８丁目１１５番地２

東越谷８丁目２１番地１８

東越谷８丁目１１５番地２

東越谷８丁目２１番地７

東越谷８丁目１１７番地

東越谷８丁目２４番地１６

東越谷８丁目１１９番地

東越谷８丁目２４番地５

東越谷８丁目１２０番地２

東越谷９丁目４０番地１

東越谷８丁目１２１番地４

東越谷９丁目４０番地１０

東越谷８丁目１２２番地

東越谷８丁目２８番地３

東越谷８丁目１２３番地２

東越谷９丁目４０番地６

東越谷８丁目１２３番地９

東越谷９丁目４０番地８

東越谷８丁目１２３番地９

東越谷９丁目４１番地４１

東越谷８丁目１２３番地９

東越谷９丁目４０番地７

東越谷８丁目１２５番地１

東越谷９丁目３５番地３０

東越谷８丁目１２５番地１

東越谷９丁目３５番地３

東越谷８丁目１２５番地１

東越谷９丁目３５番地１

東越谷８丁目１２５番地３

東越谷９丁目３５番地２８

東越谷８丁目１３３番地

東越谷８丁目２７番地４

東越谷８丁目１３４番地１

東越谷８丁目３５番地５

東越谷８丁目１３６番地１

東越谷８丁目２９番地１０

東越谷８丁目１３６番地１

東越谷８丁目２９番地２

東越谷８丁目１３６番地３

東越谷８丁目２８番地４

東越谷８丁目１３６番地３

東越谷８丁目２８番地２
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１３６番地３

東越谷８丁目２８番地４

東越谷８丁目１３６番地３

東越谷８丁目２８番地４

東越谷８丁目１３８番地１

東越谷８丁目２８番地１

東越谷８丁目１３８番地１

東越谷８丁目２８番地９

東越谷８丁目１３８番地２

東越谷８丁目２８番地８

東越谷８丁目１３８番地２

東越谷８丁目２８番地８

東越谷８丁目１３８番地４

東越谷８丁目２８番地５

東越谷８丁目１３８番地４

東越谷８丁目２８番地５

東越谷８丁目１３８番地４

東越谷８丁目２８番地５

東越谷８丁目１３８番地５

東越谷８丁目２９番地９

東越谷８丁目１３８番地６

東越谷８丁目２９番地５

東越谷８丁目１３８番地７

東越谷８丁目２８番地７

東越谷８丁目１３８番地７

東越谷８丁目２９番地１４

東越谷８丁目１３８番地７

東越谷８丁目２９番地１４

東越谷８丁目１３８番地８

東越谷８丁目２９番地３

東越谷８丁目１３８番地８

東越谷８丁目３０番地２

東越谷８丁目１３８番地９

東越谷８丁目２９番地４

東越谷８丁目１３８番地１０

東越谷８丁目３０番地３

東越谷８丁目１３８番地１１

東越谷８丁目２９番地６

東越谷８丁目１３８番地１１

東越谷８丁目２９番地６

東越谷８丁目１３８番地１２

東越谷８丁目２９番地８

東越谷８丁目１３８番地１２

東越谷８丁目３１番地５

東越谷８丁目１３８番地１２

東越谷８丁目３１番地５

東越谷８丁目１３８番地２０

東越谷８丁目２９番地１１

東越谷８丁目１３８番地２３

東越谷８丁目２９番地７

東越谷８丁目１３９番地

東越谷８丁目３１番地１

東越谷８丁目１３９番地

東越谷８丁目３２番地９

東越谷８丁目１３９番地

東越谷８丁目２９番地１

東越谷８丁目１３９番地

東越谷８丁目３２番地６
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１３９番地２

東越谷８丁目３０番地１

東越谷８丁目１３９番地３

東越谷８丁目２９番地１６

東越谷８丁目１３９番地３

東越谷８丁目２９番地１６

東越谷８丁目１３９番地５

東越谷８丁目３０番地４

東越谷８丁目１３９番地６

東越谷８丁目２９番地１３

東越谷８丁目１３９番地７

東越谷８丁目２９番地１２

東越谷８丁目１３９番地９

東越谷８丁目３２番地３

東越谷８丁目１３９番地１２

東越谷８丁目３２番地７

東越谷８丁目１３９番地１４

東越谷８丁目３１番地４

東越谷８丁目１３９番地１９

東越谷８丁目３１番地２

東越谷８丁目１３９番地１９

東越谷８丁目３１番地２

東越谷８丁目１４０番地

東越谷８丁目３１番地８

東越谷８丁目１４０番地

東越谷８丁目３１番地７

東越谷８丁目１４１番地

東越谷８丁目３２番地１０

東越谷８丁目１４１番地

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１４１番地

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１４１番地

東越谷８丁目３２番地１２

東越谷８丁目１４１番地４

東越谷８丁目３２番地２

東越谷８丁目１４１番地６

東越谷８丁目３２番地１３

東越谷８丁目１４２番地１

東越谷８丁目２６番地１４

東越谷８丁目１４２番地２

東越谷８丁目２６番地２４

東越谷８丁目１４２番地４

東越谷８丁目２６番地２６

東越谷８丁目１４２番地５

東越谷８丁目２６番地２７

東越谷８丁目１４２番地５

東越谷８丁目２６番地２７

東越谷８丁目１４２番地６

東越谷８丁目２６番地２８

東越谷８丁目１４２番地７

東越谷８丁目２６番地２９

東越谷８丁目１４２番地８

東越谷８丁目２６番地２１

東越谷８丁目１４２番地９

東越谷８丁目２６番地２５

東越谷８丁目１４２番地９

東越谷８丁目２６番地２０
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目１４２番地９

東越谷８丁目２６番地２５

東越谷８丁目１４２番地１０

東越谷８丁目２６番地１９

東越谷８丁目１４２番地１１

東越谷８丁目２６番地１８

東越谷８丁目１４２番地１２

東越谷８丁目２６番地１７

東越谷８丁目１４２番地１３

東越谷８丁目２６番地１６

東越谷８丁目１４２番地１４

東越谷８丁目２６番地１５

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ１０１

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ１０２

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ１０２

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ１０３

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ１０５

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ２０１

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズＥ２０２

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ２０３

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

イーストグリーンヒルズ２０５

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズ１０１

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズ１０２

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズ１０３

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズ２０１号

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズ２０２

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズ２０３

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズＷ２０３

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

ウエストグリーンヒルズＷ２０５

東越谷８丁目１４５番地１

東越谷８丁目２６番地２

東越谷８丁目１４５番地１

東越谷８丁目２５番地１２

東越谷８丁目１４５番地３

東越谷８丁目２５番地１０

東越谷８丁目１４５番地５

東越谷８丁目２５番地９

東越谷８丁目１４５番地６

東越谷８丁目２５番地８

東越谷８丁目１４５番地８

東越谷８丁目２５番地１１

74/114

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷８丁目１４６番地

東越谷８丁目２５番地７

東越谷８丁目１４７番地

東越谷８丁目２５番地３

東越谷８丁目１４８番地

東越谷８丁目２５番地１

メモリーハイツ１０１号

東越谷８丁目１４８番地

東越谷８丁目２５番地１

メモリーハイツ１０２号

東越谷８丁目１４８番地

東越谷８丁目２５番地１

メモリーハイツ２０１号

東越谷８丁目１４８番地

東越谷８丁目２５番地１

メモリーハイツ２０２号

東越谷８丁目１４９番地１

東越谷８丁目３３番地６

東越谷８丁目１４９番地３

東越谷８丁目３３番地５

東越谷８丁目１５０番地１

東越谷８丁目３３番地４

東越谷８丁目１５０番地１

東越谷８丁目３３番地３

東越谷８丁目１５０番地１

東越谷８丁目３３番地３

東越谷８丁目１５０番地２

東越谷８丁目３３番地３０

東越谷８丁目１５１番地

東越谷８丁目３３番地１

東越谷８丁目１５２番地２

東越谷８丁目３３番地３３

東越谷８丁目１５２番地２

東越谷８丁目３３番地３３

東越谷８丁目１５２番地４

東越谷８丁目３３番地３１

東越谷８丁目１５２番地５

東越谷８丁目３４番地１

東越谷８丁目１５２番地６

東越谷８丁目３４番地２

東越谷８丁目１５２番地７

東越谷８丁目３４番地４

東越谷８丁目１５２番地７

東越谷８丁目３４番地４

東越谷８丁目１５４番地

東越谷８丁目３３番地１３

東越谷８丁目１５４番地１

東越谷８丁目３３番地７

東越谷８丁目１５４番地３

東越谷８丁目３３番地１２

東越谷８丁目１５４番地４

東越谷８丁目３３番地１１

東越谷８丁目１５４番地６

東越谷８丁目３３番地９

東越谷８丁目１５４番地７

東越谷８丁目３３番地８

東越谷８丁目１５４番地７

東越谷８丁目３３番地８

東越谷８丁目１５６番地

東越谷８丁目３４番地５

東越谷８丁目１５６番地

東越谷８丁目３４番地１１

75/114

方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷８丁目１５６番地

東越谷８丁目３４番地５

東越谷８丁目１５８番地

東越谷８丁目３４番地８

東越谷８丁目１５９番地１

東越谷８丁目３３番地１７

東越谷８丁目１５９番地２

東越谷８丁目３３番地１８

東越谷８丁目１５９番地３

東越谷８丁目３３番地１９

東越谷８丁目１５９番地４

東越谷８丁目３３番地２７

東越谷８丁目１５９番地４

東越谷８丁目３３番地２０

東越谷８丁目１５９番地５

東越谷８丁目３３番地２１

東越谷８丁目１５９番地６

東越谷８丁目３３番地２２

東越谷８丁目１５９番地８

東越谷８丁目３３番地２４

東越谷８丁目１５９番地９

東越谷８丁目３３番地２６

東越谷８丁目１５９番地１０

東越谷８丁目３３番地２３

東越谷８丁目１５９番地１１

東越谷８丁目３３番地２８

東越谷８丁目１５９番地１２

東越谷８丁目３３番地２９

東越谷８丁目１６１番地２

東越谷８丁目３５番地１０

東越谷８丁目１６１番地２

東越谷８丁目３５番地１１

東越谷８丁目１６２番地１

東越谷８丁目３５番地８

東越谷８丁目１６２番地１

東越谷８丁目３５番地８

東越谷８丁目１６２番地２

東越谷８丁目３６番地５

東越谷８丁目１６２番地２

東越谷８丁目３５番地１２

東越谷８丁目１６２番地２

東越谷８丁目３６番地６

東越谷８丁目１６３番地１

東越谷８丁目３５番地１３

東越谷８丁目１６３番地２

東越谷８丁目３５番地７

東越谷８丁目１６３番地４

東越谷８丁目３６番地９

東越谷８丁目１６４番地１

東越谷８丁目３５番地１４

東越谷８丁目１６４番地１

東越谷８丁目３５番地１５

東越谷８丁目１６４番地１

東越谷８丁目３５番地６

東越谷８丁目１６４番地２

東越谷８丁目３６番地４

東越谷８丁目１６５番地１

東越谷８丁目３５番地１６

76/114

方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１６５番地１

東越谷８丁目３５番地３

東越谷８丁目１６５番地２

東越谷８丁目３６番地１２

東越谷８丁目１６５番地２

東越谷８丁目３６番地３

東越谷８丁目１６５番地３

東越谷８丁目３５番地２

東越谷８丁目１６５番地３

東越谷８丁目３５番地４

東越谷８丁目１６６番地

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１６６番地

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１６６番地

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１６６番地

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１６６番地

東越谷８丁目３５番地１

東越谷８丁目１６７番地

東越谷８丁目３５番地１７

東越谷８丁目１６９番地１

東越谷８丁目３６番地１

東越谷８丁目１６９番地２

東越谷８丁目３６番地１１

東越谷８丁目１７１番地１

東越谷８丁目３７番地１３

東越谷８丁目１７２番地

東越谷８丁目３８番地１４

東越谷８丁目１７４番地１

東越谷８丁目３８番地１８

東越谷８丁目１７４番地１

東越谷８丁目３８番地１９

東越谷８丁目１７４番地２

東越谷８丁目３７番地１１

東越谷８丁目１７４番地２

東越谷８丁目３７番地１１

東越谷８丁目１７５番地

東越谷８丁目３８番地１１

東越谷８丁目１７５番地２

東越谷８丁目３８番地２０

東越谷８丁目１７６番地１

東越谷８丁目３７番地１２

東越谷８丁目１７６番地１

東越谷８丁目３８番地２１

東越谷８丁目１７８番地１

東越谷８丁目２６番地５

東越谷８丁目１７８番地１

東越谷８丁目２６番地５

東越谷８丁目１７８番地１

東越谷８丁目２６番地４

東越谷８丁目１７８番地１

東越谷８丁目２６番地６

東越谷８丁目１７８番地１

東越谷８丁目２６番地７

東越谷８丁目１７８番地１

東越谷８丁目２６番地６

77/114

方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目１７８番地１

東越谷８丁目２６番地６

東越谷８丁目１７９番地１

東越谷８丁目２３番地２８

東越谷８丁目１７９番地１

東越谷８丁目２３番地１９

東越谷８丁目１７９番地１

東越谷８丁目２３番地１８

東越谷８丁目１７９番地１

東越谷８丁目２３番地２７

東越谷８丁目１７９番地１

東越谷８丁目２３番地２６

東越谷８丁目１７９番地１

東越谷８丁目２３番地１８

東越谷８丁目１７９番地５

東越谷８丁目２３番地３０

東越谷８丁目１８３番地２

東越谷８丁目４０番地７

東越谷８丁目１８３番地３

東越谷８丁目４０番地９

東越谷８丁目１８３番地４

東越谷８丁目４０番地１１

東越谷８丁目１８４番地

東越谷８丁目４０番地６

東越谷８丁目１８４番地１

東越谷８丁目４０番地２

東越谷８丁目１８４番地１

東越谷８丁目４０番地３

東越谷８丁目１８４番地２

東越谷８丁目４０番地５

東越谷８丁目１８４番地３

東越谷８丁目４０番地４

東越谷８丁目１８５番地

東越谷８丁目４０番地１４

東越谷８丁目１８５番地

東越谷８丁目４０番地１７

東越谷８丁目１８５番地

東越谷８丁目４０番地１６

東越谷８丁目１８５番地

東越谷８丁目４０番地１

東越谷８丁目１８５番地

東越谷８丁目４０番地１５

東越谷８丁目１８６番地

東越谷８丁目４０番地１３

メゾンドイセ１０３号

東越谷８丁目１８６番地

東越谷８丁目４０番地１３

メゾンドイセ１０５号

東越谷８丁目１８６番地

東越谷８丁目４０番地１３

メゾンドイセ２０１号

東越谷８丁目１８６番地

東越谷８丁目４０番地１３

メゾンドイセ２０５

東越谷８丁目１８６番地

東越谷８丁目４０番地１３

メゾンドイセ３０１号

東越谷８丁目１８８番地２

東越谷８丁目３９番地６

東越谷８丁目１８９番地２

東越谷８丁目３８番地８

東越谷８丁目１９０番地２

東越谷８丁目３８番地６

78/114

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１９０番地２

東越谷８丁目３８番地７

東越谷８丁目１９１番地３

東越谷８丁目３８番地２３

東越谷８丁目１９１番地４

東越谷８丁目３８番地２２

東越谷８丁目１９１番地６

東越谷８丁目３７番地９

東越谷８丁目１９１番地７

東越谷８丁目３７番地７

東越谷８丁目１９１番地７

東越谷８丁目３７番地８

東越谷８丁目１９３番地

東越谷８丁目３７番地６

東越谷８丁目１９４番地

東越谷８丁目３８番地３

東越谷８丁目１９４番地

東越谷８丁目３８番地４

東越谷８丁目１９４番地１

東越谷８丁目３８番地５

東越谷８丁目１９４番地３

東越谷８丁目３８番地２４

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地２６

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷８丁目１９５番地２

東越谷８丁目３８番地２７

東越谷８丁目１９５番地４

東越谷８丁目３８番地２５

東越谷８丁目１９５番地４

東越谷８丁目３８番地２５

東越谷８丁目１９６番地

東越谷８丁目３７番地１７

東越谷８丁目１９６番地

東越谷８丁目３７番地１

東越谷８丁目１９６番地

東越谷８丁目３７番地１

東越谷８丁目１９６番地５

東越谷８丁目３７番地４

東越谷８丁目１９６番地８

東越谷８丁目３７番地１８

東越谷８丁目１９６番地９

東越谷８丁目３７番地３

79/114

方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目１９６番地１０

東越谷８丁目３７番地２

東越谷９丁目４番地１

東越谷９丁目３番地３

東越谷９丁目４番地２

東越谷９丁目１番地９

東越谷９丁目４番地２

東越谷９丁目１番地９

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀１０１

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀１０２

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀１０３

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀２０１

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀２０２号

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀２０５

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀３０１

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀３０２号

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地１

サンライズ須賀３０５

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地２

東越谷９丁目９番地

東越谷９丁目４番地１３

東越谷９丁目９番地６

東越谷９丁目４番地８

東越谷９丁目９番地６

東越谷９丁目４番地７

東越谷９丁目９番地８

東越谷９丁目４番地１８

東越谷９丁目９番地８

東越谷９丁目４番地１

東越谷９丁目９番地１２

東越谷９丁目４番地１６

東越谷９丁目９番地１２

東越谷９丁目４番地１７

東越谷９丁目１０番地１

東越谷９丁目４番地１１

東越谷９丁目１０番地１

東越谷９丁目４番地１４

東越谷９丁目１０番地１

東越谷９丁目４番地１２

東越谷９丁目１１番地２

東越谷９丁目５番地４

東越谷９丁目１１番地３

東越谷９丁目５番地３

東越谷９丁目１１番地５

東越谷９丁目５番地６

東越谷９丁目１１番地５

東越谷９丁目５番地７

東越谷９丁目１２番地

東越谷９丁目５番地８
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２０２号

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷９丁目１２番地

東越谷９丁目５番地８

東越谷９丁目１３番地１

東越谷９丁目５番地１２

アネックスハマノＡ棟１０１

東越谷９丁目１３番地１

東越谷９丁目５番地１２

アネックスハマノＡ−１０２

東越谷９丁目１３番地１

東越谷９丁目５番地１２

アネックスハマノＢ棟１０１号

東越谷９丁目１３番地１

東越谷９丁目５番地１２

アネックスハマノＢ−１０２号

東越谷９丁目１３番地１

東越谷９丁目５番地１２

アネックスハマノＢ−１０２号

東越谷９丁目１３番地１

東越谷９丁目５番地１２

アネックスハマノＢ２０１

東越谷９丁目１３番地２

東越谷９丁目５番地９

東越谷９丁目１３番地２

東越谷９丁目５番地５

東越谷９丁目１３番地３

東越谷９丁目５番地１０

東越谷９丁目１５番地１

東越谷９丁目４１番地３０

東越谷９丁目１５番地１

東越谷９丁目４１番地３０

東越谷９丁目１５番地３

東越谷９丁目４１番地３９

東越谷９丁目１５番地３

東越谷９丁目４１番地３７

東越谷９丁目１６番地

東越谷９丁目４１番地２５

東越谷９丁目１６番地１

東越谷９丁目４１番地２１

東越谷９丁目１６番地１

東越谷９丁目４１番地２４

東越谷９丁目１６番地１

東越谷９丁目４１番地２２

東越谷９丁目１６番地３

東越谷９丁目４１番地１８

東越谷９丁目１６番地３

東越谷９丁目４１番地１９

東越谷９丁目１６番地８

東越谷９丁目４１番地３２

東越谷９丁目１６番地１１

東越谷９丁目４１番地１６

東越谷９丁目１６番地１１

東越谷９丁目４１番地１７

東越谷９丁目１６番地１１

東越谷９丁目４１番地１６

東越谷９丁目１８番地１

東越谷９丁目４１番地３１

東越谷９丁目１８番地２

東越谷９丁目４１番地４２

東越谷９丁目１８番地２

東越谷９丁目４０番地２

東越谷９丁目１８番地３

東越谷９丁目４１番地４３

東越谷９丁目１８番地３

東越谷９丁目４１番地４３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目１８番地３

東越谷９丁目４１番地４０

東越谷９丁目１８番地５

東越谷９丁目４１番地３６

東越谷９丁目１８番地５

東越谷９丁目４１番地３３

東越谷９丁目１８番地６

東越谷９丁目４１番地３５

東越谷９丁目１９番地１

東越谷９丁目３８番地９

東越谷９丁目１９番地１

東越谷９丁目３９番地２

東越谷９丁目１９番地１

東越谷９丁目３９番地２

東越谷９丁目１９番地１

東越谷９丁目３８番地９

東越谷９丁目２０番地１

東越谷９丁目４０番地３

東越谷９丁目２０番地１

東越谷９丁目４０番地９

東越谷９丁目２０番地２

東越谷９丁目４０番地４

東越谷９丁目２０番地３

東越谷９丁目３９番地５

東越谷９丁目２０番地３

東越谷９丁目３９番地５

東越谷９丁目２０番地３

東越谷９丁目４０番地５

東越谷９丁目２０番地３

東越谷９丁目４０番地５

東越谷９丁目２１番地

東越谷９丁目３５番地２７

東越谷９丁目２１番地

東越谷９丁目３５番地５

東越谷９丁目２１番地

東越谷９丁目３５番地４

東越谷９丁目２２番地

東越谷９丁目３５番地２５

東越谷９丁目２３番地２

東越谷９丁目３７番地１

東越谷９丁目２３番地２

東越谷９丁目３５番地１０

東越谷９丁目２３番地３

東越谷９丁目３７番地８

東越谷９丁目２３番地３

東越谷９丁目３５番地８

東越谷９丁目２３番地３

東越谷９丁目３５番地９

東越谷９丁目２３番地４

東越谷９丁目３５番地２２

東越谷９丁目２４番地

東越谷９丁目３８番地４

東越谷９丁目２４番地

東越谷９丁目３８番地２

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地８

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地３
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地７

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地７

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地３

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地８

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３５番地１９

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３５番地１９

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地８

東越谷９丁目２５番地２

東越谷９丁目３７番地７

東越谷９丁目２５番地２

東越谷９丁目３７番地７

東越谷９丁目２５番地３

東越谷９丁目３７番地２

東越谷９丁目２５番地８

東越谷９丁目３５番地１１

東越谷９丁目２５番地８

東越谷９丁目３５番地１１

東越谷９丁目２６番地１

東越谷９丁目３５番地１８

東越谷９丁目２６番地１

東越谷９丁目３５番地１７

東越谷９丁目２６番地１

東越谷９丁目３６番地１３

東越谷９丁目２６番地３

東越谷９丁目３６番地１７

東越谷９丁目２６番地５

東越谷９丁目３５番地１２

東越谷９丁目２６番地５

東越谷９丁目３５番地１５

東越谷９丁目２６番地６

東越谷９丁目３６番地２２

東越谷９丁目２６番地７

東越谷９丁目３５番地１４

東越谷９丁目２６番地９

東越谷９丁目３５番地１６

東越谷９丁目２６番地１４

東越谷９丁目３６番地１４

東越谷９丁目２６番地１７

東越谷９丁目３６番地１９

東越谷９丁目２６番地１７

東越谷９丁目３６番地１９

東越谷９丁目２６番地１８

東越谷９丁目３６番地１８

東越谷９丁目２６番地１９

東越谷９丁目３６番地２０

東越谷９丁目２６番地２０

東越谷９丁目３６番地２１

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３８番地８

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３７番地６
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方書（旧・新住所 共通）

○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３７番地３

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目４１番地１５

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３７番地５

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３６番地１１

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３７番地４

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３８番地７

東越谷９丁目２８番地２

東越谷９丁目３７番地５

東越谷９丁目２８番地８

東越谷９丁目３６番地２３

東越谷９丁目２８番地８

東越谷９丁目３６番地２４

東越谷９丁目２８番地１２

東越谷９丁目３８番地６

東越谷９丁目２９番地１

東越谷９丁目３６番地３

２Ｆ

東越谷９丁目２９番地１

東越谷９丁目３６番地３

２Ｆ

東越谷９丁目２９番地２

東越谷９丁目３６番地２７

東越谷９丁目２９番地２

東越谷９丁目３６番地２７

東越谷９丁目２９番地３

東越谷９丁目３６番地７

東越谷９丁目２９番地３

東越谷９丁目３６番地９

東越谷９丁目３０番地

東越谷９丁目３８番地５

東越谷９丁目３０番地

東越谷９丁目４１番地１２

東越谷９丁目３０番地

東越谷９丁目４１番地９

東越谷９丁目３０番地

東越谷９丁目４１番地９

渡辺貸家２Ｆ

東越谷９丁目３０番地

東越谷９丁目４１番地９

渡辺貸家２Ｆ

東越谷９丁目３０番地４

東越谷９丁目３６番地２６

東越谷９丁目３１番地

東越谷９丁目３６番地２

東越谷９丁目３３番地２

東越谷９丁目４１番地２０

東越谷９丁目４２番地１

東越谷９丁目２番地２

東越谷９丁目４２番地２

東越谷９丁目２番地１

東越谷９丁目４３番地

東越谷９丁目２番地４

東越谷９丁目４６番地１

東越谷９丁目６番地５

東越谷９丁目４６番地１

東越谷９丁目６番地５
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷９丁目４６番地２

東越谷９丁目６番地４

東越谷９丁目４７番地１

東越谷９丁目６番地２４

東越谷９丁目４７番地１

東越谷９丁目６番地２２

東越谷９丁目４７番地１

東越谷９丁目６番地２３

東越谷９丁目４７番地１

東越谷９丁目６番地２４

東越谷９丁目４９番地

東越谷９丁目７番地３

東越谷９丁目５２番地

東越谷９丁目７番地１１

東越谷９丁目５３番地

東越谷９丁目７番地５

東越谷９丁目５３番地１０１

東越谷９丁目７番地５

東越谷９丁目５５番地

東越谷９丁目７番地８

東越谷９丁目５５番地

東越谷９丁目７番地８

東越谷９丁目５６番地１

東越谷１０丁目３７番地２２

東越谷９丁目５６番地１

東越谷１０丁目３７番地２４

東越谷９丁目５６番地１

東越谷１０丁目３７番地２３

東越谷９丁目５８番地２

東越谷９丁目１４番地１５

東越谷９丁目５８番地２

東越谷９丁目１４番地１５

東越谷９丁目６１番地

東越谷９丁目２３番地１２

東越谷９丁目６２番地２

東越谷９丁目１３番地４

東越谷９丁目６２番地２

東越谷９丁目１３番地４

東越谷９丁目６３番地

東越谷９丁目７番地１２

東越谷９丁目６４番地１

東越谷９丁目１５番地６

東越谷９丁目６５番地

東越谷９丁目７番地１３

サンビレッジ越谷１０１

東越谷９丁目６５番地

東越谷９丁目７番地１３

サンビレッジ越谷１０１

東越谷９丁目６５番地

東越谷９丁目７番地１３

サンビレッジ越谷１０２

東越谷９丁目６５番地

東越谷９丁目７番地１３

サンビレッジ越谷２０１

東越谷９丁目６５番地

東越谷９丁目７番地１３

サンビレッジ越谷２０２

東越谷９丁目６５番地

東越谷９丁目７番地１３

サンビレッジ越谷２０３号

東越谷９丁目６７番地

東越谷９丁目１５番地２

東越谷９丁目６８番地１

東越谷９丁目１５番地３
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サンフレグランス１０１

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷９丁目６８番地１

東越谷９丁目１５番地３

サンフレグランス１０２

東越谷９丁目６８番地１

東越谷９丁目１５番地３

サンフレグランス２０１

東越谷９丁目６８番地１

東越谷９丁目１５番地３

サンフレグランス２０２

東越谷９丁目６８番地２

東越谷９丁目１５番地４

東越谷９丁目６９番地１

東越谷９丁目１４番地２

東越谷９丁目６９番地１

東越谷９丁目１４番地１

東越谷９丁目７０番地１

東越谷９丁目１４番地５

東越谷９丁目７０番地１

東越谷９丁目１４番地４

東越谷９丁目７０番地１

東越谷９丁目１４番地４

東越谷９丁目７０番地１

東越谷９丁目１４番地１６

東越谷９丁目７０番地１

東越谷９丁目１４番地４

東越谷９丁目７０番地２

東越谷９丁目１５番地７

東越谷９丁目７１番地１

東越谷９丁目１４番地１４

東越谷９丁目７１番地２

東越谷９丁目１５番地８

東越谷９丁目７１番地２

東越谷９丁目１４番地１３

東越谷９丁目７１番地４

東越谷９丁目１４番地６

東越谷９丁目７１番地４

東越谷９丁目１４番地６

東越谷９丁目７２番地１

東越谷９丁目１４番地７

東越谷９丁目７２番地１

東越谷９丁目１５番地１１

東越谷９丁目７２番地１

東越谷９丁目１５番地９

東越谷９丁目７２番地１

東越谷９丁目１５番地１１

東越谷９丁目７２番地１

東越谷９丁目１５番地１１

東越谷９丁目７２番地１

東越谷９丁目１５番地１１

東越谷９丁目７２番地２

東越谷９丁目１５番地２１

東越谷９丁目７２番地３

東越谷９丁目１４番地７

東越谷９丁目７３番地１

東越谷９丁目１５番地２０

東越谷９丁目７３番地２

東越谷９丁目１６番地８

東越谷９丁目７３番地２

東越谷９丁目１３番地８

東越谷９丁目７３番地６

東越谷９丁目１４番地１１
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コマバコーポ２Ｆ

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目７３番地７

東越谷９丁目１５番地１９

東越谷９丁目７３番地８

東越谷９丁目１５番地１２

東越谷９丁目７３番地１３

東越谷９丁目１６番地９

東越谷９丁目７４番地

東越谷９丁目１６番地６

東越谷９丁目７４番地

東越谷９丁目２０番地３

東越谷９丁目７４番地

東越谷９丁目１６番地１

東越谷９丁目７４番地

東越谷９丁目１６番地７

東越谷９丁目７４番地

東越谷９丁目２０番地３

東越谷９丁目７４番地７

東越谷９丁目１６番地２

東越谷９丁目７４番地８

東越谷９丁目２０番地１

東越谷９丁目７４番地１０

東越谷９丁目２０番地２

東越谷９丁目７４番地１０

東越谷９丁目２０番地２

東越谷９丁目７９番地

東越谷９丁目１５番地１６

東越谷９丁目７９番地

東越谷９丁目１５番地１６

東越谷９丁目８０番地２

東越谷９丁目２０番地２０

東越谷９丁目８０番地３

東越谷９丁目１５番地１５

東越谷９丁目８０番地４

東越谷９丁目２０番地２８

東越谷９丁目８０番地５

東越谷９丁目２０番地２７

東越谷９丁目８０番地９

東越谷９丁目２０番地２６

東越谷９丁目８０番地１０

東越谷９丁目２０番地２５

東越谷９丁目８０番地１０

東越谷９丁目２０番地２４

東越谷９丁目８０番地１０

東越谷９丁目２０番地２４

東越谷９丁目８０番地１３

東越谷９丁目２０番地２２

東越谷９丁目８０番地１３

東越谷９丁目２０番地２２

東越谷９丁目８０番地１４

東越谷９丁目２０番地２３

東越谷９丁目８１番地１

東越谷９丁目２０番地１９

東越谷９丁目８１番地１

東越谷９丁目２０番地１８

東越谷９丁目８１番地１

東越谷９丁目２０番地１７

東越谷９丁目８１番地４

東越谷９丁目２０番地１５
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷９丁目８１番地５

東越谷９丁目２０番地８

東越谷９丁目８１番地６

東越谷９丁目２０番地１４

東越谷９丁目８１番地７

東越谷９丁目２０番地９

東越谷９丁目８１番地８

東越谷９丁目２０番地１３

東越谷９丁目８１番地９

東越谷９丁目２０番地１０

東越谷９丁目８１番地１０

東越谷９丁目２０番地１２

東越谷９丁目８２番地

東越谷９丁目２０番地４

東越谷９丁目８２番地

東越谷９丁目２０番地４

東越谷９丁目８２番地

東越谷９丁目２０番地４

東越谷９丁目８２番地

東越谷９丁目２０番地４

東越谷９丁目８３番地２

東越谷９丁目１９番地６

東越谷９丁目８４番地１

東越谷９丁目１８番地４

東越谷９丁目８４番地１

東越谷９丁目１８番地５

東越谷９丁目８４番地１

東越谷９丁目１９番地７

東越谷９丁目８４番地１

東越谷９丁目１８番地４

東越谷９丁目８４番地４

東越谷９丁目１８番地１１

東越谷９丁目８４番地４

東越谷９丁目１８番地１１

東越谷９丁目８４番地７

東越谷９丁目１８番地９

東越谷９丁目８４番地７

東越谷９丁目１８番地９

東越谷９丁目８４番地７

東越谷９丁目１８番地１０

東越谷９丁目８４番地９

東越谷９丁目１８番地８

東越谷９丁目８４番地１２

東越谷９丁目１７番地４

東越谷９丁目８４番地１３

東越谷９丁目１７番地８

東越谷９丁目８４番地１３

東越谷９丁目１７番地８

東越谷９丁目８４番地１４

東越谷９丁目１７番地７

東越谷９丁目８５番地１

東越谷９丁目１２番地８

東越谷９丁目８５番地１

東越谷９丁目１２番地１１

東越谷９丁目８５番地４

東越谷９丁目１２番地１２

東越谷９丁目８５番地７

東越谷９丁目１９番地４
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○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

平成３０年１１月１０日施行

旧住所

新住所

東越谷９丁目８５番地８

東越谷９丁目１９番地８

東越谷９丁目８５番地９

東越谷９丁目１９番地１

東越谷９丁目８６番地１

東越谷９丁目１８番地２

東越谷９丁目８６番地１

東越谷９丁目１４番地８

東越谷９丁目８６番地１

東越谷９丁目１３番地８

東越谷９丁目８６番地１

東越谷９丁目１８番地２

東越谷９丁目８６番地２

東越谷９丁目１７番地２

東越谷９丁目８６番地２

東越谷９丁目１７番地２

東越谷９丁目８６番地３

東越谷９丁目１３番地９

東越谷９丁目８６番地７

東越谷９丁目１８番地１

東越谷９丁目８６番地９

東越谷９丁目１７番地１

東越谷９丁目８６番地１１

東越谷９丁目１７番地９

東越谷９丁目８７番地１

東越谷９丁目１２番地７

東越谷９丁目８７番地２

東越谷９丁目１３番地１２

東越谷９丁目８７番地２

東越谷９丁目１３番地６

東越谷９丁目８７番地２

東越谷９丁目１３番地１２

東越谷９丁目８７番地３

東越谷９丁目１２番地１４

東越谷９丁目８８番地１

東越谷９丁目１２番地４

東越谷９丁目８８番地１

東越谷９丁目１２番地４

東越谷９丁目８８番地１

東越谷９丁目１２番地４

東越谷９丁目８８番地１

東越谷９丁目１２番地４

東越谷９丁目８８番地１

東越谷９丁目１２番地４

東越谷９丁目８８番地１

東越谷９丁目１２番地４

東越谷９丁目８８番地２

東越谷９丁目１２番地６

東越谷９丁目８８番地２

東越谷９丁目１２番地６

東越谷９丁目８８番地２

東越谷９丁目１２番地６

東越谷９丁目８９番地２

東越谷９丁目１３番地１３

東越谷９丁目８９番地３

東越谷９丁目１５番地５

東越谷９丁目９０番地１

東越谷９丁目１２番地１８
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○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目９０番地２

東越谷９丁目１番地４

東越谷９丁目９０番地３

東越谷９丁目１番地５

東越谷９丁目９０番地４

東越谷９丁目１番地６

東越谷９丁目９０番地５

東越谷９丁目１番地７

東越谷９丁目９１番地２

東越谷９丁目１２番地１

東越谷９丁目９６番地

東越谷１０丁目３７番地２

東越谷９丁目９６番地

東越谷１０丁目３７番地２

東越谷９丁目９７番地２

東越谷６丁目１９番地２３

東越谷９丁目９８番地２

東越谷９丁目６番地２０

東越谷９丁目９８番地２

東越谷９丁目６番地１８

東越谷９丁目９９番地１

東越谷９丁目６番地７

東越谷９丁目９９番地１

東越谷９丁目６番地７

東越谷９丁目９９番地２

東越谷９丁目６番地６

東越谷９丁目１００番地１

東越谷９丁目９番地９

東越谷９丁目１００番地１

東越谷９丁目９番地９

東越谷９丁目１００番地２

東越谷９丁目１０番地２

東越谷９丁目１００番地２

東越谷９丁目１０番地２

東越谷９丁目１００番地４

東越谷９丁目９番地１１

東越谷９丁目１００番地４

東越谷９丁目９番地１１

東越谷９丁目１０１番地１

東越谷９丁目９番地４

東越谷９丁目１０１番地２

東越谷９丁目９番地５

東越谷９丁目１０１番地３

東越谷９丁目９番地６

東越谷９丁目１０１番地３

東越谷９丁目９番地６

東越谷９丁目１０２番地１

東越谷９丁目９番地８

東越谷９丁目１０３番地１

東越谷９丁目１０番地２

東越谷９丁目１０３番地１

東越谷９丁目９番地１０

東越谷９丁目１０３番地１

東越谷９丁目９番地１

東越谷９丁目１０３番地１

東越谷９丁目１０番地１

東越谷９丁目１０３番地２

東越谷９丁目９番地３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目１０３番地２

東越谷９丁目９番地３

東越谷９丁目１０５番地

東越谷９丁目１１番地１

東越谷９丁目１０５番地

東越谷９丁目１１番地１

東越谷９丁目１０５番地

東越谷９丁目１１番地１

東越谷９丁目１０６番地１

東越谷９丁目２０番地７

東越谷９丁目１０８番地５

東越谷９丁目２１番地１

東越谷９丁目１０８番地６

東越谷９丁目２１番地１０

東越谷９丁目１０８番地８

東越谷９丁目２１番地８

東越谷９丁目１０８番地１１

東越谷９丁目２１番地９

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１１０番地

東越谷９丁目２２番地１

東越谷９丁目１１０番地

東越谷９丁目２２番地１

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地５

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地８

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地２

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地６

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地１１
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方書（旧・新住所 共通）

○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地４

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地７

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地９

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地２

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地８

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地１１

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地２

東越谷９丁目１１０番地１

東越谷９丁目２３番地７

東越谷９丁目１１０番地３

東越谷９丁目２２番地３

東越谷９丁目１１０番地４

東越谷９丁目２１番地５

東越谷９丁目１１０番地４

東越谷９丁目２２番地４

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２５番地８

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２４番地２

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２４番地３

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２２番地７

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２３番地１

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２４番地５

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２４番地３

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２４番地５

東越谷９丁目１１１番地

東越谷９丁目２２番地７

東越谷９丁目１１１番地１

東越谷９丁目２２番地８

東越谷９丁目１１１番地１

東越谷９丁目２２番地８

東越谷９丁目１１１番地３

東越谷９丁目２５番地４

東越谷９丁目１１１番地３

東越谷９丁目２５番地４

東越谷９丁目１１１番地５

東越谷９丁目２２番地６

東越谷９丁目１１１番地７

東越谷９丁目２４番地４

東越谷９丁目１１１番地７

東越谷９丁目２４番地４

東越谷９丁目１１１番地８

東越谷９丁目２５番地６

東越谷９丁目１１１番地１３

東越谷９丁目２５番地９
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目１１１番地１３

東越谷９丁目２５番地９

東越谷９丁目１１２番地

東越谷９丁目２４番地７

東越谷９丁目１１２番地

東越谷９丁目２４番地７

東越谷９丁目１１３番地

東越谷９丁目２４番地９

東越谷９丁目１１３番地

東越谷９丁目２４番地９

東越谷９丁目１１４番地

東越谷９丁目２５番地３

東越谷９丁目１１４番地

東越谷９丁目２５番地３

東越谷９丁目１１５番地

東越谷９丁目２５番地１１

東越谷９丁目１１５番地１

東越谷９丁目２４番地１

東越谷９丁目１１５番地１

東越谷９丁目２８番地１０

東越谷９丁目１１５番地１

東越谷９丁目２４番地１

東越谷９丁目１１５番地１

東越谷９丁目２８番地１０

東越谷９丁目１１５番地２

東越谷９丁目２５番地１

東越谷９丁目１１５番地６

東越谷９丁目２４番地１１

東越谷９丁目１１５番地１２

東越谷９丁目２８番地８

東越谷９丁目１１５番地１４

東越谷９丁目２５番地１２

東越谷９丁目１１５番地１５

東越谷９丁目２５番地１０

東越谷９丁目１１５番地１９

東越谷９丁目２８番地９

東越谷９丁目１１５番地２２

東越谷９丁目２５番地２

東越谷９丁目１１６番地

東越谷９丁目２８番地３

東越谷９丁目１２１番地１

東越谷９丁目２７番地６

東越谷９丁目１２１番地３

東越谷９丁目２７番地７

東越谷９丁目１２２番地

東越谷９丁目２６番地５

東越谷９丁目１２３番地１

東越谷９丁目２７番地５

東越谷９丁目１２３番地１

東越谷９丁目２７番地５

東越谷９丁目１２３番地１

東越谷９丁目２７番地５

東越谷９丁目１２３番地１

東越谷９丁目２７番地５

東越谷９丁目１２３番地２

東越谷９丁目２６番地１

東越谷９丁目１２３番地３

東越谷９丁目２７番地３
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷９丁目１２３番地４

東越谷９丁目２７番地２

㈲昭和メタル社宅

東越谷９丁目１２３番地４

東越谷９丁目２７番地２

㈲昭和メタル３０３号

東越谷９丁目１２３番地４

東越谷９丁目２７番地２

㈲昭和メタル３０３号

東越谷９丁目１２３番地４

東越谷９丁目２７番地２

昭和メタル社宅３０３号

東越谷９丁目１２３番地４

東越谷９丁目２７番地２

昭和メタル社宅３０３号

東越谷９丁目１２３番地５

東越谷９丁目２６番地８

東越谷９丁目１２３番地５

東越谷９丁目２６番地８

東越谷９丁目１２３番地９

東越谷９丁目２６番地６

東越谷９丁目１２３番地９

東越谷９丁目２６番地６

東越谷９丁目１２３番地９

東越谷９丁目２６番地６

東越谷９丁目１２５番地２

東越谷９丁目２７番地９

東越谷９丁目１２５番地５

東越谷９丁目２７番地１２

東越谷９丁目１２６番地

東越谷９丁目３２番地５

東越谷９丁目１２７番地

東越谷９丁目３２番地４

東越谷９丁目１３１番地１

東越谷９丁目３２番地３

東越谷９丁目１３１番地２

東越谷９丁目３２番地１

石塚コーポ２０１

東越谷９丁目１３１番地２

東越谷９丁目３２番地１

石塚コーポ３０１

東越谷９丁目１３１番地２

東越谷９丁目３２番地１

石塚コーポ３０２

東越谷９丁目１３１番地３

東越谷９丁目３３番地２

東越谷９丁目１３１番地４

東越谷９丁目３２番地１４

東越谷９丁目１３１番地４

東越谷９丁目３２番地１３

東越谷９丁目１３１番地４

東越谷９丁目３３番地４

東越谷９丁目１３１番地４

東越谷９丁目３３番地３

東越谷９丁目１３１番地９

東越谷９丁目３２番地１５

東越谷９丁目１３２番地

東越谷９丁目３１番地１０

東越谷９丁目１３２番地

東越谷９丁目３１番地７

東越谷９丁目１３２番地

東越谷９丁目３１番地７

東越谷９丁目１３２番地３

東越谷９丁目３１番地６

東越谷９丁目１３２番地３

東越谷９丁目３２番地９
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目１３２番地４

東越谷９丁目３１番地９

東越谷９丁目１３２番地６

東越谷９丁目３１番地５

東越谷９丁目１３３番地１

東越谷９丁目３２番地１０

東越谷９丁目１３４番地

東越谷９丁目２９番地３

東越谷９丁目１３５番地

東越谷９丁目２９番地２

東越谷９丁目１３６番地

東越谷９丁目２９番地１

東越谷９丁目１３７番地

東越谷９丁目２９番地４

東越谷９丁目１３８番地１

東越谷９丁目３０番地８

東越谷９丁目１３８番地２

東越谷９丁目３０番地７

東越谷９丁目１３８番地２

東越谷９丁目３０番地７

東越谷９丁目１３８番地３

東越谷９丁目３０番地６

東越谷９丁目１３９番地

東越谷９丁目２９番地６

東越谷９丁目１４０番地１

東越谷９丁目２９番地７

東越谷９丁目１４０番地１

東越谷９丁目２９番地７

東越谷９丁目１４０番地２

東越谷９丁目２９番地１２

東越谷９丁目１４０番地３

東越谷９丁目２９番地９

東越谷９丁目１４０番地５

東越谷９丁目２９番地１１

東越谷９丁目１４０番地５

東越谷９丁目２９番地１１

東越谷９丁目１４０番地５

東越谷９丁目２９番地１１

東越谷９丁目１４１番地

東越谷９丁目３０番地３

東越谷９丁目１４３番地

東越谷９丁目３０番地５

東越谷９丁目１４３番地

東越谷９丁目３０番地５

東越谷９丁目１４４番地

東越谷９丁目３０番地４

東越谷９丁目１４４番地

東越谷９丁目３０番地４

東越谷９丁目１４５番地

東越谷９丁目３０番地９

東越谷９丁目１４７番地

東越谷９丁目３０番地１２

東越谷９丁目１４７番地

東越谷９丁目３０番地１１

東越谷９丁目１４８番地１

東越谷９丁目３０番地１４

東越谷９丁目１４８番地１

東越谷９丁目３０番地１４
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷９丁目１４８番地２

東越谷９丁目３０番地１３

東越谷９丁目１５０番地

東越谷９丁目３１番地１２

東越谷９丁目１５０番地

東越谷９丁目３１番地１２

東越谷９丁目１５１番地

東越谷９丁目３１番地１

東越谷９丁目１５１番地

東越谷９丁目３１番地１

東越谷９丁目１５２番地

東越谷９丁目３１番地３

東越谷９丁目１５３番地

東越谷９丁目３１番地８

東越谷９丁目１５４番地

東越谷９丁目３１番地４

東越谷９丁目１５４番地

東越谷９丁目３１番地４

東越谷９丁目１５４番地

東越谷９丁目３１番地４

東越谷９丁目１５５番地

東越谷９丁目３４番地８

東越谷９丁目１５５番地

東越谷９丁目３４番地７

東越谷９丁目１５５番地

東越谷９丁目３３番地６

東越谷９丁目１５５番地３

東越谷９丁目３４番地６

東越谷９丁目１５５番地５

東越谷９丁目３３番地８

東越谷９丁目１５５番地９

東越谷９丁目３３番地７

東越谷９丁目１５６番地１

東越谷９丁目３４番地１１

モナハイツ１０１

東越谷９丁目１５６番地１

東越谷９丁目３４番地１１

モナハイツ１０２

東越谷９丁目１５６番地１

東越谷９丁目３４番地１１

モナハイツ１０２

東越谷９丁目１５６番地１

東越谷９丁目３４番地１１

モナハイツ２０２

東越谷９丁目１５６番地１

東越谷９丁目３４番地１１

モナハイツ１０３号

東越谷９丁目１５６番地１

東越谷９丁目３４番地１１

モナハイツ２０１

東越谷９丁目１５７番地２

東越谷９丁目３４番地５

東越谷９丁目１５８番地１

東越谷９丁目３３番地１

東越谷９丁目１５８番地１

東越谷９丁目３３番地１

東越谷９丁目１５９番地１

東越谷９丁目３４番地４

東越谷９丁目１５９番地１

東越谷９丁目３４番地２０

東越谷９丁目１６０番地１

東越谷９丁目３４番地３

東越谷９丁目１６０番地１

東越谷９丁目３４番地３
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷９丁目１６０番地２

東越谷９丁目３４番地１５

東越谷９丁目１６０番地２

東越谷９丁目３４番地１６

東越谷９丁目１６０番地３

東越谷９丁目３４番地１７

東越谷９丁目１６０番地４

東越谷９丁目３４番地１８

東越谷９丁目１６０番地５

東越谷９丁目３４番地１９

東越谷１０丁目１番地１

東越谷１０丁目１番地１

東越谷１０丁目１番地２

東越谷１０丁目１番地１７

東越谷１０丁目１番地３

東越谷１０丁目１番地１６

東越谷１０丁目１番地４

東越谷１０丁目１番地１５

東越谷１０丁目１番地５

東越谷１０丁目１番地１４

東越谷１０丁目１番地６

東越谷１０丁目１番地１２

東越谷１０丁目１番地７

東越谷１０丁目１番地１１

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目１番地５

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目１番地８

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目２番地６

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目２番地１０

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目１番地３

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目２番地９

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目２番地８

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目１番地５

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目２番地１０

東越谷１０丁目２番地２

東越谷１０丁目１番地９

東越谷１０丁目２番地４

東越谷１０丁目１番地７

東越谷１０丁目２番地５

東越谷１０丁目１番地６

東越谷１０丁目２番地５

東越谷１０丁目１番地６

東越谷１０丁目２番地７

東越谷１０丁目１番地４

東越谷１０丁目２番地９

東越谷１０丁目２番地１

東越谷１０丁目２番地９

東越谷１０丁目２番地１

東越谷１０丁目２番地１３

東越谷１０丁目２番地７
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷１０丁目２番地１５

東越谷１０丁目２番地４

東越谷１０丁目３番地１

東越谷１０丁目３番地１

東越谷１０丁目３番地３

東越谷１０丁目４番地８

東越谷１０丁目３番地３

東越谷１０丁目４番地１

東越谷１０丁目３番地３

東越谷１０丁目４番地１０

東越谷１０丁目３番地３

東越谷１０丁目４番地９

東越谷１０丁目４番地

東越谷１０丁目５番地５

東越谷１０丁目４番地

東越谷１０丁目５番地５

東越谷１０丁目５番地

東越谷１０丁目５番地６

東越谷１０丁目５番地

東越谷１０丁目５番地５

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目８番地３

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目７番地２２

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目７番地１６

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目７番地１９

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目７番地１０

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目８番地１１

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目７番地２

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目６番地１０

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目８番地８

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目７番地１０

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目７番地１０

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目８番地１１

東越谷１０丁目６番地３

東越谷１０丁目９番地２

東越谷１０丁目６番地１０

東越谷１０丁目８番地１５

東越谷１０丁目６番地１１

東越谷１０丁目８番地１６

東越谷１０丁目６番地１３

東越谷１０丁目８番地２１

東越谷１０丁目６番地１４

東越谷１０丁目８番地２２

東越谷１０丁目６番地１５

東越谷１０丁目６番地９

東越谷１０丁目６番地１７

東越谷１０丁目８番地２
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目６番地１７

東越谷１０丁目８番地２

東越谷１０丁目６番地１９

東越谷１０丁目８番地６

東越谷１０丁目６番地２０

東越谷１０丁目８番地７

東越谷１０丁目６番地２５

東越谷１０丁目７番地２０

東越谷１０丁目６番地２６

東越谷１０丁目７番地２２

東越谷１０丁目６番地２８

東越谷１０丁目６番地１３

東越谷１０丁目６番地２９

東越谷１０丁目６番地１

東越谷１０丁目６番地２９

東越谷１０丁目６番地１

東越谷１０丁目６番地３０

東越谷１０丁目６番地３

東越谷１０丁目６番地３１

東越谷１０丁目７番地３

東越谷１０丁目６番地３２

東越谷１０丁目７番地６

東越谷１０丁目６番地３２

東越谷１０丁目７番地６

東越谷１０丁目６番地３３

東越谷１０丁目７番地７

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目９番地５

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目９番地９

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目６番地６

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目８番地１８

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目８番地１８

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目９番地４

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目８番地１３

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目９番地５

東越谷１０丁目８番地１

東越谷１０丁目９番地２４

東越谷１０丁目８番地２

東越谷１０丁目９番地２５

東越谷１０丁目８番地２

東越谷１０丁目９番地２３

東越谷１０丁目９番地

東越谷１０丁目３６番地２

東越谷１０丁目９番地

東越谷１０丁目３６番地２

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

ＫＳヴィラ１０５

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

Ｋ．Ｓヴィラ１０６

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

ＫＳヴィラ２０６号
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○○方

○○方

○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

Ｋ・ＳヴィラⅡ１０１

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

Ｋ・Ｓ・ヴィラⅡ−１０２号

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

Ｋ・ＳヴィラⅡ１０３

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

Ｋ・ＳヴィラⅡ２０１

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

ＫＳヴィラⅡ２０２

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地１

ＫＳヴィラⅡ２０５

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目３６番地２

東越谷１０丁目１０番地２

東越谷１０丁目３７番地１１

東越谷１０丁目１０番地３

東越谷１０丁目３６番地１６

東越谷１０丁目１０番地４

東越谷１０丁目３７番地１０

東越谷１０丁目１０番地５

東越谷１０丁目５番地６

ハイツつかさ１０１号

東越谷１０丁目１０番地５

東越谷１０丁目５番地６

ハイツつかさ１０２号

東越谷１０丁目１０番地５

東越谷１０丁目５番地６

ハイツつかさ１０３号

東越谷１０丁目１０番地５

東越谷１０丁目５番地６

ハイツつかさ２０１

東越谷１０丁目１０番地５

東越谷１０丁目５番地６

ハイツつかさ２０２号

東越谷１０丁目１０番地５

東越谷１０丁目５番地６

ハイツつかさ２０３

東越谷１０丁目１１番地２

東越谷１０丁目３７番地２

東越谷１０丁目１２番地１

東越谷１０丁目３６番地１４

東越谷１０丁目１２番地１

東越谷１０丁目３６番地１５

東越谷１０丁目１２番地１

東越谷１０丁目３７番地２１

東越谷１０丁目１２番地１

東越谷１０丁目３７番地３

東越谷１０丁目１２番地１

東越谷１０丁目３６番地１４

東越谷１０丁目１２番地２

東越谷１０丁目３６番地１３

東越谷１０丁目１２番地２

東越谷１０丁目３６番地１３

東越谷１０丁目１２番地３

東越谷１０丁目３３番地５

東越谷１０丁目１２番地３

東越谷１０丁目３７番地２０

東越谷１０丁目１２番地３

東越谷１０丁目３７番地４

東越谷１０丁目１３番地１

東越谷１０丁目３７番地６

東越谷１０丁目１３番地１

東越谷１０丁目３７番地１９
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷１０丁目１３番地２

東越谷１０丁目３５番地３

東越谷１０丁目１３番地３

東越谷１０丁目３７番地７

東越谷１０丁目１３番地３

東越谷１０丁目１０番地７

東越谷１０丁目１３番地４

東越谷１０丁目３５番地３

東越谷１０丁目１３番地４

東越谷１０丁目３７番地８

東越谷１０丁目１３番地４

東越谷１０丁目３５番地３

東越谷１０丁目１３番地８

東越谷１０丁目１０番地８

東越谷１０丁目１３番地９

東越谷１０丁目１０番地９

東越谷１０丁目１４番地１

東越谷１０丁目３５番地４

東越谷１０丁目１４番地２

東越谷１０丁目３７番地１８

東越谷１０丁目１４番地３

東越谷１０丁目３５番地５

東越谷１０丁目１４番地４

東越谷１０丁目３５番地６

東越谷１０丁目１４番地５

東越谷１０丁目３５番地８

東越谷１０丁目１４番地６

東越谷１０丁目３５番地９

東越谷１０丁目１４番地７

東越谷１０丁目３５番地１０

東越谷１０丁目１４番地９

東越谷１０丁目３７番地９

東越谷１０丁目１４番地１０

東越谷１０丁目３７番地１７

東越谷１０丁目１４番地１１

東越谷１０丁目３７番地１６

東越谷１０丁目１４番地１４

東越谷１０丁目３５番地７

東越谷１０丁目１５番地

東越谷１０丁目３４番地７

東越谷１０丁目１６番地６

東越谷１０丁目３７番地１２

東越谷１０丁目１６番地６

東越谷１０丁目３７番地１２

東越谷１０丁目２０番地１

東越谷１０丁目３６番地１０

東越谷１０丁目２０番地１

東越谷１０丁目３６番地９

東越谷１０丁目２０番地１

東越谷１０丁目３６番地１１

東越谷１０丁目２０番地１

東越谷１０丁目３６番地９

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地４

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地４

東越谷１０丁目２２番地９

東越谷１０丁目３６番地３

東越谷１０丁目２２番地９

東越谷１０丁目３６番地３

東越谷１０丁目２３番地

東越谷１０丁目９番地１９

東越谷１０丁目２３番地

東越谷１０丁目９番地２０

東越谷１０丁目２３番地２

東越谷１０丁目９番地１７

東越谷１０丁目２３番地２

東越谷１０丁目９番地１７

東越谷１０丁目２４番地２

東越谷１０丁目９番地１５

東越谷１０丁目２４番地２

東越谷１０丁目９番地１５

東越谷１０丁目２５番地２

東越谷１０丁目９番地１４

東越谷１０丁目２５番地２

東越谷１０丁目９番地１４

東越谷１０丁目２５番地２

東越谷１０丁目９番地１４

東越谷１０丁目２５番地３

東越谷１０丁目９番地１０

東越谷１０丁目２５番地３

東越谷１０丁目９番地１７

東越谷１０丁目２５番地３

東越谷１０丁目９番地１２

東越谷１０丁目２５番地３

東越谷１０丁目９番地８

東越谷１０丁目２５番地４

東越谷１０丁目９番地１３

東越谷１０丁目２５番地４

東越谷１０丁目９番地１３

東越谷１０丁目２６番地３

東越谷１０丁目７番地１１

東越谷１０丁目２６番地３

東越谷１０丁目７番地１１

東越谷１０丁目２６番地４

東越谷１０丁目７番地１３

東越谷１０丁目２６番地４

東越谷１０丁目７番地１４

東越谷１０丁目２６番地４

東越谷１０丁目７番地１３
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方書（旧・新住所 共通）

○○○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地２１

東越谷１０丁目７番地１２

東越谷１０丁目２７番地２

東越谷１０丁目５番地５

東越谷１０丁目２７番地３

東越谷１０丁目５番地５

東越谷１０丁目２７番地３

東越谷１０丁目５番地５

東越谷１０丁目２７番地４

東越谷１０丁目５番地５

東越谷１０丁目２８番地

東越谷１０丁目４番地５

アムールＲｏｓｅ１０１号

東越谷１０丁目２８番地

東越谷１０丁目４番地５

アムールＲｏｓｅ１０２号

東越谷１０丁目２８番地

東越谷１０丁目４番地５

アムールＲｏｓｅ２０１

東越谷１０丁目２８番地

東越谷１０丁目４番地５

アムール・ロゼ２０２

東越谷１０丁目２８番地

東越谷１０丁目４番地５

アムールロゼ２０３

東越谷１０丁目２８番地

東越谷１０丁目４番地５

アムールＲｏｓｅ２０４

東越谷１０丁目２８番地

東越谷１０丁目４番地５

東越谷１０丁目２９番地

東越谷１０丁目３番地８

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１０１号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１０２

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１０３号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１０５

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１０６号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１０７

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１０８

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション１１０
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２０１号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２０２号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２０３

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２０５号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２０６

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２０７

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２１０号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション３０２

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション３０３

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション３０５

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション３０６号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション３０７

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション３０８

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション３１０

東越谷１０丁目３２番地２

東越谷１０丁目３番地６

東越谷１０丁目３２番地３

東越谷１０丁目４番地６

東越谷１０丁目３２番地３

東越谷１０丁目４番地６

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地３

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地３

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地３

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３４番地

東越谷１０丁目１９番地５

東越谷１０丁目３５番地２

東越谷１０丁目３番地７
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目３６番地１

東越谷１０丁目１７番地１

東越谷１０丁目３６番地１

東越谷１０丁目１７番地３

東越谷１０丁目３６番地１

東越谷１０丁目１７番地２

東越谷１０丁目３６番地２

東越谷１０丁目３番地３

２Ｆ

東越谷１０丁目３６番地２

東越谷１０丁目３番地３

３Ｆ

東越谷１０丁目３６番地４

東越谷１０丁目３番地２

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目３７番地１４

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目３７番地１４

東越谷１０丁目３７番地１

東越谷１０丁目１７番地６

セイバリースクエア１０１

東越谷１０丁目３７番地１

東越谷１０丁目１７番地６

セイバリースクエア１０２

東越谷１０丁目３７番地１

東越谷１０丁目１７番地６

セイバリースクエア１０４

東越谷１０丁目３７番地１

東越谷１０丁目１７番地６

セイバリースクエア２０１

東越谷１０丁目３７番地１

東越谷１０丁目１７番地６

セイバリースクエア２０２

東越谷１０丁目３７番地１

東越谷１０丁目１７番地６

セイバリースクエア２０４号

東越谷１０丁目３７番地２

東越谷１０丁目４番地３

東越谷１０丁目３７番地２

東越谷１０丁目４番地３

東越谷１０丁目３８番地１

東越谷１０丁目１５番地７

東越谷１０丁目３８番地２

東越谷１０丁目１６番地１０

東越谷１０丁目３８番地２

東越谷１０丁目１５番地８

東越谷１０丁目３８番地２

東越谷１０丁目１６番地１０

東越谷１０丁目３９番地

東越谷１０丁目１６番地３

東越谷１０丁目３９番地

東越谷１０丁目１６番地１

東越谷１０丁目３９番地６

東越谷１０丁目１６番地６

東越谷１０丁目３９番地７

東越谷１０丁目１５番地６

東越谷１０丁目４０番地

東越谷１０丁目１６番地１３

東越谷１０丁目４０番地

東越谷１０丁目１６番地１９

東越谷１０丁目４０番地

東越谷１０丁目１６番地１６

東越谷１０丁目４０番地

東越谷１０丁目１６番地１９

東越谷１０丁目４０番地９

東越谷１０丁目１５番地４
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷１０丁目４０番地１０

東越谷１０丁目１５番地１

東越谷１０丁目４０番地１１

東越谷１０丁目１５番地３

東越谷１０丁目４１番地

東越谷１０丁目１５番地１４

東越谷１０丁目４１番地

東越谷１０丁目１５番地１８

東越谷１０丁目４１番地

東越谷１０丁目１５番地１６

東越谷１０丁目４１番地

東越谷１０丁目１５番地１３

東越谷１０丁目４１番地

東越谷１０丁目１５番地１３

東越谷１０丁目４１番地２

東越谷１０丁目１５番地２３

東越谷１０丁目４１番地２

東越谷１０丁目１５番地２１

東越谷１０丁目４２番地

東越谷１０丁目１４番地２２

東越谷１０丁目４２番地

東越谷１０丁目１４番地２４

東越谷１０丁目４２番地

東越谷１０丁目１４番地７

東越谷１０丁目４２番地

東越谷１０丁目１４番地４

東越谷１０丁目４２番地

東越谷１０丁目１４番地２２

東越谷１０丁目４２番地１

東越谷１０丁目１４番地１

東越谷１０丁目４２番地３

東越谷１０丁目１４番地２５

東越谷１０丁目４２番地７

東越谷１０丁目１４番地３

東越谷１０丁目４２番地８

東越谷１０丁目１４番地５

東越谷１０丁目４２番地８

東越谷１０丁目１４番地５

東越谷１０丁目４２番地８

東越谷１０丁目１４番地５

東越谷１０丁目４２番地１０

東越谷１０丁目１４番地１１

東越谷１０丁目４２番地１１

東越谷１０丁目１４番地２１

東越谷１０丁目４２番地１２

東越谷１０丁目１４番地１９

東越谷１０丁目４２番地１２

東越谷１０丁目１４番地１９

東越谷１０丁目４２番地１３

東越谷１０丁目１４番地１７

東越谷１０丁目４２番地１４

東越谷１０丁目１４番地９

東越谷１０丁目４２番地１４

東越谷１０丁目１４番地９

東越谷１０丁目４３番地

東越谷１０丁目１３番地１３

東越谷１０丁目４３番地

東越谷１０丁目１３番地３
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目４３番地

東越谷１０丁目１３番地１１

東越谷１０丁目４３番地５

東越谷１０丁目１３番地７

東越谷１０丁目４３番地６

東越谷１０丁目１３番地９

東越谷１０丁目４３番地７

東越谷１０丁目１３番地５

東越谷１０丁目４４番地２

東越谷１０丁目１０番地６

東越谷１０丁目４４番地２

東越谷１０丁目１０番地５

東越谷１０丁目４４番地４

東越谷１０丁目１０番地３

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥダイヤ１０１号

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドウ・ダイヤ１０２

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥ・ダイヤ１０３

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥ・ダイヤ２０１

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥ・ダイヤ２０２

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥ・ダイヤ２０３

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥ・ダイヤ３０１

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥ・ダイヤ３０２

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドゥ・ダイヤ３０２

東越谷１０丁目４５番地１

東越谷１０丁目１０番地１８

ドウ・ダイヤ３０３

東越谷１０丁目４５番地４

東越谷１０丁目１０番地１６

東越谷１０丁目４５番地４

東越谷１０丁目１０番地１２

東越谷１０丁目４８番地１

東越谷１０丁目１０番地１５

東越谷１０丁目４８番地１

東越谷１０丁目１０番地１４

東越谷１０丁目４８番地１

東越谷１０丁目１０番地１１

東越谷１０丁目４８番地１

東越谷１０丁目１０番地１３

東越谷１０丁目４９番地１

東越谷１０丁目１３番地１６

東越谷１０丁目４９番地１

東越谷１０丁目１３番地１７

東越谷１０丁目４９番地１

東越谷１０丁目１３番地１６

東越谷１０丁目４９番地６

東越谷１０丁目１０番地１０

東越谷１０丁目５０番地１

東越谷１０丁目１４番地１４

東越谷１０丁目５０番地１

東越谷１０丁目１２番地６
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目５０番地２

東越谷１０丁目１１番地４

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１３番地１４

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１２番地９

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１２番地８

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１１番地５

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１１番地３

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１５番地９

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１５番地９

東越谷１０丁目５１番地

東越谷１０丁目１６番地１２

東越谷１０丁目５１番地２

東越谷１０丁目１２番地１３

東越谷１０丁目５１番地４

東越谷１０丁目１５番地１１

東越谷１０丁目５１番地６

東越谷１０丁目１４番地１２

東越谷１０丁目５１番地９

東越谷１０丁目１２番地１５

東越谷１０丁目５１番地９

東越谷１０丁目１２番地１５

東越谷１０丁目５１番地１０

東越谷１０丁目１２番地１４

東越谷１０丁目５１番地１０

東越谷１０丁目１２番地１０

東越谷１０丁目５１番地１１

東越谷１０丁目１４番地１５

東越谷１０丁目５１番地１２

東越谷１０丁目１６番地１１

東越谷１０丁目５１番地１２

東越谷１０丁目１５番地１０

東越谷１０丁目５１番地１６

東越谷１０丁目１１番地２

関森ハイツ１０１号

東越谷１０丁目５１番地１６

東越谷１０丁目１１番地２

関森ハイツ１０２

東越谷１０丁目５１番地１６

東越谷１０丁目１１番地２

関森ハイツ２０１号

東越谷１０丁目５１番地１６

東越谷１０丁目１１番地２

関森ハイツ２０２

東越谷１０丁目５１番地１６

東越谷１０丁目１２番地１１

東越谷１０丁目５１番地１６

東越谷１０丁目１２番地１１

東越谷１０丁目５１番地１７

東越谷１０丁目１１番地１

東越谷１０丁目５１番地１８

東越谷１０丁目１２番地１２

東越谷１０丁目５２番地

東越谷１０丁目１２番地１

東越谷１０丁目５２番地１

東越谷１０丁目１２番地４
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○方

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目５２番地１

東越谷１０丁目１２番地４

東越谷１０丁目５２番地３

東越谷１０丁目１２番地２

東越谷１０丁目５２番地４

東越谷１０丁目１２番地３

東越谷１０丁目５２番地４

東越谷１０丁目１２番地３

東越谷１０丁目５２番地５

東越谷１０丁目１６番地９

東越谷１０丁目５３番地１

東越谷１０丁目１６番地８

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ １０１号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ １０２

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ １０３

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ １０５

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ １０６号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ １０６号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ １０７号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ２０１

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５−２０２

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５，２０３号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ２０５

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ２０６号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ３０１号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ３０２

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ３０３号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ３０５号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ３０６

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ３０７号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ４０２号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ４０３

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ４０５号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ４０６

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ４０７
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ４０７

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

Ｐｉｃａｓｏ．４５ ５０２号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ５０３号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ５０６号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ５０７号

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ６０１

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ６０２

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ４５ ６０３

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

ピカソ６０６

東越谷１０丁目５６番地

東越谷１０丁目２２番地１２

東越谷１０丁目５６番地

東越谷１０丁目２２番地１２

東越谷１０丁目５７番地

東越谷１０丁目２２番地１１

東越谷１０丁目５７番地

東越谷１０丁目２２番地１１

東越谷１０丁目５７番地

東越谷１０丁目２２番地１１

東越谷１０丁目５７番地

東越谷１０丁目２２番地１６

東越谷１０丁目５７番地

東越谷１０丁目２２番地１１

東越谷１０丁目５７番地

東越谷１０丁目２２番地１１

東越谷１０丁目５９番地１

東越谷１０丁目１９番地７

東越谷１０丁目５９番地１

東越谷１０丁目１９番地８

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２２番地２０

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２１番地３

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２１番地１６

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２１番地１０

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２１番地１８

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２１番地１０

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２１番地１８

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目２１番地１８

東越谷１０丁目６０番地２

東越谷１０丁目２２番地１７

東越谷１０丁目６０番地２

東越谷１０丁目２２番地１７
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

東越谷１０丁目６０番地３

東越谷１０丁目１９番地２

東越谷１０丁目６０番地４

東越谷１０丁目２１番地２

東越谷１０丁目６０番地４

東越谷１０丁目２１番地３

東越谷１０丁目６０番地５

東越谷１０丁目２１番地４

東越谷１０丁目６０番地５

東越谷１０丁目２１番地４

東越谷１０丁目６０番地６

東越谷１０丁目２１番地１

東越谷１０丁目６０番地７

東越谷１０丁目１９番地１

東越谷１０丁目６０番地８

東越谷１０丁目２２番地１

東越谷１０丁目６０番地１０

東越谷１０丁目２２番地１９

東越谷１０丁目６０番地１１

東越谷１０丁目２２番地１８

東越谷１０丁目６０番地１２

東越谷１０丁目１９番地６

東越谷１０丁目６０番地１３

東越谷１０丁目２１番地１１

東越谷１０丁目６０番地１７

東越谷１０丁目２１番地１５

東越谷１０丁目６０番地１８

東越谷１０丁目２１番地６

東越谷１０丁目６０番地１８

東越谷１０丁目２１番地６

東越谷１０丁目６０番地１９

東越谷１０丁目２１番地７

東越谷１０丁目６０番地２０

東越谷１０丁目２１番地１３

東越谷１０丁目６０番地２０

東越谷１０丁目１９番地４

東越谷１０丁目６０番地２１

東越谷１０丁目１９番地３

東越谷１０丁目６１番地１

東越谷１０丁目２２番地２２

東越谷１０丁目６１番地２

東越谷１０丁目２２番地３

東越谷１０丁目６１番地３

東越谷１０丁目２２番地４

東越谷１０丁目６１番地４

東越谷１０丁目２２番地５

東越谷１０丁目６１番地６

東越谷１０丁目２２番地２３

東越谷１０丁目６１番地９

東越谷１０丁目２２番地２４

東越谷１０丁目６１番地１１

東越谷１０丁目２２番地２７

東越谷１０丁目６１番地１１

東越谷１０丁目２２番地２７

東越谷１０丁目６１番地１２

東越谷１０丁目２２番地２５

東越谷１０丁目６１番地１４

東越谷１０丁目２２番地８
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目６１番地１５

東越谷１０丁目２２番地２６

東越谷１０丁目６１番地１６

東越谷１０丁目２２番地１０

東越谷１０丁目６２番地

東越谷１０丁目２３番地１

東越谷１０丁目６３番地

東越谷１０丁目２３番地３

東越谷１０丁目６４番地

東越谷１０丁目２４番地２

東越谷１０丁目６５番地２

東越谷１０丁目２４番地１

東越谷１０丁目６５番地３

東越谷１０丁目２４番地４

東越谷１０丁目６６番地２

東越谷１０丁目２４番地５

東越谷１０丁目６７番地

東越谷１０丁目２４番地８

東越谷１０丁目６９番地１

東越谷１０丁目２４番地１５

東越谷１０丁目６９番地２

東越谷１０丁目２４番地１４

東越谷１０丁目６９番地３

東越谷１０丁目２４番地１２

東越谷１０丁目６９番地４

東越谷１０丁目２４番地１１

東越谷１０丁目６９番地５

東越谷１０丁目２４番地１３

東越谷１０丁目６９番地６

東越谷１０丁目２４番地１６

東越谷１０丁目７０番地

東越谷１０丁目２５番地１

東越谷１０丁目７０番地

東越谷１０丁目２５番地１

東越谷１０丁目７１番地１

東越谷１０丁目２５番地３

東越谷１０丁目７１番地１

東越谷１０丁目２５番地２

東越谷１０丁目７２番地２

東越谷１０丁目２７番地１

東越谷１０丁目７２番地２

東越谷１０丁目２７番地１

東越谷１０丁目７３番地

東越谷１０丁目２６番地２

東越谷１０丁目７３番地

東越谷１０丁目２６番地２

東越谷１０丁目７４番地１

東越谷１０丁目２６番地３

東越谷１０丁目７４番地３

東越谷１０丁目２７番地２

アプリーレ１０１

東越谷１０丁目７４番地３

東越谷１０丁目２７番地２

アプリーレ１０２

東越谷１０丁目７４番地３

東越谷１０丁目２７番地２

アプリーレ１０３

東越谷１０丁目７４番地３

東越谷１０丁目２７番地２

アプリーレ１０５

東越谷１０丁目７４番地３

東越谷１０丁目２７番地２

アプリーレ２０１
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目７４番地３

東越谷１０丁目２７番地２

アプリーレ２０３号

東越谷１０丁目７４番地３

東越谷１０丁目２７番地２

アプリーレ２０５

東越谷１０丁目７５番地１

東越谷１０丁目２７番地４

東越谷１０丁目７５番地１

東越谷１０丁目２７番地４

東越谷１０丁目７５番地２

東越谷１０丁目２７番地５

東越谷１０丁目７５番地２

東越谷１０丁目２７番地５

東越谷１０丁目７５番地２

東越谷１０丁目２７番地５

東越谷１０丁目７５番地４

東越谷１０丁目２６番地１１

東越谷１０丁目７５番地４

東越谷１０丁目２６番地１１

東越谷１０丁目７５番地４

東越谷１０丁目２６番地４

東越谷１０丁目７６番地１

東越谷１０丁目２８番地５

東越谷１０丁目７６番地２

東越谷１０丁目２８番地３

東越谷１０丁目７６番地４

東越谷１０丁目２８番地１

東越谷１０丁目７６番地６

東越谷１０丁目２６番地１０

東越谷１０丁目７７番地１

東越谷１０丁目２８番地７

東越谷１０丁目７７番地２

東越谷１０丁目２８番地１０

東越谷１０丁目７７番地３

東越谷１０丁目２８番地１３

東越谷１０丁目７８番地１

東越谷１０丁目２８番地１４

東越谷１０丁目７８番地１

東越谷１０丁目２８番地１４

東越谷１０丁目７８番地２

東越谷１０丁目２８番地１６

東越谷１０丁目７９番地２

東越谷１０丁目２８番地１５

東越谷１０丁目８０番地１

東越谷１０丁目２６番地８

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地９

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地９

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地４

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地４

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地４

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地９

東越谷１０丁目８２番地２

東越谷１０丁目２９番地１０
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旧・新 住所対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成３０年１１月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目８２番地３

東越谷１０丁目２９番地２

東越谷１０丁目８２番地３

東越谷１０丁目２９番地２

東越谷１０丁目８３番地２

東越谷１０丁目２９番地７

東越谷１０丁目８３番地３

東越谷１０丁目２９番地８

東越谷１０丁目８３番地５

東越谷１０丁目３０番地１

東越谷１０丁目８３番地６

東越谷１０丁目３０番地２

東越谷１０丁目８３番地７

東越谷１０丁目３０番地３

東越谷１０丁目８３番地７

東越谷１０丁目３０番地３

東越谷１０丁目８３番地７

東越谷１０丁目３０番地３

東越谷１０丁目８３番地７

東越谷１０丁目３０番地３

東越谷１０丁目８３番地８

東越谷１０丁目３０番地１３

東越谷１０丁目８３番地９

東越谷１０丁目３０番地１１

ブローネ１０１

東越谷１０丁目８３番地９

東越谷１０丁目３０番地１１

レオパレスＢｏｕｌｏｇｎｅ１０５

東越谷１０丁目８３番地９

東越谷１０丁目３０番地１１

レオパレスＢｏｕｌｏｇｎｅ２０２

東越谷１０丁目８３番地９

東越谷１０丁目３０番地１１

レオパレスブローニュ２０３

東越谷１０丁目８３番地９

東越谷１０丁目３０番地１１

レオパレスブローニュ２０４号

東越谷１０丁目８３番地９

東越谷１０丁目３０番地１１

ブルーニュ２０５号

東越谷１０丁目８３番地９

東越谷１０丁目３０番地１１

レオパレスブローニュ２０６

東越谷１０丁目８３番地１０

東越谷１０丁目３０番地１２

東越谷１０丁目８４番地１

東越谷１０丁目３０番地１０

東越谷１０丁目８４番地１

東越谷１０丁目３０番地１０

東越谷１０丁目８４番地２

東越谷１０丁目３０番地８

東越谷１０丁目８４番地２

東越谷１０丁目３０番地８

東越谷１０丁目８５番地

東越谷１０丁目３０番地６
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○○様方

東越谷土地区画整理事業

旧・新 所在地対照表
（法人・個人事業主の部）

越

谷

市

換地処分の公告の日：平成30年11月9日
町界地番変更実施日：平成30年11月10日

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

大字増林５７７６番地１

東越谷９丁目１１番地１０

大字増林５７９５番地２０２

東越谷９丁目６番地９

大字増林５７９８番地１

東越谷９丁目６番地１０

東越谷６丁目１１番地

東越谷６丁目３１番地１

東越谷６丁目１４番地２

東越谷６丁目３１番地５

東越谷６丁目１４番地２

東越谷６丁目３１番地５

東越谷６丁目１４番地６

東越谷６丁目３１番地１０

東越谷６丁目１５番地２

東越谷６丁目３１番地８

東越谷６丁目１５番地９

東越谷６丁目３２番地１５

東越谷６丁目２１番地３

東越谷６丁目３２番地２

東越谷６丁目２１番地３

東越谷６丁目３２番地２

東越谷６丁目３２番地１

東越谷６丁目７番地３

東越谷６丁目３４番地

東越谷６丁目６番地９

東越谷６丁目３７番地

東越谷６丁目３番地１

東越谷６丁目４０番地１

東越谷６丁目２番地３

東越谷６丁目４７番地

東越谷６丁目１３番地７

東越谷６丁目５７番地

東越谷６丁目２９番地４

東越谷６丁目６０番地

東越谷６丁目２９番地１９

東越谷６丁目６２番地２

東越谷６丁目３１番地７

東越谷６丁目６２番地２

東越谷６丁目３１番地７

東越谷６丁目６５番地２

東越谷６丁目２７番地１４

東越谷６丁目６７番地１

東越谷６丁目２７番地６

越谷警察署内

東越谷６丁目６７番地２

東越谷６丁目２７番地１３

中村ビル２Ｆ

東越谷６丁目６７番地２

東越谷６丁目２７番地１３

中村ビル１０２

東越谷６丁目６７番地２

東越谷６丁目２７番地１３

東越谷６丁目７０番地１

東越谷６丁目２７番地１０

東越谷６丁目７１番地４

東越谷６丁目２８番地５

東越谷６丁目７３番地２

東越谷６丁目２８番地２

東越谷６丁目７３番地２

東越谷６丁目２８番地９

3/13

ベルフォーレ東越谷２０３

１Ｆ

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷６丁目７３番地２

東越谷６丁目２８番地２

東越谷６丁目７３番地３

東越谷６丁目２７番地５

東越谷６丁目７５番地１

東越谷６丁目２７番地１

東越谷６丁目８４番地２

東越谷６丁目１５番地１５

東越谷６丁目８４番地２

東越谷６丁目１５番地１５

東越谷６丁目８７番地１

東越谷６丁目１５番地１１

東越谷６丁目９０番地１

東越谷６丁目１６番地２

東越谷６丁目１０７番地

東越谷６丁目２２番地１９

東越谷６丁目１１０番地１

東越谷６丁目２３番地１３

東越谷６丁目１１０番地１

東越谷６丁目２３番地１３

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３０９

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−１０８

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

エルメホール越谷−１−３１４

東越谷６丁目１１３番地

東越谷６丁目２５番地

東越谷６丁目１１５番地

東越谷６丁目２６番地２

東越谷６丁目１１５番地２

東越谷６丁目２６番地１

東越谷６丁目１１６番地

東越谷６丁目２６番地３

東越谷６丁目１１８番地

東越谷６丁目２６番地６

東越谷６丁目１２２番地１

東越谷６丁目２４番地２

東越谷６丁目１２２番地２

東越谷６丁目２４番地１

東越谷６丁目１２２番地３

東越谷６丁目２４番地３

東越谷６丁目１２４番地３

東越谷６丁目２２番地９

東越谷６丁目１３５番地

東越谷６丁目１７番地３

東越谷７丁目１番地

東越谷７丁目１番地１

東越谷７丁目３番地２

東越谷７丁目２番地５

東越谷７丁目３番地２

東越谷７丁目２番地５

東越谷７丁目４番地２

東越谷７丁目２番地９

東越谷７丁目９番地

東越谷７丁目７番地１９

東越谷７丁目１３番地

東越谷７丁目３番地７
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旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

東越谷７丁目２３番地１

東越谷７丁目１番地３

東越谷７丁目２４番地

東越谷７丁目１番地４

東越谷７丁目２８番地

東越谷７丁目１番地１０

東越谷７丁目３０番地

東越谷７丁目１番地１１

東越谷７丁目３２番地１

東越谷７丁目６番地１

東越谷７丁目３９番地

東越谷７丁目６番地５

東越谷７丁目３９番地

東越谷７丁目６番地５

東越谷７丁目５４番地３

東越谷７丁目８番地２

東越谷７丁目５８番地

東越谷７丁目４番地１１

東越谷７丁目７５番地１

東越谷７丁目９番地１

東越谷７丁目７５番地１

東越谷７丁目９番地１

東越谷７丁目７５番地１

東越谷７丁目９番地１

東越谷７丁目７６番地２

東越谷７丁目９番地５

東越谷７丁目７６番地２

東越谷７丁目９番地５

東越谷７丁目７７番地１

東越谷７丁目１０番地５

東越谷７丁目７８番地１

東越谷７丁目９番地７

東越谷７丁目７９番地

東越谷７丁目９番地８

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地３

東越谷７丁目８９番地

東越谷７丁目１５番地３

東越谷７丁目９０番地

東越谷７丁目１６番地７

東越谷７丁目９４番地

東越谷７丁目１７番地１１

東越谷７丁目９７番地

東越谷７丁目１７番地１７

東越谷７丁目１０３番地１

東越谷７丁目２３番地９

東越谷７丁目１０６番地

東越谷７丁目２３番地６

東越谷７丁目１３４番地

東越谷７丁目１９番地１９

東越谷７丁目１３４番地１

東越谷７丁目１９番地１

東越谷７丁目１３７番２

東越谷７丁目３３番地１

東越谷７丁目１４０番地

東越谷７丁目３３番地１０

東越谷７丁目１４１番地

東越谷７丁目３１番地３
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方書（旧・新住所 共通）

Ａ．オリンピアビル２階

１Ｆ

ゆうあい荘Ⅱ１０１号

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷７丁目１４１番地

東越谷７丁目３１番地３

東越谷７丁目１４２番１

東越谷７丁目２８番地８

−５０１

東越谷７丁目１４２番地１

東越谷７丁目２８番地８

エンゼルハイム越谷第２−１０６

東越谷７丁目１４８番地１

東越谷７丁目４３番地１

東越谷７丁目１４９番地１

東越谷７丁目３７番地４

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１８

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１９

東越谷７丁目１５２番地

東越谷７丁目３６番地１５

東越谷７丁目１５４番地

東越谷７丁目３６番地１

東越谷７丁目１５７番地

東越谷７丁目３５番地５

東越谷７丁目１６１番地

東越谷７丁目３４番地２

東越谷７丁目１７２番地

東越谷７丁目４７番地７

東越谷７丁目１７６番地３

東越谷７丁目４９番地１８

東越谷７丁目１７９番地１

東越谷７丁目５０番地１

東越谷７丁目１８０番地

東越谷７丁目４９番地３

東越谷７丁目１８５番地２

東越谷７丁目４６番地１０

東越谷７丁目１８９番地

東越谷７丁目４５番地５

東越谷７丁目１９２番地１

東越谷７丁目４５番地１

東越谷７丁目１９９番地１

東越谷７丁目４３番地４

東越谷７丁目２００番地

東越谷７丁目４１番地６

東越谷７丁目２０１番地

東越谷７丁目３８番地１

東越谷７丁目２０２番地

東越谷７丁目３８番地２

東越谷７丁目２１０番地

東越谷７丁目４０番地１

東越谷７丁目２１１番地

東越谷７丁目４４番地１１

東越谷８丁目１番地１

東越谷８丁目１番地１

東越谷８丁目１番地１

東越谷８丁目１番地１

東越谷８丁目１番地１

東越谷８丁目１番地１

東越谷８丁目６番地

東越谷８丁目５番地４

東越谷８丁目１７番地

東越谷８丁目９番地１８
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リリィ204

サンビレッジ東越谷１０６

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目２３番地

東越谷８丁目１０番地２０

東越谷８丁目２６番地

東越谷８丁目４１番地３

東越谷８丁目３１番地

東越谷８丁目１１番地７

東越谷８丁目３１番地

東越谷８丁目１１番地７

東越谷８丁目３８番地

東越谷８丁目７番地９

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

２０１

東越谷８丁目４２番地１

東越谷８丁目３番地５

−１０７号

東越谷８丁目４２番地２

東越谷８丁目１１番地３

−２階

東越谷８丁目４４番地

東越谷８丁目４番地５

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地２

グリーンフィールドＢ−２０１

東越谷８丁目４８番地

東越谷８丁目３番地１

グリーンフィールドA-101

東越谷８丁目５０番地

東越谷８丁目２番地１

東越谷８丁目５１番地

東越谷８丁目２番地６

東越谷８丁目５１番地１

東越谷８丁目２番地４

東越谷８丁目５１番地１

東越谷８丁目２番地４

東越谷８丁目５２番地

東越谷８丁目１２番地１

東越谷８丁目５２番地２

東越谷８丁目１２番地２

東越谷８丁目５２番地２

東越谷８丁目１２番地２

東越谷８丁目５３番地１

東越谷８丁目１２番地４

東越谷８丁目５３番地２

東越谷８丁目１２番地３

東越谷８丁目５３番地２

東越谷８丁目１２番地３

東越谷８丁目５３番地２

東越谷８丁目１２番地３

東越谷８丁目５４番地１

東越谷８丁目１４番地１

東越谷８丁目５４番地３

東越谷８丁目１２番地９

東越谷８丁目５５番地

東越谷８丁目１３番地１

東越谷８丁目５６番地

東越谷８丁目１３番地２

東越谷８丁目６７番地

東越谷８丁目２３番地４

東越谷８丁目６７番地

東越谷８丁目２３番地４

東越谷８丁目６８番地

東越谷８丁目２３番地１７
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旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０５

東越谷８丁目７５番地１

東越谷８丁目２４番地４

煌峰２０６

東越谷８丁目７６番地

東越谷８丁目２４番地２２

東越谷８丁目７７番地

東越谷８丁目２４番地１

東越谷８丁目７８番地５

東越谷８丁目２０番地１９

東越谷８丁目８２番地３

東越谷８丁目２０番地６

東越谷８丁目８３番地

東越谷８丁目２０番地８

東越谷８丁目８４番地２

東越谷８丁目２２番地１０

東越谷８丁目９０番地

東越谷８丁目１４番地２９

東越谷８丁目９１番地３

東越谷８丁目１５番地１６

東越谷８丁目９１番地５

東越谷８丁目１５番地３

東越谷８丁目９２番地

東越谷８丁目１５番地４

ライフジョイ東越谷１０１号

東越谷８丁目９２番地

東越谷８丁目１５番地４

ニューマリッチヴィラＮＯ1

東越谷８丁目９４番地１

東越谷８丁目１５番地６

アクシスビル１F

東越谷８丁目９４番地１

東越谷８丁目１５番地６

東越谷８丁目９４番地１

東越谷８丁目１５番地６

東越谷８丁目１１１番地１

東越谷８丁目２１番地２０

東越谷８丁目１３８番地１２

東越谷８丁目３１番地５

東越谷８丁目１３９番地９

東越谷８丁目３２番地３

東越谷８丁目１３９番地１２

東越谷８丁目３２番地７

東越谷８丁目１４０番地

東越谷８丁目３１番地８

東越谷８丁目１４１番地

東越谷８丁目３２番地１

東越谷８丁目１４４番地

東越谷８丁目２６番地８

東越谷８丁目１４５番地１

東越谷８丁目２６番地２

東越谷８丁目１４８番地

東越谷８丁目２５番地１

東越谷８丁目１５４番地

東越谷８丁目３３番地１３

東越谷８丁目１６３番地２

東越谷８丁目３５番地７

東越谷８丁目１６３番地４

東越谷８丁目３６番地９

東越谷８丁目１６９番地１

東越谷８丁目３６番地１

8/13

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

東越谷８丁目１８４番地１

東越谷８丁目４０番地３

東越谷８丁目１８５番地

東越谷８丁目４０番地１４

東越谷８丁目１９１番地６

東越谷８丁目３７番地９

東越谷８丁目１９５番地１

東越谷８丁目３８番地１

東越谷９丁目１番地１

東越谷９丁目１番地１

東越谷９丁目２番地１

東越谷９丁目１番地２

東越谷９丁目３番地

東越谷９丁目１番地３

東越谷９丁目３番地

東越谷９丁目１番地３

東越谷９丁目４番地２

東越谷９丁目１番地９

東越谷９丁目５番地

東越谷９丁目３番地２

東越谷９丁目６番地１

東越谷９丁目３番地５

東越谷９丁目１１番地５

東越谷９丁目５番地７

東越谷９丁目２５番地

東越谷９丁目３９番地８

東越谷９丁目２６番地１

東越谷９丁目３６番地１３

東越谷９丁目２６番地１５

東越谷９丁目３６番地１５

東越谷９丁目２６番地１９

東越谷９丁目３６番地２０

東越谷９丁目２９番地１

東越谷９丁目３６番地３

東越谷９丁目３０番地２

東越谷９丁目３６番地２８

東越谷９丁目３４番地１

東越谷９丁目２番地９

東越谷９丁目３４番地３

東越谷９丁目２番地１１

東越谷９丁目３４番地３

東越谷９丁目２番地１１

東越谷９丁目３４番地３

東越谷９丁目２番地１１

東越谷９丁目３４番地３

東越谷９丁目２番地１１

東越谷９丁目３４番地３

東越谷９丁目２番地１１

東越谷９丁目３４番地３

東越谷９丁目２番地１１

東越谷９丁目４２番地１

東越谷９丁目２番地２

東越谷９丁目４３番地

東越谷９丁目２番地４

東越谷９丁目４４番地

東越谷９丁目６番地５

東越谷９丁目４５番地１

東越谷９丁目６番地１
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方書（旧・新住所 共通）

２Ｆ

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷９丁目４６番地１

東越谷９丁目６番地５

東越谷９丁目４６番地２

東越谷９丁目６番地４

東越谷９丁目４６番地２

東越谷９丁目６番地４

東越谷９丁目４９番地２

東越谷９丁目７番地１９

ＭＡＣビル３０２号

東越谷９丁目４９番地２

東越谷９丁目７番地１９

ＭＡＣビル２階

東越谷９丁目５３番地

東越谷９丁目７番地５

越谷司法ビル１０２号

東越谷９丁目５３番地

東越谷９丁目７番地５

東越谷９丁目５３番地

東越谷９丁目７番地５

越谷司法ビル１０６号

東越谷９丁目５３番地

東越谷９丁目７番地５

越谷司法ビル２０８号

東越谷９丁目５８番地１

東越谷９丁目７番地９

東越谷９丁目６３番地

東越谷９丁目７番地１２

東越谷９丁目６６番地１

東越谷９丁目１５番地１

東越谷９丁目６６番１号

東越谷９丁目１５番地１

東越谷９丁目６７番地

東越谷９丁目１５番地２

東越谷９丁目７４番地

東越谷９丁目２０番地３

東越谷９丁目７５番地１

東越谷９丁目１５番地１３

東越谷９丁目７５番地１

東越谷９丁目１５番地１３

東越谷９丁目８１番地４

東越谷９丁目２０番地１５

東越谷９丁目８４番地１２

東越谷９丁目１７番地４

東越谷９丁目１０１番地

東越谷９丁目９番地６

東越谷９丁目１０１番地２

東越谷９丁目９番地５

東越谷９丁目１０３番地１

東越谷９丁目９番地２

東越谷９丁目１０３番地１

東越谷９丁目９番地１

東越谷９丁目１０６番地１

東越谷９丁目２０番地７

東越谷９丁目１０８番地１

東越谷９丁目２１番地３

東越谷９丁目１０８番地３

東越谷９丁目１３番地３

東越谷９丁目１０９番地１

東越谷９丁目２６番地２

東越谷９丁目１１０番地４

東越谷９丁目２１番地５

東越谷９丁目１１１番地５

東越谷９丁目２２番地６
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１階

変電所監視室

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

東越谷９丁目１２１番地２

東越谷９丁目２７番地８

東越谷９丁目１２１番地３

東越谷９丁目２７番地７

東越谷９丁目１２３番地２

東越谷９丁目２６番地１

東越谷９丁目１２５番地１

東越谷９丁目２７番地１２

東越谷９丁目１２５番地５

東越谷９丁目２７番地１２

東越谷９丁目１２８番地

東越谷９丁目３２番地６

東越谷９丁目１３０番地１

東越谷９丁目３２番地７

東越谷９丁目１３２番地３

東越谷９丁目３２番地９

東越谷９丁目１３３番地１

東越谷９丁目３２番地１０

東越谷９丁目１３３番地１

東越谷９丁目３２番地１０

東越谷９丁目１３４番地

東越谷９丁目２９番地３

東越谷９丁目１３６番地

東越谷９丁目２９番地１

東越谷９丁目１３８番地２

東越谷９丁目２９番地５

東越谷９丁目１４４番地２

東越谷９丁目３０番地２

東越谷９丁目１５１番地

東越谷９丁目３１番地１

東越谷９丁目１５５番地

東越谷９丁目３３番地６

東越谷９丁目１５８番地１

東越谷９丁目３３番地１

東越谷９丁目１６０番地２

東越谷９丁目３４番地１５

東越谷９丁目１６０番地２

東越谷９丁目３４番地１５

東越谷１０丁目２番地

東越谷１０丁目２番地９

東越谷１０丁目２番地１３

東越谷１０丁目２番地７

東越谷１０丁目６番地

東越谷１０丁目６番地１０

東越谷１０丁目７番地１

東越谷１０丁目６番地９

東越谷１０丁目１３番地４

東越谷１０丁目３５番地３

東越谷１０丁目１３番地８

東越谷１０丁目１０番地８

東越谷１０丁目１５番地

東越谷１０丁目３４番地７

東越谷１０丁目１５番地

東越谷１０丁目３４番地７

東越谷１０丁目１５番地

東越谷１０丁目３４番地７

東越谷１０丁目１５番地

東越谷１０丁目３４番地７
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方書（旧・新住所 共通）

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

方書（旧・新住所 共通）

東越谷１０丁目１６番地１

東越谷１０丁目３４番地６

東越谷１０丁目１６番地１

東越谷１０丁目３４番地６

東越谷１０丁目１６番地２

東越谷１０丁目３４番地８

東越谷１０丁目１６番地６

東越谷１０丁目３７番地１２

東越谷１０丁目１７番地

東越谷１０丁目３３番地４

東越谷１０丁目１７番地

東越谷１０丁目３３番地４

東越谷１０丁目２０番地１

東越谷１０丁目３３番地１

東越谷１０丁目２０番地２

東越谷１０丁目３６番地８

東越谷１０丁目２１番地

東越谷１０丁目３６番地７

東越谷１０丁目２２番地

東越谷１０丁目３６番地４

東越谷１０丁目２５番地４

東越谷１０丁目９番地１３

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２６番地５

東越谷１０丁目８番地１２

東越谷１０丁目２７番地

東越谷１０丁目５番地３

東越谷１０丁目３０番地

東越谷１０丁目１７番地５

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション101号

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

イキシアマンション２０７

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

東越谷１０丁目３２番地１

東越谷１０丁目３番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地４

東越谷１０丁目３２番地４

東越谷１０丁目４番地３

東越谷１０丁目３６番地１

東越谷１０丁目１７番地１

東越谷１０丁目３６番地２

東越谷１０丁目３番地３

東越谷１０丁目３６番地５

東越谷１０丁目３７番地１４

東越谷１０丁目３７番地１

東越谷１０丁目１７番地６

東越谷１０丁目３９番地

東越谷１０丁目１６番地３

東越谷１０丁目３９番地６

東越谷１０丁目１６番地６

東越谷１０丁目４０番地

東越谷１０丁目１６番地１６

東越谷１０丁目４３番地

東越谷１０丁目１３番地３
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イキシアマンション１０５

セイバリースクエア２０３

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

旧住所

平成30年11月１０日施行

新住所

東越谷１０丁目４４番地３

東越谷１０丁目１０番地１

東越谷１０丁目４７番地１

東越谷１０丁目３２番地

東越谷１０丁目４７番地１

東越谷１０丁目３２番地

東越谷１０丁目４８番地１

東越谷１０丁目１１番地７

東越谷１０丁目５０番地１

東越谷１０丁目１２番地６

東越谷１０丁目５２番地１

東越谷１０丁目１２番地４

東越谷１０丁目５４番地１

東越谷１０丁目２２番地１４

東越谷１０丁目６０番地

東越谷１０丁目１９番地６

東越谷１０丁目６０番地４

東越谷１０丁目２１番地３

東越谷１０丁目６２番地

東越谷１０丁目２３番地１

東越谷１０丁目７５番地１

東越谷１０丁目２７番地４

東越谷１０丁目８１番地

東越谷１０丁目３３番地３

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地４

東越谷１０丁目８２番地１

東越谷１０丁目２９番地９

東越谷１０丁目８４番地１

東越谷１０丁目３０番地１０

東越谷１０丁目８５番地

東越谷１０丁目３０番地６
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方書（旧・新住所 共通）

１Ｆ

東越谷土地区画整理事業

旧・新 所在地対照表
（公共の部）

越

谷

市

換地処分の公告の日：平成30年11月9日
町界地番変更実施日：平成30年11月10日

旧・新 所在地対照表
東越谷土地区画整理事業

平成30年１１月10日施行

旧住所

法人名

新住所

東越谷６丁目６７番地１

越谷警察署

東越谷６丁目２７番地６

東越谷８丁目１８０番地１

地域子育て支援センター おひさまの子 東越谷８丁目４１番地１

東越谷８丁目１８０番地１

増林保育所

東越谷８丁目４１番地１

東越谷９丁目３４番地１

越谷区検察庁

東越谷９丁目２番地９

東越谷９丁目３４番地１

さいたま地方法務局 越谷支局

東越谷９丁目２番地９

東越谷９丁目３４番地２

越谷簡易裁判所

東越谷９丁目２番地８

東越谷９丁目３４番地２

さいたま家庭裁判所 越谷支部

東越谷９丁目２番地８

東越谷９丁目３４番地２

さいたま地方裁判所 越谷支部

東越谷９丁目２番地８

東越谷１０丁目４７番地１

越谷市立病院

東越谷１０丁目３２番地

東越谷１０丁目８１番地

越谷市保健所

東越谷１０丁目３１番地

東越谷１０丁目８１番地

越谷市夜間急患診療所

東越谷１０丁目３１番地
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方書（旧・新住所 共通）

