
番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -1 - -1 - -1 - -1 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

2 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 芝宮根町

2 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾンツチヤ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾンＴＵＣＨＩＹＡ１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾンツチヤ１０６号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾン・ツチヤ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾンツチヤ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾンツチヤ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾン・ツチヤ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 352007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾン・ツチヤ１０１号2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 36 メゾン・ツチヤ１０２号2007200720072007 1111---- 芝宮根町

2 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007200720072007 3333---- 芝宮根町

2 48 ふくらく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008200820082008 芝宮根町

2 46 ふとんの横山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008200820082008 芝宮根町

 -1 - -1 - -1 - -1 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -2 - -2 - -2 - -2 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

35 222335233523352335 2222---- 芝下３丁目

35 20 永谷たばこ店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2356235623562356 4444---- 芝下３丁目

37 28 芝前川店　　　　　　　　　　　　　　　2366236623662366 1111---- 芝下３丁目

37 28 ㈱大創産業2366236623662366 1111---- 芝下３丁目

37 262369236923692369 2222---- 芝下３丁目

37 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2372237223722372 芝下３丁目

37 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2378237823782378 1111---- 芝下３丁目

38 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2379237923792379 1111---- 芝下３丁目

38 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2379237923792379 2222---- 芝下３丁目

38 37 ツインエルハウス３０１号室　　　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

38 37 ツインエルハウス３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

38 37 ツイン・エル・ハウス２０１号室　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

38 37 ツインエルハウス１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

38 37 ツインエルハウス２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

38 37 ツイン・エル・ハウス１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

 -2 - -2 - -2 - -2 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -3 - -3 - -3 - -3 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

38 37 ツインエル３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

38 37 ツインエルハウス１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2380238023802380 芝下３丁目

38 37 ツインエルハウス２０５号2380238023802380 芝下３丁目

38 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 芝下３丁目

38 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 芝下３丁目

38 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 芝下３丁目

38 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 2222---- 芝下３丁目

38 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 3333---- 芝下３丁目

38 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 3333---- 芝下３丁目

38 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 5555---- 芝下３丁目

38 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 10101010---- 芝下３丁目

38 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 13131313---- 芝下３丁目

38 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 14141414---- 芝下３丁目

38 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 15151515---- 芝下３丁目

38 202381238123812381 15151515---- 芝下３丁目

 -3 - -3 - -3 - -3 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -4 - -4 - -4 - -4 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

38 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 17171717---- 芝下３丁目

38 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 20202020---- 芝下３丁目

38 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 22222222---- 芝下３丁目

38 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2381238123812381 27272727---- 芝下３丁目

38 15 唄える居酒屋ふくみ2386238623862386 1111---- 芝下３丁目

38 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2386238623862386 2222---- 芝下３丁目

38 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2386238623862386 3333---- 芝下３丁目

38 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2386238623862386 3333---- 芝下３丁目

38 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2386238623862386 4444---- 芝下３丁目

38 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2387238723872387 芝下３丁目

38 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2387238723872387 芝下３丁目

39 21 コーポ浜野１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2388238823882388 芝下３丁目

39 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2388238823882388 芝下３丁目

39 21 コーポ浜野２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2388238823882388 芝下３丁目

39 21 浜野コーポ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2388238823882388 芝下３丁目

 -4 - -4 - -4 - -4 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -5 - -5 - -5 - -5 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

39 21 コ－ポ浜野１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2388238823882388 芝下３丁目

39 21 浜野コーポ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2388238823882388 芝下３丁目

39 21 コーポ浜野１０３号2388238823882388 芝下３丁目

39 282389238923892389 芝下３丁目

36 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2391239123912391 芝下３丁目

36 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2392239223922392 芝下３丁目

36 272395239523952395 芝下３丁目

39 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2400240024002400 芝下３丁目

39 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2400240024002400 芝下３丁目

39 9 パークハイツ芝２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2403240324032403 芝下３丁目

39 9 パークハイツ芝２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2403240324032403 芝下３丁目

39 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2403240324032403 1111---- 芝下３丁目

39 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2403240324032403 1111---- 芝下３丁目

39 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2403240324032403 1111---- 芝下３丁目

39 9 パ－クハイツ芝３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

 -5 - -5 - -5 - -5 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -6 - -6 - -6 - -6 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

39 9 パ－クハイツ芝３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

39 9 パークハイツ芝　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

39 9 パ－クハイツ芝１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

39 9 パ－クハイツ芝３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

39 9 パークハイツシバ３０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

39 9 パークハイツ芝　１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

39 9 パークハイツ芝２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2404240424042404 芝下３丁目

39 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

35 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

35 10 メゾンサングリーン３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

35 10 メゾンサングリーン２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

35 10 メゾンサングリーン２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

35 10 メゾンサングリーン３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

35 10 メゾンサングリーン３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

35 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 芝下３丁目

 -6 - -6 - -6 - -6 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -7 - -7 - -7 - -7 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

35 10 メゾンサングリーン３０５号2405240524052405 芝下３丁目

39 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 2222---- 芝下３丁目

39 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2405240524052405 2222---- 芝下３丁目

35 22409240924092409 芝下３丁目

34 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2410241024102410 1111---- 芝下３丁目

34 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2410241024102410 3333---- 芝下３丁目

34 24 ２Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2410241024102410 3333---- 芝下３丁目

34 23 メゾンＩ・Ｙ　１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2410241024102410 3333---- 芝下３丁目

34 23 メゾンＩ・Ｙ２０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2410241024102410 3333---- 芝下３丁目

34 23 メゾンＩ・Ｙ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2410241024102410 3333---- 芝下３丁目

34 252410241024102410 3333---- 芝下３丁目

34 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2410241024102410 4444---- 芝下３丁目

34 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2412241224122412 1111---- 芝下３丁目

34 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2412241224122412 1111---- 芝下３丁目

34 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 芝下３丁目

 -7 - -7 - -7 - -7 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -8 - -8 - -8 - -8 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

34 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 芝下３丁目

34 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 芝下３丁目

34 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 芝下３丁目

34 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 2222---- 芝下３丁目

34 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 3333---- 芝下３丁目

34 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 4444---- 芝下３丁目

34 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2413241324132413 4444---- 芝下３丁目

34 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2414241424142414 4444---- 芝下３丁目

34 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2414241424142414 7777---- 芝下３丁目

34 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2414241424142414 7777---- 芝下３丁目

34 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2414241424142414 11111111---- 芝下３丁目

39 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2415241524152415 芝下３丁目

34 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

 -8 - -8 - -8 - -8 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -9 - -9 - -9 - -9 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

34 6 小峰ハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 6 小峰ハイツ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 6 小峰ハイツ２０２号　　　　　　　　　　　2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 6 小峰ハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 6 小峰ハイツ１０１号2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 6 小峰ハイツ１０１号2417241724172417 2222---- 芝下３丁目

34 29 相馬アパート２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 4444---- 芝下３丁目

34 29 相馬アパート２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2417241724172417 4444---- 芝下３丁目

34 29 相馬アパート１F2417241724172417 4444---- 芝下３丁目

34 29 相馬アパート１０２号2417241724172417 4444---- 芝下３丁目

32 47 菊花荘２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 芝下３丁目

32 47 菊花荘１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 芝下３丁目

32 47 菊花荘２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 芝下３丁目

32 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 1111---- 芝下３丁目

32 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 3333---- 芝下３丁目

 -9 - -9 - -9 - -9 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -10 - -10 - -10 - -10 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

32 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 4444---- 芝下３丁目

32 35 ３０１（メゾン芝３０１号）2419241924192419 5555---- 芝下３丁目

32 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 6666---- 芝下３丁目

32 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 13131313---- 芝下３丁目

32 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 15151515---- 芝下３丁目

32 51 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 17171717---- 芝下３丁目

32 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2419241924192419 20202020---- 芝下３丁目

32 25  - 101 朝日プラザ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 1111---- 芝下３丁目

32 25  - 401 朝日プラザ４０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 1111---- 芝下３丁目

32 25  - 501 朝日プラザ５０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 1111---- 芝下３丁目

32 25  - 401 朝日プラザ４０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 1111---- 芝下３丁目

32 25  - 102 朝日プラザ川口芝１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 405 朝日プラザ川口芝４０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 201 朝日プラザ　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 203 朝日プラザ川口芝２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

 -10 - -10 - -10 - -10 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -11 - -11 - -11 - -11 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

32 25  - 302 朝日プラザ３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 402 朝日プラザ川口芝　４０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 303 朝日プラザ川口芝３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 106 朝日プラザ川口芝１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 406 朝日プラザ川口芝４０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 306 朝日プラザ川口芝３０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 202 朝日プラザ川口芝２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 105 朝日プラザ川口芝１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 305 朝日プラザ川口芝３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 603 朝日プラザ川口芝６０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 204 朝日プラザ川口芝２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 601 朝日プラザ川口芝６０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 502 朝日プラザ川口芝５０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 206 朝日プラザ川口芝２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 404 朝日プラザ川口芝４０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

 -11 - -11 - -11 - -11 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -12 - -12 - -12 - -12 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

32 25  - 304 朝日プラザ川口芝３０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 103 朝日プラザ川口芝１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 506 （朝日プラザ川口芝５０６号）2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 205 朝日プラザ川口芝２０５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 503 朝日プラザ川口芝　５０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 602 朝日プラザ川口芝６０２号　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 301 朝日プラザ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 605 朝日プラザ川口芝６０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 604 朝日プラザ川口芝　６０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 104 朝日プラザ川口芝１０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 504 朝日プラザ川口芝５０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 505 朝日プラザ川口芝５０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 504 朝日プラザ川口芝５０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 504 朝日プラザ川口芝５０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 25  - 403 朝日プラザ川口芝４０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

 -12 - -12 - -12 - -12 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -13 - -13 - -13 - -13 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

32 25  - 306 朝日プラザ川口芝３０６　　　　　　　　　2421242124212421 2222---- 芝下３丁目

32 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2422242224222422 芝下３丁目

32 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2422242224222422 芝下３丁目

32 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2422242224222422 5555---- 芝下３丁目

32 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2422242224222422 12121212---- 芝下３丁目

32 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2425242524252425 1111---- 芝下３丁目

32 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2425242524252425 1111---- 芝下３丁目

32 53 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 1111---- 芝下３丁目

32 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 2222---- 芝下３丁目

32 57 さくらコーポ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 2222---- 芝下３丁目

32 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 2222---- 芝下３丁目

32 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 2222---- 芝下３丁目

32 57 サクラコーポ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 2222---- 芝下３丁目

32 57 さくらコーポ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 2222---- 芝下３丁目

32 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 3333---- 芝下３丁目

 -13 - -13 - -13 - -13 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -14 - -14 - -14 - -14 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

32 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 4444---- 芝下３丁目

32 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 7777---- 芝下３丁目

32 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2426242624262426 13131313---- 芝下３丁目

32 58 ㈱永井塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2427242724272427 芝下３丁目

32 13 シャルレ特約店2427242724272427 芝下３丁目

32 58 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2427242724272427 芝下３丁目

32 56 すどうコーポ１F2427242724272427 芝下３丁目

32 152429242924292429 芝下３丁目

21 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

21 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

21 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

21 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

21 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

21 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

21 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

 -14 - -14 - -14 - -14 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -15 - -15 - -15 - -15 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

21 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2430243024302430 芝下３丁目

21 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2431243124312431 芝下３丁目

21 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2443244324432443 芝下３丁目

21 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2443244324432443 芝下３丁目

21 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2443244324432443 芝下３丁目

21 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2443244324432443 芝下３丁目

21 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2443244324432443 芝下３丁目

21 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2443244324432443 芝下３丁目

21 1 さいき寿司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2444244424442444 2222---- 芝下３丁目

21 412444244424442444 2222---- 芝下３丁目

20 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2445244524452445 芝下３丁目

20 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2445244524452445 芝下３丁目

20 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2445244524452445 芝下３丁目

20 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2445244524452445 芝下３丁目

20 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2445244524452445 芝下３丁目

 -15 - -15 - -15 - -15 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -16 - -16 - -16 - -16 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

20 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2445244524452445 2222---- 芝下３丁目

20 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2445244524452445 5555---- 芝下３丁目

20 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2447244724472447 芝下３丁目

20 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2447244724472447 1111---- 芝下３丁目

20 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2447244724472447 1111---- 芝下３丁目

20 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2447244724472447 1111---- 芝下３丁目

20 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2447244724472447 1111---- 芝下３丁目

20 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2448244824482448 芝下３丁目

20 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2448244824482448 芝下３丁目

20 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2448244824482448 芝下３丁目

20 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2448244824482448 芝下３丁目

20 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2448244824482448 芝下３丁目

20 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2448244824482448 2222---- 芝下３丁目

16 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2449244924492449 芝下３丁目

16 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2449244924492449 4444---- 芝下３丁目

 -16 - -16 - -16 - -16 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -17 - -17 - -17 - -17 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

20 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2449244924492449 7777---- 芝下３丁目

20 12 ふじトラベル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2449244924492449 19191919---- 芝下３丁目

20 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2449244924492449 20202020---- 芝下３丁目

16 36 第２小峰荘　１０２室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2450245024502450 芝下３丁目

16 35 第１小峰荘（１０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2450245024502450 芝下３丁目

16 36 第２小峰荘（２０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2450245024502450 芝下３丁目

20 7 藤代コーポ１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2451245124512451 芝下３丁目

20 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2451245124512451 3333---- 芝下３丁目

20 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2451245124512451 5555---- 芝下３丁目

20 39 ウィステリア３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2452245224522452 芝下３丁目

20 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2452245224522452 芝下３丁目

20 39 ２０１号　（ウィステリア２０１号）　　　　　　　　　　　　　2452245224522452 芝下３丁目

20 39 ウィステリア３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2452245224522452 芝下３丁目

20 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2452245224522452 1111---- 芝下３丁目

20 392452245224522452 2222---- 芝下３丁目

 -17 - -17 - -17 - -17 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -18 - -18 - -18 - -18 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

16 38 田畑荘５―１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2453245324532453 芝下３丁目

16 39 田畑荘３－２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2453245324532453 芝下３丁目

16 41 田畑荘（１－２号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2453245324532453 芝下３丁目

16 40 田畑荘２棟２０３（田畑荘２－２０３号が正しい。）　　　　　　2453245324532453 芝下３丁目

16 41 田畑荘（１－３号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2453245324532453 芝下３丁目

16 39 田畑荘３―１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2453245324532453 芝下３丁目

16 41 田畑荘１－５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2453245324532453 芝下３丁目

16 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2454245424542454 1111---- 芝下３丁目

16 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2454245424542454 2222---- 芝下３丁目

16 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2454245424542454 2222---- 芝下３丁目

16 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2454245424542454 2222---- 芝下３丁目

16 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2454245424542454 3333---- 芝下３丁目

16 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2454245424542454 6666---- 芝下３丁目

15 39 シャトー芝１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2455245524552455 芝下３丁目

15 39 シャトー芝２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2455245524552455 芝下３丁目

 -18 - -18 - -18 - -18 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -19 - -19 - -19 - -19 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 39 シャトー芝２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2455245524552455 芝下３丁目

15 39 シャトー芝１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2455245524552455 芝下３丁目

15 39 シャトー芝２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2455245524552455 芝下３丁目

15 39 シャトー芝１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2455245524552455 芝下３丁目

15 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2455245524552455 1111---- 芝下３丁目

16 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 芝下３丁目

16 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 芝下３丁目

16 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 芝下３丁目

16 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 芝下３丁目

16 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 芝下３丁目

16 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 芝下３丁目

16 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 芝下３丁目

16 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 1111---- 芝下３丁目

16 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2456245624562456 1111---- 芝下３丁目

13 202456245624562456 14141414---- 芝下３丁目

 -19 - -19 - -19 - -19 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -20 - -20 - -20 - -20 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 芝下３丁目

16 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 芝下３丁目

16 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 芝下３丁目

15 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 1111---- 芝下３丁目

15 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 1111---- 芝下３丁目

15 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 2222---- 芝下３丁目

15 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 8888---- 芝下３丁目

15 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 9999---- 芝下３丁目

15 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 11111111---- 芝下３丁目

16 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 13131313---- 芝下３丁目

16 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 14141414---- 芝下３丁目

16 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 17171717---- 芝下３丁目

16 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 18181818---- 芝下３丁目

16 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2457245724572457 19191919---- 芝下３丁目

15 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 芝下３丁目

 -20 - -20 - -20 - -20 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -21 - -21 - -21 - -21 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 芝下３丁目

15 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 芝下３丁目

15 47 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 芝下３丁目

15 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 芝下３丁目

15 272458245824582458 芝下３丁目

15 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 2222---- 芝下３丁目

15 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 13131313---- 芝下３丁目

15 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 17171717---- 芝下３丁目

15 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 18181818---- 芝下３丁目

15 35 メゾンタカハシ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 20202020---- 芝下３丁目

15 35 メゾンタカハシ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2458245824582458 20202020---- 芝下３丁目

15 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2461246124612461 1111---- 芝下３丁目

15 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2461246124612461 1111---- 芝下３丁目

15 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2461246124612461 3333---- 芝下３丁目

15 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2461246124612461 3333---- 芝下３丁目

 -21 - -21 - -21 - -21 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -22 - -22 - -22 - -22 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2464246424642464 1111---- 芝下３丁目

13 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

13 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

13 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

15 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

15 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

15 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

15 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

13 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

15 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

13 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

15 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

15 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

13 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 芝下３丁目

13 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 2222---- 芝下３丁目

 -22 - -22 - -22 - -22 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -23 - -23 - -23 - -23 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 6666---- 芝下３丁目

13 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 7777---- 芝下３丁目

14 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 8888---- 芝下３丁目

14 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 8888---- 芝下３丁目

13 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 9999---- 芝下３丁目

13 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 9999---- 芝下３丁目

13 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 11111111---- 芝下３丁目

14 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 17171717---- 芝下３丁目

14 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 19191919---- 芝下３丁目

13 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 29292929---- 芝下３丁目

13 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 30303030---- 芝下３丁目

13 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 31313131---- 芝下３丁目

15 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 35353535---- 芝下３丁目

15 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 38383838---- 芝下３丁目

15 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2465246524652465 38383838---- 芝下３丁目

 -23 - -23 - -23 - -23 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -24 - -24 - -24 - -24 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

14 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2466246624662466 芝下３丁目

14 12 みどり荘　（２０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2466246624662466 芝下３丁目

14 12 みどり荘１０４号　（１０２号が正しい。）　　　　　　　　　　2466246624662466 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口１０１号　　　　　　　2466246624662466 芝下３丁目

14 12 ミドリソウ１－１ （みどり荘１０１号が正しい。）　　　　　　　2466246624662466 1111---- 芝下３丁目

14 12 みどり荘１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2466246624662466 1111---- 芝下３丁目

14 12 みどり荘２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2466246624662466 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム４０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口４０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口４０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口３０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム４０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

 -24 - -24 - -24 - -24 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -25 - -25 - -25 - -25 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

14 18 エンゼルハイム川口５０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム３０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口５０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口５０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口　５０３号　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 18 エンゼルハイム川口１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　2467246724672467 1111---- 芝下３丁目

14 202469246924692469 芝下３丁目

1 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2472247224722472 芝下３丁目

1 352472247224722472 芝下３丁目

1 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2472247224722472 1111---- 芝下３丁目

 -25 - -25 - -25 - -25 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -26 - -26 - -26 - -26 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2475247524752475 芝下３丁目

1 372475247524752475 芝下３丁目

1 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 16 エステートピア沢田Ａ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 13 エステートピア澤田Ｂ１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 16 エステートピア澤田Ａ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 13 エステートピアサワダＢ１０２　　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 16 エステートピア澤田Ａ－１０２　　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 13 エステートピア沢田Ｂ－２０１号　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 16 エステートピア沢田Ａ２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　2479247924792479 芝下３丁目

1 41 第２愛三荘２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 41 愛三荘１Ｆ　（第２愛三荘１０２号）　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 43 第一百合２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 41 第二愛三荘２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 41 第２愛三荘１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

 -26 - -26 - -26 - -26 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -27 - -27 - -27 - -27 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 42 第三愛三荘１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 42 第三愛三荘２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 43 第一百合荘２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 44 第５愛三荘２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 44 第５愛三荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2484248424842484 芝下３丁目

1 43 第一百合荘１０３号2484248424842484 芝下３丁目

1 42 第三愛三荘　（２０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2485248524852485 芝下３丁目

1 9 ＴＫハイム１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2485248524852485 芝下３丁目

1 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2485248524852485 芝下３丁目

1 9 ＴＫハイム　１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2485248524852485 芝下３丁目

1 9 ＴＫハイム２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2485248524852485 芝下３丁目

1 9 ＴＫハイム１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2485248524852485 芝下３丁目

1 9 ＴＫハイム２０１号2485248524852485 芝下３丁目

1 9 ＴＫハイム　２０２号2485248524852485 芝下３丁目

1 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2487248724872487 芝下３丁目

 -27 - -27 - -27 - -27 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -28 - -28 - -28 - -28 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2487248724872487 芝下３丁目

1 22489248924892489 芝下３丁目

1 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3974397439743974 芝宮根町

1 3 徳乃家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3974397439743974 1111---- 芝宮根町

1 4 グリンアベニュー　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　3974397439743974 1111---- 芝宮根町

1 4 グリーンアベニュー２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　3974397439743974 1111---- 芝宮根町

1 4 グリーンアベニュー１０１号室　　　　　　　　　　　　　　　　3974397439743974 1111---- 芝宮根町

1 40 ヘアーサロン　ソウマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 5555---- 芝宮根町

1 42 田中マンション３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

 -28 - -28 - -28 - -28 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -29 - -29 - -29 - -29 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 42 田中マンション３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション１０３3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 42 田中マンション２０２号3975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 423975397539753975 6666---- 芝宮根町

1 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3976397639763976 芝宮根町

1 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3979397939793979 芝宮根町

1 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3980398039803980 芝宮根町

1 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3981398139813981 芝宮根町

1 34 老川茶園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3982398239823982 芝宮根町

1 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3982398239823982 芝宮根町

1 103984398439843984 1111---- 芝宮根町

1 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3986398639863986 1111---- 芝宮根町

1 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3987398739873987 1111---- 芝宮根町

1 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3987398739873987 1111---- 芝宮根町

 -29 - -29 - -29 - -29 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -30 - -30 - -30 - -30 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3987398739873987 4444---- 芝宮根町

1 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3987398739873987 4444---- 芝宮根町

1 23 松月庵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3988398839883988 芝宮根町

1 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3988398839883988 芝宮根町

1 223988398839883988 芝宮根町

1 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3988398839883988 1111---- 芝宮根町

1 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3989398939893989 芝宮根町

1 183989398939893989 9999---- 芝宮根町

7 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3990399039903990 2222---- 芝宮根町

7 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3990399039903990 2222---- 芝宮根町

8 1 食堂リキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3991399139913991 芝宮根町

8 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3991399139913991 芝宮根町

8 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3991399139913991 8888---- 芝宮根町

9 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3993399339933993 1111---- 芝宮根町

9 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3993399339933993 7777---- 芝宮根町

 -30 - -30 - -30 - -30 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -31 - -31 - -31 - -31 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

11 1 ヘアーサロン　オオエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3995399539953995 1111---- 芝宮根町

5 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3998399839983998 1111---- 芝宮根町

5 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3998399839983998 1111---- 芝宮根町

5 193998399839983998 1111---- 芝宮根町

6 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 3333---- 芝宮根町

6 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 4444---- 芝宮根町

6 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 5555---- 芝宮根町

6 51 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 6666---- 芝宮根町

6 52 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 7777---- 芝宮根町

6 53 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 8888---- 芝宮根町

6 58 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 9999---- 芝宮根町

6 55 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3999399939993999 10101010---- 芝宮根町

6 563999399939993999 11111111---- 芝宮根町

6 46 さくらんぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4000400040004000 3333---- 芝宮根町

6 47 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4001400140014001 芝宮根町

 -31 - -31 - -31 - -31 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -32 - -32 - -32 - -32 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

6 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4001400140014001 芝宮根町

6 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4001400140014001 芝宮根町

6 42 よりみち処近海　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4003400340034003 1111---- 芝宮根町

6 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4005400540054005 芝宮根町

6 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 芝宮根町

 -32 - -32 - -32 - -32 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -33 - -33 - -33 - -33 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

6 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 芝宮根町

6 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 1111---- 芝宮根町

6 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 9999---- 芝宮根町

6 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 11111111---- 芝宮根町

6 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 12121212---- 芝宮根町

6 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 13131313---- 芝宮根町

6 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 14141414---- 芝宮根町

6 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 15151515---- 芝宮根町

6 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 16161616---- 芝宮根町

6 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4008400840084008 16161616---- 芝宮根町

6 17 笠原荘１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 15 カサハラ荘２０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 15 笠原荘１０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 19 （笠原荘　１０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 17 笠原荘２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

 -33 - -33 - -33 - -33 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -34 - -34 - -34 - -34 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

6 16 笠原荘　２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 17 笠原荘２号棟４号室　（実際は１０４号）　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 15 笠原荘２０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 16 笠原荘１０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 19 笠原荘１号棟２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 17 笠原荘２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 芝宮根町

6 19 笠原荘１０２号　　　　　　　　　　　　　4009400940094009 1111---- 芝宮根町

6 19 笠原荘１０２号4009400940094009 1111---- 芝宮根町

6 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 芝宮根町

6 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 芝宮根町

6 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 芝宮根町

6 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 芝宮根町

6 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 芝宮根町

6 114010401040104010 芝宮根町

6 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 3333---- 芝宮根町

 -34 - -34 - -34 - -34 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -35 - -35 - -35 - -35 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

6 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 3333---- 芝宮根町

6 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 5555---- 芝宮根町

6 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 8888---- 芝宮根町

6 64 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 9999---- 芝宮根町

6 64 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 9999---- 芝宮根町

6 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 13131313---- 芝宮根町

6 67 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 14141414---- 芝宮根町

6 67 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 14141414---- 芝宮根町

6 66 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4010401040104010 15151515---- 芝宮根町

2 39 福泉荘１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4012401240124012 芝宮根町

2 39 福泉荘２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4012401240124012 3333---- 芝宮根町

2 39 福泉荘２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4012401240124012 3333---- 芝宮根町

2 39 福泉荘　１０３号4012401240124012 3333---- 芝宮根町

2 6 ファーレカサハラ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 芝宮根町

2 6 レオパレスファーレカサハラ２０２号　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 2222---- 芝宮根町

 -35 - -35 - -35 - -35 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -36 - -36 - -36 - -36 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

2 6 ファーレカサハラ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 2222---- 芝宮根町

2 6 ファーレ・カサハラ１０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 2222---- 芝宮根町

2 6 ファーレカサハラ　２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 2222---- 芝宮根町

2 6 ファーレカサハラ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 2222---- 芝宮根町

2 6 ファーレ・カサハラ１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 2222---- 芝宮根町

2 6 ファーレ・カサハラ１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　4013401340134013 2222---- 芝宮根町

2 6 ファーレカサハラ２０８号4013401340134013 2222---- 芝宮根町

2 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4014401440144014 芝宮根町

2 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4014401440144014 芝宮根町

2 49 土屋貸屋２号　　　　　　　　　　　　　　4014401440144014 芝宮根町

2 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4015401540154015 芝宮根町

2 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4015401540154015 芝宮根町

2 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 芝宮根町

2 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 4444---- 芝宮根町

2 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 5555---- 芝宮根町

 -36 - -36 - -36 - -36 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -37 - -37 - -37 - -37 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

2 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 5555---- 芝宮根町

2 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 6666---- 芝宮根町

2 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 7777---- 芝宮根町

2 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 7777---- 芝宮根町

2 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4016401640164016 8888---- 芝宮根町

2 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4018401840184018 1111---- 芝宮根町

2 16 公文式　芝東教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4019401940194019 芝宮根町

2 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4019401940194019 芝宮根町

2 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4019401940194019 1111---- 芝宮根町

2 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4019401940194019 1111---- 芝宮根町

2 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4019401940194019 2222---- 芝宮根町

2 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4019401940194019 8888---- 芝宮根町

3 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4020402040204020 芝宮根町

3 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4020402040204020 芝宮根町

3 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4020402040204020 6666---- 芝宮根町

 -37 - -37 - -37 - -37 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -38 - -38 - -38 - -38 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

3 154020402040204020 6666---- 芝宮根町

4 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 芝宮根町

4 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 3333---- 芝宮根町

4 74021402140214021 3333---- 芝宮根町

4 74021402140214021 3333---- 芝宮根町

3 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 5555---- 芝宮根町

3 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 6666---- 芝宮根町

3 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 6666---- 芝宮根町

5 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 9999---- 芝宮根町

5 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 10101010---- 芝宮根町

5 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 11111111---- 芝宮根町

5 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 12121212---- 芝宮根町

4 2 村上空手道場・村上書道教室　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 15151515---- 芝宮根町

4 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 16161616---- 芝宮根町

4 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 17171717---- 芝宮根町

 -38 - -38 - -38 - -38 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -39 - -39 - -39 - -39 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

4 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4021402140214021 17171717---- 芝宮根町

4 10 　　　　　　　　　4021402140214021 18181818---- 芝宮根町

5 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4023402340234023 芝宮根町

5 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4023402340234023 芝宮根町

5 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4023402340234023 2222---- 芝宮根町

5 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4023402340234023 2222---- 芝宮根町

5 32 マル青果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4023402340234023 4444---- 芝宮根町

5 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4024402440244024 芝宮根町

5 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4024402440244024 芝宮根町

5 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4024402440244024 芝宮根町

5 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4024402440244024 芝宮根町

5 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 芝宮根町

5 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 芝宮根町

5 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 芝宮根町

5 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 芝宮根町

 -39 - -39 - -39 - -39 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -40 - -40 - -40 - -40 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

5 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 1111---- 芝宮根町

5 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 1111---- 芝宮根町

5 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 1111---- 芝宮根町

5 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 8888---- 芝宮根町

5 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4025402540254025 8888---- 芝宮根町

5 24  - 503 エンゼルハイム川口芝公園５０３号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 105 エンゼルハイム１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 402 エンゼルハイム川口芝公園４０２号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 405 エンゼルハイム川口芝公園４０５号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 104 エンゼルハイム川口芝公園１０４号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 206 エンゼルハイム川口芝公園２０６号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 302 エンゼルハイム川口芝公園３０２号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 502 エンゼルハイム川口芝公園５０２号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

 -40 - -40 - -40 - -40 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -41 - -41 - -41 - -41 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

5 24  - 406 エンゼルハイム川口芝公園４０６号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 301 エンゼルハイム川口芝公園３０１号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 201 エンゼルハイム芝公園２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 305 エンゼルハイム川口芝公園３０５号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 304 エンゼルハイム川口芝公園３０４号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 306 エンゼルハイム３０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 504 エンゼルハイム川口芝公園５０４号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 501 エンゼルハイム川口芝公園５０１号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 202 エンゼルハイム２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 403 エンゼルハイム川口芝公園　４０３号室　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 404 エンゼルハイム川口芝公園４０４号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 204 エンゼルハイム川口芝公園２０４号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 303 エンゼルハイム川口芝公園３０３　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 101 エンゼルハイム川口芝公園１０１　　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 205 エンゼルハイム川口芝公園２０５号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

 -41 - -41 - -41 - -41 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -42 - -42 - -42 - -42 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

5 24  - 206 エンゼルハイム川口芝公園２０６号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 104 エンゼルハイム川口芝公園１０４号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 201 エンゼルハイム川口芝公園２０１号　　　　　　　　　　　　　　4026402640264026 芝宮根町

5 24  - 203 （エンゼルハイム川口芝公園２０３号）　　　　　　　　　　　　4026402640264026 203203203203---- 芝宮根町

5 24  - 401 （エンゼルハイム川口芝公園４０１号）　　　　　　　　　　　　4026402640264026 401401401401---- 芝宮根町

5 20 新倉ビル３０２号 （第二新倉ビル３０２号が正しい。）　　　　　4027402740274027 1111---- 芝宮根町

5 20 第二新倉ビル３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4027402740274027 1111---- 芝宮根町

5 20 第二新倉ビル１０２号4027402740274027 1111---- 芝宮根町

12 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4032403240324032 芝宮根町

7 8 （メゾン平田）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 芝下３丁目

7 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 芝下３丁目

7 7 大黒荘２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 芝下３丁目

7 8 メゾン平田１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 芝下３丁目

7 7 大黒荘アパート２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 芝下３丁目

7 7 大黒屋アパート２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 芝下３丁目

 -42 - -42 - -42 - -42 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -43 - -43 - -43 - -43 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

7 7 大黒荘２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 芝下３丁目

7 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4034403440344034 3333---- 芝下３丁目

6 10 居酒屋　福ちゃん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 芝下３丁目

6 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 芝下３丁目

6 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 1111---- 芝下３丁目

7 16 グリーンハイツ３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 2222---- 芝下３丁目

7 16 グリ－ンハイツ２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 2222---- 芝下３丁目

7 16 グリーンハイツ１０１号　（１号が正しい。）　　　　　　　　　4037403740374037 2222---- 芝下３丁目

7 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 3333---- 芝下３丁目

7 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 5555---- 芝下３丁目

6 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 10101010---- 芝下３丁目

6 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 10101010---- 芝下３丁目

6 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 10101010---- 芝下３丁目

6 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4037403740374037 10101010---- 芝下３丁目

6 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

 -43 - -43 - -43 - -43 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -44 - -44 - -44 - -44 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

6 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

6 2 Ａ－２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4039403940394039 芝下３丁目

3 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 1111---- 芝下３丁目

3 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 6666---- 芝下３丁目

3 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 7777---- 芝下３丁目

3 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 8888---- 芝下３丁目

 -44 - -44 - -44 - -44 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -45 - -45 - -45 - -45 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

3 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 9999---- 芝下３丁目

3 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 10101010---- 芝下３丁目

3 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 10101010---- 芝下３丁目

3 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 11111111---- 芝下３丁目

3 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 12121212---- 芝下３丁目

3 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 13131313---- 芝下３丁目

3 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 13131313---- 芝下３丁目

3 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4044404440444044 14141414---- 芝下３丁目

4 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 芝下３丁目

3 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 芝下３丁目

4 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 芝下３丁目

4 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 芝下３丁目

3 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 2222---- 芝下３丁目

3 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 5555---- 芝下３丁目

3 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 6666---- 芝下３丁目

 -45 - -45 - -45 - -45 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -46 - -46 - -46 - -46 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

3 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 7777---- 芝下３丁目

3 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 7777---- 芝下３丁目

3 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 8888---- 芝下３丁目

3 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 9999---- 芝下３丁目

3 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 9999---- 芝下３丁目

4 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 10101010---- 芝下３丁目

4 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 10101010---- 芝下３丁目

4 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 11111111---- 芝下３丁目

4 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4046404640464046 17171717---- 芝下３丁目

4 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4047404740474047 芝下３丁目

4 15 バードキャビン平田１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　4047404740474047 1111---- 芝下３丁目

4 15 バードキャビン平田１０５号室　　　　　　　　　　　　　　　　4047404740474047 1111---- 芝下３丁目

4 15 バードキャビン平田１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　4047404740474047 1111---- 芝下３丁目

4 15 バードキャビン平田２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　4047404740474047 1111---- 芝下３丁目

4 15 バードキャビン平田１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　4047404740474047 1111---- 芝下３丁目

 -46 - -46 - -46 - -46 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -47 - -47 - -47 - -47 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

4 15 バードキャビン平田２０５号4047404740474047 1111---- 芝下３丁目

8 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 芝下３丁目

4 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 芝下３丁目

4 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 芝下３丁目

4 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 芝下３丁目

8 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 芝下３丁目

4 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 芝下３丁目

4 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 3333---- 芝下３丁目

4 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 4444---- 芝下３丁目

4 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 6666---- 芝下３丁目

4 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 7777---- 芝下３丁目

8 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 10101010---- 芝下３丁目

8 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 11111111---- 芝下３丁目

8 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 12121212---- 芝下３丁目

8 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 13131313---- 芝下３丁目

 -47 - -47 - -47 - -47 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -48 - -48 - -48 - -48 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

8 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 16161616---- 芝下３丁目

8 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 19191919---- 芝下３丁目

4 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4048404840484048 21212121---- 芝下３丁目

8 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4049404940494049 芝下３丁目

8 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4049404940494049 芝下３丁目

8 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4049404940494049 2222---- 芝下３丁目

8 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4049404940494049 2222---- 芝下３丁目

8 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4049404940494049 2222---- 芝下３丁目

8 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4049404940494049 2222---- 芝下３丁目

8 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 芝下３丁目

8 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 芝下３丁目

8 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 芝下３丁目

8 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 芝下３丁目

8 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 芝下３丁目

8 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 1111---- 芝下３丁目

 -48 - -48 - -48 - -48 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -49 - -49 - -49 - -49 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

8 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 1111---- 芝下３丁目

8 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 1111---- 芝下３丁目

8 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4050405040504050 2222---- 芝下３丁目

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 芝下３丁目

8 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 芝下３丁目

8 19 コーポ幸２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 芝下３丁目

8 19 コ－ポ幸２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 芝下３丁目

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 芝下３丁目

8 19 コーポ幸１０１号4051405140514051 芝下３丁目

8 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 1111---- 芝下３丁目

8 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 1111---- 芝下３丁目

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 2222---- 芝下３丁目

8 22 エス・クライス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 2222---- 芝下３丁目

8 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 2222---- 芝下３丁目

8 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4051405140514051 3333---- 芝下３丁目

 -49 - -49 - -49 - -49 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -50 - -50 - -50 - -50 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

9 21 ほしの家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 19 ヘアーサロン　スズラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 18 メトロポ－ル山中　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 22 ＮＫ芝ビル３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 22 ＮＫ芝ビル３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 22 ＮＫ芝ビル３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 18 メトロポール山中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 22 ＮＫ芝ビル１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 18 メトロポール山中２０１号4053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 224053405340534053 1111---- 芝下３丁目

9 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4054405440544054 1111---- 芝下３丁目

9 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4054405440544054 2222---- 芝下３丁目

9 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4054405440544054 2222---- 芝下３丁目

9 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4054405440544054 5555---- 芝下３丁目

9 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 芝下３丁目

 -50 - -50 - -50 - -50 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -51 - -51 - -51 - -51 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

10 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 芝下３丁目

9 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 3333---- 芝下３丁目

9 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 3333---- 芝下３丁目

9 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 5555---- 芝下３丁目

9 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 6666---- 芝下３丁目

9 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 7777---- 芝下３丁目

9 294055405540554055 7777---- 芝下３丁目

9 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 8888---- 芝下３丁目

9 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 8888---- 芝下３丁目

10 4 斉賀ハイツ１Ｆ（１０１号が正しい。）　　　　　　　　　　　　4055405540554055 10101010---- 芝下３丁目

10 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 11111111---- 芝下３丁目

10 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 12121212---- 芝下３丁目

10 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4055405540554055 14141414---- 芝下３丁目

10 16 コーポ沢田Ｂ１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

10 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

 -51 - -51 - -51 - -51 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -52 - -52 - -52 - -52 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

10 19 コ－ポ沢田Ａ２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

10 19 コーポ沢田Ａ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

10 16 コーポ沢田Ｂ２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

10 16 コーポ沢田Ｂ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

10 16 コーポ沢田Ｂ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

10 16 コーポ澤田Ｂ棟　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

10 19 コーポサワダＡ－１０２号4056405640564056 芝下３丁目

10 16 コーポ澤田１０２号（コーポ澤田Ｂが正しい。）　　　　　　　　4056405640564056 芝下３丁目

11 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4057405740574057 芝下３丁目

11 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4057405740574057 芝下３丁目

11 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4057405740574057 芝下３丁目

11 17 Ｒノースブリッヂ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 1111---- 芝下３丁目

11 17 ノースブリッジ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 1111---- 芝下３丁目

11 17 ノースブリッジ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 1111---- 芝下３丁目

11 17 ノースブリッジ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 1111---- 芝下３丁目

 -52 - -52 - -52 - -52 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -53 - -53 - -53 - -53 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

11 17 ノースブリッジ１０３号4058405840584058 1111---- 芝下３丁目

11 17 ノースブリッジ２０２号4058405840584058 1111---- 芝下３丁目

11 17 ノースブリッジ３０２号4058405840584058 1111---- 芝下３丁目

11 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 2222---- 芝下３丁目

11 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 2222---- 芝下３丁目

11 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 8888---- 芝下３丁目

11 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 9999---- 芝下３丁目

11 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4058405840584058 9999---- 芝下３丁目

12 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4059405940594059 芝下３丁目

12 12 　　　　　　　　　　　　　　　　4059405940594059 1111---- 芝下３丁目

12 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4059405940594059 2222---- 芝下３丁目

12 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4059405940594059 2222---- 芝下３丁目

12 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4059405940594059 3333---- 芝下３丁目

17 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4060406040604060 芝下３丁目

17 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4060406040604060 芝下３丁目

 -53 - -53 - -53 - -53 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -54 - -54 - -54 - -54 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

17 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4060406040604060 芝下３丁目

17 23 ハイム、サイトウ4060406040604060 6666---- 芝下３丁目

17 23 ハイムサイトウ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4060406040604060 6666---- 芝下３丁目

17 23 ハイムサイトウ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4060406040604060 6666---- 芝下３丁目

17 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4060406040604060 6666---- 芝下３丁目

17 204060406040604060 6666---- 芝下３丁目

17 204060406040604060 6666---- 芝下３丁目

17 204060406040604060 6666---- 芝下３丁目

17 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4060406040604060 7777---- 芝下３丁目

18 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4064406440644064 芝下３丁目

18 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4064406440644064 芝下３丁目

18 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4064406440644064 芝下３丁目

18 25 コーポキタハシ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4064406440644064 芝下３丁目

18 124064406440644064 芝下３丁目

18 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4064406440644064 3333---- 芝下３丁目

 -54 - -54 - -54 - -54 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -55 - -55 - -55 - -55 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4071407140714071 芝高木１丁目

13 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4072407240724072 1111---- 芝高木１丁目

13 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4072407240724072 1111---- 芝高木１丁目

19 114075407540754075 芝下３丁目

19 184075407540754075 芝下３丁目

19 174075407540754075 芝下３丁目

19 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 芝下３丁目

19 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 7777---- 芝下３丁目

19 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 7777---- 芝下３丁目

19 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 8888---- 芝下３丁目

19 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 8888---- 芝下３丁目

19 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 9999---- 芝下３丁目

19 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 10101010---- 芝下３丁目

19 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 11111111---- 芝下３丁目

19 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4081408140814081 12121212---- 芝下３丁目

 -55 - -55 - -55 - -55 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -56 - -56 - -56 - -56 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

22 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 芝下３丁目

22 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 芝下３丁目

22 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 芝下３丁目

22 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 芝下３丁目

22 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 芝下３丁目

24 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 1111---- 芝下３丁目

24 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 1111---- 芝下３丁目

24 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 6666---- 芝下３丁目

22 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 9999---- 芝下３丁目

22 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 9999---- 芝下３丁目

22 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 12121212---- 芝下３丁目

22 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 13131313---- 芝下３丁目

22 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 15151515---- 芝下３丁目

22 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 15151515---- 芝下３丁目

22 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 16161616---- 芝下３丁目

 -56 - -56 - -56 - -56 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -57 - -57 - -57 - -57 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

22 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 17171717---- 芝下３丁目

22 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4082408240824082 28282828---- 芝下３丁目

24 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4083408340834083 1111---- 芝下３丁目

24 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4083408340834083 1111---- 芝下３丁目

24 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4083408340834083 1111---- 芝下３丁目

24 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4084408440844084 1111---- 芝下３丁目

24 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4084408440844084 1111---- 芝下３丁目

24 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4084408440844084 1111---- 芝下３丁目

24 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4085408540854085 2222---- 芝下３丁目

24 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4085408540854085 3333---- 芝下３丁目

24 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4085408540854085 4444---- 芝下３丁目

24 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4085408540854085 5555---- 芝下３丁目

24 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4085408540854085 5555---- 芝下３丁目

24 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4085408540854085 7777---- 芝下３丁目

22 7 第一矢作荘２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4086408640864086 芝下３丁目

 -57 - -57 - -57 - -57 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -58 - -58 - -58 - -58 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

22 7 第一矢作荘（１０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4086408640864086 1111---- 芝下３丁目

22 16 第２矢作荘２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4086408640864086 1111---- 芝下３丁目

22 7 矢作荘１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4086408640864086 1111---- 芝下３丁目

22 16 第２高木矢作荘１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4086408640864086 1111---- 芝下３丁目

22 16 芝高木第二矢作荘２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4086408640864086 1111---- 芝下３丁目

22 7 芝高木第一矢作荘２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4086408640864086 1111---- 芝下３丁目

22 10 エンゼルハイツＢー１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

22 12 エンゼルハイツＡ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

22 12 エンゼルハイツＡ　１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

22 10 エンゼルハイツＢ号１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

22 12 エンゼルハイツＡ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

22 10 エンゼルハイツＢ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

22 10 エンゼルハイツＢ－２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

22 12 エンゼルハイツＡ１０２号4087408740874087 1111---- 芝下３丁目

24 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 3333---- 芝下３丁目

 -58 - -58 - -58 - -58 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -59 - -59 - -59 - -59 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

24 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 3333---- 芝下３丁目

24 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 4444---- 芝下３丁目

24 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 5555---- 芝下３丁目

24 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 5555---- 芝下３丁目

24 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 6666---- 芝下３丁目

24 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4087408740874087 6666---- 芝下３丁目

23 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4088408840884088 芝下３丁目

23 14 ヘアーサロンくまくら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4088408840884088 芝下３丁目

24 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4088408840884088 芝下３丁目

23 7 川口芝店　　　　　　　　　　　4088408840884088 1111---- 芝下３丁目

14 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4093409340934093 芝高木１丁目

14 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4093409340934093 芝高木１丁目

14 23 芝高木ビル２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4094409440944094 芝高木１丁目

14 23 芝高木ビル２０２号4094409440944094 芝高木１丁目

14 23 芝高木池田ビル１０２号4094409440944094 1111---- 芝高木１丁目

 -59 - -59 - -59 - -59 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -60 - -60 - -60 - -60 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

14 23 芝高木池田ビル１０１号4094409440944094 1111---- 芝高木１丁目

14 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4094409440944094 2222---- 芝高木１丁目

14 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4094409440944094 4444---- 芝高木１丁目

15 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4095409540954095 芝高木１丁目

15 14095409540954095 芝高木１丁目

15 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4098409840984098 芝高木１丁目

15 374098409840984098 芝高木１丁目

25 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4102410241024102 芝下３丁目

25 74102410241024102 芝下３丁目

25 134102410241024102 芝下３丁目

25 124102410241024102 芝下３丁目

25 27 高木コ－ポ２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 27 高木コーポ　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 27 高木コーポ　２０２号　4107410741074107 芝下３丁目

 -60 - -60 - -60 - -60 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -61 - -61 - -61 - -61 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

25 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 27 高木コーポ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 27 高木コーポ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4107410741074107 芝下３丁目

25 224107410741074107 芝下３丁目

27 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 芝下３丁目

27 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 芝下３丁目

27 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 芝下３丁目

27 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 芝下３丁目

27 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 芝下３丁目

27 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 芝下３丁目

27 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 芝下３丁目

27 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4108410841084108 11111111---- 芝下３丁目

28 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 芝下３丁目

 -61 - -61 - -61 - -61 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -62 - -62 - -62 - -62 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

27 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 芝下３丁目

28 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 芝下３丁目

28 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 芝下３丁目

27 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 2222---- 芝下３丁目

27 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 6666---- 芝下３丁目

27 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 8888---- 芝下３丁目

27 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 9999---- 芝下３丁目

27 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 14141414---- 芝下３丁目

27 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 16161616---- 芝下３丁目

27 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 18181818---- 芝下３丁目

27 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4109410941094109 18181818---- 芝下３丁目

28 1 エーデルワイズ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 芝下３丁目

28 1 エーデルワイズ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 芝下３丁目

28 1 エーデルワイズ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 芝下３丁目

28 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 1111---- 芝下３丁目

 -62 - -62 - -62 - -62 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -63 - -63 - -63 - -63 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

31 8 フラワーハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 3333---- 芝下３丁目

31 8 フラワーハイツ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 3333---- 芝下３丁目

31 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 4444---- 芝下３丁目

31 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 5555---- 芝下３丁目

31 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 5555---- 芝下３丁目

31 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 6666---- 芝下３丁目

31 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4110411041104110 7777---- 芝下３丁目

31 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 芝下３丁目

31 12 愛美容室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 芝下３丁目

31 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 芝下３丁目

31 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 芝下３丁目

31 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 6666---- 芝下３丁目

31 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 7777---- 芝下３丁目

31 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 8888---- 芝下３丁目

31 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 10101010---- 芝下３丁目

 -63 - -63 - -63 - -63 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -64 - -64 - -64 - -64 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

31 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 11111111---- 芝下３丁目

31 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 13131313---- 芝下３丁目

31 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4111411141114111 13131313---- 芝下３丁目

29 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4114411441144114 芝下３丁目

29 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4114411441144114 芝下３丁目

29 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4114411441144114 芝下３丁目

29 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4114411441144114 芝下３丁目

29 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4114411441144114 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4115411541154115 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4115411541154115 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4115411541154115 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4115411541154115 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4115411541154115 芝下３丁目

29 11 レオパレスワラビ第２７　２０７号　（レオパレス水野谷２０７号4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 11 レオパレス　１０４号　（レオパレス水野谷１０４号）　　　　　4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

 -64 - -64 - -64 - -64 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -65 - -65 - -65 - -65 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

29 11 レオパレス蕨２０４（レオパレス水野谷２０４号）4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 11 レオパレスミズノヤ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 11 レオパレス蕨２０４（レオパレス水野谷２０４号）4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 11 レオパレス蕨第２７－１０１号（レオパレス水野谷１０１号）　　4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷１０６号4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷１０７号4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 11 レオパレス水野谷２０３号4115411541154115 5555---- 芝下３丁目

29 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4115411541154115 7777---- 芝下３丁目

26 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4116411641164116 芝下３丁目

26 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4116411641164116 芝下３丁目

26 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4116411641164116 芝下３丁目

26 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4116411641164116 5555---- 芝下３丁目

26 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4116411641164116 7777---- 芝下３丁目

26 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4116411641164116 10101010---- 芝下３丁目

26 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4117411741174117 芝下３丁目

 -65 - -65 - -65 - -65 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -66 - -66 - -66 - -66 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

26 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4117411741174117 芝下３丁目

26 9 立田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4123412341234123 芝下３丁目

26 114123412341234123 芝下３丁目

26 15 カラオケはながさ4123412341234123 芝下３丁目

45 19 池田ハイツ３０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 芝下３丁目

45 18 池田荘２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 芝下３丁目

45 19 池田ハイツ３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 芝下３丁目

45 19 池田ハイツ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 芝下３丁目

45 19 池田ハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 芝下３丁目

45 19 池田ハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 芝下３丁目

45 18 池田荘２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 芝下３丁目

45 18 池田荘4126412641264126 芝下３丁目

45 18 池田荘4126412641264126 芝下３丁目

45 18 池田荘２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 1111---- 芝下３丁目

45 19 池田ハイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4126412641264126 1111---- 芝下３丁目

 -66 - -66 - -66 - -66 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -67 - -67 - -67 - -67 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

45 18 池田荘4126412641264126 1111---- 芝下３丁目

45 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4127412741274127 4444---- 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ　１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 6 アミューズメント芝高木Ｂ１０２　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

 -67 - -67 - -67 - -67 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -68 - -68 - -68 - -68 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

45 27 ベルハイツ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 27 ベルハイツ３０２号　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 21 ヘアープロデュース　エフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 芝下３丁目

45 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4128412841284128 13131313---- 芝下３丁目

45 11 アミューズメント２１芝高木Ａ棟２０２号　　　　　　　　　　　4129412941294129 芝下３丁目

45 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4129412941294129 2222---- 芝下３丁目

45 11 アミューズメント芝高木Ａ　２０１号　　　　　　　　　　　　　4129412941294129 3333---- 芝下３丁目

45 11 アミューズメントＡ　２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　4129412941294129 3333---- 芝下３丁目

45 11 アミューズメント芝高木Ａ　１０２号4129412941294129 3333---- 芝下３丁目

45 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4129412941294129 4444---- 芝下３丁目

45 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4130413041304130 7777---- 芝下３丁目

 -68 - -68 - -68 - -68 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -69 - -69 - -69 - -69 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

45 6 アミューズメント芝高木２１Ｂ棟２０３号室　　　　　　　　　　4130413041304130 8888---- 芝下３丁目

45 6 アミューズメント芝高木Ｂ－１０１　　　　　　　　　　　　　　4130413041304130 8888---- 芝下３丁目

45 6 アミューＢ棟２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4130413041304130 8888---- 芝下３丁目

45 6 アミューズメント芝高木Ｂ２０３4130413041304130 8888---- 芝下３丁目

45 5 アミューズメント芝高木Ｃ　１０１号　　　　　　　　　　　　　4130413041304130 9999---- 芝下３丁目

45 5 アミューズメント芝高木Ｃ－１０３号　　　　　　　　　　　　　4130413041304130 9999---- 芝下３丁目

45 5 アミューズメント芝高木Ｃ　２０３号4130413041304130 9999---- 芝下３丁目

45 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4130413041304130 10101010---- 芝下３丁目

45 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 1111---- 芝下３丁目

45 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 2222---- 芝下３丁目

45 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 3333---- 芝下３丁目

45 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 4444---- 芝下３丁目

45 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 5555---- 芝下３丁目

44 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 6666---- 芝下３丁目

44 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 7777---- 芝下３丁目

 -69 - -69 - -69 - -69 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -70 - -70 - -70 - -70 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

44 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 8888---- 芝下３丁目

44 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4131413141314131 9999---- 芝下３丁目

44 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4133413341334133 芝下３丁目

44 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4133413341334133 芝下３丁目

44 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4133413341334133 芝下３丁目

44 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4133413341334133 芝下３丁目

44 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4133413341334133 3333---- 芝下３丁目

44 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4133413341334133 3333---- 芝下３丁目

44 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4133413341334133 11111111---- 芝下３丁目

44 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 4444---- 芝下３丁目

44 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 5555---- 芝下３丁目

44 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 6666---- 芝下３丁目

44 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 6666---- 芝下３丁目

44 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 8888---- 芝下３丁目

44 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 8888---- 芝下３丁目

 -70 - -70 - -70 - -70 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -71 - -71 - -71 - -71 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

44 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 9999---- 芝下３丁目

44 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4134413441344134 10101010---- 芝下３丁目

44 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 芝下３丁目

44 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 芝下３丁目

44 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 芝下３丁目

44 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 芝下３丁目

44 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 12121212---- 芝下３丁目

44 24135413541354135 12121212---- 芝下３丁目

44 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 15151515---- 芝下３丁目

44 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 19191919---- 芝下３丁目

44 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 20202020---- 芝下３丁目

44 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4135413541354135 23232323---- 芝下３丁目

44 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

44 53 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

44 54 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

 -71 - -71 - -71 - -71 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -72 - -72 - -72 - -72 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

44 52 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

40 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

40 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

40 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

40 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

40 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

44 52 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

44 54 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 芝下３丁目

40 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 1111---- 芝下３丁目

44 56 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 5555---- 芝下３丁目

44 56 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 5555---- 芝下３丁目

44 55 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 6666---- 芝下３丁目

44 55 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 6666---- 芝下３丁目

44 51 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4136413641364136 9999---- 芝下３丁目

40 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4138413841384138 芝下３丁目

 -72 - -72 - -72 - -72 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -73 - -73 - -73 - -73 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

40 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4138413841384138 1111---- 芝下３丁目

40 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4138413841384138 2222---- 芝下３丁目

41 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4139413941394139 1111---- 芝下３丁目

41 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4139413941394139 4444---- 芝下３丁目

41 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4139413941394139 10101010---- 芝下３丁目

41 29 笠原荘 (１０１号)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4140414041404140 芝下３丁目

41 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4140414041404140 2222---- 芝下３丁目

41 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4140414041404140 2222---- 芝下３丁目

41 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4140414041404140 2222---- 芝下３丁目

41 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 芝下３丁目

41 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 2222---- 芝下３丁目

41 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 4444---- 芝下３丁目

41 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 5555---- 芝下３丁目

41 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 6666---- 芝下３丁目

41 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 7777---- 芝下３丁目

 -73 - -73 - -73 - -73 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -74 - -74 - -74 - -74 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

41 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 8888---- 芝下３丁目

41 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 9999---- 芝下３丁目

41 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 10101010---- 芝下３丁目

41 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 12121212---- 芝下３丁目

41 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 13131313---- 芝下３丁目

41 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 14141414---- 芝下３丁目

41 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 15151515---- 芝下３丁目

41 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 17171717---- 芝下３丁目

41 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 18181818---- 芝下３丁目

41 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4141414141414141 19191919---- 芝下３丁目

42 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 芝下３丁目

41 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 芝下３丁目

41 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 芝下３丁目

42 164142414241424142 1111---- 芝下３丁目

42 164142414241424142 1111---- 芝下３丁目

 -74 - -74 - -74 - -74 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -75 - -75 - -75 - -75 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

42 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 2222---- 芝下３丁目

42 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 3333---- 芝下３丁目

42 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 4444---- 芝下３丁目

42 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 8888---- 芝下３丁目

41 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 12121212---- 芝下３丁目

41 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 12121212---- 芝下３丁目

41 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 13131313---- 芝下３丁目

41 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4142414241424142 16161616---- 芝下３丁目

42 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4143414341434143 2222---- 芝下３丁目

42 154143414341434143 2222---- 芝下３丁目

43 15 川口ストーブサービスセンター　スワベ商会　　　　　　　　　　4144414441444144 芝下３丁目

42 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 2222---- 芝下３丁目

42 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 2222---- 芝下３丁目

42 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 9999---- 芝下３丁目

43 17 笠原荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 10101010---- 芝下３丁目

 -75 - -75 - -75 - -75 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -76 - -76 - -76 - -76 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

43 18 笠原荘　(１Ｆ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 10101010---- 芝下３丁目

43 17 笠原荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 10101010---- 芝下３丁目

43 17 笠原荘　(１Ｆ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 10101010---- 芝下３丁目

43 18 笠原荘７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 10101010---- 芝下３丁目

43 18 笠原荘６号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 10101010---- 芝下３丁目

43 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 11111111---- 芝下３丁目

43 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 13131313---- 芝下３丁目

43 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 13131313---- 芝下３丁目

42 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4144414441444144 16161616---- 芝下３丁目

42 134144414441444144 19191919---- 芝下３丁目

21 274147414741474147 芝高木１丁目

12 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4149414941494149 芝高木１丁目

12 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4149414941494149 2222---- 芝高木１丁目

12 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4151415141514151 芝高木１丁目

12 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4152415241524152 2222---- 芝高木１丁目

 -76 - -76 - -76 - -76 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -77 - -77 - -77 - -77 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

12 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4152415241524152 2222---- 芝高木１丁目

12 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4152415241524152 3333---- 芝高木１丁目

12 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4152415241524152 4444---- 芝高木１丁目

12 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4152415241524152 5555---- 芝高木１丁目

12 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4152415241524152 6666---- 芝高木１丁目

12 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4154415441544154 1111---- 芝高木１丁目

12 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4154415441544154 2222---- 芝高木１丁目

12 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4154415441544154 2222---- 芝高木１丁目

12 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4154415441544154 3333---- 芝高木１丁目

12 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4154415441544154 4444---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

 -77 - -77 - -77 - -77 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -78 - -78 - -78 - -78 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

5 11 カサグランデ芝２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝１０２　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝３０６号　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

5 11 カサグランデ芝２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4155415541554155 1111---- 芝高木１丁目

21 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4157415741574157 芝高木２丁目

21 10 長沢１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4158415841584158 芝高木２丁目

21 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4158415841584158 芝高木２丁目

21 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4158415841584158 芝高木２丁目

21 10 長沢荘２０３号室　(実際は１０７号室に住んでいる）　　　　　　4158415841584158 芝高木２丁目

 -78 - -78 - -78 - -78 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -79 - -79 - -79 - -79 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

21 64158415841584158 芝高木２丁目

21 10 長沢荘　２Ｆ６ （１０６号室）　　　　　　　　　　　　　　　　4158415841584158 3333---- 芝高木２丁目

21 10 長沢荘１０３号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4158415841584158 3333---- 芝高木２丁目

21 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4158415841584158 6666---- 芝高木２丁目

21 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4158415841584158 8888---- 芝高木２丁目

21 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4162416241624162 芝高木２丁目

21 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4162416241624162 芝高木２丁目

21 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4162416241624162 3333---- 芝高木２丁目

21 1 三和サービスドライ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4163416341634163 芝高木２丁目

21 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4163416341634163 芝高木２丁目

21 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4163416341634163 芝高木２丁目

21 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4163416341634163 芝高木２丁目

21 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4163416341634163 芝高木２丁目

21 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4163416341634163 芝高木２丁目

21 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4163416341634163 芝高木２丁目

 -79 - -79 - -79 - -79 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -80 - -80 - -80 - -80 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

21 494163416341634163 芝高木２丁目

6 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 1111---- 芝高木１丁目

6 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 3333---- 芝高木１丁目

6 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 3333---- 芝高木１丁目

6 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 4444---- 芝高木１丁目

6 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 4444---- 芝高木１丁目

6 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 5555---- 芝高木１丁目

6 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 6666---- 芝高木１丁目

6 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4166416641664166 7777---- 芝高木１丁目

6 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4167416741674167 3333---- 芝高木１丁目

6 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4167416741674167 3333---- 芝高木１丁目

6 14 ボヌシャンス弐番館２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 14 ボヌシャンス弐番館１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 16 ボヌシャンス壱番館Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 14 （ボヌシャンヌ弐番館１０２号）　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

 -80 - -80 - -80 - -80 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -81 - -81 - -81 - -81 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

6 14 ボヌシャンス弐番館２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 16 １０２号　（ボヌシャンヌ壱番館１０２号）　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 16 ボヌシャンス壱番館Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 16 ボヌシャンス壱番館１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 16 ボヌシャンス壱番館１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

6 16 ボヌシャンス壱番館１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　4168416841684168 芝高木１丁目

9 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4170417041704170 芝高木２丁目

9 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4170417041704170 芝高木２丁目

9 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4170417041704170 芝高木２丁目

9 39 ＮＯＢＵ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4170417041704170 芝高木２丁目

9 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4170417041704170 芝高木２丁目

6 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

6 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

 -81 - -81 - -81 - -81 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -82 - -82 - -82 - -82 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

6 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

6 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

6 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

6 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

6 18 フラワーコーポ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

6 18 芝フラワーコーポ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

5 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4175417541754175 芝高木２丁目

4 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

4 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

 -82 - -82 - -82 - -82 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -83 - -83 - -83 - -83 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

5 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

5 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

5 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

4 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

4 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

5 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

5 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

4 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4176417641764176 芝高木２丁目

20 184176417641764176 芝宮根町

4 10 サユリ荘　１０２4176417641764176 芝高木２丁目

4 10 サユリ荘　２０１4176417641764176 芝高木２丁目

3 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

3 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

4 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

4 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

 -83 - -83 - -83 - -83 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -84 - -84 - -84 - -84 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

4 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

3 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

3 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

3 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

4 17 オートサービス　ミナミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

4 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

3 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

4 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4177417741774177 芝高木２丁目

3 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 4444---- 芝高木２丁目

3 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 4444---- 芝高木２丁目

3 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 5555---- 芝高木２丁目

3 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 5555---- 芝高木２丁目

3 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 6666---- 芝高木２丁目

2 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 11111111---- 芝高木２丁目

2 34178417841784178 11111111---- 芝高木２丁目

 -84 - -84 - -84 - -84 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -85 - -85 - -85 - -85 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

3 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 20202020---- 芝高木２丁目

3 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 20202020---- 芝高木２丁目

3 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 20202020---- 芝高木２丁目

2 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 27272727---- 芝高木２丁目

2 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 27272727---- 芝高木２丁目

3 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 29292929---- 芝高木２丁目

3 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4178417841784178 30303030---- 芝高木２丁目

2 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4179417941794179 3333---- 芝高木２丁目

2 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4179417941794179 6666---- 芝高木２丁目

2 364179417941794179 6666---- 芝高木２丁目

2 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4179417941794179 8888---- 芝高木２丁目

2 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4179417941794179 8888---- 芝高木２丁目

2 304179417941794179 8888---- 芝高木２丁目

20 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4180418041804180 4444---- 芝宮根町

20 224180418041804180 4444---- 芝宮根町

 -85 - -85 - -85 - -85 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -86 - -86 - -86 - -86 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

20 19 メゾンリコウＢ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 1111---- 芝宮根町

20 20 メゾンリコウＡ棟３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 20 メゾン・リコウＡ棟１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 20 メゾンリコウＡ棟２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 20 メゾンリコウＡ－１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 20 メゾンリコウＡ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 19 メゾンリコウＢ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 19 メゾンリコウＢ１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 19 メゾンリコウＢ－２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 19 メゾンリコウＢ３０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 19 メゾンリコウＢ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 19 メゾンリコウ１０１号　（メゾンリコウＢ１０１号が正しい。）　4182418241824182 2222---- 芝宮根町

20 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4183418341834183 5555---- 芝宮根町

19 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4187418741874187 芝宮根町

19 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4187418741874187 芝宮根町

 -86 - -86 - -86 - -86 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -87 - -87 - -87 - -87 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

20 34319431943194319 1111---- 芝宮根町

19 4 スプリングハウス１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4322432243224322 芝宮根町

19 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4322432243224322 芝宮根町

19 4 スプリングハウス２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4322432243224322 芝宮根町

19 4 スプリングハウス１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　4322432243224322 芝宮根町

19 4 スプリングハウス２０２4322432243224322 芝宮根町

20 6  - 302 エテルナ・ルミエーラ芝３０２号　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 407 エテルナ・ルミエーラ４０７号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 15 フラワーハイツ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 501 エテルナ・ルミエーラ芝５０１　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 305 エテルナリミエーラ芝３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 401 エテルナルミエ－ラ芝４０１号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 306 エテルナ・ルミエーラ芝　３０６号　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

 -87 - -87 - -87 - -87 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -88 - -88 - -88 - -88 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

20 6  - 501 エテルナ・ルミエーラ芝５０１　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 301 エテルナルミエーラ芝３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 303 エテルナ・ルミエーラ芝３０３号　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 15 フラワーハイツ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 506 エテルナルミエーラ芝５０６号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 507 エテルナルミエーラ芝５０７号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 15 フラワーハイツ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 15 フラワーハイツ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 15 フラワーハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 306 エテルナ・ルミエーラ芝３０６号　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 307 エテルナルミエーラ芝３０７号室　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 303 エテルナ・ルミエーラ３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 403 エテルナ・ルミエーラ芝４０３号　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 406 エテルナルミエーラ芝４０６号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 502 エテルナ・ルミエーラ芝５０２号　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

 -88 - -88 - -88 - -88 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -89 - -89 - -89 - -89 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

20 6  - 405 エテルナルミエーラ４０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 406 エテルナ　ルミエーラ芝４０６号　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 305 エテルナリミエーラ芝３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 15 フラワーハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6  - 302 エテルナルミエーラ芝　　　　　　　　　　4324432443244324 芝宮根町

20 6 エテルナルミエーラ芝１Ｆ　業務スーパー川口芝店4324432443244324 芝宮根町

20 6 エテルナルミエーラ２Ｆ4324432443244324 芝宮根町

20 64324432443244324 芝宮根町

20 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4325432543254325 芝宮根町

20 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4326432643264326 芝宮根町

1 14404440444044404 芝高木２丁目

1 1 西友川口芝店4404440444044404 芝高木２丁目

1 1 西友川口芝店4404440444044404 芝高木２丁目

1 1 西友川口芝店4404440444044404 芝高木２丁目

17 13 （工藤ビル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

 -89 - -89 - -89 - -89 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -90 - -90 - -90 - -90 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

17 7 メゾンクサノ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

 -90 - -90 - -90 - -90 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -91 - -91 - -91 - -91 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

17 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 芝宮根町

17 7 メゾンクサノ１０２号（とんとん亭寮）5347534753475347 芝宮根町

17 13 工藤ビル１Ｆ5347534753475347 芝宮根町

17 13 工藤ビル１Ｆ5347534753475347 芝宮根町

17 13 工藤ビル２Ｆ5347534753475347 芝宮根町

17 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 1111---- 芝宮根町

17 45347534753475347 1111---- 芝宮根町

17 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 2222---- 芝宮根町

17 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 2222---- 芝宮根町

17 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 39 （メゾンドスリーエフ３０１号）　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 39 メゾンドスリーエフ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴　（２０１号）　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

 -91 - -91 - -91 - -91 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -92 - -92 - -92 - -92 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

17 39 メゾンドスリーエフ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴　１０５号5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴　２０５号5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 37 ペアパレス五十鈴１０６号5347534753475347 8888---- 芝宮根町

17 13 （工藤ビル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 16161616---- 芝宮根町

17 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 18181818---- 芝宮根町

17 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 25252525---- 芝宮根町

17 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 25252525---- 芝宮根町

17 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 27272727---- 芝宮根町

17 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 27272727---- 芝宮根町

17 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 33333333---- 芝宮根町

 -92 - -92 - -92 - -92 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -93 - -93 - -93 - -93 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

17 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 36363636---- 芝宮根町

17 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 50505050---- 芝宮根町

17 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 52525252---- 芝宮根町

17 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 53535353---- 芝宮根町

17 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 54545454---- 芝宮根町

17 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 55555555---- 芝宮根町

17 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5347534753475347 56565656---- 芝宮根町

18 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5348534853485348 芝宮根町

14 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5348534853485348 芝宮根町

14 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5348534853485348 芝宮根町

18 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5348534853485348 1111---- 芝宮根町

18 11 ジャスティスＡ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5348534853485348 1111---- 芝宮根町

18 11 ジャスティスＡ　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5348534853485348 1111---- 芝宮根町

18 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5348534853485348 2222---- 芝宮根町

18 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5349534953495349 芝宮根町

 -93 - -93 - -93 - -93 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -94 - -94 - -94 - -94 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

18 10 ジャスティスＢ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5349534953495349 1111---- 芝宮根町

18 10 ジャステスＢ　１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5349534953495349 1111---- 芝宮根町

18 10 ジャスティスＢ　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5349534953495349 1111---- 芝宮根町

18 10 ジャスティスＢ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5349534953495349 1111---- 芝宮根町

18 10 ジャスティスＢ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5349534953495349 1111---- 芝宮根町

16 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5351535153515351 芝宮根町

16 29 ワーク・リレイト内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5351535153515351 芝宮根町

16 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5351535153515351 芝宮根町

15 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

14 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

14 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

15 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

15 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

15 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

14 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

 -94 - -94 - -94 - -94 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -95 - -95 - -95 - -95 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

14 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 芝宮根町

14 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 3333---- 芝宮根町

15 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 5555---- 芝宮根町

14 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5356535653565356 8888---- 芝宮根町

15 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5357535753575357 2222---- 芝宮根町

16 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5360536053605360 芝宮根町

14 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5362536253625362 1111---- 芝宮根町

14 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5362536253625362 2222---- 芝宮根町

14 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5362536253625362 6666---- 芝宮根町

14 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5362536253625362 6666---- 芝宮根町

14 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5362536253625362 9999---- 芝宮根町

14 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5362536253625362 13131313---- 芝宮根町

14 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5363536353635363 芝宮根町

14 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5363536353635363 芝宮根町

14 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5363536353635363 2222---- 芝宮根町

 -95 - -95 - -95 - -95 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -96 - -96 - -96 - -96 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

14 30 平石治療院　　　　　　　　　　　　　　　　　5364536453645364 芝宮根町

14 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5364536453645364 芝宮根町

14 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5364536453645364 芝宮根町

14 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5364536453645364 芝宮根町

14 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5364536453645364 1111---- 芝宮根町

14 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5365536553655365 芝宮根町

14 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5366536653665366 1111---- 芝宮根町

14 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5367536753675367 芝宮根町

14 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5368536853685368 3333---- 芝宮根町

14 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5368536853685368 3333---- 芝宮根町

14 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5368536853685368 3333---- 芝宮根町

14 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5368536853685368 4444---- 芝宮根町

14 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5369536953695369 芝宮根町

11 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5369536953695369 芝宮根町

14 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5369536953695369 芝宮根町

 -96 - -96 - -96 - -96 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -97 - -97 - -97 - -97 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

11 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5369536953695369 芝宮根町

11 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5370537053705370 芝宮根町

11 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5370537053705370 芝宮根町

9 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 芝宮根町

12 14 （アイエスコーポ川口　１０１号）　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 芝宮根町

9 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 芝宮根町

11 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 1111---- 芝宮根町

11 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 1111---- 芝宮根町

11 33 スリーコーポ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 1111---- 芝宮根町

11 33 スリーコーポ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 1111---- 芝宮根町

11 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 1111---- 芝宮根町

11 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 4444---- 芝宮根町

9 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 7777---- 芝宮根町

9 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 7777---- 芝宮根町

9 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 13131313---- 芝宮根町

 -97 - -97 - -97 - -97 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -98 - -98 - -98 - -98 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

9 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 14141414---- 芝宮根町

9 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 16161616---- 芝宮根町

9 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 17171717---- 芝宮根町

8 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 24242424---- 芝宮根町

8 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 25252525---- 芝宮根町

8 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 32323232---- 芝宮根町

8 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 32323232---- 芝宮根町

8 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 35353535---- 芝宮根町

9 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 39393939---- 芝宮根町

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 45454545---- 芝宮根町

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 45454545---- 芝宮根町

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 45454545---- 芝宮根町

8 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 46464646---- 芝宮根町

11 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 50505050---- 芝宮根町

11 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 51515151---- 芝宮根町

 -98 - -98 - -98 - -98 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -99 - -99 - -99 - -99 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

11 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 52525252---- 芝宮根町

10 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 53535353---- 芝宮根町

10 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 53535353---- 芝宮根町

10 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 53535353---- 芝宮根町

10 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 53535353---- 芝宮根町

10 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 54545454---- 芝宮根町

10 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 54545454---- 芝宮根町

10 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 55555555---- 芝宮根町

10 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 55555555---- 芝宮根町

9 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 56565656---- 芝宮根町

9 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 57575757---- 芝宮根町

9 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 58585858---- 芝宮根町

9 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 59595959---- 芝宮根町

9 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 60606060---- 芝宮根町

9 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 61616161---- 芝宮根町

 -99 - -99 - -99 - -99 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -100 - -100 - -100 - -100 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

11 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 62626262---- 芝宮根町

11 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5371537153715371 63636363---- 芝宮根町

8 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 芝宮根町

8 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 芝宮根町

7 55372537253725372 1111---- 芝宮根町

7 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 4444---- 芝宮根町

7 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 7777---- 芝宮根町

7 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 10101010---- 芝宮根町

8 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 12121212---- 芝宮根町

8 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 12121212---- 芝宮根町

8 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 18181818---- 芝宮根町

8 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 20202020---- 芝宮根町

8 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 21212121---- 芝宮根町

8 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 21212121---- 芝宮根町

8 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 31313131---- 芝宮根町

 -100 - -100 - -100 - -100 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -101 - -101 - -101 - -101 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

8 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 32323232---- 芝宮根町

8 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 33333333---- 芝宮根町

7 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 45454545---- 芝宮根町

7 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 47474747---- 芝宮根町

7 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 48484848---- 芝宮根町

7 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 49494949---- 芝宮根町

7 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5372537253725372 66666666---- 芝宮根町

7 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 芝宮根町

7 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 芝宮根町

7 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 芝宮根町

7 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 芝宮根町

7 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 11111111---- 芝宮根町

7 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 11111111---- 芝宮根町

7 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 14141414---- 芝宮根町

7 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 15151515---- 芝宮根町

 -101 - -101 - -101 - -101 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -102 - -102 - -102 - -102 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

7 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 15151515---- 芝宮根町

7 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 17171717---- 芝宮根町

7 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5373537353735373 18181818---- 芝宮根町

2 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 芝宮根町

2 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 芝宮根町

2 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 芝宮根町

2 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 3333---- 芝宮根町

2 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 5555---- 芝宮根町

2 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 12121212---- 芝宮根町

2 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 12121212---- 芝宮根町

2 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 16161616---- 芝宮根町

2 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 16161616---- 芝宮根町

2 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 18181818---- 芝宮根町

2 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5503550355035503 20202020---- 芝宮根町

21 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5644564456445644 芝高木１丁目

 -102 - -102 - -102 - -102 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -103 - -103 - -103 - -103 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

21 315644564456445644 芝高木１丁目

21 345644564456445644 芝高木１丁目

17 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5650565056505650 芝高木１丁目

17 285650565056505650 芝高木１丁目

17 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5653565356535653 1111---- 芝高木１丁目

17 15 サンハイム１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5656565656565656 1111---- 芝高木１丁目

17 15 サンハイム１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5656565656565656 1111---- 芝高木１丁目

17 15 サンハイム２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5656565656565656 1111---- 芝高木１丁目

17 15 サンハイム２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5656565656565656 1111---- 芝高木１丁目

17 15 サンハイム２０２号　　　　　　　　　　　5656565656565656 1111---- 芝高木１丁目

17 37 信興倉庫運輸㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5657565756575657 芝高木１丁目

17 9 ドミール吉田１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

17 9 ドミール吉田１０１号　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

17 9 ドミール吉田　１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

17 9 ドミール吉田２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

 -103 - -103 - -103 - -103 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -104 - -104 - -104 - -104 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

17 9 ドミール吉田２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

17 9 ドミール吉田２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

17 9 ドミール吉田１０１号　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

17 9 ドミール吉田２Ｆ　　　　　　　　　　　　5661566156615661 芝高木１丁目

17 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5662566256625662 芝高木１丁目

17 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5663566356635663 芝高木１丁目

17 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5663566356635663 4444---- 芝高木１丁目

15 18  - 402 芝高木耐火市営住宅４０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 105 芝高木耐火市営住宅１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 504 芝高木耐火市営住宅５０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 309 芝高木耐火市営住宅３０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 106 芝高木耐火市営住宅１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 29 芝高木耐火市営住宅Ｂ２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 502 芝高木耐火市営住宅５０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 401 高木住宅４０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

 -104 - -104 - -104 - -104 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -105 - -105 - -105 - -105 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 18  - 506 芝高木耐火市営住宅５０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 303 芝高木耐火市営住宅３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 202 芝高木耐火市営住宅２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 111 芝高木耐火市営住宅１１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 411 芝高木耐火市営住宅４１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 201 芝高木耐火市営住宅２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 103 芝高木耐火市営住宅１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 306 芝高木耐火市営住宅３０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 302 芝高木耐火市営住宅３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 108 芝高木耐火市営住宅１０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 101 芝高木耐火市営住宅Ａ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 407 芝高木耐火市営住宅４０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 508 芝高木耐火市営住宅５０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 403 芝高木住宅ＲＡ４０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 505 芝高木耐火市営住宅５０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

 -105 - -105 - -105 - -105 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -106 - -106 - -106 - -106 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 18  - 208 芝高木耐火市営住宅（２０８号）　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 510 芝高木耐火市営住宅５１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 410 芝高木耐火市営住宅４１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 204 芝高木耐火市営住宅２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 203 芝高木耐火市営住宅２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 102 芝高木耐火市営住宅１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 110 芝高木耐火市営住宅１１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 107 芝高木耐火市営住宅１０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 206 芝高木耐火市営住宅２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 29 芝高木耐火市営住宅Ｂ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 205 芝高木耐火市営住宅２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 308 芝高木耐火市営住宅３０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 310 芝高木耐火市営住宅３１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 209 芝高木耐火市営住宅２０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 207 芝高木耐火市営住宅２０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

 -106 - -106 - -106 - -106 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -107 - -107 - -107 - -107 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 18  - 307 芝高木耐火市営住宅ＲＡ３０７号　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 507 芝高木耐火市営住宅５０７　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 29 芝高木耐火市営住宅Ｂ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 104 芝高木耐火市営住宅　１０４号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 405 芝高木耐火市営住宅　４０５号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 29 芝高木耐火市営住宅Ｂ１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 212 芝高木耐火市営住宅２１２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 409 芝高木耐火市営住宅４０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 29 芝高木耐火市営住宅Ｂ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 503 芝高木耐火市営住宅ＲＡー５０３　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 29 芝高木耐火市営住宅Ｂ　２０３号　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 406 芝高木耐火市営住宅Ａ４０６号　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 412 芝高木住宅４１２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 210 芝高木住宅ＲＡ２１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 29 芝高木住宅ＲＢ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

 -107 - -107 - -107 - -107 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -108 - -108 - -108 - -108 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 18  - 511 芝高木耐火市営住宅５１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 309 芝高木耐火住宅３０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 211 芝高木住宅ＲＡ２１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 301 芝高木耐火市営住宅ＲＡ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 509 芝高木住宅ＲＡ５０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 109 芝高木耐火市営住宅１０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 203 芝高木耐火市営住宅２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 305 芝高木住宅ＲＡ３０５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 311 芝高木住宅ＲＡ３１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 18  - 112 芝高木耐火市営住宅ＲＡ１１２号　　　　　　　　　　　　　　　5671567156715671 芝高木１丁目

15 95673567356735673 芝高木１丁目

15 105674567456745674 芝高木１丁目

14 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5675567556755675 芝高木１丁目

15 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5675567556755675 芝高木１丁目

15 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5675567556755675 芝高木１丁目

 -108 - -108 - -108 - -108 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -109 - -109 - -109 - -109 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

15 5 ＹＯＵ総合保険事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5675567556755675 芝高木１丁目

14 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5675567556755675 芝高木１丁目

14 155675567556755675 芝高木１丁目

14 195675567556755675 芝高木１丁目

15 15675567556755675 芝高木１丁目

15 35675567556755675 芝高木１丁目

14 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5677567756775677 芝高木１丁目

14 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5677567756775677 芝高木１丁目

14 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5680568056805680 芝高木１丁目

14 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5680568056805680 芝高木１丁目

14 30 ㈱セブンイレブン・ジャパン　　　　　　　　　　　　　　　　　5680568056805680 芝高木１丁目

14 305680568056805680 芝高木１丁目

13 36 ハイツグローリーＢ　１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 35 ハイツグローリーＡ２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 35 ハイツグロ－リ－Ａ１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

 -109 - -109 - -109 - -109 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -110 - -110 - -110 - -110 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 36 ハイツグローリーＢ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 35 ハイツグローリーＡ　２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 36 ハイツグローリーＢ１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 35 ハイツグローリーＡ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 36 ハイツグローリーＢ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 36 ハイツグローリーＢ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 芝高木１丁目

13 35 ハイツグローリーＡ１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　5684568456845684 1111---- 芝高木１丁目

13 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5685568556855685 芝高木１丁目

13 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5685568556855685 芝高木１丁目

13 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5687568756875687 芝高木１丁目

13 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5687568756875687 芝高木１丁目

12 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5690569056905690 1111---- 芝高木１丁目

12 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5690569056905690 2222---- 芝高木１丁目

12 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5690569056905690 2222---- 芝高木１丁目

5 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5731573157315731 芝高木１丁目

 -110 - -110 - -110 - -110 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -111 - -111 - -111 - -111 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

5 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5731573157315731 1111---- 芝高木１丁目

5 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5731573157315731 2222---- 芝高木１丁目

5 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5731573157315731 3333---- 芝高木１丁目

4 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5732573257325732 芝高木１丁目

4 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5733573357335733 1111---- 芝高木１丁目

4 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5733573357335733 2222---- 芝高木１丁目

4 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5734573457345734 1111---- 芝高木１丁目

5 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5740574057405740 芝高木１丁目

3 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5742574257425742 芝高木１丁目

3 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5743574357435743 芝高木１丁目

3 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5743574357435743 芝高木１丁目

3 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5743574357435743 芝高木１丁目

3 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5745574557455745 1111---- 芝高木１丁目

3 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5746574657465746 芝高木１丁目

3 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5746574657465746 芝高木１丁目

 -111 - -111 - -111 - -111 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -112 - -112 - -112 - -112 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5747574757475747 芝高木１丁目

13 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5748574857485748 芝高木１丁目

13 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5750575057505750 芝高木１丁目

13 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5750575057505750 芝高木１丁目

13 435752575257525752 芝高木１丁目

13 41 サマックス芝Ｄ－１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

13 41 (サマックス芝Ｄ　２０３号）　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

13 41 サマックス芝Ｄ　(１０５号)　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

13 41 サマックス芝Ｄ２０５号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

13 41 サマックスＤ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

13 41 サマックス芝Ｄ１０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

13 41 サマックス芝Ｄ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

13 41 サマックス芝Ｄ２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5754575457545754 芝高木１丁目

1 43 ビューティサロン　しが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 芝高木１丁目

1 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 芝高木１丁目

 -112 - -112 - -112 - -112 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -113 - -113 - -113 - -113 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 42 金美ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 芝高木１丁目

1 42 　　　　　　　　　5759575957595759 芝高木１丁目

1 435759575957595759 芝高木１丁目

1 38 ヒラタ２０２　（平田２０２号）　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 4444---- 芝高木１丁目

1 38 ２０１号　（平田２０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 4444---- 芝高木１丁目

1 38 ２０１　　（平田２０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 4444---- 芝高木１丁目

1 385759575957595759 4444---- 芝高木１丁目

1 38 平田１Ｆ5759575957595759 4444---- 芝高木１丁目

1 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 5555---- 芝高木１丁目

1 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 5555---- 芝高木１丁目

1 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 7777---- 芝高木１丁目

1 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 7777---- 芝高木１丁目

1 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5759575957595759 9999---- 芝高木１丁目

1 37 コーポヒラタ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5761576157615761 1111---- 芝高木１丁目

1 37 コーポヒラタ１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5761576157615761 1111---- 芝高木１丁目

 -113 - -113 - -113 - -113 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -114 - -114 - -114 - -114 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 37 コーポヒラタ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5761576157615761 1111---- 芝高木１丁目

1 37 コーポヒラタ２０３号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5761576157615761 1111---- 芝高木１丁目

1 37 ヒラタコーポ１０３号　　　　　　　　　　5761576157615761 1111---- 芝高木１丁目

1 37 コーポヒラタ２０２号5761576157615761 1111---- 芝高木１丁目

1 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5762576257625762 1111---- 芝高木１丁目

1 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5762576257625762 1111---- 芝高木１丁目

1 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5762576257625762 2222---- 芝高木１丁目

1 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5763576357635763 芝高木１丁目

1 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5763576357635763 3333---- 芝高木１丁目

1 8 プチハイムカワハラ３階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5763576357635763 3333---- 芝高木１丁目

1 8 プチハイムカワハラ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5763576357635763 3333---- 芝高木１丁目

1 8 プチハイムカワハラ１階5763576357635763 3333---- 芝高木１丁目

1 8 プチハイムカワハラ２階5763576357635763 3333---- 芝高木１丁目

1 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5767576757675767 芝高木１丁目

1 11 サマックス芝Ｃ棟２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5767576757675767 芝高木１丁目

 -114 - -114 - -114 - -114 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -115 - -115 - -115 - -115 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 11 サマックス芝Ｃ－２０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5767576757675767 芝高木１丁目

1 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 16 サマックス芝Ｂ－２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 16 サマックス芝Ｂ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 11 サマックス芝Ｃ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 16 サマックス芝Ｂ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 16 サマックス芝Ｂ－１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 19 サマックス芝Ａ　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 19 サマックス芝Ａ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 19 サマックス芝Ａ－１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 19 サマックス芝Ａ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 11 サマックス芝Ｃ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 19 サマックス芝Ａ－１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 芝高木１丁目

1 16 サマックスＢ－１０５号5768576857685768 芝高木１丁目

1 16 サマックスＢ２０５号5768576857685768 芝高木１丁目

 -115 - -115 - -115 - -115 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -116 - -116 - -116 - -116 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

1 16 サマックス芝Ｂ－２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 1111---- 芝高木１丁目

1 11 サマックス芝Ｃ－１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 1111---- 芝高木１丁目

1 11 サマックス芝Ｃ　２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 1111---- 芝高木１丁目

1 11 サマックス芝Ｃ－１０１号5768576857685768 1111---- 芝高木１丁目

1 16 サマックス芝Ｂ１０３5768576857685768 1111---- 芝高木１丁目

1 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5768576857685768 2222---- 芝高木１丁目

2 24 （クリスタルアイビルド３Ｆ）　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 23 メゾン宇津木　３０１号　（ストラッドフォード３０１号）　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 23 メゾン宇津木１０１号　（ストラッドフォード１０１号）　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 24 クリスタルアイビルド２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 23 メゾン宇津木２０１号室　（ストラッドフォード２０１号）　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 23 ストラットフォード３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 24 クリスタル・アイ・ビル１０１号　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

 -116 - -116 - -116 - -116 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -117 - -117 - -117 - -117 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

2 23 ストラットフォード２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 23 ストラットフォード１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 23 ストラットフォード３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 24 クリスタルアイビルド２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 芝高木１丁目

2 155769576957695769 芝高木１丁目

2 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 1111---- 芝高木１丁目

2 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5769576957695769 4444---- 芝高木１丁目

2 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5770577057705770 1111---- 芝高木１丁目

2 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5770577057705770 1111---- 芝高木１丁目

2 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5770577057705770 2222---- 芝高木１丁目

2 22 かじ工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5771577157715771 芝高木１丁目

2 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5772577257725772 芝高木１丁目

2 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5772577257725772 芝高木１丁目

2 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

 -117 - -117 - -117 - -117 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -118 - -118 - -118 - -118 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

2 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 芝高木１丁目

2 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 2222---- 芝高木１丁目

2 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 2222---- 芝高木１丁目

2 11 美工芸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 2222---- 芝高木１丁目

2 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 2222---- 芝高木１丁目

2 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 2222---- 芝高木１丁目

2 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5773577357735773 3333---- 芝高木１丁目

 -118 - -118 - -118 - -118 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -119 - -119 - -119 - -119 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

3 485774577457745774 芝高木１丁目

3 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5776577657765776 芝高木１丁目

3 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5776577657765776 芝高木１丁目

13 32 第２平田マンション３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5778577857785778 芝宮根町

13 32 第２平田マンション２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5778577857785778 芝宮根町

13 32 第２平田マンション３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5778577857785778 芝宮根町

13 32 第２平田マンション１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5778577857785778 芝宮根町

13 32 第２平田マンション２０１号　　　　　　　5778577857785778 芝宮根町

13 32 第２平田マンション３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5778577857785778 芝宮根町

13 32 第２平田マンション３０１号　　　　　　　5778577857785778 芝宮根町

13 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5778577857785778 1111---- 芝宮根町

13 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5778577857785778 1111---- 芝宮根町

13 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5779577957795779 芝宮根町

13 37 関西金網㈱わらび寮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5779577957795779 1111---- 芝宮根町

13 395780578057805780 芝宮根町

 -119 - -119 - -119 - -119 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -120 - -120 - -120 - -120 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5783578357835783 2222---- 芝宮根町

13 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5783578357835783 2222---- 芝宮根町

13 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5784578457845784 芝宮根町

12 14 アイエスコーポ川口　１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　5785578557855785 芝宮根町

12 14 アイエスコーポ川口２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　5785578557855785 芝宮根町

12 14 アイエスコーポ川口３０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　5785578557855785 芝宮根町

12 14 アイエスコーポ川口３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　5785578557855785 芝宮根町

12 14 アイエスコーポ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5785578557855785 芝宮根町

12 14 アイエスコーポ川口２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　5785578557855785 芝宮根町

12 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5786578657865786 芝宮根町

12 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5788578857885788 芝宮根町

12 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5788578857885788 芝宮根町

13 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5789578957895789 芝宮根町

13 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5791579157915791 芝宮根町

13 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5791579157915791 芝宮根町

 -120 - -120 - -120 - -120 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -121 - -121 - -121 - -121 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 芝宮根町

13 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 芝宮根町

13 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 芝宮根町

13 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 芝宮根町

13 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 芝宮根町

13 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 2222---- 芝宮根町

13 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 3333---- 芝宮根町

13 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 4444---- 芝宮根町

13 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 4444---- 芝宮根町

13 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 7777---- 芝宮根町

13 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 9999---- 芝宮根町

13 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5795579557955795 9999---- 芝宮根町

13 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 芝宮根町

13 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 1111---- 芝宮根町

13 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 4444---- 芝宮根町

 -121 - -121 - -121 - -121 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -122 - -122 - -122 - -122 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 4444---- 芝宮根町

13 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 5555---- 芝宮根町

13 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 5555---- 芝宮根町

13 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 5555---- 芝宮根町

13 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 6666---- 芝宮根町

13 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 6666---- 芝宮根町

13 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 7777---- 芝宮根町

13 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 8888---- 芝宮根町

13 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5796579657965796 8888---- 芝宮根町

13 30 メゾン高木１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5797579757975797 芝宮根町

13 30 メゾン高木３０１号5797579757975797 芝宮根町

13 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5797579757975797 1111---- 芝宮根町

13 30 メゾン高木２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5797579757975797 2222---- 芝宮根町

13 30 メゾン高木２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5797579757975797 2222---- 芝宮根町

13 30 メゾン高木２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5797579757975797 2222---- 芝宮根町

 -122 - -122 - -122 - -122 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -123 - -123 - -123 - -123 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字芝大字芝大字芝大字芝

13 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5798579857985798 1111---- 芝宮根町

13 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5798579857985798 4444---- 芝宮根町

13 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5799579957995799 芝宮根町

13 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5799579957995799 1111---- 芝宮根町

18 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5803580358035803 芝宮根町

18 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

18 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

18 19 （　(有)天心興業寮　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

18 19 天心興業内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

18 19 ㈲天心興業内７号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

18 19 天心興業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

18 19 天心興業内１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

18 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5806580658065806 芝宮根町

 -123 - -123 - -123 - -123 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -124 - -124 - -124 - -124 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　356356356356 芝東町

10 1 ホワイトコーポ３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコ－ポラス２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 岩本ビル３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス１０３号　郡司工務店　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス１０６号357357357357 芝東町

10 1 ホワイトコーポラス１０６号357357357357 芝東町

 -124 - -124 - -124 - -124 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -125 - -125 - -125 - -125 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 1 ホワイトコーポラス１０２号357357357357 芝東町

18 4 サンクレストⅡＡ号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362362362362 芝東町

18 5 サンクレストⅠＣ号棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362362362362 芝東町

18 4 サンクレストⅡＢ号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362362362362 芝東町

18 3 サンクレストⅢＡ号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362362362362 芝東町

18 5 サンクレストⅠ－Ａ号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362362362362 芝東町

18 5 サンクレストⅠ　Ｂ号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362362362362 芝東町

18 5 サンクレストⅠＣ号棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362362362362 芝東町

18 3 サンクレストⅢＢ号室362362362362 芝東町

18 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363363363363 芝東町

18 9364364364364 1111---- 芝東町

18 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　364364364364 3333---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション４０２号　(有)ケイエム自工　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

 -125 - -125 - -125 - -125 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -126 - -126 - -126 - -126 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

9 12 ロイヤルマンション３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション　５０１号　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション５０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション４０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション５０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション２０３号　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　391391391391 1111---- 芝東町

9 4391391391391 1111---- 芝東町

9 12 ロイヤルマンション４０１号391391391391 1111---- 芝東町

19 20406406406406 芝東町

 -126 - -126 - -126 - -126 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -127 - -127 - -127 - -127 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

19 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　407407407407 芝東町

17 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　408408408408 芝東町

18 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　408408408408 芝東町

18 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　408408408408 芝東町

16 24409409409409 芝東町

22 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 芝高木１丁目

22 32 スナック・リリアン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 芝高木１丁目

16 37 桜商会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 1111---- 芝東町

22 30 伊刈ハイツ２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 1111---- 芝高木１丁目

22 30 伊刈ハイツ１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 1111---- 芝高木１丁目

16 35 らーめん家　勝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 1111---- 芝東町

22 30 伊刈ハイツ１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 1111---- 芝高木１丁目

22 30 伊刈ハイツ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417417417417 1111---- 芝高木１丁目

22 31417417417417 1111---- 芝高木１丁目

21 25 芝伊刈支店　　　　　　　　　　　　　　　418418418418 芝高木１丁目

 -127 - -127 - -127 - -127 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -128 - -128 - -128 - -128 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

43 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 芝下３丁目

46 19 山茂登そば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 1111---- 芝下３丁目

46 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 1111---- 芝下３丁目

46 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 3333---- 芝下３丁目

46 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 4444---- 芝下３丁目

46 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 5555---- 芝下３丁目

46 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 6666---- 芝下３丁目

43 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 8888---- 芝下３丁目

43 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 20202020---- 芝下３丁目

43 9 フラワーショップ花貴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422422422422 20202020---- 芝下３丁目

46 14423423423423 芝下３丁目

46 14423423423423 芝下３丁目

21 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425425425425 1111---- 芝高木１丁目

21 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425425425425 1111---- 芝高木１丁目

21 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425425425425 1111---- 芝高木１丁目

 -128 - -128 - -128 - -128 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -129 - -129 - -129 - -129 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

21 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425425425425 1111---- 芝高木１丁目

21 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425425425425 1111---- 芝高木１丁目

22 34 サイクルショップ　アンドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　428428428428 1111---- 芝高木１丁目

21 21428428428428 1111---- 芝高木１丁目

22 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　428428428428 2222---- 芝高木１丁目

22 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　428428428428 2222---- 芝高木１丁目

22 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　429429429429 芝高木１丁目

22 33 理容　エレガン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　429429429429 芝高木１丁目

22 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　434434434434 芝高木１丁目

22 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 芝高木１丁目

22 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 芝高木１丁目

22 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 2222---- 芝高木１丁目

22 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 4444---- 芝高木１丁目

22 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 4444---- 芝高木１丁目

22 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 5555---- 芝高木１丁目

 -129 - -129 - -129 - -129 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -130 - -130 - -130 - -130 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

22 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 6666---- 芝高木１丁目

22 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 7777---- 芝高木１丁目

22 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 9999---- 芝高木１丁目

22 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436436436436 10101010---- 芝高木１丁目

22 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 芝高木１丁目

22 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 芝高木１丁目

22 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 2222---- 芝高木１丁目

22 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 3333---- 芝高木１丁目

22 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 3333---- 芝高木１丁目

22 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 5555---- 芝高木１丁目

22 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 8888---- 芝高木１丁目

22 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 8888---- 芝高木１丁目

22 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　437437437437 10101010---- 芝高木１丁目

19 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444444444444 1111---- 芝高木１丁目

19 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444444444444 1111---- 芝高木１丁目

 -130 - -130 - -130 - -130 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -131 - -131 - -131 - -131 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

19 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　445445445445 1111---- 芝高木１丁目

19 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　445445445445 1111---- 芝高木１丁目

19 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　445445445445 1111---- 芝高木１丁目

19 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　445445445445 7777---- 芝高木１丁目

17 11 スカイプラザ２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

13 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

17 11 スカイプラザ１０３号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

17 11 スカイプラザ　（２０６号）　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

17 11 スカイプラザ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

17 11 スカイプラザ１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

17 11 スカイプラザ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

17 11 スカイプラザ１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448448448448 芝東町

16 11 ジャルディーノ448448448448 芝東町

17 11 スカイプラザ２０３号448448448448 芝東町

16 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 芝東町

 -131 - -131 - -131 - -131 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -132 - -132 - -132 - -132 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

19 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 芝東町

16 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 芝東町

16 29450450450450 芝東町

16 11 ジャルディーノ２０５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 1111---- 芝東町

16 11 ジャルディーノ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 1111---- 芝東町

16 11 ジャルディーノ３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 1111---- 芝東町

16 11 ジャルディーノ３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 1111---- 芝東町

16 11 ジャルディーノ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 1111---- 芝東町

16 11 ジャルディーノ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 1111---- 芝東町

16 11 ジャルディーノ３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 1111---- 芝東町

16 11 ジャルディーノ３０１号450450450450 1111---- 芝東町

16 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450450450450 6666---- 芝東町

17 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　452452452452 芝東町

17 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　452452452452 芝東町

17 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　453453453453 芝東町

 -132 - -132 - -132 - -132 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -133 - -133 - -133 - -133 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

11 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 芝東町

11 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 芝東町

11 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 芝東町

11 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 芝東町

13 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 芝東町

11 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 7777---- 芝東町

11 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 7777---- 芝東町

11 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 7777---- 芝東町

11 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 7777---- 芝東町

11 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 14141414---- 芝東町

11 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 15151515---- 芝東町

11 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 15151515---- 芝東町

11 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 18181818---- 芝東町

11 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 18181818---- 芝東町

13 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460460460460 21212121---- 芝東町

 -133 - -133 - -133 - -133 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -134 - -134 - -134 - -134 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

18 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461461461461 3333---- 芝東町

18 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461461461461 4444---- 芝東町

18 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462462462462 1111---- 芝東町

19 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462462462462 1111---- 芝東町

18 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462462462462 1111---- 芝東町

18 13 ファインコートＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462462462462 1111---- 芝東町

18 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462462462462 1111---- 芝東町

13 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　466466466466 芝東町

18 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　467467467467 1111---- 芝東町

18 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　467467467467 1111---- 芝東町

18 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　467467467467 1111---- 芝東町

18 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　467467467467 1111---- 芝東町

18 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　467467467467 2222---- 芝東町

18 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　468468468468 芝東町

13 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　469469469469 芝東町

 -134 - -134 - -134 - -134 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -135 - -135 - -135 - -135 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

13 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　469469469469 芝東町

13 1 ３Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　469469469469 芝東町

10 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 芝東町

10 36 靴工房シムラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 1111---- 芝東町

10 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 1111---- 芝東町

10 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 1111---- 芝東町

10 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 1111---- 芝東町

10 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 2222---- 芝東町

10 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 4444---- 芝東町

10 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 5555---- 芝東町

10 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 6666---- 芝東町

10 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 9999---- 芝東町

10 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 10101010---- 芝東町

10 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 10101010---- 芝東町

10 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　470470470470 11111111---- 芝東町

 -135 - -135 - -135 - -135 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -136 - -136 - -136 - -136 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 18470470470470 11111111---- 芝東町

10 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471471471471 1111---- 芝東町

10 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471471471471 1111---- 芝東町

10 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471471471471 1111---- 芝東町

10 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471471471471 4444---- 芝東町

10 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　471471471471 5555---- 芝東町

14 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 芝東町

14 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 芝東町

14 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 芝東町

14 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 芝東町

14 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 芝東町

14 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 芝東町

14 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 11111111---- 芝東町

14 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 12121212---- 芝東町

14 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 14141414---- 芝東町

 -136 - -136 - -136 - -136 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -137 - -137 - -137 - -137 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

14 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 17171717---- 芝東町

14 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472472472472 19191919---- 芝東町

15 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 芝東町

19 10 永島コーポ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 芝高木１丁目

19 10 コーポ永島１Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 芝高木１丁目

19 10 永島コーポ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 芝高木１丁目

19 10 永島コ－ポ　２０１号　　　　　475475475475 芝高木１丁目

19 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 1111---- 芝高木１丁目

19 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 1111---- 芝高木１丁目

19 10 コーポ永島３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 1111---- 芝高木１丁目

19 10 永島コーポ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 1111---- 芝高木１丁目

19 10 コーポ永島３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 1111---- 芝高木１丁目

19 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 1111---- 芝高木１丁目

19 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 1111---- 芝高木１丁目

19 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475475475475 4444---- 芝高木１丁目

 -137 - -137 - -137 - -137 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -138 - -138 - -138 - -138 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

19 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　477477477477 芝高木１丁目

19 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　477477477477 芝高木１丁目

19 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　477477477477 1111---- 芝高木１丁目

19 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　477477477477 2222---- 芝高木１丁目

19 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　477477477477 2222---- 芝高木１丁目

19 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　477477477477 2222---- 芝高木１丁目

19 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　478478478478 芝高木１丁目

5 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　482482482482 芝東町

5 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　482482482482 1111---- 芝東町

5 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　482482482482 1111---- 芝東町

5 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　482482482482 2222---- 芝東町

5 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　482482482482 2222---- 芝東町

6 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　483483483483 芝東町

6 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　483483483483 芝東町

6 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　483483483483 芝東町

 -138 - -138 - -138 - -138 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -139 - -139 - -139 - -139 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

6 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484484484484 1111---- 芝東町

6 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484484484484 1111---- 芝東町

6 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484484484484 1111---- 芝東町

6 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484484484484 1111---- 芝東町

6 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484484484484 1111---- 芝東町

6 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484484484484 2222---- 芝東町

6 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　484484484484 3333---- 芝東町

7 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 14 （ＭＩイースト（１Ｆ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

 -139 - -139 - -139 - -139 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -140 - -140 - -140 - -140 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

7 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 14 （ＭＩイースト）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 14 イーストエム２０１号　（ＭＩイースト）　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 14 イーストエム２０２号　（ＭＩイースト）　　　　　　　　　　　485485485485 芝東町

7 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 2222---- 芝東町

7 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 3333---- 芝東町

7 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 5555---- 芝東町

7 35 （中央ハウス川口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 7777---- 芝東町

7 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485485485485 8888---- 芝東町

8 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487487487487 1111---- 芝東町

8 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487487487487 3333---- 芝東町

8 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487487487487 5555---- 芝東町

8 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487487487487 5555---- 芝東町

8 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 芝東町

8 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 芝東町

 -140 - -140 - -140 - -140 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -141 - -141 - -141 - -141 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

8 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 芝東町

8 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 芝東町

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 12121212---- 芝東町

8 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 12121212---- 芝東町

8 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 14141414---- 芝東町

8 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 15151515---- 芝東町

8 25488488488488 15151515---- 芝東町

8 26488488488488 16161616---- 芝東町

8 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 17171717---- 芝東町

8 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488488488488 18181818---- 芝東町

8 18 ロ－ズムーン１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　489489489489 芝東町

8 18 ローズムーン２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　489489489489 芝東町

8 18 ローズムーン２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　489489489489 芝東町

8 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　491491491491 芝東町

8 14491491491491 芝東町

 -141 - -141 - -141 - -141 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -142 - -142 - -142 - -142 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

9 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　495495495495 芝東町

9 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　498498498498 1111---- 芝東町

9 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　498498498498 1111---- 芝東町

9 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　498498498498 1111---- 芝東町

9 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　498498498498 1111---- 芝東町

9 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500500500500 1111---- 芝東町

9 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500500500500 1111---- 芝東町

9 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500500500500 1111---- 芝東町

9 28500500500500 1111---- 芝東町

8 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501501501501 芝東町

8 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501501501501 芝東町

8 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501501501501 芝東町

8 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501501501501 1111---- 芝東町

8 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501501501501 1111---- 芝東町

8 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　502502502502 1111---- 芝東町

 -142 - -142 - -142 - -142 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -143 - -143 - -143 - -143 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

8 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503503503503 芝東町

7 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　506506506506 9999---- 芝東町

7 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　506506506506 10101010---- 芝東町

7 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　506506506506 10101010---- 芝東町

7 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　506506506506 11111111---- 芝東町

7 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　506506506506 12121212---- 芝東町

7 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507507507507 芝東町

7 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507507507507 芝東町

7 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507507507507 芝東町

7 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507507507507 芝東町

7 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507507507507 4444---- 芝東町

7 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507507507507 4444---- 芝東町

6 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509509509509 1111---- 芝東町

6 23 美容室プリマベーラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509509509509 4444---- 芝東町

6 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509509509509 5555---- 芝東町

 -143 - -143 - -143 - -143 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -144 - -144 - -144 - -144 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

6 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509509509509 5555---- 芝東町

6 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509509509509 7777---- 芝東町

6 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509509509509 8888---- 芝東町

5 32510510510510 1111---- 芝東町

5 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　510510510510 2222---- 芝東町

16 13516516516516 芝高木１丁目

16 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　524524524524 芝高木１丁目

16 12525525525525 芝高木１丁目

4 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　526526526526 芝東町

4 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　526526526526 芝東町

4 48526526526526 3333---- 芝東町

4 2 インアテリア石橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　526526526526 5555---- 芝東町

4 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　526526526526 8888---- 芝東町

4 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527527527527 芝東町

4 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527527527527 芝東町

 -144 - -144 - -144 - -144 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -145 - -145 - -145 - -145 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

4 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527527527527 芝東町

4 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527527527527 8888---- 芝東町

4 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527527527527 8888---- 芝東町

4 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527527527527 12121212---- 芝東町

4 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 芝東町

4 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 芝東町

4 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 芝東町

4 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 芝東町

4 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 芝東町

4 5 ＣＲＥＷＺ（クルーズ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 芝東町

4 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 芝東町

4 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　528528528528 5555---- 芝東町

4 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 15 （サンコーハイツ５０３号）　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

 -145 - -145 - -145 - -145 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -146 - -146 - -146 - -146 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

4 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 17 （サンコーハイツ２０２号）　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 15 （サンコーハイツ５０１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 17 サンコーハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 8 サンコ－ハイツ３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 6 サンコーハイツ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 15 サンコーハイツ５０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 芝東町

4 6 サンコーハイツ１０１号529529529529 芝東町

4 17 サンコーハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529529529529 1111---- 芝東町

4 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　533533533533 芝東町

4 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　533533533533 芝東町

4 22533533533533 芝東町

4 20 コーポコスモス１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　534534534534 芝東町

 -146 - -146 - -146 - -146 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -147 - -147 - -147 - -147 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

4 20 コーポコスモス１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　534534534534 芝東町

4 20 コーポコスモス２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　534534534534 芝東町

4 20 コーポコスモス２０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　534534534534 芝東町

3 1550550550550 芝東町

2 6 （イマージュセイアイ３０１号）　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 6 イマージュセイアイ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 6 イマージュセイアイ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 6 イマージュセイアイ３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 2222---- 芝東町

2 6 イマージュセイアイ２０２号554554554554 2222---- 芝東町

2 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 3333---- 芝東町

 -147 - -147 - -147 - -147 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -148 - -148 - -148 - -148 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

2 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 4444---- 芝東町

2 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 5555---- 芝東町

2 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 6666---- 芝東町

2 9 コートハイム２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 7777---- 芝東町

2 9 コートハイム１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 7777---- 芝東町

2 9 コートハイム１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 7777---- 芝東町

2 9 コートハイム２０２554554554554 7777---- 芝東町

2 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 8888---- 芝東町

2 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 10101010---- 芝東町

2 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554554554554 10101010---- 芝東町

1 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 芝東町

1 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 芝東町

1 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 芝東町

1 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 芝東町

1 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 芝東町

 -148 - -148 - -148 - -148 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -149 - -149 - -149 - -149 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

1 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 1111---- 芝東町

1 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 1111---- 芝東町

1 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 1111---- 芝東町

1 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 6666---- 芝東町

1 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 7777---- 芝東町

1 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 10101010---- 芝東町

1 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 11111111---- 芝東町

1 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 11111111---- 芝東町

1 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 12121212---- 芝東町

1 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　555555555555 15151515---- 芝東町

1 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　556556556556 芝東町

1 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　556556556556 芝東町

1 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　556556556556 芝東町

1 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　556556556556 芝東町

1 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　556556556556 芝東町

 -149 - -149 - -149 - -149 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -150 - -150 - -150 - -150 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

1 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　556556556556 1111---- 芝東町

1 47 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝東町

1 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝東町

1 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝東町

1 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝東町

1 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝東町

1 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝東町

7 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝高木１丁目

7 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 芝高木１丁目

1 46 斉藤工務店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 3333---- 芝東町

1 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557557557557 3333---- 芝東町

7 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　564564564564 芝高木１丁目

7 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　564564564564 芝高木１丁目

7 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567567567567 芝高木１丁目

7 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567567567567 4444---- 芝高木１丁目

 -150 - -150 - -150 - -150 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -151 - -151 - -151 - -151 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

7 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567567567567 4444---- 芝高木１丁目

7 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567567567567 11111111---- 芝高木１丁目

7 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567567567567 12121212---- 芝高木１丁目

7 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567567567567 13131313---- 芝高木１丁目

7 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571571571571 芝高木１丁目

7 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571571571571 芝高木１丁目

7 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571571571571 芝高木１丁目

7 7571571571571 1111---- 芝高木１丁目

7 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　573573573573 1111---- 芝高木１丁目

7 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　573573573573 4444---- 芝高木１丁目

7 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　574574574574 芝高木１丁目

21 41574574574574 芝高木２丁目

7 11574574574574 2222---- 芝高木１丁目

7 42574574574574 2222---- 芝高木１丁目

21 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　576576576576 芝高木２丁目

 -151 - -151 - -151 - -151 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -152 - -152 - -152 - -152 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

21 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　577577577577 芝高木２丁目

22 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578578578578 芝高木２丁目

22 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578578578578 芝高木２丁目

22 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578578578578 芝高木２丁目

22 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578578578578 芝高木２丁目

22 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578578578578 芝高木２丁目

22 6 豊島マンション３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578578578578 芝高木２丁目

22 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　578578578578 芝高木２丁目

24 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

20 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

23 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

 -152 - -152 - -152 - -152 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -153 - -153 - -153 - -153 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

23 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

23 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

23 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

20 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

20 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

20 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

23 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

23 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

23 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

24 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

 -153 - -153 - -153 - -153 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -154 - -154 - -154 - -154 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

23 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

20 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 芝高木２丁目

20 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 14141414---- 芝高木２丁目

23 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 16161616---- 芝高木２丁目

23 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 16161616---- 芝高木２丁目

23 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 19191919---- 芝高木２丁目

24 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 29292929---- 芝高木２丁目

24 11 赤帽丸喜運送店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 30303030---- 芝高木２丁目

24 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　579579579579 31313131---- 芝高木２丁目

25 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 芝高木２丁目

25 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 1111---- 芝高木２丁目

25 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 4444---- 芝高木２丁目

25 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 5555---- 芝高木２丁目

25 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 7777---- 芝高木２丁目

25 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 7777---- 芝高木２丁目

 -154 - -154 - -154 - -154 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -155 - -155 - -155 - -155 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

25 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 9999---- 芝高木２丁目

25 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582582582582 10101010---- 芝高木２丁目

25 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 芝高木２丁目

25 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 芝高木２丁目

25 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 芝高木２丁目

25 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 2222---- 芝高木２丁目

25 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 2222---- 芝高木２丁目

25 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 11111111---- 芝高木２丁目

25 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 12121212---- 芝高木２丁目

25 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 13131313---- 芝高木２丁目

25 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 15151515---- 芝高木２丁目

25 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583583583583 16161616---- 芝高木２丁目

16 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　584584584584 芝東町

16 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　584584584584 芝東町

25 18 イースト芝２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

 -155 - -155 - -155 - -155 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -156 - -156 - -156 - -156 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

25 18 イースト芝２０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 芝イ－スト２０５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝　１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝２０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 18 イースト芝１０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 1111---- 芝高木２丁目

25 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585585585585 2222---- 芝高木２丁目

26 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　586586586586 芝高木２丁目

26 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　586586586586 芝高木２丁目

 -156 - -156 - -156 - -156 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -157 - -157 - -157 - -157 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

26 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　586586586586 芝高木２丁目

27 1 輪島音楽教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587587587587 芝高木２丁目

26 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587587587587 芝高木２丁目

27 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587587587587 芝高木２丁目

27 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587587587587 芝高木２丁目

27 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587587587587 芝高木２丁目

26 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587587587587 芝高木２丁目

27 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　587587587587 芝高木２丁目

27 1587587587587 芝高木２丁目

27 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 芝高木２丁目

28 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 芝高木２丁目

27 7 レオパレス川口第５４－１０１号　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 芝高木２丁目

27 7 レオパレス川口第５４　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 芝高木２丁目

27 7 レオパレス川口第５４－２０１号室　　　　　　　　　　　　　　588588588588 芝高木２丁目

28 11 ポリマー荒川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 3333---- 芝高木２丁目

 -157 - -157 - -157 - -157 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -158 - -158 - -158 - -158 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

27 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 4444---- 芝高木２丁目

28 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 4444---- 芝高木２丁目

27 9588588588588 5555---- 芝高木２丁目

27 9588588588588 5555---- 芝高木２丁目

28 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 9999---- 芝高木２丁目

27 5 ㈱アール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 14141414---- 芝高木２丁目

27 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　588588588588 15151515---- 芝高木２丁目

28 8 大塚研磨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 芝高木２丁目

28 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 芝高木２丁目

29 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 芝高木２丁目

29 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 2222---- 芝高木２丁目

29 14589589589589 4444---- 芝高木２丁目

29 14 (有)ユウキフェニックス589589589589 4444---- 芝高木２丁目

29 14589589589589 4444---- 芝高木２丁目

29 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 5555---- 芝高木２丁目

 -158 - -158 - -158 - -158 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -159 - -159 - -159 - -159 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

29 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 6666---- 芝高木２丁目

28 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 9999---- 芝高木２丁目

28 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 10101010---- 芝高木２丁目

28 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 12121212---- 芝高木２丁目

28 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589589589589 12121212---- 芝高木２丁目

30 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 芝高木２丁目

29 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 芝高木２丁目

30 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 1111---- 芝高木２丁目

30 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 3333---- 芝高木２丁目

30 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 5555---- 芝高木２丁目

29 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 9999---- 芝高木２丁目

29 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 10101010---- 芝高木２丁目

29 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 12121212---- 芝高木２丁目

29 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590590590590 13131313---- 芝高木２丁目

15 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　591591591591 芝東町

 -159 - -159 - -159 - -159 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -160 - -160 - -160 - -160 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

15 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　591591591591 2222---- 芝東町

15 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　591591591591 2222---- 芝東町

15 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　591591591591 2222---- 芝東町

19 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　591591591591 3333---- 芝高木１丁目

15 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　591591591591 15151515---- 芝東町

31 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592592592592 芝高木２丁目

31 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592592592592 芝高木２丁目

31 14 木内タクシー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592592592592 芝高木２丁目

30 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592592592592 1111---- 芝高木２丁目

30 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592592592592 2222---- 芝高木２丁目

30 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592592592592 3333---- 芝高木２丁目

31 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592592592592 8888---- 芝高木２丁目

15 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 2222---- 芝高木２丁目

15 20 そば久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 3333---- 芝高木２丁目

15 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 4444---- 芝高木２丁目

 -160 - -160 - -160 - -160 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -161 - -161 - -161 - -161 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

15 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 5555---- 芝高木２丁目

15 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 7777---- 芝高木２丁目

15 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 8888---- 芝高木２丁目

15 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 8888---- 芝高木２丁目

15 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 8888---- 芝高木２丁目

15 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 13131313---- 芝高木２丁目

15 26 プリンス理容室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　593593593593 14141414---- 芝高木２丁目

15 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 芝高木２丁目

15 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 芝高木２丁目

15 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 芝高木２丁目

15 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 芝高木２丁目

15 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 芝高木２丁目

15 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 芝高木２丁目

15 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 芝高木２丁目

15 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 2222---- 芝高木２丁目

 -161 - -161 - -161 - -161 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -162 - -162 - -162 - -162 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

15 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 5555---- 芝高木２丁目

15 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 9999---- 芝高木２丁目

15 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 12121212---- 芝高木２丁目

15 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 13131313---- 芝高木２丁目

15 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　594594594594 14141414---- 芝高木２丁目

15 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 芝高木２丁目

15 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 8888---- 芝高木２丁目

15 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595595595595 8888---- 芝高木２丁目

 -162 - -162 - -162 - -162 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -163 - -163 - -163 - -163 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

16 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 5555---- 芝高木２丁目

16 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 6666---- 芝高木２丁目

16 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 7777---- 芝高木２丁目

16 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 8888---- 芝高木２丁目

16 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 9999---- 芝高木２丁目

16 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 9999---- 芝高木２丁目

16 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 10101010---- 芝高木２丁目

16 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 11111111---- 芝高木２丁目

16 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 12121212---- 芝高木２丁目

16 6 ヤナギ文具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　596596596596 13131313---- 芝高木２丁目

16 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　597597597597 芝高木２丁目

16 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

16 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

16 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

16 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

 -163 - -163 - -163 - -163 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -164 - -164 - -164 - -164 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

16 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

16 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

16 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

16 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　599599599599 1111---- 芝高木２丁目

25 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600600600600 2222---- 芝高木２丁目

25 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600600600600 3333---- 芝高木２丁目

25 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 1111---- 芝高木２丁目

25 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 2222---- 芝高木２丁目

25 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 2222---- 芝高木２丁目

25 13 ラス工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 3333---- 芝高木２丁目

25 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 4444---- 芝高木２丁目

25 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 5555---- 芝高木２丁目

25 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 6666---- 芝高木２丁目

25 12 山市内装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 7777---- 芝高木２丁目

25 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601601601601 8888---- 芝高木２丁目

 -164 - -164 - -164 - -164 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -165 - -165 - -165 - -165 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

25 4 エステ－トピア矢作１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作１０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　３０８号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　３０３号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　３０２号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ１１０号　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　１０３号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ２１０　　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　３０６号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　１０２号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

 -165 - -165 - -165 - -165 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -166 - -166 - -166 - -166 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　２０６号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ　３１０号　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ３０７号　　　　　　602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ２０７602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作Ⅱ２０７602602602602 芝高木２丁目

25 4 エステートピア矢作２０１602602602602 芝高木２丁目

25 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　603603603603 芝高木２丁目

25 1603603603603 芝高木２丁目

18 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　606606606606 芝高木１丁目

18 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　606606606606 芝高木１丁目

18 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　609609609609 芝高木１丁目

18 15 ハイツヒロ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　610610610610 芝高木１丁目

18 15 ハイツヒロ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　610610610610 芝高木１丁目

18 15 ハイツヒロ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　610610610610 芝高木１丁目

 -166 - -166 - -166 - -166 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -167 - -167 - -167 - -167 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

18 15 ハイツヒロ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　610610610610 芝高木１丁目

18 15 ハイツヒロ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　610610610610 芝高木１丁目

20 9 ハイツ・ラ・ポ－ルＡ－２０２　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 9 ハイツ・ラ・ポールＡー１０２　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 8 ハイツ・ラ・ポールＢ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 9 ハイツ・ラ・ポ－ルＡ棟１０１号　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 8 ハイツ・ラ・ポールＢ－２０１号　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 8 ハイツラポールＢ　１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 8 ハイツ・ラ・ポールＢ－２０２　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 9 ハイツ・ラ・ポールＡ　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 芝高木１丁目

20 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 2222---- 芝高木１丁目

20 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 2222---- 芝高木１丁目

20 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611611611611 2222---- 芝高木１丁目

18 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　613613613613 1111---- 芝高木１丁目

 -167 - -167 - -167 - -167 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -168 - -168 - -168 - -168 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

18 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　613613613613 2222---- 芝高木１丁目

18 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　613613613613 3333---- 芝高木１丁目

18 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　613613613613 5555---- 芝高木１丁目

16 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　618618618618 芝高木１丁目

16 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　618618618618 芝高木１丁目

16 32 小林荘１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619619619619 芝高木１丁目

16 32 小林荘１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619619619619 芝高木１丁目

16 32 小林荘　２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619619619619 芝高木１丁目

16 32 小林荘１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619619619619 芝高木１丁目

16 32 小林荘２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619619619619 芝高木１丁目

16 32 小林荘１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619619619619 芝高木１丁目

16 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　619619619619 芝高木１丁目

16 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

 -168 - -168 - -168 - -168 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -169 - -169 - -169 - -169 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

16 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　620620620620 芝高木１丁目

16 21 レオパレスＡＫＡＲＩ２０３号（ジェイテラスＡＫＡＲＩ）　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ　１０７号　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスアカリ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ２０４号　　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

 -169 - -169 - -169 - -169 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -170 - -170 - -170 - -170 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ　１０６号　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ２０９号　　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ２－７号　　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ　１０３号　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ　１０８号　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ　１０５号　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ　１０９号　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 21 ジェイテラスＡＫＡＲＩ　１０２号　　　　　　　　622622622622 芝高木１丁目

16 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623623623623 芝高木１丁目

16 18 メゾンＮ－１　２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623623623623 芝高木１丁目

16 18 メゾンＮ－１　２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623623623623 芝高木１丁目

16 18 メゾンＮ－１　１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　623623623623 芝高木１丁目

16 18 メゾンＮ－１－１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623623623623 芝高木１丁目

 -170 - -170 - -170 - -170 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -171 - -171 - -171 - -171 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

16 18 メゾンＮ１－１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623623623623 芝高木１丁目

16 18 メゾンＮ－１　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623623623623 芝高木１丁目

16 16626626626626 芝高木１丁目

16 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　632632632632 芝高木１丁目

16 52 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　637637637637 芝高木１丁目

16 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　638638638638 1111---- 芝高木１丁目

16 51 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　638638638638 3333---- 芝高木１丁目

16 53 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　638638638638 6666---- 芝高木１丁目

16 54 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　638638638638 6666---- 芝高木１丁目

16 53 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　638638638638 6666---- 芝高木１丁目

16 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　641641641641 芝高木１丁目

8 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　641641641641 5555---- 芝高木１丁目

8 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　642642642642 芝高木１丁目

8 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　642642642642 芝高木１丁目

9 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643643643643 1111---- 芝高木１丁目

 -171 - -171 - -171 - -171 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -172 - -172 - -172 - -172 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

9 11 笠原商事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643643643643 2222---- 芝高木１丁目

9 7 新力家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643643643643 5555---- 芝高木１丁目

9 8 直井クリーニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643643643643 6666---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

11 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

10 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

10 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

10 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

10 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

11 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

10 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

11 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

11 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

11 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

11 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

 -172 - -172 - -172 - -172 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -173 - -173 - -173 - -173 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 芝高木１丁目

10 9644644644644 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝３０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリーシバ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリィー芝３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリィー芝２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝１０５号　　　　　　　　　　644644644644 1111---- 芝高木１丁目

8 5 ハイツリー芝２０２644644644644 1111---- 芝高木１丁目

10 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 4444---- 芝高木１丁目

10 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 6666---- 芝高木１丁目

 -173 - -173 - -173 - -173 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -174 - -174 - -174 - -174 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 4 玉村工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 7777---- 芝高木１丁目

10 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 7777---- 芝高木１丁目

10 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 14141414---- 芝高木１丁目

10 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 15151515---- 芝高木１丁目

11 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 23232323---- 芝高木１丁目

10 6644644644644 32323232---- 芝高木１丁目

10 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 36363636---- 芝高木１丁目

10 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 36363636---- 芝高木１丁目

10 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 38383838---- 芝高木１丁目

11 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 46464646---- 芝高木１丁目

11 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　644644644644 46464646---- 芝高木１丁目

12 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 芝高木１丁目

12 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 芝高木１丁目

12 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 芝高木１丁目

12 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 芝高木１丁目

 -174 - -174 - -174 - -174 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -175 - -175 - -175 - -175 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

11 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 芝高木１丁目

11 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 3333---- 芝高木１丁目

11 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 6666---- 芝高木１丁目

11 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 14141414---- 芝高木１丁目

11 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　652652652652 14141414---- 芝高木１丁目

11 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　653653653653 1111---- 芝高木１丁目

11 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　653653653653 6666---- 芝高木１丁目

12 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　655655655655 芝高木１丁目

12 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　655655655655 芝高木１丁目

12 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　655655655655 芝高木１丁目

12 4 ソルフロール１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657657657657 芝高木１丁目

12 4 ソルフロール２０１号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657657657657 芝高木１丁目

12 4 ソルフロール２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657657657657 芝高木１丁目

12 4 ソルフロール１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657657657657 芝高木１丁目

12 4 ソルフロール１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657657657657 芝高木１丁目

 -175 - -175 - -175 - -175 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -176 - -176 - -176 - -176 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

12 4 ソルフロール１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657657657657 芝高木１丁目

12 4 ソルフロール２０３号657657657657 芝高木１丁目

3 33 岩本ハイツ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　661661661661 芝高木１丁目

3 33 岩本ハイツ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　661661661661 芝高木１丁目

3 33 岩本ハイツ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　661661661661 芝高木１丁目

3 33 岩本ハイツ１０３号661661661661 芝高木１丁目

3 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　662662662662 芝高木１丁目

3 19 コーポ岩本１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　662662662662 芝高木１丁目

3 19 コーポ岩本　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　662662662662 芝高木１丁目

3 19 コーポ岩本１０１号662662662662 芝高木１丁目

3 19 コーポ岩本２０１号662662662662 芝高木１丁目

3 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　664664664664 芝高木１丁目

3 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　664664664664 芝高木１丁目

3 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　665665665665 芝高木１丁目

3 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　670670670670 芝高木１丁目

 -176 - -176 - -176 - -176 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -177 - -177 - -177 - -177 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

3 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　670670670670 芝高木１丁目

3 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　671671671671 芝高木１丁目

3 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　671671671671 芝高木１丁目

3 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　672672672672 芝高木１丁目

3 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　672672672672 芝高木１丁目

4 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　676676676676 芝高木１丁目

4 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　676676676676 芝高木１丁目

4 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　676676676676 芝高木１丁目

4 41 平田荘２号　（実際は、第２平田荘１０３号）　　　　　　　　　678678678678 芝高木１丁目

4 41 第２平田荘２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678678678678 芝高木１丁目

4 41 第２平田荘１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678678678678 芝高木１丁目

4 41 平田荘１０２　（第２平田荘１０２号）　　　　　　　　　　　　678678678678 芝高木１丁目

4 41 平田荘２０１号　（第２平田荘２０１号）　　　　　　　　　　　678678678678 芝高木１丁目

4 41 第２平田荘２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678678678678 芝高木１丁目

4 42 第３平田マンション１０１号室　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

 -177 - -177 - -177 - -177 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -178 - -178 - -178 - -178 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

4 42 第３平田マンション１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第三平田マンション１０３号　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第３平田マンション２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第三平田マンション２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第三平田マンション　２０２　　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第３平田マンション１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第三平田マンション２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第３平田マンション１０２号室　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第３平田マンション１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 42 第３平田マンション２０３号室　　　　　　　　　　　　　　　　680680680680 芝高木１丁目

4 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 芝高木１丁目

4 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 芝高木１丁目

4 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 2222---- 芝高木１丁目

4 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 2222---- 芝高木１丁目

4 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 6666---- 芝高木１丁目

 -178 - -178 - -178 - -178 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -179 - -179 - -179 - -179 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

4 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 6666---- 芝高木１丁目

4 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 7777---- 芝高木１丁目

4 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 8888---- 芝高木１丁目

4 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 8888---- 芝高木１丁目

4 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 10101010---- 芝高木１丁目

4 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 17171717---- 芝高木１丁目

4 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 17171717---- 芝高木１丁目

4 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 18181818---- 芝高木１丁目

4 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 19191919---- 芝高木１丁目

4 11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682682682682 20202020---- 芝高木１丁目

4 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　685685685685 1111---- 芝高木１丁目

4 43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　685685685685 1111---- 芝高木１丁目

4 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　685685685685 2222---- 芝高木１丁目

4 15 ＳＹハイツ伊刈　１０１号室　　　　　　　　　　　　　　　　　685685685685 3333---- 芝高木１丁目

4 15 ＳＹハイツ伊刈１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　685685685685 3333---- 芝高木１丁目

 -179 - -179 - -179 - -179 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -180 - -180 - -180 - -180 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

4 15 ＳＹハイツ伊刈２０１号685685685685 3333---- 芝高木１丁目

20 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　687687687687 芝高木２丁目

20 1687687687687 芝高木２丁目

20 26687687687687 芝高木２丁目

9 1692692692692 芝高木２丁目

19 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　693693693693 1111---- 芝高木２丁目

19 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　693693693693 1111---- 芝高木２丁目

19 25693693693693 1111---- 芝高木２丁目

19 28693693693693 1111---- 芝高木２丁目

19 28693693693693 1111---- 芝高木２丁目

19 21697697697697 芝高木２丁目

19 13 興新電気工業所698698698698 芝高木２丁目

19 13 興新電気工業所698698698698 芝高木２丁目

19 13 興新電気工業所698698698698 芝高木２丁目

19 13698698698698 芝高木２丁目

 -180 - -180 - -180 - -180 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -181 - -181 - -181 - -181 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

18 12 アトリエユキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　699699699699 芝高木２丁目

18 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　699699699699 芝高木２丁目

18 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　699699699699 芝高木２丁目

19 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　699699699699 芝高木２丁目

18 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 3333---- 芝高木２丁目

18 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 4444---- 芝高木２丁目

18 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 4444---- 芝高木２丁目

18 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 5555---- 芝高木２丁目

18 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 5555---- 芝高木２丁目

18 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 6666---- 芝高木２丁目

17 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 8888---- 芝高木２丁目

17 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 8888---- 芝高木２丁目

17 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 9999---- 芝高木２丁目

17 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 9999---- 芝高木２丁目

17 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 10101010---- 芝高木２丁目

 -181 - -181 - -181 - -181 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -182 - -182 - -182 - -182 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

17 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 11111111---- 芝高木２丁目

17 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 11111111---- 芝高木２丁目

17 12 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 11111111---- 芝高木２丁目

17 10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700700700700 12121212---- 芝高木２丁目

17 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 芝高木２丁目

14 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 芝高木２丁目

14 41 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 芝高木２丁目

14 37 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 芝高木２丁目

14 39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 2222---- 芝高木２丁目

17 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 4444---- 芝高木２丁目

17 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 5555---- 芝高木２丁目

14 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 13131313---- 芝高木２丁目

14 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 13131313---- 芝高木２丁目

14 40 川口第５３　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 14141414---- 芝高木２丁目

14 40 川口第５３　１０２号701701701701 14141414---- 芝高木２丁目

 -182 - -182 - -182 - -182 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -183 - -183 - -183 - -183 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

17 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　701701701701 15151515---- 芝高木２丁目

14 30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 芝高木２丁目

14 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 芝高木２丁目

14 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 芝高木２丁目

14 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 3333---- 芝高木２丁目

14 33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 11111111---- 芝高木２丁目

14 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 15151515---- 芝高木２丁目

14 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 15151515---- 芝高木２丁目

14 31 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 19191919---- 芝高木２丁目

14 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 21212121---- 芝高木２丁目

14 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 23232323---- 芝高木２丁目

14 35 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 24242424---- 芝高木２丁目

14 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　702702702702 25252525---- 芝高木２丁目

14 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 芝高木２丁目

14 15 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 3333---- 芝高木２丁目

 -183 - -183 - -183 - -183 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -184 - -184 - -184 - -184 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

14 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 13131313---- 芝高木２丁目

14 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 14141414---- 芝高木２丁目

14 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 15151515---- 芝高木２丁目

14 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 16161616---- 芝高木２丁目

14 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 18181818---- 芝高木２丁目

14 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 19191919---- 芝高木２丁目

14 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 21212121---- 芝高木２丁目

14 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 21212121---- 芝高木２丁目

14 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703703703703 22222222---- 芝高木２丁目

14 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　706706706706 芝高木２丁目

14 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　706706706706 芝高木２丁目

14 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　706706706706 芝高木２丁目

14 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　706706706706 芝高木２丁目

14 47 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　707707707707 芝高木２丁目

14 47707707707707 芝高木２丁目

 -184 - -184 - -184 - -184 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -185 - -185 - -185 - -185 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

14 47707707707707 芝高木２丁目

8 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 1111---- 芝高木２丁目

8 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 1111---- 芝高木２丁目

8 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 1111---- 芝高木２丁目

8 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 2222---- 芝高木２丁目

8 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 3333---- 芝高木２丁目

8 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 3333---- 芝高木２丁目

8 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 3333---- 芝高木２丁目

8 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　727727727727 6666---- 芝高木２丁目

8 11 第２宮野荘２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　729729729729 芝高木２丁目

8 11 第２宮野荘２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　729729729729 芝高木２丁目

8 11 第二宮野荘１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　729729729729 芝高木２丁目

8 11 第２宮野荘１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　729729729729 芝高木２丁目

6 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　732732732732 芝高木１丁目

6 11 永瀬ハイツ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733733733733 芝高木１丁目

 -185 - -185 - -185 - -185 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -186 - -186 - -186 - -186 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

6 11 永瀬ハイツ１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733733733733 芝高木１丁目

6 11 永ハイツ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733733733733 芝高木１丁目

6 11 永瀬ハイツ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733733733733 芝高木１丁目

6 11 永瀬ハイツ２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733733733733 芝高木１丁目

6 11 永瀬ハイツ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733733733733 芝高木１丁目

6 11 永瀬ハイツ１０３　　　　　　　　　　　　733733733733 芝高木１丁目

6 11 永瀬ハイツ２０３号733733733733 芝高木１丁目

6 8734734734734 芝高木１丁目

6 49 メゾンヒラタ１０２　(実際は１０１）　　　　　　　　　　　　　735735735735 芝高木１丁目

6 49 メゾンヒラタ１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　735735735735 芝高木１丁目

6 4735735735735 芝高木１丁目

6 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　736736736736 1111---- 芝高木１丁目

6 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　738738738738 1111---- 芝高木１丁目

6 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　738738738738 1111---- 芝高木１丁目

6 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　739739739739 芝高木１丁目

 -186 - -186 - -186 - -186 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -187 - -187 - -187 - -187 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

6 50 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　739739739739 芝高木１丁目

20 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 1111---- 芝宮根町

20 35 冨髙電子機㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 1111---- 芝宮根町

20 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 1111---- 芝宮根町

20 38 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 4444---- 芝宮根町

20 37 フォンテーヌ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 4444---- 芝宮根町

20 37 ホンテーヌ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 4444---- 芝宮根町

20 37 フォンテーヌ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 4444---- 芝宮根町

20 37 フォンテーヌ１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740740740740 4444---- 芝宮根町

20 31741741741741 1111---- 芝宮根町

2 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　743743743743 芝高木２丁目

2 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　745745745745 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 ＹＭハイツ３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

 -187 - -187 - -187 - -187 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -188 - -188 - -188 - -188 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

2 13 レジデンス武田３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 ＹＭハイツ　１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 Ｙ・Ｍハイツ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 ＹＭハイツ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 ＹＭハイツ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 ＹＭハイツ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 ＹＭハイツ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 19 ＹＭハイツ２０３号746746746746 芝高木２丁目

 -188 - -188 - -188 - -188 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -189 - -189 - -189 - -189 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

2 13 レジデンス武田　２０１号　　　　　　　　746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田２０３号746746746746 芝高木２丁目

2 13 レジデンス武田　(人形の隆和堂）746746746746 芝高木２丁目

7 13 アイコ－ポＡ１０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 12 アイコーポＢ－１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 13 アイコーポＡ棟１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 12 アイコーポＢ棟２０２号　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 12 アイコーポＢ１０１号　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 13 アイコーポＡ　２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 13 アイコーポＡ棟１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 13 アイコーポＡ－１０１号　　　　　　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 13 アイコーポＡ２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　747747747747 芝高木２丁目

7 12 アイコーポＢ－２０１747747747747 芝高木２丁目

7 12 アイコーポＢ－２０１747747747747 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ２０７号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

 -189 - -189 - -189 - -189 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -190 - -190 - -190 - -190 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

7 11 川口芝パークホームズ２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パ－クホ－ムズ２０１　　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パ－クホ－ムズ１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パ－クホ－ムズ３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パ－クホ－ムズ３０３号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パ－クホ－ムズ１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口パークホームズ３０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パーク・ホームズ１０３号　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ３０７　　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ２０６号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パ－クホ－ムズ３０６号　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

 -190 - -190 - -190 - -190 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -191 - -191 - -191 - -191 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

7 11 川口芝パークホームズ１０４号　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　748748748748 芝高木２丁目

7 11 川口芝パークホームズ３０６号748748748748 芝高木２丁目

10 14  - 411 シ゛エム川口芝公園４１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 101 ジエム川口芝公園１０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 407 ジェム川口芝公園４０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 203 ジェム川口芝公園２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 210 ジェム川口芝公園２１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 308 ジェム川口芝公園３０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 401 ジェム川口芝公園４０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 506 ジェム川口芝公園５０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 509 ジェム川口芝公園５０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 505 ジェム川口芝公園５０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 107 ジェム川口芝公園１０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 110 ジェム芝公園１１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

 -191 - -191 - -191 - -191 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -192 - -192 - -192 - -192 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 14  - 503 ジェム川口芝公園５０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 408 ジエム川口芝公園４０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 307 ジェム川口芝公園３０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 301 ジェム川口芝公園３０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 502 ジェム川口芝公園５０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 402 ジェム川口芝公園４０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 206 ジエム川口芝公園２０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 207 ジェム川口芝公園２０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 109 ジエム川口芝公園１０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 204 ジェム川口芝公園２０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 405 シ゛エム芝公園４０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 205 ジェム川口芝公園２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 208 ジェム川口芝公園２０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 504 ジエム川口芝公園５０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 409 ジェム川口芝公園４０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

 -192 - -192 - -192 - -192 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -193 - -193 - -193 - -193 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 14  - 507 ジェム川口芝公園５０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 304 シ゛エム川口芝公園３０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 209 ジェム川口芝公園２０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 306 ジェム川口芝公園３０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 312 ジェム川口芝公園３１２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 106 ジェム川口芝公園１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 108 ジェム川口芝公園１０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 104 ジェム川口芝公園１０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 508 ジェム川口芝公園５０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 202 ジェム川口２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 310 ジェム川口芝公園３１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 305 ジェム川口芝公園３－３０５　（正しくは、ジェム川口芝公園３０750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 309 ジェム川口芝公園３０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 303 （ジェム川口芝公園３０３号）　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 103 ジェム川口芝公園１０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

 -193 - -193 - -193 - -193 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -194 - -194 - -194 - -194 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 14  - 105 ジェム川口芝公園１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 311 ジェム川口芝公園３１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 404 ジェム川口芝公園　４０４号　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 410 ジェム川口芝公園　４１０号　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 403 ジェム川口芝公園４０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 201 ジェム川口芝公園２０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 302 ジェム川口芝公園３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 406 ジェム川口４０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 212 ジェム川口芝公園２１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 211 ジェム川口芝公園２１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 102 ジェム川口芝公園１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 212 ジェム川口芝公園２１２号　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 110 (ジェム川口芝公園１１０)750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 110 ジエム芝公園１１０号　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 110 ジェム川口芝公園１１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

 -194 - -194 - -194 - -194 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -195 - -195 - -195 - -195 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

10 14  - 212 ジェム川口芝公園２１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 406 ジェム川口４０６　　　　　　　　　　　　750750750750 芝高木２丁目

10 14  - 501 ジェム川口芝公園５０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　750750750750 47474747---- 芝高木２丁目

11 20 ビューコート１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　751751751751 芝高木２丁目

11 20 ビューコート１０３号室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　751751751751 芝高木２丁目

11 20 ビューコート１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　751751751751 芝高木２丁目

11 20 ビューコート１０６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　751751751751 芝高木２丁目

11 20 ビューコート１０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　751751751751 芝高木２丁目

11 24 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　751751751751 芝高木２丁目

12 52756756756756 芝高木２丁目

13 34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　762762762762 芝高木２丁目

13 19 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 芝高木２丁目

13 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 芝高木２丁目

13 19763763763763 芝高木２丁目

13 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 1111---- 芝高木２丁目

 -195 - -195 - -195 - -195 -



番番番番

世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要

 -196 - -196 - -196 - -196 -

事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

13 12 トヨダ住建サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 2222---- 芝高木２丁目

13 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 3333---- 芝高木２丁目

13 21763763763763 5555---- 芝高木２丁目

13 20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 6666---- 芝高木２丁目

13 18 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 7777---- 芝高木２丁目

13 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 8888---- 芝高木２丁目

13 32 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 8888---- 芝高木２丁目

13 30763763763763 9999---- 芝高木２丁目

13 29 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 10101010---- 芝高木２丁目

13 28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 11111111---- 芝高木２丁目

13 27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 12121212---- 芝高木２丁目

13 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　763763763763 13131313---- 芝高木２丁目

13 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　764764764764 3333---- 芝高木２丁目

13 8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　764764764764 3333---- 芝高木２丁目

13 10764764764764 4444---- 芝高木２丁目
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事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

13 11 あつみや酒店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　764764764764 5555---- 芝高木２丁目

13 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　765765765765 芝高木２丁目

13 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　765765765765 芝高木２丁目

13 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　765765765765 芝高木２丁目

13 44 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　765765765765 芝高木２丁目

13 42 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　765765765765 芝高木２丁目

11 3775775775775 芝高木２丁目

10 31 南埼玉水道センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　776776776776 芝高木２丁目

10 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　776776776776 芝高木２丁目

10 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　776776776776 芝高木２丁目

10 6776776776776 芝高木２丁目

10 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777777777777 芝高木２丁目

10 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777777777777 芝高木２丁目

6 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　778778778778 芝高木２丁目

6 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　778778778778 芝高木２丁目
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世帯主名世帯主名世帯主名世帯主名 新新新新　　　　住住住住　　　　所所所所　　　　 摘  要摘  要摘  要摘  要
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事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

6 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　778778778778 芝高木２丁目

6 5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　778778778778 芝高木２丁目

6 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　778778778778 芝高木２丁目

1 22 平田マンション１０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション１０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション３０７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション１０６号　（実際は３０６号に住んでいる）779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション　２０８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション２０５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション２０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション２０３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション２０７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション２０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション３０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目
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事業所名事業所名事業所名事業所名 町町町町　　　　　　　　　　　　名名名名　　　　
　　　　番番番番　　　　地地地地　　　　 号号号号

旧旧旧旧
　　　　
住住住住
　　　　
所所所所

町町町町　　　　名名名名
大字伊刈大字伊刈大字伊刈大字伊刈

1 22 平田マンション３０２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション１０１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 生鮮市場　やさい村　平田マンション１０５　　　　　　　　　　779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション２０３号779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション１０３779779779779 芝高木２丁目

1 22 平田マンション３０３779779779779 芝高木２丁目
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