
錦町１

新地番（換地後）

愛知県常滑市錦町１丁目 ３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目１３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目１４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目１５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目２９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３１番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７番地の２ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３０番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７番地の３ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３８番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７番地の４ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７番地の４ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７番地の４ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１番地の３ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ３５番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目２９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ３６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目２８番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目３２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４７番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目３４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４８番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目３５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４８番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目３６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４８番地の４ 愛知県常滑市虹の丘７丁目７２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４８番地の４ 愛知県常滑市虹の丘７丁目７３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ４８番地の５ 愛知県常滑市虹の丘７丁目３３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ５０番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目３９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ５９番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目４０番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ５９番地の４ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ６０番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目３９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ６３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目６３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ６３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目６４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ６４番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目４１番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ６５番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目４５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ６８番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目４３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ６９番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目４７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７１番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７３番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６０番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目４８番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目５０番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７５番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目５２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目４１番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目４６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ７７番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８０番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８３番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８３番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６８番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７０番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７１番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８０番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８１番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８５番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７８番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８５番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目７７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １０２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １０７番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １０８番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１０番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１０番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２１番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１１番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２０番地

常滑市多屋土地区画整理事業　旧新地番対照表

旧地番（換地前）



新地番（換地後）旧地番（換地前）

愛知県常滑市錦町１丁目 １１２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目６７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１１番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１３番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１３番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１１０番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１５番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１０８番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１０９番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １１６番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １２０番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １２１番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １２１番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目８８番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １２４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１０６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １２７番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１０７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １２８番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １３４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１３４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １３７番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１２４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １５３番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１４３番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １５５番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１４２番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １５８番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１４５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 １６１番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目１４４番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ２０２番地 愛知県常滑市錦町４丁目５０５番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ２０２番地 愛知県常滑市錦町４丁目５０６番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ２０２番地 愛知県常滑市錦町４丁目５０７番地
愛知県常滑市錦町１丁目 ２０２番地 愛知県常滑市錦町４丁目５０８番地



錦町２

新地番（換地後）

愛知県常滑市錦町２丁目 １番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目８１番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ９番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目２７番地
愛知県常滑市錦町２丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目２６番地
愛知県常滑市錦町２丁目 １７番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目２２番地
愛知県常滑市錦町２丁目 １７番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目２４番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ２３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目１８番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ２５番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目２０番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ２８番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目６０番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ２９番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目５１番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目５７番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ３２番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目５８番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ３４番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目５４番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ３５番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目５５番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘７丁目５６番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ５４番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目７１番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ５６番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目９８番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ５７番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目９９番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ６２番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目７２番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ６３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目７０番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ６５番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目７５番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ６６番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目７３番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ６８番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目７６番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ６９番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目９６番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ６９番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目９７番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ７０番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目１００番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ７３番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目１０３番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ７７番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目１０２番地
愛知県常滑市錦町２丁目 ７８番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目１０１番地

旧地番（換地前）



錦町３

新地番（換地後）

愛知県常滑市錦町３丁目 ３０番地の１ 愛知県常滑市錦町４丁目５０２番地
愛知県常滑市錦町３丁目 ５０番地 愛知県常滑市錦町３丁目５２０番地

旧地番（換地前）



錦町４

新地番（換地後）

愛知県常滑市錦町４丁目 ３６番地 愛知県常滑市錦町４丁目５１５番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ３６番地 愛知県常滑市錦町４丁目５３２番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ３８番地の２ 愛知県常滑市錦町４丁目５２６番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４３番地の１ 愛知県常滑市錦町４丁目５２５番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４６番地の１ 愛知県常滑市錦町４丁目５２０番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４６番地の２ 愛知県常滑市錦町４丁目５２２番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５１６番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５１７番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５１８番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５１９番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５２３番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５２４番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５２７番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５２８番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ４８番地 愛知県常滑市錦町４丁目５２９番地
愛知県常滑市錦町４丁目 ５１番地 愛知県常滑市錦町４丁目５３０番地

旧地番（換地前）



森西町１

新地番（換地後）

愛知県常滑市森西町１丁目 ３０番地の１ 愛知県常滑市森西町１丁目５０３番地
愛知県常滑市森西町１丁目 ４５番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目３番地
愛知県常滑市森西町１丁目 ５８番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目８番地
愛知県常滑市森西町１丁目 ６１番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目８番地
愛知県常滑市森西町１丁目 ６７番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目２番地
愛知県常滑市森西町１丁目 ７０番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目７９番地
愛知県常滑市森西町１丁目 ７０番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目８７番地
愛知県常滑市森西町１丁目 １０７番地の１ 愛知県常滑市森西町１丁目５２１番地
愛知県常滑市森西町１丁目 １０７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目８４番地
愛知県常滑市森西町１丁目 １０７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目８５番地
愛知県常滑市森西町１丁目 １１３番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目８６番地
愛知県常滑市森西町１丁目 １１５番地の１ 愛知県常滑市虹の丘６丁目１０７番地
愛知県常滑市森西町１丁目 １３６番地 愛知県常滑市虹の丘６丁目８０番地

旧地番（換地前）



森西町２

新地番（換地後）

愛知県常滑市森西町２丁目 ６５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５０６番地
愛知県常滑市森西町２丁目 ６５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５０７番地
愛知県常滑市森西町２丁目 ６５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５０８番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １１２番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４９番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １１３番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４８番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １１４番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４７番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １１５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３２番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １１５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３３番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １２３番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４５番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １２４番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４６番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １７５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４２番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １７５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４４番地
愛知県常滑市森西町２丁目 １７７番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４１番地

旧地番（換地前）



森西町３

新地番（換地後）

愛知県常滑市森西町３丁目 ２番地 愛知県常滑市森西町２丁目５０５番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ３番地 愛知県常滑市森西町２丁目５２９番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５１１番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２３番地 愛知県常滑市森西町２丁目５１９番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２５番地 愛知県常滑市森西町２丁目５２３番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２８番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３０番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２８番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３１番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５２１番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５２２番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３４番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３５番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３６番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３７番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３８番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５３９番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５４０番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５５２番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５５３番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５５６番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５５８番地
愛知県常滑市森西町３丁目 ２９番地 愛知県常滑市森西町２丁目５６０番地

旧地番（換地前）



大鳥町１

新地番（換地後）

愛知県常滑市大鳥町１丁目 １番地の２ 愛知県常滑市虹の丘１丁目２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目２９番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目２８番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１６番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目２４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１９番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目２０番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ７番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目２１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ７番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目２２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 １５番地 愛知県常滑市明和町４丁目５０１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目２３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３８番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３９番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３６番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目４０番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２３番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２３番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目４１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１０番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２４番地の１ 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２４番地の２ 愛知県常滑市虹の丘１丁目１１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２４番地の３ 愛知県常滑市虹の丘１丁目３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２４番地の４ 愛知県常滑市虹の丘１丁目５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目３２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目４６番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目４７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２５番地の１ 愛知県常滑市虹の丘１丁目８番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２５番地の２ 愛知県常滑市虹の丘１丁目７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目４３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目４５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２７番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９０番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２７番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目８９番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目８６番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目８７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ２９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目８８番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目８３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目８４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目８５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１０１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１０２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１０３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１０４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１０５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１０６番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１１１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１１２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１１５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１１７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１１８番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ４３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ４５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ４５番地の１ 愛知県常滑市虹の丘２丁目５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ４８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２６番地

旧地番（換地前）



新地番（換地後）旧地番（換地前）

愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１３３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１３４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９８番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９９番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１００番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９６番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５３番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５３番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１３２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１２９番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１３０番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目９４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目７１番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ５９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目７２番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ６５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目５３番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ６５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目５４番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ６５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目５５番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ６８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７番地
愛知県常滑市大鳥町１丁目 ７１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６番地



大鳥町２

新地番（換地後）

愛知県常滑市大鳥町２丁目 ６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目７８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目７５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目７７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目７３番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目７４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１３８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１３９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目１９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５３番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １３番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４２番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４３番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６２番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘１丁目６３番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １７番地の２ 愛知県常滑市虹の丘１丁目５９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １８番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目５７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １９番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目５８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２０番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目５６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２１番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２２番地の１ 愛知県常滑市虹の丘３丁目３８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２２番地の１ 愛知県常滑市虹の丘３丁目３９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２２番地の１ 愛知県常滑市虹の丘３丁目４０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２２番地の１ 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２２番地の１ 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２３番地の１ 愛知県常滑市虹の丘３丁目４１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２３番地の１ 愛知県常滑市虹の丘３丁目４３番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目６１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１４９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２５番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５２番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２７番地の５ 愛知県常滑市虹の丘３丁目２１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２８番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目３１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２９番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目２０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２９番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目３４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ２９番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目３５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目５６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７２番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３１番地の３ 愛知県常滑市虹の丘３丁目３６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３１番地の３ 愛知県常滑市虹の丘３丁目３７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目２番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３４番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目１５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３７番地の２ 愛知県常滑市虹の丘２丁目１７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目３９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ４１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ４２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ４５番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目１２番地

旧地番（換地前）



新地番（換地後）旧地番（換地前）

愛知県常滑市大鳥町２丁目 ４５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目３８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ４６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５３番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目３２番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５３番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目５７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５４番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６９番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５５番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目３０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５６番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目２４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５６番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目２５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５６番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目２６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５６番地 愛知県常滑市虹の丘１丁目１５１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５８番地の１ 愛知県常滑市虹の丘３丁目４５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ５８番地の１ 愛知県常滑市虹の丘３丁目４６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ６７番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目４８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６３番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７４番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目８０番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７５番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目８５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７７番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目９６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７８番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目７６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ７８番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目８６番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目９１番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目９４番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８０番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目９８番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８２番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目９２番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８３番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目９５番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目９７番地
愛知県常滑市大鳥町２丁目 １２６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目３７番地



大鳥町３

新地番（換地後）

愛知県常滑市大鳥町３丁目 ４番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ４番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目８１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目８２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ８番地の１ 愛知県常滑市虹の丘２丁目９２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目４５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目４１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目４３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目５５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目５６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目５７番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目４０番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目５９番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目８３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目８５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目８６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １３番地の３ 愛知県常滑市虹の丘２丁目６０番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目５８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目５３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目５０番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６９番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２４番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７０番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目３６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目３２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目３５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ２８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目６４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１０９番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１０８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７７番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１０５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１０６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１０７番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目９４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目９５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１０３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１９番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２０番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２７番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３６番地

旧地番（換地前）



新地番（換地後）旧地番（換地前）

愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３７番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１７番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１１８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１２９番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３０番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ３９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ４６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１３９番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ５２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１０１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ５３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目９８番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６０番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１５３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６５番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４５番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４６番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４７番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６７番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１５１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４９番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ６８番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１５０番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ７３番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１５２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ８４番地 愛知県常滑市大鳥町３丁目５０３番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 ９０番地 愛知県常滑市大鳥町３丁目５０２番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １０２番地 愛知県常滑市大鳥町３丁目５０４番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １０９番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目７１番地
愛知県常滑市大鳥町３丁目 １１２番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目１４８番地



大鳥町４

新地番（換地後）

愛知県常滑市大鳥町４丁目 ６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２５番地
愛知県常滑市大鳥町４丁目 ６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２６番地
愛知県常滑市大鳥町４丁目 ６番地 愛知県常滑市虹の丘２丁目２７番地
愛知県常滑市大鳥町４丁目 ５８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３番地
愛知県常滑市大鳥町４丁目 ６１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１６番地

旧地番（換地前）



大鳥町５

新地番（換地後）

愛知県常滑市大鳥町５丁目 １番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６５番地
愛知県常滑市大鳥町５丁目 １番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目６６番地
愛知県常滑市大鳥町５丁目 １０番地の２ 愛知県常滑市虹の丘３丁目５１番地
愛知県常滑市大鳥町５丁目 １７番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目８３番地
愛知県常滑市大鳥町５丁目 １７番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目８４番地
愛知県常滑市大鳥町５丁目 ２１番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目１０１番地
愛知県常滑市大鳥町５丁目 ２８番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目１０３番地
愛知県常滑市大鳥町５丁目 ２８番地 愛知県常滑市虹の丘３丁目１０５番地

旧地番（換地前）



大和町３

新地番（換地後）

愛知県常滑市大和町３丁目 ４１番地 愛知県常滑市大和町３丁目５０１番地
愛知県常滑市大和町３丁目 ５３番地 愛知県常滑市大和町４丁目５１５番地
愛知県常滑市大和町３丁目 ５６番地 愛知県常滑市大和町３丁目５０８番地
愛知県常滑市大和町３丁目 ７７番地 愛知県常滑市大和町３丁目５１０番地
愛知県常滑市大和町３丁目 ７８番地 愛知県常滑市大和町４丁目５０２番地
愛知県常滑市大和町３丁目 ８０番地 愛知県常滑市大和町４丁目５０１番地
愛知県常滑市大和町３丁目 ８１番地 愛知県常滑市大和町３丁目５１３番地
愛知県常滑市大和町３丁目 ８２番地の３ 愛知県常滑市大和町３丁目５１４番地

旧地番（換地前）



大和町４

新地番（換地後）

愛知県常滑市大和町４丁目 １１番地 愛知県常滑市大和町４丁目５３８番地
愛知県常滑市大和町４丁目 １３番地 愛知県常滑市大和町４丁目５３７番地
愛知県常滑市大和町４丁目 １３番地 愛知県常滑市大和町４丁目５３７番地の１
愛知県常滑市大和町４丁目 １６番地 愛知県常滑市大和町３丁目５１７番地
愛知県常滑市大和町４丁目 １６番地 愛知県常滑市大和町３丁目５１９番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ２１番地の１ 愛知県常滑市大和町４丁目５０８番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ２１番地の３ 愛知県常滑市大和町４丁目５０９番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ２２番地 愛知県常滑市大和町４丁目５０７番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ２７番地 愛知県常滑市大和町４丁目５４５番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３０番地 愛知県常滑市大和町４丁目５２６番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３３番地 愛知県常滑市大和町４丁目５０６番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３４番地 愛知県常滑市大和町４丁目５２７番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３５番地 愛知県常滑市大和町４丁目５０４番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３５番地 愛知県常滑市大和町４丁目５０５番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３６番地 愛知県常滑市大和町４丁目５１０番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３６番地 愛知県常滑市大和町４丁目５１１番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３８番地 愛知県常滑市大和町４丁目５１２番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ３８番地 愛知県常滑市大和町４丁目５１３番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ４０番地 愛知県常滑市大和町４丁目５２９番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ４１番地 愛知県常滑市大和町４丁目５３１番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ４３番地 愛知県常滑市大和町４丁目５３０番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ４５番地 愛知県常滑市大和町４丁目５２２番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ４７番地 愛知県常滑市大和町４丁目５２４番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ４７番地 愛知県常滑市大和町４丁目５２５番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目５３番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ５３番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目５４番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ５８番地 愛知県常滑市大和町４丁目５３２番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ５８番地 愛知県常滑市大和町４丁目５３３番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ５９番地の１ 愛知県常滑市大和町４丁目５１６番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ６２番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目５６番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ６３番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目５５番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ６６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目４３番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ６６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目４５番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ６６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目４６番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ６７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目６０番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ６７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目６１番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ７０番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目４０番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ７１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３９番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ７７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３８番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ７８番地の１ 愛知県常滑市虹の丘５丁目２８番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ８７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目２９番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ８７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３０番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ８７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３１番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ８８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３５番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ８８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３６番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ８９番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目６２番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ９１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目３４番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ９４番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目７番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ９８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目２１番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ９８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目２２番地
愛知県常滑市大和町４丁目 ９８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目２３番地
愛知県常滑市大和町４丁目 １００番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目２０番地
愛知県常滑市大和町４丁目 １１１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１９番地
愛知県常滑市大和町４丁目 １１３番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１８番地

旧地番（換地前）



大和町５

新地番（換地後）

愛知県常滑市大和町５丁目 １８番地の１ 愛知県常滑市大和町５丁目５０３番地
愛知県常滑市大和町５丁目 １９番地の１ 愛知県常滑市大和町５丁目５０４番地
愛知県常滑市大和町５丁目 １９番地の１ 愛知県常滑市大和町５丁目５０５番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２２番地 愛知県常滑市大和町４丁目５５６番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２４番地 愛知県常滑市大和町４丁目５５５番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２７番地の２ 愛知県常滑市大和町５丁目５０６番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２７番地 愛知県常滑市大和町５丁目５０７番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２８番地の１ 愛知県常滑市大和町５丁目５０８番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２８番地の２ 愛知県常滑市大和町５丁目５１０番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２８番地の２ 愛知県常滑市大和町５丁目５１２番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ２９番地 愛知県常滑市大和町４丁目５６２番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ３１番地 愛知県常滑市大和町５丁目５１４番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ３５番地 愛知県常滑市大和町５丁目５１７番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ６１番地の１ 愛知県常滑市大和町５丁目５１８番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ６４番地 愛知県常滑市大和町４丁目５６３番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ６４番地 愛知県常滑市大和町４丁目５６４番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ６７番地 愛知県常滑市大和町４丁目５６５番地
愛知県常滑市大和町５丁目 ６７番地 愛知県常滑市大和町４丁目５６６番地

旧地番（換地前）



大和町６

新地番（換地後）

愛知県常滑市大和町６丁目 ３番地 愛知県常滑市大和町４丁目５４６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ３番地 愛知県常滑市大和町４丁目５４７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ５番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目８９番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ５番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目９９番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目５０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目５１番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目４７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ９番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目４８番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ９番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目６９番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目６４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目７０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目１７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目１８番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目１９番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ３３番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目２０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ３８番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目１５番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ４０番地の２ 愛知県常滑市虹の丘４丁目３９番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ４０番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目２１番地の１
愛知県常滑市大和町６丁目 ４１番地の３ 愛知県常滑市虹の丘４丁目５３番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ４７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目１３番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ４７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目１４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ５０番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目２４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ５１番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目３７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ５４番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目２５番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ５４番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目３６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ６０番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目３番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ６０番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目１０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ６１番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目５番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ６８番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目１番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ７７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目７９番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ７８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目６７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ７８番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目６８番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８０番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目８７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８０番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目８８番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８０番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目９０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目７８番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目８０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目８３番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目８４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８１番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目８５番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８２番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１０４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目９１番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目９２番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目９４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目９６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 ８９番地 愛知県常滑市大和町４丁目５７１番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １０５番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１１５番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １０６番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１１１番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １０７番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１０６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １１０番地 愛知県常滑市虹の丘５丁目１０７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １１８番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １２５番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目６１番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １２９番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目５８番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １３０番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目５７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １３５番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目７０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １３８番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目６９番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４１番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目６５番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４１番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目６４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４２番地の２ 愛知県常滑市虹の丘４丁目５６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４３番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目６６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４３番地の２ 愛知県常滑市虹の丘４丁目５４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４５番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目６７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４７番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目７７番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４９番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目７４番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １４９番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目７５番地

旧地番（換地前）



新地番（換地後）旧地番（換地前）

愛知県常滑市大和町６丁目 １５１番地の１ 愛知県常滑市虹の丘４丁目４３番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １５１番地の２ 愛知県常滑市虹の丘４丁目５０番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １５３番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目７６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １５５番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目４６番地
愛知県常滑市大和町６丁目 １６７番地 愛知県常滑市虹の丘４丁目１１番地



明和町５

新地番（換地後）

愛知県常滑市明和町５丁目 ５０番地 愛知県常滑市明和町５丁目５０２番地
愛知県常滑市明和町５丁目 ５１番地 愛知県常滑市明和町５丁目５０５番地
愛知県常滑市明和町５丁目 １４８番地 愛知県常滑市明和町５丁目５１０番地
愛知県常滑市明和町５丁目 １４８番地 愛知県常滑市明和町５丁目５１１番地

旧地番（換地前）


