草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理事業

旧新・新旧住所対照表

換地処分の公告日 令和3年1月29日
効力の発生日

八

令和3年1月30日

潮

市

旧新住所対照表

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草１６番地５

伊草一丁目３０番地６

大字伊草１６番地５

伊草一丁目３０番地６

大字伊草１６番地７

伊草一丁目３０番地４

大字伊草１６番地８

伊草一丁目３０番地３

大字伊草１６番地９

伊草一丁目２９番地８

大字伊草１６番地１０

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１５

伊草一丁目３０番地２

大字伊草１６番地１７

伊草一丁目３１番地９

大字伊草１６番地１７

伊草一丁目３１番地９

大字伊草１６番地１７

伊草一丁目３１番地１２

伊草ハイツ１０２

大字伊草１６番地１８

伊草一丁目３１番地１２

伊草ハイツ１０１

大字伊草１６番地１８

伊草一丁目３１番地１２

伊草ハイツ１０３

大字伊草１６番地１８

伊草一丁目３１番地１２

伊草ハイツ１０５

大字伊草１６番地１８

伊草一丁目３１番地１２

伊草ハイツ２０５号室

大字伊草１６番地１８

伊草一丁目３１番地１２

伊草ハイツ２０５号室

大字伊草１６番地２２

伊草一丁目３１番地１４

大字伊草１６番地２３

伊草一丁目３１番地１９

大字伊草１６番地２３

伊草一丁目３１番地１９

大字伊草１６番地２６

伊草一丁目２９番地１

大字伊草１６番地２６

伊草一丁目２９番地１

大字伊草１６番地２７

伊草一丁目３１番地２１

ヴィラ八潮２０２号

大字伊草１６番地２７

伊草一丁目３１番地２１

ＶＩＬＬＡ八潮３０１号室

大字伊草１６番地２７

伊草一丁目３１番地２１

ＶＩＬＬＡ八潮３０１室

大字伊草１６番地２７

伊草一丁目３１番地２１

Ｖｉｌｌａ八潮３０３号室

大字伊草１６番地２８

伊草一丁目３１番地１５

大字伊草１６番地３０

伊草一丁目３１番地５

大字伊草１６番地３１

伊草一丁目３１番地１７

大字伊草１６番地３３

伊草一丁目３１番地２２

大字伊草１６番地３７

伊草一丁目３１番地３

大字伊草１６番地３７

伊草一丁目３１番地３

大字伊草２２番地１

伊草一丁目２８番地１５

大字伊草２３番地７

伊草一丁目２８番地１２

大字伊草２４番地１

伊草一丁目２９番地４

大字伊草２４番地３

伊草一丁目２９番地３

大字伊草２８番地

伊草一丁目２９番地１９

大字伊草２８番地２

伊草一丁目２９番地１５

大字伊草２９番地１

伊草一丁目１８番地１
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伊草ハイツ２０１号

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草２９番地３

伊草一丁目１８番地２１

大字伊草２９番地４

伊草一丁目３０番地８

大字伊草３０番地

伊草一丁目２９番地２０

大字伊草３１番地１

伊草一丁目２８番地１８

ホームタウン伊草Ⅰ １０１

大字伊草３１番地１

伊草一丁目２８番地１８

ホームタウン伊草Ⅰ １０２号室

大字伊草３１番地１

伊草一丁目２８番地１８

ホームタウン伊草Ⅰ２０１

大字伊草３１番地１

伊草一丁目２８番地１８

ホ－ムタウンⅠ－２０２号

大字伊草３１番地１

伊草一丁目２８番地１８

ホームタウン伊草Ⅰ－３０１

大字伊草３１番地１

伊草一丁目２８番地１８

ホームタウン伊草Ⅰ ３０２号

大字伊草３２番地１

伊草一丁目２８番地１

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地９

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地１０

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地１０

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地１０

大字伊草３３番地１

伊草一丁目２８番地１

大字伊草３４番地１

伊草一丁目２８番地１６

コーポ西山１０１

大字伊草３４番地１

伊草一丁目２８番地１６

西山コーポ２０１

大字伊草３４番地１

伊草一丁目２８番地１６

コーポ西山２０２号室

大字伊草３４番地１

伊草一丁目２８番地１６

コーポ西山２０２号室

大字伊草３４番地１

伊草一丁目２８番地１６

コーポ西山２０２号室

大字伊草３４番地２

伊草一丁目２８番地９

大字伊草３６番地１

伊草一丁目２８番地３

大字伊草３７番地

伊草一丁目２８番地４

大字伊草３８番地

伊草一丁目２８番地２

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地２１

大字伊草４０番地１

伊草一丁目２７番地２２

ホームタウン伊草Ⅱ１０３号

大字伊草４０番地１

伊草一丁目２７番地２２

ホームタウン伊草Ⅱ２０１

大字伊草４０番地１

伊草一丁目２７番地２２

ホームタウン伊草Ⅱ２０２

大字伊草４０番地１

伊草一丁目２７番地２２

ホームタウン伊草Ⅱ２０３

大字伊草４０番地１

伊草一丁目２７番地２２

ホームタウン伊草Ⅱ３０１

大字伊草４０番地１

伊草一丁目２７番地２２

ホームタウン伊草Ⅱ３０２号室

大字伊草４０番地１

伊草一丁目２７番地２２

ホームタウン伊草Ⅱ－３０３

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

4

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２７番地１３

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２７番地１３

大字伊草４０番地５

伊草一丁目２６番地８

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮Ⅱ １０１号室

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮Ⅱ１０２

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮Ⅱ１０３

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮２－１０４号

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮Ⅱ１０５

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮２号－２０１

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮Ⅱ２０２

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮２号棟２０３

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮Ⅱ２０４号

大字伊草４０番地６

伊草一丁目２６番地１６

サンリブ八潮２ ２０４

大字伊草４０番地９

伊草一丁目２７番地１３

大字伊草４０番地１０

伊草一丁目２７番地１４

大字伊草４０番地２０

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草４０番地２１

伊草一丁目２７番地９

サンリブ八潮Ⅰ １０１

大字伊草４０番地２１

伊草一丁目２７番地９

サンリブ八潮Ⅰ－１０２号

大字伊草４０番地２１

伊草一丁目２７番地９

サンリブ八潮Ⅰ１０３

大字伊草４０番地２１

伊草一丁目２７番地９

サンリブ八潮Ⅰ ２０１号室

大字伊草４０番地２１

伊草一丁目２７番地９

サンリブ八潮Ⅰ－２０２

大字伊草４０番地２１

伊草一丁目２７番地９

サンリブ八潮Ⅰ－２０３号室

大字伊草４２番地

伊草一丁目２７番地２５

大字伊草４３番地

伊草一丁目２７番地２６

大字伊草４４番地

伊草一丁目２７番地２９

大字伊草４５番地

伊草一丁目２７番地２７

大字伊草４６番地

伊草一丁目２８番地１

大字伊草４７番地

伊草一丁目１９番地７

大字伊草４８番地１

伊草一丁目１９番地８

大字伊草５１番地１

伊草一丁目１９番地６

大字伊草５２番地

伊草一丁目１９番地５

大字伊草５３番地１

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５３番地２

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５３番地２

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５５番地

伊草一丁目１６番地８

大字伊草５６番地１

伊草一丁目１９番地１

大字伊草５６番地１

伊草一丁目１９番地２

5

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

大字伊草５６番地１

伊草一丁目２１番地１０

大字伊草５７番地

伊草一丁目２０番地１０

大字伊草５７番地

伊草一丁目２０番地１５

大字伊草５７番地

伊草一丁目２０番地１５

大字伊草５８番地２

伊草一丁目２０番地５

大字伊草５９番地

伊草一丁目２０番地２

大字伊草６０番地３

伊草一丁目２０番地４

大字伊草６２番地１

伊草一丁目２１番地９

大字伊草６２番地２

伊草一丁目２１番地１

大字伊草６２番地２

伊草一丁目２１番地１

大字伊草６７番地

伊草一丁目２７番地５

大字伊草６７番地２

伊草一丁目２７番地１

ハイツパステル１０１

大字伊草６７番地２

伊草一丁目２７番地１

ハイツパステル２０１号室

大字伊草６７番地２

伊草一丁目２７番地１

ハイツパステル２０２

大字伊草７５番地１

伊草一丁目２６番地１

大字伊草７７番地１

伊草一丁目２１番地７

大字伊草８０番地１

伊草一丁目２６番地３

大字伊草８０番地２

伊草一丁目２６番地６

大字伊草８６番地３

伊草一丁目２６番地５

大字伊草８７番地１

伊草一丁目２４番地２６

大字伊草８７番地１

伊草一丁目２４番地２６

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地５

伊草一丁目２４番地１８

大字伊草８７番地６

伊草一丁目２４番地１６

大字伊草８７番地６

伊草一丁目２４番地１６

大字伊草８７番地７

伊草一丁目２４番地２３

大字伊草８７番地１０

伊草一丁目２４番地２９

大字伊草８７番地１０

伊草一丁目２４番地２９

大字伊草９３番地

伊草一丁目２５番地７

大字伊草９４番地

伊草一丁目２２番地１９

大字伊草９５番地

伊草一丁目２２番地１４

大字伊草９５番地

伊草一丁目２２番地１５

大字伊草９５番地３

伊草一丁目２２番地１６

大字伊草９５番地５

伊草一丁目２２番地１２

大字伊草９５番地１１

伊草一丁目２５番地１

6

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

大字伊草９５番地１２

伊草一丁目２５番地２

大字伊草９８番地１

伊草一丁目２４番地３０

大字伊草９８番地２

伊草一丁目２４番地３３

大字伊草９８番地２

伊草一丁目２４番地３３

大字伊草１００番地１

伊草一丁目２４番地５

大字伊草１００番地１

伊草一丁目２４番地５

大字伊草１００番地２

伊草一丁目２４番地３７

大字伊草１０１番地２

伊草一丁目２４番地３

大字伊草１０３番地

伊草一丁目２３番地６

大字伊草１０３番地

伊草一丁目２３番地７

大字伊草１０４番地

伊草一丁目２３番地５

大字伊草１０６番地

伊草一丁目２２番地９

大字伊草１０８番地７

伊草一丁目２３番地１

大字伊草１１３番地

伊草一丁目２２番地４

大字伊草１１４番地２

伊草一丁目２２番地５

大字伊草１１５番地１

伊草一丁目２２番地６

大字伊草１１５番地２

伊草一丁目２２番地８

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１２０番地１

伊草一丁目２２番地３

大字伊草１２１番地２

伊草一丁目１２番地７

大字伊草１２１番地３

伊草一丁目１２番地６

大字伊草１２２番地１

伊草一丁目２２番地２６

大字伊草１２２番地１

伊草一丁目２２番地２７

大字伊草１２２番地２

伊草一丁目２２番地２８

大字伊草１２３番地

伊草一丁目２２番地２５

大字伊草１２５番地

伊草一丁目２２番地２０

大字伊草１２９番地１

伊草一丁目１４番地８

大字伊草１２９番地１

伊草一丁目１４番地８

大字伊草１２９番地２

伊草一丁目１４番地１０

大字伊草１３０番地２

伊草一丁目１４番地１１

大字伊草１３２番地

伊草一丁目１４番地２

大字伊草１３２番地

伊草一丁目１４番地２

大字伊草１３２番地

伊草一丁目１４番地２
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令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草１４０番地

伊草一丁目１２番地８

大字伊草１４４番地３

伊草一丁目１０番地２

大字伊草１４８番地１

伊草一丁目１１番地１４

大字伊草１４９番地１

伊草一丁目１１番地１２

大字伊草１５０番地

伊草一丁目１１番地８

大字伊草１５１番地１

伊草一丁目１１番地１９

大字伊草１５１番地１

伊草一丁目１１番地２０

大字伊草１５５番地１

伊草一丁目１１番地２４

大字伊草１５５番地２

伊草一丁目１１番地２３

大字伊草１５５番地３

伊草一丁目１１番地２５

エーゼットハイム１０１

大字伊草１５５番地３

伊草一丁目１１番地２５

エーゼットハイツ１０２

大字伊草１５５番地３

伊草一丁目１１番地２５

エーゼットハイツ２０１号

大字伊草１５５番地３

伊草一丁目１１番地２５

エーゼットハイツ２０３

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地１

イーストアベニュー１０１

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地１

イーストアベニュー１０２

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地１

イ－ストアベニュ－１０３

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地１

イ－ストアベニュ－１０５

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地１

イーストアベニュー２０１号室

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地１

イーストアベニュー２０３

大字伊草１５７番地１

伊草一丁目１０番地１

イーストアベニュー２０２

大字伊草１５７番地１

伊草一丁目１０番地１

イ－ストアベニュ－２０５号

大字伊草１５７番地１

伊草一丁目１０番地１

イーストアベニュー２０５

大字伊草１５９番地１

伊草一丁目１０番地３１

（株）フジテック寮２０１号

大字伊草１５９番地１

伊草一丁目１０番地３１

伊草ハイツ２０２号

大字伊草１５９番地１

伊草一丁目１０番地３１

伊草ハイツ２０５号

大字伊草１５９番地１

伊草一丁目１０番地３１

伊草ハイツ２０５

大字伊草１６０番地１

伊草一丁目１０番地２４

大字伊草１６０番地１

伊草一丁目１０番地２４

大字伊草１６１番地４

伊草一丁目１０番地６

大字伊草１６３番地

伊草一丁目１０番地７

大字伊草１６３番地

伊草一丁目１０番地８

大字伊草１６３番地

伊草一丁目１０番地９

大字伊草１６８番地

伊草一丁目１０番地２６

大字伊草１６９番地１

伊草一丁目１０番地２１

大字伊草１６９番地３

伊草一丁目１０番地１７

大字伊草１６９番地１２

伊草一丁目１０番地１８

大字伊草１７０番地

伊草一丁目１０番地２２
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

大字伊草１７０番地

伊草一丁目１０番地２２

大字伊草１７１番地１

伊草一丁目１０番地２３

大字伊草１７１番地１

伊草一丁目１０番地２３

大字伊草１７２番地

伊草一丁目１番地２７

大字伊草１７４番地

伊草一丁目１番地２９

大字伊草１７６番地

伊草一丁目１番地３１

大字伊草１７６番地２

伊草一丁目１番地３３

大字伊草１７６番地３

伊草一丁目１番地３４

大字伊草１７７番地２

伊草一丁目１番地２２

大字伊草１７７番地２

伊草一丁目１番地２２

大字伊草１７７番地７

伊草一丁目１番地１７

大字伊草１７７番地１１

伊草一丁目１番地２５

大字伊草１７７番地１３

伊草一丁目１番地２４

大字伊草１７７番地１４

伊草一丁目１番地２３

大字伊草１７８番地

伊草一丁目１番地８

大字伊草１８０番地

伊草一丁目１番地７

大字伊草１９３番地１

伊草一丁目１番地４０

大字伊草１９６番地１０

伊草一丁目２番地１８

大字伊草１９７番地１

伊草一丁目２番地１７

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０４番地１

伊草一丁目２番地１５

大字伊草２０４番地６

伊草一丁目２番地１４

大字伊草２０８番地１

伊草一丁目１５番地１３

大字伊草２０８番地４

伊草一丁目１５番地１

大字伊草２０８番地５

伊草一丁目１５番地２

大字伊草２０８番地６

伊草一丁目１５番地１２

大字伊草２０８番地６

伊草一丁目１５番地１２

大字伊草２１１番地

伊草一丁目１５番地３

大字伊草２１２番地

伊草一丁目１５番地６

大字伊草２１３番地４

伊草一丁目１５番地１４

大字伊草２１４番地５

伊草一丁目１５番地１０

大字伊草２１４番地６

伊草一丁目１５番地７

大字伊草２１４番地６

伊草一丁目１５番地１５

大字伊草２１５番地２

伊草一丁目１６番地７

大字伊草２１５番地６

伊草一丁目１６番地２
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方 書
髙橋方

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

大字伊草２１５番地８

伊草一丁目１６番地５

大字伊草２１５番地８

伊草一丁目１６番地５

大字伊草２１５番地９

伊草一丁目１６番地６

大字伊草２１５番地１０

伊草一丁目１６番地４

大字伊草２１６番地

伊草一丁目１６番地１０

大字伊草２１６番地１

伊草一丁目１６番地１１

大字伊草２１７番地１

伊草一丁目１６番地１７

大字伊草２１７番地７

伊草一丁目１６番地１８

大字伊草２１７番地７

伊草一丁目１６番地１９

大字伊草２１７番地７

伊草一丁目１６番地２２

大字伊草２１７番地９

伊草一丁目１６番地２０

大字伊草２１７番地９

伊草一丁目１６番地２０

大字伊草２１７番地１１

伊草一丁目１６番地２１

大字伊草２１９番地１

伊草一丁目１７番地３

大字伊草２２１番地

伊草一丁目１９番地１３

大字伊草２２１番地

伊草一丁目１９番地１３

大字伊草２２２番地

伊草一丁目１７番地５

大字伊草２２３番地

伊草一丁目１７番地４

大字伊草２２４番地２

伊草一丁目１７番地６

大字伊草２２５番地１

伊草一丁目１７番地８

大字伊草２２５番地２

伊草一丁目１７番地７

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１６

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１６

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１７

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１９

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１９

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１９

大字伊草２２７番地１

伊草一丁目１８番地２０

ハーベストハイツ１０１

大字伊草２２７番地１

伊草一丁目１８番地２０

ハーベストハイツ１０２

大字伊草２２８番地１

伊草一丁目１８番地４

大字伊草２２９番地

伊草一丁目１８番地５

大字伊草２３１番地

伊草一丁目１８番地６

大字伊草２３２番地

伊草一丁目１８番地１３

大字伊草２３３番地

伊草一丁目２９番地１４

大字伊草２３３番地

伊草一丁目３０番地７

大字伊草２３３番地３

伊草一丁目１８番地３

大字伊草２３４番地１

伊草一丁目１８番地１４
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

大字伊草２３５番地

伊草一丁目１７番地１５

大字伊草２３５番地２

伊草一丁目１７番地１４

大字伊草２３５番地３

伊草一丁目１８番地７

大字伊草２３５番地５

伊草一丁目１７番地１３

大字伊草２３７番地

伊草一丁目１７番地１０

大字伊草２３７番地

伊草一丁目１７番地１０

大字伊草２３９番地

伊草一丁目１７番地１９

大字伊草２４３番地２

伊草一丁目８番地１１

大字伊草２４３番地４

伊草一丁目８番地９

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地６

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地６

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地７

大字伊草２４４番地２

伊草一丁目８番地８

大字伊草２４６番地２

伊草一丁目８番地３

大字伊草２４７番地３

伊草一丁目８番地１３

大字伊草２４７番地５

伊草一丁目８番地１５

大字伊草２４７番地６

伊草一丁目８番地１８

大字伊草２４７番地７

伊草一丁目８番地１９

大字伊草２４７番地８

伊草一丁目８番地２０

大字伊草２４７番地１３

伊草一丁目８番地１４

大字伊草２５０番地

伊草一丁目８番地２７

大字伊草２５５番地１

伊草一丁目８番地３

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地６

大字伊草２５７番地１

伊草一丁目３番地４

大字伊草２５７番地３

伊草一丁目３番地５

大字伊草２５７番地４

伊草一丁目３番地６

大字伊草２５７番地５

伊草一丁目３番地７

大字伊草２５７番地６

伊草一丁目３番地１５

大字伊草２５７番地７

伊草一丁目３番地１４

大字伊草２５７番地１０

伊草一丁目３番地１８

大字伊草２５７番地１１

伊草一丁目３番地１９

大字伊草２５７番地１２

伊草一丁目３番地１

大字伊草２５７番地１３

伊草一丁目３番地２

大字伊草２５８番地

伊草一丁目３番地９

大字伊草２５８番地

伊草一丁目３番地９

大字伊草２５８番地

伊草一丁目３番地１０

大字伊草２５８番地３

伊草一丁目３番地１２
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方 書

榎本荘１０１

榎本荘１０２

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草２５８番地３

伊草一丁目３番地１２

大字伊草２５８番地３

伊草一丁目３番地１３

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベーア１０２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベーア１０３

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベーア１０３

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベーア２０１号室

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベーア２０３

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベ－ア２０４号

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

ミニヨンクーマ１０１号

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

ミニヨンク－マ１０２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

ミニヨンクーマ１０２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

ミニヨンク－マ１０３号室

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

ミニヨンクーマ２０１

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

ミニヨンクーマ２０３号

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

ミニヨンクーマ２０３号

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１２

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

葛原方

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

葛原方

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

葛原方

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地２

大字伊草２６６番地２

伊草一丁目８番地３３

大字伊草２６６番地２

伊草一丁目８番地３３

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地２９

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地２９

大字伊草２６９番地

伊草一丁目７番地３

大字伊草２７２番地１

伊草一丁目７番地２

大字伊草２７５番地

伊草一丁目４番地８

大字伊草２７５番地４

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベーア１０１

大字伊草２７５番地４

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベーア１０４

大字伊草２７５番地４

伊草一丁目４番地９

ミニヨンベ－ア２０２

大字伊草２７６番地

伊草一丁目４番地１６
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榎本方

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草２７６番地

伊草一丁目４番地１７

大字伊草２７６番地１

伊草一丁目４番地１６

エステーコーポ２０１

大字伊草２７６番地１

伊草一丁目４番地１６

エステコ－ポ２０２

大字伊草２７６番地１

伊草一丁目４番地１６

エステ－コ－ポ２０３三枝方

大字伊草２７６番地１

伊草一丁目４番地１６

エステーコーポ３０１

大字伊草２７６番地１

伊草一丁目４番地１６

エステーコーポ３０２号

大字伊草２７６番地１

伊草一丁目４番地１６

エステコ－ポ３０３

大字伊草２７６番地２

伊草一丁目４番地１５

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７８番地

伊草一丁目５番地１３

大字伊草２８３番地

伊草一丁目４番地５

大字伊草２８６番地

伊草一丁目４番地１

大字伊草２８７番地

伊草一丁目５番地２

大字伊草２９２番地

伊草一丁目５番地７

大字伊草２９４番地

伊草一丁目５番地１０

シュトラウス１０１

大字伊草２９４番地

伊草一丁目５番地１０

シュトラウス１０２号

大字伊草２９４番地

伊草一丁目５番地１０

シュトラウス１０３

大字伊草２９４番地

伊草一丁目５番地１０

シュトラウス２０１号室

大字伊草２９４番地

伊草一丁目５番地１０

シュトラウス２０２

大字伊草２９４番地

伊草一丁目５番地１０

シュトラウス２０３

大字伊草２９８番地

伊草一丁目５番地２８

大字伊草３０１番地

伊草一丁目５番地２６

大字伊草３０３番地２

伊草一丁目５番地２４

大字伊草３０３番地３

伊草一丁目５番地１６

大字伊草３０３番地４

伊草一丁目５番地１８

大字伊草３０３番地５

伊草一丁目５番地１９

大字伊草３０３番地６

伊草一丁目５番地２０

大字伊草３０３番地７

伊草一丁目５番地２１

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３０４番地８

伊草一丁目６番地７

大字伊草３０４番地９

伊草一丁目６番地６

大字伊草３０４番地９

伊草一丁目６番地６
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

大字伊草３０４番地１０

伊草一丁目６番地５

大字伊草３０４番地１１

伊草一丁目６番地４

大字伊草３０４番地１２

伊草一丁目６番地３

大字伊草３０７番地

伊草一丁目７番地１

大字伊草３１１番地１

伊草一丁目６番地１

大字伊草３１１番地２

伊草一丁目６番地２

大字伊草３１２番地２

伊草一丁目６番地１８

大字伊草３１２番地３

伊草一丁目６番地１６

大字伊草３１２番地４

伊草一丁目６番地１７

大字伊草３１２番地５

伊草一丁目６番地１２

大字伊草３１４番地

伊草一丁目６番地１３

大字伊草３１４番地

伊草一丁目６番地１４

大字伊草３２１番地

伊草二丁目１番地１２

大字伊草３２１番地

伊草二丁目１番地１２

大字伊草３２３番地１

伊草二丁目１番地１０

大字伊草３２３番地２

伊草二丁目１番地１１

大字伊草３２５番地１

伊草二丁目６番地３２

大字伊草３２５番地４

伊草二丁目６番地２６

大字伊草３２５番地４

伊草二丁目６番地２６

大字伊草３２５番地５

伊草二丁目６番地２８

大字伊草３２５番地５

伊草二丁目６番地２８

大字伊草３２５番地５

伊草二丁目６番地２８

大字伊草３２５番地７

伊草二丁目６番地２９

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

エスティーヌＳＤ１０２

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

エスティーヌＳＤ２０１号

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

エスティーヌＳＤ２０２

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

エスティーヌＳＤ２０３

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

エスティーヌＳＤ２０５号室

大字伊草３２９番地１

伊草二丁目６番地３

大字伊草３２９番地１

伊草二丁目６番地３

大字伊草３２９番地４

伊草二丁目６番地５

大字伊草３２９番地４

伊草二丁目６番地５
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草３２９番地５

伊草二丁目６番地７

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地９

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地９

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地１１

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地１１

大字伊草３３１番地３

伊草二丁目６番地１４

大字伊草３３５番地１

伊草二丁目６番地１２

みどりハイツ１０１

大字伊草３３５番地１

伊草二丁目６番地１２

みどりハイツ１０３

大字伊草３３５番地１

伊草二丁目６番地１２

みどりハイツ１０１

大字伊草３３５番地１

伊草二丁目６番地１２

みどりハイツ２０３号

大字伊草３３５番地２

伊草二丁目６番地１２

ミドリハイツ１０２

大字伊草３３５番地２

伊草二丁目６番地１２

みどりハイツ２０２

大字伊草３３５番地２

伊草二丁目６番地１２

みどりハイツ２０３

大字伊草３３６番地

伊草二丁目７番地１

大字伊草３３６番地

伊草二丁目７番地１２

大字伊草３３６番地１

伊草二丁目７番地９

大字伊草３３７番地

伊草二丁目７番地３

大字伊草３３９番地１

伊草二丁目８番地２２

大字伊草３４０番地

伊草二丁目８番地２

大字伊草３４２番地３

伊草二丁目１２番地３４

大字伊草３４５番地

伊草二丁目１２番地３３

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

イノマタビル１０１号

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

イノマタビル１０２号

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

イノマタビル２０２

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

イノマタビル２０６

大字伊草３４８番地

伊草二丁目１０番地１

大字伊草３４８番地

伊草二丁目１０番地１

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

ア－バンヒル１０１

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル１０２

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル１０３号

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル１０５号室

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル１０６

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル１０７号

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

ア－バンヒル２０１

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル２０２号室

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル２０２号室
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル２０２号室

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル２０２号室

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル２０３

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル２０５

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル２０６

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル３０１

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル３０１

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル３０２

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル３０３

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル３０５

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル３０６

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル３０７

大字伊草３５１番地

伊草二丁目１２番地２

大字伊草３５１番地

伊草二丁目１２番地２

大字伊草３５１番地２

伊草二丁目１２番地５

大字伊草３５１番地３

伊草二丁目１２番地３

大字伊草３５１番地３

伊草二丁目１２番地３

大字伊草３５４番地１

伊草二丁目１２番地２３

大字伊草３５４番地５

伊草二丁目１２番地２２

大字伊草３５５番地

伊草二丁目１２番地１８

大字伊草３５５番地４

伊草二丁目１２番地８

大字伊草３５５番地４

伊草二丁目１２番地９

大字伊草３５６番地２

伊草二丁目１２番地１６

大字伊草３５６番地４

伊草二丁目１２番地１４

大字伊草３５６番地６

伊草二丁目１２番地１１

大字伊草３５６番地６

伊草二丁目１２番地１３

大字伊草３５８番地６

伊草二丁目１２番地２１

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地１

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地１

大字伊草３６１番地１

伊草二丁目１３番地１１

大字伊草３６１番地２

伊草二丁目１３番地１０

大字伊草４１７番地５

伊草二丁目１４番地１９

大字伊草４１７番地５

伊草二丁目１４番地２２

大字伊草４１７番地９

伊草二丁目１４番地２０

大字伊草４１７番地９

伊草二丁目１４番地２０

大字伊草４１７番地９

伊草二丁目１４番地２０

大字伊草４１８番地

伊草二丁目１４番地２４
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草４１８番地

伊草二丁目１４番地２４

大字伊草４１９番地

伊草二丁目１４番地２５

大字伊草４１９番地

伊草二丁目１４番地２５

大字伊草４２０番地１

伊草二丁目１４番地１８

大字伊草４２０番地１

伊草二丁目１４番地２６

大字伊草４２１番地

伊草二丁目１４番地２８

大字伊草４２１番地１

伊草二丁目１４番地２７

大字伊草４２１番地４

伊草二丁目１４番地１５

大字伊草４２１番地５

伊草二丁目１４番地１６

大字伊草４２２番地１

伊草二丁目１４番地１３

大字伊草４２２番地１

伊草二丁目１４番地１３

大字伊草４２２番地１

伊草二丁目１４番地１４

大字伊草４２３番地１

伊草二丁目１４番地４

若草ハイツ第１荘１０３

大字伊草４２３番地１

伊草二丁目１４番地４

若草ハイツ第一荘１０５号室

大字伊草４２３番地１

伊草二丁目１４番地４

若草ハイツ第１ ２０１号

大字伊草４２３番地１

伊草二丁目１４番地４

若草ハイツ２０２

大字伊草４２３番地１

伊草二丁目１４番地４

若草ハイツ第１－２０５

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ１０１

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ１０１

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ１０１

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ１０２

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ１０２

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

ア－バン１０３

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ２０１

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ２０１

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ２０１

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ２０１

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ２０２号

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ２０２号

大字伊草４２３番地８

伊草二丁目１４番地８

アーバンハイツ２０２号

大字伊草４２５番地

伊草二丁目１４番地９

大字伊草４２５番地

伊草二丁目１４番地９

大字伊草４２５番地

伊草二丁目１４番地１０

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地８

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地８

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地９

大字伊草４３５番地１

伊草二丁目１０番地４９
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

大字伊草４３５番地２

伊草二丁目１０番地５

大字伊草４３５番地２

伊草二丁目１０番地６

大字伊草４３５番地２

伊草二丁目１０番地７

大字伊草４３５番地３

伊草二丁目１０番地８

大字伊草４４０番地

伊草二丁目１０番地４１

大字伊草４４３番地１

伊草二丁目１０番地３３

グリーングラス１０１

大字伊草４４３番地１

伊草二丁目１０番地３３

グリーングラス１０２

大字伊草４４３番地１

伊草二丁目１０番地３３

グリーングラス１０２

大字伊草４４６番地

伊草二丁目１０番地１２

大字伊草４６０番地１

伊草二丁目９番地６

大字伊草４６０番地１

伊草二丁目９番地７

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６４番地２

伊草二丁目８番地１３

大字伊草４６５番地

伊草二丁目８番地１２

エトワールイースト１号棟

大字伊草４６５番地

伊草二丁目８番地１２

エトワールイースト１号棟

大字伊草４６５番地

伊草二丁目８番地１２

エトワールイースト２号棟

大字伊草４６５番地

伊草二丁目８番地１２

大字伊草４６５番地

伊草二丁目８番地１２

大字伊草４６６番地

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地２

伊草二丁目８番地９

クレイノエトワールⅡ１０２

大字伊草４６６番地２

伊草二丁目８番地９

クレイノエトワールⅡ １０３号室

大字伊草４６６番地２

伊草二丁目８番地９

ＣＬＥＩＮＯエトワール２ １０４号

大字伊草４６６番地２

伊草二丁目８番地９

クレイノエトワールⅡ２０１

大字伊草４６６番地２

伊草二丁目８番地９

クレイノエトワールⅡ２０３号室

大字伊草４６６番地２

伊草二丁目８番地９

クレイノエトワール２ ２０５

大字伊草４６８番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６８番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６９番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６９番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６９番地

伊草二丁目８番地２０

大字伊草４７０番地

伊草二丁目８番地２０
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エトワールウエスト２号棟

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草４７０番地

伊草二丁目８番地２０

大字伊草４７１番地

伊草二丁目９番地１４

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地８

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地９

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地９

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地１０

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地１０

藤田方

大字伊草４７９番地２

伊草二丁目３番地６

ハイツ伊草１０３

大字伊草４７９番地２

伊草二丁目３番地６

ハイツ伊草２０２

大字伊草４７９番地２

伊草二丁目３番地６

ハイツ伊草２０２

大字伊草４７９番地２

伊草二丁目３番地６

ハイツ伊草２０２

大字伊草４８０番地１

伊草二丁目４番地１２

大字伊草４８０番地３

伊草二丁目４番地３

大字伊草４８０番地５

伊草二丁目４番地１８

大字伊草４８０番地５

伊草二丁目４番地１８

大字伊草４８０番地６

伊草二丁目４番地９

大字伊草４８０番地７

伊草二丁目５番地７

大字伊草４８０番地７

伊草二丁目５番地７

大字伊草４８０番地７

伊草二丁目５番地９

大字伊草４８０番地８

伊草二丁目４番地１６

大字伊草４８１番地１

伊草二丁目５番地６

大字伊草４８１番地２

伊草二丁目５番地４

大字伊草４８２番地１

伊草二丁目９番地１２

大字伊草４８２番地３

伊草二丁目９番地１３

大字伊草４８２番地５

伊草二丁目９番地１

大字伊草４８２番地６

伊草二丁目９番地２

大字伊草４８４番地２

伊草二丁目５番地２

大字伊草４８４番地２

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４８４番地７

伊草二丁目６番地２０

大字伊草４８４番地７

伊草二丁目６番地２０

大字伊草４８５番地

伊草二丁目６番地１６

大字伊草４８６番地４

伊草二丁目６番地１７

大字伊草４８６番地５

伊草二丁目４番地５

大字伊草４８６番地６

伊草二丁目５番地１１

大字伊草４８６番地７

伊草二丁目５番地１

大字伊草４８８番地１

伊草二丁目２番地７

アイコピアⅠ番館２０１

大字伊草４８９番地４

伊草二丁目２番地１０

ドエルＡＤＫ２０１号室

19

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（個人）
新住所

方 書

大字伊草４８９番地４

伊草二丁目２番地１０

ドエルＡＤＫ２０２号室

大字伊草４８９番地４

伊草二丁目２番地１０

ドエルＡＤＫ３０１

大字伊草４８９番地４

伊草二丁目２番地１０

ドエルＡＤＫ３０２号室

大字伊草４９０番地２

伊草二丁目４番地１

大字伊草４９１番地１

伊草二丁目４番地２２

大字伊草４９１番地１

伊草二丁目４番地２２

大字伊草４９２番地

伊草二丁目４番地７

大字伊草４９３番地２

伊草二丁目２番地７

大字伊草４９５番地１

伊草二丁目２番地１６

大字伊草４９５番地３

伊草二丁目２番地１４

大字伊草４９５番地３

伊草二丁目２番地１４

大字伊草４９６番地

伊草二丁目３番地３

大字伊草４９６番地２

伊草二丁目３番地５

大字伊草４９６番地３

伊草二丁目３番地４

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地１７

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地１７

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地１７

大字伊草４９７番地２

伊草二丁目２番地１８

大字伊草４９９番地

伊草二丁目２番地１９

大字伊草４９９番地

伊草二丁目２番地１９

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地８

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地８

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地８

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地９

大字伊草５００番地４

伊草二丁目２番地５

大字伊草５００番地５

伊草二丁目１番地７

大字伊草５００番地５

伊草二丁目１番地７

大字伊草５００番地６

伊草二丁目２番地２

大字伊草５００番地９

伊草二丁目２番地１

大字伊草１８００番地１

伊草二丁目３番地１０

大字伊草１８００番地１

伊草二丁目３番地１０

大字伊草１８００番地２

伊草二丁目３番地８

大字伊草１８００番地５

伊草二丁目３番地１３

大字伊草１８００番地６

伊草二丁目３番地１４

大字伊草１８００番地６

伊草二丁目３番地１４

大字伊草１８００番地７

伊草二丁目３番地１１

大字小作田６９７番地３

伊草一丁目２９番地９
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アイコピア・Ⅰ番館３０１号室

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（個人）
新住所

大字小作田６９７番地４

伊草一丁目２９番地１２

大字小作田６９７番地４

伊草一丁目２９番地１２

大字小作田９０２番地１

伊草二丁目１０番地２９

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１０番地２７

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地１１

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地２４

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地２４

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地２５

大字小作田９０６番地６

伊草二丁目１０番地２６

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地１３

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地１３

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地１９

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地２２

大字小作田９０７番地３

伊草二丁目１０番地１８

大字小作田９０８番地１

伊草二丁目１０番地９

大字小作田９０８番地２

伊草二丁目１０番地１０
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令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

旧新住所対照表（法人）
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

大字伊草１６番地７

伊草一丁目３０番地４

大字伊草２２番地１

伊草一丁目２８番地１５

大字伊草３７番地

伊草一丁目２８番地４

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地２１

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

大字伊草５３番地２

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５７番地

伊草一丁目２０番地１５

大字伊草５９番地

伊草一丁目２０番地２

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地８

伊草一丁目２４番地２４

大字伊草９４番地

伊草一丁目２５番地６

大字伊草９４番地

伊草一丁目２２番地１９

大字伊草９５番地３

伊草一丁目２２番地１６

大字伊草１０４番地

伊草一丁目２３番地５

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１２１番地３

伊草一丁目１２番地６

大字伊草１３５番地

伊草一丁目１４番地４

大字伊草１５５番地１

伊草一丁目１１番地２４

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１６０番地１

伊草一丁目１０番地２４

大字伊草１７１番地１

伊草一丁目１０番地２３

大字伊草１７７番地

伊草一丁目１番地３

大字伊草１７７番地１０

伊草一丁目１番地１

ウリュウ第２ビル３０２号室

大字伊草１７７番地１０

伊草一丁目１番地１

ウリュウ第二ビル３０１

大字伊草１９３番地１

伊草一丁目１番地４０

大字伊草１９９番地１

伊草一丁目２番地１０

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０７番地１

伊草一丁目２番地１６

大字伊草２１１番地

伊草一丁目１５番地３

大字伊草２１７番地１１

伊草一丁目１６番地２１

大字伊草２３４番地１

伊草一丁目１８番地１４

大字伊草２３５番地

伊草一丁目１７番地１５

大字伊草２３５番地５

伊草一丁目１７番地１３

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地６

大字伊草２４７番地１

伊草一丁目８番地２７
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（法人）
新住所

方 書

大字伊草２４７番地６

伊草一丁目８番地１８

大字伊草２４７番地８

伊草一丁目８番地２０

大字伊草２５０番地１

伊草一丁目８番地２６

大字伊草２５５番地

伊草一丁目９番地３

大字伊草２５５番地

伊草一丁目９番地３

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地１

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地４

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地１

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地２

大字伊草２５６番地

伊草二丁目８番地６

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地３２

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地３２

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地２９

大字伊草２７５番地

伊草一丁目４番地８

大字伊草２７７番地

伊草一丁目７番地１

大字伊草２７７番地

伊草一丁目７番地１

大字伊草２８０番地

伊草一丁目４番地６

大字伊草２９０番地２

伊草一丁目４番地１８

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地９

大字伊草３３７番地

伊草二丁目７番地３

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

猪亦ビル１階

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

猪亦ビル２０３号室

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２６

アーバンヒル１０１

大字伊草３５１番地

伊草二丁目１２番地２

大字伊草３５４番地１

伊草二丁目１２番地２３

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地６

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地６

大字伊草４２２番地１

伊草二丁目１４番地１４

大字伊草４２３番地１

伊草二丁目１４番地４

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地７

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地７

大字伊草４４１番地３

伊草二丁目１０番地３８

大字伊草４６０番地

伊草二丁目９番地５
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東不動産

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

旧新住所対照表（法人）
新住所

大字伊草４６４番地１

伊草二丁目９番地３

大字伊草４６７番地１

伊草二丁目８番地６

大字伊草４７９番地２

伊草二丁目３番地６

大字伊草４８０番地６

伊草二丁目４番地２０

大字伊草４８４番地２

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４８６番地７

伊草二丁目５番地１

大字伊草４８８番地１

伊草二丁目６番地２２

大字伊草４８８番地１

伊草二丁目２番地７

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地１８

大字伊草５００番地５

伊草二丁目１番地７

大字小作田９０２番地１

伊草二丁目１０番地２９
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方 書

２Ｆ

新旧住所対照表

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

伊草一丁目１番地７

大字伊草１８０番地

伊草一丁目１番地８

大字伊草１７８番地

伊草一丁目１番地１７

大字伊草１７７番地７

伊草一丁目１番地２２

大字伊草１７７番地２

伊草一丁目１番地２２

大字伊草１７７番地２

伊草一丁目１番地２３

大字伊草１７７番地１４

伊草一丁目１番地２４

大字伊草１７７番地１３

伊草一丁目１番地２５

大字伊草１７７番地１１

伊草一丁目１番地２７

大字伊草１７２番地

伊草一丁目１番地２９

大字伊草１７４番地

伊草一丁目１番地３１

大字伊草１７６番地

伊草一丁目１番地３３

大字伊草１７６番地２

伊草一丁目１番地３４

大字伊草１７６番地３

伊草一丁目１番地４０

大字伊草１９３番地１

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１４

大字伊草２０４番地６

伊草一丁目２番地１５

大字伊草２０４番地１

伊草一丁目２番地１７

大字伊草１９７番地１

伊草一丁目２番地１８

大字伊草１９６番地１０

伊草一丁目３番地１

大字伊草２５７番地１２

伊草一丁目３番地２

大字伊草２５７番地１３

伊草一丁目３番地４

大字伊草２５７番地１

伊草一丁目３番地５

大字伊草２５７番地３

伊草一丁目３番地６

大字伊草２５７番地４

伊草一丁目３番地７

大字伊草２５７番地５

伊草一丁目３番地９

大字伊草２５８番地

伊草一丁目３番地９

大字伊草２５８番地

伊草一丁目３番地１０

大字伊草２５８番地

伊草一丁目３番地１２

大字伊草２５８番地３

伊草一丁目３番地１２

大字伊草２５８番地３

伊草一丁目３番地１３

大字伊草２５８番地３

伊草一丁目３番地１４

大字伊草２５７番地７

伊草一丁目３番地１５

大字伊草２５７番地６

伊草一丁目３番地１８

大字伊草２５７番地１０

伊草一丁目３番地１９

大字伊草２５７番地１１
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令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

伊草一丁目４番地１

大字伊草２８６番地

伊草一丁目４番地５

大字伊草２８３番地

伊草一丁目４番地８

大字伊草２７５番地

伊草一丁目４番地９

大字伊草２７５番地４

ミニヨンベーア１０１

伊草一丁目４番地９

大字伊草２６０番地

ミニヨンベーア１０２

伊草一丁目４番地９

大字伊草２６０番地

ミニヨンベーア１０３

伊草一丁目４番地９

大字伊草２６０番地

ミニヨンベーア１０３

伊草一丁目４番地９

大字伊草２７５番地４

ミニヨンベーア１０４

伊草一丁目４番地９

大字伊草２６０番地

ミニヨンベーア２０１号室

伊草一丁目４番地９

大字伊草２７５番地４

ミニヨンベ－ア２０２

伊草一丁目４番地９

大字伊草２６０番地

ミニヨンベーア２０３

伊草一丁目４番地９

大字伊草２６０番地

ミニヨンベ－ア２０４号

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

ミニヨンクーマ１０１号

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

ミニヨンク－マ１０２

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

ミニヨンクーマ１０２

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

ミニヨンク－マ１０３号室

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

ミニヨンクーマ２０１

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

ミニヨンクーマ２０３号

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

ミニヨンクーマ２０３号

伊草一丁目４番地１２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１２

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１４

大字伊草２７６番地３

伊草一丁目４番地１５

大字伊草２７６番地２

伊草一丁目４番地１６

大字伊草２７６番地

伊草一丁目４番地１６

大字伊草２７６番地１

エステーコーポ２０１

伊草一丁目４番地１６

大字伊草２７６番地１

エステコ－ポ２０２

伊草一丁目４番地１６

大字伊草２７６番地１

エステ－コ－ポ２０３三枝方

伊草一丁目４番地１６

大字伊草２７６番地１

エステーコーポ３０１

伊草一丁目４番地１６

大字伊草２７６番地１

エステーコーポ３０２号

伊草一丁目４番地１６

大字伊草２７６番地１

エステコ－ポ３０３

伊草一丁目４番地１７

大字伊草２７６番地

伊草一丁目５番地２

大字伊草２８７番地

伊草一丁目５番地７

大字伊草２９２番地
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草一丁目５番地１０

大字伊草２９４番地

シュトラウス１０１

伊草一丁目５番地１０

大字伊草２９４番地

シュトラウス１０２号

伊草一丁目５番地１０

大字伊草２９４番地

シュトラウス１０３

伊草一丁目５番地１０

大字伊草２９４番地

シュトラウス２０１号室

伊草一丁目５番地１０

大字伊草２９４番地

シュトラウス２０２

伊草一丁目５番地１０

大字伊草２９４番地

シュトラウス２０３

伊草一丁目５番地１３

大字伊草２７８番地

伊草一丁目５番地１６

大字伊草３０３番地３

伊草一丁目５番地１８

大字伊草３０３番地４

伊草一丁目５番地１９

大字伊草３０３番地５

伊草一丁目５番地２０

大字伊草３０３番地６

伊草一丁目５番地２１

大字伊草３０３番地７

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目５番地２４

大字伊草３０３番地２

伊草一丁目５番地２６

大字伊草３０１番地

伊草一丁目５番地２８

大字伊草２９８番地

伊草一丁目６番地１

大字伊草３１１番地１

伊草一丁目６番地２

大字伊草３１１番地２

伊草一丁目６番地３

大字伊草３０４番地１２

伊草一丁目６番地４

大字伊草３０４番地１１

伊草一丁目６番地５

大字伊草３０４番地１０

伊草一丁目６番地６

大字伊草３０４番地９

伊草一丁目６番地６

大字伊草３０４番地９

伊草一丁目６番地７

大字伊草３０４番地８

伊草一丁目６番地１２

大字伊草３１２番地５

伊草一丁目６番地１３

大字伊草３１４番地

伊草一丁目６番地１４

大字伊草３１４番地

伊草一丁目６番地１６

大字伊草３１２番地３

伊草一丁目６番地１７

大字伊草３１２番地４

伊草一丁目６番地１８

大字伊草３１２番地２

伊草一丁目７番地１

大字伊草３０７番地

伊草一丁目７番地２

大字伊草２７２番地１

伊草一丁目７番地３

大字伊草２６９番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

葛原方

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

葛原方

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

葛原方

伊草一丁目８番地２

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地３

大字伊草２４６番地２

榎本荘１０１

伊草一丁目８番地３

大字伊草２５５番地１

榎本荘１０２

伊草一丁目８番地６

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地６

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地７

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地８

大字伊草２４４番地２

伊草一丁目８番地９

大字伊草２４３番地４

伊草一丁目８番地１１

大字伊草２４３番地２

伊草一丁目８番地１３

大字伊草２４７番地３

伊草一丁目８番地１４

大字伊草２４７番地１３

伊草一丁目８番地１５

大字伊草２４７番地５

伊草一丁目８番地１８

大字伊草２４７番地６

伊草一丁目８番地１９

大字伊草２４７番地７

伊草一丁目８番地２０

大字伊草２４７番地８

伊草一丁目８番地２７

大字伊草２５０番地

伊草一丁目８番地２９

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地２９

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地３３

大字伊草２６６番地２

伊草一丁目８番地３３

大字伊草２６６番地２

伊草一丁目９番地６

大字伊草２５６番地

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地

イーストアベニュー１０１

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地

イーストアベニュー１０２

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地

イ－ストアベニュ－１０３

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地

イ－ストアベニュ－１０５

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地

イーストアベニュー２０１号室

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地１

イーストアベニュー２０２

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地

イーストアベニュー２０３

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地１

イ－ストアベニュ－２０５号

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地１

イーストアベニュー２０５

伊草一丁目１０番地２

大字伊草１４４番地３

伊草一丁目１０番地６

大字伊草１６１番地４
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榎本方

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草一丁目１０番地７

大字伊草１６３番地

伊草一丁目１０番地８

大字伊草１６３番地

伊草一丁目１０番地９

大字伊草１６３番地

伊草一丁目１０番地１７

大字伊草１６９番地３

伊草一丁目１０番地１８

大字伊草１６９番地１２

伊草一丁目１０番地２１

大字伊草１６９番地１

伊草一丁目１０番地２２

大字伊草１７０番地

伊草一丁目１０番地２２

大字伊草１７０番地

伊草一丁目１０番地２３

大字伊草１７１番地１

伊草一丁目１０番地２３

大字伊草１７１番地１

伊草一丁目１０番地２４

大字伊草１６０番地１

伊草一丁目１０番地２４

大字伊草１６０番地１

伊草一丁目１０番地２６

大字伊草１６８番地

伊草一丁目１０番地３１

大字伊草１５９番地１

（株）フジテック寮２０１号

伊草一丁目１０番地３１

大字伊草１５９番地１

伊草ハイツ２０２号

伊草一丁目１０番地３１

大字伊草１５９番地１

伊草ハイツ２０５号

伊草一丁目１０番地３１

大字伊草１５９番地１

伊草ハイツ２０５

伊草一丁目１１番地８

大字伊草１５０番地

伊草一丁目１１番地１２

大字伊草１４９番地１

伊草一丁目１１番地１４

大字伊草１４８番地１

伊草一丁目１１番地１９

大字伊草１５１番地１

伊草一丁目１１番地２０

大字伊草１５１番地１

伊草一丁目１１番地２３

大字伊草１５５番地２

伊草一丁目１１番地２４

大字伊草１５５番地１

伊草一丁目１１番地２５

大字伊草１５５番地３

エーゼットハイム１０１

伊草一丁目１１番地２５

大字伊草１５５番地３

エーゼットハイツ１０２

伊草一丁目１１番地２５

大字伊草１５５番地３

エーゼットハイツ２０１号

伊草一丁目１１番地２５

大字伊草１５５番地３

エーゼットハイツ２０３

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地６

大字伊草１２１番地３

伊草一丁目１２番地７

大字伊草１２１番地２

伊草一丁目１２番地８

大字伊草１４０番地

伊草一丁目１４番地２

大字伊草１３２番地
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髙橋方

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

伊草一丁目１４番地２

大字伊草１３２番地

伊草一丁目１４番地２

大字伊草１３２番地

伊草一丁目１４番地８

大字伊草１２９番地１

伊草一丁目１４番地８

大字伊草１２９番地１

伊草一丁目１４番地１０

大字伊草１２９番地２

伊草一丁目１４番地１１

大字伊草１３０番地２

伊草一丁目１５番地１

大字伊草２０８番地４

伊草一丁目１５番地２

大字伊草２０８番地５

伊草一丁目１５番地３

大字伊草２１１番地

伊草一丁目１５番地６

大字伊草２１２番地

伊草一丁目１５番地７

大字伊草２１４番地６

伊草一丁目１５番地１０

大字伊草２１４番地５

伊草一丁目１５番地１２

大字伊草２０８番地６

伊草一丁目１５番地１２

大字伊草２０８番地６

伊草一丁目１５番地１３

大字伊草２０８番地１

伊草一丁目１５番地１４

大字伊草２１３番地４

伊草一丁目１５番地１５

大字伊草２１４番地６

伊草一丁目１６番地２

大字伊草２１５番地６

伊草一丁目１６番地４

大字伊草２１５番地１０

伊草一丁目１６番地５

大字伊草２１５番地８

伊草一丁目１６番地５

大字伊草２１５番地８

伊草一丁目１６番地６

大字伊草２１５番地９

伊草一丁目１６番地７

大字伊草２１５番地２

伊草一丁目１６番地８

大字伊草５５番地

伊草一丁目１６番地１０

大字伊草２１６番地

伊草一丁目１６番地１１

大字伊草２１６番地１

伊草一丁目１６番地１７

大字伊草２１７番地１

伊草一丁目１６番地１８

大字伊草２１７番地７

伊草一丁目１６番地１９

大字伊草２１７番地７

伊草一丁目１６番地２０

大字伊草２１７番地９

伊草一丁目１６番地２０

大字伊草２１７番地９

伊草一丁目１６番地２１

大字伊草２１７番地１１

伊草一丁目１６番地２２

大字伊草２１７番地７

伊草一丁目１７番地３

大字伊草２１９番地１

伊草一丁目１７番地４

大字伊草２２３番地

伊草一丁目１７番地５

大字伊草２２２番地

伊草一丁目１７番地６

大字伊草２２４番地２

31

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

伊草一丁目１７番地７

大字伊草２２５番地２

伊草一丁目１７番地８

大字伊草２２５番地１

伊草一丁目１７番地１０

大字伊草２３７番地

伊草一丁目１７番地１０

大字伊草２３７番地

伊草一丁目１７番地１３

大字伊草２３５番地５

伊草一丁目１７番地１４

大字伊草２３５番地２

伊草一丁目１７番地１５

大字伊草２３５番地

伊草一丁目１７番地１９

大字伊草２３９番地

伊草一丁目１８番地１

大字伊草２９番地１

伊草一丁目１８番地３

大字伊草２３３番地３

伊草一丁目１８番地４

大字伊草２２８番地１

伊草一丁目１８番地５

大字伊草２２９番地

伊草一丁目１８番地６

大字伊草２３１番地

伊草一丁目１８番地７

大字伊草２３５番地３

伊草一丁目１８番地１３

大字伊草２３２番地

伊草一丁目１８番地１４

大字伊草２３４番地１

伊草一丁目１８番地１６

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１６

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１７

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１９

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１９

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地１９

大字伊草２２６番地

伊草一丁目１８番地２０

大字伊草２２７番地１

ハーベストハイツ１０１

伊草一丁目１８番地２０

大字伊草２２７番地１

ハーベストハイツ１０２

伊草一丁目１８番地２１

大字伊草２９番地３

伊草一丁目１９番地１

大字伊草５６番地１

伊草一丁目１９番地２

大字伊草５６番地１

伊草一丁目１９番地５

大字伊草５２番地

伊草一丁目１９番地６

大字伊草５１番地１

伊草一丁目１９番地７

大字伊草４７番地

伊草一丁目１９番地８

大字伊草４８番地１

伊草一丁目１９番地９

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地１０

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地１０

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地１０

大字伊草３２番地３

伊草一丁目１９番地１３

大字伊草２２１番地

伊草一丁目１９番地１３

大字伊草２２１番地
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５３番地１

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５３番地２

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５３番地２

伊草一丁目２０番地２

大字伊草５９番地

伊草一丁目２０番地４

大字伊草６０番地３

伊草一丁目２０番地５

大字伊草５８番地２

伊草一丁目２０番地１０

大字伊草５７番地

伊草一丁目２０番地１５

大字伊草５７番地

伊草一丁目２０番地１５

大字伊草５７番地

伊草一丁目２１番地１

大字伊草６２番地２

伊草一丁目２１番地１

大字伊草６２番地２

伊草一丁目２１番地７

大字伊草７７番地１

伊草一丁目２１番地９

大字伊草６２番地１

伊草一丁目２１番地１０

大字伊草５６番地１

伊草一丁目２２番地３

大字伊草１２０番地１

伊草一丁目２２番地４

大字伊草１１３番地

伊草一丁目２２番地５

大字伊草１１４番地２

伊草一丁目２２番地６

大字伊草１１５番地１

伊草一丁目２２番地８

大字伊草１１５番地２

伊草一丁目２２番地９

大字伊草１０６番地

伊草一丁目２２番地１２

大字伊草９５番地５

伊草一丁目２２番地１４

大字伊草９５番地

伊草一丁目２２番地１５

大字伊草９５番地

伊草一丁目２２番地１６

大字伊草９５番地３

伊草一丁目２２番地１９

大字伊草９４番地

伊草一丁目２２番地２０

大字伊草１２５番地

伊草一丁目２２番地２５

大字伊草１２３番地

伊草一丁目２２番地２６

大字伊草１２２番地１

伊草一丁目２２番地２７

大字伊草１２２番地１

伊草一丁目２２番地２８

大字伊草１２２番地２

伊草一丁目２３番地１

大字伊草１０８番地７

伊草一丁目２３番地５

大字伊草１０４番地

伊草一丁目２３番地６

大字伊草１０３番地

伊草一丁目２３番地７

大字伊草１０３番地

伊草一丁目２４番地３

大字伊草１０１番地２

伊草一丁目２４番地５

大字伊草１００番地１

伊草一丁目２４番地５

大字伊草１００番地１
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令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

伊草一丁目２４番地１６

大字伊草８７番地６

伊草一丁目２４番地１６

大字伊草８７番地６

伊草一丁目２４番地１８

大字伊草８７番地５

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地２３

大字伊草８７番地７

伊草一丁目２４番地２６

大字伊草８７番地１

伊草一丁目２４番地２６

大字伊草８７番地１

伊草一丁目２４番地２９

大字伊草８７番地１０

伊草一丁目２４番地２９

大字伊草８７番地１０

伊草一丁目２４番地３０

大字伊草９８番地１

伊草一丁目２４番地３３

大字伊草９８番地２

伊草一丁目２４番地３３

大字伊草９８番地２

伊草一丁目２４番地３７

大字伊草１００番地２

伊草一丁目２５番地１

大字伊草９５番地１１

伊草一丁目２５番地２

大字伊草９５番地１２

伊草一丁目２５番地７

大字伊草９３番地

伊草一丁目２６番地１

大字伊草７５番地１

伊草一丁目２６番地３

大字伊草８０番地１

伊草一丁目２６番地５

大字伊草８６番地３

伊草一丁目２６番地６

大字伊草８０番地２

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２６番地８

大字伊草４０番地５

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮Ⅱ １０１号室

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮Ⅱ１０２

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮Ⅱ１０３

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮２－１０４号

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮Ⅱ１０５

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮２号－２０１

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮Ⅱ２０２

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮２号棟２０３

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮Ⅱ２０４号

伊草一丁目２６番地１６

大字伊草４０番地６

サンリブ八潮２ ２０４
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

伊草一丁目２７番地１

大字伊草６７番地２

ハイツパステル１０１

伊草一丁目２７番地１

大字伊草６７番地２

ハイツパステル２０１号室

伊草一丁目２７番地１

大字伊草６７番地２

ハイツパステル２０２

伊草一丁目２７番地５

大字伊草６７番地

伊草一丁目２７番地９

大字伊草４０番地２１

サンリブ八潮Ⅰ １０１

伊草一丁目２７番地９

大字伊草４０番地２１

サンリブ八潮Ⅰ－１０２号

伊草一丁目２７番地９

大字伊草４０番地２１

サンリブ八潮Ⅰ１０３

伊草一丁目２７番地９

大字伊草４０番地２１

サンリブ八潮Ⅰ ２０１号室

伊草一丁目２７番地９

大字伊草４０番地２１

サンリブ八潮Ⅰ－２０２

伊草一丁目２７番地９

大字伊草４０番地２１

サンリブ八潮Ⅰ－２０３号室

伊草一丁目２７番地１３

大字伊草４０番地９

伊草一丁目２７番地１３

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２７番地１３

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２７番地１４

大字伊草４０番地１０

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草４０番地２０

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地２１

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地２２

大字伊草４０番地１

ホームタウン伊草Ⅱ１０３号

伊草一丁目２７番地２２

大字伊草４０番地１

ホームタウン伊草Ⅱ２０１

伊草一丁目２７番地２２

大字伊草４０番地１

ホームタウン伊草Ⅱ２０２

伊草一丁目２７番地２２

大字伊草４０番地１

ホームタウン伊草Ⅱ２０３

伊草一丁目２７番地２２

大字伊草４０番地１

ホームタウン伊草Ⅱ３０１

伊草一丁目２７番地２２

大字伊草４０番地１

ホームタウン伊草Ⅱ３０２号室

伊草一丁目２７番地２２

大字伊草４０番地１

ホームタウン伊草Ⅱ－３０３

伊草一丁目２７番地２５

大字伊草４２番地

伊草一丁目２７番地２６

大字伊草４３番地

伊草一丁目２７番地２７

大字伊草４５番地

伊草一丁目２７番地２９

大字伊草４４番地

伊草一丁目２８番地１

大字伊草４６番地

伊草一丁目２８番地１

大字伊草３３番地１

伊草一丁目２８番地１

大字伊草３２番地１

伊草一丁目２８番地２

大字伊草３８番地

伊草一丁目２８番地３

大字伊草３６番地１

伊草一丁目２８番地４

大字伊草３７番地

伊草一丁目２８番地９

大字伊草３４番地２

伊草一丁目２８番地１２

大字伊草２３番地７

伊草一丁目２８番地１５

大字伊草２２番地１
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草一丁目２８番地１６

大字伊草３４番地１

コーポ西山１０１

伊草一丁目２８番地１６

大字伊草３４番地１

西山コーポ２０１

伊草一丁目２８番地１６

大字伊草３４番地１

コーポ西山２０２号室

伊草一丁目２８番地１６

大字伊草３４番地１

コーポ西山２０２号室

伊草一丁目２８番地１６

大字伊草３４番地１

コーポ西山２０２号室

伊草一丁目２８番地１８

大字伊草３１番地１

ホームタウン伊草Ⅰ １０１

伊草一丁目２８番地１８

大字伊草３１番地１

ホームタウン伊草Ⅰ １０２号室

伊草一丁目２８番地１８

大字伊草３１番地１

ホームタウン伊草Ⅰ２０１

伊草一丁目２８番地１８

大字伊草３１番地１

ホ－ムタウンⅠ－２０２号

伊草一丁目２８番地１８

大字伊草３１番地１

ホームタウン伊草Ⅰ－３０１

伊草一丁目２８番地１８

大字伊草３１番地１

ホームタウン伊草Ⅰ ３０２号

伊草一丁目２９番地１

大字伊草１６番地２６

伊草一丁目２９番地１

大字伊草１６番地２６

伊草一丁目２９番地３

大字伊草２４番地３

伊草一丁目２９番地４

大字伊草２４番地１

伊草一丁目２９番地８

大字伊草１６番地９

伊草一丁目２９番地９

大字小作田６９７番地３

伊草一丁目２９番地１２

大字小作田６９７番地４

伊草一丁目２９番地１２

大字小作田６９７番地４

伊草一丁目２９番地１４

大字伊草２３３番地

伊草一丁目２９番地１５

大字伊草２８番地２

伊草一丁目２９番地１９

大字伊草２８番地

伊草一丁目２９番地２０

大字伊草３０番地

伊草一丁目３０番地２

大字伊草１６番地１５

伊草一丁目３０番地３

大字伊草１６番地８

伊草一丁目３０番地４

大字伊草１６番地７

伊草一丁目３０番地６

大字伊草１６番地５

伊草一丁目３０番地６

大字伊草１６番地５

伊草一丁目３０番地７

大字伊草２３３番地

伊草一丁目３０番地８

大字伊草２９番地４

伊草一丁目３１番地３

大字伊草１６番地３７

伊草一丁目３１番地３

大字伊草１６番地３７

伊草一丁目３１番地５

大字伊草１６番地３０

伊草一丁目３１番地９

大字伊草１６番地１７

伊草一丁目３１番地９

大字伊草１６番地１７

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１８

伊草ハイツ１０１

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１７

伊草ハイツ１０２
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１８

伊草ハイツ１０３

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１８

伊草ハイツ１０５

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１０

伊草ハイツ２０１号

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１８

伊草ハイツ２０５号室

伊草一丁目３１番地１２

大字伊草１６番地１８

伊草ハイツ２０５号室

伊草一丁目３１番地１４

大字伊草１６番地２２

伊草一丁目３１番地１５

大字伊草１６番地２８

伊草一丁目３１番地１７

大字伊草１６番地３１

伊草一丁目３１番地１９

大字伊草１６番地２３

伊草一丁目３１番地１９

大字伊草１６番地２３

伊草一丁目３１番地２１

大字伊草１６番地２７

ヴィラ八潮２０２号

伊草一丁目３１番地２１

大字伊草１６番地２７

ＶＩＬＬＡ八潮３０１号室

伊草一丁目３１番地２１

大字伊草１６番地２７

ＶＩＬＬＡ八潮３０１室

伊草一丁目３１番地２１

大字伊草１６番地２７

Ｖｉｌｌａ八潮３０３号室

伊草一丁目３１番地２２

大字伊草１６番地３３

伊草二丁目１番地７

大字伊草５００番地５

伊草二丁目１番地７

大字伊草５００番地５

伊草二丁目１番地８

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地８

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地８

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地９

大字伊草５００番地１

伊草二丁目１番地１０

大字伊草３２３番地１

伊草二丁目１番地１１

大字伊草３２３番地２

伊草二丁目１番地１２

大字伊草３２１番地

伊草二丁目１番地１２

大字伊草３２１番地

伊草二丁目２番地１

大字伊草５００番地９

伊草二丁目２番地２

大字伊草５００番地６

伊草二丁目２番地５

大字伊草５００番地４

伊草二丁目２番地７

大字伊草４８８番地１

アイコピアⅠ番館２０１

伊草二丁目２番地７

大字伊草４９３番地２

アイコピア・Ⅰ番館３０１号室

伊草二丁目２番地１０

大字伊草４８９番地４

ドエルＡＤＫ２０１号室

伊草二丁目２番地１０

大字伊草４８９番地４

ドエルＡＤＫ２０２号室

伊草二丁目２番地１０

大字伊草４８９番地４

ドエルＡＤＫ３０１

伊草二丁目２番地１０

大字伊草４８９番地４

ドエルＡＤＫ３０２号室

伊草二丁目２番地１４

大字伊草４９５番地３

伊草二丁目２番地１４

大字伊草４９５番地３

伊草二丁目２番地１６

大字伊草４９５番地１
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草二丁目２番地１７

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地１７

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地１７

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地１８

大字伊草４９７番地２

伊草二丁目２番地１９

大字伊草４９９番地

伊草二丁目２番地１９

大字伊草４９９番地

伊草二丁目３番地３

大字伊草４９６番地

伊草二丁目３番地４

大字伊草４９６番地３

伊草二丁目３番地５

大字伊草４９６番地２

伊草二丁目３番地６

大字伊草４７９番地２

ハイツ伊草１０３

伊草二丁目３番地６

大字伊草４７９番地２

ハイツ伊草２０２

伊草二丁目３番地６

大字伊草４７９番地２

ハイツ伊草２０２

伊草二丁目３番地６

大字伊草４７９番地２

ハイツ伊草２０２

伊草二丁目３番地８

大字伊草１８００番地２

伊草二丁目３番地１０

大字伊草１８００番地１

伊草二丁目３番地１０

大字伊草１８００番地１

伊草二丁目３番地１１

大字伊草１８００番地７

伊草二丁目３番地１３

大字伊草１８００番地５

伊草二丁目３番地１４

大字伊草１８００番地６

伊草二丁目３番地１４

大字伊草１８００番地６

伊草二丁目４番地１

大字伊草４９０番地２

伊草二丁目４番地３

大字伊草４８０番地３

伊草二丁目４番地５

大字伊草４８６番地５

伊草二丁目４番地７

大字伊草４９２番地

伊草二丁目４番地９

大字伊草４８０番地６

伊草二丁目４番地１２

大字伊草４８０番地１

伊草二丁目４番地１６

大字伊草４８０番地８

伊草二丁目４番地１８

大字伊草４８０番地５

伊草二丁目４番地１８

大字伊草４８０番地５

伊草二丁目４番地２２

大字伊草４９１番地１

伊草二丁目４番地２２

大字伊草４９１番地１

伊草二丁目５番地１

大字伊草４８６番地７

伊草二丁目５番地２

大字伊草４８４番地２

伊草二丁目５番地４

大字伊草４８１番地２

伊草二丁目５番地６

大字伊草４８１番地１

伊草二丁目５番地７

大字伊草４８０番地７

伊草二丁目５番地７

大字伊草４８０番地７
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草二丁目５番地９

大字伊草４８０番地７

伊草二丁目５番地１１

大字伊草４８６番地６

伊草二丁目６番地３

大字伊草３２９番地１

伊草二丁目６番地３

大字伊草３２９番地１

伊草二丁目６番地５

大字伊草３２９番地４

伊草二丁目６番地５

大字伊草３２９番地４

伊草二丁目６番地７

大字伊草３２９番地５

伊草二丁目６番地９

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地９

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地１１

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地１１

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地１２

大字伊草３３５番地１

みどりハイツ１０１

伊草二丁目６番地１２

大字伊草３３５番地１

みどりハイツ１０３

伊草二丁目６番地１２

大字伊草３３５番地１

みどりハイツ１０１

伊草二丁目６番地１２

大字伊草３３５番地２

ミドリハイツ１０２

伊草二丁目６番地１２

大字伊草３３５番地２

みどりハイツ２０２

伊草二丁目６番地１２

大字伊草３３５番地２

みどりハイツ２０３

伊草二丁目６番地１２

大字伊草３３５番地１

みどりハイツ２０３号

伊草二丁目６番地１４

大字伊草３３１番地３

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

エスティーヌＳＤ１０２

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

エスティーヌＳＤ２０１号

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

エスティーヌＳＤ２０２

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

エスティーヌＳＤ２０３

伊草二丁目６番地１５

大字伊草３２６番地

エスティーヌＳＤ２０５号室

伊草二丁目６番地１６

大字伊草４８５番地

伊草二丁目６番地１７

大字伊草４８６番地４

伊草二丁目６番地２０

大字伊草４８４番地７

伊草二丁目６番地２０

大字伊草４８４番地７

伊草二丁目６番地２６

大字伊草３２５番地４

伊草二丁目６番地２６

大字伊草３２５番地４

伊草二丁目６番地２８

大字伊草３２５番地５

伊草二丁目６番地２８

大字伊草３２５番地５
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

伊草二丁目６番地２８

大字伊草３２５番地５

伊草二丁目６番地２９

大字伊草３２５番地７

伊草二丁目６番地３２

大字伊草３２５番地１

伊草二丁目７番地１

大字伊草３３６番地

伊草二丁目７番地３

大字伊草３３７番地

伊草二丁目７番地９

大字伊草３３６番地１

伊草二丁目７番地１２

大字伊草３３６番地

伊草二丁目８番地２

大字伊草３４０番地

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地２

クレイノエトワールⅡ１０２

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地２

クレイノエトワールⅡ １０３号室

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地２

ＣＬＥＩＮＯエトワール２ １０４号

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地２

クレイノエトワールⅡ２０１

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地２

クレイノエトワールⅡ２０３号室

伊草二丁目８番地９

大字伊草４６６番地２

クレイノエトワール２ ２０５

伊草二丁目８番地１２

大字伊草４６５番地

エトワールイースト１号棟

伊草二丁目８番地１２

大字伊草４６５番地

エトワールイースト１号棟

伊草二丁目８番地１２

大字伊草４６５番地

エトワールイースト２号棟

伊草二丁目８番地１２

大字伊草４６５番地

伊草二丁目８番地１２

大字伊草４６５番地

伊草二丁目８番地１３

大字伊草４６４番地２

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６８番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６８番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６９番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４６９番地

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４８４番地２

伊草二丁目８番地２０

大字伊草４６９番地

伊草二丁目８番地２０

大字伊草４７０番地

伊草二丁目８番地２０

大字伊草４７０番地

伊草二丁目８番地２２

大字伊草３３９番地１

伊草二丁目９番地１

大字伊草４８２番地５

伊草二丁目９番地２

大字伊草４８２番地６

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地
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エトワールウエスト２号棟

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地４

大字伊草４６１番地

伊草二丁目９番地６

大字伊草４６０番地１

伊草二丁目９番地７

大字伊草４６０番地１

伊草二丁目９番地８

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地９

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地９

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地１０

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地１０

大字伊草４７３番地

伊草二丁目９番地１２

大字伊草４８２番地１

伊草二丁目９番地１３

大字伊草４８２番地３

伊草二丁目９番地１４

大字伊草４７１番地

伊草二丁目１０番地１

大字伊草３４８番地

伊草二丁目１０番地１

大字伊草３４８番地

伊草二丁目１０番地５

大字伊草４３５番地２

伊草二丁目１０番地６

大字伊草４３５番地２

伊草二丁目１０番地７

大字伊草４３５番地２

伊草二丁目１０番地８

大字伊草４３５番地３

伊草二丁目１０番地９

大字小作田９０８番地１

伊草二丁目１０番地１０

大字小作田９０８番地２

伊草二丁目１０番地１１

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地１２

大字伊草４４６番地

伊草二丁目１０番地１３

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地１３

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地１８

大字小作田９０７番地３

伊草二丁目１０番地１９

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地２２

大字小作田９０７番地２

伊草二丁目１０番地２４

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地２４

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地２５

大字小作田９０６番地１

伊草二丁目１０番地２６

大字小作田９０６番地６

伊草二丁目１０番地２７

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１０番地２９

大字小作田９０２番地１

伊草二丁目１０番地３３

大字伊草４４３番地１

グリーングラス１０１

伊草二丁目１０番地３３

大字伊草４４３番地１

グリーングラス１０２

伊草二丁目１０番地３３

大字伊草４４３番地１

グリーングラス１０２

伊草二丁目１０番地４１

大字伊草４４０番地

41

藤田方

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

伊草二丁目１０番地４９

大字伊草４３５番地１

伊草二丁目１２番地２

大字伊草３５１番地

伊草二丁目１２番地２

大字伊草３５１番地

伊草二丁目１２番地３

大字伊草３５１番地３

伊草二丁目１２番地３

大字伊草３５１番地３

伊草二丁目１２番地５

大字伊草３５１番地２

伊草二丁目１２番地８

大字伊草３５５番地４

伊草二丁目１２番地９

大字伊草３５５番地４

伊草二丁目１２番地１１

大字伊草３５６番地６

伊草二丁目１２番地１３

大字伊草３５６番地６

伊草二丁目１２番地１４

大字伊草３５６番地４

伊草二丁目１２番地１６

大字伊草３５６番地２

伊草二丁目１２番地１８

大字伊草３５５番地

伊草二丁目１２番地２１

大字伊草３５８番地６

伊草二丁目１２番地２２

大字伊草３５４番地５

伊草二丁目１２番地２３

大字伊草３５４番地１

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

ア－バンヒル１０１

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル１０２

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル１０３号

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル１０５号室

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル１０６

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル１０７号

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

ア－バンヒル２０１

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル２０２号室

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル２０２号室

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル２０２号室

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル２０２号室

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル２０３

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル２０５

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル２０６

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル３０１

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル３０１

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル３０２

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル３０３

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル３０５

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル３０６

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

アーバンヒル３０７
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（個人）
旧住所

方 書

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

イノマタビル１０１号

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

イノマタビル１０２号

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

イノマタビル２０２

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

イノマタビル２０６

伊草二丁目１２番地３３

大字伊草３４５番地

伊草二丁目１２番地３４

大字伊草３４２番地３

伊草二丁目１３番地１

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地１

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地８

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地８

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地９

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地１０

大字伊草３６１番地２

伊草二丁目１３番地１１

大字伊草３６１番地１

伊草二丁目１４番地４

大字伊草４２３番地１

若草ハイツ第１荘１０３

伊草二丁目１４番地４

大字伊草４２３番地１

若草ハイツ第一荘１０５号室

伊草二丁目１４番地４

大字伊草４２３番地１

若草ハイツ第１ ２０１号

伊草二丁目１４番地４

大字伊草４２３番地１

若草ハイツ２０２

伊草二丁目１４番地４

大字伊草４２３番地１

若草ハイツ第１－２０５

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ１０１

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ１０１

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ１０１

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ１０２

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ１０２

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

ア－バン１０３

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ２０１

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ２０１

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ２０１

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ２０１

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ２０２号

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ２０２号

伊草二丁目１４番地８

大字伊草４２３番地８

アーバンハイツ２０２号

伊草二丁目１４番地９

大字伊草４２５番地

伊草二丁目１４番地９

大字伊草４２５番地

伊草二丁目１４番地１０

大字伊草４２５番地

伊草二丁目１４番地１３

大字伊草４２２番地１

伊草二丁目１４番地１３

大字伊草４２２番地１
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草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

新旧住所対照表（個人）
旧住所

伊草二丁目１４番地１４

大字伊草４２２番地１

伊草二丁目１４番地１５

大字伊草４２１番地４

伊草二丁目１４番地１６

大字伊草４２１番地５

伊草二丁目１４番地１８

大字伊草４２０番地１

伊草二丁目１４番地１９

大字伊草４１７番地５

伊草二丁目１４番地２０

大字伊草４１７番地９

伊草二丁目１４番地２０

大字伊草４１７番地９

伊草二丁目１４番地２０

大字伊草４１７番地９

伊草二丁目１４番地２２

大字伊草４１７番地５

伊草二丁目１４番地２４

大字伊草４１８番地

伊草二丁目１４番地２４

大字伊草４１８番地

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２４

大字小作田９０３番地１

伊草二丁目１４番地２５

大字伊草４１９番地

伊草二丁目１４番地２５

大字伊草４１９番地

伊草二丁目１４番地２６

大字伊草４２０番地１

伊草二丁目１４番地２７

大字伊草４２１番地１

伊草二丁目１４番地２８

大字伊草４２１番地
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令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施
方 書

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（法人）
旧住所

方 書

伊草一丁目１番地１

大字伊草１７７番地１０

ウリュウ第２ビル３０２号室

伊草一丁目１番地１

大字伊草１７７番地１０

ウリュウ第二ビル３０１

伊草一丁目１番地３

大字伊草１７７番地

伊草一丁目１番地４０

大字伊草１９３番地１

伊草一丁目２番地１０

大字伊草１９９番地１

伊草一丁目２番地１１

大字伊草２０４番地

伊草一丁目２番地１６

大字伊草２０７番地１

伊草一丁目４番地６

大字伊草２８０番地

伊草一丁目４番地８

大字伊草２７５番地

伊草一丁目４番地１１

大字伊草２６０番地

伊草一丁目４番地１８

大字伊草２９０番地２

伊草一丁目５番地２２

大字伊草３０３番地８

伊草一丁目７番地１

大字伊草２７７番地

伊草一丁目７番地１

大字伊草２７７番地

伊草一丁目８番地１

大字伊草２６２番地

伊草一丁目８番地６

大字伊草２４４番地１

伊草一丁目８番地１８

大字伊草２４７番地６

伊草一丁目８番地２０

大字伊草２４７番地８

伊草一丁目８番地２６

大字伊草２５０番地１

伊草一丁目８番地２７

大字伊草２４７番地１

伊草一丁目８番地２９

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地３２

大字伊草２６７番地

伊草一丁目８番地３２

大字伊草２６７番地

伊草一丁目９番地１

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地１

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地２

大字伊草２５６番地

伊草一丁目９番地３

大字伊草２５５番地

伊草一丁目９番地３

大字伊草２５５番地

伊草一丁目９番地４

大字伊草２５６番地

伊草一丁目１０番地１

大字伊草１５７番地

伊草一丁目１０番地２３

大字伊草１７１番地１

伊草一丁目１０番地２４

大字伊草１６０番地１

伊草一丁目１１番地２４

大字伊草１５５番地１

伊草一丁目１２番地１

大字伊草１１７番地

伊草一丁目１２番地６

大字伊草１２１番地３

伊草一丁目１４番地４

大字伊草１３５番地

伊草一丁目１５番地３

大字伊草２１１番地
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東不動産

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（法人）
旧住所

伊草一丁目１６番地２１

大字伊草２１７番地１１

伊草一丁目１７番地１３

大字伊草２３５番地５

伊草一丁目１７番地１５

大字伊草２３５番地

伊草一丁目１８番地１４

大字伊草２３４番地１

伊草一丁目１９番地１５

大字伊草５３番地２

伊草一丁目２０番地２

大字伊草５９番地

伊草一丁目２０番地１５

大字伊草５７番地

伊草一丁目２２番地１６

大字伊草９５番地３

伊草一丁目２２番地１９

大字伊草９４番地

伊草一丁目２３番地５

大字伊草１０４番地

伊草一丁目２４番地１９

大字伊草８７番地４

伊草一丁目２４番地２４

大字伊草８７番地８

伊草一丁目２５番地６

大字伊草９４番地

伊草一丁目２６番地７

大字伊草４０番地４

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地１９

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２７番地２１

大字伊草３９番地１

伊草一丁目２８番地４

大字伊草３７番地

伊草一丁目２８番地１５

大字伊草２２番地１

伊草一丁目３０番地４

大字伊草１６番地７

伊草二丁目１番地７

大字伊草５００番地５

伊草二丁目２番地１８

大字伊草４９７番地

伊草二丁目２番地７

大字伊草４８８番地１

伊草二丁目３番地６

大字伊草４７９番地２

伊草二丁目４番地２０

大字伊草４８０番地６

伊草二丁目５番地１

大字伊草４８６番地７

伊草二丁目６番地９

大字伊草３３１番地

伊草二丁目６番地２２

大字伊草４８８番地１

伊草二丁目７番地３

大字伊草３３７番地

伊草二丁目８番地６

大字伊草２５６番地

伊草二丁目８番地６

大字伊草４６７番地１

伊草二丁目８番地１９

大字伊草４８４番地２

伊草二丁目９番地３

大字伊草４６４番地１

伊草二丁目９番地５

大字伊草４６０番地

伊草二丁目１０番地２９

大字小作田９０２番地１

伊草二丁目１０番地３８

大字伊草４４１番地３

伊草二丁目１２番地２

大字伊草３５１番地
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方 書

２Ｆ

草加都市計画事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
新住所

令和3月1月29日公告
令和3年1月30日実施

新旧住所対照表（法人）
旧住所

方 書

伊草二丁目１２番地２３

大字伊草３５４番地１

伊草二丁目１２番地２６

大字伊草３５０番地

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

猪亦ビル１階

伊草二丁目１２番地２８

大字伊草３４７番地

猪亦ビル２０３号室

伊草二丁目１３番地６

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地６

大字伊草３６０番地

伊草二丁目１３番地７

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１３番地７

大字伊草４２６番地１

伊草二丁目１４番地４

大字伊草４２３番地１

伊草二丁目１４番地１４

大字伊草４２２番地１
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アーバンヒル１０１

