
町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市一宮町下新切１５３番地１ 豊川市一宮町下新切２２５番地

豊川市一宮町下新切１５３番地１ 豊川市一宮町下新切２２３番地

豊川市一宮町下新切１５３番地４ 豊川市大木新町通二丁目７４番地

豊川市一宮町下新切１５３番地５ 豊川市一宮町下新切２１１番地

豊川市一宮町下新切１５３番地６ 豊川市一宮町下新切２１２番地

豊川市一宮町下新切１５３番地８ 豊川市一宮町下新切２１３番地

豊川市一宮町下新切１５３番地１２ 豊川市一宮町下新切２２１番地

豊川市一宮町下新切１５３番地１３ 豊川市一宮町下新切２１７番地

豊川市一宮町下新切１５３番地１４ 豊川市一宮町下新切２１５番地

豊川市一宮町下新切１５３番地１５ 豊川市一宮町下新切２１６番地

豊川市一宮町下新切１５３番地１７ 豊川市一宮町下新切２２２番地

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ２０３号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ２０３号

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ１０３号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ１０３号

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ２０１号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ２０１号

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ２０２号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ２０２号

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ１０２号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ１０２号

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ１０２号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ１０２号

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ１０１号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ１０１号
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町荒屋６番地１　ザッツ・ア・プレンティ１０５号 豊川市大木新町通一丁目１０番地　ザッツ・ア・プレンティ１０５号

豊川市大木町荒屋１０番　１１番合併地 豊川市大木新町通一丁目１１番地

豊川市大木町荒屋１２番地１ 豊川市大木新町通一丁目１６番地

豊川市大木町荒屋１６番地３ 豊川市大木新町通一丁目２番地

豊川市大木町荒屋１６番地３ 豊川市大木新町通一丁目５番地

豊川市大木町荒屋１６番地３ 豊川市大木新町通一丁目６番地２

豊川市大木町荒屋１６番地３ 豊川市大木新町通一丁目６番地１

豊川市大木町荒屋１８番地 豊川市大木新町通一丁目１８番地

豊川市大木町荒屋１９番地 豊川市大木新町通一丁目２２番地

豊川市大木町荒屋１９番地 豊川市大木新町通一丁目２２番地

豊川市大木町荒屋２０番地 豊川市大木新町通一丁目２３番地

豊川市大木町荒屋２１番地 豊川市大木新町通一丁目３５番地

豊川市大木町荒屋２１番地２ 豊川市大木新町通一丁目３４番地

豊川市大木町荒屋２１番地７ 豊川市大木新町通一丁目２７番地１

豊川市大木町荒屋２１番地９ 豊川市大木新町通一丁目２４番地

豊川市大木町荒屋２１番地１０ 豊川市大木新町通一丁目２５番地

豊川市大木町荒屋２１番地１１ 豊川市大木新町通一丁目２６番地

豊川市大木町荒屋２１番地１６ 豊川市大木新町通一丁目２７番地２
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町荒屋２２番地３ 豊川市大木新町通一丁目３０番地

豊川市大木町荒屋２２番地４ 豊川市大木新町通一丁目３１番地

豊川市大木町荒屋２２番地４ 豊川市大木新町通一丁目３１番地

豊川市大木町荒屋２５５番地１ 豊川市大木新町通一丁目１２４番地

豊川市大木町荒屋２５５番地４ 豊川市大木新町通一丁目１２６番地

豊川市大木町荒屋２５５番地４ 豊川市大木新町通一丁目１２７番地

豊川市大木町荒屋２５５番地４ 豊川市大木新町通一丁目１２８番地

豊川市大木町荒屋２５６番地１ 豊川市大木新町通一丁目１２９番地

豊川市大木町荒屋２５７番地 豊川市大木新町通一丁目１３５番地

豊川市大木町新町通１番地１０ 豊川市大木新町通一丁目１６４番地

豊川市大木町新町通１番地１１ 豊川市大木新町通一丁目１５３番地

豊川市大木町新町通１番地１３ 豊川市大木新町通一丁目１６３番地

豊川市大木町新町通１番地１５ 豊川市大木新町通一丁目１６２番地

豊川市大木町新町通２番地２ 豊川市大木新町通一丁目１６８番地

豊川市大木町新町通９番地 豊川市大木新町通一丁目１３６番地

豊川市大木町新町通１１番地１ 豊川市大木新町通一丁目１５８番地

豊川市大木町新町通１１番地１ 豊川市大木新町通一丁目１５８番地

豊川市大木町新町通１１番地２ 豊川市大木新町通一丁目１５７番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通１２番地１ 豊川市大木新町通一丁目１１８番地

豊川市大木町新町通１４番地 豊川市大木新町通一丁目１１６番地

豊川市大木町新町通１４番地２ 豊川市大木新町通一丁目１１９番地

豊川市大木町新町通１５番地４ 豊川市大木新町通一丁目１３１番地

豊川市大木町新町通１５番地５ 豊川市大木新町通一丁目１３０番地

豊川市大木町新町通１６番地１ 豊川市大木新町通一丁目１２１番地

豊川市大木町新町通１６番地２ 豊川市大木新町通一丁目１２２番地

豊川市大木町新町通１８番地１ 豊川市大木新町通一丁目１２０番地

豊川市大木町新町通２０番地 豊川市大木新町通一丁目１１２番地

豊川市大木町新町通２０番地 豊川市大木新町通一丁目１１２番地

豊川市大木町新町通２１番地　グリーンアレイＣ棟２０３号 豊川市大木新町通一丁目１１０番地　グリーンアレイＣ棟２０３号

豊川市大木町新町通２１番地　グリーンアレイＢ棟２Ｄ号 豊川市大木新町通一丁目１１０番地　グリーンアレイＢ棟２Ｄ号

豊川市大木町新町通２１番地　グリーンアレイＣ棟１０２号 豊川市大木新町通一丁目１１０番地　グリーンアレイＣ棟１０２号

豊川市大木町新町通２１番地　グリーンアレイＣ棟２０２号 豊川市大木新町通一丁目１１０番地　グリーンアレイＣ棟２０２号

豊川市大木町新町通２１番地１ 豊川市大木新町通一丁目１１１番地

豊川市大木町新町通２３番地１ 豊川市大木新町通一丁目９１番地

豊川市大木町新町通２３番地２ 豊川市大木新町通一丁目９７番地

豊川市大木町新町通２３番地４ 豊川市大木新町通一丁目９６番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通２６番地 豊川市大木新町通一丁目９９番地

豊川市大木町新町通２９番地 豊川市大木新町通一丁目８３番地

豊川市大木町新町通３０番地 豊川市大木新町通一丁目１０２番地

豊川市大木町新町通３０番地３ 豊川市大木新町通一丁目１０３番地１

豊川市大木町新町通３０番地３ 豊川市大木新町通一丁目１０３番地２

豊川市大木町新町通３２番地 豊川市大木新町通一丁目８８番地

豊川市大木町新町通３３番地１ 豊川市大木新町通一丁目５５番地

豊川市大木町新町通３６番地２ 豊川市大木新町通一丁目５４番地

豊川市大木町新町通３６番地３ 豊川市大木新町通一丁目５６番地

豊川市大木町新町通３６番地５ 豊川市大木新町通一丁目８１番地

豊川市大木町新町通３７番地４ 豊川市大木新町通一丁目７７番地１

豊川市大木町新町通３７番地７ 豊川市大木新町通一丁目５７番地

豊川市大木町新町通３８番地１ 豊川市大木新町通一丁目５３番地

豊川市大木町新町通３８番地１ 豊川市大木新町通一丁目５３番地

豊川市大木町新町通４１番地１ 豊川市大木新町通一丁目５０番地

豊川市大木町新町通４１番地１ 豊川市大木新町通一丁目５０番地

豊川市大木町新町通４１番地４ 豊川市大木新町通一丁目７１番地１

豊川市大木町新町通４４番地 豊川市大木新町通一丁目７１番地１
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通４４番地 豊川市大木新町通一丁目７１番地１

豊川市大木町新町通４５番地１ 豊川市大木新町通一丁目７２番地２

豊川市大木町新町通４５番地３ 豊川市大木新町通一丁目７６番地

豊川市大木町新町通４５番地３ 豊川市大木新町通一丁目７６番地

豊川市大木町新町通４５番地３ 豊川市大木新町通一丁目７６番地

豊川市大木町新町通４５番地５ 豊川市大木新町通一丁目７２番地１

豊川市大木町新町通４６番地１ 豊川市大木新町通一丁目６８番地

豊川市大木町新町通４７番地１ 豊川市大木新町通一丁目６５番地

豊川市大木町新町通４７番地５ 豊川市大木新町通一丁目７０番地

豊川市大木町新町通４７番地８ 豊川市大木新町通一丁目６４番地

豊川市大木町新町通４９番地 豊川市大木新町通一丁目５８番地

豊川市大木町新町通４９番地２ 豊川市大木新町通一丁目６０番地

豊川市大木町新町通４９番地３ 豊川市大木新町通一丁目６３番地

豊川市大木町新町通４９番地３ 豊川市大木新町通一丁目６３番地

豊川市大木町新町通５０番地１　グランデージ大木２０１号 豊川市大木新町通一丁目３９番地　グランデージ大木２０１号

豊川市大木町新町通５０番地１　グランデージ大木１０１号 豊川市大木新町通一丁目３９番地　グランデージ大木１０１号

豊川市大木町新町通５０番地１　グランデージ大木１０２ 豊川市大木新町通一丁目３９番地　グランデージ大木１０２

豊川市大木町新町通５０番地１　グランデージ大木２０２号 豊川市大木新町通一丁目３９番地　グランデージ大木２０２号
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通５１番地１ 豊川市大木新町通一丁目４５番地

豊川市大木町新町通５２番地 豊川市大木新町通一丁目４６番地

豊川市大木町新町通５２番地 豊川市大木新町通一丁目４６番地

豊川市大木町新町通５３番地２ 豊川市大木新町通一丁目４０番地

豊川市大木町新町通５７番地２ 豊川市大木新町通二丁目７番地

豊川市大木町新町通５９番地１　グランデージ・ナカムラ２０２号 豊川市大木新町通二丁目１０番地　グランデージ・ナカムラ２０２号

豊川市大木町新町通５９番地１ 豊川市大木新町通二丁目１０番地

豊川市大木町新町通５９番地１　グランデージ・ナカムラ２０２号 豊川市大木新町通二丁目１０番地　グランデージ・ナカムラ２０２号

豊川市大木町新町通６２番地 豊川市大木新町通二丁目１２番地

豊川市大木町新町通６４番地 豊川市大木新町通二丁目１５番地

豊川市大木町新町通６４番地 豊川市大木新町通二丁目１５番地

豊川市大木町新町通７３番地１ 豊川市大木新町通二丁目２１番地

豊川市大木町新町通７４番地 豊川市大木新町通二丁目２３番地

豊川市大木町新町通７５番地 豊川市大木新町通二丁目２７番地

豊川市大木町新町通７８番地４ 豊川市大木新町通二丁目４１番地

豊川市大木町新町通７８番地７ 豊川市大木新町通二丁目４５番地

豊川市大木町新町通７８番地７ 豊川市大木新町通二丁目４７番地

豊川市大木町新町通７８番地７ 豊川市大木新町通二丁目４６番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通７８番地７ 豊川市大木新町通二丁目４８番地

豊川市大木町新町通７８番地７ 豊川市大木新町通二丁目４３番地

豊川市大木町新町通７８番地１０ 豊川市大木新町通二丁目３８番地

豊川市大木町新町通７８番地１１ 豊川市大木新町通二丁目３９番地

豊川市大木町新町通７８番地１１ 豊川市大木新町通二丁目３９番地

豊川市大木町新町通７８番地１１ 豊川市大木新町通二丁目３９番地

豊川市大木町新町通７８番地１２ 豊川市大木新町通二丁目４０番地

豊川市大木町新町通７８番地１３ 豊川市大木新町通二丁目３６番地

豊川市大木町新町通７８番地１４ 豊川市大木新町通二丁目３５番地

豊川市大木町新町通７８番地１５ 豊川市大木新町通二丁目３４番地

豊川市大木町新町通８３番地 豊川市大木新町通二丁目５２番地

豊川市大木町新町通８５番地１ 豊川市大木新町通二丁目５７番地

豊川市大木町新町通８６番地２ 豊川市大木新町通二丁目５９番地

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ２０２号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ２０２号

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ２０３号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ２０３号

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ１０２号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ１０２号

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ２０６号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ２０６号

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ１０５号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ１０５号
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ２０１号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ２０１号

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ２０５号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ２０５号

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ１０１号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ１０１号

豊川市大木町新町通８７番地　ベル・ソネリ１０３号 豊川市大木新町通二丁目５０番地　ベル・ソネリ１０３号

豊川市大木町新町通８９番地２ 豊川市大木新町通二丁目６８番地

豊川市大木町新町通８９番地２　ラフレシール新町２０１号 豊川市大木新町通二丁目６７番地　ラフレシール新町２０１号

豊川市大木町新町通８９番地２　ラフレシール新町２０２号 豊川市大木新町通二丁目６７番地　ラフレシール新町２０２号

豊川市大木町新町通８９番地２　ラフレシール新町１０１号 豊川市大木新町通二丁目６７番地　ラフレシール新町１０１号

豊川市大木町新町通８９番地２　ラフレシール新町２０３号 豊川市大木新町通二丁目６７番地　ラフレシール新町２０３号

豊川市大木町新町通８９番地５ 豊川市大木新町通二丁目７２番地

豊川市大木町新町通８９番地７ 豊川市大木新町通二丁目７５番地

豊川市大木町新町通９０番地１ 豊川市大木新町通二丁目６４番地

豊川市大木町新町通９１番地１ 豊川市大木新町通二丁目６３番地

豊川市大木町新町通９１番地４ 豊川市大木新町通二丁目６３番地

豊川市大木町新町通９３番地 豊川市大木新町通二丁目９５番地

豊川市大木町新町通９３番地 豊川市大木新町通二丁目９５番地

豊川市大木町新町通９５番地２ 豊川市大木新町通二丁目９０番地

豊川市大木町新町通９５番地２ 豊川市大木新町通二丁目８８番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通９５番地５ 豊川市大木新町通二丁目７８番地

豊川市大木町新町通９５番地６ 豊川市大木新町通二丁目８５番地

豊川市大木町新町通９５番地７ 豊川市大木新町通二丁目８２番地

豊川市大木町新町通９５番地８ 豊川市大木新町通二丁目８１番地

豊川市大木町新町通９５番地１０ 豊川市大木新町通二丁目８３番地

豊川市大木町新町通９５番地１１ 豊川市大木新町通二丁目８６番地

豊川市大木町新町通９５番地１２ 豊川市大木新町通二丁目８７番地

豊川市大木町新町通９６番地２ 豊川市大木新町通二丁目１０３番地

豊川市大木町新町通９６番地３ 豊川市大木新町通二丁目１００番地

豊川市大木町新町通９６番地４ 豊川市大木新町通二丁目１０１番地

豊川市大木町新町通９６番地５ 豊川市大木新町通二丁目１０６番地

豊川市大木町新町通９６番地７ 豊川市大木新町通二丁目１０５番地

豊川市大木町新町通９７番地３ 豊川市大木新町通二丁目１０７番地

豊川市大木町新町通９７番地４ 豊川市大木新町通二丁目１０９番地

豊川市大木町新町通９７番地５ 豊川市大木新町通二丁目１０８番地

豊川市大木町新町通１００番地 豊川市大木新町通二丁目９７番地

豊川市大木町新町通１１９番地 豊川市大木新町通二丁目１３４番地

豊川市大木町新町通１１９番地 豊川市大木新町通二丁目１３３番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通１１９番地　ハピネスⅡ１０２号 豊川市大木新町通二丁目１３１番地　ハピネスⅡ１０２号

豊川市大木町新町通１１９番地　ハピネスⅡ１０１号 豊川市大木新町通二丁目１３１番地　ハピネスⅡ１０１号

豊川市大木町新町通１１９番地　ハピネスⅡ２０２号 豊川市大木新町通二丁目１３１番地　ハピネスⅡ２０２号

豊川市大木町新町通１１９番地１ 豊川市大木新町通二丁目１３２番地

豊川市大木町新町通１１９番地１　ハピネス１０１号 豊川市大木新町通二丁目１３０番地　ハピネス１０１号

豊川市大木町新町通１１９番地１　ハピネス２０２号 豊川市大木新町通二丁目１３０番地　ハピネス２０２号

豊川市大木町新町通１１９番地１　ハピネス２０１号 豊川市大木新町通二丁目１３０番地　ハピネス２０１号

豊川市大木町新町通１１９番地１　ハピネス１０２号 豊川市大木新町通二丁目１３０番地　ハピネス１０２号

豊川市大木町新町通１９６番地 豊川市大木新町通三丁目１３７番地

豊川市大木町新町通２２８番地２ 豊川市大木新町通五丁目１０１番地

豊川市大木町新町通２３０番地７ 豊川市大木新町通五丁目８６番地

豊川市大木町新町通２３０番地８ 豊川市大木新町通五丁目８５番地

豊川市大木町新町通２３０番地９ 豊川市大木新町通五丁目８２番地

豊川市大木町新町通２３０番地１１ 豊川市大木新町通五丁目８３番地

豊川市大木町新町通２３０番地１２ 豊川市大木新町通五丁目８４番地

豊川市大木町新町通２３０番地１３ 豊川市大木新町通五丁目８７番地

豊川市大木町新町通２３０番地１４ 豊川市大木新町通五丁目８８番地

豊川市大木町新町通２３０番地１４ 豊川市大木新町通五丁目８８番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通２３０番地１５ 豊川市大木新町通五丁目９１番地

豊川市大木町新町通２３０番地１７ 豊川市大木新町通五丁目９５番地

豊川市大木町新町通２３０番地１８ 豊川市大木新町通五丁目９４番地

豊川市大木町新町通２３０番地１９ 豊川市大木新町通五丁目９３番地

豊川市大木町新町通２３０番地２２ 豊川市大木新町通五丁目９０番地

豊川市大木町新町通２３０番地２３ 豊川市大木新町通五丁目８９番地

豊川市大木町新町通２３０番地３０ 豊川市大木新町通五丁目９２番地

豊川市大木町新町通２３０番地３１ 豊川市大木新町通五丁目９７番地

豊川市大木町新町通２３０番地３２ 豊川市大木新町通五丁目９６番地

豊川市大木町新町通２３０番地３２ 豊川市大木新町通五丁目９６番地

豊川市大木町新町通２３０番地３５ 豊川市大木新町通五丁目９８番地

豊川市大木町新町通２３０番地３６ 豊川市大木新町通五丁目９９番地

豊川市大木町新町通２３１番地７ 豊川市大木新町通五丁目７２番地

豊川市大木町新町通２３１番地８ 豊川市大木新町通五丁目７３番地

豊川市大木町新町通２３１番地９ 豊川市大木新町通五丁目７４番地

豊川市大木町新町通２３２番地 豊川市大木新町通五丁目７８番地

豊川市大木町新町通２３６番地 豊川市大木新町通五丁目４１番地

豊川市大木町新町通２３６番地 豊川市大木新町通五丁目４７番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通２３６番地 豊川市大木新町通五丁目４５番地

豊川市大木町新町通２３６番地１ 豊川市大木新町通五丁目６１番地４

豊川市大木町新町通２３８番地 豊川市大木新町通五丁目６２番地

豊川市大木町新町通２３９番地 豊川市大木新町通五丁目６０番地

豊川市大木町新町通２４３番地２ 豊川市大木新町通三丁目１５０番地

豊川市大木町新町通２４３番地２ 豊川市大木新町通三丁目１５０番地

豊川市大木町新町通２４６番地４ 豊川市大木新町通五丁目５６番地

豊川市大木町新町通２４７番地１ 豊川市大木新町通五丁目５４番地

豊川市大木町新町通２４７番地３ 豊川市大木新町通五丁目５７番地

豊川市大木町新町通２５０番地 豊川市大木新町通五丁目３０番地

豊川市大木町新町通２５０番地 豊川市大木新町通五丁目３１番地

豊川市大木町新町通２５６番地 豊川市大木新町通三丁目６番地

豊川市大木町新町通２６４番地１ 豊川市大木新町通五丁目２０番地

豊川市大木町新町通２６４番地２ 豊川市大木新町通五丁目２１番地

豊川市大木町新町通２６４番地３ 豊川市大木新町通五丁目２２番地

豊川市大木町新町通２６４番地４ 豊川市大木新町通五丁目２３番地

豊川市大木町新町通２６４番地５ 豊川市大木新町通五丁目２４番地

豊川市大木町新町通２６４番地６ 豊川市大木新町通五丁目２５番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通２６４番地７ 豊川市大木新町通五丁目２７番地

豊川市大木町新町通２６４番地７ 豊川市大木新町通五丁目２７番地

豊川市大木町新町通２６４番地８ 豊川市大木新町通五丁目２６番地

豊川市大木町新町通２６４番地９ 豊川市大木新町通五丁目１３番地

豊川市大木町新町通２６４番地１０ 豊川市大木新町通五丁目１２番地

豊川市大木町新町通２６４番地１１ 豊川市大木新町通五丁目１１番地

豊川市大木町新町通２６４番地１２ 豊川市大木新町通五丁目６番地

豊川市大木町新町通２６４番地１３ 豊川市大木新町通五丁目８番地

豊川市大木町新町通２６５番地 豊川市大木新町通五丁目３２番地

豊川市大木町新町通２６８番地３ 豊川市大木新町通五丁目５１番地

豊川市大木町新町通２９６番地１ 豊川市大木新町通二丁目１６５番地

豊川市大木町新町通２９６番地２ 豊川市大木新町通二丁目１６８番地

豊川市大木町新町通２９７番地６ 豊川市大木新町通二丁目１７２番地

豊川市大木町新町通２９７番地７ 豊川市大木新町通二丁目１７１番地

豊川市大木町新町通２９７番地８ 豊川市大木新町通二丁目１６３番地

豊川市大木町新町通２９７番地９ 豊川市大木新町通二丁目１６４番地

豊川市大木町新町通２９７番地１０ 豊川市大木新町通二丁目１７０番地

豊川市大木町新町通２９７番地１１ 豊川市大木新町通二丁目１６９番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通２９７番地１１ 豊川市大木新町通二丁目１６９番地

豊川市大木町新町通２９８番地１ 豊川市大木新町通二丁目１７４番地

豊川市大木町新町通３００番地１ 豊川市大木新町通二丁目１５１番地

豊川市大木町新町通３００番地２ 豊川市大木新町通二丁目１５７番地

豊川市大木町新町通３００番地５ 豊川市大木新町通二丁目１５３番地

豊川市大木町新町通３００番地１０ 豊川市大木新町通二丁目１５８番地

豊川市大木町新町通３００番地１１ 豊川市大木新町通二丁目１５９番地

豊川市大木町新町通３００番地１１ 豊川市大木新町通二丁目１５９番地

豊川市大木町新町通３００番地１２ 豊川市大木新町通二丁目１６０番地

豊川市大木町新町通３０１番地１ 豊川市大木新町通二丁目１５０番地

豊川市大木町新町通３０１番地３ 豊川市大木新町通二丁目１３９番地

豊川市大木町新町通３０２番地１ 豊川市大木新町通二丁目１４１番地

豊川市大木町新町通３０２番地３ 豊川市大木新町通二丁目１４０番地

豊川市大木町新町通３０２番地４ 豊川市大木新町通二丁目１４７番地

豊川市大木町新町通３０３番地１ 豊川市大木新町通二丁目１４５番地

豊川市大木町新町通３０３番地２ 豊川市大木新町通二丁目１４３番地

豊川市大木町新町通３０５番地１ 豊川市大木新町通二丁目１１８番地

豊川市大木町新町通３０５番地２ 豊川市大木新町通二丁目１１９番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３０６番地 豊川市大木新町通二丁目１１６番地

豊川市大木町新町通３０６番地 豊川市大木新町通二丁目１１６番地

豊川市大木町新町通３０８番地２ 豊川市大木新町通二丁目１２０番地

豊川市大木町新町通３０８番地３ 豊川市大木新町通二丁目１２１番地

豊川市大木町新町通３０８番地５ 豊川市大木新町通二丁目１２２番地

豊川市大木町新町通３０９番地　ネオパルＢ１０２号 豊川市大木新町通二丁目１３７番地　ネオパルＢ１０２号

豊川市大木町新町通３０９番地　（ネオパルＢ２０２号） 豊川市大木新町通二丁目１３７番地　（ネオパルＢ２０２号）

豊川市大木町新町通３０９番地　ネオパルＢ１０１ 豊川市大木新町通二丁目１３７番地　ネオパルＢ１０１

豊川市大木町新町通３０９番地　ネオパルＡ１０１号 豊川市大木新町通二丁目１３７番地　ネオパルＡ１０１号

豊川市大木町新町通３０９番地　ネオパルＡ２０１号 豊川市大木新町通二丁目１３７番地　ネオパルＡ２０１号

豊川市大木町新町通３０９番地　ネオパルＡ２０２号 豊川市大木新町通二丁目１３７番地　ネオパルＡ２０２号

豊川市大木町新町通３０９番地　ネオパルＡ１０２号 豊川市大木新町通二丁目１３７番地　ネオパルＡ１０２号

豊川市大木町新町通３１０番地２ 豊川市大木新町通三丁目５番地

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＤ１０３号 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＤ１０３号

豊川市大木町新町通３１２番地１ 豊川市大木新町通二丁目１３６番地

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＤ２０３号室 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＤ２０３号室

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＤ１０１号 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＤ１０１号

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＣ棟１０３ 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＣ棟１０３
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＣ２０３号 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＣ２０３号

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＣ棟２０１号 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＣ棟２０１号

豊川市大木町新町通３１２番地１ 豊川市大木新町通二丁目１３５番地

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＣ２０２号 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＣ２０２号

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＤ２０１号 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＤ２０１号

豊川市大木町新町通３１２番地１　ネオパルＣ１０２号 豊川市大木新町通二丁目１２７番地　ネオパルＣ１０２号

豊川市大木町新町通３１２番地２ 豊川市大木新町通二丁目１２９番地

豊川市大木町新町通３１５番地１ 豊川市大木新町通三丁目１番地

豊川市大木町新町通３１６番地２　ストロベリーハウスⅡ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅡ１０１号

豊川市大木町新町通３１６番地２　ストロベリーハウスⅡ２０２号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅡ２０２号

豊川市大木町新町通３１６番地２　ストロベリーハウスⅡ１０２号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅡ１０２号

豊川市大木町新町通３１６番地２　ストロベリーハウスⅡ２０１号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅡ２０１号

豊川市大木町新町通３１６番地４　ストロベリーハウスⅠ２０１号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅠ２０１号

豊川市大木町新町通３１６番地４　ストロベリーハウスⅠ１０２号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅠ１０２号

豊川市大木町新町通３１６番地４　ストロベリーハウスⅠ１０２号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅠ１０２号

豊川市大木町新町通３１６番地４　ストロベリーハウスⅠ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅠ１０１号

豊川市大木町新町通３１６番地４　ストロベリーハウスⅠ２０２号 豊川市大木新町通三丁目１７５番地　ストロベリーハウスⅠ２０２号

豊川市大木町新町通３１８番地１ 豊川市大木新町通三丁目１５２番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３１８番地３　ストロベリーハウスⅢ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１５７番地　ストロベリーハウスⅢ１０１号

豊川市大木町新町通３１８番地３　ストロベリーハウスⅢ２０２号 豊川市大木新町通三丁目１５７番地　ストロベリーハウスⅢ２０２号

豊川市大木町新町通３１８番地３　ストロベリーハウスⅢ２０１号 豊川市大木新町通三丁目１５７番地　ストロベリーハウスⅢ２０１号

豊川市大木町新町通３１８番地３　ストロベリーハウスⅢ１０２号 豊川市大木新町通三丁目１５７番地　ストロベリーハウスⅢ１０２号

豊川市大木町新町通３１８番地３　ストロベリーハウスⅢ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１５７番地　ストロベリーハウスⅢ１０１号

豊川市大木町新町通３１８番地３　ストロベリーハウスⅢ２０１号 豊川市大木新町通三丁目１５７番地　ストロベリーハウスⅢ２０１号

豊川市大木町新町通３１９番地１ 豊川市大木新町通三丁目１５８番地

豊川市大木町新町通３２１番地３ 豊川市大木新町通三丁目１６０番地

豊川市大木町新町通３２２番地１ 豊川市大木新町通三丁目１４７番地

豊川市大木町新町通３２３番地２ 豊川市大木新町通三丁目１３８番地

豊川市大木町新町通３２３番地４ 豊川市大木新町通三丁目１３９番地

豊川市大木町新町通３２３番地５ 豊川市大木新町通三丁目１４３番地

豊川市大木町新町通３２３番地５ 豊川市大木新町通三丁目１４３番地

豊川市大木町新町通３２３番地６ 豊川市大木新町通三丁目１４１番地

豊川市大木町新町通３２６番地１ 豊川市大木新町通四丁目１番地

豊川市大木町新町通３２７番地１ 豊川市大木新町通三丁目１２６番地

豊川市大木町新町通３２７番地２ 豊川市大木新町通三丁目１２８番地

豊川市大木町新町通３２８番地 豊川市大木新町通三丁目１３２番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３２９番地１ 豊川市大木新町通三丁目１２２番地

豊川市大木町新町通３２９番地２ 豊川市大木新町通三丁目１２０番地

豊川市大木町新町通３２９番地３ 豊川市大木新町通三丁目１１９番地

豊川市大木町新町通３２９番地４ 豊川市大木新町通三丁目１１８番地

豊川市大木町新町通３２９番地５ 豊川市大木新町通三丁目１２１番地

豊川市大木町新町通３２９番地６ 豊川市大木新町通三丁目１２３番地

豊川市大木町新町通３３０番地　（グランソレイユＢ２０１） 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　（グランソレイユＢ２０１）

豊川市大木町新町通３３０番地　グランソレイユＢ１０３ 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＢ１０３

豊川市大木町新町通３３０番地１　（グランソレイユＡ１０２号） 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　（グランソレイユＡ１０２号）

豊川市大木町新町通３３０番地１　グランソレイユＡ２０１号 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＡ２０１号

豊川市大木町新町通３３０番地１　グランソレイユＢ２０３号 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＢ２０３号

豊川市大木町新町通３３０番地１　グランソレイユＢ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＢ１０１号

豊川市大木町新町通３３０番地１　グランソレイユＢ２０３号 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＢ２０３号

豊川市大木町新町通３３０番地１　グランソレイユＡ２０２号 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＡ２０２号

豊川市大木町新町通３３０番地１　グランソレイユＢ２０２号 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＢ２０２号

豊川市大木町新町通３３０番地１　グランソレイユＡ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１２４番地　グランソレイユＡ１０１号

豊川市大木町新町通３３０番地２ 豊川市大木新町通三丁目９６番地

豊川市大木町新町通３３０番地３ 豊川市大木新町通三丁目９９番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３３０番地４ 豊川市大木新町通三丁目９７番地

豊川市大木町新町通３３０番地６ 豊川市大木新町通三丁目１００番地

豊川市大木町新町通３３０番地７ 豊川市大木新町通三丁目１０１番地

豊川市大木町新町通３３０番地８ 豊川市大木新町通三丁目９８番地

豊川市大木町新町通３３０番地９ 豊川市大木新町通三丁目９５番地

豊川市大木町新町通３３０番地９ 豊川市大木新町通三丁目９３番地

豊川市大木町新町通３３０番地１０ 豊川市大木新町通三丁目９２番地

豊川市大木町新町通３３０番地１１ 豊川市大木新町通三丁目９１番地

豊川市大木町新町通３３０番地１２ 豊川市大木新町通三丁目９０番地

豊川市大木町新町通３３１番地１ 豊川市大木新町通三丁目１６４番地

豊川市大木町新町通３３１番地１ 豊川市大木新町通三丁目１６４番地

豊川市大木町新町通３３１番地２ 豊川市大木新町通三丁目１６３番地

豊川市大木町新町通３３２番地　サンハイムイーストワンＡ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１８０番地　サンハイムイーストワンＡ１０１号

豊川市大木町新町通３３２番地　サンハイムイーストワンＢ２０１号 豊川市大木新町通三丁目１８０番地　サンハイムイーストワンＢ２０１号

豊川市大木町新町通３３２番地　サンハイムイーストワンＢ１０１号 豊川市大木新町通三丁目１８０番地　サンハイムイーストワンＢ１０１号

豊川市大木町新町通３３２番地　サンハイムイーストワン　Ｂ２０２ 豊川市大木新町通三丁目１８０番地　サンハイムイーストワン　Ｂ２０２

豊川市大木町新町通３３２番地　サンハイムイーストワンＡ２０２ 豊川市大木新町通三丁目１８０番地　サンハイムイーストワンＡ２０２

豊川市大木町新町通３３２番地　サンハイムイーストワンＡ１０２ 豊川市大木新町通三丁目１８０番地　サンハイムイーストワンＡ１０２
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３３２番地２ 豊川市大木新町通三丁目１６８番地

豊川市大木町新町通３３２番地２ 豊川市大木新町通三丁目１６５番地３

豊川市大木町新町通３３２番地２ 豊川市大木新町通三丁目１６９番地

豊川市大木町新町通３３２番地２ 豊川市大木新町通三丁目１６５番地４

豊川市大木町新町通３３２番地２ 豊川市大木新町通三丁目１７０番地

豊川市大木町新町通３３２番地３ 豊川市大木新町通三丁目１６７番地

豊川市大木町新町通３３２番地４ 豊川市大木新町通三丁目１６６番地

豊川市大木町新町通３３２番地５ 豊川市大木新町通三丁目１６５番地１

豊川市大木町新町通３３２番地５ 豊川市大木新町通三丁目１７１番地

豊川市大木町新町通３３２番地５ 豊川市大木新町通三丁目１６５番地２

豊川市大木町新町通３３４番地１ 豊川市大木新町通三丁目２８番地

豊川市大木町新町通３３４番地２ 豊川市大木新町通三丁目１２番地

豊川市大木町新町通３３４番地３ 豊川市大木新町通三丁目２４番地

豊川市大木町新町通３３４番地５ 豊川市大木新町通三丁目２３番地

豊川市大木町新町通３３４番地６ 豊川市大木新町通三丁目１１番地

豊川市大木町新町通３３４番地７ 豊川市大木新町通三丁目１０番地

豊川市大木町新町通３３４番地８ 豊川市大木新町通三丁目２１番地

豊川市大木町新町通３３４番地８ 豊川市大木新町通三丁目２１番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３３４番地９ 豊川市大木新町通三丁目２２番地

豊川市大木町新町通３３４番地９ 豊川市大木新町通三丁目２２番地

豊川市大木町新町通３３４番地１３ 豊川市大木新町通三丁目８番地

豊川市大木町新町通３３４番地１４ 豊川市大木新町通三丁目２５番地

豊川市大木町新町通３３４番地１５ 豊川市大木新町通三丁目２６番地

豊川市大木町新町通３３４番地１６ 豊川市大木新町通三丁目２９番地

豊川市大木町新町通３３５番地２ 豊川市大木新町通三丁目１９番地

豊川市大木町新町通３３５番地３ 豊川市大木新町通三丁目１８番地

豊川市大木町新町通３３６番地１ 豊川市大木新町通三丁目１５番地

豊川市大木町新町通３３６番地２ 豊川市大木新町通三丁目１７番地

豊川市大木町新町通３３６番地２ 豊川市大木新町通三丁目１７番地

豊川市大木町新町通３３６番地３ 豊川市大木新町通三丁目１６番地

豊川市大木町新町通３３６番地７ 豊川市大木新町通三丁目１４番地

豊川市大木町新町通３３７番地 豊川市大木新町通三丁目８８番地

豊川市大木町新町通３３７番地 豊川市大木新町通三丁目８５番地

豊川市大木町新町通３３７番地１ 豊川市大木新町通三丁目８９番地

豊川市大木町新町通３３７番地３ 豊川市大木新町通三丁目８７番地

豊川市大木町新町通３３８番地１ 豊川市大木新町通三丁目１０９番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３３８番地３ 豊川市大木新町通三丁目１０５番地

豊川市大木町新町通３３８番地４ 豊川市大木新町通三丁目１０３番地

豊川市大木町新町通３３８番地７ 豊川市大木新町通三丁目１０７番地

豊川市大木町新町通３３８番地１１ 豊川市大木新町通三丁目１１０番地

豊川市大木町新町通３３９番地１ 豊川市大木新町通三丁目１１７番地

豊川市大木町新町通３３９番地２ 豊川市大木新町通三丁目１１６番地

豊川市大木町新町通３３９番地３ 豊川市大木新町通三丁目１１５番地

豊川市大木町新町通３３９番地５ 豊川市大木新町通三丁目１１３番地

豊川市大木町新町通３４０番地　リバーサイド一宮２０１号 豊川市大木新町通三丁目８０番地　リバーサイド一宮２０１号

豊川市大木町新町通３４０番地　リバーサイド一宮２０２号 豊川市大木新町通三丁目８０番地　リバーサイド一宮２０２号

豊川市大木町新町通３４１番地２ 豊川市大木新町通三丁目７４番地

豊川市大木町新町通３４１番地３ 豊川市大木新町通三丁目７３番地

豊川市大木町新町通３４１番地５ 豊川市大木新町通三丁目７２番地

豊川市大木町新町通３４１番地６ 豊川市大木新町通三丁目７０番地

豊川市大木町新町通３４２番地１ 豊川市大木新町通三丁目６５番地

豊川市大木町新町通３４２番地１ 豊川市大木新町通三丁目６３番地

豊川市大木町新町通３４２番地２ 豊川市大木新町通三丁目６６番地

豊川市大木町新町通３４２番地３ 豊川市大木新町通三丁目６７番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３４２番地６ 豊川市大木新町通三丁目６８番地

豊川市大木町新町通３４２番地６ 豊川市大木新町通三丁目６８番地

豊川市大木町新町通３４２番地８ 豊川市大木新町通三丁目６４番地

豊川市大木町新町通３４３番地　シティハイツ光２０５号 豊川市大木新町通三丁目５８番地　シティハイツ光２０５号

豊川市大木町新町通３４３番地　シティハイツ光１０１号 豊川市大木新町通三丁目５８番地　シティハイツ光１０１号

豊川市大木町新町通３４３番地　シティハイツ光１０２号 豊川市大木新町通三丁目５８番地　シティハイツ光１０２号

豊川市大木町新町通３４３番地　シティハイツ光２０２号 豊川市大木新町通三丁目５８番地　シティハイツ光２０２号

豊川市大木町新町通３４３番地　シティハイツ光１０５号 豊川市大木新町通三丁目５８番地　シティハイツ光１０５号

豊川市大木町新町通３４３番地 豊川市大木新町通三丁目５８番地

豊川市大木町新町通３４３番地　シティハイツ光１０３号 豊川市大木新町通三丁目５８番地　シティハイツ光１０３号

豊川市大木町新町通３４３番地 豊川市大木新町通三丁目５８番地

豊川市大木町新町通３４３番地　シティハイツ光２０５号 豊川市大木新町通三丁目５８番地　シティハイツ光２０５号

豊川市大木町新町通３４４番地３ 豊川市大木新町通三丁目５７番地

豊川市大木町新町通３４４番地５ 豊川市大木新町通三丁目５６番地

豊川市大木町新町通３４４番地６ 豊川市大木新町通三丁目５５番地

豊川市大木町新町通３４５番地２ 豊川市大木新町通三丁目４０番地

豊川市大木町新町通３４５番地２ 豊川市大木新町通三丁目４５番地

豊川市大木町新町通３４５番地２ 豊川市大木新町通三丁目４１番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３４５番地２ 豊川市大木新町通三丁目４３番地

豊川市大木町新町通３４５番地２ 豊川市大木新町通三丁目４３番地

豊川市大木町新町通３４８番地１ 豊川市大木新町通三丁目３１番地

豊川市大木町新町通３４８番地２ 豊川市大木新町通三丁目３２番地

豊川市大木町新町通３４９番地４ 豊川市大木新町通三丁目８６番地

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムイ－スト１０５号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムイ－スト１０５号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムイースト１０２号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムイースト１０２号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムイースト２０５号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムイースト２０５号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムＥＡＳＴ２０１ 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムＥＡＳＴ２０１

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムＥＡＳＴ１０１号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムＥＡＳＴ１０１号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムＥＡＳＴ２０２号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムＥＡＳＴ２０２号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムイースト１０６号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムイースト１０６号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムＥＡＳＴ２０７号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムＥＡＳＴ２０７号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムＥＡＳＴ１０３号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムＥＡＳＴ１０３号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムＥＡＳＴ２０６号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムＥＡＳＴ２０６号

豊川市大木町新町通３５０番地１　エルディムＥＡＳＴ２０３号 豊川市大木新町通三丁目３８番地　エルディムＥＡＳＴ２０３号

豊川市大木町新町通３５０番地３ 豊川市大木新町通三丁目５１番地

豊川市大木町新町通３５０番地４ 豊川市大木新町通三丁目５０番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３５１番地１ 豊川市大木新町通三丁目４６番地

豊川市大木町新町通３５１番地３ 豊川市大木新町通三丁目４７番地

豊川市大木町新町通３５１番地４ 豊川市大木新町通三丁目４８番地

豊川市大木町新町通３５２番地１ 豊川市大木新町通三丁目５３番地

豊川市大木町新町通３５２番地２ 豊川市大木新町通三丁目５４番地

豊川市大木町新町通３５３番地１ 豊川市大木新町通三丁目５９番地

豊川市大木町新町通３５４番地４ 豊川市大木新町通三丁目６０番地

豊川市大木町新町通３５４番地４ 豊川市大木新町通三丁目６２番地

豊川市大木町新町通３５４番地４ 豊川市大木新町通三丁目６１番地

豊川市大木町新町通３５５番地１ 豊川市大木新町通三丁目７５番地

豊川市大木町新町通３５６番地１ 豊川市大木新町通三丁目７８番地

豊川市大木町新町通３５６番地１ 豊川市大木新町通三丁目７８番地

豊川市大木町新町通３５７番地１ 豊川市大木新町通四丁目９１番地

豊川市大木町新町通３５７番地３ 豊川市大木新町通四丁目８３番地

豊川市大木町新町通３５７番地５ 豊川市大木新町通四丁目８４番地

豊川市大木町新町通３５７番地６ 豊川市大木新町通四丁目８５番地

豊川市大木町新町通３５７番地８ 豊川市大木新町通四丁目８６番地

豊川市大木町新町通３５７番地９ 豊川市大木新町通四丁目８７番地

26 



町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３５７番地１０ 豊川市大木新町通四丁目８８番地

豊川市大木町新町通３５７番地１１ 豊川市大木新町通四丁目９０番地

豊川市大木町新町通３５８番地１ 豊川市大木新町通四丁目１２２番地

豊川市大木町新町通３５８番地３ 豊川市大木新町通四丁目１２１番地

豊川市大木町新町通３５８番地４ 豊川市大木新町通四丁目１２０番地

豊川市大木町新町通３６１番地１ 豊川市大木新町通四丁目１３０番地１

豊川市大木町新町通３６１番地１ 豊川市大木新町通四丁目１３０番地１

豊川市大木町新町通３６２番地１ 豊川市大木新町通四丁目１４１番地

豊川市大木町新町通３６３番地１ 豊川市大木新町通四丁目１４３番地

豊川市大木町新町通３６４番地１ 豊川市大木新町通四丁目１５０番地

豊川市大木町新町通３６４番地１ 豊川市大木新町通四丁目１５０番地

豊川市大木町新町通３６４番地１ 豊川市大木新町通四丁目１５０番地

豊川市大木町新町通３６４番地２ 豊川市大木新町通四丁目１４８番地

豊川市大木町新町通３６４番地２ 豊川市大木新町通四丁目１４８番地

豊川市大木町新町通３６４番地５ 豊川市大木新町通四丁目１４５番地

豊川市大木町新町通３６５番地２ 豊川市大木新町通四丁目１３９番地

豊川市大木町新町通３６５番地５ 豊川市大木新町通四丁目１３８番地

豊川市大木町新町通３６５番地６ 豊川市大木新町通四丁目１３７番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３６６番地１ 豊川市大木新町通四丁目１２６番地

豊川市大木町新町通３６６番地２ 豊川市大木新町通四丁目１２７番地

豊川市大木町新町通３６６番地３ 豊川市大木新町通四丁目１２８番地

豊川市大木町新町通３６６番地４ 豊川市大木新町通四丁目１２９番地

豊川市大木町新町通３６６番地５ 豊川市大木新町通四丁目１３６番地

豊川市大木町新町通３６６番地６ 豊川市大木新町通四丁目１３５番地

豊川市大木町新町通３６６番地７ 豊川市大木新町通四丁目１３４番地

豊川市大木町新町通３６６番地８ 豊川市大木新町通四丁目１３３番地

豊川市大木町新町通３６８番地１ 豊川市大木新町通四丁目９８番地

豊川市大木町新町通３６８番地１ 豊川市大木新町通四丁目９８番地

豊川市大木町新町通３６８番地３ 豊川市大木新町通四丁目９５番地

豊川市大木町新町通３６８番地４ 豊川市大木新町通四丁目９３番地

豊川市大木町新町通３６８番地５ 豊川市大木新町通四丁目９２番地

豊川市大木町新町通３６８番地５ 豊川市大木新町通四丁目９２番地

豊川市大木町新町通３６８番地６ 豊川市大木新町通四丁目１１９番地

豊川市大木町新町通３６８番地７ 豊川市大木新町通四丁目１１８番地

豊川市大木町新町通３６８番地８ 豊川市大木新町通四丁目１１７番地

豊川市大木町新町通３６８番地９ 豊川市大木新町通四丁目１１６番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３６９番地２ 豊川市大木新町通四丁目９７番地

豊川市大木町新町通３７０番地１ 豊川市大木新町通四丁目８１番地

豊川市大木町新町通３７０番地２ 豊川市大木新町通四丁目８０番地

豊川市大木町新町通３７０番地３ 豊川市大木新町通四丁目７９番地

豊川市大木町新町通３７０番地４ 豊川市大木新町通四丁目７８番地

豊川市大木町新町通３７０番地５ 豊川市大木新町通四丁目７７番地

豊川市大木町新町通３７１番地１ 豊川市大木新町通四丁目５５番地

豊川市大木町新町通３７１番地５ 豊川市大木新町通四丁目７５番地

豊川市大木町新町通３７１番地６ 豊川市大木新町通四丁目７４番地

豊川市大木町新町通３７１番地７ 豊川市大木新町通四丁目７３番地

豊川市大木町新町通３７１番地７ 豊川市大木新町通四丁目７３番地

豊川市大木町新町通３７１番地８ 豊川市大木新町通四丁目７２番地

豊川市大木町新町通３７１番地９ 豊川市大木新町通四丁目５６番地

豊川市大木町新町通３７１番地１０ 豊川市大木新町通四丁目５７番地

豊川市大木町新町通３７１番地１１ 豊川市大木新町通四丁目５８番地

豊川市大木町新町通３７１番地１２ 豊川市大木新町通四丁目５９番地

豊川市大木町新町通３７１番地１３ 豊川市大木新町通四丁目６０番地

豊川市大木町新町通３７１番地１５ 豊川市大木新町通四丁目５４番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３７１番地１６ 豊川市大木新町通四丁目５３番地

豊川市大木町新町通３７１番地１７ 豊川市大木新町通四丁目５２番地

豊川市大木町新町通３７１番地１７ 豊川市大木新町通四丁目５２番地

豊川市大木町新町通３７２番地　オレンジハイツ２０６号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ２０６号

豊川市大木町新町通３７２番地　オレンジハイツ２０７号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ２０７号

豊川市大木町新町通３７２番地１ 豊川市大木新町通四丁目１１３番地

豊川市大木町新町通３７２番地２ 豊川市大木新町通四丁目１００番地

豊川市大木町新町通３７２番地２　（オレンジハイツ１０２号） 豊川市大木新町通四丁目１００番地　（オレンジハイツ１０２号）

豊川市大木町新町通３７２番地２　オレンジハイツ２０１号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ２０１号

豊川市大木町新町通３７２番地２　オレンジハイツ２０５号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ２０５号

豊川市大木町新町通３７２番地２　オレンジハイツ１０３号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ１０３号

豊川市大木町新町通３７２番地２　オレンジハイツ２０２号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ２０２号

豊川市大木町新町通３７２番地２　オレンジハイツ２０３号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ２０３号

豊川市大木町新町通３７２番地２　オレンジハイツ１０１号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ１０１号

豊川市大木町新町通３７２番地２　オレンジハイツ１０５号 豊川市大木新町通四丁目１００番地　オレンジハイツ１０５号

豊川市大木町新町通３７２番地３ 豊川市大木新町通四丁目１１２番地

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＢ１０５号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＢ１０５号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＢ２０２号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＢ２０２号
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＡ２０３号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＡ２０３号

豊川市大木町新町通３７３番地１　（ガーデンプレイスＢ１０２号） 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　（ガーデンプレイスＢ１０２号）

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＢ２０５号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＢ２０５号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＡ２０２号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＡ２０２号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＢ１０３号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＢ１０３号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＡ１０１号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＡ１０１号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＢ１０１号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＢ１０１号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＢ２０３号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＢ２０３号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＡ２０１号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＡ２０１号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＡ１０２号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＡ１０２号

豊川市大木町新町通３７３番地１　ガーデンプレイスＡ１０３号 豊川市大木新町通四丁目２０９番地　ガーデンプレイスＡ１０３号

豊川市大木町新町通３７３番地２ 豊川市大木新町通四丁目２０８番地

豊川市大木町新町通３７４番地２ 豊川市大木新町通四丁目２０６番地

豊川市大木町新町通３７５番地 豊川市大木新町通四丁目２０３番地

豊川市大木町新町通３７５番地 豊川市大木新町通四丁目２００番地

豊川市大木町新町通３７５番地 豊川市大木新町通四丁目２０２番地

豊川市大木町新町通３７６番地１ 豊川市大木新町通四丁目１９５番地

豊川市大木町新町通３７６番地２ 豊川市大木新町通四丁目１９４番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３７６番地３ 豊川市大木新町通四丁目１９３番地

豊川市大木町新町通３７６番地４ 豊川市大木新町通四丁目１９２番地

豊川市大木町新町通３７６番地５ 豊川市大木新町通四丁目１９１番地

豊川市大木町新町通３７８番地３ 豊川市大木新町通四丁目２１５番地

豊川市大木町新町通３７８番地４ 豊川市大木新町通四丁目２１４番地

豊川市大木町新町通３７８番地５ 豊川市大木新町通四丁目２１３番地

豊川市大木町新町通３７８番地６ 豊川市大木新町通四丁目２１２番地

豊川市大木町新町通３７８番地７ 豊川市大木新町通四丁目２１１番地

豊川市大木町新町通３７８番地８ 豊川市大木新町通四丁目２１８番地

豊川市大木町新町通３７８番地８ 豊川市大木新町通四丁目２１８番地

豊川市大木町新町通３７８番地１０ 豊川市大木新町通四丁目２１７番地

豊川市大木町新町通３７８番地１３ 豊川市大木新町通四丁目２１６番地

豊川市大木町新町通３７８番地１６ 豊川市大木新町通四丁目２２３番地

豊川市大木町新町通３７８番地１７ 豊川市大木新町通四丁目２２２番地

豊川市大木町新町通３７８番地１８ 豊川市大木新町通四丁目２２１番地

豊川市大木町新町通３７８番地１９ 豊川市大木新町通四丁目２２０番地

豊川市大木町新町通３７８番地１９ 豊川市大木新町通四丁目２２０番地

豊川市大木町新町通３７９番地２ 豊川市大木新町通四丁目１０６番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３７９番地２ 豊川市大木新町通四丁目１０６番地

豊川市大木町新町通３７９番地１２ 豊川市大木新町通四丁目１０５番地

豊川市大木町新町通３７９番地１２ 豊川市大木新町通四丁目１０５番地

豊川市大木町新町通３７９番地１４ 豊川市大木新町通四丁目１０３番地

豊川市大木町新町通３７９番地１５ 豊川市大木新町通四丁目１０２番地

豊川市大木町新町通３７９番地１５ 豊川市大木新町通四丁目１０２番地

豊川市大木町新町通３７９番地１８ 豊川市大木新町通四丁目１０１番地

豊川市大木町新町通３７９番地１９ 豊川市大木新町通四丁目１０７番地

豊川市大木町新町通３７９番地２０ 豊川市大木新町通四丁目１０８番地

豊川市大木町新町通３７９番地２１ 豊川市大木新町通四丁目１１０番地

豊川市大木町新町通３７９番地２２ 豊川市大木新町通四丁目１１１番地

豊川市大木町新町通３８０番地 豊川市大木新町通四丁目５０番地

豊川市大木町新町通３８１番地１ 豊川市大木新町通四丁目６１番地

豊川市大木町新町通３８１番地２ 豊川市大木新町通四丁目６９番地

豊川市大木町新町通３８１番地３ 豊川市大木新町通四丁目６３番地

豊川市大木町新町通３８１番地５ 豊川市大木新町通四丁目６４番地

豊川市大木町新町通３８１番地７ 豊川市大木新町通四丁目６５番地

豊川市大木町新町通３８１番地９ 豊川市大木新町通四丁目６６番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３８１番地１０ 豊川市大木新町通四丁目６７番地

豊川市大木町新町通３８１番地１１ 豊川市大木新町通四丁目６８番地

豊川市大木町新町通３８１番地１２ 豊川市大木新町通四丁目７０番地

豊川市大木町新町通３８２番地１ 豊川市大木新町通四丁目３４番地

豊川市大木町新町通３８２番地１ 豊川市大木新町通四丁目３６番地

豊川市大木町新町通３８２番地２ 豊川市大木新町通四丁目３３番地

豊川市大木町新町通３８２番地２ 豊川市大木新町通四丁目３２番地

豊川市大木町新町通３８３番地１ 豊川市大木新町通四丁目３０番地

豊川市大木町新町通３８３番地１ 豊川市大木新町通四丁目３７番地

豊川市大木町新町通３８３番地１ 豊川市大木新町通四丁目３９番地

豊川市大木町新町通３８３番地２ 豊川市大木新町通四丁目２９番地

豊川市大木町新町通３８３番地３ 豊川市大木新町通四丁目４５番地

豊川市大木町新町通３８３番地３ 豊川市大木新町通四丁目４７番地

豊川市大木町新町通３８３番地３ 豊川市大木新町通四丁目４６番地

豊川市大木町新町通３８３番地３ 豊川市大木新町通四丁目４３番地

豊川市大木町新町通３８３番地６ 豊川市大木新町通四丁目４０番地

豊川市大木町新町通３８３番地７ 豊川市大木新町通四丁目４１番地

豊川市大木町新町通３８３番地７ 豊川市大木新町通四丁目４１番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３８３番地７ 豊川市大木新町通四丁目３５番地

豊川市大木町新町通３８４番地１ 豊川市大木新町通四丁目２２６番地

豊川市大木町新町通３８４番地１ 豊川市大木新町通四丁目２２７番地

豊川市大木町新町通３８４番地１ 豊川市大木新町通四丁目２２５番地

豊川市大木町新町通３８４番地５ 豊川市大木新町通四丁目２４２番地

豊川市大木町新町通３８４番地７ 豊川市大木新町通四丁目２４０番地

豊川市大木町新町通３８４番地８ 豊川市大木新町通四丁目２３９番地

豊川市大木町新町通３８５番地１ 豊川市大木新町通四丁目２４３番地

豊川市大木町新町通３８５番地５ 豊川市大木新町通四丁目２４７番地

豊川市大木町新町通３８５番地６ 豊川市大木新町通四丁目２４８番地

豊川市大木町新町通３８６番地１ 豊川市大木新町通四丁目２６０番地

豊川市大木町新町通３８６番地３ 豊川市大木新町通四丁目２６２番地

豊川市大木町新町通３８６番地３ 豊川市大木新町通四丁目２６２番地

豊川市大木町新町通３８６番地５ 豊川市大木新町通四丁目２６３番地

豊川市大木町新町通３８６番地５ 豊川市大木新町通四丁目２６３番地

豊川市大木町新町通３８６番地５ 豊川市大木新町通四丁目２６３番地

豊川市大木町新町通３８６番地７ 豊川市大木新町通四丁目２６４番地

豊川市大木町新町通３８７番地１ 豊川市大木新町通四丁目２８０番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３８７番地２ 豊川市大木新町通四丁目２７９番地

豊川市大木町新町通３８７番地３ 豊川市大木新町通四丁目２７８番地

豊川市大木町新町通３８７番地４ 豊川市大木新町通四丁目２７７番地

豊川市大木町新町通３８７番地５ 豊川市大木新町通四丁目２７５番地

豊川市大木町新町通３８７番地６ 豊川市大木新町通四丁目２７４番地

豊川市大木町新町通３８８番地１ 豊川市大木新町通四丁目２７１番地

豊川市大木町新町通３８８番地５ 豊川市大木新町通四丁目２７２番地

豊川市大木町新町通３８９番地２ 豊川市大木新町通四丁目２６６番地

豊川市大木町新町通３８９番地２ 豊川市大木新町通四丁目２６５番地

豊川市大木町新町通３８９番地３ 豊川市大木新町通四丁目２５６番地

豊川市大木町新町通３８９番地４ 豊川市大木新町通四丁目２５７番地

豊川市大木町新町通３８９番地６ 豊川市大木新町通四丁目２５９番地

豊川市大木町新町通３９０番地　ベルウッドＫＥＩ１０３号 豊川市大木新町通四丁目２５０番地　ベルウッドＫＥＩ１０３号

豊川市大木町新町通３９０番地１　ベルウッドＫＥＩ・２０１号 豊川市大木新町通四丁目２５０番地　ベルウッドＫＥＩ・２０１号

豊川市大木町新町通３９０番地１　ベルウッドＫＥＩ・１０５号 豊川市大木新町通四丁目２５０番地　ベルウッドＫＥＩ・１０５号

豊川市大木町新町通３９０番地１　ベルウッドＫＥＩ・２０５号 豊川市大木新町通四丁目２５０番地　ベルウッドＫＥＩ・２０５号

豊川市大木町新町通３９０番地１　ベルウッドＫＥＩ・２０３号 豊川市大木新町通四丁目２５０番地　ベルウッドＫＥＩ・２０３号

豊川市大木町新町通３９０番地１　ベルウッドＫＥＩ・２０２号 豊川市大木新町通四丁目２５０番地　ベルウッドＫＥＩ・２０２号
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３９０番地１　ベルウッドＫＥＩ・１０１号 豊川市大木新町通四丁目２５０番地　ベルウッドＫＥＩ・１０１号

豊川市大木町新町通３９０番地２ 豊川市大木新町通四丁目２５１番地

豊川市大木町新町通３９０番地２ 豊川市大木新町通四丁目２５４番地

豊川市大木町新町通３９０番地２ 豊川市大木新町通四丁目２５１番地

豊川市大木町新町通３９０番地３ 豊川市大木新町通四丁目２５２番地

豊川市大木町新町通３９１番地２ 豊川市大木新町通四丁目２３３番地

豊川市大木町新町通３９１番地３ 豊川市大木新町通四丁目２２９番地

豊川市大木町新町通３９１番地３ 豊川市大木新町通四丁目２３０番地

豊川市大木町新町通３９１番地３ 豊川市大木新町通四丁目２３２番地

豊川市大木町新町通３９１番地３ 豊川市大木新町通四丁目２３１番地

豊川市大木町新町通３９１番地５ 豊川市大木新町通四丁目２３８番地

豊川市大木町新町通３９１番地５ 豊川市大木新町通四丁目２３６番地

豊川市大木町新町通３９１番地５ 豊川市大木新町通四丁目２３７番地

豊川市大木町新町通３９１番地６ 豊川市大木新町通四丁目２３４番地

豊川市大木町新町通３９１番地６ 豊川市大木新町通四丁目２３５番地

豊川市大木町新町通３９２番地　今泉ハイツＡ棟２０２号 豊川市大木新町通四丁目２６番地　今泉ハイツＡ棟２０２号

豊川市大木町新町通３９２番地　（今泉ハイツＡ１０５） 豊川市大木新町通四丁目２６番地　（今泉ハイツＡ１０５）

豊川市大木町新町通３９２番地　今泉ハイツＡ棟２０１号 豊川市大木新町通四丁目２６番地　今泉ハイツＡ棟２０１号
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３９２番地　今泉ハイツＡ１０２ 豊川市大木新町通四丁目２６番地　今泉ハイツＡ１０２

豊川市大木町新町通３９２番地　今泉ハイツＡ棟１０１号 豊川市大木新町通四丁目２６番地　今泉ハイツＡ棟１０１号

豊川市大木町新町通３９２番地　今泉ハイツＡ２０３ 豊川市大木新町通四丁目２６番地　今泉ハイツＡ２０３

豊川市大木町新町通３９３番地 豊川市大木新町通四丁目２８番地

豊川市大木町新町通３９３番地１ 豊川市大木新町通四丁目６番地

豊川市大木町新町通３９４番地 豊川市大木新町通四丁目７番地

豊川市大木町新町通３９５番地３ 豊川市大木新町通四丁目２３番地

豊川市大木町新町通３９６番地２ 豊川市大木新町通四丁目２１番地

豊川市大木町新町通３９６番地７ 豊川市大木新町通四丁目２２番地

豊川市大木町新町通３９７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１２番地

豊川市大木町新町通３９７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１２番地

豊川市大木町新町通３９７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１２番地

豊川市大木町新町通３９７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１２番地

豊川市大木町新町通３９７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１２番地

豊川市大木町新町通３９７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１２番地

豊川市大木町新町通３９７番地５ 豊川市大木新町通四丁目１８番地

豊川市大木町新町通３９９番地１ 豊川市大木新町通四丁目３１０番地

豊川市大木町新町通３９９番地８ 豊川市大木新町通四丁目３０７番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通３９９番地９ 豊川市大木新町通四丁目３０６番地

豊川市大木町新町通３９９番地９ 豊川市大木新町通四丁目３０６番地

豊川市大木町新町通３９９番地１１ 豊川市大木新町通四丁目３０３番地

豊川市大木町新町通３９９番地１２ 豊川市大木新町通四丁目３０２番地

豊川市大木町新町通３９９番地１３ 豊川市大木新町通四丁目３１３番地

豊川市大木町新町通３９９番地１４ 豊川市大木新町通四丁目３１１番地

豊川市大木町新町通３９９番地１５ 豊川市大木新町通四丁目３１２番地

豊川市大木町新町通４０２番地１ 豊川市大木新町通四丁目２９５番地

豊川市大木町新町通４０４番地３ 豊川市大木新町通四丁目２８７番地

豊川市大木町新町通４０４番地４ 豊川市大木新町通四丁目２８８番地

豊川市大木町新町通４０４番地５ 豊川市大木新町通四丁目２８９番地

豊川市大木町新町通４０５番地３ 豊川市大木新町通四丁目２９１番地

豊川市大木町新町通４０６番地 豊川市大木新町通四丁目２８２番地

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１　１０１号
豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１　１０１
号

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１ 豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１ 豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１ 豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１ 豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１　３０２号
豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１　３０２
号

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１　１０３号
豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１　１０３
号

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１　１０１号
豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１　１０１
号

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１　２０１号
豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１　２０１
号

豊川市大木町新町通４０７番地１　グランドハイツセンチュリー２１　１０２号
豊川市大木新町通四丁目１７９番地　グランドハイツセンチュリー２１　１０２
号

豊川市大木町新町通４０７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１８０番地

豊川市大木町新町通４０７番地２ 豊川市大木新町通四丁目１８０番地

豊川市大木町新町通４０７番地２　ＶＯＹＡＧＥ　１０１号室 豊川市大木新町通四丁目１８１番地　ＶＯＹＡＧＥ　１０１号室

豊川市大木町新町通４０７番地２　ＶＯＹＡＧＥ　２０２号室 豊川市大木新町通四丁目１８１番地　ＶＯＹＡＧＥ　２０２号室

豊川市大木町新町通４０７番地２　ＶＯＹＡＧＥ　１０２号室 豊川市大木新町通四丁目１８１番地　ＶＯＹＡＧＥ　１０２号室

豊川市大木町新町通４０８番地１ 豊川市大木新町通四丁目１８２番地

豊川市大木町新町通４０８番地２ 豊川市大木新町通四丁目１８８番地

豊川市大木町新町通４０８番地５ 豊川市大木新町通四丁目１８５番地

豊川市大木町新町通４０８番地６ 豊川市大木新町通四丁目１８４番地

豊川市大木町新町通４０８番地７ 豊川市大木新町通四丁目１８３番地

豊川市大木町新町通４０９番地２ 豊川市大木新町通四丁目１７５番地

豊川市大木町新町通４０９番地４ 豊川市大木新町通四丁目１７６番地

豊川市大木町新町通４０９番地１１ 豊川市大木新町通四丁目１７８番地
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町　名　地　番　旧　新　対　照　表

旧地番 新地番

豊川市大木町新町通４０９番地１２ 豊川市大木新町通四丁目１７７番地

豊川市大木町新町通４１０番地１ 豊川市大木新町通四丁目１５２番地

豊川市大木町新町通４１０番地１ 豊川市大木新町通四丁目１５２番地

豊川市大木町新町通４１０番地３ 豊川市大木新町通四丁目１５４番地

豊川市大木町新町通４１０番地４ 豊川市大木新町通四丁目１５５番地

豊川市大木町新町通４１０番地５ 豊川市大木新町通四丁目１５６番地

豊川市大木町新町通４１２番地３ 豊川市大木新町通四丁目１６０番地

豊川市大木町新町通４１２番地４ 豊川市大木新町通四丁目１６１番地

豊川市大木町新町通４１２番地５ 豊川市大木新町通四丁目１６２番地

豊川市大木町新町通４１４番地２ 豊川市大木新町通四丁目１６４番地

豊川市大木町新町通４１４番地２ 豊川市大木新町通四丁目１６４番地

豊川市大木町新町通４１４番地４ 豊川市大木新町通四丁目１６６番地

豊川市大木町新町通４１４番地６ 豊川市大木新町通四丁目１６５番地

豊川市大木町新町通４１５番地１ 豊川市大木新町通四丁目１６９番地

豊川市大木町新町通４１５番地２ 豊川市大木新町通四丁目１７０番地

豊川市大木町新町通４１５番地５ 豊川市大木新町通四丁目１６８番地

豊川市大木町新町通４１５番地６ 豊川市大木新町通四丁目１６８番地

豊川市大木町新町通４３２番地 豊川市大木新町通四丁目３８番地
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旧地番 新地番

豊川市大木町新町通４３２番地 豊川市大木新町通四丁目３８番地

豊川市大木町新町通４３３番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊川市大木新町通一丁目６１番地

豊川市大木町新町通４３４番地 豊川市大木新町通一丁目５１番地

豊川市大木町新町通４３７番地１ 豊川市大木新町通五丁目１５番地

豊川市大木町新町通４４５番地 豊川市大木新町通五丁目６７番地

豊川市大木町新町通４４５番地１ 豊川市大木新町通五丁目６８番地

豊川市大木町新町通４４６番地 豊川市大木新町通五丁目７０番地

豊川市大木町新町通４４７番地３ 豊川市大木新町通五丁目７５番地

豊川市大木町新町通４４７番地４ 豊川市大木新町通五丁目７６番地

豊川市大木町新町通４５０番地 豊川市大木新町通一丁目１３９番地

豊川市大木町新町通４５２番地 豊川市大木新町通一丁目１４０番地

豊川市大木町新町通４５２番地 豊川市大木新町通一丁目１４７番地

豊川市大木町新町通４５５番地 豊川市大木新町通一丁目１４８番地

豊川市大木町新町通４５５番地 豊川市大木新町通一丁目１４１番地

豊川市大木町新町通４５５番地 豊川市大木新町通一丁目１５０番地

豊川市大木町新町通４６６番地２ 豊川市大木新町通五丁目１６番地

豊川市大木町新町通４６６番地２ 豊川市大木新町通五丁目１７番地

豊川市大木町新町通４６７番地 豊川市大木新町通五丁目３５番地
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旧地番 新地番

豊川市大木町新町通４６７番地 豊川市大木新町通五丁目３４番地

豊川市大木町新町通４６８番地 豊川市大木新町通五丁目４８番地

豊川市大木町新町通４６８番地 豊川市大木新町通五丁目３８番地

豊川市大木町新町通４６９番地１ 豊川市大木新町通五丁目４６番地

豊川市大木町新町通４６９番地１ 豊川市大木新町通五丁目４３番地

豊川市大木町新町通４７０番地２ 豊川市大木新町通五丁目４０番地

豊川市大木町新町通４７４番地 豊川市大木新町通五丁目１０８番地

豊川市大木町新町通４７４番地２ 豊川市大木新町通五丁目１０５番地

豊川市大木町新町通４７４番地３ 豊川市大木新町通五丁目１０６番地

豊川市大木町新町通４７４番地４ 豊川市大木新町通五丁目１０７番地

豊川市大木町新町通４７４番地５ 豊川市大木新町通五丁目１１０番地

豊川市大木町新町通４７４番地５ 豊川市大木新町通五丁目１１０番地

豊川市大木町新町通４７４番地６ 豊川市大木新町通五丁目１０９番地

豊川市大木町新町通４７４番地６ 豊川市大木新町通五丁目１０９番地
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