
岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字長宮６５８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１８番地１
さいたま市岩槻区大字長宮６５８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１８番地２
さいたま市岩槻区大字長宮６５８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１８番地３
さいたま市岩槻区大字長宮１１８１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５番地３ さいたま市岩槻区南平野五丁目８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野７番地 さいたま市岩槻区南平野五丁目８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１２番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１２番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１４番地３ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１６番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１７番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２１番地 さいたま市岩槻区南平野五丁目６番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２２番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野２２番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野２６番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目６番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２７番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目８番地２
さいたま市岩槻区大字南平野２８番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２８番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目６番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２９番地 さいたま市岩槻区南平野五丁目１１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野３１番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野３５番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目６番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野３８番地 さいたま市岩槻区南平野五丁目９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目３３番地４
さいたま市岩槻区大字南平野４２番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目３３番地３
さいたま市岩槻区大字南平野４５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２６番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５１番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５１番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５２番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５２番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地３
さいたま市岩槻区大字南平野５２番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目５番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５２番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野５３番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地８
さいたま市岩槻区大字南平野５３番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地９
さいたま市岩槻区大字南平野５３番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５３番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目５番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５５番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目５番地３
さいたま市岩槻区大字南平野５５番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目５番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５６番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５６番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地８
さいたま市岩槻区大字南平野５７番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野５７番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５８番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５９番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目２番地８
さいたま市岩槻区大字南平野５９番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目２番地９
さいたま市岩槻区大字南平野６１番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目２番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野６１番地 さいたま市岩槻区南平野五丁目２番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野６２番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６２番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野７１番地５ さいたま市岩槻区南平野五丁目１０番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野７４番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野７４番地１ さいたま市岩槻区南平野五丁目５番地１
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さいたま市岩槻区大字南平野７４番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目１５番地４
さいたま市岩槻区大字南平野７７番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１４番地５
さいたま市岩槻区大字南平野７７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１４番地５
さいたま市岩槻区大字南平野８３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目３１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野８６番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目３２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野９０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野９０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目３２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野９１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２６番地５
さいたま市岩槻区大字南平野９２番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野９３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野９４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野９６番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目３１番地２
さいたま市岩槻区大字南平野９８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地１
さいたま市岩槻区大字南平野９８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地３
さいたま市岩槻区大字南平野９９番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１００番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１０７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目３２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１１番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１１４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１１４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１１４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２９番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１１４番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野１１５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１１６番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野１１６番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野１１７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１１７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１１７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地２４
さいたま市岩槻区大字南平野１１７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地２５
さいたま市岩槻区大字南平野１１８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１１８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地２８
さいたま市岩槻区大字南平野１１８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地２９
さいたま市岩槻区大字南平野１１９番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１１９番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１２０番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２０番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１２６番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１２６番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１２６番地４ さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１２７番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１２８番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１２８番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２８番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１２８番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１３番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１３１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１５番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１３３番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１５番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１３３番地２ さいたま市岩槻区南平野五丁目１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１３８番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１３８番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１３９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１３９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地１４
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さいたま市岩槻区大字南平野１３９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１４０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１４０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１４０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野１４０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野１４１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１４１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１４１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野１４３番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目９番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１４３番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１２番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１４６番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目９番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野１４７番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１４７番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１４９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１５０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１５０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１５０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１５０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１５１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１５１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１５２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１５２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１５２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１５２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１５３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１５３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１５３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１５３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１５４番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１５４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２８番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１５５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１５５番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１５６番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１５８番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野１６１番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１６１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２１番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１６４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２１番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１６６番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１６６番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野１６６番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野１６７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地２４
さいたま市岩槻区大字南平野１６７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地２５
さいたま市岩槻区大字南平野１６７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地２７
さいたま市岩槻区大字南平野１６８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１６８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１６８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１６８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１６８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１６８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野１６９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１６９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１６９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２２番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１６９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野１６９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野１６９番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地２２

3



岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野１７０番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１７０番地５ さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１７０番地５ さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野１７０番地６ さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野１７１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１７１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２４番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１７３番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２８
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１７４番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野１７５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１７７番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目９番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１７７番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１７７番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目９番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１７８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目９番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１７８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目９番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１７９番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１８０番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１８０番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１８０番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１８３番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１８３番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１８４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１８４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１８４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１８５番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１８５番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１８５番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１８５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１１番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１８７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１８９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１９１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１９１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１９１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１９１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１９２番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１９２番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１９３番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１９３番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１９４番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１９４番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目１０番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１９７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目９番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１９８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２６
さいたま市岩槻区大字南平野１９９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２４
さいたま市岩槻区大字南平野１９９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２５
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野１９９番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野２００番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２５番地２７
さいたま市岩槻区大字南平野２０７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地７
さいたま市岩槻区大字南平野２０７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２０７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２０７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２０７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２０７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野２０８番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地６
さいたま市岩槻区大字南平野２０８番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地５
さいたま市岩槻区大字南平野２０８番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地７
さいたま市岩槻区大字南平野２０８番地４ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２０９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２０９番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２１０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２１１番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２１２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地５
さいたま市岩槻区大字南平野２１２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地６
さいたま市岩槻区大字南平野２１３番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２１３番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２１３番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２１４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１９番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２１５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２１６番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地２
さいたま市岩槻区大字南平野２１６番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２１６番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２０番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２１７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野２１７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野２１７番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野２１７番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野２１７番地４ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野２２０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２２４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２２５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地７
さいたま市岩槻区大字南平野２２７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２２７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野２２８番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地７
さいたま市岩槻区大字南平野２２９番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野２３０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野２３０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野２３１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野２３１番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野２３２番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２３２番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２３３番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２３３番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２３３番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２３３番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野２３４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２３４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野２３５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２３５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２３５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目８番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２３６番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目６番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２３７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目６番地７
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野２３７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目６番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２３８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目６番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２３８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目６番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野２３８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２３９番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２３９番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２４１番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野２４１番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２４２番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地２
さいたま市岩槻区大字南平野２４３番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２４４番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地６
さいたま市岩槻区大字南平野２４５番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地７
さいたま市岩槻区大字南平野２４５番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野２４５番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野２４６番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目５番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２４７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地２
さいたま市岩槻区大字南平野２４７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２４８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２４８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２４８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２４８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野２４８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野２４８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野２４８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野２５５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野２５５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野２５５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野２５５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１６番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野２７２番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野２７３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１５番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２７７番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２７８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２７８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地２６
さいたま市岩槻区大字南平野２７９番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２７９番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地２４
さいたま市岩槻区大字南平野２７９番地３ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地２
さいたま市岩槻区大字南平野２８０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２８１番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２８３番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目６番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２８３番地４ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２８３番地４ さいたま市岩槻区南平野四丁目６番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２８３番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２８３番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野２８３番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野２８４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２８４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２８４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野２８４番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野２８５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野２８５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野２８５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野２８５番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野２８６番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野２８７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野２８８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地５
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野２８８番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目４番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野２８８番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野２８９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地９
さいたま市岩槻区大字南平野２８９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野２８９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野２８９番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野２９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野２９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地８
さいたま市岩槻区大字南平野２９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野２９０番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野２９４番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野２９４番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２９４番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野２９４番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野２９５番地１ さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２９５番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２９６番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２９７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１番地２
さいたま市岩槻区大字南平野２９７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２９７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野２９７番地 さいたま市岩槻区南平野四丁目１番地５
さいたま市岩槻区大字南平野２９８番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野２９８番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野２９８番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目１番地６
さいたま市岩槻区大字南平野３１５番地２ さいたま市岩槻区南平野四丁目３番地
さいたま市岩槻区大字南平野３２１番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２３番地９
さいたま市岩槻区大字南平野３２３番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野３２４番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野３２４番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野３２５番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野３２５番地５ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野３２６番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野３２９番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２５番地５
さいたま市岩槻区大字南平野３３０番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２３番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野３３０番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２５番地４
さいたま市岩槻区大字南平野３３１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野３３１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野３３３番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目２３番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野３３４番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野３３５番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野３３５番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地９
さいたま市岩槻区大字南平野３３６番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野３３７番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野３４５番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２２番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野３４５番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２２番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野３５４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野３５５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１０番地
さいたま市岩槻区大字南平野３５８番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野３５８番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地５
さいたま市岩槻区大字南平野３６１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野３６２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野３６３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野３６３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野３６３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野３６４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地７
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野３６４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野３６４番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野３６５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野３６７番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野３６８番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野３６９番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野３６９番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目１１番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野３７５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地３
さいたま市岩槻区大字南平野３７５番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目１４番地１
さいたま市岩槻区大字南平野３７５番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野３７８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野３７８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野３７９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野３７９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地９
さいたま市岩槻区大字南平野３８０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野３８０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野３８０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野３８０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野３８１番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野３８１番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野３８２番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野３８２番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野３８２番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野３８３番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野３８３番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野３８５番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野３８６番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野３９０番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目３番地７
さいたま市岩槻区大字南平野３９８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野３９９番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野４００番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地９
さいたま市岩槻区大字南平野４０１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野４０１番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野４０２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４０２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野４０３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野４０４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４０４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４０５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野４０５番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野４０６番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地６
さいたま市岩槻区大字南平野４０８番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地９
さいたま市岩槻区大字南平野４１１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野４１１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２５番地８
さいたま市岩槻区大字南平野４１２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野４１２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２５番地３
さいたま市岩槻区大字南平野４１３番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４１３番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４１３番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野４１３番地９ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野４１４番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目２５番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野４１６番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２５番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４１６番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４１６番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地７
さいたま市岩槻区大字南平野４１７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地１
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野４１７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野４１７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野４１７番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野４１８番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４１８番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野４１９番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１７番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４１９番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１７番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４２０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地３
さいたま市岩槻区大字南平野４２０番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４２１番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野４２１番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野４２１番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野４２２番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野４２２番地４ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野４２３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１８番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４２４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野４２４番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目８番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野４２４番地３ さいたま市岩槻区南平野三丁目６番地７
さいたま市岩槻区大字南平野４２９番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４３０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野４３３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目３番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４３４番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目３７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野４３６番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４３７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野４３７番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野４３９番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目６番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４４０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４４０番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野４４１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２５番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４４２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４４３番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野４４５番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野４４９番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４４９番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地３
さいたま市岩槻区大字南平野４４９番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２４番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野４５４番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１番地３
さいたま市岩槻区大字南平野４５４番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４５５番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４５９番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４７３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３６番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野４７４番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目３６番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野４７４番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目３６番地９
さいたま市岩槻区大字南平野４７４番地８ さいたま市岩槻区南平野一丁目３５番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４７４番地９ さいたま市岩槻区南平野一丁目３５番地３
さいたま市岩槻区大字南平野４７４番地１０ さいたま市岩槻区南平野一丁目３５番地４
さいたま市岩槻区大字南平野４７４番地１０ さいたま市岩槻区南平野一丁目３５番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４７４番地１４ さいたま市岩槻区南平野一丁目３６番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野４７６番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３４番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４７８番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３５番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４８４番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３６番地５
さいたま市岩槻区大字南平野４８５番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２５番地９
さいたま市岩槻区大字南平野４８５番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２５番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野４８６番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２５番地８
さいたま市岩槻区大字南平野４８９番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３４番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４８９番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３４番地２
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野４９０番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３４番地１
さいたま市岩槻区大字南平野４９２番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３０番地６
さいたま市岩槻区大字南平野４９３番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２９番地８
さいたま市岩槻区大字南平野４９５番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２９番地２
さいたま市岩槻区大字南平野４９７番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３１番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５００番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３０番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野５００番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目６番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５０１番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５０１番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目１７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５０２番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目３１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５０３番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５０７番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１７番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５０８番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１６番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５０９番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２０番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５０９番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目２０番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５１０番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目２９番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５１０番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５１１番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５１２番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野５１２番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野５１２番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野５１３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５１３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５１４番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野５１４番地９ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野５１４番地１０ さいたま市岩槻区南平野一丁目２０番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野５１４番地１１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野５１５番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野５１５番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野５１５番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地２０
さいたま市岩槻区大字南平野５１５番地６ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野５１５番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目１８番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野５１６番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１９番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５１８番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１９番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５２２番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５２２番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野５２２番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５２３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野５２３番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５２３番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５２３番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野５２３番地８ さいたま市岩槻区南平野一丁目２１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野５４４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５４５番地１ さいたま市岩槻区南平野三丁目２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５４５番地２ さいたま市岩槻区南平野三丁目２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５４７番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目３７番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５５０番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５５０番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３７番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５７３番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目３５番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５７３番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目３７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５７３番地１１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３７番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５７３番地１２ さいたま市岩槻区南平野一丁目３４番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５７３番地１５ さいたま市岩槻区南平野一丁目３６番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野５７３番地２０ さいたま市岩槻区南平野一丁目３６番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地９ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地９
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１０ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１３ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１４ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１５ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１６ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１７ さいたま市岩槻区南平野一丁目１２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１８ さいたま市岩槻区南平野一丁目１２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地１９ さいたま市岩槻区南平野一丁目１２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２０ さいたま市岩槻区南平野一丁目１２番地８
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２３ さいたま市岩槻区南平野一丁目１２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２４ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２５ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２６ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地９
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２７ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２８ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地８
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地２９ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３０ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地６
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３３ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３４ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地５
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３５ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３６ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３７ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３８ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地３
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地３９ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地４０ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地４１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地４２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地４３ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地４４ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地４５ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野５７６番地４６ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地１
さいたま市岩槻区大字南平野５７７番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２９番地４
さいたま市岩槻区大字南平野５７８番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３０番地７
さいたま市岩槻区大字南平野５８１番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３４番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野５９０番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野５９１番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３３番地７
さいたま市岩槻区大字南平野６０４番地６ さいたま市岩槻区南平野一丁目９番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地６ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地２
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地８ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地９ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地１０ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地７
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地１１ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地８
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地１２ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地９
さいたま市岩槻区大字南平野６０６番地１３ さいたま市岩槻区南平野一丁目７番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野６１１番地８ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地６
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野６１１番地１１ さいたま市岩槻区南平野一丁目６番地４
さいたま市岩槻区大字南平野６１１番地１２ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地４
さいたま市岩槻区大字南平野６１１番地１３ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地５
さいたま市岩槻区大字南平野６１４番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６１４番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１７番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６１４番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目１７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６１６番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目１６番地２
さいたま市岩槻区大字南平野６１８番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目１６番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６２１番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目１５番地８
さいたま市岩槻区大字南平野６４３番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２０番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目６番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地１４ さいたま市岩槻区南平野一丁目６番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地１５ さいたま市岩槻区南平野一丁目６番地２
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地１７ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地１８ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地２
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地２１ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地７
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地２２ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地８
さいたま市岩槻区大字南平野６４９番地２３ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地９
さいたま市岩槻区大字南平野６５０番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目５番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野６５３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地９
さいたま市岩槻区大字南平野６５３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野６５３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野６５３番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地２１
さいたま市岩槻区大字南平野６５６番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野６５６番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野６５６番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野６５６番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野６５６番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地７
さいたま市岩槻区大字南平野６５７番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野６６８番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１１番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野６７０番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目１５番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６７６番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目８番地８
さいたま市岩槻区大字南平野６７６番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野６７６番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野６７７番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目８番地２
さいたま市岩槻区大字南平野６８８番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地２２
さいたま市岩槻区大字南平野６８８番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地２３
さいたま市岩槻区大字南平野６８８番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地２５
さいたま市岩槻区大字南平野６８８番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地２６
さいたま市岩槻区大字南平野６８８番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６８９番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６９０番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野６９０番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１０ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１１ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地３
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１２ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１３ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１４ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１５ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１６ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地８
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１７ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地７
さいたま市岩槻区大字南平野６９１番地１８ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地６
さいたま市岩槻区大字南平野７７４番地９ さいたま市岩槻区南平野一丁目１番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１８５番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１１８５番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２３番地６
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野１１８５番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２８番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目２７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目２７番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目２７番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地６ さいたま市岩槻区南平野一丁目２６番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目２７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１１８６番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目２７番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１１８８番地１ さいたま市岩槻区南平野一丁目２８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１１８８番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目２７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１８８番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目２６番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１１８９番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２６番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１８９番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２６番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１１９０番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２６番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１１９１番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野１１９１番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１１９１番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１１９１番地６ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地１８
さいたま市岩槻区大字南平野１１９１番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１１９１番地８ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１１９１番地９ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１１９２番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１１９２番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１１９２番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１１９２番地６ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１９２番地７ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１１９２番地８ さいたま市岩槻区南平野一丁目２２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１１９３番地２ さいたま市岩槻区南平野一丁目２３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１１９３番地３ さいたま市岩槻区南平野一丁目２３番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１１９３番地５ さいたま市岩槻区南平野一丁目２３番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１１９３番地６ さいたま市岩槻区南平野一丁目２３番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１１９４番地４ さいたま市岩槻区南平野一丁目２３番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１２０１番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２５番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２０７番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１２２９番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目３２番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１２２９番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目３２番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１２２９番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目３２番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１２２９番地７ さいたま市岩槻区南平野二丁目３２番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１２３１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目３２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１２３２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２１番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１２３４番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２０番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２３５番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目２０番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１２３５番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目２１番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１２３７番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１２３７番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野１２３７番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１２３８番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野１２３８番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１７
さいたま市岩槻区大字南平野１２３８番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１２３８番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１２４１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１９
さいたま市岩槻区大字南平野１２４６番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地１５
さいたま市岩槻区大字南平野１２４６番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地１６
さいたま市岩槻区大字南平野１２４８番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目２０番地１
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野１２４９番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目２０番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２５１番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１９番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１２５２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１９番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１２５４番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目３２番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２５６番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１９番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１２５７番地４ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１２５７番地５ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地１０
さいたま市岩槻区大字南平野１２５７番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１９番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２５８番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地１１
さいたま市岩槻区大字南平野１２５８番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１２５９番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１２６２番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２６３番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１２６３番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１２６７番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目６番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１２６９番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１２６９番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目７番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１２６９番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目７番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２７０番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目７番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１２７０番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目７番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１２７０番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２７１番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２７１番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１２７１番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２７２番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目７番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１２７３番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目８番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１２７７番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２７８番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２８２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１７番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１２８２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１２８３番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１２８４番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２８４番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２８５番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２８６番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２８９番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１０番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１２９１番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１８番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２９４番地４ さいたま市岩槻区南平野二丁目１７番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１２９５番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１７番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１２９８番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１３０１番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１３０１番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１３０２番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１３０２番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１３０２番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１３０２番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１３０２番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１３０５番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１０番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１３０８番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１３０９番地４ さいたま市岩槻区南平野二丁目１６番地９
さいたま市岩槻区大字南平野１３１２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１５番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１３１２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１５番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１３２０番地４ さいたま市岩槻区南平野二丁目１４番地
さいたま市岩槻区大字南平野１３２０番地５ さいたま市岩槻区南平野二丁目１３番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１３２０番地６ さいたま市岩槻区南平野二丁目１３番地３
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岩槻区大字南平野・長宮地区　旧新住所対照表 H23.10.8実施

旧住所 新住所
さいたま市岩槻区大字南平野１３２１番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１３２１番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１３番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１３２２番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目１３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１３２２番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１３番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１３２４番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１３２４番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地１３
さいたま市岩槻区大字南平野１３２４番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地１４
さいたま市岩槻区大字南平野１３２５番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１３２５番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１３２５番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１３２６番地１ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１３２６番地２ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１３２６番地３ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１３２６番地４ さいたま市岩槻区南平野二丁目１２番地３
さいたま市岩槻区大字南平野１３２７番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１１番地６
さいたま市岩槻区大字南平野１３２８番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１１番地５
さいたま市岩槻区大字南平野１３２８番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１５番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１３２９番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目１１番地４
さいたま市岩槻区大字南平野１４７０番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目６番地７
さいたま市岩槻区大字南平野１４８６番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目４番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１４８８番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目３番地８
さいたま市岩槻区大字南平野１４９２番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２５番地２
さいたま市岩槻区大字南平野１４９５番地 さいたま市岩槻区南平野一丁目２４番地１
さいたま市岩槻区大字南平野１５１７番地 さいたま市岩槻区南平野二丁目３番地１２
さいたま市岩槻区大字南平野１６２９番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２２１番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６３５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目２０８番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６４５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１９８番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６６５番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１７７番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６７４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目１６２番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６８３番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目６８番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６８４番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目６７番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６９２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目４７番地
さいたま市岩槻区大字南平野１６９２番地 さいたま市岩槻区南平野三丁目５９番地
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