
（注）

・ 所在地の対照表であり土地(地番)の対照表ではありません。

江 洲 土 地 区 画 整 理 事 業

所 在 地 旧 新・新 旧 対 照 表（法人・個人事業主・店舗など）

換地処分公告日：令和３年１０月１５日（金）

　　　　変更日：令和３年１０月１６日（土）

う る ま 市



変更日：令和3年10月16日

行 番 号 旧 所 在 地 新 所 在 地 方 書 備 考

1 字江洲１６３番地４ 字江洲２１０４番地２１ サンハイツ’ｅｓ１０３
2 字江洲１７０番地 字江洲２１０４番地２２
3 字江洲１７６番地２ 字江洲２１０４番地３
4 字江洲１７６番地２ 字江洲２１０２番地１ １Ｆ
5 字江洲１７７番地 字江洲２１０４番地１
6 字江洲１７７番地２ 字江洲２１０４番地２
7 字江洲１８０番地１ 字江洲２１０４番地２５
8 字江洲１８０番地１ 字江洲２１０４番地２５
9 字江洲１８０番地１ 字江洲２１０４番地２５
10 字江洲１８０番地２ 字江洲２１１０番地１０ 當銘マンション１０１号
11 字江洲１８０番地２ 字江洲２１１０番地１２
12 字江洲１８１番地 字江洲２１１０番地１ コートサンライズ２０２
13 字江洲１８４番地１０ 字江洲２１０１番地８
14 字江洲１８４番地８ 字江洲２１０１番地７
15 字江洲１８４番地９ 字江洲２１０１番地１１ アンバーステーション２０２
16 字江洲１８５番地４ 字江洲２１０１番地６ １Ｆ
17 字江洲１９１番地 字江洲２１０１番地２
18 字江洲１９３番地１ 字江洲２１００番地１
19 字江洲１９８番地 字江洲２１１１番地２５
20 字江洲１９８番地 字江洲２１１１番地２
21 字江洲２０１番地 字江洲２１１１番地９ １Ｆ
22 字江洲２０４番地 字江洲２１１１番地１１
23 字江洲２０７番地 字江洲２１１１番地１０ 當銘開発ビル１０５
24 字江洲２１２番地１ 字江洲２１０９番地１
25 字江洲２１２番地２ 字江洲２１１０番地２０
26 字江洲２１２番地２ 字江洲２１１０番地２０
27 字江洲２１２番地の２ 字江洲２１１０番地２０
28 字江洲２１６番地１ 字江洲２１０６番地１０
29 字江洲２１６番地６ 字江洲２１０６番地４ １階
30 字江洲２２４番地４ 字江洲２１０９番地１６ ２Ｆ
31 字江洲２２５番地１ 字江洲２１０９番地１８
32 字江洲２２８番地２ 字江洲２１１２番地７
33 字江洲２３２番地 字江洲２１１２番地９
34 字江洲２４２番地４ 字江洲２１１７番地３
35 字江洲２４６番地３ 字江洲２１１７番地１４
36 字江洲２５６番地２ 字江洲２１０８番地５
37 字江洲２６１番地１１ 字江洲２１５０番地１１
38 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３
39 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ１Ｆ
40 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ１０３
41 字江洲２６２番地２ 字江洲２１４９番地３ ドミールＮ１０５
42 字江洲２６３番地 字江洲２１４９番地４ ドミールＮⅢ１－Ｂ
43 字江洲２６３番地 字江洲２１４９番地４ ドミールＮⅢ１－Ｂ
44 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ　１－Ａ
45 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ　１－Ｂ
46 字江洲２６７番地 字江洲２１４８番地５ パームヒルズＫ　１－Ｃ
47 字江洲２６９番地３ 字江洲２１５６番地１４
48 字江洲２７０番地１ 字江洲２１５６番地１１
49 字江洲２８９番地１ 字江洲２１５６番地６
50 字江洲２９３番地 字江洲２１５６番地１９
51 字江洲２９４番地 字江洲２１５７番地１２ グランシャトレ英２０５
52 字江洲２９５番地２ 字江洲２１５７番地１４
53 字江洲２９７番地５ 字江洲２１５７番地１
54 字江洲２９９番地 字江洲２１５５番地１ １Ｆ
55 字江洲３００番地４ 字江洲２１５１番地１１ １Ｆ
56 字江洲３０８番地 字江洲２１５１番地１６
57 字江洲３１１番地２ 字江洲２１５２番地２８
58 字江洲３１２番地３ 字江洲２１５２番地１１
59 字江洲３１２番地３ 字江洲２１５２番地１１
60 字江洲３３０番地 字江洲２１５８番地２９
61 字江洲３３２番地 字江洲２１５８番地１９
62 字江洲３３７番地２ 字江洲２１５８番地１４
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『江洲土地区画整理事業』　旧新所在地対照表（法人・個人事業主・店舗など）

63 字江洲３３９番地１ 字江洲２１５８番地１７
64 字江洲３３９番地１ 字江洲２１５８番地１７
65 字江洲３３９番地１ 字江洲２１５８番地１７
66 字江洲３３９番地１ 字江洲２１５８番地１５
67 字江洲３３９番地２ 字江洲２１５８番地１７
68 字江洲３３９番地２ 字江洲２１５８番地１８
69 字江洲３４７番地 字江洲２１５８番地３４
70 字江洲３４８番地１ 字江洲２１５８番地３５
71 字江洲３４９番地 字江洲２１５９番地８
72 字江洲３４９番地 字江洲２１５９番地８ １Ｆ
73 字江洲３４９番地 字江洲２１５９番地８ １Ｆ
74 字江洲３４９番地２ 字江洲２１５９番地９ １Ｆ
75 字江洲３４９番地２ 字江洲２１５９番地９ １Ｆ
76 字江洲３４９番地２ 字江洲２１５９番地９ １Ｆ
77 字江洲３５２番地１４ 字江洲２１５９番地１２
78 字江洲３５２番地１７ 字江洲２１５８番地３０ マンションアンビシャスⅡ８０５

79 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１
80 字江洲４４番地１ 字江洲２１１１番地１ サンハイツＳ２０３
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
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1 字江洲２１００番地１ 字江洲１９３番地１
2 字江洲２１０１番地１１ 字江洲１８４番地９ アンバーステーション２０２
3 字江洲２１０１番地２ 字江洲１９１番地
4 字江洲２１０１番地６ 字江洲１８５番地４ １Ｆ
5 字江洲２１０１番地７ 字江洲１８４番地８
6 字江洲２１０１番地８ 字江洲１８４番地１０
7 字江洲２１０２番地１ 字江洲１７６番地２ １Ｆ
8 字江洲２１０４番地１ 字江洲１７７番地
9 字江洲２１０４番地２ 字江洲１７７番地２
10 字江洲２１０４番地２１ 字江洲１６３番地４ サンハイツ’ｅｓ１０３
11 字江洲２１０４番地２２ 字江洲１７０番地
12 字江洲２１０４番地２５ 字江洲１８０番地１
13 字江洲２１０４番地２５ 字江洲１８０番地１
14 字江洲２１０４番地２５ 字江洲１８０番地１
15 字江洲２１０４番地３ 字江洲１７６番地２
16 字江洲２１０６番地１０ 字江洲２１６番地１
17 字江洲２１０６番地４ 字江洲２１６番地６ １階
18 字江洲２１０８番地５ 字江洲２５６番地２
19 字江洲２１０９番地１ 字江洲２１２番地１
20 字江洲２１０９番地１６ 字江洲２２４番地４ ２Ｆ
21 字江洲２１０９番地１８ 字江洲２２５番地１
22 字江洲２１１０番地１ 字江洲１８１番地 コートサンライズ２０２
23 字江洲２１１０番地１０ 字江洲１８０番地２ 當銘マンション１０１号
24 字江洲２１１０番地１２ 字江洲１８０番地２
25 字江洲２１１０番地２０ 字江洲２１２番地２
26 字江洲２１１０番地２０ 字江洲２１２番地２
27 字江洲２１１０番地２０ 字江洲２１２番地の２
28 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１ サンハイツＳ２０３
29 字江洲２１１１番地１ 字江洲４４番地１
30 字江洲２１１１番地１０ 字江洲２０７番地 當銘開発ビル１０５
31 字江洲２１１１番地１１ 字江洲２０４番地
32 字江洲２１１１番地２ 字江洲１９８番地
33 字江洲２１１１番地２５ 字江洲１９８番地
34 字江洲２１１１番地９ 字江洲２０１番地 １Ｆ
35 字江洲２１１２番地７ 字江洲２２８番地２
36 字江洲２１１２番地９ 字江洲２３２番地
37 字江洲２１１７番地１４ 字江洲２４６番地３
38 字江洲２１１７番地３ 字江洲２４２番地４
39 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ　１－Ａ
40 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ　１－Ｂ
41 字江洲２１４８番地５ 字江洲２６７番地 パームヒルズＫ　１－Ｃ
42 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２
43 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ１Ｆ
44 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ１０３
45 字江洲２１４９番地３ 字江洲２６２番地２ ドミールＮ１０５
46 字江洲２１４９番地４ 字江洲２６３番地 ドミールＮⅢ１－Ｂ
47 字江洲２１４９番地４ 字江洲２６３番地 ドミールＮⅢ１－Ｂ
48 字江洲２１５０番地１１ 字江洲２６１番地１１
49 字江洲２１５１番地１１ 字江洲３００番地４ １Ｆ
50 字江洲２１５１番地１６ 字江洲３０８番地
51 字江洲２１５２番地１１ 字江洲３１２番地３
52 字江洲２１５２番地１１ 字江洲３１２番地３
53 字江洲２１５２番地２８ 字江洲３１１番地２
54 字江洲２１５５番地１ 字江洲２９９番地 １Ｆ
55 字江洲２１５６番地１１ 字江洲２７０番地１
56 字江洲２１５６番地１４ 字江洲２６９番地３
57 字江洲２１５６番地１９ 字江洲２９３番地
58 字江洲２１５６番地６ 字江洲２８９番地１
59 字江洲２１５７番地１ 字江洲２９７番地５
60 字江洲２１５７番地１２ 字江洲２９４番地 グランシャトレ英２０５
61 字江洲２１５７番地１４ 字江洲２９５番地２
62 字江洲２１５８番地１４ 字江洲３３７番地２
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『江洲土地区画整理事業』　新旧所在地対照表（法人・個人事業主・店舗など）

63 字江洲２１５８番地１５ 字江洲３３９番地１
64 字江洲２１５８番地１７ 字江洲３３９番地１
65 字江洲２１５８番地１７ 字江洲３３９番地１
66 字江洲２１５８番地１７ 字江洲３３９番地１
67 字江洲２１５８番地１７ 字江洲３３９番地２
68 字江洲２１５８番地１８ 字江洲３３９番地２
69 字江洲２１５８番地１９ 字江洲３３２番地
70 字江洲２１５８番地２９ 字江洲３３０番地
71 字江洲２１５８番地３０ 字江洲３５２番地１７ マンションアンビシャスⅡ８０５

72 字江洲２１５８番地３４ 字江洲３４７番地
73 字江洲２１５８番地３５ 字江洲３４８番地１
74 字江洲２１５９番地１２ 字江洲３５２番地１４
75 字江洲２１５９番地８ 字江洲３４９番地
76 字江洲２１５９番地８ 字江洲３４９番地 １Ｆ
77 字江洲２１５９番地８ 字江洲３４９番地 １Ｆ
78 字江洲２１５９番地９ 字江洲３４９番地２ １Ｆ
79 字江洲２１５９番地９ 字江洲３４９番地２ １Ｆ
80 字江洲２１５９番地９ 字江洲３４９番地２ １Ｆ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
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