
新旧住所対照表

総 社 市



駅南一丁目



新住所 旧住所 方書

駅南一丁目１番地２ 真壁２１０１番地

駅南一丁目１番地１２ 真壁８７９番地１ ハイライフこはら

駅南一丁目１番地１２ 真壁８７９番地１ ハイライフコハラ

駅南一丁目１番地１２ 真壁８７９番地１

駅南一丁目１番地１４ 真壁８８１番地５ ローレルハウス

駅南一丁目１番地１４ 真壁８８１番地５

駅南一丁目１番地２１ 真壁２１０４番地１

駅南一丁目１番地２４ 真壁２１０４番地２

駅南一丁目１番地２６ 真壁７２８番地１

駅南一丁目１番地２８ 真壁７７９番地１ パラシオン

駅南一丁目１番地２９ 真壁７７９番地３

駅南一丁目１番地３７ 真壁８７０番地２

駅南一丁目１番地３８ 真壁８７０番地３

駅南一丁目１番地４１ 真壁８７０番地４

駅南一丁目１番地４２ 真壁８７０番地５

駅南一丁目２番地６ 真壁２１０７番地

駅南一丁目２番地７ 真壁２１０８番地１ エクセレント総社

駅南一丁目２番地８ 真壁２１０８番地２ センチュリー総社

駅南一丁目２番地８ 真壁２１０８番地２

駅南一丁目２番地９ 真壁２１０８番地３ アルパーク総社

駅南一丁目２番地１０ 真壁２１０９番地２ セジュール２１　Ａ棟

駅南一丁目２番地１０ 真壁２１０９番地２ セジュール２１　Ａ

駅南一丁目２番地１０ 真壁２１０９番地２ セジュール２１Ｂ棟

駅南一丁目２番地１０ 真壁２１０９番地２ セジュール２１　Ｂ

駅南一丁目２番地１１ 真壁２１０９番地１ セジュール２１　Ｃ棟

駅南一丁目２番地１１ 真壁２１０９番地１ セジュール２１　Ｃ

駅南一丁目２番地２０ 真壁６６８番地１

駅南一丁目２番地２１ 真壁６６８番地１１

駅南一丁目２番地２２ 真壁６６８番地１２

駅南一丁目３番地１ 真壁６６６番地１ ジョビアルコート

駅南一丁目３番地２ 真壁６７０番地１

駅南一丁目３番地３ 真壁６７０番地２

駅南一丁目３番地５ 真壁６７１番地１

駅南一丁目４番地１ 真壁６６６番地６ ボヌールコート

駅南一丁目４番地４ 真壁６６５番地１



新住所 旧住所 方書

駅南一丁目４番地６ 真壁６６５番地６

駅南一丁目４番地７ 真壁６６５番地２

駅南一丁目４番地１０ 真壁６６３番地１

駅南一丁目４番地１３ 真壁６６１番地１ 増田コーポ

駅南一丁目４番地１３ 真壁６６１番地１ マスダコーポ

駅南一丁目４番地１４ 真壁６６１番地１

駅南一丁目４番地１４ 真壁６６２番地７

駅南一丁目４番地１５ 真壁６６３番地２

駅南一丁目４番地１９ 真壁６６４番地４

駅南一丁目４番地２０ 真壁６６４番地８

駅南一丁目４番地２２ 真壁６６４番地６

駅南一丁目４番地２４ 真壁６６４番地９

駅南一丁目４番地２６ 真壁６６４番地７

駅南一丁目４番地３０ 真壁７４８番地３

駅南一丁目５番地２ 真壁２１１６番地

駅南一丁目５番地３ 真壁２１１６番地 エステートピアＩ

駅南一丁目５番地３ 真壁２１１７番地 エステートピアⅠ

駅南一丁目５番地３ 真壁２１１７番地 エステートピア１

駅南一丁目５番地５ 真壁２１１９番地

駅南一丁目５番地９ 真壁２１１２番地

駅南一丁目５番地１０ 真壁２１１３番地

駅南一丁目７番地５ 真壁６４８番地３

駅南一丁目７番地８ 真壁７３７番地 アルファステイツ総社駅前南

駅南一丁目７番地８ 真壁７３７番地 アルファステイツ総社駅南

駅南一丁目７番地８ 真壁７３７番地４ アルファステイツ総社駅南

駅南一丁目７番地８ 真壁７３７番地４

駅南一丁目８番地３ 真壁６４５番地２

駅南一丁目８番地５ 真壁６４６番地１ レオパレス総社南パル２

駅南一丁目８番地５ 真壁６４６番地１ レオパレス総社南パルⅡ

駅南一丁目８番地５ 真壁６４６番地１ レオパレス

駅南一丁目９番地１ 真壁７７３番地３

駅南一丁目９番地２ 真壁７７３番地２

駅南一丁目９番地３ 真壁７７８番地１

駅南一丁目９番地５ 真壁７７８番地３

駅南一丁目９番地６ 真壁７７８番地４



新住所 旧住所 方書

駅南一丁目１０番地１ 真壁７４８番地６

駅南一丁目１０番地３ 真壁７４８番地５

駅南一丁目１０番地６ 真壁８８１番地３

駅南一丁目１０番地７ 真壁７５３番地１

駅南一丁目１０番地８ 真壁７５３番地５

駅南一丁目１０番地１０ 真壁７５３番地４

駅南一丁目１０番地１２ 真壁７６６番地３

駅南一丁目１０番地１４ 真壁７６６番地１

駅南一丁目１１番地１ 真壁７５１番地

駅南一丁目１１番地２ 真壁７４９番地５

駅南一丁目１１番地４ 真壁７４９番地３

駅南一丁目１１番地７ 真壁７４９番地１

駅南一丁目１１番地１５ 真壁７７２番地１ ＭＡＳＫ　Ａ棟

駅南一丁目１１番地１５ 真壁７７２番地１ ＭＡＳＫ　Ａ

駅南一丁目１１番地１６ 真壁７７２番地１ ＭＡＳＫ　Ｂ棟

駅南一丁目１１番地１６ 真壁７７２番地１ ＭＡＳＫ　Ｂ

駅南一丁目１１番地１７ 真壁７７０番地２

駅南一丁目１１番地１８ 真壁７７２番地３

駅南一丁目１１番地１９ 真壁７７２番地２

駅南一丁目１１番地２１ 真壁７７４番地

駅南一丁目１２番地２ 真壁７５０番地１ グランスイート

駅南一丁目１２番地６ 真壁７８１番地２

駅南一丁目１２番地７ 真壁７８１番地１

駅南一丁目１２番地９ 真壁７８０番地５

駅南一丁目１２番地１２ 真壁７８０番地８

駅南一丁目１２番地１６ 真壁７８６番地８

駅南一丁目１３番地１ 真壁７８６番地１

駅南一丁目１３番地３ 真壁７８２番地２

駅南一丁目１３番地６ 真壁７８２番地５

駅南一丁目１３番地７ 真壁７８２番地１

駅南一丁目１３番地２２ 三輪７７８番地６

駅南一丁目１３番地２４ 三輪７７８番地７

駅南一丁目１３番地２６ 三輪７７９番地１５

駅南一丁目１３番地３１ 三輪７７９番地１

駅南一丁目１３番地３３ 三輪９１２番地１



新住所 旧住所 方書

駅南一丁目１３番地３６ 三輪９１０番地１

駅南一丁目１３番地４１ 真壁７８３番地１ サンルーム秋桜

駅南一丁目１４番地１ 三輪７９０番地１

駅南一丁目１４番地２ 三輪７８９番地１２

駅南一丁目１４番地３ 三輪７５９番地１０

駅南一丁目１４番地４ 三輪７８３番地３

駅南一丁目１４番地１０ 三輪７７８番地１０

駅南一丁目１４番地１２ 三輪７７８番地９

駅南一丁目１４番地１５ 三輪７７８番地１２

駅南一丁目１４番地１７ 三輪７７１番地１４

駅南一丁目１４番地２０ 三輪７７１番地１７

駅南一丁目１４番地２２ 三輪７７１番地１６

駅南一丁目１４番地２５ 三輪７６４番地２

駅南一丁目１４番地２６ 三輪７６４番地２ アイビーコート

駅南一丁目１４番地２６ 三輪７６４番地２

駅南一丁目１４番地２７ 三輪７７７番地１

駅南一丁目１４番地２８ 三輪７７７番地１０

駅南一丁目１４番地２９ 三輪７７７番地９

駅南一丁目１４番地３０ 三輪７７７番地６

駅南一丁目１４番地３１ 三輪７７７番地７

駅南一丁目１４番地３２ 三輪７７７番地８

駅南一丁目１４番地３３ 三輪７８３番地１

駅南一丁目１４番地３４ 三輪７８３番地１３

駅南一丁目１４番地３７ 三輪７９０番地１３

駅南一丁目１５番地１ 三輪７９０番地１５

駅南一丁目１５番地３ 三輪７８９番地１

駅南一丁目１５番地５ 三輪７８５番地２

駅南一丁目１５番地７ 三輪７８５番地１０

駅南一丁目１５番地８ 三輪７８５番地１１

駅南一丁目１５番地９ 三輪７８４番地３ サンフルール

駅南一丁目１５番地１０ 三輪７８５番地９

駅南一丁目１５番地１１ 三輪７８５番地３

駅南一丁目１５番地１３ 三輪７８５番地１３

駅南一丁目１５番地１４ 三輪７８５番地１２

駅南一丁目１５番地１５ 三輪９６１番地１



新住所 旧住所 方書

駅南一丁目１５番地１６ 三輪７８６番地

駅南一丁目１６番地１ 三輪７７３番地１

駅南一丁目１６番地２ 三輪７６２番地１

駅南一丁目１６番地５ 三輪７６２番地９

駅南一丁目１６番地６ 三輪７６２番地６

駅南一丁目１６番地７ 三輪７６２番地５

駅南一丁目１６番地８ 三輪７６２番地４

駅南一丁目１７番地１ 三輪７６７番地２

駅南一丁目１７番地３ 三輪７６７番地５ コンソラーレＭ

駅南一丁目１７番地３ 三輪７６７番地５ コンソラーレ

駅南一丁目１７番地５ 三輪７６６番地

駅南一丁目１７番地１１ 三輪７６５番地２

駅南一丁目１７番地１２ 三輪７６５番地３

駅南一丁目１７番地１５ 三輪１１４７番地２

駅南一丁目１８番地１ 三輪７５９番地１

駅南一丁目１８番地６ 三輪７５３番地３

駅南一丁目１８番地８ 三輪７４５番地

駅南一丁目１８番地１１ 三輪７３７番地２

駅南一丁目１８番地１７ 三輪７４２番地

駅南一丁目１８番地１９ 三輪７５３番地６

駅南一丁目１８番地２０ 三輪７５３番地１

駅南一丁目１８番地２１ 三輪７５３番地７

駅南一丁目１８番地２４ 三輪７５６番地１

駅南一丁目１９番地１ 三輪９７６番地

駅南一丁目１９番地１０ 三輪７３６番地

駅南一丁目１９番地１２ 三輪７４８番地

駅南一丁目２０番地２ 三輪７６９番地１ エスポワール２１

駅南一丁目２０番地２ 三輪９４２番地１ エスポワール２１

駅南一丁目２０番地３ 三輪７５０番地

駅南一丁目２１番地１ 三輪９３１番地４

駅南一丁目２１番地１３ 三輪９６７番地

駅南一丁目２１番地１４ 三輪９８３番地１

駅南一丁目２１番地１５ 三輪９８３番地７

駅南一丁目２１番地２１ 三輪９７５番地１ カーサドマーニ

駅南一丁目２１番地２１ 三輪９７６番地 カーサドマーニ



新住所 旧住所 方書

駅南一丁目２２番地１ 三輪９４３番地１

駅南一丁目２２番地２ 三輪９４４番地４

駅南一丁目２２番地３ 三輪９６８番地１

駅南一丁目２２番地７ 三輪９９８番地

駅南一丁目２２番地１２ 三輪９７４番地５

駅南一丁目２２番地１４ 三輪９７４番地１

駅南一丁目２２番地１６ 三輪９７４番地６

駅南一丁目２２番地１８ 三輪９４４番地３

駅南一丁目２２番地１９ 三輪９４３番地２

駅南一丁目２３番地２ 三輪９４０番地３

駅南一丁目２３番地３ 三輪９４０番地１

駅南一丁目２３番地６ 三輪９４１番地３

駅南一丁目２３番地７ 三輪９４２番地１

駅南一丁目２３番地９ 三輪９４１番地５

駅南一丁目２４番地６ 三輪９９９番地

駅南一丁目２５番地４ 三輪１０２７番地５

駅南一丁目２５番地１０ 三輪１００４番地

駅南一丁目２５番地１５ 三輪９６３番地８

駅南一丁目２６番地４ 三輪９８９番地 レオパレス２１総社南ソレイユ

駅南一丁目２６番地４ 三輪９８９番地 レオパレス総社南ソレイユ

駅南一丁目２６番地４ 三輪９８９番地 総社南ソレイユ

駅南一丁目２６番地４ 三輪９８９番地

駅南一丁目２６番地５ 三輪９９６番地５

駅南一丁目２６番地６ 三輪９８８番地４

駅南一丁目２６番地７ 三輪９８４番地

駅南一丁目２６番地１０ 三輪９９７番地

駅南一丁目２６番地１２ 三輪９９６番地６

駅南一丁目２７番地１ 三輪９８５番地

駅南一丁目２７番地３ 三輪７２９番地

駅南一丁目２７番地５ 三輪７３０番地

駅南一丁目２７番地６ 三輪７３２番地４

駅南一丁目２７番地９ 三輪７３４番地

駅南一丁目２７番地１２ 三輪７３５番地

駅南一丁目２８番地８ 三輪６７３番地３ マンション丸吉

駅南一丁目２８番地８ 三輪６７４番地６ マンション丸吉



新住所 旧住所 方書

駅南一丁目２８番地１６ 三輪６７３番地３

駅南一丁目２８番地１７ 三輪７３９番地１

駅南一丁目２９番地２ 三輪７５４番地

駅南一丁目２９番地４ 三輪７４２番地２

駅南一丁目２９番地５ 三輪７４０番地１

駅南一丁目２９番地８ 三輪６６８番地１ アグレアブルメゾンⅡ

駅南一丁目２９番地１０ 三輪７５２番地２

駅南一丁目２９番地１１ 三輪７５５番地

駅南一丁目３０番地１ 三輪７８４番地１ レオパレスさくらや

駅南一丁目３０番地１ 三輪７８４番地１

駅南一丁目３０番地２ 三輪７６２番地３ メイプルハウス

駅南一丁目３０番地７ 三輪７５９番地２

駅南一丁目３０番地９ 三輪７５８番地１ カーサコモド

駅南一丁目３０番地１０ 三輪７５９番地１６

駅南一丁目３０番地１１ 三輪７５９番地１５

駅南一丁目３０番地１６ 三輪８３０番地１

駅南一丁目３１番地２ 三輪８００番地１

駅南一丁目３１番地３ 三輪８００番地３

駅南一丁目３１番地４ 三輪８００番地４

駅南一丁目３１番地５ 三輪７９９番地５

駅南一丁目３１番地６ 三輪７９９番地４

駅南一丁目３１番地７ 三輪７９９番地３

駅南一丁目３１番地８ 三輪７９９番地１

駅南一丁目３１番地９ 三輪７８５番地８

駅南一丁目３１番地１０ 三輪８２９番地１

駅南一丁目３１番地１１ 三輪８２９番地５

駅南一丁目３１番地１３ 三輪８２６番地１

駅南一丁目３１番地１４ 三輪８０１番地１ コテージセントリバーＥ棟

駅南一丁目３１番地１４ 三輪８０１番地１ コテージセントリバー　Ｗ

駅南一丁目３１番地１４ 三輪８２８番地１ コテージセントリバーＥ棟

駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地１ コテージセントリバーＡ

駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地１ コテージセントリバーＢ

駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地１ コテージセントリバーＣ棟

駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地１ コテージセントリバー　Ｃ

駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地１ コテージセントリバーＤ棟
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駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地１ コテージ・セントリバーＤ

駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地１ コテージセントリバーＤ

駅南一丁目３１番地１６ 三輪８０１番地８ コテージセントリバーＢ

駅南一丁目３２番地７ 三輪８３０番地３

駅南一丁目３２番地１０ 三輪８３４番地１ ブライトコートⅡ

駅南一丁目３２番地１２ 三輪８３１番地３

駅南一丁目３２番地１４ 三輪８２６番地２

駅南一丁目３２番地１５ 三輪８２６番地６

駅南一丁目３２番地２０ 三輪８１０番地１ ソルフィオーレＡ

駅南一丁目３２番地２０ 三輪８１０番地１ ソルフォオーレＡ

駅南一丁目３２番地２０ 三輪８１０番地１ ソルフィオーレＢ棟

駅南一丁目３２番地２０ 三輪８１０番地１ ソルフィオーレＢ

駅南一丁目３２番地２１ 三輪８０９番地１

駅南一丁目３２番地２２ 三輪８０８番地２

駅南一丁目３２番地２３ 三輪８１０番地１

駅南一丁目３２番地２５ 三輪８０８番地１

駅南一丁目３２番地２８ 三輪８０７番地１

駅南一丁目３２番地２９ 三輪８０８番地４

駅南一丁目３３番地２ 三輪６５４番地１ ブライトコートⅠ

駅南一丁目３３番地２ 三輪６５４番地１ ブライトコート

駅南一丁目３３番地７ 三輪６５０番地１

駅南一丁目３３番地１２ 三輪６４９番地１

駅南一丁目３３番地１７ 三輪６５３番地２

駅南一丁目３４番地３ 三輪６５５番地１ アグレアブルメゾン

駅南一丁目３５番地５ 三輪９１３番地５

駅南一丁目３５番地１０ 三輪６６１番地１

駅南一丁目３５番地１１ 三輪６６５番地１ レオパレス総社南パル

駅南一丁目３５番地１１ 三輪６６５番地１ レオパレスパル

駅南一丁目３５番地１３ 三輪６６９番地１ レオパレス総社南

駅南一丁目３５番地１３ 三輪６６９番地１ レオパレス南

駅南一丁目３５番地１４ 三輪６６６番地３

駅南一丁目３５番地１５ 三輪６６６番地１

駅南一丁目３５番地１８ 三輪６７２番地１

駅南一丁目３５番地２３ 三輪６６６番地５

駅南一丁目３５番地２８ 三輪６６１番地４ 加藤アパート
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駅南一丁目３５番地２９ 三輪６６０番地１

駅南一丁目３５番地３０ 三輪９１３番地３ サンテメゾン



駅南二丁目
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駅南二丁目１番地３ 真壁２１２４番地

駅南二丁目１番地４ 真壁２１２５番地１ ナチュール

駅南二丁目１番地５ 真壁６５８番地１ パーソナル２１

駅南二丁目１番地１０ 真壁６５２番地４

駅南二丁目１番地１１ 真壁６５２番地３

駅南二丁目１番地１２ 真壁６５２番地１

駅南二丁目１番地１４ 真壁６６０番地

駅南二丁目１番地１６ 真壁６６０番地６ ドリームハイツ

駅南二丁目２番地４ 真壁２１２９番地

駅南二丁目２番地５ 真壁２１３０番地

駅南二丁目２番地６ 真壁２１３１番地

駅南二丁目３番地２ 真壁２１２７番地 ロジュマン・Ｈ

駅南二丁目３番地２ 真壁２１２７番地 ロジュマンＨ

駅南二丁目３番地３ 真壁２１２８番地３

駅南二丁目３番地８ 真壁６３２番地４

駅南二丁目３番地９ 真壁６３３番地４

駅南二丁目３番地１２ 真壁６５４番地１ ヴィラマカベ

駅南二丁目３番地１５ 真壁６５５番地２

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進事業団宿舎１号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進事業団宿舎１

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅１

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁１号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁１

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス　１

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 １号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅真壁宿舎２号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進事業団宿舎　２号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進事業団宿舎２

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅２棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅２

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁２号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁２棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁２

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス２

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ２棟
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駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 2

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅真壁宿舎３

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進事業団宿舎３

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅３号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅３

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁３号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁３棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁３

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス３

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ３棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 3

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進事業団宿舎４号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進事業団宿舎４

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅真壁４

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進住宅４

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 雇用促進４

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 真壁宿舎４号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁４号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁４

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス４

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ４号棟

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 4

駅南二丁目４番地１ 真壁６１７番地 ビレッジハウス真壁

駅南二丁目５番地２ 真壁６１６番地

駅南二丁目５番地７ 真壁６０５番地

駅南二丁目５番地１２ 真壁６０４番地

駅南二丁目５番地１５ 真壁６０３番地１

駅南二丁目５番地２３ 真壁６１５番地１

駅南二丁目５番地２４ 真壁６１３番地

駅南二丁目５番地２５ 真壁６１７番地５

駅南二丁目６番地１ 真壁２１３８番地

駅南二丁目６番地３ 真壁２１４０番地

駅南二丁目６番地４ 真壁２１４１番地

駅南二丁目７番地１ 真壁６０６番地４

駅南二丁目７番地２ 真壁６０７番地７
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駅南二丁目７番地４ 真壁６０７番地９

駅南二丁目７番地８ 真壁６０７番地１２

駅南二丁目７番地９ 真壁６０７番地１３

駅南二丁目７番地１０ 真壁６０７番地１

駅南二丁目７番地１１ 真壁６０７番地８

駅南二丁目７番地１３ 真壁６０４番地７

駅南二丁目７番地１４ 真壁６０７番地６

駅南二丁目７番地１５ 三輪１０８６番地２

駅南二丁目７番地１８ 真壁６０８番地

駅南二丁目７番地２３ 真壁６１１番地

駅南二丁目８番地１ 真壁６１２番地 フラッツア総社

駅南二丁目８番地２ 真壁６０９番地３

駅南二丁目８番地３ 真壁６２７番地５

駅南二丁目８番地４ 三輪１０７９番地５

駅南二丁目８番地６ 三輪１０７９番地２

駅南二丁目８番地７ 三輪１０７９番地１

駅南二丁目８番地８ 三輪１０７９番地６

駅南二丁目８番地９ 真壁６０９番地１

駅南二丁目８番地１５ 三輪１０７９番地４ パークサイド駅南

駅南二丁目８番地１６ 三輪１０７３番地１

駅南二丁目８番地１７ 三輪１０７１番地１１

駅南二丁目８番地２１ 三輪１０７０番地３

駅南二丁目８番地２２ 三輪１０７１番地５ エルシス駅南

駅南二丁目９番地１ 真壁６１７番地１

駅南二丁目９番地７ 三輪１０７０番地２

駅南二丁目９番地１３ 真壁６２６番地１

駅南二丁目９番地１５ 真壁６２６番地５

駅南二丁目９番地１７ 真壁６２５番地３

駅南二丁目１０番地２ 真壁６３８番地４

駅南二丁目１０番地３ 真壁６３８番地６

駅南二丁目１０番地６ 三輪９４８番地１

駅南二丁目１０番地７ 三輪９４８番地２

駅南二丁目１０番地１４ 真壁６２７番地１

駅南二丁目１０番地２１ 真壁６３１番地

駅南二丁目１０番地２３ 真壁６３５番地２
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駅南二丁目１０番地２４ 真壁６３５番地３

駅南二丁目１０番地２５ 真壁６３５番地１

駅南二丁目１０番地２６ 真壁６３９番地３

駅南二丁目１１番地２ 三輪１０３４番地１

駅南二丁目１１番地４ 真壁６４３番地４

駅南二丁目１１番地５ 真壁６４３番地６

駅南二丁目１１番地７ 真壁６４２番地１ ＭＩＷＡ２１Ａ

駅南二丁目１１番地７ 真壁６４２番地１ ミワ２１　Ａ

駅南二丁目１１番地７ 真壁６４２番地１ ＭＩＷＡ２１Ｂ

駅南二丁目１１番地１０ 三輪１０３０番地１

駅南二丁目１１番地１６ 真壁６４３番地１

駅南二丁目１１番地１７ 真壁６５１番地１

駅南二丁目１２番地２ 三輪９５２番地４

駅南二丁目１２番地３ 三輪９５２番地５

駅南二丁目１２番地６ 三輪１０３２番地２

駅南二丁目１２番地７ 三輪１０３２番地５

駅南二丁目１２番地８ 三輪１０３２番地３

駅南二丁目１２番地９ 三輪１０３２番地４

駅南二丁目１２番地１１ 三輪１０６４番地１０

駅南二丁目１２番地１３ 三輪１０６４番地８

駅南二丁目１２番地１７ 三輪１０６５番地８

駅南二丁目１２番地２１ 三輪１０７６番地７

駅南二丁目１２番地２４ 三輪１０３２番地１

駅南二丁目１２番地２５ 三輪１０３１番地１

駅南二丁目１２番地２６ 三輪１０３１番地８

駅南二丁目１２番地２７ 三輪１０３０番地３

駅南二丁目１３番地１ 三輪１０６６番地２

駅南二丁目１３番地２ 三輪１０７０番地７

駅南二丁目１３番地３ 三輪１０７０番地１

駅南二丁目１３番地５ 三輪１０７１番地８

駅南二丁目１３番地６ 三輪１０７１番地１

駅南二丁目１３番地７ 三輪１０７６番地１

駅南二丁目１３番地１０ 三輪１０７１番地７

駅南二丁目１３番地１１ 三輪１０５７番地１

駅南二丁目１３番地１２ 三輪１０７６番地３
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駅南二丁目１３番地１４ 三輪１０７６番地２

駅南二丁目１３番地１８ 三輪１０７６番地４

駅南二丁目１３番地２６ 三輪１０６６番地５

駅南二丁目１３番地３１ 三輪１０６６番地６

駅南二丁目１４番地４ 三輪１０６６番地１

駅南二丁目１４番地５ 三輪１０６７番地８

駅南二丁目１５番地１ 三輪１０２０番地３

駅南二丁目１５番地３ 三輪１０２０番地４

駅南二丁目１５番地５ 三輪１０３８番地６

駅南二丁目１５番地６ 三輪１０３８番地５

駅南二丁目１５番地７ 三輪１０３８番地４

駅南二丁目１５番地９ 三輪１０３８番地１

駅南二丁目１５番地１０ 三輪１０３８番地６

駅南二丁目１５番地１２ 三輪１０４０番地４

駅南二丁目１５番地１５ 三輪１０５７番地７

駅南二丁目１５番地１８ 三輪１０６４番地９

駅南二丁目１６番地１ 三輪２９番地１７

駅南二丁目１６番地２ 三輪１０２１番地３

駅南二丁目１６番地３ 三輪１０４０番地７

駅南二丁目１６番地５ 三輪１０４０番地１

駅南二丁目１６番地８ 三輪１０４２番地５

駅南二丁目１６番地９ 三輪１０４３番地５

駅南二丁目１６番地１０ 三輪１０４３番地１

駅南二丁目１６番地１１ 三輪１０４３番地２

駅南二丁目１６番地１４ 三輪１０４４番地１

駅南二丁目１６番地１５ 三輪１０４４番地７

駅南二丁目１６番地１６ 三輪１０４４番地１１

駅南二丁目１６番地１９ 三輪１０４７番地７

駅南二丁目１６番地２２ 三輪１０４０番地２

駅南二丁目１６番地２３ 三輪１０４２番地１

駅南二丁目１６番地２５ 三輪１０２１番地２

駅南二丁目１６番地２６ 三輪１０２１番地１

駅南二丁目１６番地２７ 三輪１０２２番地７

駅南二丁目１７番地１ 三輪１０２２番地２

駅南二丁目１７番地２ 三輪１０２６番地１
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駅南二丁目１８番地３ 三輪１０２２番地３

駅南二丁目１８番地５ 三輪１０２２番地１

駅南二丁目１８番地７ 三輪１０１１番地

駅南二丁目１８番地１１ 三輪１０１４番地

駅南二丁目１８番地１２ 三輪７１８番地１

駅南二丁目１８番地１５ 三輪７１９番地

駅南二丁目１８番地１７ 三輪９９０番地１

駅南二丁目１８番地１９ 三輪１００８番地１

駅南二丁目１９番地１ 三輪９５０番地４

駅南二丁目１９番地３ 三輪９６１番地３ 三輪東借家

駅南二丁目１９番地４ 三輪１１５８番地４

駅南二丁目１９番地５ 三輪１０１７番地１

駅南二丁目１９番地６ 三輪１０１６番地１

駅南二丁目１９番地８ 三輪７０７番地１

駅南二丁目１９番地１０ 三輪７１１番地２

駅南二丁目１９番地１２ 三輪７１０番地

駅南二丁目１９番地１５ 三輪１０１３番地

駅南二丁目１９番地１７ 三輪１０２４番地３

駅南二丁目２０番地１ 三輪１０４５番地５

駅南二丁目２０番地２ 三輪１０４５番地６

駅南二丁目２０番地５ 三輪１０７６番地５

駅南二丁目２０番地７ 三輪１０４６番地１

駅南二丁目２０番地１１ 三輪１０４６番地１１

駅南二丁目２０番地１３ 三輪１０１７番地７

駅南二丁目２０番地１７ 三輪１１５５番地５

駅南二丁目２０番地２１ 三輪１０１８番地２

駅南二丁目２０番地２４ 三輪１０４５番地１０

駅南二丁目２０番地２５ 三輪６８３番地１

駅南二丁目２０番地２９ 三輪１０４５番地７

駅南二丁目２０番地３０ 三輪１０４５番地８

駅南二丁目２１番地１ 三輪１０４７番地５

駅南二丁目２１番地２ 三輪１０４７番地１ グランメールＫ

駅南二丁目２１番地２ 三輪１０４７番地１

駅南二丁目２１番地３ 三輪１０５１番地１

駅南二丁目２１番地４ 三輪１０５１番地２
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駅南二丁目２１番地６ 三輪１０５５番地２

駅南二丁目２１番地７ 三輪１０５５番地３

駅南二丁目２１番地９ 三輪１０５２番地３

駅南二丁目２１番地１０ 三輪１０５０番地１

駅南二丁目２１番地１２ 三輪１０５５番地６

駅南二丁目２１番地１５ 三輪１０４９番地３

駅南二丁目２１番地１６ 三輪１０４９番地２

駅南二丁目２１番地１７ 三輪１０４９番地１

駅南二丁目２２番地１ 三輪１０６４番地７

駅南二丁目２２番地１ 三輪１０６５番地７

駅南二丁目２２番地５ 三輪１０６０番地１

駅南二丁目２２番地６ 三輪１０６０番地４

駅南二丁目２２番地８ 三輪１０６０番地５

駅南二丁目２２番地９ 三輪１０６０番地３

駅南二丁目２２番地１１ 三輪１０６２番地１

駅南二丁目２２番地１２ 三輪１０６９番地３

駅南二丁目２２番地１５ 三輪１０５５番地１

駅南二丁目２２番地１６ 三輪１０５２番地１

駅南二丁目２２番地１７ 三輪１０５２番地５

駅南二丁目２２番地２２ 三輪１０６２番地３

駅南二丁目２２番地２４ 三輪１０６２番地２

駅南二丁目２２番地２５ 三輪１０６３番地

駅南二丁目２３番地３ 三輪１０５８番地６

駅南二丁目２３番地９ 三輪１０５４番地１１

駅南二丁目２３番地１０ 三輪１０５４番地１０

駅南二丁目２３番地１３ 三輪１０５４番地６

駅南二丁目２３番地１７ 三輪１０５８番地２

駅南二丁目２４番地１ 三輪１０８８番地５

駅南二丁目２４番地２ 三輪１０８８番地１

駅南二丁目２４番地６ 三輪１０９２番地４

駅南二丁目２４番地７ 三輪１０９４番地３

駅南二丁目２４番地７ 三輪１０９４番地３ プチハウスＦ号室

駅南二丁目２４番地８ 三輪１０９５番地３ プチハウス

駅南二丁目２４番地９ 三輪１０９６番地５

駅南二丁目２４番地１１ 三輪１０９８番地３
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駅南二丁目２４番地１３ 三輪１０９７番地５

駅南二丁目２４番地１５ 三輪１０９６番地４

駅南二丁目２４番地１７ 三輪１０９４番地３ プチハウスＢ号

駅南二丁目２４番地１７ 三輪１０９４番地３ プチハウスＤ棟

駅南二丁目２４番地１８ 三輪１０９２番地１

駅南二丁目２４番地２０ 三輪１０９１番地２ まほろば荘

駅南二丁目２５番地２ 三輪１０８３番地１

駅南二丁目２５番地３ 三輪１０８７番地８

駅南二丁目２５番地８ 三輪１０８９番地１

駅南二丁目２５番地１１ 三輪１０８９番地８

駅南二丁目２５番地１３ 三輪１０８９番地７

駅南二丁目２５番地１４ 三輪１０８８番地３

駅南二丁目２５番地２０ 三輪１０８１番地２ フィカーサ総社Ａ

駅南二丁目２５番地２０ 三輪１０８１番地２ フィカーサ総社Ｂ

駅南二丁目２５番地２０ 三輪１０８１番地２ Ｂ

駅南二丁目２６番地１ 三輪１０９１番地３

駅南二丁目２６番地４ 三輪１０８９番地１０

駅南二丁目２６番地７ 三輪１０８９番地４

駅南二丁目２６番地９ 三輪１０９３番地４

駅南二丁目２６番地１２ 三輪１０９６番地１０

駅南二丁目２６番地１６ 三輪１０９６番地９

駅南二丁目２６番地１８ 三輪１０９６番地８

駅南二丁目２６番地２１ 三輪１０９６番地６

駅南二丁目２７番地１ 三輪１０９７番地１

駅南二丁目２７番地５ 三輪１０９９番地１１

駅南二丁目２７番地６ 三輪１０９９番地１２

駅南二丁目２７番地７ 三輪１０９８番地４

駅南二丁目２７番地８ 三輪１０９８番地５

駅南二丁目２７番地１０ 三輪１０９９番地５

駅南二丁目２７番地１２ 三輪１０９９番地１

駅南二丁目２７番地１６ 三輪１１１４番地１

駅南二丁目２７番地１８ 三輪１１１６番地３

駅南二丁目２８番地１ 三輪１１２６番地１

駅南二丁目２８番地３ 三輪１０５３番地６

駅南二丁目２８番地５ 三輪１０５４番地１
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駅南二丁目２８番地７ 三輪１０５４番地１

駅南二丁目２８番地１２ 三輪１０５３番地１２

駅南二丁目２８番地１３ 三輪１１１８番地４

駅南二丁目２８番地１６ 三輪１１２０番地５ リベールミチシゲ

駅南二丁目２８番地１６ 三輪１１２０番地５

駅南二丁目２８番地２０ 三輪１１２５番地１ イストワール三輪２１

駅南二丁目２８番地２０ 三輪１１２５番地１

駅南二丁目２９番地１ 三輪１１５７番地

駅南二丁目２９番地４ 三輪１１５５番地１

駅南二丁目２９番地７ 三輪１１５４番地

駅南二丁目２９番地８ 三輪１１５３番地５

駅南二丁目２９番地１１ 三輪１１５２番地１

駅南二丁目２９番地１８ 三輪１１２６番地４

駅南二丁目２９番地１９ 三輪１１２６番地３

駅南二丁目２９番地２０ 三輪１１５１番地１

駅南二丁目３０番地２ 三輪７２０番地

駅南二丁目３０番地４ 三輪７１７番地

駅南二丁目３０番地７ 三輪７１３番地

駅南二丁目３０番地１７ 三輪７２３番地

駅南二丁目３０番地２３ 三輪７２１番地１

駅南二丁目３１番地５ 三輪６７８番地 コテージセントリバーⅡ

駅南二丁目３１番地７ 三輪１０１９番地３ コテージセントリバーⅢ

駅南二丁目３１番地９ 三輪６９９番地

駅南二丁目３１番地１３ 三輪６９６番地１

駅南二丁目３１番地１５ 三輪６８８番地１

駅南二丁目３１番地１７ 三輪９６９番地

駅南二丁目３１番地２０ 三輪６７８番地５

駅南二丁目３２番地５ 三輪１１６２番地１

駅南二丁目３２番地７ 三輪１１６２番地２

駅南二丁目３２番地１２ 三輪１１５８番地１

駅南二丁目３３番地３ 三輪１１５１番地４ カーサディファータ

駅南二丁目３３番地３ 三輪１１５１番地４

駅南二丁目３３番地４ 三輪１１５１番地１

駅南二丁目３３番地７ 三輪１１２７番地３

駅南二丁目３３番地８ 三輪１１４６番地１
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駅南二丁目３３番地１０ 三輪１１４６番地１

駅南二丁目３４番地７ 三輪１１１８番地７

駅南二丁目３４番地９ 三輪１１２３番地１

駅南二丁目３４番地１０ 三輪１１２４番地３ アリエッタＢ

駅南二丁目３５番地２ 三輪１１１６番地５

駅南二丁目３５番地７ 三輪１１００番地７

駅南二丁目３５番地１０ 三輪１１００番地９

駅南二丁目３５番地１１ 三輪１１０１番地１０

駅南二丁目３５番地１４ 真壁６０４番地２

駅南二丁目３５番地１８ 三輪１１１３番地１１

駅南二丁目３５番地２０ 三輪１１１８番地５

駅南二丁目３６番地１ 三輪１１１３番地１０

駅南二丁目３６番地２ 三輪１１１３番地１

駅南二丁目３６番地３ 三輪１１１３番地５

駅南二丁目３６番地７ 三輪１１１４番地１

駅南二丁目３６番地１０ 三輪１１０６番地６

駅南二丁目３６番地１２ 三輪１１０１番地２

駅南二丁目３６番地１３ 三輪１１０１番地１

駅南二丁目３７番地１２ 三輪１１２０番地７

駅南二丁目３８番地１ 三輪１１４３番地１

駅南二丁目３８番地２ 三輪１１４３番地３

駅南二丁目３８番地４ 三輪１１４３番地６

駅南二丁目３８番地５ 三輪１１４３番地５

駅南二丁目３８番地６ 三輪１１４２番地１ オリーブ

駅南二丁目３８番地１５ 三輪１１４０番地１

駅南二丁目３８番地２０ 三輪１１４１番地５

駅南二丁目３８番地２１ 三輪１１４１番地１

駅南二丁目３９番地３ 三輪１１５９番地４

駅南二丁目３９番地６ 三輪１１６３番地２

駅南二丁目３９番地１２ 三輪１１６３番地１

駅南二丁目３９番地１５ 三輪１１６３番地６

駅南二丁目３９番地１６ 三輪１１６７番地１

駅南二丁目３９番地１９ 三輪１１６８番地７ 三輪アパート

駅南二丁目３９番地１９ 三輪１１６８番地７ 内藤コーポ

駅南二丁目４０番地６ 三輪６８７番地８
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駅南二丁目４０番地６ 三輪６８７番地１０

駅南二丁目４０番地１０ 三輪７２５番地２ メゾネット２１

駅南二丁目４１番地２ 三輪６７７番地７

駅南二丁目４１番地３ 三輪６７７番地１

駅南二丁目４１番地６ 三輪６７７番地１

駅南二丁目４１番地７ 三輪６７７番地１

駅南二丁目４１番地１２ 三輪６７７番地４

駅南二丁目４１番地１６ 三輪６７５番地１０

駅南二丁目４２番地１ 三輪６８０番地１

駅南二丁目４２番地８ 三輪６８７番地１

駅南二丁目４２番地１２ 三輪６８５番地１

駅南二丁目４２番地１４ 三輪６８１番地３

駅南二丁目４２番地１５ 三輪６８０番地３

駅南二丁目４３番地１ 三輪１１６８番地１

駅南二丁目４３番地４ 三輪１１６５番地６ みわ荘

駅南二丁目４３番地１８ 三輪１１６７番地４

駅南二丁目４４番地７ 三輪１１３９番地１

駅南二丁目４４番地１４ 三輪１１３９番地６

駅南二丁目４４番地１５ 三輪１１３９番地５

駅南二丁目４４番地１９ 三輪１１３８番地１

駅南二丁目４４番地２０ 三輪１１３６番地１



中央六丁目



新住所 旧住所 方書

中央六丁目２６番地９ 真壁５６９番地１

中央六丁目２６番地１０ 真壁５６９番地２

中央六丁目２６番地１４ 真壁５６６番地１

中央六丁目２６番地１６ 真壁５６６番地４

中央六丁目２７番地１ 真壁５９６番地

中央六丁目２７番地３ 真壁５８６番地１

中央六丁目２７番地５ 真壁５９０番地１

中央六丁目２７番地６ 真壁５８６番地２

中央六丁目２７番地７ 真壁５８２番地７

中央六丁目２７番地９ 真壁５８２番地３

中央六丁目２７番地１０ 真壁５８１番地１

中央六丁目２７番地１１ 真壁５７１番地１

中央六丁目２７番地１３ 真壁５７０番地

中央六丁目２７番地１５ 真壁５６７番地

中央六丁目２７番地２０ 真壁５６３番地

中央六丁目２７番地２１ 真壁５６４番地

中央六丁目２７番地２３ 真壁５７５番地

中央六丁目２７番地２４ 真壁５７４番地

中央六丁目２７番地２５ 真壁５８０番地

中央六丁目２７番地２８ 真壁５８５番地

中央六丁目２７番地３１ 真壁５９７番地

中央六丁目２７番地３６ 真壁５９６番地

中央六丁目２８番地１ 真壁５７９番地

中央六丁目２８番地４ 真壁５７７番地

中央六丁目２８番地５ 真壁５７６番地

中央六丁目２８番地１０ 真壁５６０番地

中央六丁目２８番地１２ 真壁５５７番地３ プロムナードⅡ

中央六丁目２８番地１３ 真壁５５１番地 プラザ中央

中央六丁目２８番地１６ 真壁５５１番地

中央六丁目２９番地３ 真壁５５３番地

中央六丁目２９番地１３ 真壁５４７番地６

中央六丁目２９番地１４ 真壁５４７番地５

中央六丁目３０番地１ 真壁６０２番地 プラティーク

中央六丁目３０番地２ 真壁５９８番地

中央六丁目３０番地７ 真壁５８４番地



新住所 旧住所 方書

中央六丁目３０番地１１ 真壁５４１番地１７

中央六丁目３０番地１２ 真壁５４１番地１６

中央六丁目３０番地１３ 真壁５４１番地５

中央六丁目３０番地１４ 真壁５４１番地１５

中央六丁目３０番地１６ 真壁５４１番地１２

中央六丁目３０番地１７ 真壁５４１番地１１

中央六丁目３０番地１９ 真壁５４８番地４

中央六丁目３０番地２０ 真壁５４１番地１３

中央六丁目３０番地２１ 真壁５４１番地６

中央六丁目３０番地２５ 真壁５４６番地１

中央六丁目３０番地２８ 真壁５４７番地３

中央六丁目３０番地３０ 真壁５４７番地４

中央六丁目３０番地３２ 真壁５４０番地８

中央六丁目３０番地３３ 真壁５４０番地１

中央六丁目３０番地３４ 真壁５４０番地７ ラフィネ

中央六丁目３０番地３９ 真壁５４１番地２０

中央六丁目３０番地４０ 真壁５４１番地２１

中央六丁目３０番地４５ 真壁５４１番地５

中央六丁目３０番地４６ 真壁５４１番地１８

中央六丁目３０番地４７ 真壁５４１番地１９

中央六丁目３０番地５０ 真壁６００番地５

中央六丁目３０番地５１ 真壁６００番地
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