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旧 新 対 照 表（個人）



石川西旧新住所対照表（個人） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 旧住所 新住所 方書 備考
1 石川８０８番地２ 石川８８６番地１１
2 石川８０８番地３ 石川８８６番地１２
3 石川８０９番地１ 石川８８６番地５
4 石川８０９番地１ 石川８８６番地５
5 石川８０９番地２ 石川８８６番地９ ２Ｆ
6 石川８０９番地３ 石川８８６番地９
7 石川８０９番地４ 石川８８６番地９
8 石川８１０番地 石川８８６番地８
9 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ１０１号
10 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ１０３号
11 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ１０４号
12 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ２０１号
13 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ２０３号
14 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ３０２号
15 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ３０３号
16 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえのいえ４０４号
17 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家１０２
18 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家１０５
19 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家１０６
20 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家２０３
21 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家２０５
22 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家２０６
23 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家３０１
24 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家３０４
25 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家３０６
26 石川８１１番地１ 石川８２３番地１６ くさぶえの家４０３号
27 石川８１２番地１ 石川８２３番地２
28 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川１０６
29 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川１０７
30 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川２０１
31 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川２０２号室
32 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川２０３号
33 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川２０５
34 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川２０７
35 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川３０１
36 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川３０２
37 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川３０５
38 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川３０６
39 石川８１３番地１ 石川８２３番地１４ カサブランカ石川３０７号
40 石川８１４番地５ 石川８２１番地７
41 石川８１４番地７ 石川８２１番地２１
42 石川８１５番地７ 石川８２１番地１９
43 石川８１５番地７ 石川８２１番地４
44 石川８１５番地７ 石川８２１番地４
45 石川８１５番地７ 石川８２１番地１９
46 石川８１５番地８ 石川８２１番地３
47 石川８１６番地４ 石川８２１番地２２
48 石川８１６番地５ 石川８２１番地２
49 石川８１６番地５ 石川８２１番地２
50 石川８１６番地５ 石川８２１番地２
51 石川８１６番地６ 石川８２１番地２３
52 石川８１６番地６ 石川８２１番地２３
53 石川８１８番地４ 石川８２１番地１６
54 石川８１９番地３ 石川８２１番地１０
55 石川８１９番地３ 石川８２１番地１７ バームアライヴ１０１
56 石川８１９番地３ 石川８２１番地１７ バームアライヴ１０２
57 石川８１９番地３ 石川８２１番地１７ バームアライヴ１０３
58 石川８１９番地３ 石川８２１番地１７ バームアライヴ１０３
59 石川８１９番地３ 石川８２１番地１７ バームアライヴ２０１
60 石川８１９番地３ 石川８２１番地１７ バームアライヴ２０２



石川西旧新住所対照表（個人） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 旧住所 新住所 方書 備考
61 石川８２０番地２ 石川８２１番地１２
62 石川８２０番地６ 石川８２１番地８
63 石川８２３番地 石川８２３番地９
64 石川８２３番地 石川８２３番地９
65 石川８２３番地 石川８２３番地９ まさおアパート２０２号
66 石川８２５番地１ 石川８２３番地５
67 石川８２５番地２ 石川８２３番地６
68 石川８２６番地１ 石川８２８番地８
69 石川８２８番地 石川８２８番地４
70 石川８３１番地３ 石川８３８番地１
71 石川８３６番地２ 石川８３０番地４
72 石川８３７番地１ 石川８３０番地１０
73 石川８３７番地２ 石川８３０番地１１
74 石川８４４番地 石川８３０番地９
75 石川８４５番地 石川８３８番地５
76 石川８５４番地１ 石川８５５番地１４
77 石川８５６番地 石川８５５番地２
78 石川８５６番地 石川８５５番地２
79 石川８５７番地 石川８５５番地３
80 石川８５７番地 石川８５５番地５ コーポ太陽１０１
81 石川８５７番地 石川８５５番地５ コーポ太陽２０１
82 石川８５７番地 石川８５５番地５ コーポ太陽３０１
83 石川８５７番地 石川８５５番地５ コーポ太陽３０２
84 石川８５９番地 石川８５５番地８
85 石川８６０番地 石川８６２番地１１
86 石川８６４番地 石川１９３６番地１ フローラハイム２０１号
87 石川８６４番地 石川１９３６番地１ フローラハイム２０２号
88 石川８６４番地 石川１９３６番地１ フローラハイム２０３号
89 石川８６４番地 石川１９３６番地１ フローラハイム３０２号
90 石川８６５番地 石川８３０番地７
91 石川８６７番地 石川８７２番地６
92 石川８６７番地 石川８７２番地６
93 石川８６７番地 石川８７２番地６
94 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０１号
95 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０１号
96 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０２号
97 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０４号
98 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０５号
99 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０５号
100 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０１号室
101 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０２号
102 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０３号
103 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０４号
104 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０１号室
105 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０２号
106 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０３号
107 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０３号
108 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０４号
109 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０５号
110 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０１号
111 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０３号
112 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０３号
113 石川８６８番地 石川８７７番地１２ ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０５号
114 石川８７０番地４ 石川８７７番地１１
115 石川８７０番地５ 石川８７７番地１０
116 石川８７１番地１ 石川８７２番地２
117 石川８７１番地２ 石川８７７番地９
118 石川８７１番地３ 石川８７２番地５
119 石川８７１番地３ 石川８７２番地５
120 石川８７１番地５ 石川８７２番地４



石川西旧新住所対照表（個人） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 旧住所 新住所 方書 備考
121 石川８７２番地 石川８７７番地８
122 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　１０１
123 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　１０２
124 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　１０４
125 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　２０１
126 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　２０３
127 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　２０４
128 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　３０１
129 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　３０２
130 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　３０３
131 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　４０１
132 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　４０２
133 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　４０３
134 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン　４０４
135 石川８７３番地１ 石川８７７番地４ リバーストーン１０３号室
136 石川８７７番地 石川８７７番地３
137 石川８７８番地２ 石川８７７番地１
138 石川８８２番地 石川８２３番地４
139 石川８８２番地 石川８２３番地３
140 石川８８２番地 石川８２３番地３
141 石川８８２番地 石川８２３番地４
142 石川８８３番地２ 石川８２３番地１１ ＶｉｌｌａＫａｗａｂａｔａ＃１
143 石川８８３番地２ 石川８２３番地１１ ＶｉｌｌａＫａｗａｂａｔａ＃２
144 石川８８４番地１ 石川８２３番地１３
145 石川８８４番地２ 石川８２３番地１２
146 石川１８８０番地１ 石川１９２２番地７
147 石川１８８０番地４ 石川１９２２番地６
148 石川１８８０番地５ 石川１９２２番地５
149 石川１８８０番地５ 石川１９２２番地５
150 石川１８８３番地１ 石川１９１６番地２２
151 石川１８８３番地１ 石川１９１６番地２２ Ｂ２
152 石川１８８３番地２ 石川１９１６番地２０
153 石川１８８４番地１ 石川１９２２番地３
154 石川１８８４番地２ 石川１９２２番地１
155 石川１８８４番地２ 石川１９２２番地１ ２Ｆ
156 石川１８８５番地 石川１９１９番地６
157 石川１８８５番地 石川１９１９番地６ ２Ｆ
158 石川１８８５番地 石川１９１９番地６ ２Ｆ
159 石川１８９０番地 石川１９１９番地５
160 石川１８９１番地１ 石川１９１６番地１５
161 石川１８９１番地２ 石川１９１６番地１４
162 石川１８９１番地２ 石川１９１６番地２１ 「平」方
163 石川１９０１番地１ 石川１９４７番地１
164 石川１９１０番地 石川１９４８番地６
165 石川１９１０番地１ 石川１９４８番地８
166 石川１９１５番地 石川１９１６番地１０
167 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー１０１号
168 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー１０２
169 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー１０３号
170 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー１０３号
171 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー１０４号
172 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー１０７号
173 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー２０３号
174 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー２０４号
175 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー２０５号
176 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー２０７号
177 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー３０５
178 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー３０７号
179 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー４０２
180 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー４０３号



石川西旧新住所対照表（個人） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 旧住所 新住所 方書 備考
181 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー４０４
182 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー４０５号
183 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー４０６
184 石川１９１５番地１ 石川１９１６番地１１ ネットコミュニティー４０６号
185 石川１９１６番地 石川１９１６番地１２ ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ａ－２号室
186 石川１９１６番地 石川１９１６番地１２ ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｂ－１号室
187 石川１９１６番地 石川１９１６番地１２ ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｂ－１号室　　　
188 石川１９１６番地 石川１９１６番地１２ ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｂ－２号室
189 石川１９１６番地 石川１９１６番地１２ ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｃ―２号室
190 石川１９１６番地 石川１９１６番地１２ ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｄ－２号室
191 石川１９１７番地 石川１９１９番地４
192 石川１９１７番地 石川１９１９番地４
193 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉１０４号室
194 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉１０４号室
195 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉２０１号室
196 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉２０１号室
197 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉２０２号室
198 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉２０３号室
199 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉２０４号室
200 石川１９１８番地 石川１９１９番地３ エスポワール大吉２０４号室
201 石川１９１９番地 石川１９１９番地１０
202 石川１９２０番地１ 石川１９１９番地１１
203 石川１９２０番地２ 石川１９２２番地１２
204 石川１９２１番地 石川１９２２番地１０
205 石川１９２１番地１ 石川１９２４番地１１
206 石川１９２１番地１ 石川１９２４番地１１
207 石川１９２１番地１ 石川１９２４番地１１ 平良方
208 石川１９２１番地５ 石川１９２４番地１０
209 石川１９２１番地５ 石川１９２４番地１０
210 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　１０１
211 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　１０２
212 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　１０３
213 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　２０２
214 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　２０３
215 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　３０１
216 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　３０２
217 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　４０１
218 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　４０１
219 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ　４０２
220 石川１９２２番地 石川１９１９番地１３ ドムスＫ２０１
221 石川１９２３番地２ 石川１９１９番地１４
222 石川１９２３番地２ 石川１９１９番地１
223 石川１９２５番地 石川１９３９番地７
224 石川１９２５番地１ 石川１９２４番地１２
225 石川１９２６番地１ 石川１９２４番地１４
226 石川１９２６番地１ 石川１９２４番地２
227 石川１９２６番地１ 石川１９２４番地１３
228 石川１９２６番地２ 石川１９２４番地３
229 石川１９２７番地２ 石川１９３６番地１０
230 石川１９２７番地２ 石川１９３６番地１０
231 石川１９２７番地３ 石川１９３６番地１１
232 石川１９３２番地１ 石川１９１６番地２
233 石川１９３２番地１ 石川１９１６番地２
234 石川１９３２番地３ 石川１９１６番地１
235 石川１９３２番地３ 石川１９１６番地１ ヒルズＫ３０２号
236 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　１－Ａ
237 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　１－Ｂ
238 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　１－Ｃ
239 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　１－Ｄ
240 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　２－Ｄ号



石川西旧新住所対照表（個人） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 旧住所 新住所 方書 備考
241 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　３－Ｂ
242 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　３－Ｃ
243 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　３－Ｄ
244 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　４－Ｂ
245 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　４－Ｃ
246 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ　４－Ｄ
247 石川１９３２番地６ 石川１９１６番地３ ヒルズＭ３－Ａ
248 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木１０１号
249 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木１０２号
250 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木１０３号
251 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木１０５号
252 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木２０１号
253 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木２０２
254 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木２０３号
255 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木２０５号
256 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木３０１号
257 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木３０２号
258 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木３０３
259 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木３０５号　
260 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木４０１号
261 石川１９３４番地１ 石川１９３６番地１５ コーポ七福木４０２号
262 石川１９３５番地 石川１９３６番地２
263 石川１９３５番地１ 石川１９３６番地２
264 石川１９３７番地 石川８６２番地７
265 石川１９３８番地３ 石川１９２４番地１
266 石川１９３８番地３ 石川１９２４番地１
267 石川１９３８番地３ 石川１９２４番地１５
268 石川１９４１番地１ 石川１９３９番地３
269 石川１９４１番地２ 石川１９３９番地４
270 石川１９４２番地１ 石川１９３９番地１
271 石川１９４２番地１ 石川１９３９番地１
272 石川１９４３番地 石川１９４４番地４
273 石川１９４４番地 石川１９４４番地１０
274 石川１９４４番地３ 石川１９４４番地１１
275 石川１９４５番地 石川８５５番地１１
276 石川１９４６番地１ 石川８６２番地１０
277 石川１９４７番地 石川１９４４番地５
278 石川１９４７番地 石川１９４４番地９ Ｍ邸
279 石川１９４８番地 石川８５５番地１０
280 石川１９４８番地 石川８５５番地１１
281 石川１９４８番地 石川８５５番地９
282 石川１９４８番地 石川８５５番地１１
283 石川１９４９番地１ 石川１９４８番地１１
284 石川１９４９番地７ 石川１９４８番地１０ コーポラスＴ・Ｋ１０１号
285 石川１９４９番地７ 石川１９４８番地１０ コーポラスＴ・Ｋ２０１号



新 旧 対 照 表（個人）



石川西新旧住所対照表（個人） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 新住所 旧住所 方書 備考
1 石川８２１番地２ 石川８１６番地５
2 石川８２１番地２ 石川８１６番地５
3 石川８２１番地２ 石川８１６番地５
4 石川８２１番地３ 石川８１５番地８
5 石川８２１番地４ 石川８１５番地７
6 石川８２１番地４ 石川８１５番地７
7 石川８２１番地７ 石川８１４番地５
8 石川８２１番地８ 石川８２０番地６
9 石川８２１番地１０ 石川８１９番地３
10 石川８２１番地１２ 石川８２０番地２
11 石川８２１番地１６ 石川８１８番地４
12 石川８２１番地１７ 石川８１９番地３ バームアライヴ１０１
13 石川８２１番地１７ 石川８１９番地３ バームアライヴ１０２
14 石川８２１番地１７ 石川８１９番地３ バームアライヴ１０３
15 石川８２１番地１７ 石川８１９番地３ バームアライヴ１０３
16 石川８２１番地１７ 石川８１９番地３ バームアライヴ２０１
17 石川８２１番地１７ 石川８１９番地３ バームアライヴ２０２
18 石川８２１番地１９ 石川８１５番地７
19 石川８２１番地１９ 石川８１５番地７
20 石川８２１番地２１ 石川８１４番地７
21 石川８２１番地２２ 石川８１６番地４
22 石川８２１番地２３ 石川８１６番地６
23 石川８２１番地２３ 石川８１６番地６
24 石川８２３番地２ 石川８１２番地１
25 石川８２３番地３ 石川８８２番地
26 石川８２３番地３ 石川８８２番地
27 石川８２３番地４ 石川８８２番地
28 石川８２３番地４ 石川８８２番地
29 石川８２３番地５ 石川８２５番地１
30 石川８２３番地６ 石川８２５番地２
31 石川８２３番地９ 石川８２３番地
32 石川８２３番地９ 石川８２３番地
33 石川８２３番地９ 石川８２３番地 まさおアパート２０２号
34 石川８２３番地１１ 石川８８３番地２ ＶｉｌｌａＫａｗａｂａｔａ＃１
35 石川８２３番地１１ 石川８８３番地２ ＶｉｌｌａＫａｗａｂａｔａ＃２
36 石川８２３番地１２ 石川８８４番地２
37 石川８２３番地１３ 石川８８４番地１
38 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川１０６
39 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川１０７
40 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川２０１
41 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川２０２号室
42 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川２０３号
43 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川２０５
44 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川２０７
45 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川３０１
46 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川３０２
47 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川３０５
48 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川３０６
49 石川８２３番地１４ 石川８１３番地１ カサブランカ石川３０７号
50 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ１０１号
51 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ１０３号
52 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ１０４号
53 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ２０１号
54 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ２０３号
55 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ３０２号
56 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ３０３号
57 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえのいえ４０４号
58 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家１０２
59 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家１０５
60 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家１０６
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61 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家２０３
62 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家２０５
63 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家２０６
64 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家３０１
65 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家３０４
66 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家３０６
67 石川８２３番地１６ 石川８１１番地１ くさぶえの家４０３号
68 石川８２８番地４ 石川８２８番地
69 石川８２８番地８ 石川８２６番地１
70 石川８３０番地４ 石川８３６番地２
71 石川８３０番地７ 石川８６５番地
72 石川８３０番地９ 石川８４４番地
73 石川８３０番地１０ 石川８３７番地１
74 石川８３０番地１１ 石川８３７番地２
75 石川８３８番地１ 石川８３１番地３
76 石川８３８番地５ 石川８４５番地
77 石川８５５番地２ 石川８５６番地
78 石川８５５番地２ 石川８５６番地
79 石川８５５番地３ 石川８５７番地
80 石川８５５番地５ 石川８５７番地 コーポ太陽１０１
81 石川８５５番地５ 石川８５７番地 コーポ太陽２０１
82 石川８５５番地５ 石川８５７番地 コーポ太陽３０１
83 石川８５５番地５ 石川８５７番地 コーポ太陽３０２
84 石川８５５番地８ 石川８５９番地
85 石川８５５番地９ 石川１９４８番地
86 石川８５５番地１０ 石川１９４８番地
87 石川８５５番地１１ 石川１９４５番地
88 石川８５５番地１１ 石川１９４８番地
89 石川８５５番地１１ 石川１９４８番地
90 石川８５５番地１４ 石川８５４番地１
91 石川８６２番地７ 石川１９３７番地
92 石川８６２番地１０ 石川１９４６番地１
93 石川８６２番地１１ 石川８６０番地
94 石川８７２番地２ 石川８７１番地１
95 石川８７２番地４ 石川８７１番地５
96 石川８７２番地５ 石川８７１番地３
97 石川８７２番地５ 石川８７１番地３
98 石川８７２番地６ 石川８６７番地
99 石川８７２番地６ 石川８６７番地
100 石川８７２番地６ 石川８６７番地
101 石川８７７番地１ 石川８７８番地２
102 石川８７７番地３ 石川８７７番地
103 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　１０１
104 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　１０２
105 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　１０４
106 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　２０１
107 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　２０３
108 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　２０４
109 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　３０１
110 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　３０２
111 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　３０３
112 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　４０１
113 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　４０２
114 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　４０３
115 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン　４０４
116 石川８７７番地４ 石川８７３番地１ リバーストーン１０３号室
117 石川８７７番地８ 石川８７２番地
118 石川８７７番地９ 石川８７１番地２
119 石川８７７番地１０ 石川８７０番地５
120 石川８７７番地１１ 石川８７０番地４
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121 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０１号
122 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０１号
123 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０２号
124 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０４号
125 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０５号
126 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ１０５号
127 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０１号室
128 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０２号
129 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０３号
130 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ２０４号
131 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０１号室
132 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０２号
133 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０３号
134 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０３号
135 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０４号
136 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ３０５号
137 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０１号
138 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０３号
139 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０３号
140 石川８７７番地１２ 石川８６８番地 ＪＹ　ｅｉｇｈｔ４０５号
141 石川８８６番地５ 石川８０９番地１
142 石川８８６番地５ 石川８０９番地１
143 石川８８６番地８ 石川８１０番地
144 石川８８６番地９ 石川８０９番地２ ２Ｆ
145 石川８８６番地９ 石川８０９番地３
146 石川８８６番地９ 石川８０９番地４
147 石川８８６番地１１ 石川８０８番地２
148 石川８８６番地１２ 石川８０８番地３
149 石川１９１６番地１ 石川１９３２番地３
150 石川１９１６番地１ 石川１９３２番地３ ヒルズＫ３０２号
151 石川１９１６番地２ 石川１９３２番地１
152 石川１９１６番地２ 石川１９３２番地１
153 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　１－Ａ
154 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　１－Ｂ
155 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　１－Ｃ
156 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　１－Ｄ
157 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　２－Ｄ号
158 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　３－Ｂ
159 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　３－Ｃ
160 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　３－Ｄ
161 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　４－Ｂ
162 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　４－Ｃ
163 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ　４－Ｄ
164 石川１９１６番地３ 石川１９３２番地６ ヒルズＭ３－Ａ
165 石川１９１６番地１０ 石川１９１５番地
166 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー１０１号
167 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー１０２
168 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー１０３号
169 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー１０３号
170 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー１０４号
171 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー１０７号
172 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー２０３号
173 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー２０４号
174 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー２０５号
175 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー２０７号
176 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー３０５
177 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー３０７号
178 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー４０２
179 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー４０３号
180 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー４０４
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181 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー４０５号
182 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー４０６
183 石川１９１６番地１１ 石川１９１５番地１ ネットコミュニティー４０６号
184 石川１９１６番地１２ 石川１９１６番地 ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ａ－２号室
185 石川１９１６番地１２ 石川１９１６番地 ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｂ－１号室
186 石川１９１６番地１２ 石川１９１６番地 ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｂ－１号室
187 石川１９１６番地１２ 石川１９１６番地 ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｂ－２号室
188 石川１９１６番地１２ 石川１９１６番地 ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｃ―２号室
189 石川１９１６番地１２ 石川１９１６番地 ＣｏＣｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｄ－２号室
190 石川１９１６番地１４ 石川１８９１番地２
191 石川１９１６番地１５ 石川１８９１番地１
192 石川１９１６番地２０ 石川１８８３番地２
193 石川１９１６番地２１ 石川１８９１番地２ 「平」方
194 石川１９１６番地２２ 石川１８８３番地１
195 石川１９１６番地２２ 石川１８８３番地１ Ｂ２
196 石川１９１９番地１ 石川１９２３番地２
197 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉１０４号室
198 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉１０４号室
199 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉２０１号室
200 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉２０１号室
201 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉２０２号室
202 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉２０３号室
203 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉２０４号室
204 石川１９１９番地３ 石川１９１８番地 エスポワール大吉２０４号室
205 石川１９１９番地４ 石川１９１７番地
206 石川１９１９番地４ 石川１９１７番地
207 石川１９１９番地５ 石川１８９０番地
208 石川１９１９番地６ 石川１８８５番地
209 石川１９１９番地６ 石川１８８５番地 ２Ｆ
210 石川１９１９番地６ 石川１８８５番地 ２Ｆ
211 石川１９１９番地１０ 石川１９１９番地
212 石川１９１９番地１１ 石川１９２０番地１
213 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　１０１
214 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　１０２
215 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　１０３
216 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　２０２
217 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　２０３
218 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　３０１
219 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　３０２
220 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　４０１
221 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　４０１
222 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ　４０２
223 石川１９１９番地１３ 石川１９２２番地 ドムスＫ２０１
224 石川１９１９番地１４ 石川１９２３番地２
225 石川１９２２番地１ 石川１８８４番地２
226 石川１９２２番地１ 石川１８８４番地２ ２Ｆ
227 石川１９２２番地３ 石川１８８４番地１
228 石川１９２２番地５ 石川１８８０番地５
229 石川１９２２番地５ 石川１８８０番地５
230 石川１９２２番地６ 石川１８８０番地４
231 石川１９２２番地７ 石川１８８０番地１
232 石川１９２２番地１０ 石川１９２１番地
233 石川１９２２番地１２ 石川１９２０番地２
234 石川１９２４番地１ 石川１９３８番地３
235 石川１９２４番地１ 石川１９３８番地３
236 石川１９２４番地２ 石川１９２６番地１
237 石川１９２４番地３ 石川１９２６番地２
238 石川１９２４番地１０ 石川１９２１番地５
239 石川１９２４番地１０ 石川１９２１番地５
240 石川１９２４番地１１ 石川１９２１番地１
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241 石川１９２４番地１１ 石川１９２１番地１
242 石川１９２４番地１１ 石川１９２１番地１ 平良方
243 石川１９２４番地１２ 石川１９２５番地１
244 石川１９２４番地１３ 石川１９２６番地１
245 石川１９２４番地１４ 石川１９２６番地１
246 石川１９２４番地１５ 石川１９３８番地３
247 石川１９３６番地１ 石川８６４番地 フローラハイム２０１号
248 石川１９３６番地１ 石川８６４番地 フローラハイム２０２号
249 石川１９３６番地１ 石川８６４番地 フローラハイム２０３号
250 石川１９３６番地１ 石川８６４番地 フローラハイム３０２号
251 石川１９３６番地２ 石川１９３５番地
252 石川１９３６番地２ 石川１９３５番地１
253 石川１９３６番地１０ 石川１９２７番地２
254 石川１９３６番地１０ 石川１９２７番地２
255 石川１９３６番地１１ 石川１９２７番地３
256 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木１０１号
257 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木１０２号
258 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木１０３号
259 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木１０５号
260 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木２０１号
261 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木２０２
262 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木２０３号
263 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木２０５号
264 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木３０１号
265 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木３０２号
266 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木３０３
267 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木３０５号　
268 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木４０１号
269 石川１９３６番地１５ 石川１９３４番地１ コーポ七福木４０２号
270 石川１９３９番地１ 石川１９４２番地１
271 石川１９３９番地１ 石川１９４２番地１
272 石川１９３９番地３ 石川１９４１番地１
273 石川１９３９番地４ 石川１９４１番地２
274 石川１９３９番地７ 石川１９２５番地
275 石川１９４４番地４ 石川１９４３番地
276 石川１９４４番地５ 石川１９４７番地
277 石川１９４４番地９ 石川１９４７番地 Ｍ邸
278 石川１９４４番地１０ 石川１９４４番地
279 石川１９４４番地１１ 石川１９４４番地３
280 石川１９４７番地１ 石川１９０１番地１
281 石川１９４８番地６ 石川１９１０番地
282 石川１９４８番地８ 石川１９１０番地１
283 石川１９４８番地１０ 石川１９４９番地７ コーポラスＴ・Ｋ１０１号
284 石川１９４８番地１０ 石川１９４９番地７ コーポラスＴ・Ｋ２０１号
285 石川１９４８番地１１ 石川１９４９番地１



旧 新 対 照 表（法人・店舗）



石川西旧新住所対照表（法人・店舗） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 旧住所 新住所 方書 備考
1 石川８０９番地 石川８８６番地９ 伊波アパート１階
2 石川８１５番７ 石川８２１番地６
3 石川８１８番地４ 石川８２１番地１６
4 石川８１９番地３ 石川８２１番地９
5 石川８１９番地３ 石川８２１番地１０
6 石川８３７番地１ 石川８３０番地１０ １Ｆ
7 石川８５２番地 石川８３８番地７
8 石川８５９番地 石川８５５番地８
9 石川８６４番地 石川１９３６番地１ フローラハイム１Ｆ
10 石川８６７番地３ 石川８７２番地１０
11 石川１８９０番地 石川１９１９番地５
12 石川１９１５番地 石川１９１６番地１０ １Ｆ
13 石川１９１９番地 石川１９１９番地１０
14 石川１９２０番地２ 石川１９２２番地１２
15 石川１９２７番地３ 石川１９３６番地１１
16 石川１９３２番地３ 石川１９１６番地１ ヒルズＫ　２Ｆ
17 石川１９３５番地１ 石川１９３６番地２
18 石川１９３５番地１ 石川１９３６番地２



 新 旧 対 照 表（法人・店舗）



石川西新旧住所対照表（法人・店舗） 変更日：平成２９年２月１１日

連番 新住所 旧住所 方書 備考
1 石川８２１番地６ 石川８１５番７
2 石川８２１番地９ 石川８１９番地３
3 石川８２１番地１０ 石川８１９番地３
4 石川８２１番地１６ 石川８１８番地４
5 石川８３０番地１０ 石川８３７番地１ １Ｆ
6 石川８３８番地７ 石川８５２番地
7 石川８５５番地８ 石川８５９番地
8 石川８７２番地１０ 石川８６７番地３
9 石川８８６番地９ 石川８０９番地 伊波アパート１階
10 石川１９１６番地１ 石川１９３２番地３ ヒルズＫ　２Ｆ
11 石川１９１６番地１０ 石川１９１５番地 １Ｆ
12 石川１９１９番地５ 石川１８９０番地
13 石川１９１９番地１０ 石川１９１９番地
14 石川１９２２番地１２ 石川１９２０番地２
15 石川１９３６番地１ 石川８６４番地 フローラハイム１Ｆ
16 石川１９３６番地２ 石川１９３５番地１
17 石川１９３６番地２ 石川１９３５番地１
18 石川１９３６番地１１ 石川１９２７番地３


