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凡  例 

 

本書の利⽤につきましては、以下の点にご注意ください。 

１ 調整年⽉⽇ 

   この対照表は、平成 30 年３⽉９⽇現在の住⺠基本台帳に基づく現地調査によって
作成したものです。 

 
２ 旧地番 
 
   この対照表に掲載した番地は、その居住者の住⺠登録を基に作成したものです。 
 
３ 名簿対象者 
 
   平成 30 年３⽉９⽇現在、寒川駅北⼝地区⼟地区画整理事業施⾏区域内に 

住所を有する世帯及び法⼈・事業所等の住所を記載してあります。 
 
４ 新しい住所（居所）の表し⽅ 
 
 （例） ⾼座郡寒川町  岡⽥⼀丁⽬  １番地  １ 
 
                    町名     番地  枝番 
                              （住居表⽰ではないため、「号」は付きません） 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

【旧新対照表】 
 
 

（旧住所で新表⽰を調べる場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田４４番地２ 岡田一丁目２６番地４

岡田４４番地３ 岡田一丁目２５番地４

岡田４４番地３ 岡田一丁目２５番地４  １０１

岡田４４番地３ 岡田一丁目２５番地４  １０２

岡田４４番地３ 岡田一丁目２５番地４  １０３

岡田４５番地 岡田一丁目２５番地４

岡田４５番地４ 岡田一丁目２５番地５

岡田４５番地４ 岡田一丁目２５番地５  　　　　　　方

岡田４５番地６ 岡田一丁目２５番地９

岡田４７番地１ 岡田一丁目２５番地７

岡田４７番地３ 岡田一丁目２５番地６

岡田４８番地２ 岡田一丁目２９番地９

岡田４８番地３ 岡田一丁目２９番地５

岡田４９番地 岡田一丁目２９番地６

岡田４９番地１ 岡田一丁目２９番地３

岡田５０番地 岡田一丁目２９番地１０

岡田５１番地２ 岡田一丁目２９番地１３

岡田５１番地３ 岡田一丁目２９番地１１

岡田５１番地５ 岡田一丁目２９番地２

岡田５１番地５ 岡田一丁目２９番地１

岡田５２番地３ 岡田一丁目２９番地１２

岡田５３番地１ 岡田一丁目２６番地２

岡田５６番地 岡田一丁目２６番地２

岡田５６番地１ 岡田一丁目２６番地３

岡田５７番地 岡田一丁目２５番地３

岡田５７番地１ 岡田一丁目２４番地７

岡田５７番地２ 岡田一丁目２４番地１０

岡田５８番地３ 岡田一丁目２５番地１

岡田５８番地４ 岡田一丁目２４番地９

岡田５８番地５ 岡田一丁目２４番地８

岡田６２番地 岡田一丁目１６番地９

岡田６２番地 岡田一丁目１６番地８  ベルテ寒川３０１号室

岡田６２番地 岡田一丁目１６番地８  ベルデ寒川３０１号室

岡田６２番地 岡田一丁目１６番地８  ベルテ寒川３０３号室

岡田８６番地３ 岡田一丁目１６番地７  メルベーユ２０１号

岡田８６番地３ 岡田一丁目１６番地７  メルベーユ２０２号

岡田８９番地１ 岡田一丁目１６番地１１

岡田９０番地 岡田一丁目１７番地９

岡田９０番地１ 岡田一丁目１６番地４

岡田９０番地３ 岡田一丁目１６番地１３
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旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田９０番地８ 岡田一丁目１７番地４

岡田９０番地８ 岡田一丁目１７番地３

岡田９０番地８ 岡田一丁目２４番地４

岡田９０番地１２ 岡田一丁目１７番地５

岡田９０番地１２ 岡田一丁目１７番地６

岡田９０番地１２ 岡田一丁目１７番地１

岡田９０番地１３ 岡田一丁目１７番地２

岡田９０番地１４ 岡田一丁目２４番地１５

岡田９０番地１４ 岡田一丁目２４番地１

岡田９０番地１４ 岡田一丁目２４番地１６

岡田９０番地２０ 岡田一丁目１６番地１０

岡田９２番地 岡田一丁目１７番地８

岡田９２番地 岡田一丁目２４番地１１

岡田９２番地 岡田一丁目２４番地１３

岡田９２番地 岡田一丁目２４番地５

岡田９２番地 岡田一丁目２４番地１２  ライトガーデン　２０２

岡田９２番地 岡田一丁目２４番地１２  ライトガーデン　２０３

岡田９３番地１ 岡田一丁目２４番地１２

岡田９３番地２ 岡田一丁目２４番地３

岡田９３番地６ 岡田一丁目２４番地６

岡田９７番地 岡田一丁目２７番地１

岡田９７番地 岡田一丁目２７番地２

岡田９８番地 岡田一丁目２６番地１

岡田１００番地２ 岡田一丁目２３番地３

岡田１００番地５ 岡田一丁目２３番地２

岡田１０２番地 岡田一丁目２３番地１

岡田１０３番地 岡田一丁目１７番地７

岡田１０６番地 岡田一丁目１６番地２  アルト・プエンテ２０１

岡田１０６番地 岡田一丁目１６番地２  アルト・プエンテ２０３

岡田１０６番地 岡田一丁目１６番地２  アルト・プエンテ２０４

岡田１０６番地 岡田一丁目１６番地２  アルトープエンテ１０１

岡田１０６番地 岡田一丁目１６番地２  アルトプエンテ３０１

岡田１１０番地３ 岡田一丁目１６番地３  ヘーベルココ湘南１０１号

岡田１１０番地３ 岡田一丁目１６番地３  ヘーベルココ湘南１０３号

岡田１１０番地３ 岡田一丁目１６番地３  ヘーベルココ湘南２０１号

岡田１１０番地３ 岡田一丁目１６番地３  ヘーベルココ湘南２０２号

岡田１１０番地３ 岡田一丁目１６番地３  ヘーベルココ湘南２０３号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南１０３号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南１０５号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南２０１号
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旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南２０２号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南２０５号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南３０２号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南３０３号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南３０５号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南４０１号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南４０３号

岡田１２２番地１ 岡田一丁目３番地１  サニープレイス湘南４０５号

岡田１２４番地４ 岡田一丁目２番地９

岡田１４９番地４ 岡田一丁目２番地３  さがみビル２Ｆ

岡田１４９番地４ 岡田一丁目２番地３  さがみビル３Ｆ

岡田１４９番地４ 岡田一丁目２番地１  大誠ビル３０２

岡田１５５番地１ 岡田一丁目５番地１２  ＨＳ２０１

岡田１５５番地１ 岡田一丁目５番地１２  ＨＳ２０２

岡田１５５番地３ 岡田一丁目５番地１０

岡田２０８番地 岡田一丁目７番地４

岡田２４９番地１ 岡田一丁目６番地７  ＤＡＩＫＡ２０１号

岡田２４９番地１ 岡田一丁目６番地７  ＤＡＩＫＡ３０１号

岡田２４９番地１ 岡田一丁目６番地７  ＤＡＩＫＡ３０２号

岡田２９８番地 岡田一丁目１番地７  サトウビル４０１号

岡田２９８番地４ 岡田一丁目１番地７  ２０１号

岡田２９８番地４ 岡田一丁目１番地７  第２サトウビル２０２

岡田２９８番地４ 岡田一丁目１番地７  第２サトウビル３０１

岡田２９８番地４ 岡田一丁目１番地７  第２サトウビル４０２

岡田３００番地１ 岡田一丁目６番地６  ディアノ３０１

岡田３００番地１ 岡田一丁目６番地６  ディアノ３０２

岡田３０１番地１ 岡田一丁目６番地３  ｖｉｄａ　ｄｅｌ　ｅｓｔｅ２０１号室

岡田３０１番地１ 岡田一丁目６番地３  ｖｉｄａ　ｄｅｌ　ｅｓｔｅ３０１号室

岡田３０１番地１ 岡田一丁目６番地３  ｖｉｄａ　ｄｅｌ　ｅｓｔｅ３０２号室

岡田３０１番地１ 岡田一丁目６番地３  ヴィダデルエステ２０２

岡田３０８番地３ 岡田一丁目６番地２  サンライズ・ロイヤル湘南３０１号室

岡田３３６番地 岡田一丁目１番地１５  ハピネス１０１

岡田３３７番地 岡田一丁目１番地１４

岡田３４９番地 岡田一丁目８番地１１

岡田３５０番地 岡田一丁目８番地１５

岡田３５１番地 岡田一丁目１番地１７

岡田８９１番地１ 岡田一丁目９番地１３  参番館１０２

岡田８９１番地１ 岡田一丁目９番地１３  参番館２０１

岡田８９１番地１ 岡田一丁目９番地１３  参番館２０２

岡田８９１番地１ 岡田一丁目９番地１３  参番館２０３
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旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田８９１番地１ 岡田一丁目９番地１３  参番館２０５

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル　３０２号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル２０１号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル２０２号

岡田９３５番地  岡田一丁目９番地１  司ビル２０３号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル２０５号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル２０７号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル３０１号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル３０３号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル３０４号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル３０５号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル３０６号

岡田９３５番地 岡田一丁目９番地１  司ビル３０７号

岡田９３７番地 岡田一丁目９番地２１  ３Ｆ

岡田９３７番地１ 岡田一丁目２１番地６

岡田９４１番地 岡田一丁目９番地９

岡田９４１番地１ 岡田一丁目９番地５

岡田９４１番地２ 岡田一丁目９番地４

岡田９４１番地４ 岡田一丁目９番地８

岡田９４２番地 岡田一丁目２１番地１２  スピカ１０１

岡田９４２番地 岡田一丁目２１番地１２  スピカ１０２

岡田９４２番地 岡田一丁目２１番地１２  スピカ２０２

岡田９４２番地 岡田一丁目２１番地１２  スピカ３０２

岡田９４２番地 岡田一丁目２１番地１３  ローズヒル２０１号室

岡田９４３番地 岡田一丁目２１番地１５

岡田９４３番地 岡田一丁目２１番地１４

岡田９４５番地２ 岡田一丁目２１番地２

岡田９４６番地１ 岡田一丁目２１番地３

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン１０２

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン１０３

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン１０４

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン２０１

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン２０３

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン２０４

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン２０６

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン３０１

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン３０２

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン３０３

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン３０４

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン３０５
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旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン３０６

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン４０３

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン４０４

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン４０５

岡田９４７番地１ 岡田一丁目２１番地４  ブリーズメゾン４０６

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット２０１号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット２０２号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット２０３号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット３０２号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット３０３号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット３０４号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット３０５号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット４０１号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット４０２号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット４０３号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット４０４号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット４０５号室

岡田９４８番地２ 岡田一丁目１０番地２  サンパレット５０１号室

岡田９５１番地３ 岡田一丁目２１番地７

岡田９５１番地３ 岡田一丁目２１番地１１

岡田９５１番地３ 岡田一丁目２１番地１０

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ１０２

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ１０３

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ２０１

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ２０２

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ２０３

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ２０５

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ３０１

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ３０２

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ３０３

岡田１０２２番地 岡田一丁目２３番地６  ラルーチェ３０５

岡田１０２３番地 岡田一丁目２３番地９

岡田１０２３番地１ 岡田一丁目２３番地４  メビウス湘南３０１

岡田１０４９番地 岡田一丁目２２番地１０  ２０１号

岡田１０４９番地２ 岡田一丁目２２番地１１

岡田１０４９番地３ 岡田一丁目２２番地１２

岡田１０５０番地１ 岡田一丁目２２番地９

岡田１０５１番地 岡田一丁目２２番地７

岡田１０５２番地１ 岡田一丁目２２番地６

岡田１０５２番地３ 岡田一丁目２２番地１５
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旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田１０５３番地 岡田一丁目２２番地１７  メゾンブルヴァン２０２号室

岡田１０５３番地 岡田一丁目２２番地１７  メゾンブルウヴァン１０１号室

岡田１０５３番地 岡田一丁目２２番地１７  メゾンブルウヴァン１０３号室

岡田１０５３番地 岡田一丁目２２番地１７  メゾンブルウヴァン１０４号室

岡田１０５３番地 岡田一丁目２２番地１７  メゾンブルゥヴァン２０１号室

岡田１０５３番地 岡田一丁目２２番地１７  メゾンブルウヴァン２０３号室

岡田１０５３番地 岡田一丁目２２番地１７  メゾンブルウヴァン２０４号室

岡田１０５４番地 岡田一丁目２２番地４

岡田１０５６番地 岡田一丁目２２番地２

岡田１０５６番地 岡田一丁目２２番地２  大샡保アパート２０１

岡田１０５６番地 岡田一丁目２２番地２  大샡保アパート２０２

岡田１０５７番地１ 岡田一丁目２２番地１

岡田１０５７番地１ 岡田一丁目２２番地１  ２０１

岡田１０５７番地２ 岡田一丁目２２番地２０

岡田１０５９番地 岡田一丁目２０番地１４

岡田１０５９番地２ 岡田一丁目２０番地１  サムカワＭ１ビル２０１

岡田１０５９番地２ 岡田一丁目２０番地１  サムカワＭ１ビル２０２

岡田１０５９番地２ 岡田一丁目２０番地１  サムカワＭ１ビル２０３

岡田１０６０番地 岡田一丁目２０番地１３

岡田１０７３番地２ 岡田一丁目２０番地４

岡田１０７３番地２ 岡田一丁目２０番地５  オーロラハイツ２０２号室

岡田１０９１番地３ 岡田一丁目１０番地５

岡田１０９２番地１ 岡田一丁目１０番地４

岡田１０９９番地 岡田一丁目１１番地１  グリーンノア４０２

岡田１０９９番地 岡田一丁目１１番地１  グリーンノア５０１

岡田１１０１番地５ 岡田一丁目１５番地１  フジタビル３０１

岡田１１０１番地５ 岡田一丁目１５番地１  フジタビル４０５

岡田１１０１番地５ 岡田一丁目１５番地１  フジタビル４０６

岡田１１０１番地５ 岡田一丁目１５番地１  フジタビル６０２

岡田１１０１番地５ 岡田一丁目１５番地１  フジタビル６０３

岡田１１０１番地５ 岡田一丁目１５番地１  フジタビル６０５

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル２０１号

岡田１１０４番地  岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル２０２号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル２０５号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル２０７号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル２０８号

岡田１１０４番地  岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル２１０号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル３０１号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル３０３号
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旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル３０５号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル３０６号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル３０７号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル３０８号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル３１０号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル４０１号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル４０３号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル４０５号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル４０６号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル４０８号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル４１０号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル５０３号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル５０５号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル５０６号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル５０７号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル６０２号

岡田１１０４番地 岡田一丁目１５番地２  カナスカイビル６０３号

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川２０１

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川２０２

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川２０４

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川２０５

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川３０２

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川３０４

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川３０５

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川４０２

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川４０３

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川４０４

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川４０５

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川５０１

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川５０２号

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川５０３

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川５０４

岡田１１０８番地 岡田一丁目１５番地７  グランドエンブレム寒川５０５

岡田１１７０番地１ 岡田一丁目５番地７  Ｒｉｄｅａｕ２０１号室

岡田１１７０番地１ 岡田一丁目５番地７  Ｒｉｄｅａｕ２０３号室

岡田１１７０番地１ 岡田一丁目５番地７  Ｒｉｄｅａｕ３０１号室

岡田１１７０番地１ 岡田一丁目５番地７  Ｒｉｄｅａｕ３０２号室

岡田１１７０番地２ 岡田一丁目４番地１

岡田１１７０番地３ 岡田一丁目４番地１  リトルブラウン１０１

岡田１１７０番地３ 岡田一丁目４番地１  リトルブラウン１０２
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旧住所 世帯主氏名又は名称 新住所 備　　考

岡田１１７０番地３ 岡田一丁目４番地１  リトルブラウン２０１

宮山３６番地 岡田一丁目２９番地８

宮山３６番地３ 岡田一丁目２９番地７  中川アパート２階

小谷１０９番地１ 岡田一丁目７番地５

小谷１０９番地２ 岡田一丁目７番地６

小谷１０９番地２ 岡田一丁目８番地２０

小谷１０９番地６ 岡田一丁目８番地４  ルークス湘南２０１号

小谷１０９番地７ 岡田一丁目８番地４  ルークス湘南１０１号

小谷１０９番地７ 岡田一丁目８番地４  ルークス湘南１０２号

小谷１１０番地２ 岡田一丁目７番地３

大蔵５番地１ 岡田一丁目２番地８  ウスイグリーンビル３０１号室

大蔵５番地１ 岡田一丁目２番地８  ウスイグリーンビル３０３号室

大蔵５番地１ 岡田一丁目２番地８  ウスイグリーンビル４０１号室

大蔵５番地１ 岡田一丁目２番地８  ウスイグリーンビル４０２号室

大蔵３４番地２ 岡田一丁目８番地２０

大蔵３４番地３ 岡田一丁目８番地２１

大蔵３４番地４ 岡田一丁目８番地２２

大蔵３４番地５ 岡田一丁目８番地２３

大蔵３７番地１ 岡田一丁目８番地８  Ｌｉａｎｇｅ３０１

大蔵３７番地１ 岡田一丁目８番地８  Ｌｉａｎｇｅ３０２

8



 
 
 
 

 
【新旧対照表】 

 
 

（新表⽰で旧住所を調べる場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目１番地７ 岡田２９８番地４  ２０１号

岡田一丁目１番地７ 岡田２９８番地  サトウビル４０１号

岡田一丁目１番地７ 岡田２９８番地４  第２サトウビル２０２

岡田一丁目１番地７ 岡田２９８番地４  第２サトウビル３０１

岡田一丁目１番地７ 岡田２９８番地４  第２サトウビル４０２

岡田一丁目１番地１４ 岡田３３７番地

岡田一丁目１番地１５ 岡田３３６番地  ハピネス１０１

岡田一丁目１番地１７ 岡田３５１番地

岡田一丁目２番地１ 岡田１４９番地４  大誠ビル３０２

岡田一丁目２番地３ 岡田１４９番地４  さがみビル２Ｆ

岡田一丁目２番地３ 岡田１４９番地４  さがみビル３Ｆ

岡田一丁目２番地８ 大蔵５番地１  ウスイグリーンビル３０１号室

岡田一丁目２番地８ 大蔵５番地１  ウスイグリーンビル３０３号室

岡田一丁目２番地８ 大蔵５番地１  ウスイグリーンビル４０１号室

岡田一丁目２番地８ 大蔵５番地１  ウスイグリーンビル４０２号室

岡田一丁目２番地９ 岡田１２４番地４

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南１０３号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南１０５号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南２０１号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南２０２号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南２０５号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南３０２号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南３０３号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南３０５号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南４０１号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南４０３号

岡田一丁目３番地１ 岡田１２２番地１  サニープレイス湘南４０５号

岡田一丁目４番地１ 岡田１１７０番地２

岡田一丁目４番地１ 岡田１１７０番地３  リトルブラウン１０１

岡田一丁目４番地１ 岡田１１７０番地３  リトルブラウン１０２

岡田一丁目４番地１ 岡田１１７０番地３  リトルブラウン２０１

岡田一丁目５番地７ 岡田１１７０番地１  Ｒｉｄｅａｕ２０１号室

岡田一丁目５番地７ 岡田１１７０番地１  Ｒｉｄｅａｕ２０３号室

岡田一丁目５番地７ 岡田１１７０番地１  Ｒｉｄｅａｕ３０１号室

岡田一丁目５番地７ 岡田１１７０番地１  Ｒｉｄｅａｕ３０２号室

岡田一丁目５番地１０ 岡田１５５番地３

岡田一丁目５番地１２ 岡田１５５番地１  ＨＳ２０１

岡田一丁目５番地１２ 岡田１５５番地１  ＨＳ２０２

岡田一丁目６番地２ 岡田３０８番地３  サンライズ・ロイヤル湘南３０１号室

岡田一丁目６番地３ 岡田３０１番地１  ｖｉｄａ　ｄｅｌ　ｅｓｔｅ２０１号室
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新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目６番地３ 岡田３０１番地１  ｖｉｄａ　ｄｅｌ　ｅｓｔｅ３０１号室

岡田一丁目６番地３ 岡田３０１番地１  ｖｉｄａ　ｄｅｌ　ｅｓｔｅ３０２号室

岡田一丁目６番地３ 岡田３０１番地１  ヴィダデルエステ２０２

岡田一丁目６番地６ 岡田３００番地１  ディアノ３０１

岡田一丁目６番地６ 岡田３００番地１  ディアノ３０２

岡田一丁目６番地７ 岡田２４９番地１  ＤＡＩＫＡ２０１号

岡田一丁目６番地７ 岡田２４９番地１  ＤＡＩＫＡ３０１号

岡田一丁目６番地７ 岡田２４９番地１  ＤＡＩＫＡ３０２号

岡田一丁目７番地３ 小谷１１０番地２

岡田一丁目７番地４ 岡田２０８番地

岡田一丁目７番地５ 小谷１０９番地１

岡田一丁目７番地６ 小谷１０９番地２

岡田一丁目８番地４ 小谷１０９番地７  ルークス湘南１０１号

岡田一丁目８番地４ 小谷１０９番地７  ルークス湘南１０２号

岡田一丁目８番地４ 小谷１０９番地６  ルークス湘南２０１号

岡田一丁目８番地８ 大蔵３７番地１  Ｌｉａｎｇｅ３０１

岡田一丁目８番地８ 大蔵３７番地１  Ｌｉａｎｇｅ３０２

岡田一丁目８番地１１ 岡田３４９番地

岡田一丁目８番地１５ 岡田３５０番地

岡田一丁目８番地２０ 小谷１０９番地２

岡田一丁目８番地２０ 大蔵３４番地２

岡田一丁目８番地２１ 大蔵３４番地３

岡田一丁目８番地２２ 大蔵３４番地４

岡田一丁目８番地２３ 大蔵３４番地５

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル２０１号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル２０２号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地   司ビル２０３号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル２０５号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル２０７号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル３０１号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル　３０２号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル３０３号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル３０４号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル３０５号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル３０６号

岡田一丁目９番地１ 岡田９３５番地  司ビル３０７号

岡田一丁目９番地４ 岡田９４１番地２

岡田一丁目９番地５ 岡田９４１番地１

岡田一丁目９番地８ 岡田９４１番地４

岡田一丁目９番地９ 岡田９４１番地
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新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目９番地１３ 岡田８９１番地１  参番館１０２

岡田一丁目９番地１３ 岡田８９１番地１  参番館２０１

岡田一丁目９番地１３ 岡田８９１番地１  参番館２０２

岡田一丁目９番地１３ 岡田８９１番地１  参番館２０３

岡田一丁目９番地１３ 岡田８９１番地１  参番館２０５

岡田一丁目９番地２１ 岡田９３７番地  ３Ｆ

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット２０１号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット２０２号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット２０３号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット３０２号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット３０３号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット３０４号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット３０５号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット４０１号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット４０２号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット４０３号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット４０４号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット４０５号室

岡田一丁目１０番地２ 岡田９４８番地２  サンパレット５０１号室

岡田一丁目１０番地４ 岡田１０９２番地１

岡田一丁目１０番地５ 岡田１０９１番地３

岡田一丁目１１番地１ 岡田１０９９番地  グリーンノア４０２

岡田一丁目１１番地１ 岡田１０９９番地  グリーンノア５０１

岡田一丁目１５番地１ 岡田１１０１番地５  フジタビル３０１

岡田一丁目１５番地１ 岡田１１０１番地５  フジタビル４０５

岡田一丁目１５番地１ 岡田１１０１番地５  フジタビル４０６

岡田一丁目１５番地１ 岡田１１０１番地５  フジタビル６０２

岡田一丁目１５番地１ 岡田１１０１番地５  フジタビル６０３

岡田一丁目１５番地１ 岡田１１０１番地５  フジタビル６０５

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル２０１号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地   カナスカイビル２０２号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル２０５号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル２０７号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル２０８号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地   カナスカイビル２１０号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル３０１号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル３０３号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル３０５号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル３０６号
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新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル３０７号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル３０８号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル３１０号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル４０１号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル４０３号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル４０５号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル４０６号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル４０８号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル４１０号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル５０３号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル５０５号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル５０６号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル５０７号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル６０２号

岡田一丁目１５番地２ 岡田１１０４番地  カナスカイビル６０３号

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川２０１

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川２０２

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川２０４

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川２０５

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川３０２

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川３０４

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川３０５

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川４０２

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川４０３

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川４０４

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川４０５

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川５０１

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川５０２号

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川５０３

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川５０４

岡田一丁目１５番地７ 岡田１１０８番地  グランドエンブレム寒川５０５

岡田一丁目１６番地２ 岡田１０６番地  アルト・プエンテ２０１

岡田一丁目１６番地２ 岡田１０６番地  アルト・プエンテ２０３

岡田一丁目１６番地２ 岡田１０６番地  アルト・プエンテ２０４

岡田一丁目１６番地２ 岡田１０６番地  アルトープエンテ１０１

岡田一丁目１６番地２ 岡田１０６番地  アルトプエンテ３０１

岡田一丁目１６番地３ 岡田１１０番地３  ヘーベルココ湘南１０１号

岡田一丁目１６番地３ 岡田１１０番地３  ヘーベルココ湘南１０３号

岡田一丁目１６番地３ 岡田１１０番地３  ヘーベルココ湘南２０１号

岡田一丁目１６番地３ 岡田１１０番地３  ヘーベルココ湘南２０２号
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新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目１６番地３ 岡田１１０番地３  ヘーベルココ湘南２０３号

岡田一丁目１６番地４ 岡田９０番地１

岡田一丁目１６番地７ 岡田８６番地３  メルベーユ２０１号

岡田一丁目１６番地７ 岡田８６番地３  メルベーユ２０２号

岡田一丁目１６番地８ 岡田６２番地  ベルテ寒川３０１号室

岡田一丁目１６番地８ 岡田６２番地  ベルデ寒川３０１号室

岡田一丁目１６番地８ 岡田６２番地  ベルテ寒川３０３号室

岡田一丁目１６番地９ 岡田６２番地

岡田一丁目１６番地１０ 岡田９０番地２０

岡田一丁目１６番地１１ 岡田８９番地１

岡田一丁目１６番地１３ 岡田９０番地３

岡田一丁目１７番地１ 岡田９０番地１２

岡田一丁目１７番地２ 岡田９０番地１３

岡田一丁目１７番地３ 岡田９０番地８

岡田一丁目１７番地４ 岡田９０番地８

岡田一丁目１７番地５ 岡田９０番地１２

岡田一丁目１７番地６ 岡田９０番地１２

岡田一丁目１７番地７ 岡田１０３番地

岡田一丁目１７番地８ 岡田９２番地

岡田一丁目１７番地９ 岡田９０番地

岡田一丁目２０番地１ 岡田１０５９番地２  サムカワＭ１ビル２０１

岡田一丁目２０番地１ 岡田１０５９番地２  サムカワＭ１ビル２０２

岡田一丁目２０番地１ 岡田１０５９番地２  サムカワＭ１ビル２０３

岡田一丁目２０番地４ 岡田１０７３番地２

岡田一丁目２０番地５ 岡田１０７３番地２  オーロラハイツ２０２号室

岡田一丁目２０番地１３ 岡田１０６０番地

岡田一丁目２０番地１４ 岡田１０５９番地

岡田一丁目２１番地２ 岡田９４５番地２

岡田一丁目２１番地３ 岡田９４６番地１

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン１０２

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン１０３

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン１０４

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン２０１

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン２０３

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン２０４

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン２０６

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン３０１

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン３０２

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン３０３

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン３０４
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新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン３０５

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン３０６

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン４０３

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン４０４

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン４０５

岡田一丁目２１番地４ 岡田９４７番地１  ブリーズメゾン４０６

岡田一丁目２１番地６ 岡田９３７番地１

岡田一丁目２１番地７ 岡田９５１番地３

岡田一丁目２１番地１０ 岡田９５１番地３

岡田一丁目２１番地１１ 岡田９５１番地３

岡田一丁目２１番地１２ 岡田９４２番地  スピカ１０１

岡田一丁目２１番地１２ 岡田９４２番地  スピカ１０２

岡田一丁目２１番地１２ 岡田９４２番地  スピカ２０２

岡田一丁目２１番地１２ 岡田９４２番地  スピカ３０２

岡田一丁目２１番地１３ 岡田９４２番地  ローズヒル２０１号室

岡田一丁目２１番地１４ 岡田９４３番地

岡田一丁目２１番地１５ 岡田９４３番地

岡田一丁目２２番地１ 岡田１０５７番地１

岡田一丁目２２番地１ 岡田１０５７番地１  ２０１

岡田一丁目２２番地２ 岡田１０５６番地

岡田一丁目２２番地２ 岡田１０５６番地  大샡保アパート２０１

岡田一丁目２２番地２ 岡田１０５６番地  大샡保アパート２０２

岡田一丁目２２番地４ 岡田１０５４番地

岡田一丁目２２番地６ 岡田１０５２番地１

岡田一丁目２２番地７ 岡田１０５１番地

岡田一丁目２２番地９ 岡田１０５０番地１

岡田一丁目２２番地１０ 岡田１０４９番地  ２０１号

岡田一丁目２２番地１１ 岡田１０４９番地２

岡田一丁目２２番地１２ 岡田１０４９番地３

岡田一丁目２２番地１５ 岡田１０５２番地３

岡田一丁目２２番地１７ 岡田１０５３番地  メゾンブルヴァン２０２号室

岡田一丁目２２番地１７ 岡田１０５３番地  メゾンブルウヴァン１０１号室

岡田一丁目２２番地１７ 岡田１０５３番地  メゾンブルウヴァン１０３号室

岡田一丁目２２番地１７ 岡田１０５３番地  メゾンブルウヴァン１０４号室

岡田一丁目２２番地１７ 岡田１０５３番地  メゾンブルゥヴァン２０１号室

岡田一丁目２２番地１７ 岡田１０５３番地  メゾンブルウヴァン２０３号室

岡田一丁目２２番地１７ 岡田１０５３番地  メゾンブルウヴァン２０４号室

岡田一丁目２２番地２０ 岡田１０５７番地２

岡田一丁目２３番地１ 岡田１０２番地

岡田一丁目２３番地２ 岡田１００番地５
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新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目２３番地３ 岡田１００番地２

岡田一丁目２３番地４ 岡田１０２３番地１  メビウス湘南３０１

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ１０２

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ１０３

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ２０１

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ２０２

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ２０３

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ２０５

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ３０１

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ３０２

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ３０３

岡田一丁目２３番地６ 岡田１０２２番地  ラルーチェ３０５

岡田一丁目２３番地９ 岡田１０２３番地

岡田一丁目２４番地１ 岡田９０番地１４

岡田一丁目２４番地３ 岡田９３番地２

岡田一丁目２４番地４ 岡田９０番地８

岡田一丁目２４番地５ 岡田９２番地

岡田一丁目２４番地６ 岡田９３番地６

岡田一丁目２４番地７ 岡田５７番地１

岡田一丁目２４番地８ 岡田５８番地５

岡田一丁目２４番地９ 岡田５８番地４

岡田一丁目２４番地１０ 岡田５７番地２

岡田一丁目２４番地１１ 岡田９２番地

岡田一丁目２４番地１２ 岡田９３番地１

岡田一丁目２４番地１２ 岡田９２番地  ライトガーデン　２０２

岡田一丁目２４番地１２ 岡田９２番地  ライトガーデン　２０３

岡田一丁目２４番地１３ 岡田９２番地

岡田一丁目２４番地１５ 岡田９０番地１４

岡田一丁目２４番地１６ 岡田９０番地１４

岡田一丁目２５番地１ 岡田５８番地３

岡田一丁目２５番地３ 岡田５７番地

岡田一丁目２５番地４ 岡田４４番地３

岡田一丁目２５番地４ 岡田４５番地

岡田一丁目２５番地４ 岡田４４番地３  １０１

岡田一丁目２５番地４ 岡田４４番地３  １０２

岡田一丁目２５番地４ 岡田４４番地３  １０３

岡田一丁目２５番地５ 岡田４５番地４

岡田一丁目２５番地５ 岡田４５番地４ 　　　　　　　方

岡田一丁目２５番地６ 岡田４７番地３

岡田一丁目２５番地７ 岡田４７番地１
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新住所 世帯主氏名又は名称 旧住所 備　　考

岡田一丁目２５番地９ 岡田４５番地６

岡田一丁目２６番地１ 岡田９８番地

岡田一丁目２６番地２ 岡田５３番地１

岡田一丁目２６番地２ 岡田５６番地

岡田一丁目２６番地３ 岡田５６番地１

岡田一丁目２６番地４ 岡田４４番地２

岡田一丁目２７番地１ 岡田９７番地

岡田一丁目２７番地２ 岡田９７番地

岡田一丁目２９番地１ 岡田５１番地５

岡田一丁目２９番地２ 岡田５１番地５

岡田一丁目２９番地３ 岡田４９番地１

岡田一丁目２９番地５ 岡田４８番地３

岡田一丁目２９番地６ 岡田４９番地

岡田一丁目２９番地７ 宮山３６番地３  中川アパート２階

岡田一丁目２９番地８ 宮山３６番地

岡田一丁目２９番地９ 岡田４８番地２

岡田一丁目２９番地１０ 岡田５０番地

岡田一丁目２９番地１１ 岡田５１番地３

岡田一丁目２９番地１２ 岡田５２番地３

岡田一丁目２９番地１３ 岡田５１番地２
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旧住所 名称施設店名 新住所 備　　　考

 岡⽥４５番地  岡⽥⼀丁⽬２５番地４

 岡⽥４５番地  岡⽥⼀丁⽬２５番地４

 岡⽥６２番地  岡⽥⼀丁⽬１６番地８

 岡⽥６２番地  岡⽥⼀丁⽬１６番地８

 岡⽥６２番地  岡⽥⼀丁⽬１６番地８

 岡⽥８６番地６  岡⽥⼀丁⽬１６番地７

 岡⽥８６番地６  岡⽥⼀丁⽬１６番地７

 岡⽥８６番地６  岡⽥⼀丁⽬１６番地７

 岡⽥９０番地３  岡⽥⼀丁⽬１６番地１３

 岡⽥９０番地８  岡⽥⼀丁⽬１７番地４

 岡⽥９０番地１７  岡⽥⼀丁⽬１８番地

 岡⽥１０９番地１  岡⽥⼀丁⽬４番地３

 岡⽥１１２番地  岡⽥⼀丁⽬３番地２

 岡⽥１２２番地１  岡⽥⼀丁⽬３番地１

 岡⽥１２４番地４  岡⽥⼀丁⽬２番地９

 岡⽥１４９番地４  岡⽥⼀丁⽬２番地１

 岡⽥１４９番地４  岡⽥⼀丁⽬２番地１

 岡⽥１４９番地４  岡⽥⼀丁⽬２番地１

 岡⽥１４９番地４  岡⽥⼀丁⽬２番地１

 岡⽥１４９番地４  岡⽥⼀丁⽬２番地３

 岡⽥１４９番地４  岡⽥⼀丁⽬２番地３

 岡⽥１５５番地１  岡⽥⼀丁⽬５番地１２

 岡⽥１５５番地３  岡⽥⼀丁⽬５番地１０

 岡⽥２３２番地３  岡⽥⼀丁⽬１番４

 岡⽥２４６番地１  岡⽥⼀丁⽬６番地１

 岡⽥２４６番地１  岡⽥⼀丁⽬６番地１

 岡⽥２４９番地１  岡⽥⼀丁⽬６番地７

 岡⽥２７９番地  岡⽥⼀丁⽬５番地１

 岡⽥２７９番地  岡⽥⼀丁⽬５番地１

 岡⽥２９６番地５  岡⽥⼀丁⽬１番地７

 岡⽥２９８番地  岡⽥⼀丁⽬１番地１０

 岡⽥２９８番地３  岡⽥⼀丁⽬１番地９

 岡⽥２９８番地３  岡⽥⼀丁⽬１番地９

 岡⽥２９８番地３  岡⽥⼀丁⽬１番地９

 岡⽥３００番地１  岡⽥⼀丁⽬６番地５

 岡⽥３０１番地１  岡⽥⼀丁⽬６番地３

 岡⽥３０１番地２  岡⽥⼀丁⽬６番地６

 岡⽥３０１番地２  岡⽥⼀丁⽬６番地６

 岡⽥３０１番地２  岡⽥⼀丁⽬６番地６

 岡⽥３０１番地２  岡⽥⼀丁⽬６番地６

 岡⽥３０８番地３  岡⽥⼀丁⽬６番地２
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 岡⽥３３８番地１  岡⽥⼀丁⽬１番地１６

 岡⽥３３８番地１  岡⽥⼀丁⽬１番地１６

 岡⽥３４９番地  岡⽥⼀丁⽬８番地１１

 岡⽥３５０番地  岡⽥⼀丁⽬８番地１５

 岡⽥３５１番地  岡⽥⼀丁⽬１番地１７

 岡⽥３５１番地  岡⽥⼀丁⽬１番地１７

 岡⽥３５１番地１  岡⽥⼀丁⽬１番地１７

 岡⽥３５１番地１  岡⽥⼀丁⽬１番地１７

 岡⽥３５２番地１  岡⽥⼀丁⽬１番地１９

 岡⽥８９１番地１  岡⽥⼀丁⽬９番地１３

 岡⽥８９２番地１  岡⽥⼀丁⽬９番地１４

 岡⽥８９２番地１  岡⽥⼀丁⽬９番地１４

 岡⽥８９２番地１  岡⽥⼀丁⽬９番地１４

 岡⽥８９６番地  岡⽥⼀丁⽬１６番地１

 岡⽥８９８番地  岡⽥⼀丁⽬４番地３

 岡⽥８９８番地  岡⽥⼀丁⽬４番地３

 岡⽥８９８番地  岡⽥⼀丁⽬４番地３

 岡⽥９３５番地  岡⽥⼀丁⽬９番地１

 岡⽥９３５番地  岡⽥⼀丁⽬９番地１

 岡⽥９３５番地  岡⽥⼀丁⽬９番地１

 岡⽥９３５番地  岡⽥⼀丁⽬９番地１

 岡⽥９３５番地  岡⽥⼀丁⽬９番地１

 岡⽥９３５番地  岡⽥⼀丁⽬９番地１

 岡⽥９３７番地  岡⽥⼀丁⽬９番地２１

 岡⽥９３７番地  岡⽥⼀丁⽬９番地２１

 岡⽥９３７番地１  岡⽥⼀丁⽬２１番地６

 岡⽥９４２番地  岡⽥⼀丁⽬２１番地１３

 岡⽥９４５番地１  岡⽥⼀丁⽬２１番地３

 岡⽥９４５番地２  岡⽥⼀丁⽬２１番地２

 岡⽥９４７番地５  岡⽥⼀丁⽬２１番地５

 岡⽥９４７番地５  岡⽥⼀丁⽬２１番地５

 岡⽥９４８番地２  岡⽥⼀丁⽬１０番地２

 岡⽥９５０番地１  岡⽥⼀丁⽬９番地１３

 岡⽥９５１番地３  岡⽥⼀丁⽬２１番地８

 岡⽥９５１番地３  岡⽥⼀丁⽬２１番地７

 岡⽥１０２１番地  岡⽥⼀丁⽬２３番地７

 岡⽥１０２１番地  岡⽥⼀丁⽬２３番地７

 岡⽥１０２１番地  岡⽥⼀丁⽬２３番地７

 岡⽥１０２３番地  岡⽥⼀丁⽬２３番地８

 岡⽥１０２３番地１  岡⽥⼀丁⽬２３番地４

 岡⽥１０２３番地１  岡⽥⼀丁⽬２３番地４
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 岡⽥１０２３番地１  岡⽥⼀丁⽬２３番地４

 岡⽥１０２３番地１  岡⽥⼀丁⽬２３番地４

 岡⽥１０２３番地３  岡⽥⼀丁⽬２３番地９

 岡⽥１０４９番地１  岡⽥⼀丁⽬２２番地１０

 岡⽥１０４９番地３  岡⽥⼀丁⽬２２番地１２

 岡⽥１０４９番地３  岡⽥⼀丁⽬２２番地１２

 岡⽥１０５４番地  岡⽥⼀丁⽬２２番地1８

 岡⽥１０５６番地  岡⽥⼀丁⽬２２番地１９

 岡⽥１０５６番地  岡⽥⼀丁⽬２２番地２

 岡⽥１０５７番地１  岡⽥⼀丁⽬２２番地１

 岡⽥１０５７番地１  岡⽥⼀丁⽬２２番地１

 岡⽥１０５７番地１  岡⽥⼀丁⽬２２番地１

 岡⽥１０５９番地  岡⽥⼀丁⽬２０番地１４

 岡⽥１０５９番地１  岡⽥⼀丁⽬２０番地１４

 岡⽥１０５９番地２  岡⽥⼀丁⽬２０番地１

 岡⽥１０５９番地２  岡⽥⼀丁⽬２０番地１

 岡⽥１０６０番地  岡⽥⼀丁⽬２０番地１３

 岡⽥１０６０番地  岡⽥⼀丁⽬２０番地１３

 岡⽥１０６０番地  岡⽥⼀丁⽬２０番地１３

 岡⽥１０６番地  岡⽥⼀丁⽬１６番地２

 岡⽥１０７３番地１  岡⽥⼀丁⽬２０番地３

 岡⽥１０７３番地１  岡⽥⼀丁⽬２０番地４

 岡⽥１０７３番地２  岡⽥⼀丁⽬２０番地５

 岡⽥１０７３番地２  岡⽥⼀丁⽬２０番地４

 岡⽥１０７３番地３  岡⽥⼀丁⽬２２番地１

 岡⽥１０８１番地  岡⽥⼀丁⽬１４番地５

 岡⽥１０８１番地  岡⽥⼀丁⽬１４番地５

 岡⽥１０８１番地  岡⽥⼀丁⽬１４番地５

 岡⽥１０８１番地  岡⽥⼀丁⽬１４番地５

 岡⽥１０９２番地１  岡⽥⼀丁⽬１０番地４

 岡⽥１０９２番地２  岡⽥⼀丁⽬１１番地２

 岡⽥１０９９番地  岡⽥⼀丁⽬１１番地１

 岡⽥１０９９番地２  岡⽥⼀丁⽬１１番地１

 岡⽥１０９９番地２  岡⽥⼀丁⽬１１番地１

 岡⽥１１０１番地５  岡⽥⼀丁⽬１５番地１

 岡⽥１１０１番地５  岡⽥⼀丁⽬１５番地１

 岡⽥１１０１番地５  岡⽥⼀丁⽬１５番地１

 岡⽥１１０４番地  岡⽥⼀丁⽬１５番地２

 岡⽥１１０４番地  岡⽥⼀丁⽬１５番地２

 岡⽥１１０６番地２  岡⽥⼀丁⽬１５番地３

 岡⽥１１０９番地  岡⽥⼀丁⽬１５番地７
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 岡⽥１１６９番地１  岡⽥⼀丁⽬５番地５

 岡⽥１１７０番地１  岡⽥⼀丁⽬５番地７

 ⼤蔵５番地１  岡⽥⼀丁⽬２番地８

 ⼤蔵５番地１  岡⽥⼀丁⽬２番地８

 ⼤蔵５番地１  岡⽥⼀丁⽬２番地８

 ⼤蔵５番地１  岡⽥⼀丁⽬２番地８

 ⼤蔵５番地１  岡⽥⼀丁⽬２番地８

 ⼤蔵３７番地１  岡⽥⼀丁⽬８番地８

 ⼤蔵３７番地５  岡⽥⼀丁⽬８番地７
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【新旧対照表】 

 
 

（新表⽰で旧住所を調べる場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





新住所 名称施設店名 旧住所 備　　　考

 岡⽥⼀丁⽬１番４  岡⽥２３２番地３

 岡⽥⼀丁⽬１番地７  岡⽥２９６番地５

 岡⽥⼀丁⽬１番地９  岡⽥２９８番地３

 岡⽥⼀丁⽬１番地９  岡⽥２９８番地３

 岡⽥⼀丁⽬１番地９  岡⽥２９８番地３

 岡⽥⼀丁⽬１番地１０  岡⽥２９８番地

 岡⽥⼀丁⽬１番地１６  岡⽥３３８番地１

 岡⽥⼀丁⽬１番地１６  岡⽥３３８番地１

 岡⽥⼀丁⽬１番地１７  岡⽥３５１番地

 岡⽥⼀丁⽬１番地１７  岡⽥３５１番地

 岡⽥⼀丁⽬１番地１７  岡⽥３５１番地１

 岡⽥⼀丁⽬１番地１７  岡⽥３５１番地１

 岡⽥⼀丁⽬１番地１９  岡⽥３５２番地１

 岡⽥⼀丁⽬２番地１  岡⽥１４９番地４

 岡⽥⼀丁⽬２番地１  岡⽥１４９番地４

 岡⽥⼀丁⽬２番地１  岡⽥１４９番地４

 岡⽥⼀丁⽬２番地１  岡⽥１４９番地４

 岡⽥⼀丁⽬２番地３  岡⽥１４９番地４

 岡⽥⼀丁⽬２番地３  岡⽥１４９番地４

 岡⽥⼀丁⽬２番地８  ⼤蔵５番地１

 岡⽥⼀丁⽬２番地８  ⼤蔵５番地１

 岡⽥⼀丁⽬２番地８  ⼤蔵５番地１

 岡⽥⼀丁⽬２番地８  ⼤蔵５番地１

 岡⽥⼀丁⽬２番地８  ⼤蔵５番地１

 岡⽥⼀丁⽬２番地９  岡⽥１２４番地４

 岡⽥⼀丁⽬３番地１  岡⽥１２２番地１

 岡⽥⼀丁⽬３番地２  岡⽥１１２番地

 岡⽥⼀丁⽬４番地３  岡⽥１０９番地１

 岡⽥⼀丁⽬４番地３  岡⽥８９８番地

 岡⽥⼀丁⽬４番地３  岡⽥８９８番地

 岡⽥⼀丁⽬４番地３  岡⽥８９８番地

 岡⽥⼀丁⽬５番地１  岡⽥２７９番地

 岡⽥⼀丁⽬５番地１  岡⽥２７９番地

 岡⽥⼀丁⽬５番地１０  岡⽥１５５番地３

 岡⽥⼀丁⽬５番地１２  岡⽥１５５番地１

 岡⽥⼀丁⽬５番地５  岡⽥１１６９番地１

 岡⽥⼀丁⽬５番地７  岡⽥１１７０番地１

 岡⽥⼀丁⽬６番地１  岡⽥２４６番地１

 岡⽥⼀丁⽬６番地１  岡⽥２４６番地１

 岡⽥⼀丁⽬６番地２  岡⽥３０８番地３

 岡⽥⼀丁⽬６番地３  岡⽥３０１番地１
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 岡⽥⼀丁⽬６番地５  岡⽥３００番地１

 岡⽥⼀丁⽬６番地６  岡⽥３０１番地２

 岡⽥⼀丁⽬６番地６  岡⽥３０１番地２

 岡⽥⼀丁⽬６番地６  岡⽥３０１番地２

 岡⽥⼀丁⽬６番地６  岡⽥３０１番地２

 岡⽥⼀丁⽬６番地７  岡⽥２４９番地１

 岡⽥⼀丁⽬８番地１１  岡⽥３４９番地

 岡⽥⼀丁⽬８番地１５  岡⽥３５０番地

 岡⽥⼀丁⽬８番地７  ⼤蔵３７番地５

 岡⽥⼀丁⽬８番地８  ⼤蔵３７番地１

 岡⽥⼀丁⽬９番地１  岡⽥９３５番地

 岡⽥⼀丁⽬９番地１  岡⽥９３５番地

 岡⽥⼀丁⽬９番地１  岡⽥９３５番地

 岡⽥⼀丁⽬９番地１  岡⽥９３５番地

 岡⽥⼀丁⽬９番地１  岡⽥９３５番地

 岡⽥⼀丁⽬９番地１  岡⽥９３５番地

 岡⽥⼀丁⽬９番地１３  岡⽥８９１番地１

 岡⽥⼀丁⽬９番地１３  岡⽥９５０番地１

 岡⽥⼀丁⽬９番地１４  岡⽥８９２番地１

 岡⽥⼀丁⽬９番地１４  岡⽥８９２番地１

 岡⽥⼀丁⽬９番地１４  岡⽥８９２番地１

 岡⽥⼀丁⽬９番地２１  岡⽥９３７番地

 岡⽥⼀丁⽬９番地２１  岡⽥９３７番地

 岡⽥⼀丁⽬１０番地２  岡⽥９４８番地２

 岡⽥⼀丁⽬１０番地４  岡⽥１０９２番地１

 岡⽥⼀丁⽬１１番地１  岡⽥１０９９番地

 岡⽥⼀丁⽬１１番地１  岡⽥１０９９番地２

 岡⽥⼀丁⽬１１番地１  岡⽥１０９９番地２

 岡⽥⼀丁⽬１１番地２  岡⽥１０９２番地２

 岡⽥⼀丁⽬１４番地５  岡⽥１０８１番地

 岡⽥⼀丁⽬１４番地５  岡⽥１０８１番地

 岡⽥⼀丁⽬１４番地５  岡⽥１０８１番地

 岡⽥⼀丁⽬１４番地５  岡⽥１０８１番地

 岡⽥⼀丁⽬１５番地１  岡⽥１１０１番地５

 岡⽥⼀丁⽬１５番地１  岡⽥１１０１番地５

 岡⽥⼀丁⽬１５番地１  岡⽥１１０１番地５

 岡⽥⼀丁⽬１５番地２  岡⽥１１０４番地

 岡⽥⼀丁⽬１５番地２  岡⽥１１０４番地

 岡⽥⼀丁⽬１５番地３  岡⽥１１０６番地２

 岡⽥⼀丁⽬１５番地７  岡⽥１１０９番地

 岡⽥⼀丁⽬１６番地１  岡⽥８９６番地
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 岡⽥⼀丁⽬１６番地１３  岡⽥９０番地３

 岡⽥⼀丁⽬１６番地２  岡⽥１０６番地

 岡⽥⼀丁⽬１６番地７  岡⽥８６番地６

 岡⽥⼀丁⽬１６番地７  岡⽥８６番地６

 岡⽥⼀丁⽬１６番地７  岡⽥８６番地６

 岡⽥⼀丁⽬１６番地８  岡⽥６２番地

 岡⽥⼀丁⽬１６番地８  岡⽥６２番地

 岡⽥⼀丁⽬１６番地８  岡⽥６２番地

 岡⽥⼀丁⽬１７番地４  岡⽥９０番地８

 岡⽥⼀丁⽬１８番地  岡⽥９０番地１７

 岡⽥⼀丁⽬２０番地１  岡⽥１０５９番地２

 岡⽥⼀丁⽬２０番地１  岡⽥１０５９番地２

 岡⽥⼀丁⽬２０番地１３  岡⽥１０６０番地

 岡⽥⼀丁⽬２０番地１３  岡⽥１０６０番地

 岡⽥⼀丁⽬２０番地１３  岡⽥１０６０番地

 岡⽥⼀丁⽬２０番地１４  岡⽥１０５９番地

 岡⽥⼀丁⽬２０番地１４  岡⽥１０５９番地１

 岡⽥⼀丁⽬２０番地３  岡⽥１０７３番地１

 岡⽥⼀丁⽬２０番地４  岡⽥１０７３番地１

 岡⽥⼀丁⽬２０番地４  岡⽥１０７３番地２

 岡⽥⼀丁⽬２０番地５  岡⽥１０７３番地２

 岡⽥⼀丁⽬２１番地２  岡⽥９４５番地２

 岡⽥⼀丁⽬２１番地３  岡⽥９４５番地１

 岡⽥⼀丁⽬２１番地５  岡⽥９４７番地５

 岡⽥⼀丁⽬２１番地５  岡⽥９４７番地５

 岡⽥⼀丁⽬２１番地６  岡⽥９３７番地１

 岡⽥⼀丁⽬２１番地７  岡⽥９５１番地３

 岡⽥⼀丁⽬２１番地８  岡⽥９５１番地３

 岡⽥⼀丁⽬２１番地１３  岡⽥９４２番地

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１  岡⽥１０５７番地１

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１  岡⽥１０５７番地１

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１  岡⽥１０５７番地１

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１  岡⽥１０７３番地３

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１０  岡⽥１０４９番地１

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１２  岡⽥１０４９番地３

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１２  岡⽥１０４９番地３

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１８  岡⽥１０５４番地

 岡⽥⼀丁⽬２２番地１９  岡⽥１０５６番地

 岡⽥⼀丁⽬２２番地２  岡⽥１０５６番地

 岡⽥⼀丁⽬２３番地４  岡⽥１０２３番地１

 岡⽥⼀丁⽬２３番地４  岡⽥１０２３番地１
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 岡⽥⼀丁⽬２３番地４  岡⽥１０２３番地１

 岡⽥⼀丁⽬２３番地４  岡⽥１０２３番地１

 岡⽥⼀丁⽬２３番地７  岡⽥１０２１番地

 岡⽥⼀丁⽬２３番地７  岡⽥１０２１番地

 岡⽥⼀丁⽬２３番地７  岡⽥１０２１番地

 岡⽥⼀丁⽬２３番地８  岡⽥１０２３番地

 岡⽥⼀丁⽬２３番地９  岡⽥１０２３番地３

 岡⽥⼀丁⽬２５番地４  岡⽥４５番地

 岡⽥⼀丁⽬２５番地４  岡⽥４５番地
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