
平成２８年１０月１７日施行
(平成２8年８月10日現在調製）

住 居 表 示 旧 新 対 照 表

宮前区馬絹地区（１期）
（馬絹１・２・３丁目）

川     崎     市

【個人情報保護　対応用】



【住居表示旧新対照表のご利用にあたっての注意点】

・個人情報保護のため、個人名は記載しておりませんのであくまで参考情報として

御利用下さい。

・対照表に記載されている番地は、住民基本台帳等で住所として使用されていたも

のですので、土地の地番とは必ずしも一致しておりません。

・新しい住所等の表し方の例は以下のとおりです。

（例）

＜旧＞ 川崎市 宮前区  馬絹  １７６７番地８

＜新＞ 川崎市 宮前区 馬絹２丁目 １０番 １７号

※３階建てで１５戸以上又は４階建て以上で１０戸以上の共同住宅の場合

 ⇒住居番号に部屋番号が組み込まれます。

（例）

＜旧＞ 川崎市 宮前区  馬絹 １７６７番地８  △△マンション １０１

＜新＞ 川崎市 宮前区 馬絹２丁目 １０番 １７－１０１号 △△マンション

新しい町名 街区符号 住居番号

新しい町名 街区符号 住居番号



宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

馬絹　　　　　　　　　１３６４の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 50

馬絹　　　　　　　　　１３６４の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 48

馬絹　　　　　　　　　１３６４の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 3

馬絹　　　　　　　　　１３６４の１６　 和工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 4

馬絹　　　　　　　　　１３６４の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 4

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 9

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 24

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 25

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 9

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 カナディアンハイツ目代　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 19

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 19

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 19

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 19

馬絹　　　　　　　　　１３７６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 19

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 17

馬絹　　　　　　　　　１３７６の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 10

馬絹　　　　　　　　　１３７６の２１　 アラキ荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 12

馬絹　　　　　　　　　１３７６の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 12

馬絹　　　　　　　　　１３７６の２１　 ＴＷＩＮ　ＨＯＭＥ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 13

馬絹　　　　　　　　　１３７６の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 13

馬絹　　　　　　　　　１３７６の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 46

馬絹　　　　　　　　　１３７６の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 8

馬絹　　　　　　　　　１３７６の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 10

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 ガーデン宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 株式会社　ＭＴサービス　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 7

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 グループホームいずみ　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 8

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 8

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 8

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 8

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 8

旧 新
氏　名　・　名　称
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 22

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 21

馬絹　　　　　　　　　１３７６の３８　 ＮＰＯ法人　チャレンジドサポートプロジェクト　　 馬絹３丁目　　　　　　20 8

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 13

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 11

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 12

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 28

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４４　 株式会社　是枝工務店　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 28

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 27

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 18

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 18

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４８　 株式会社　ライフワーク　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 19

馬絹　　　　　　　　　１３７６の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 20

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　19 21

馬絹　　　　　　　　　１３７６の５１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 22

馬絹　　　　　　　　　１３７６の５６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 47

馬絹　　　　　　　　　１３７６の５７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 45

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 セザール宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 101

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 102

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 103

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 104

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 105

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 106

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 107

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 201

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 202

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 203

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 204

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 205

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 206

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 207

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 208

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 208

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 209

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 301
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 302

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 303

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 304

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 305

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 306

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 307

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 308

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 309

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 402

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 403

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 404

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 405

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 406

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 407

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 408

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 23- 409

馬絹　　　　　　　　　１３７７の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 25

馬絹　　　　　　　　　１３７７の６　　 有限会社　ポー・リー動物病院　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 25

馬絹　　　　　　　　　１３７７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 27

馬絹　　　　　　　　　１３７７の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 28

馬絹　　　　　　　　　１３７７の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 29

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 30

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 30

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 30

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 36

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 34

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１２　 黒崎造園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 34

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 33

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 32

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１５　 ルディカⅡ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 31

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 31

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 31

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 31
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 31

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 31

馬絹　　　　　　　　　１３７７の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 5

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　20 6

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 4

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 4

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 501

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 601

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 有限会社　岩村商会　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 27

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 吉田園司土木　株式会社　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 27

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 103

馬絹　　　　　　　　　１３７８ 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 101

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 102

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 303

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 株式会社　ＳＳＫ企画　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 43

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 43

馬絹　　　　　　　　　１３７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 2

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 22

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 ワコーレ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 6

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 101

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 103

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 104

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 104

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 104

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 105

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 106

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 201

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 202

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 203

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 204

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 205

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 206

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 207

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 株式会社　ＰＩＡＮＯ　ＰＬＵＳ．ＣＯＭ　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 207

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 301

4



宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 302

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 303

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 304

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 305

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  6- 306

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 フローラ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 101

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 102

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 201

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 202

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 301

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 302

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 303

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 402

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 403

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 404

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 502

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 503

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 602

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 603

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 701

馬絹　　　　　　　　　１３７８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 23- 702

馬絹　　　　　　　　　１３７８の１２　 馬絹花卉生産組合事務所　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 37

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　19 12

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 44

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 13

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 16

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 マイキャッスル宮崎台Ⅱ　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 101

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 102

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 105

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 106

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 107

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 201

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 202
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 203

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 205

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 206

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 207

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 208

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 301

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 302

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 303

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 305

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 306

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 307

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 308

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 402

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 403

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 405

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 406

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 18- 407

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 20

馬絹　　　　　　　　　１３７８の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 4

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 8

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 セシーズ宮崎台第２　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 103

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 201

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 202

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 203

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 301

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 302

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 402

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 19- 403

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 6

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 11

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 シティボックス宮崎台　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 101
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 102

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 103

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 201

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 202

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 203

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 205

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 301

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 302

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 303

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 305

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 402

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18  9- 403

馬絹　　　　　　　　　１３７８の３９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 43

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 42

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　20 3

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 ライオンズマンション宮崎台第２　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 8

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 101

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 101

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 201

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 202

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 202

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 203

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 204

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 205

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 206

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 301

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 302

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 303

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 304

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 305

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 306

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 401

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 402

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 403

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 404
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 405

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17  8- 406

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 8

馬絹　　　　　　　　　１３７８の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 12

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 10

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 10

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 17

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 17

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５２　 株式会社　塩沢建材　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 23

馬絹　　　　　　　　　１３７８の５２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　18 23

馬絹　　　　　　　　　１３７９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 14

馬絹　　　　　　　　　１３７９　　　　 有限会社　尾幡商事　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 14

馬絹　　　　　　　　　１３７９の５　　 有限会社　リヴェール・モンターニュ　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 15

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 ウィステリアコート　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 101

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 102

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 201

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 202

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 203

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 301

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 302

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 303

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 401

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 402

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 403

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 501

馬絹　　　　　　　　　１３８１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 22- 501

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　16 6

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　16 7

馬絹　　　　　　　　　１３８２　　　　 川崎工苑建設　株式会社　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23

馬絹　　　　　　　　　１３８２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 301

馬絹　　　　　　　　　１３８２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 405

馬絹　　　　　　　　　１３８２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 501

馬絹　　　　　　　　　１３８２の２　　 ヒルサイドガーデン・ゼルコバ　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23

馬絹　　　　　　　　　１３８２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 302

馬絹　　　　　　　　　１３８２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 303
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３８２の２　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 305

馬絹　　　　　　　　　１３８２の２　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 401

馬絹　　　　　　　　　１３８２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 402

馬絹　　　　　　　　　１３８２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 23- 403

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 グレイシャス　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 5

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 32

馬絹　　　　　　　　　１３８３　　　　 目代興産　有限会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 32

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 プラティーヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 101

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 102

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 103

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 104

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 201

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 202

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 203

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 204

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 301

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 302

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 303

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 304

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 401

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 402

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 402

馬絹　　　　　　　　　１３８３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16  1- 403

馬絹　　　　　　　　　１３８３の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 29

馬絹　　　　　　　　　１３８３の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 28

馬絹　　　　　　　　　１３８３の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 27

馬絹　　　　　　　　　１３８３の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 26

馬絹　　　　　　　　　１３８３の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　16 25
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３８６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 12

馬絹　　　　　　　　　１３８６　　　　 松原自動車商会　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 12

馬絹　　　　　　　　　１３８６　　　　 有限会社　オプト・ハウジング　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 15

馬絹　　　　　　　　　１３８６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　17 15

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 33

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 28

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 2

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 3

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 3

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 4

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 7

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 11

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 サンライフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 12

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 12

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 12

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 12

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 第２シルクハイツ角田　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１　　 有限会社　タクスエンジニアリング　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 36

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 36

馬絹　　　　　　　　　１３８７の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 44

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７　　 クレールハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 25

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 25

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 25

馬絹　　　　　　　　　１３８７の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 16

馬絹　　　　　　　　　１３８７の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 19
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 アップルハウス宮崎台Ｃ　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 アップルハウス宮崎台Ｂ　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 アップルハウス宮崎台Ａ　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 8

馬絹　　　　　　　　　１３８７の２１　 小泉テラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 16

馬絹　　　　　　　　　１３８７の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 16

馬絹　　　　　　　　　１３８７の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 16

馬絹　　　　　　　　　１３８７の３１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 38

馬絹　　　　　　　　　１３８７の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 37

馬絹　　　　　　　　　１３８７の３８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 34

馬絹　　　　　　　　　１３８７の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 32

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　3 35

馬絹　　　　　　　　　１３８７の５１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 18

馬絹　　　　　　　　　１３８７の５２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 19

馬絹　　　　　　　　　１３８７の５５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 31

馬絹　　　　　　　　　１３８７の５７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 26
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３８７の５９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の５９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 20

馬絹　　　　　　　　　１３８７の６５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 23

馬絹　　　　　　　　　１３８７の６６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 22

馬絹　　　　　　　　　１３８７の６７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 21

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 10

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 9

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 23

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 24

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 26

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 24

馬絹　　　　　　　　　１３８７の７９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 15

馬絹　　　　　　　　　１３８７の８０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 14

馬絹　　　　　　　　　１３８７の８１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 13

馬絹　　　　　　　　　１３８８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 34

馬絹　　　　　　　　　１３８８　　　　 伊藤製綿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 34

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 ジュネス宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３８８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　15 42

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　12 4

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　12 11

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 有限会社　隆祥　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　12 11

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 4

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 秋山メカステージ　株式会社　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 5

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 有限会社　後藤電機　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 6

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 12

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 株式会社　武久　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 15

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 15

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 17

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 有限会社　プラン　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 17
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 18

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 29

馬絹　　　　　　　　　１３９０　　　　 土屋製作所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 29

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 グリーンアレイ鷺沼　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 101

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 102

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 104

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 201

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 202

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 203

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 204

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 205

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 301

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 302

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 303

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 304

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 305

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 401

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 402

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 株式会社　友日総合貿易商社　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 402

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 403

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 404

馬絹　　　　　　　　　１３９０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　13 23- 405

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　14 2

馬絹　　　　　　　　　１３９１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 3

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　14 37

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 38

馬絹　　　　　　　　　１３９１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 34

馬絹　　　　　　　　　１３９１の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 4

馬絹　　　　　　　　　１３９１の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 5

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 6

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 6

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 7

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 7

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 12

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 11

13



宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 11

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 10

馬絹　　　　　　　　　１３９１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 9

馬絹　　　　　　　　　１３９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 15

馬絹　　　　　　　　　１３９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 29

馬絹　　　　　　　　　１３９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 30

馬絹　　　　　　　　　１３９２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 14

馬絹　　　　　　　　　１３９２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 16

馬絹　　　　　　　　　１３９２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 16

馬絹　　　　　　　　　１３９２の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 22

馬絹　　　　　　　　　１３９２の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 17

馬絹　　　　　　　　　１３９２の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 18

馬絹　　　　　　　　　１３９２の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 19

馬絹　　　　　　　　　１３９２の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　14 20

馬絹　　　　　　　　　１３９３の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 29

馬絹　　　　　　　　　１３９３の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１３９３の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１３９３の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 9

馬絹　　　　　　　　　１３９３の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 9

馬絹　　　　　　　　　１３９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 7

馬絹　　　　　　　　　１３９４　　　　 株式会社　ＮＥＸＳＵＳ　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 7

馬絹　　　　　　　　　１３９４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 41

馬絹　　　　　　　　　１３９４の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 4

馬絹　　　　　　　　　１３９４の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 43

馬絹　　　　　　　　　１３９４の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 43

馬絹　　　　　　　　　１３９４の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 43

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 42

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 45

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 54

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 53

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 52

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 52

馬絹　　　　　　　　　１３９４の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 51

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　3 50
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３９４の３１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 49

馬絹　　　　　　　　　１３９４の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 48

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 矢尻荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 芙蓉館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 6

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 6

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 27

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 27

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 セジュール・エース　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１３９５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 28

馬絹　　　　　　　　　１３９６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 6

馬絹　　　　　　　　　１３９６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 7

馬絹　　　　　　　　　１３９６の１　　 スリール宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 5

馬絹　　　　　　　　　１３９６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 5

馬絹　　　　　　　　　１３９６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 5

馬絹　　　　　　　　　１３９６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 5

馬絹　　　　　　　　　１３９６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 5

馬絹　　　　　　　　　１３９６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 5

馬絹　　　　　　　　　１３９６の３　　 フィエルテ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 4

馬絹　　　　　　　　　１３９６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 4

馬絹　　　　　　　　　１３９６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 4

馬絹　　　　　　　　　１３９６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 4

馬絹　　　　　　　　　１３９６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 4

馬絹　　　　　　　　　１３９６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 4

15



宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３９６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 4

馬絹　　　　　　　　　１３９７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 8

馬絹　　　　　　　　　１３９７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 8

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 16

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 16

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 ヘアーサロン　オオイ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 16

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 第１シルクハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 有限会社　三誠電機宮前電化サービス　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 株式会社　ソレイユ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 19

馬絹　　　　　　　　　１３９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 19

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 メゾン・フルール　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　１３９８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 14

馬絹　　　　　　　　　１３９８の３　　 池田表具店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 14

馬絹　　　　　　　　　１３９８の５　　 ヴィラ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 21

馬絹　　　　　　　　　１３９８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 21

馬絹　　　　　　　　　１３９８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 21

馬絹　　　　　　　　　１３９８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 21

馬絹　　　　　　　　　１３９８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 21

馬絹　　　　　　　　　１３９８の５　　 株式会社　ナカジマ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 21

馬絹　　　　　　　　　１３９８の６　　 シルクメゾン参番館　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 22

馬絹　　　　　　　　　１３９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 22

馬絹　　　　　　　　　１３９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 22

馬絹　　　　　　　　　１３９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 22

馬絹　　　　　　　　　１３９８の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 18

16



宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１３９８の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１３９８の７　　 寿司処　　ゆう鮨　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１３９８の８　　 メゾン・ドルチェ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 20

馬絹　　　　　　　　　１３９８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 20

馬絹　　　　　　　　　１３９８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 20

馬絹　　　　　　　　　１３９８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 20

馬絹　　　　　　　　　１３９８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 20

馬絹　　　　　　　　　１３９８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　2 20

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 47

馬絹　　　　　　　　　１４０１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 49

馬絹　　　　　　　　　１４０１の４　　 馬絹コーポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 44

馬絹　　　　　　　　　１４０１の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 44

馬絹　　　　　　　　　１４０１の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 44

馬絹　　　　　　　　　１４０１の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 44

馬絹　　　　　　　　　１４０１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 43

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 38

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 39

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１５　 メゾンムラキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 40

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 40

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 40

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 45

馬絹　　　　　　　　　１４０１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 45

馬絹　　　　　　　　　１４０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 7

馬絹　　　　　　　　　１４０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１４０２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 41

馬絹　　　　　　　　　１４０２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 50

馬絹　　　　　　　　　１４０２の６　　 馬絹ＦＪハウス　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 51

馬絹　　　　　　　　　１４０２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 51

馬絹　　　　　　　　　１４０２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 51

馬絹　　　　　　　　　１４０２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 51

馬絹　　　　　　　　　１４０２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 51

馬絹　　　　　　　　　１４０２の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 42

馬絹　　　　　　　　　１４０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 14

馬絹　　　　　　　　　１４０３の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 6

馬絹　　　　　　　　　１４０３の１１　 株式会社　アストラル　放課後等デイサービス　あおぞら６　 馬絹３丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４０３の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 2
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４０３の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 1

馬絹　　　　　　　　　１４０３の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１４０３の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 5

馬絹　　　　　　　　　１４０３の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 13

馬絹　　　　　　　　　１４０３の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 17

馬絹　　　　　　　　　１４０３の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 16

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 ハウスサンフラワー　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 Ａ＆Ｃシステム　株式会社　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１４０４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 18

馬絹　　　　　　　　　１４０４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 19

馬絹　　　　　　　　　１４０４の６　　 合同会社　Ｉ・Ｋ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 21

馬絹　　　　　　　　　１４０４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 21

馬絹　　　　　　　　　１４０４の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 20

馬絹　　　　　　　　　１４０４の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 20

馬絹　　　　　　　　　１４０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 22

馬絹　　　　　　　　　１４０５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 25

馬絹　　　　　　　　　１４０５の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 26

馬絹　　　　　　　　　１４０５の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 27

馬絹　　　　　　　　　１４０５の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 28

馬絹　　　　　　　　　１４０５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 30

馬絹　　　　　　　　　１４０５の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 31

馬絹　　　　　　　　　１４０６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 33

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 トーカド宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 Ｄｒｅａｍｅｒｓ　Ｊａｐａｎ　株式会社　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 合同会社　えがお　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 ＮＰＯ法人　えがお　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 広芸運輸　株式会社　東京支店　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 有限会社　ジーニス・カンパニー　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 株式会社　Ｎｉｐｐｏｎｚ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の２　　 山田空調　有限会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１４０６の７　　 ラフォーレＭ＆Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 24

馬絹　　　　　　　　　１４０６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 24

馬絹　　　　　　　　　１４０６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 24

馬絹　　　　　　　　　１４０６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 24

馬絹　　　　　　　　　１４０６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 24

馬絹　　　　　　　　　１４０８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 51

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 パークハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 48

馬絹　　　　　　　　　１４０８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 50

馬絹　　　　　　　　　１４０９の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 7

馬絹　　　　　　　　　１４０９の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 5

馬絹　　　　　　　　　１４０９の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 4

馬絹　　　　　　　　　１４０９の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４０９の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 2

馬絹　　　　　　　　　１４１０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 6

馬絹　　　　　　　　　１４１０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 11

馬絹　　　　　　　　　１４１０の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 10
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４１０の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 9

馬絹　　　　　　　　　１４１０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 8

馬絹　　　　　　　　　１４１０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 8

馬絹　　　　　　　　　１４１１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 20

馬絹　　　　　　　　　１４１１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 21

馬絹　　　　　　　　　１４１１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 12

馬絹　　　　　　　　　１４１１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 12

馬絹　　　　　　　　　１４１１の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 24

馬絹　　　　　　　　　１４１１の１６　 リリハイムＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４１１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４１１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４１１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４１１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４１１の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 15

馬絹　　　　　　　　　１４１１の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 14

馬絹　　　　　　　　　１４１１の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 13

馬絹　　　　　　　　　１４１１の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 12

馬絹　　　　　　　　　１４１２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 6

馬絹　　　　　　　　　１４１２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 9

馬絹　　　　　　　　　１４１２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４１２の５　　 リリハイムＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 17

馬絹　　　　　　　　　１４１２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 17

馬絹　　　　　　　　　１４１２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 17

馬絹　　　　　　　　　１４１４の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 9

馬絹　　　　　　　　　１４１４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４１４の６　　 合同会社　ナカジョー　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４１４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４１４の８　　 有限会社　アカシヤ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 11

馬絹　　　　　　　　　１４１４の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 11

馬絹　　　　　　　　　１４１４の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　4 10

馬絹　　　　　　　　　１４１８　　　　 ラ・ドゥ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 25

馬絹　　　　　　　　　１４１８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 25

馬絹　　　　　　　　　１４１８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 25

馬絹　　　　　　　　　１４１８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 25

馬絹　　　　　　　　　１４１８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 25

馬絹　　　　　　　　　１４１８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 26
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 30

馬絹　　　　　　　　　１４１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 36

馬絹　　　　　　　　　１４１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 36

馬絹　　　　　　　　　１４１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 36

馬絹　　　　　　　　　１４１９　　　　 マギヌ美容室　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 36

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　5 31

馬絹　　　　　　　　　１４２０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 32

馬絹　　　　　　　　　１４２０の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 29

馬絹　　　　　　　　　１４２０の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 33

馬絹　　　　　　　　　１４２０の９　　 有限会社　クリシー　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 33

馬絹　　　　　　　　　１４２０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 34

馬絹　　　　　　　　　１４２０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 34

馬絹　　　　　　　　　１４２０の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　5 28

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 サンハイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 27

馬絹　　　　　　　　　１４２４　　　　 株式会社　寿工事　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 パレ・ホームズ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 101

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 102

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 103

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 104

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 105

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 106

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 107

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 108

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 109

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 201

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 202

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 203

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 204
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 205

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 206

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 207

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 208

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 209

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 210

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 301

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 302

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 303

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 304

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 305

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 306

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 307

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 308

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 309

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 310

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 401

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 402

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 403

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 404

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 405

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 406

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 407

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 408

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 409

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 501

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 502

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 503

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 504

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 505

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 506

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 507

馬絹　　　　　　　　　１４２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 29- 508

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 10

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 12

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 9
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 19

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 17

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 17

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 15

馬絹　　　　　　　　　１４２４の３８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 15

馬絹　　　　　　　　　１４２４の４１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 20

馬絹　　　　　　　　　１４２４の４３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 18

馬絹 馬絹２丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１４２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 8

馬絹　　　　　　　　　１４２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 8

馬絹　　　　　　　　　１４２５　　　　 ハマハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 13

馬絹　　　　　　　　　１４２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 13

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 ヴェルジェ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 学研　　　まぎぬ教室　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 201

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 202

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 203

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 204

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 301

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 302

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 303

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 304

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 401

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 402

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 403

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 404

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 501

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 株式会社　新生ネットワーク　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 501

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 502

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 503

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 504

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 601

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 602

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 603

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 604

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 701
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 株式会社　ファミリア　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 701

馬絹　　　　　　　　　１４２６　　　　 馬絹３丁目　　　　　　6 24- 702

馬絹　　　　　　　　　１４２７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 22

馬絹　　　　　　　　　１４２７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 22

馬絹　　　　　　　　　１４２７　　　　 コーポ小泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 25

馬絹　　　　　　　　　１４２７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 25

馬絹　　　　　　　　　１４２７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 25

馬絹　　　　　　　　　１４２７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 25

馬絹　　　　　　　　　１４２７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 27

馬絹　　　　　　　　　１４２８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 4

馬絹　　　　　　　　　１４２８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 4

馬絹　　　　　　　　　１４２８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 28

馬絹　　　　　　　　　１４２８の２　　 小川空調工業所　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 28

馬絹　　　　　　　　　１４２８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　7 3

馬絹　　　　　　　　　１４３０の１　　 コマツレンタル　株式会社　２４６宮前店　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 17

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 小泉ハイツＢ棟　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 12

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 小泉ハイツＡ棟　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 13

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 13

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 13

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 13

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 13

馬絹　　　　　　　　　１４３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 13

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 レオネクスト川端Ⅲ　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 宮崎台Ａマンション　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 9
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 101

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 102

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 103

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 104

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 105

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 201

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 202

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 203

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 203

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 204

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 205

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 301

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 301

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 302

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 303

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 304

馬絹　　　　　　　　　１４３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  9- 305

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 コモハイツ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 101

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 102

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 103

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 104

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 105

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 106

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 201

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 202

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 203

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 204

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 204

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 205

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 206

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 301

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 302

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 303

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 304

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 305
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4  8- 306

馬絹　　　　　　　　　１４４０の２　　 カサグラシア　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１４４０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１４４０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１４４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 2

馬絹　　　　　　　　　１４４１　　　　 高柳硝子店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 2

馬絹　　　　　　　　　１４４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４４１　　　　 有限会社　シンセイ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４４１の１　　 ＮＭビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４４１の１　　 ナビ個別指導学院　宮前校　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４４１の１　　 Ｂ－ｅａｓｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 サンウェル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 有限会社　みつ井運送　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 株式会社　シカゴピザ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４１の２　　 どんぶり名人　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１４４３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 17

馬絹　　　　　　　　　１４４３の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 3

馬絹　　　　　　　　　１４４３の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 3

馬絹　　　　　　　　　１４４３の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 18

馬絹　　　　　　　　　１４４３の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 19

馬絹　　　　　　　　　１４４３の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 19

馬絹　　　　　　　　　１４４５の１　　 新道ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４４５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４４５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４４５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４４５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 16

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 ＳＵＮ　ＣＲＯＳＳ　ＲＯＡＤ　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　１４４７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 6

馬絹　　　　　　　　　１４４７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 7

馬絹　　　　　　　　　１４４７の１　　 グリーンピア馬絹　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４４７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４４７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４４７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４４７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４４７の１　　 株式会社　まめ屋　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４４７の１　　 有限会社　橋本板金　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 3

馬絹　　　　　　　　　１４５５の４　　 トヨタウエインズグループティーアップ　株式会社　 馬絹２丁目　　　　　　5 4

馬絹　　　　　　　　　１４５５の９　　 イレーヌ第２マンション　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 2

馬絹　　　　　　　　　１４５５の９　　 有限会社　タカダ動物病院　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 2

馬絹　　　　　　　　　１４５５の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 2

馬絹　　　　　　　　　１４５５の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　5 2

馬絹　　　　　　　　　１４５６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 9

馬絹　　　　　　　　　１４５６　　　　 有限会社　村木商会　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　6 9

馬絹　　　　　　　　　１４５９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 7

馬絹　　　　　　　　　１４６０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 23

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　1 22

馬絹　　　　　　　　　１４６０の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 9

馬絹　　　　　　　　　１４６０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 8

馬絹　　　　　　　　　１４６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 10

馬絹　　　　　　　　　１４６２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 15

馬絹　　　　　　　　　１４６２の３　　 第２三浦マンション　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　１４６２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　１４６２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　１４６２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　１４６２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　１４６２の３　　 鷺沼・宮前サービスセンター　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　１４６２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１４６２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 19

馬絹　　　　　　　　　１４６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 13

馬絹　　　　　　　　　１４６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　１６１７の１　　 大野マンション　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 8

馬絹　　　　　　　　　１６１７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 8

馬絹　　　　　　　　　１６１７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 8

馬絹　　　　　　　　　１６１７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 8

馬絹　　　　　　　　　１６１７の５　　 有限会社　加藤商事　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 5

馬絹　　　　　　　　　１６１７の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 5

馬絹　　　　　　　　　１６１８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 16

馬絹　　　　　　　　　１６１８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 12

馬絹　　　　　　　　　１６１８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 15

馬絹　　　　　　　　　１６１８の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 14

馬絹　　　　　　　　　１６１８の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 13

馬絹　　　　　　　　　１６１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１６１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１６１９の１　　 ハイツ長岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１６１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１６１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１６１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１６１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１６１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 18

馬絹　　　　　　　　　１６１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 18

馬絹　　　　　　　　　１６２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 22

馬絹　　　　　　　　　１６２０　　　　 ユタカハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 23

馬絹　　　　　　　　　１６２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 23

馬絹　　　　　　　　　１６２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 23

馬絹　　　　　　　　　１６２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 23

馬絹　　　　　　　　　１６２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 23

馬絹　　　　　　　　　１６２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 24

馬絹　　　　　　　　　１６２０の１　　 サンハイム宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 25

馬絹　　　　　　　　　１６２０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 25

馬絹　　　　　　　　　１６２０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 25

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 介護付有料老人ホーム　宮崎台の杜　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 株式会社　千雅　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 28

馬絹　　　　　　　　　１６２３の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 34

馬絹　　　　　　　　　１６２３の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 33

馬絹　　　　　　　　　１６２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 38

馬絹　　　　　　　　　１６２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 38

馬絹　　　　　　　　　１６２４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 37

馬絹　　　　　　　　　１６２４の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 36

馬絹　　　　　　　　　１６２４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 35

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 ジュネス宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 39

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 39
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 39

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 41

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 42

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 43

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１６２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１６２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 45

馬絹　　　　　　　　　１６２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１６２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 47

馬絹　　　　　　　　　１６２６の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 50

馬絹　　　　　　　　　１６２６の５　　 株式会社　エコースタンプ　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 48

馬絹　　　　　　　　　１６２６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 48

馬絹　　　　　　　　　１６２６の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１６２８　　　　 有限会社　塚田運輸　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 52

馬絹　　　　　　　　　１６２９　　　　 株式会社　ＡＲＳ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 1

馬絹　　　　　　　　　１６２９　　　　 有限会社　エフアイシー　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 1

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 クレッセント宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 3

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 201

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 202

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 203

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 301

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 302

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 303

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 304

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 401

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 402

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 403

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 404

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 501

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 502

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 503

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 504

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 601

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 602

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 603

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 604
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 701

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 702

馬絹　　　　　　　　　１６２９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3  3- 703

馬絹　　　　　　　　　１６３０　　　　 神奈川でく工房　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 54

馬絹　　　　　　　　　１６３０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　3 54

馬絹　　　　　　　　　１６３１の３　　 友和ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 11

馬絹　　　　　　　　　１６３１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 11

馬絹　　　　　　　　　１６３１の３　　 株式会社　ビルド宮前　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 11

馬絹　　　　　　　　　１６３１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 11

馬絹　　　　　　　　　１６３１の３　　 株式会社　友和建設　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 11

馬絹　　　　　　　　　１６３１の３　　 越後路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 11

馬絹　　　　　　　　　１６３１の５　　 ビナハリー宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 10

馬絹　　　　　　　　　１６３１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 10

馬絹　　　　　　　　　１６３１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 10

馬絹　　　　　　　　　１６３１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 10

馬絹　　　　　　　　　１６３１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 10

馬絹　　　　　　　　　１６３１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 10

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 クレール宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 ステージグランデ宮崎台　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 101

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 102

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 103

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 104
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 105

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 106

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 107

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 108

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 109

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 110

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 111

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 112

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 201

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 202

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 203

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 204

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 205

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 206

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 207

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 208

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 209

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 210

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 211

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 212

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 213

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 213

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 214

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 215

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 216

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 301

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 302

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 303

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 304

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 305

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 306

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 307

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 308

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 309

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 310

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 311
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 312

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 313

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 314

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 315

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 316

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 401

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 401

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 402

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 403

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 404

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 405

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 406

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 407

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 408

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 409

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 410

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 411

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 412

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 413

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 414

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 501

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 502

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 503

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 504

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 505

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 506

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 507

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 508

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 509

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 510

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 511

馬絹　　　　　　　　　１６３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 16- 512

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 コスモ宮崎台アバンシード　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 有限会社　バイセラ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 18

馬絹　　　　　　　　　１６３５の１　　 岩佐電機　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 25

馬絹　　　　　　　　　１６３９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 八紘マンション　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 株式会社　山崎　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 ウィンテックデント　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 ドックサロン　みっちぃ　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６３９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 33

馬絹　　　　　　　　　１６４５　　　　 株式会社　ロジ・テックトーシン　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　2 31

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 プリティしゃが　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 リサイクルショップ　えぶりわん宮前店　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 インディビジュアルコンテンツ　株式会社　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 105

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 202

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 202

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 301

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 302

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 303

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 401

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 402

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 403

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 405

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 501
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 502

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 503

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 505

馬絹 馬絹２丁目　　　　　　8 33

馬絹　　　　　　　　　１７０３　　　　 ゴーランドカンパニー　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 34

馬絹　　　　　　　　　１７０３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 47

馬絹　　　　　　　　　１７０３の１２　 鷺沼キリスト協会　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 39

馬絹　　　　　　　　　１７０３の１２　 日本聖契キリスト教会　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 39

馬絹　　　　　　　　　１７０３の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 38

馬絹　　　　　　　　　１７０３の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 37

馬絹　　　　　　　　　１７０３の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 16

馬絹　　　　　　　　　１７０３の２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 13

馬絹　　　　　　　　　１７０３の２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 13

馬絹　　　　　　　　　１７０３の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 12

馬絹　　　　　　　　　１７０３の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 15

馬絹　　　　　　　　　１７０３の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 14

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 201

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 203

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 205

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 30- 305

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 アルシオン宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 101

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 102

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 103

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 103

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 104

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 105

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 201

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 202

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 203

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 204

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 205

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 206

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 301

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 302

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 303
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 304

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 305

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 306

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 401

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 402

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 株式会社　コレット　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 402

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 403

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 404

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 405

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 406

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 501

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 502

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 503

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 503

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 504

馬絹　　　　　　　　　１７０３の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 48- 505

馬絹　　　　　　　　　１７０３の４０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 46

馬絹　　　　　　　　　１７０３の４２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 45

馬絹　　　　　　　　　１７０３の４３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 44

馬絹　　　　　　　　　１７０３の４８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 19

馬絹　　　　　　　　　１７０３の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 20

馬絹　　　　　　　　　１７０３の５０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 21

馬絹　　　　　　　　　１７０３の５１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 22

馬絹　　　　　　　　　１７０３の５２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 23

馬絹　　　　　　　　　１７０３の５３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 24

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 コスモ宮崎台グランデュール　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 101

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 102

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 103

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 104

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 105

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 201

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 202

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 203

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 204

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 205
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 301

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 302

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 303

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 304

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 401

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 402

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 403

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 404

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 501

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 502

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 503

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 504

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 601

馬絹　　　　　　　　　１７０４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 55- 602

馬絹　　　　　　　　　１７０８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 7

馬絹　　　　　　　　　１７０９　　　　 ミルフィーユ１　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 8

馬絹　　　　　　　　　１７０９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 8

馬絹　　　　　　　　　１７０９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 8

馬絹　　　　　　　　　１７０９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 8

馬絹　　　　　　　　　１７０９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 8

馬絹　　　　　　　　　１７０９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 8

馬絹　　　　　　　　　１７０９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 8

馬絹　　　　　　　　　１７１２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 2

馬絹　　　　　　　　　１７１２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 3

馬絹　　　　　　　　　１７１２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 4

馬絹　　　　　　　　　１７１５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 6

馬絹　　　　　　　　　１７１７　　　　 有限会社　名古屋　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 64

馬絹　　　　　　　　　１７１７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　8 64

馬絹　　　　　　　　　１７１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 1

馬絹　　　　　　　　　１７１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 1

馬絹　　　　　　　　　１７１９　　　　 宗教法人　天台宗泉福寺　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 1

馬絹　　　　　　　　　１７２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 14

馬絹　　　　　　　　　１７２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 8

馬絹　　　　　　　　　１７２６　　　　 有限会社　ラペーシュ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 8

馬絹　　　　　　　　　１７２７の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 57

馬絹　　　　　　　　　１７２７の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 1

39



宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７２７の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 56

馬絹　　　　　　　　　１７２７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 55

馬絹　　　　　　　　　１７２７の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 54

馬絹　　　　　　　　　１７２７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 53

馬絹　　　　　　　　　１７２８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 10

馬絹　　　　　　　　　１７２８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 9

馬絹　　　　　　　　　１７２８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 9

馬絹　　　　　　　　　１７２８の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 8

馬絹　　　　　　　　　１７２８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 7

馬絹　　　　　　　　　１７２８の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 6

馬絹　　　　　　　　　１７２８の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 5

馬絹　　　　　　　　　１７２８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 4

馬絹　　　　　　　　　１７２８の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 3

馬絹　　　　　　　　　１７２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 6

馬絹　　　　　　　　　１７２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 7

馬絹　　　　　　　　　１７２９の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 4

馬絹　　　　　　　　　１７２９の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 3

馬絹　　　　　　　　　１７２９の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 3

馬絹　　　　　　　　　１７２９の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　9 3

馬絹 馬絹２丁目　　　　　　11 37

馬絹　　　　　　　　　１７３０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 41

馬絹　　　　　　　　　１７３０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 39

馬絹　　　　　　　　　１７３０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 40

馬絹　　　　　　　　　１７３０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 42

馬絹　　　　　　　　　１７３０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 45

馬絹　　　　　　　　　１７３０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 36

馬絹　　　　　　　　　１７３０の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 35

馬絹　　　　　　　　　１７３０の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 35

馬絹　　　　　　　　　１７３０の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 38

馬絹　　　　　　　　　１７３０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 44

馬絹　　　　　　　　　１７３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 4

馬絹　　　　　　　　　１７３３の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 14

馬絹　　　　　　　　　１７３３の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 13

馬絹　　　　　　　　　１７３３の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 12

馬絹　　　　　　　　　１７３３の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 11

馬絹　　　　　　　　　１７３３の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 10
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７３３の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 15

馬絹　　　　　　　　　１７３３の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 16

馬絹　　　　　　　　　１７３３の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 17

馬絹 馬絹２丁目　　　　　　12 2

馬絹 馬絹２丁目　　　　　　12 3

馬絹　　　　　　　　　１７４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 4

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 コルネージュ宮前　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 101

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 102

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 103

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 104

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 201

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 202

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 203

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 204

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 205

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 301

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 302

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 302

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 303

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 304

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 304

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 305

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 402

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 403

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 404

馬絹　　　　　　　　　１７４１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 10- 405

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１　　 第２名古屋荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 9

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 9

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 9

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 9

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１１　 株式会社　Ｇｏ　Ｃａｒ’ｓ　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 21

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１１　 株式会社　ゴーランドカンパニー　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 21

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 12

馬絹　　　　　　　　　１７４２の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 2

馬絹　　　　　　　　　１７４２の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 11
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７４２の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 17

馬絹　　　　　　　　　１７４２の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 17

馬絹　　　　　　　　　１７４２の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 16

馬絹　　　　　　　　　１７４２の２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 15

馬絹　　　　　　　　　１７４２の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 14

馬絹　　　　　　　　　１７４２の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 13

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 ロイヤルヒルズ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 101

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 102

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 103

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 201

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 202

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 203

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 205

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 206

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 207

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 301

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 302

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 303

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 305

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 306

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 307

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 401

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 402

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 403

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 405

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 406

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 407

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 501

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 502

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 503

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 505

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 506

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 507

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 601

馬絹　　　　　　　　　１７４３　　　　 有限会社　増川工業所　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 27- 601
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７４４　　　　 谷本コーポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 31

馬絹　　　　　　　　　１７４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 31

馬絹　　　　　　　　　１７４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 31

馬絹　　　　　　　　　１７４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 31

馬絹　　　　　　　　　１７４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 31

馬絹　　　　　　　　　１７４４の３　　 株式会社　髙橋監理　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 15

馬絹　　　　　　　　　１７４４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 31

馬絹　　　　　　　　　１７４４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 31

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 グランブルーアルファ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 合同会社　ワークス　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 5

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 34

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 34

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 大野医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 34

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 34

馬絹　　　　　　　　　１７４５　　　　 パるファン　株式会社　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 34

馬絹　　　　　　　　　１７４５の８　　 第３爲石ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 9

馬絹　　　　　　　　　１７４５の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 9

馬絹　　　　　　　　　１７４５の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 9

馬絹　　　　　　　　　１７４５の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 9

馬絹　　　　　　　　　１７４５の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 9

馬絹　　　　　　　　　１７４５の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 9

馬絹　　　　　　　　　１７４５の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 11

馬絹　　　　　　　　　１７４５の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 11

馬絹　　　　　　　　　１７４５の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 11

馬絹　　　　　　　　　１７４８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 14

馬絹　　　　　　　　　１７４８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 15

馬絹　　　　　　　　　１７４９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 16

馬絹　　　　　　　　　１７４９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 16

馬絹　　　　　　　　　１７５０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 18

馬絹　　　　　　　　　１７５０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 18
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７５０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 18

馬絹　　　　　　　　　１７５０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 23

馬絹　　　　　　　　　１７５０の６　　 デザインコートＡ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 19

馬絹　　　　　　　　　１７５０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 19

馬絹　　　　　　　　　１７５０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 19

馬絹　　　　　　　　　１７５０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 19

馬絹　　　　　　　　　１７５０の１６　 デザインコートＢ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 20

馬絹　　　　　　　　　１７５０の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 20

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 ソオワ宮前ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 29

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 ユニライフ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 101

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 102

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 103

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 104

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 105

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 106

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 201

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 201

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 202

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 202

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 202

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 203

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 203

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 有限会社　ブルー．ミント．ストリート　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 203

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 204

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 有限会社　イーテックス　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 205

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 205

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 206

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 207
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 207

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 301

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 302

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 303

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 303

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 304

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 304

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 305

馬絹　　　　　　　　　１７５２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 28- 306

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 31

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 32

馬絹 馬絹３丁目　　　　　　7 37

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 38

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 48

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 48

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 52

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 53

馬絹　　　　　　　　　１７５５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 53

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 ウッドパーク宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 105

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 201

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 202

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 203

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 204

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 205

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 株式会社　興伸工業　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 301

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 301

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 302

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 303

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 304

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 304

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 305

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 401

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 402

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 402

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 403
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 404

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 405

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 501

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 502

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 503

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 504

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 株式会社　長尾工業　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 504

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 504

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 505

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 601

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 602

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 603

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 17- 604

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 8

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 8

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１９　 あぐビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 7

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 7

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 7

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 7

馬絹　　　　　　　　　１７５５の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 7

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２２　 Ｓｉｌｋ　Ｇａｒｄｅｎ　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 10

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 5

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 9

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 9

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 3

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２８　 富田　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 3

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 4

馬絹　　　　　　　　　１７５５の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 4

馬絹　　　　　　　　　１７５５の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 50

馬絹　　　　　　　　　１７５５の３３　 アーバン・ハイム　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 44

馬絹　　　　　　　　　１７５５の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 44

馬絹　　　　　　　　　１７５５の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 44

馬絹　　　　　　　　　１７５５の３８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 43

馬絹　　　　　　　　　１７５５の３９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 39

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 46

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 47
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 47

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４５　 ハイツ寺の台　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 29

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 29

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 29

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 29

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 29

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 29

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４７　 アット・スクエアパソコン教室　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 24

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４７　 ウィンウッド　有限会社　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 24

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 24

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４９　 デザインコートＣ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 26

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 26

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 26

馬絹　　　　　　　　　１７５５の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　7 26

馬絹　　　　　　　　　１７５８　　　　 有限会社　宮前電業社　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 13

馬絹　　　　　　　　　１７５８　　　　 有限会社　友合商事　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 15

馬絹　　　　　　　　　１７５８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 15

馬絹　　　　　　　　　１７５８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 15

馬絹　　　　　　　　　１７５９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 19

馬絹　　　　　　　　　１７５９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 20

馬絹　　　　　　　　　１７５９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 21

馬絹　　　　　　　　　１７５９の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 5

馬絹　　　　　　　　　１７５９の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 6

馬絹　　　　　　　　　１７５９の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 7

馬絹　　　　　　　　　１７６１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 22

馬絹　　　　　　　　　１７６１　　　　 有限会社　吉仲　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　11 22

馬絹　　　　　　　　　１７６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 12

馬絹　　　　　　　　　１７６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　9 12

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 トラストステージ宮崎台　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8 3

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 201

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 202

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 203

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 205

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 206

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 株式会社　樹里インターナショナル　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 207

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 301
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 302

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 303

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 305

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 306

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 307

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 401

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 402

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 403

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 405

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 406

馬絹　　　　　　　　　１７６４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　8  3- 407

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 ＥＴＥＲＮＡ　ＮＡＧＯＹＡ　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 株式会社　ナカヤマ　川崎支店　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 201

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 202

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 203

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 301

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 302

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 303

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 305

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 401

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 402

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 403

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 405

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 501

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 502

馬絹　　　　　　　　　１７６５の１　　 馬絹２丁目　　　　　　12 25- 503

馬絹　　　　　　　　　１７６５の６　　 第５爲石ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 30

馬絹　　　　　　　　　１７６５の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 30

馬絹　　　　　　　　　１７６５の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 30

馬絹　　　　　　　　　１７６５の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 30

馬絹　　　　　　　　　１７６５の６　　 株式会社　ジェネシス　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 30

馬絹　　　　　　　　　１７６５の６　　 株式会社　スマイルピクチャーズ　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 30

馬絹　　　　　　　　　１７６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　12 32

馬絹　　　　　　　　　１７６７の１　　 タメイシハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 29

馬絹　　　　　　　　　１７６７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 29
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７６７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　11 29

馬絹　　　　　　　　　１７６７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 3

馬絹　　　　　　　　　１７６７の３　　 株式会社　爲石産業　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 3

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 ファミネス宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 101

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 102

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 103

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 104

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 105

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 106

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 107

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 108

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 109

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 110

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 111

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 112

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 113

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 201

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 202

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 203

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 204

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 204

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 205

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 株式会社　マノハラ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 205

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 206

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 207

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 208

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 209

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 210

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 211

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 212

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 213

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 301

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 302

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 303

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 304
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 305

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 306

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 307

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 308

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 309

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 310

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 311

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 312

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 401

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 黒石行政書士事務所　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 401

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 情報総合調査　株式会社　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 401

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 402

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 403

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 404

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 405

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 405

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 406

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 407

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 408

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 409

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 501

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 502

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 503

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 504

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 505

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 506

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 507

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 三宝電設　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 507

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 508

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 601

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 602

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 603

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 604

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 605

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 606

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 701
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 702

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 702

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 703

馬絹　　　　　　　　　１７６７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 19- 704

馬絹　　　　　　　　　１７６７の８　　 馬絹寺台公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 17

馬絹　　　　　　　　　１７７０の１　　 株式会社　ＩＫＤ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 50

馬絹　　　　　　　　　１７７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 50

馬絹　　　　　　　　　１７７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 45

馬絹　　　　　　　　　１７７０の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 48

馬絹　　　　　　　　　１７７０の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 48

馬絹　　　　　　　　　１７７０の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 48

馬絹　　　　　　　　　１７７０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 46

馬絹　　　　　　　　　１７７０の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 47

馬絹　　　　　　　　　１７７０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 49

馬絹　　　　　　　　　１７７１の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 30

馬絹　　　　　　　　　１７７１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 31

馬絹　　　　　　　　　１７７１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 32

馬絹　　　　　　　　　１７７１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 33

馬絹　　　　　　　　　１７７１の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 34

馬絹　　　　　　　　　１７７１の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 35

馬絹　　　　　　　　　１７７１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 36

馬絹　　　　　　　　　１７７４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 41

馬絹　　　　　　　　　１７７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　10 40

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３　　 エステートピア田辺　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 16

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 16

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 16

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 16

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 16

馬絹　　　　　　　　　１７７６の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 28

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 24

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 26

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 27

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 シルクガーデン馬絹　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 102

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 103

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 104
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 105

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 201

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 202

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 203

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 204

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 205

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 301

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 302

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 303

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 303

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 304

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 305

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 401

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 402

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 403

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 404

馬絹　　　　　　　　　１７７６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 14- 405

馬絹　　　　　　　　　１７７６の２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 29

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 38

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 46

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 45

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 39

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 43

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 42

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 40

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 30

馬絹　　　　　　　　　１７７６の３９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 31

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 32

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 33

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 34

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 35

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 36

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 37

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 4

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 5

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 6
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７７６の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 7

馬絹　　　　　　　　　１７７６の５０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 8

馬絹　　　　　　　　　１７７６の５１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 9

馬絹　　　　　　　　　１７７６の５２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 10

馬絹　　　　　　　　　１７７６の５３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 11

馬絹　　　　　　　　　１７７６の５３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 11

馬絹　　　　　　　　　１７７６の５４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 12

馬絹　　　　　　　　　１７７７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 13

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 ジェイパレス宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 101

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 102

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 103

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 103

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 103

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 104

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 105

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 106

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 107

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 201

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 202

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 203

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 204

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 205

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 206

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 207

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 301

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 302

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 303

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 304

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 305

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 306

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 307

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 401

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 402

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 403

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 404
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 405

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 406

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 407

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 501

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 502

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 503

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 504

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 505

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 505

馬絹　　　　　　　　　１７７８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 17- 506

馬絹 馬絹２丁目　　　　　　14 3

馬絹　　　　　　　　　１７８０の６　　 株式会社　テストアンドサービス　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 8

馬絹　　　　　　　　　１７８１の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　13 5

馬絹　　　　　　　　　１７８２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 2

馬絹　　　　　　　　　１７８３の４　　 古田製作所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 6

馬絹　　　　　　　　　１７８３の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 6

馬絹　　　　　　　　　１７８３の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 6

馬絹　　　　　　　　　１７８３の５　　 冨山運輸　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 4

馬絹　　　　　　　　　１７８４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 13

馬絹　　　　　　　　　１７８４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 13

馬絹　　　　　　　　　１７８５の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 21

馬絹　　　　　　　　　１７８５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 22

馬絹　　　　　　　　　１７８５の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 23

馬絹　　　　　　　　　１７８５の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 24

馬絹　　　　　　　　　１７８５の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 24

馬絹　　　　　　　　　１７８５の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 28

馬絹　　　　　　　　　１７８５の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 29

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 30

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 30

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１１　 クニスエビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 34

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 34

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 34

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１１　 美容室　　ぼぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 34

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 33

馬絹　　　　　　　　　１７８５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 31

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 36
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 36

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１　　 株式会社　高橋製作所　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 36

馬絹　　　　　　　　　１７８６の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 38

馬絹　　　　　　　　　１７８６の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 37

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 35

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 27

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 26

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 26

馬絹　　　　　　　　　１７８６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 25

馬絹　　　　　　　　　１７８８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 39

馬絹　　　　　　　　　１７８８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹３丁目　　　　　　10 40

馬絹　　　　　　　　　１７９１　　　　 有限会社　ウイングショップタナベ　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 17

馬絹　　　　　　　　　１７９１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹２丁目　　　　　　14 17

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 フォーブル都　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 11

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 11

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 11

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 11

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 11

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 ディアス都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 13

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 13

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 13

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 13

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 13

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 13

馬絹　　　　　　　　　１７９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 13

馬絹　　　　　　　　　１７９５　　　　 川崎市立宮崎小学校　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 9

馬絹　　　　　　　　　１７９５　　　　 川崎市立宮崎小学校わくわくプラザ　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 9

馬絹　　　　　　　　　１８００　　　　 ルナコート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 16

馬絹　　　　　　　　　１８００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 16

馬絹　　　　　　　　　１８００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 16

馬絹　　　　　　　　　１８００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 16

馬絹　　　　　　　　　１８００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 16

馬絹　　　　　　　　　１８００　　　　 株式会社　ショウケン　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 16

馬絹　　　　　　　　　１８００の１　　 ルナコート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 18

馬絹　　　　　　　　　１８００の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 18

馬絹　　　　　　　　　１８００の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 18
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８００の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 18

馬絹　　　　　　　　　１８００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 2

馬絹　　　　　　　　　１８００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　39 2

馬絹　　　　　　　　　１８０１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 35

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１　　 プレアデス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 40

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 40

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 40

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 40

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 40

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 40

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 40

馬絹　　　　　　　　　１８０１の３　　 オークヒルズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 24

馬絹　　　　　　　　　１８０１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 24

馬絹　　　　　　　　　１８０１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 24

馬絹　　　　　　　　　１８０１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 24

馬絹　　　　　　　　　１８０１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 24

馬絹　　　　　　　　　１８０１の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 26

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 38

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 36

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 34

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 33

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 33

馬絹　　　　　　　　　１８０１の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 32

馬絹　　　　　　　　　１８０１の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 31

馬絹　　　　　　　　　１８０１の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 30

馬絹　　　　　　　　　１８０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 8

馬絹　　　　　　　　　１８０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 8

馬絹　　　　　　　　　１８０２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 5

馬絹　　　　　　　　　１８０２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 6

馬絹　　　　　　　　　１８０２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 7

馬絹　　　　　　　　　１８０２の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 10

馬絹　　　　　　　　　１８０２の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 4

馬絹　　　　　　　　　１８０２の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 3

馬絹　　　　　　　　　１８０２の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 2

馬絹　　　　　　　　　１８０３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 シュトラール　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 16

馬絹　　　　　　　　　１８０３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 20

馬絹　　　　　　　　　１８０３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 33

馬絹　　　　　　　　　１８０３の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 31

馬絹　　　　　　　　　１８０３の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 31

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 30

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 29

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 24

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 26

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 27

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 28

馬絹　　　　　　　　　１８０３の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 23

馬絹　　　　　　　　　１８０３の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 19

馬絹　　　　　　　　　１８０３の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 18

馬絹　　　　　　　　　１８０３の２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 17

馬絹　　　　　　　　　１８０３の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 22

馬絹　　　　　　　　　１８０３の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 21

馬絹　　　　　　　　　１８０４の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 35

馬絹　　　　　　　　　１８０４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 34

馬絹　　　　　　　　　１８０５の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 37

馬絹　　　　　　　　　１８０５の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　35 36

馬絹　　　　　　　　　１８０６　　　　 篠田荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 21

馬絹　　　　　　　　　１８０６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 21

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　36 22

馬絹　　　　　　　　　１８０６の５　　 シノダテラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 7

馬絹　　　　　　　　　１８０６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 7

馬絹　　　　　　　　　１８０６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 7
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８０６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 6

馬絹　　　　　　　　　１８０６の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 5

馬絹　　　　　　　　　１８０６の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 4

馬絹　　　　　　　　　１８０６の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 2

馬絹　　　　　　　　　１８０６の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 23

馬絹　　　　　　　　　１８０６の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 3

馬絹　　　　　　　　　１８０７　　　　 メゾネットシノダ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 15

馬絹　　　　　　　　　１８０７　　　　 株式会社　ＲＭ．ＬＡＢ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 15

馬絹　　　　　　　　　１８０７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 15

馬絹　　　　　　　　　１８０７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　36 18

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　38 8

馬絹　　　　　　　　　１８０９の２　　 合同会社　アンバーグ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 22

馬絹　　　　　　　　　１８０９の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 22

馬絹　　　　　　　　　１８０９の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 22

馬絹　　　　　　　　　１８０９の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 29

馬絹　　　　　　　　　１８０９の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 27

馬絹　　　　　　　　　１８０９の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 9

馬絹　　　　　　　　　１８０９の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 26

馬絹　　　　　　　　　１８０９の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 23

馬絹　　　　　　　　　１８０９の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 6

馬絹　　　　　　　　　１８０９の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 5

馬絹　　　　　　　　　１８１０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 20

馬絹　　　　　　　　　１８１０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 21

馬絹　　　　　　　　　１８１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 17

馬絹　　　　　　　　　１８１０の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 18

馬絹　　　　　　　　　１８１１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 31

馬絹　　　　　　　　　１８１１の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 16

馬絹　　　　　　　　　１８１１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 37

馬絹　　　　　　　　　１８１１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 37

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　38 32

馬絹　　　　　　　　　１８１１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 33

馬絹　　　　　　　　　１８１１の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 34

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　38 35

馬絹　　　　　　　　　１８１１の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 3

馬絹　　　　　　　　　１８１１の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 2

馬絹　　　　　　　　　１８１１の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　38 1
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８１２　　　　 ジュネスパル　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 2

馬絹　　　　　　　　　１８１２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 2

馬絹　　　　　　　　　１８１２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 2

馬絹　　　　　　　　　１８１２　　　　 田邉せつ子　大正琴教室　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 2

馬絹　　　　　　　　　１８１２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 2

馬絹　　　　　　　　　１８１２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 2

馬絹　　　　　　　　　１８１２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 2

馬絹　　　　　　　　　１８１４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 35

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 コーポルピナス　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 30

馬絹　　　　　　　　　１８１６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 29

馬絹　　　　　　　　　１８１７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 27

馬絹　　　　　　　　　１８１８の１　　 グランチェスタⅡ　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 25

馬絹　　　　　　　　　１８１８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 25

馬絹　　　　　　　　　１８１８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 25

馬絹　　　　　　　　　１８１８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 25

馬絹　　　　　　　　　１８１８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 25

馬絹　　　　　　　　　１８１８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 25

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 グランチェスタⅠ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 15

馬絹　　　　　　　　　１８１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 22

馬絹　　　　　　　　　１８１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　37 22
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 14

馬絹　　　　　　　　　１８２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 14

馬絹　　　　　　　　　１８２１の１　　 有限会社　ゴーウェル　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 10

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 コーポグリーンヒルⅡ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 14

馬絹　　　　　　　　　１８２４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 9

馬絹　　　　　　　　　１８２４の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 9

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　34 23

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　34 24

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　34 25

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　34 22

馬絹　　　　　　　　　１８２５の３　　 コーポグリーンヒル　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 15

馬絹　　　　　　　　　１８２５の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 15

馬絹　　　　　　　　　１８２５の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 15

馬絹　　　　　　　　　１８２５の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 15

馬絹　　　　　　　　　１８２５の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 15

馬絹　　　　　　　　　１８２５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 19

馬絹　　　　　　　　　１８２５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 19

馬絹　　　　　　　　　１８２５の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 20

馬絹　　　　　　　　　１８２５の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 26

馬絹　　　　　　　　　１８２５の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 21

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 アヌシーパル　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 8

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 リモージュ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 6

馬絹　　　　　　　　　１８２８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 2

馬絹　　　　　　　　　１８２８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　33 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 27

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 デュミナスＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 4

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 デュナミスＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 5

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 5

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 5

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 5

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 5

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 5
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８２９の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 32

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 28

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 31

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 ソワレーヌＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 35

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 35

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 35

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 35

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 ソワレーヌＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 36

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 29

馬絹　　　　　　　　　１８２９の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　34 30

馬絹　　　　　　　　　１８３１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 9

馬絹　　　　　　　　　１８３１　　　　 有限会社　篠田園　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 9

馬絹　　　　　　　　　１８３１の１　　 アコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 6

馬絹　　　　　　　　　１８３１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 6

馬絹　　　　　　　　　１８３１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 6

馬絹　　　　　　　　　１８３１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 6

馬絹　　　　　　　　　１８３１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 6

馬絹　　　　　　　　　１８３１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 6

馬絹　　　　　　　　　１８３１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 6

馬絹　　　　　　　　　１８３２　　　　 シノダフィルムサービス　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　32 12

馬絹　　　　　　　　　１８３３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 14

馬絹　　　　　　　　　１８３３の１　　 ブルゴーニュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 9

馬絹　　　　　　　　　１８３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 9

馬絹　　　　　　　　　１８３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 9

馬絹　　　　　　　　　１８３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 9

馬絹　　　　　　　　　１８３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 9

馬絹　　　　　　　　　１８３３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 9

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 宮前平南ハイデンス　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 3
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 101

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 102

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 103

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 104

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 105

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 106

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 201

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 202

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 203

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 204

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 205

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 206

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 301

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 302

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 303

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 304

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 305

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 306

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 307

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 308

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 407

馬絹　　　　　　　　　１８３３の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31  3- 408

馬絹　　　　　　　　　１８３３の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 4

馬絹　　　　　　　　　１８３３の８　　 成川荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 6

馬絹　　　　　　　　　１８３３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 6

馬絹　　　　　　　　　１８３３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 6

馬絹　　　　　　　　　１８３３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 6

馬絹　　　　　　　　　１８３３の９　　 一関三光　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 5

馬絹　　　　　　　　　１８３３の９　　 株式会社　ソフィア　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 5

馬絹　　　　　　　　　１８３３の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 5

馬絹　　　　　　　　　１８３３の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 8

馬絹　　　　　　　　　１８３４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 32

馬絹　　　　　　　　　１８３４の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 31

馬絹　　　　　　　　　１８３４の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 31

馬絹　　　　　　　　　１８３４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 30

馬絹　　　　　　　　　１８３４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 15
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８３４の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 27

馬絹　　　　　　　　　１８３４の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 1

馬絹　　　　　　　　　１８３４の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 2

馬絹　　　　　　　　　１８３４の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 26

馬絹　　　　　　　　　１８３４の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 25

馬絹　　　　　　　　　１８３４の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 24

馬絹　　　　　　　　　１８３４の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 22

馬絹　　　　　　　　　１８３４の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 21

馬絹　　　　　　　　　１８３４の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 20

馬絹　　　　　　　　　１８３４の３１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　31 19

馬絹　　　　　　　　　１８３７　　　　 株式会社　多摩川機工　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 14

馬絹　　　　　　　　　１８３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 15

馬絹　　　　　　　　　１８３７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 16

馬絹　　　　　　　　　１８３７の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 19

馬絹　　　　　　　　　１８３７の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 18

馬絹　　　　　　　　　１８３７の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 18

馬絹　　　　　　　　　１８３７の１３　 宮前消防団宮前分団馬絹班　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 12

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　30 17

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 20

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 梅原ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 23

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 23

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 フォーリーフガーデン　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 46

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 46

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 46

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 46

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 46

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 46

馬絹　　　　　　　　　１８３８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 46

馬絹　　　　　　　　　１８３８の１　　 ユーヒットＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 41

馬絹　　　　　　　　　１８３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 41

馬絹　　　　　　　　　１８３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 41

馬絹　　　　　　　　　１８３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 41

馬絹　　　　　　　　　１８３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 41

馬絹　　　　　　　　　１８３８の１　　 イマジネーション・ヴィレッジ　株式会社　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 41

馬絹　　　　　　　　　１８４０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 21
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 ラフォーレ鷺沼　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 34

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１０　 シルクハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４０の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 20

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 19

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 18

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 17

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 16

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 10

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 11

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 12

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 15

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 27

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２９　 株式会社　サウスウォーカー　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 28

馬絹　　　　　　　　　１８４０の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 28

馬絹　　　　　　　　　１８４０の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 29

馬絹　　　　　　　　　１８４０の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 29

馬絹　　　　　　　　　１８４０の３１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 30

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 フィールドホーンＡ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 38

馬絹　　　　　　　　　１８４１の３　　 フィールドホーンＢ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 3

馬絹　　　　　　　　　１８４１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 3

馬絹　　　　　　　　　１８４１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 3

馬絹　　　　　　　　　１８４１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 3

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　27 44

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 フィールドホーンＣ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の７　　 モアナ　　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 39

馬絹　　　　　　　　　１８４１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　26 6

馬絹　　　　　　　　　１８４２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 49

馬絹　　　　　　　　　１８４２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 49

馬絹　　　　　　　　　１８４２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 48

馬絹　　　　　　　　　１８４２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 50

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 イトーピア宮前平デュアルコート　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 2

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 101

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 102

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 102

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 103

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 104

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 105
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 106

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 107

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 108

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 201

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 202

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 203

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 204

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 205

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 206

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 206

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 207

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 208

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 301

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 301

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 302

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 303

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 304

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 305

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 306

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 306

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 センター・ビレッジ　合同会社　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 307

馬絹　　　　　　　　　１８４２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27  2- 307

馬絹　　　　　　　　　１８４２の１２　 宮前平フォーレスト　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 49

馬絹　　　　　　　　　１８４２の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 49

馬絹　　　　　　　　　１８４２の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 49

馬絹　　　　　　　　　１８４２の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 49

馬絹　　　　　　　　　１８４２の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　27 49

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１　　 メゾン梅原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 30

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 30

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 30

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 32

馬絹　　　　　　　　　１８４５の２　　 ユーヒットＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 25

馬絹　　　　　　　　　１８４５の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 25

馬絹　　　　　　　　　１８４５の２　　 有限会社　小湊工業　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 25

馬絹　　　　　　　　　１８４５の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 51

馬絹　　　　　　　　　１８４５の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 25
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１１　 サンハイツＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 51

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 51

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 51

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 51

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１１　 合同会社　ターボインターナショナル　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 51

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 51

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　27 5

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１４　 ユーヒットＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 50

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 50

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 50

馬絹　　　　　　　　　１８４５の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 50

馬絹　　　　　　　　　１８４５の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　30 49

馬絹　　　　　　　　　１８４６の５　　 フィールドホーン　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 32

馬絹　　　　　　　　　１８４６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 32

馬絹　　　　　　　　　１８４６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 33

馬絹　　　　　　　　　１８４６の５　　 有限会社　ツノダ・プランナー　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 33

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 パステルウイング　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 34

馬絹　　　　　　　　　１８４６の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 26

馬絹　　　　　　　　　１８４６の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 26

馬絹　　　　　　　　　１８４６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 27

馬絹　　　　　　　　　１８４６の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 28

馬絹　　　　　　　　　１８４６の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 29

馬絹　　　　　　　　　１８４６の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 31

馬絹　　　　　　　　　１８４７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 2

馬絹　　　　　　　　　１８４７の３　　 有限会社　ホルンセゾン　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 2

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 特定非営利活動法人　ＧＯＯＤ　ＦＥＬＬＯＷＳ　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 有限会社　角田園　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 208
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 フィールドホーンＤ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 12

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 12

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 12

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 12

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 12

馬絹　　　　　　　　　１８５１　　　　 Ｐｕｒｅｌｙ　宮前平保育園　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 12

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 ベルクール宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 101

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 102

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 103

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 105

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 106

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 107

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 108

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 109

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 110

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 201

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 202

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 203

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 205

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 206

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 207

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 209

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 210

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 301

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 302

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 303

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 305

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 306

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 307

馬絹　　　　　　　　　１８５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 10- 308

馬絹　　　　　　　　　１８５２の１　　 グリーンフィールドＡ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 14

馬絹　　　　　　　　　１８５２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 14

馬絹　　　　　　　　　１８５２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 14

馬絹　　　　　　　　　１８５２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 14

馬絹　　　　　　　　　１８５２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 14
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８５４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 18

馬絹　　　　　　　　　１８５４　　　　 有限会社　ユー・ヒット　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 18

馬絹　　　　　　　　　１８５５の１　　 レストウメハラ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 21

馬絹　　　　　　　　　１８５５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 21

馬絹　　　　　　　　　１８５５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 21

馬絹　　　　　　　　　１８５５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 21

馬絹　　　　　　　　　１８５５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 21

馬絹　　　　　　　　　１８５５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　28 21

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 グリーンフィールドＢ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 有限会社　フルカワ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８５８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 8

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 22

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 スカイシャトー　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６０の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 21

馬絹　　　　　　　　　１８６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 15

馬絹　　　　　　　　　１８６２　　　　 有限会社　篠田ビル管理　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 15
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　29 16

馬絹　　　　　　　　　１８６４の１　　 ガーデンハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１８６４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１８６４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１８６４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 21

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 シャピトル宮崎台Ｂ棟　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 24

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 シャピトル宮崎台Ａ棟　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 25

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 25

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 25

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 25

馬絹　　　　　　　　　１８６５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 25

馬絹　　　　　　　　　１８６６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　14 4

馬絹　　　　　　　　　１８６６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　14 5

馬絹　　　　　　　　　１８６６の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　14 6

馬絹　　　　　　　　　１８６７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　14 2

馬絹　　　　　　　　　１８６７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　14 3

馬絹　　　　　　　　　１８６７の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　14 7

馬絹　　　　　　　　　１８６７の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　14 1

馬絹　　　　　　　　　１８７０の２　　 名古屋ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 37

馬絹　　　　　　　　　１８７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 37

馬絹　　　　　　　　　１８７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 37

馬絹　　　　　　　　　１８７０の２　　 有限会社　アールジィー　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 37

馬絹　　　　　　　　　１８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 18

71



宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８７６の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 19

馬絹　　　　　　　　　１８７６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 20

馬絹　　　　　　　　　１８７７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 16

馬絹　　　　　　　　　１８７７の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 17

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 エステート宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 101

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 103

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 106

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 107

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 108

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 110

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 111

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 112

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 113

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 115

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 201

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 202

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 203

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 206

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 207

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 210

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 211

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 212

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 215

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 301

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 302

馬絹　　　　　　　　　１８７８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 303

馬絹　　　　　　　　　１８７８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 102

馬絹　　　　　　　　　１８７８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 105

馬絹　　　　　　　　　１８７８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 205

馬絹　　　　　　　　　１８７８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 208

馬絹　　　　　　　　　１８７８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 213

馬絹　　　　　　　　　１８７８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 52- 305

馬絹　　　　　　　　　１８８０　　　　 有限会社　ティーエムコーポレーション　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 34

馬絹　　　　　　　　　１８８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 34

馬絹　　　　　　　　　１８８０　　　　 有限会社　名林商事　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 34
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 メゾンドリーム　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 36

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 宮前平エスペランサ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 49

馬絹　　　　　　　　　１８８６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 17

馬絹　　　　　　　　　１８８６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 15

馬絹　　　　　　　　　１８８６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 15

馬絹　　　　　　　　　１８８６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 16

馬絹　　　　　　　　　１８８６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 18

馬絹　　　　　　　　　１８８６の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 19

馬絹　　　　　　　　　１８８６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 23

馬絹　　　　　　　　　１８８６の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 22

馬絹　　　　　　　　　１８８６の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 21

馬絹　　　　　　　　　１８８６の９　　 有限会社　アビリティー　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 21

馬絹　　　　　　　　　１８８６の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 21

馬絹　　　　　　　　　１８８６の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 21

馬絹　　　　　　　　　１８８６の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 23

馬絹　　　　　　　　　１８８６の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 17

馬絹　　　　　　　　　１８８６の２２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 20

馬絹　　　　　　　　　１８８６の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 14
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８８６の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 18

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 第２ゴージャスライフマンション　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 1

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 2

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 ゴージャスライフマンション　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 3

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 101

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 102

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 103

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 105

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 106

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 201

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 202

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 203

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 クラップバナー・ジャパン　合同会社　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 205

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 205

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 ＭＭエンジニアリング　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 206

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 301

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 302

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 303

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 305

馬絹　　　　　　　　　１８８７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16  3- 306

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 第３ゴージャスライフマンション　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８８９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 10

馬絹　　　　　　　　　１８９０　　　　 株式会社　Ｓ＆Ｓエンジニアリング　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 22

馬絹　　　　　　　　　１８９０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 22

馬絹　　　　　　　　　１８９０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 21

馬絹　　　　　　　　　１８９０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 19

馬絹　　　　　　　　　１８９０の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 17

馬絹　　　　　　　　　１８９０の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 15

馬絹　　　　　　　　　１８９０の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 16

馬絹　　　　　　　　　１８９０の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 20

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 5

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 皐月ハウス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 8

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 8

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 8

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 8

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 8

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 クランデール宮前平　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 14

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 14

馬絹　　　　　　　　　１８９３　　　　 有限会社　角田ホームプランニング　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 14

馬絹　　　　　　　　　１８９３の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 9

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 リッフェル宮前平Ａ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 4

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 4

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 リッフェル宮前平Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 5

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 リッフェル宮前平Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 6

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 6

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 6
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 6

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 リッフェル宮前平Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１８９４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 7

馬絹　　　　　　　　　１８９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 23

馬絹　　　　　　　　　１８９６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 30

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 ハイツ弥生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 2

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 サングレイス宮前平　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 101

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 株式会社　大勝　クリオ鷺沼新築工事現場事務所　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 102

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 103

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 105

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 106

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 201

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 202

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 株式会社　セノン　神奈川支社川崎西待機所　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 203

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 205

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 206

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 301

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 302

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 303

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 305

馬絹　　　　　　　　　１８９７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　18 29- 306
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８９８　　　　 フジハウス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 25

馬絹　　　　　　　　　１８９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 25

馬絹　　　　　　　　　１８９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 25

馬絹　　　　　　　　　１８９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 25

馬絹　　　　　　　　　１８９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 25

馬絹　　　　　　　　　１８９８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 26

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 プラザ・グランドール　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 株式会社　アーキ・ブレイン　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 101

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 101

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 102

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 102

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 102

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 103

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 105

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 106

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 201

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 202

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 203

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 205

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 206

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 301

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 302

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 303

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 305

馬絹　　　　　　　　　１８９８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 31- 306

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 パレスＮＡＧＯＹＡ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 株式会社　光コーポレーション　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27

馬絹　　　　　　　　　１８９８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 27
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１８９８の６　　 フォーマルハウト　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 32

馬絹　　　　　　　　　１８９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 32

馬絹　　　　　　　　　１８９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 32

馬絹　　　　　　　　　１８９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 32

馬絹　　　　　　　　　１８９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 32

馬絹　　　　　　　　　１８９８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 32

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 児童養護施設　川崎愛児園　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 社会福祉法人　川崎愛児園　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 児童家庭支援センター　まぎぬ児童家庭支援センター　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 5
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　24 37

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 ハイネス宮前　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 38

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 38

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 38

馬絹　　　　　　　　　１８９９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 38

馬絹　　　　　　　　　１８９９の５　　 一時保育こまくさ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 9

馬絹　　　　　　　　　１８９９の５　　 こどものいえもも保育園　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 9

馬絹　　　　　　　　　１８９９の５　　 社会福祉法人　すぎのこ福祉会　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 9

馬絹　　　　　　　　　１８９９の５　　 地域子育て支援センター花の台　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 9

馬絹　　　　　　　　　１８９９の２６　 相原ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 39

馬絹　　　　　　　　　１８９９の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 39

馬絹　　　　　　　　　１８９９の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 39

馬絹　　　　　　　　　１８９９の３５　 セブンイレブン　川崎馬絹南店　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 33

馬絹　　　　　　　　　１８９９の３５　 丸亀製麺　川崎馬絹店　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 34

馬絹　　　　　　　　　１８９９の３６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 35

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 3

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 9

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４７　 メゾーネ木村　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 7

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 7

馬絹 １８９９の４７　 馬絹１丁目　　　　　　25 7

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 7

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４８　 有限会社　エムクリエイツ　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 6

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 6

馬絹　　　　　　　　　１８９９の４９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 5

馬絹　　　　　　　　　１８９９の５０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 4

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 株式会社　イグチ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 21

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 ハイツ成美弐番館　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 25

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 ハイツ成美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 101

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 102

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 103

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 105

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 106

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 107

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 201

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 201

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 202

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 203

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 205

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 206

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 207

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 301

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 302

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 303

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 305

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 306

馬絹　　　　　　　　　１９００　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 26- 307

馬絹　　　　　　　　　１９００の４　　 株式会社　エルフィット　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 31

馬絹　　　　　　　　　１９００の４　　 株式会社　ライフスクエア　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 31

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 Ｃａｓａ　Ｖｅｒｄｅ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 22

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 ヒルトップ鷺沼　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 101
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 102

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 都南自動車　株式会社　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 103

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 マエダ薬品商事　株式会社　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 104

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 105

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 106

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 107

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 201

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 202

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 203

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 204

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 205

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 206

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 301

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 302

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 303

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 304

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 305

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 401

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 402

馬絹　　　　　　　　　１９００の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 10- 403

馬絹　　　　　　　　　１９０１の７　　 株式会社　大和葬祭センター　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 40

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 41

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 44

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 45

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１４　 有限会社　夏虫住設　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 45

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 46

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 48

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 49

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 50

馬絹　　　　　　　　　１９０１の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 51

馬絹　　　　　　　　　１９０１の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 53

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 リバティハイツＢ棟　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 54

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 54

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 54

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 54

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 54
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 54

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 リバティハイツＡ棟　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 55

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 55

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 55

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 55

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 55

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 55

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 55

馬絹　　　　　　　　　１９０２　　　　 有限会社　西山建工　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　25 56

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 コーポ桔梗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 16

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 シャトーロア　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 18

馬絹　　　　　　　　　１９０４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 21

馬絹　　　　　　　　　１９０４の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 22

馬絹　　　　　　　　　１９０４の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 23

馬絹　　　　　　　　　１９０４の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　24 24

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 グランベリー鷺沼　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 102

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 103
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 105

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 107

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 108

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 109

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 110

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 111

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 201

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 202

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 203

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 205

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 206

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 207

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 208

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 209

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 210

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 211

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 301

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 302

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 303

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 305

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 306

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 307

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 308

馬絹　　　　　　　　　１９０５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 24- 309

馬絹　　　　　　　　　１９０６　　　　 有限会社　倉栄　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 33

馬絹　　　　　　　　　１９０６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 33

馬絹　　　　　　　　　１９０７の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 29

馬絹　　　　　　　　　１９０７の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 27

馬絹　　　　　　　　　１９０７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 40

馬絹　　　　　　　　　１９０７の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 26

馬絹　　　　　　　　　１９０７の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 25

馬絹　　　　　　　　　１９０７の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 24

馬絹　　　　　　　　　１９０７の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 20

馬絹　　　　　　　　　１９０８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 38

馬絹　　　　　　　　　１９０８の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 40

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 41
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 42

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 43

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 44

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 45

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 46

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 46

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 47

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 48

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 49

馬絹　　　　　　　　　１９０８の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 50

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 51

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 51

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 52

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 59

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 58

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 56

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 55

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 54

馬絹　　　　　　　　　１９０８の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 53

馬絹　　　　　　　　　１９０８の３０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 51

馬絹　　　　　　　　　１９０８の３１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 50

馬絹　　　　　　　　　１９０８の３２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 49

馬絹　　　　　　　　　１９０８の３３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 48

馬絹　　　　　　　　　１９１５の１　　 ヴィレッタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 18

馬絹　　　　　　　　　１９１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 18

馬絹　　　　　　　　　１９１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 18

馬絹　　　　　　　　　１９１５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 18

馬絹　　　　　　　　　１９１７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 8

馬絹　　　　　　　　　１９１７の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 5

馬絹　　　　　　　　　１９１７の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 10

馬絹　　　　　　　　　１９１７の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 11

馬絹　　　　　　　　　１９１７の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 12

馬絹　　　　　　　　　１９１７の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 14

馬絹　　　　　　　　　１９１７の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 15

馬絹　　　　　　　　　１９１７の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 16

馬絹　　　　　　　　　１９１７の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 16
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９１７の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 17

馬絹　　　　　　　　　１９１８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 2

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　20 3

馬絹　　　　　　　　　１９１８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　20 4

馬絹　　　　　　　　　１９１９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 6

馬絹　　　　　　　　　１９２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 17

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 Ｍ’ｓコート宮前平　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２０の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　19 7

馬絹　　　　　　　　　１９２４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 37

馬絹　　　　　　　　　１９２４　　　　 株式会社　サンデン　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 37

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 ルピナス宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 36

馬絹　　　　　　　　　１９２４の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 24

馬絹　　　　　　　　　１９２４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 23

馬絹　　　　　　　　　１９２４の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 22

馬絹　　　　　　　　　１９２４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 51

馬絹　　　　　　　　　１９２４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 51

馬絹　　　　　　　　　１９２４の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 51
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 43

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 42

馬絹　　　　　　　　　１９２４の１３　 株式会社　ビーグラス　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 42

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　4 45

馬絹　　　　　　　　　１９２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 47

馬絹　　　　　　　　　１９２５　　　　 大谷歯科医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 47

馬絹　　　　　　　　　１９２５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 50

馬絹　　　　　　　　　１９２５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 49

馬絹　　　　　　　　　１９２６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 17

馬絹　　　　　　　　　１９２６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 21

馬絹　　　　　　　　　１９２６の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 20

馬絹　　　　　　　　　１９２６の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 20

馬絹　　　　　　　　　１９２６の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 19

馬絹　　　　　　　　　１９２６の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 19

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１０　 城南タツプ　株式会社　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 18

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 18

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 18

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１２　 株式会社　川柳　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 16

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 16

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 15

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 14

馬絹　　　　　　　　　１９２６の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 11

馬絹　　　　　　　　　１９２７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 6

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 17

馬絹　　　　　　　　　１９２８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 16

馬絹　　　　　　　　　１９２８の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 21

馬絹　　　　　　　　　１９２８の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 20

馬絹　　　　　　　　　１９２８の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 19

馬絹　　　　　　　　　１９２８の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 18

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 13

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 11

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 10

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 7

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 41

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 41

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 40
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９２８の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 14

馬絹　　　　　　　　　１９２８の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 15

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 第２名古屋ハウス　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 26

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 26

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 26

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 26

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 26

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 第１名古屋ハウス　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１９２９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 27

馬絹　　　　　　　　　１９３０　　　　 名古屋荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 33

馬絹　　　　　　　　　１９３０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 33

馬絹　　　　　　　　　１９３０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 33

馬絹　　　　　　　　　１９３０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 33

馬絹　　　　　　　　　１９３０　　　　 名古屋ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 36

馬絹　　　　　　　　　１９３０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 36

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 角田鉄工所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 43

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 有限会社　総合環境　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 43

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 カーサ香美奈Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 44

馬絹　　　　　　　　　１９３２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 45

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 コートグランディ宮前平　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　3 46

馬絹　　　　　　　　　１９３３　　　　 コーポ角田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 7

馬絹　　　　　　　　　１９３３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 7

馬絹　　　　　　　　　１９３３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 7

馬絹　　　　　　　　　１９３３の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 7

馬絹　　　　　　　　　１９３３の５　　 第２みどり荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１９３３の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１９３３の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 3

馬絹　　　　　　　　　１９３３の８　　 平安荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１９３３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１９３３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１９３３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１９３３の８　　 株式会社　ホームベース　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 4

馬絹　　　　　　　　　１９３３の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 5

馬絹　　　　　　　　　１９３３の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 6

馬絹　　　　　　　　　１９３４　　　　 コーポ平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１９３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１９３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１９３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１９３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１９３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 8

馬絹　　　　　　　　　１９３４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　4 10

馬絹　　　　　　　　　１９３５　　　　 協栄精機　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 23

馬絹　　　　　　　　　１９３５　　　　 東洋計測器　合資会社　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 23

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１　　 テラマエフラッツ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 31

馬絹　　　　　　　　　１９３５の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 25

馬絹　　　　　　　　　１９３５の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 25

馬絹　　　　　　　　　１９３５の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 33

馬絹　　　　　　　　　１９３５の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 32
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９３５の６　　 株式会社　カロク　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 24

馬絹　　　　　　　　　１９３５の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 24

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１３　 ステージＤＥＮ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 28

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 28

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 28

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 28

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 28

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 28

馬絹　　　　　　　　　１９３５の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 28

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 メゾンパーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 1

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 1

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 1

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 1

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 40

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 エミネンス宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 41

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 41

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 41

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 41

馬絹　　　　　　　　　１９３６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 41

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 カサニード宮前　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 34

馬絹　　　　　　　　　１９３７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 35

馬絹　　　　　　　　　１９３７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 36

馬絹　　　　　　　　　１９３７の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 39

馬絹　　　　　　　　　１９３７の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 38
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９３７の２１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 37

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 第１梅原コーポ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 30

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 30

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 30

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 30

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 第２ウメハラコーポ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 31

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 31

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 31

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 31

馬絹　　　　　　　　　１９３８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 31

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 宮前平ＳＫハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 8

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 8

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 8

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 8

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 8

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 8

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 サンロード宮前　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 13

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 13

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 13

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 13

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 13

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 13

馬絹　　　　　　　　　１９４１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 13

馬絹　　　　　　　　　１９４１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 12

馬絹　　　　　　　　　１９４１の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 11

馬絹　　　　　　　　　１９４２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 28

馬絹　　　　　　　　　１９４２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 29

馬絹　　　　　　　　　１９４２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 29

馬絹　　　　　　　　　１９４２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 29

馬絹　　　　　　　　　１９４２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 30

馬絹　　　　　　　　　１９４２の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 27

馬絹　　　　　　　　　１９４２の１３　 ＴａｎｄＮⅡ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 26

馬絹　　　　　　　　　１９４２の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 26

馬絹　　　　　　　　　１９４２の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 26

馬絹　　　　　　　　　１９４２の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 24

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 ソレユ宮前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 101

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 103

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 105

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 107

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 111

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 112

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 113

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 114

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 116

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 117

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 118

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 119

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 120

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 121

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 122

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 201

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 202

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 203

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 204

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 205

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 206

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 207

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 208

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 209

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 210

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 211

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 212

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 213

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 214

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 215

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 216

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 217

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 218

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 219

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 220

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 221
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 301

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 302

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 303

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 304

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 305

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 306

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 307

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 308

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 311

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 312

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 313

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 314

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 315

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 316

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 317

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 318

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 319

馬絹　　　　　　　　　１９４２の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 34- 320

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 フィールドハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 1

馬絹　　　　　　　　　１９４６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 39

馬絹　　　　　　　　　１９４６の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 40

馬絹　　　　　　　　　１９４６の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　17 3

馬絹　　　　　　　　　１９４７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 42
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９４７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　16 42

馬絹　　　　　　　　　１９４８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 5

馬絹　　　　　　　　　１９４８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 5

馬絹　　　　　　　　　１９４８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 6

馬絹　　　　　　　　　１９５０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 7

馬絹　　　　　　　　　１９５０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 7

馬絹　　　　　　　　　１９５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 9

馬絹　　　　　　　　　１９５１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 9

馬絹　　　　　　　　　１９５２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 10

馬絹　　　　　　　　　１９５２の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 13

馬絹　　　　　　　　　１９５２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 14

馬絹　　　　　　　　　１９５２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 12

馬絹　　　　　　　　　１９５２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　15 15

馬絹　　　　　　　　　１９５６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 2

馬絹　　　　　　　　　１９５６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 3

馬絹　　　　　　　　　１９５６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 1

馬絹　　　　　　　　　１９５６の３　　 株式会社　田柳建装　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 1

馬絹　　　　　　　　　１９５６の６　　 プランドールビレッタＡ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 17

馬絹　　　　　　　　　１９５６の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 17

馬絹　　　　　　　　　１９５６の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 17

馬絹　　　　　　　　　１９５６の７　　 プランドールビレッタＥ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 13

馬絹　　　　　　　　　１９５６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 13

馬絹　　　　　　　　　１９５６の７　　 プランドールビレッタＢ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 16

馬絹　　　　　　　　　１９５６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 16

馬絹　　　　　　　　　１９５６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 16

馬絹　　　　　　　　　１９５６の８　　 プランドールビレッタＣ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 14

馬絹　　　　　　　　　１９５６の８　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 14

馬絹　　　　　　　　　１９５９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 9

馬絹　　　　　　　　　１９５９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 9

馬絹　　　　　　　　　１９５９の１　　 プランドールビレッタＤ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 10

馬絹　　　　　　　　　１９５９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 10

馬絹　　　　　　　　　１９５９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 10

馬絹　　　　　　　　　１９５９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 10

馬絹　　　　　　　　　１９５９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 10

馬絹　　　　　　　　　１９５９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 10

馬絹　　　　　　　　　１９５９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 8
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９５９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 8

馬絹　　　　　　　　　１９６０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 13

馬絹　　　　　　　　　１９６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　13 18

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 サンモリッツ宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 2

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 101

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 102

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 103

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 105

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 106

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 107

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 108

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 109

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 110

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 111

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 201

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 202

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 203

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 205

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 206

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 207

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 208

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 208

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 209

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 210

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 211

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 301

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 302

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 303

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 305

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 306

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 307

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 307

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 308

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 309

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 310

馬絹　　　　　　　　　１９６３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12  2- 311
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 モントルー宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 101

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 102

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 103

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 105

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 106

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 107

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 201

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 202

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 203

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 205

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 206

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 207

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 301

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 302

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 303

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 305

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 306

馬絹　　　　　　　　　１９６３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 17- 307

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 シャンペリー宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 101

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 101

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 102

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 103

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 105

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 106

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 107

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 201

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 202

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 203

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 205

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 206

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 207

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 301

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 302

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 303
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 305

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 306

馬絹　　　　　　　　　１９６４　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 13- 307

馬絹　　　　　　　　　１９６６の７　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 14

馬絹　　　　　　　　　１９６６の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 17

馬絹　　　　　　　　　１９６６の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 17

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　11 15

馬絹　　　　　　　　　１９６６の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 13

馬絹　　　　　　　　　１９６７　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 9

馬絹　　　　　　　　　１９６７　　　　 有限会社　都産業　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　12 9

馬絹　　　　　　　　　１９６８　　　　 都倉アパート　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 23

馬絹　　　　　　　　　１９６８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 23

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　11 25

馬絹　　　　　　　　　１９６８の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 27

馬絹　　　　　　　　　１９６９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 6

馬絹　　　　　　　　　１９６９　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 7

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　11 2

馬絹　　　　　　　　　１９６９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 4

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 小川ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 8

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 8

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 8

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 8

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 8

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 8

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 8

馬絹　　　　　　　　　１９７０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 9

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 プレミア宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 101

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 102

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 103

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 104

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 105

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 201

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 202

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 203

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 204
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 205

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 206

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 207

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 208

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 209

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 210

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 301

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 302

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 303

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 303

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 304

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 305

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 306

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 307

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 308

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 309

馬絹　　　　　　　　　１９７０の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　11 12- 310

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 サンウイング宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 ＫＵＭＯＮ式馬絹西教室　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 101

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 102

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 102

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 103

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 105

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 106

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 107

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 201

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 202

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 203

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 205

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 206

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 207

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 301

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 302

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 303

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 305

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 306
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９７２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 34- 307

馬絹　　　　　　　　　１９７５の１　　 小川運輸　有限会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 25

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 サンクタス宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10 6

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 101

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 102

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 103

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 104

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 105

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 106

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 107

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 108

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 109

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 201

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 202

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 203

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 204

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 205

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 206

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 207

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 208

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 208

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 209

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 210

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 211

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 212

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 213

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 214

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 215

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 216

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 217

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 218

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 219

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 220

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 301

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 302

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 303
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 304

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 305

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 306

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 307

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 308

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 309

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 310

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 311

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 312

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 313

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 314

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 315

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 316

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 317

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 318

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 319

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 320

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 401

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 402

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 403

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 404

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 405

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 406

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 407

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 408

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 408

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 409

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 410

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 411

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 412

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 413

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 414

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 415

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 416

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 417

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 417
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 418

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 419

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 420

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 501

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 502

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 503

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 504

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 505

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 506

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 507

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 508

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 509

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 510

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 511

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 512

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 513

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 514

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 515

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 516

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 517

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 518

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 519

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 601

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 602

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 603

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 604

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 605

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 606

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 607

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 608

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 609

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 609

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 610

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 611

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 612

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 613
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 614

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 615

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 616

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 701

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 702

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 703

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 704

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 705

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 706

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 707

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 708

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 709

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 710

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 711

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 712

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 713

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 714

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 715

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 716

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 801

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 802

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 803

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 804

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 805

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 806

馬絹　　　　　　　　　１９７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　10  6- 807

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 株式会社　ノジマ東名川崎店　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 5

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 Ｓｅｒｉａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 5

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 のせ歯科医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 5

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 ＰｌａｙＬａｎｄ５４ｓｔｒｅｅｔ　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 5

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 医療法人社団　明桜会　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 5

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 パストラール宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 101

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 102

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 103

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 103
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 104

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 105

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 201

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 202

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 203

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 204

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 205

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 301

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 302

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 303

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 304

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 304

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 株式会社　パストラール　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 304

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 305

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 401

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 402

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 403

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 404

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 405

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 501

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 502

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 503

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 504

馬絹　　　　　　　　　１９８０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 19- 505

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 レフィナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 フィットスパオアシス宮崎台　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 株式会社　メディカルアーツ　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 201

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 202

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 203

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 205

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 206

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 206

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 207

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 208

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 301
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 302

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 303

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 305

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 306

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 307

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 308

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 401

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 402

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 403

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 405

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 406

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 407

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 408

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 501

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 502

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 503

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 505

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 506

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 507

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 508

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 601

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 602

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 603

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 株式会社　ＭＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 605

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 有限会社　トクラ　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 605

馬絹　　　　　　　　　１９９２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 24- 606

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 カメットⅠ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 2

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 社会福祉法人　藤雪会　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 2

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 もものか保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 2

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 201

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 202

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 203

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 205

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 206

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 207

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 301
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 302

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 303

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 401

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 402

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 403

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 501

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 502

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 503

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 601

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 602

馬絹　　　　　　　　　１９９３の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9  2- 603

馬絹　　　　　　　　　１９９５　　　　 コートロングヒルⅢ　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５　　　　 愛ちゃん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５　　　　 栄照　　　いち号店　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 32

馬絹　　　　　　　　　１９９５の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 31

馬絹　　　　　　　　　１９９５の３　　 たぐちや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 31

馬絹　　　　　　　　　１９９５の３　　 フラワークリーニング　馬絹店　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 31

馬絹　　　　　　　　　１９９５の６　　 安心堂薬局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 30

馬絹　　　　　　　　　１９９５の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 30

馬絹　　　　　　　　　１９９５の６　　 安藤薬品　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　9 30

馬絹　　　　　　　　　２００２の１　　 株式会社　スズキ自販神奈川　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 9

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 プラウド宮前平サウスフロント　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 101

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 102

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 103

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 104

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 105

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 106

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 107

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 108

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 109
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 201

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 202

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 203

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 204

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 205

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 株式会社　インベストメントコンサルティング　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 206

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 206

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 207

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 208

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 209

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 210

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 301

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 302

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 303

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 304

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 305

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 306

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 307

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 308

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 309

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 310

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 401

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 402

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 403

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 404

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 405

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 406

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 407

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 408

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 409

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 410

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 501

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 502

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 503

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 504

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 505
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 506

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 507

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 508

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 601

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 602

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 603

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 604

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 605

馬絹　　　　　　　　　２００４の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 32- 606

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 ドゥメイン宮崎台　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 5

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 201

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 202

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 202

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 203

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 204

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 205

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 205

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 301

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 302

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 303

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 304

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 305

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 401

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 402

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 403

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 404

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 405

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 501

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 502

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 503

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 503

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 504

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 505

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 601

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 602

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 603
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 604

馬絹　　　　　　　　　２００６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  5- 605

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 グランベリー宮崎　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8 4

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 101

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 102

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 201

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 202

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 203

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 205

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 206

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 206

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 207

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 301

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 301

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 301

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 301

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 302

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 303

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 305

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 306

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 307

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 401

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 402

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 403

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 405

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 406

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 407

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 501

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 502

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 503

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 505

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 506

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 507

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 601

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 602

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 603
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 605

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 606

馬絹　　　　　　　　　２０１０の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　8  4- 607

馬絹　　　　　　　　　２０１１の１　　 株式会社　ホンダクリオ共立　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 9

馬絹　　　　　　　　　２０１３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 17

馬絹　　　　　　　　　２０１３　　　　 株式会社　トレード・ワールド　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 17

馬絹　　　　　　　　　２０１４　　　　 有限会社　名林商事倉庫Ｃ棟　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 20

馬絹　　　　　　　　　２０１４　　　　 エニダイン　株式会社　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 20

馬絹　　　　　　　　　２０１４　　　　 カネミ食品　株式会社　東京キッチン　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 20

馬絹　　　　　　　　　２０１４　　　　 ヤマト運輸　株式会社　宮前馬絹センター　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 20

馬絹　　　　　　　　　２０１５　　　　 有限会社　アルト　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 21

馬絹　　　　　　　　　２０１６の１　　 沖縄ハム総合食品　株式会社　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 4

馬絹　　　　　　　　　２０１８の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 23

馬絹　　　　　　　　　２０１８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 24

馬絹　　　　　　　　　２０１８の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 22

馬絹　　　　　　　　　２０１９の１　　 第３ウメハラコーポ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 31

馬絹　　　　　　　　　２０１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 31

馬絹　　　　　　　　　２０１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 31

馬絹　　　　　　　　　２０１９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 31

馬絹　　　　　　　　　２０１９の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 33

馬絹　　　　　　　　　２０１９の６　　 サクラ時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 32

馬絹　　　　　　　　　２０１９の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 32

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 ファミーユオオシマ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 1

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 小山歯科医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7 1

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 201

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 202

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 301

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 302

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 401

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 402

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 501

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 502

馬絹　　　　　　　　　２０２０　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　7  1- 601

馬絹　　　　　　　　　２４２１　　　　 有限会社　丸彦　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 5

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 エイブル宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 七田チャイルドアカデミー　宮前平教室　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 ファミリーマート　西平台店　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 201

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 エンジェリック　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 201

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 202

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 スマイルガーデン　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 202

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 203

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 204

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 205

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 301

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 302

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 303

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 304

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 305

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 305

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 401

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 402

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 403

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 404

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 405

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 501

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 502

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 503

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 12- 504

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 宮前平ハイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 34

馬絹　　　　　　　　　２４２１の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 40

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 すみれハウス　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 43

馬絹　　　　　　　　　２４２１の７　　 杉本電機産業　株式会社　宮前営業所　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 45

馬絹　　　　　　　　　２４２１の９　　 マルコビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 5

馬絹　　　　　　　　　２４２１の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 5

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 ウイング宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 6

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 101

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 102

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 シナリーＡＢＯＯ　有限会社　マダム・ポット営業所 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 103

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 105

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 201

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 202

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 203

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 205

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 301

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 302

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 303

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 305

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 401

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 402

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 403

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1  6- 405

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 22

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 22

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 19

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 17

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 18

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 21

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 椛ＨＡＢＩＴＡＴＩＯＮ　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 201
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 202

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 202

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 203

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 204

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 205

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 205

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 301

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 302

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 302

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 303

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 304

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 305

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 401

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 402

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 403

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 404

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 405

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 501

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 502

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 503

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１６　 馬絹１丁目　　　　　　1 14- 504

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 32

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１７　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 32

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 31

馬絹　　　　　　　　　２４２１の１９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 29

馬絹　　　　　　　　　２４２１の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 28

馬絹　　　　　　　　　２４２１の２０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 28

馬絹　　　　　　　　　２４２１の２８　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 23

馬絹　　　　　　　　　２４２１の２９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 25

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　1 26

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３２　 あたゆう　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 41

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３２　 株式会社　あたゆう教育研究所　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 41

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３２　 川原小児科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 41

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３２　 有限会社　ブルックス　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 41

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 38

馬絹　　　　　　　　　２４２１の３５　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　1 36
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１　　 メゾン宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 25

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 25

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 25

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 25

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 25

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 25

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 25

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 パストラルハイツ宮前平　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 17

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 ヒルズ千里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 101

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 102

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 103

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 105

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 106

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 107

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 201

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 202

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 203

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 205

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 206

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 207

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 301

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 302

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 303

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 305
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 306

馬絹　　　　　　　　　２４２２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 14- 307

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　21 4

馬絹　　　　　　　　　２４２２の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 3

馬絹　　　　　　　　　２４２２の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 3

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 24

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 24

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１２　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 23

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 22

馬絹　　　　　　　　　２４２２の１４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　21 21

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 ヒルズ美里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 101

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 102

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 103

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 105

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 106

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 107

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 108

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 201

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 202

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 203

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 205

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 206

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 207

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 208

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 有限会社　フェアリーフロー　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 208

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 301

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 302

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 303

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 305

馬絹　　　　　　　　　２４２３　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　22 34- 306

馬絹　　　　　　　　　２４２４の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　23 4

馬絹　　　　　　　　　２４２４の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　23 16

馬絹　　　　　　　　　２４２４の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　23 14

馬絹　　　　　　　　　２４２４の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　23 6

馬絹　　　　　　　　　２４２４の９　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　23 7
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宮前区馬絹地区（１期）

町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２４２４の１０　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　23 9

馬絹　　　　　　　　　２８５６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 20

馬絹　　　　　　　　　２８５６の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 21

馬絹　　　　　　　　　２８５６の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 22

馬絹　　　　　　　　　２８５６の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 19

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　2 14

馬絹　　　　　　　　　２８５７の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 16

馬絹　　　　　　　　　２８５７の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 16

馬絹　　　　　　　　　２８５７の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 13

馬絹　　　　　　　　　２８５７の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 17

馬絹　　　　　　　　　２８５８　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 19

馬絹　　　　　　　　　２８５８の３　　 馬絹フラワーハイツ　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　２８５８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　２８５８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　２８５８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　２８５８の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 10

馬絹　　　　　　　　　２８５９の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 13

馬絹　　　　　　　　　２８５９の３　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 12

馬絹　　　　　　　　　２８５９の４　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 11

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 アンソレイユ宮前平　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 4

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 101

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 102

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 103

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 105

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 106

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 107

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 108

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 201

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 202

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 203

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 205

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 206

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 207

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 208

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 301

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 302
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 303

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 305

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 306

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 307

馬絹　　　　　　　　　２８６１の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  4- 308

馬絹 馬絹１丁目　　　　　　6 43

馬絹　　　　　　　　　２８６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 37

馬絹　　　　　　　　　２８６２　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 37

馬絹　　　　　　　　　２８６２の２　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 38

馬絹　　　　　　　　　２８６２の５　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 40

馬絹　　　　　　　　　２８６２の６　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 39

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 プラザ・ディア　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 101

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 102

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 103

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 105

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 106

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 201

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 202

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 203

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 205

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 206

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 301

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 301

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 301

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 301

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 302

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 303

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 305

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 306

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 401

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 402

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 403

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 405

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 406

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 501
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 502

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 503

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 505

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 506

馬絹　　　　　　　　　２８６６　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 19- 506

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 コーポワールド　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 有限会社　宇成　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 301

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 302

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 303

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 304

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 305

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 306

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 401

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 402

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 403

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 404

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 405

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 406

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 501

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 502

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 503

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 504

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 505

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 506

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 601

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 602

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 603

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 604

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 605

馬絹　　　　　　　　　２８６８の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 15- 606

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 ドウェル宮前平　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 101

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 102

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 103

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 201
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 202

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 203

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 301

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 302

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 302

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 303

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 401

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 402

馬絹　　　　　　　　　２８６９の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 11- 403

馬絹　　　　　　　　　２８７１　　　　 大孝運輸　株式会社　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 9

馬絹　　　　　　　　　２８７１　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　6 9

馬絹　　　　　　　　　２８７４の１　　 クラウドナインビル　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 29

馬絹　　　　　　　　　２８７４の１　　 クラウドナインスタジオ宮前平店　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 29

馬絹　　　　　　　　　２８７５　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 601

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 ソアールシーノ　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 5

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 株式会社　東京すき家　すき家宮前平店　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 5

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 201

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 202

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 203

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 203

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 204

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 301

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 302

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 302

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 303

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 304

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 401

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 402

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 403

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 403

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 404

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 501

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 502

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 503

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 504

馬絹　　　　　　　　　２８７５の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5  5- 504
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町　名 番　地 町　名 番 号

旧 新
氏　名　・　名　称

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 アラモード・メゾン　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 101

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 102

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 103

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 104

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 201

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 202

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 203

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 204

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 301

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 302

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 303

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 401

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 402

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 403

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 404

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 501

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 502

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 503

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 504

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 601

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 602

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 603

馬絹　　　　　　　　　２８７６の１　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　5 25- 604

馬絹　　　　　　　　　２８７８の２　　 株式会社　商工電機製作所　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 12

馬絹　　　　　　　　　２８７９の１　　 株式会社　廣杉計器第２ビル　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 3

馬絹　　　　　　　　　２８７９の１　　 ヒロスギファブリッツ　株式会社　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 3

馬絹　　　　　　　　　２８８０の１　　 織戸ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 1

馬絹　　　　　　　　　２８８０の１　　 株式会社　織戸商事　　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 1

馬絹　　　　　　　　　２８８０の１　　 でらデンタルオフィス　　　　　　　　　　　　　　 馬絹１丁目　　　　　　2 1
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