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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

伊坂２４番地１ １３０街区１２ 伊坂南２丁目１５番地９

伊坂２５番地 １３０街区１２ 伊坂南２丁目１５番地９

伊坂２５番地 １３０街区２０ 伊坂南２丁目１５番地１１

伊坂２６番地２ １２９街区９ 伊坂南２丁目１４番地１０

伊坂２６番地３ 伊坂南２丁目１４番地１２

伊坂２６番地４ 伊坂南２丁目１４番地１４

伊坂２６番地５ 伊坂南２丁目１４番地１６

伊坂２６番地７ １３０街区１５ 伊坂南２丁目１５番地１３

伊坂２６番地９ 伊坂南２丁目１５番地１５

伊坂２６番地１０ 伊坂南２丁目１５番地１４

伊坂２８番地１ 伊坂南２丁目１４番地１７

伊坂３１番地３ １２９街区１９ 伊坂南２丁目１４番地２０

伊坂３２番地 伊坂南２丁目１４番地２１

伊坂３２番地 １２９街区２０ 伊坂南２丁目１４番地２１

伊坂３３番地１ １２９街区６ 伊坂南２丁目１４番地５

伊坂３３番地１ １２９街区７－１ 伊坂南２丁目１４番地６

伊坂３３番地１ １２９街区２８ 伊坂南２丁目１４番地９

伊坂３３番地１ １２９街区２９ 伊坂南２丁目１４番地７

伊坂３４番地１ １３０街区１９ 伊坂南２丁目１５番地１６

伊坂３４番地１ １３０街区１９ 伊坂南２丁目１５番地１６

伊坂３４番地２ １３０街区１０ 伊坂南２丁目１５番地７

伊坂３５番地２ １３０街区８ 伊坂南２丁目１５番地５

伊坂３６番地 １３０街区５ 伊坂南２丁目１５番地３

伊坂３６番地 １３０街区５ 伊坂南２丁目１５番地３

伊坂３６番地 １３０街区５ 伊坂南２丁目１５番地３

伊坂３６番地 １３０街区５ 伊坂南２丁目１５番地３

伊坂３６番地 １３０街区５ 伊坂南２丁目１５番地３

伊坂３６番地 １３０街区６ 伊坂南２丁目１５番地４

伊坂３６番地 １３０街区６ 伊坂南２丁目１５番地４

伊坂３６番地 １３０街区６ 伊坂南２丁目１５番地４

伊坂３６番地 １３０街区６ 伊坂南２丁目１５番地４

伊坂３６番地 １３０街区６ 伊坂南２丁目１５番地４

伊坂３８番地 １３０街区４ 伊坂南２丁目１５番地２

伊坂４３番地 １３０街区２ 伊坂南２丁目１５番地１９

伊坂４４番地１ １２９街区５ 伊坂南２丁目１４番地３
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伊坂４４番地１ １２９街区３０ 伊坂南２丁目１４番地４

伊坂４５番地 伊坂南２丁目１４番地２７

伊坂４５番地２ １２９街区２３ 伊坂南２丁目１４番地２５

伊坂４５番地３ １２９街区２２ 伊坂南２丁目１４番地２３

伊坂４５番地３ １２９街区２２ 伊坂南２丁目１４番地２３

伊坂４９番地１ サン・グリーン・レイ１０１ 伊坂南２丁目１１番地９ サン・グリーン・レイ１０１

伊坂４９番地１ サン・グリーン・レイ１０２ 伊坂南２丁目１１番地９ サン・グリーン・レイ１０２

伊坂４９番地１ サン・グリーン・レイ１０３ 伊坂南２丁目１１番地９ サン・グリーン・レイ１０３

伊坂４９番地１ サン・グリーン・レイ２０１ 伊坂南２丁目１１番地９ サン・グリーン・レイ２０１

伊坂４９番地１ サン・グリーン・レイ２０２ 伊坂南２丁目１１番地９ サン・グリーン・レイ２０２

伊坂４９番地１ サン・グリーン・レイ２０３ 伊坂南２丁目１１番地９ サン・グリーン・レイ２０３

伊坂７７番地２ １２５街区６ 伊坂南２丁目１０番地２２

伊坂７７番地２ １２５街区６ 伊坂南２丁目１０番地２２

伊坂７７番地４ 伊坂南２丁目１０番地２４

伊坂７７番地６ １２５街区２０ 伊坂南２丁目１０番地１２

伊坂７７番地７ １２５街区１９ 伊坂南２丁目１０番地３

伊坂７７番地７ １２５街区２１ 伊坂南２丁目１０番地１１

伊坂７７番地１０ １２５街区１７ 伊坂南２丁目１０番地５

伊坂７７番地１０ １２５街区１７ 伊坂南２丁目１０番地５

伊坂７７番地１１ １２５街区１８ 伊坂南２丁目１０番地４

伊坂７８番地６ 伊坂南２丁目１０番地２１

伊坂７８番地８ 伊坂南２丁目１０番地１８

伊坂７９番地６ １２５街区２２ 伊坂南２丁目１０番地１４

伊坂７９番地６ １２５街区２２ 伊坂南２丁目１０番地７

伊坂７９番地８ １２５街区１６ 伊坂南２丁目１０番地６

伊坂８０番地１ １２５街区１２ 伊坂南２丁目１０番地９

伊坂８０番地１ 伊坂南２丁目１０番地１６

伊坂８０番地１　１２５街区１３ 伊坂南２丁目１０番地８

伊坂８０番地１ １２５街区１４ 伊坂南２丁目１０番地１６

伊坂８２番地 伊坂南３丁目１９番地２８

伊坂８２番地 伊坂南３丁目１９番地２８

伊坂８２番地 １５０街区１ 伊坂南３丁目１９番地２９

伊坂８３番地２ １５２街区４ 伊坂南３丁目２３番地１

伊坂８３番地４ 伊坂南３丁目２２番地１０

伊坂８３番地５ １５１街区６ 伊坂南３丁目２２番地２
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伊坂８３番地５ １５１街区１０ 伊坂南３丁目２２番地３

伊坂８３番地５ １５１街区１０ 伊坂南３丁目２２番地３

伊坂８３番地７ 伊坂南３丁目２３番地１５

伊坂８４番地３ １５１街区１２ 伊坂南３丁目２２番地９

伊坂８４番地５ 伊坂南３丁目２２番地１４

伊坂８４番地５ １５１街区１３ 伊坂南３丁目２２番地１２

伊坂８５番地 １５１街区７ 伊坂南３丁目２２番地５

伊坂８５番地 １５１街区８ 伊坂南３丁目２２番地６

伊坂８５番地 １５１街区９ 伊坂南３丁目２２番地４

伊坂８５番地 １５８街区８ 伊坂南３丁目２１番地２６

伊坂８５番地 １５８街区９ 伊坂南３丁目２１番地１

伊坂８６番地２ 伊坂南３丁目２１番地２４

伊坂８７番地１ １５２街区７ 伊坂南３丁目２３番地４

伊坂８７番地２ 伊坂南３丁目２３番地２

伊坂８８番地１ １５２街区１０ 伊坂南３丁目２３番地７

伊坂８８番地２ 伊坂南３丁目２３番地８

伊坂８８番地３ １５２街区１３ 伊坂南３丁目２３番地１０

伊坂８９番地３ 伊坂南３丁目２３番地１２

伊坂８９番地３ 伊坂南３丁目２３番地１２

伊坂８９番地５ 伊坂南３丁目２３番地１２

伊坂９０番地２ １５２街区１ 伊坂南３丁目２３番地１４

伊坂９０番地２ １５２街区１ 伊坂南３丁目２３番地１４

伊坂９０番地２ １５２街区１ 伊坂南３丁目２３番地１４

伊坂９１番地 伊坂南３丁目１２番地６

伊坂９２番地１ １２０街区９ 伊坂南３丁目１３番地９

伊坂９４番地 伊坂南３丁目１２番地３

伊坂９５番地１ １１９街区３ 伊坂南３丁目１２番地２

伊坂９６番地１ 伊坂南３丁目１２番地９

伊坂９６番地１ １１９街区１ 伊坂南３丁目１２番地８

伊坂９６番地７ １１９街区１０ 伊坂南３丁目１２番地１０

伊坂９６番地８ １１９街区１１ 伊坂南３丁目１２番地１１

伊坂９７番地２ １１２街区９ 伊坂南３丁目１４番地６

伊坂９７番地２ １１２街区９ 伊坂南３丁目１４番地６

伊坂９７番地５ １１２街区１５ 伊坂南３丁目１４番地９

伊坂９７番地６ １１２街区１１ 伊坂南３丁目１４番地８
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伊坂９８番地１ 伊坂南３丁目１４番地１５

伊坂９８番地３ 伊坂南３丁目１４番地１３

伊坂１００番地１ ハイムローズ１０７ 伊坂南３丁目１８番地４ ハイムローズ１０７

伊坂１００番地３ 伊坂南３丁目１４番地１９

伊坂１００番地４ 伊坂南３丁目１８番地１３

伊坂１００番地７ １２１街区１１ 伊坂南３丁目１８番地７

伊坂１０１番地６ 伊坂南３丁目１８番地１

伊坂１０１番地６ １２１街区４ 伊坂南３丁目１８番地１２

伊坂１０２番地３ １１２街区１７ 伊坂南３丁目１４番地２

伊坂１０２番地３ １１２街区１７ 伊坂南３丁目１４番地２

伊坂１０３番地１ １２１街区６ 伊坂南３丁目１８番地８

伊坂１０３番地２ １２０街区１ 伊坂南３丁目１３番地１１

伊坂１０３番地２ １２１街区６ 伊坂南３丁目１８番地８

伊坂１０３番地２ センタービレッジ弐番館１０１ 伊坂南３丁目１３番地１ センタービレッジ弐番館１０１

伊坂１０３番地２ センタービレッジ弐番館１０１ 伊坂南３丁目１３番地１ センタービレッジ弐番館１０１

伊坂１０３番地２ センタービレッジ弐番館１０２ 伊坂南３丁目１３番地１ センタービレッジ弐番館１０２

伊坂１０４番地２ １２０街区２ 伊坂南３丁目１３番地１２

伊坂１０４番地２ １２０街区２ 伊坂南３丁目１３番地１２

伊坂１０４番地２ センタービレッジ壱番館１０１ 伊坂南３丁目１３番地１ センタービレッジ壱番館１０１

伊坂１０５番地１ １２０街区２ 伊坂南３丁目１３番地１２

伊坂１０５番地１ １２０街区１７ 伊坂南３丁目１３番地２

伊坂１０６番地４ １２０街区１１ 伊坂南３丁目１３番地３

伊坂１０８番地１ １２０街区８ 伊坂南３丁目１３番地７

伊坂１０８番地２ １２０街区７－１ 伊坂南３丁目１３番地６

伊坂１０８番地２ １２０街区７－２ 伊坂南３丁目１３番地６

伊坂１０８番地２ １２０街区７－３ 伊坂南３丁目１３番地６

伊坂１１０番地２ 伊坂南２丁目９番地１０

伊坂１１１番地３ 伊坂南３丁目１８番地５

伊坂１１２番地 １２３街区４ 伊坂南２丁目９番地９

伊坂１１２番地 １２３街区１６ 伊坂南２丁目９番地８

伊坂１１３番地４ 伊坂南２丁目９番地１４

伊坂１１３番地５ １２３街区８ 伊坂南２丁目９番地１７

伊坂１１３番地８ １２３街区９ 伊坂南２丁目９番地２

伊坂１１７番地１ １２２街区７ 伊坂南２丁目８番地２

伊坂１１７番地１ １２２街区７ 伊坂南２丁目８番地２
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伊坂１１７番地１ １２２街区７ 伊坂南２丁目８番地２

伊坂１１７番地１ １２２街区７－１ 伊坂南２丁目８番地２

伊坂１１７番地１ １２２街区７－２ 伊坂南２丁目８番地２

伊坂１１７番地３ １２２街区８ 伊坂南２丁目８番地４

伊坂１１７番地５ １２２街区９ 伊坂南２丁目８番地３

伊坂１１９番地２ １２２街区５ 伊坂南２丁目８番地１８

伊坂１２１番地１ 伊坂南２丁目７番地３

伊坂１２２番地１ 伊坂南２丁目８番地１

伊坂１２２番地１ 伊坂南２丁目８番地１

伊坂１２２番地１ 伊坂南２丁目１３番地７

伊坂１２２番地１ １２６街区１ 伊坂南２丁目１３番地７

伊坂１２２番地１ １２６街区１－１ 伊坂南２丁目１３番地７

伊坂１２２番地１ １２６街区１－２ 伊坂南２丁目１３番地７

伊坂１２４番地 伊坂南２丁目１３番地４

伊坂１２４番地２ １２６街区３ 伊坂南２丁目１３番地９

伊坂１２４番地７ １２６街区８ 伊坂南２丁目１３番地６

伊坂１２６番地 伊坂南２丁目６番地７

伊坂１２６番地 １０７街区１ 伊坂南２丁目６番地８

伊坂１２６番地 １０７街区９ 伊坂南２丁目６番地９

伊坂１２７番地１ １０８街区３ 伊坂南２丁目７番地１

伊坂１２７番地１ １０８街区３ 伊坂南２丁目７番地１

伊坂１２７番地１ １０８街区３ 伊坂南２丁目７番地１

伊坂１２７番地１ １０８街区５ 伊坂南２丁目７番地２

伊坂１２９番地１ １０５街区１ 伊坂南２丁目５番地８

伊坂１２９番地１ １０７街区１ 伊坂南２丁目６番地８

伊坂１３０番地 １０５街区９ 伊坂南２丁目５番地７

伊坂１３３番地 伊坂南２丁目５番地６

伊坂１３４番地 １０５街区３－６ 伊坂南２丁目５番地６

伊坂１３６番地 伊坂南２丁目５番地６

伊坂１３６番地 １０５街区３ 伊坂南２丁目５番地６

伊坂１３６番地 １０５街区３－３ 伊坂南２丁目５番地６

伊坂１３６番地１ １０５街区３ 伊坂南２丁目５番地６

伊坂１４６番地 ９６街区７　シュエットⅡ１０１ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ１０１

伊坂１４６番地 ９６街区７　シュエットⅡ１０３ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ１０３

伊坂１４６番地 ９６街区７　シュエットⅡ１０６ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ１０６
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１４６番地　９６街区７ シュエットⅡ２０１ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ２０１

伊坂１４６番地 ９６街区７　シュエットⅡ２０２ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ２０２

伊坂１４６番地 ９６街区７　シュエットⅡ２０３ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ２０３

伊坂１４６番地 ９６街区７　シュエットⅡ２０５ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ２０５

伊坂１４６番地 ９６街区７　シュエットⅡ２０６ 伊坂南２丁目２番地２ シュエットⅡ２０６

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ１０１ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ１０１

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ１０２ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ１０２

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ１０３ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ１０３

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ１０５ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ１０５

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ２０１ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ２０１

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ２０２ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ２０２

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ２０３ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ２０３

伊坂１４８番地 ９６街区６　シュエットⅠ２０５ 伊坂南２丁目２番地３ シュエットⅠ２０５

伊坂１５９番地１ １０６街区１１ 伊坂南２丁目４番地２

伊坂１６０番地１ 伊坂南２丁目４番地２１

伊坂１６３番地 １０６街区１５ 伊坂南２丁目４番地１９

伊坂１６４番地 ９５街区１８ 伊坂南２丁目３番地６

伊坂１６４番地 １０６街区５ 伊坂南２丁目４番地１１

伊坂１６４番地 １０６街区５ 伊坂南２丁目４番地１１

伊坂１６４番地 １０６街区１２ 伊坂南２丁目４番地１２

伊坂１６４番地 １０６街区１６ 伊坂南２丁目４番地１７

伊坂１６４番地 １０６街区１７ 伊坂南２丁目４番地１５

伊坂１６６番地 ９５街区１７ 伊坂南２丁目３番地１４

伊坂１６８番地 ９４街区４ 伊坂南３丁目１番地８

伊坂１６９番地５ １０６街区１３ 伊坂南２丁目４番地１３

伊坂１６９番地５ １０６街区１４ 伊坂南２丁目４番地６

伊坂１６９番地９ １０６街区１８ 伊坂南２丁目４番地３

伊坂１７０番地１ １０６街区１１ 伊坂南２丁目４番地２

伊坂１７０番地１ １０６街区１１ 伊坂南２丁目４番地２

伊坂１７１番地２ １２２街区４ 伊坂南２丁目８番地１７

伊坂１７１番地４ １２２街区２ 伊坂南２丁目８番地１５

伊坂１７３番地１ １０９街区１２ 伊坂南３丁目１７番地３

伊坂１７３番地１ １０９街区１３ 伊坂南３丁目１７番地４

伊坂１７３番地４ １２２街区１２ 伊坂南２丁目８番地９

伊坂１７４番地１ １０９街区６ 伊坂南３丁目１７番地９
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１７４番地４ １０９街区１４ 伊坂南３丁目１７番地５

伊坂１７４番地４ １０９街区１５ 伊坂南３丁目１７番地６

伊坂１７４番地４ １２１街区２ 伊坂南３丁目１８番地１５

伊坂１７４番地６ １２２街区１ 伊坂南２丁目８番地１２

伊坂１７４番地６ １２２街区１０ 伊坂南２丁目８番地１１

伊坂１７４番地６ １２２街区１１ 伊坂南２丁目８番地１０

伊坂１７４番地６ １２２街区１３ 伊坂南２丁目８番地１４

伊坂１７４番地６ １２２街区１４ 伊坂南２丁目８番地１３

伊坂１７４番地６ １２２街区１５ 伊坂南２丁目８番地６

伊坂１７５番地 伊坂南２丁目７番地６

伊坂１７８番地３ １１１街区７ 伊坂南３丁目１５番地４

伊坂１７８番地５ 伊坂南３丁目１８番地１２

伊坂１７８番地５ 伊坂南３丁目１８番地１２

伊坂１７８番地５ 伊坂南３丁目１８番地１２

伊坂１７８番地６ 伊坂南３丁目１７番地７

伊坂１７８番地６ １２１街区４ 伊坂南３丁目１８番地１２

伊坂１７８番地６ １２１街区７ 伊坂南３丁目１８番地２

伊坂１７９番地１ 伊坂南３丁目１５番地６

伊坂１７９番地５ １２１街区４ 伊坂南３丁目１８番地１２

伊坂１７９番地５ １２１街区４ 伊坂南３丁目１８番地１２

伊坂１８０番地１ 伊坂南３丁目１５番地１０

伊坂１８０番地２ 伊坂南３丁目１５番地１２

伊坂１８０番地６ １１１街区１０ 伊坂南３丁目１５番地７

伊坂１８１番地１ １１１街区５ 伊坂南３丁目１５番地２０

伊坂１８１番地１ １１１街区６ 伊坂南３丁目１５番地１

伊坂１８１番地１ １１１街区６ 伊坂南３丁目１５番地１

伊坂１８１番地３ 伊坂南３丁目１５番地１５

伊坂１８１番地４ 伊坂南３丁目１５番地１４

伊坂１８２番地２ １１０街区５ 伊坂南３丁目１６番地６

伊坂１８２番地２　１１０街区７ 伊坂南３丁目１６番地５

伊坂１８２番地５ １０９街区５ 伊坂南３丁目１７番地１２

伊坂１８２番地１１　１０９街区９ 伊坂南３丁目１７番地１１

伊坂１８２番地１１ １０９街区１０ 伊坂南３丁目１７番地１０

伊坂１８２番地１２ １１０街区５ 伊坂南３丁目１６番地４

伊坂１８３番地１ １１０街区４ 伊坂南３丁目１６番地３
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１８３番地３　１０９街区３ 伊坂南３丁目１７番地１４

伊坂１８３番地３ １０９街区４ 伊坂南３丁目１７番地１３

伊坂１８３番地４ １０９街区１１ 伊坂南３丁目１７番地２

伊坂１８４番地１ １１０街区１ 伊坂南３丁目１６番地７

伊坂１８４番地５ １１０街区３ 伊坂南３丁目１６番地１

伊坂１８６番地 ９４街区５ 伊坂南３丁目１番地６

伊坂１８６番地 ９４街区１３ 伊坂南３丁目１番地４

伊坂１８７番地 ９４街区７ 伊坂南３丁目１番地３

伊坂１８７番地１ ９５街区１３ 伊坂南２丁目３番地８

伊坂１８８番地３ ９４街区３ 伊坂南３丁目１番地１０

伊坂１８９番地１ ９０街区７ 伊坂中央２丁目２５番地４

伊坂１８９番地１ ９０街区１１ 伊坂中央２丁目２５番地５

伊坂１８９番地１ ９０街区１２ 伊坂中央２丁目２５番地１０

伊坂１８９番地３ ９０街区２３ 伊坂中央２丁目２５番地２１

伊坂１８９番地４ ９０街区３ 伊坂中央２丁目２５番地２２

伊坂１９０番地１ ９５街区２ 伊坂南２丁目３番地１９

伊坂１９０番地２ ９５街区１ 伊坂南２丁目３番地１５

伊坂１９０番地２ ９５街区９ 伊坂南２丁目３番地１２

伊坂１９２番地 伊坂中央２丁目２６番地１２

伊坂１９５番地１ ８６街区４ 伊坂中央２丁目１５番地１３

伊坂１９５番地２ ８７街区１０ 伊坂中央２丁目１９番地５

伊坂１９５番地３ ８７街区９ 伊坂中央２丁目１９番地４

伊坂１９５番地４ 伊坂中央２丁目１５番地１６

伊坂１９６番地１ ８４Ａ街区１ 伊坂中央２丁目１６番地６

伊坂１９７番地 ８６街区２ 伊坂中央２丁目１５番地１５

伊坂１９７番地 ８６街区５ 伊坂中央２丁目１５番地１７

伊坂１９７番地 ８６街区５ 伊坂中央２丁目１５番地１７

伊坂１９８番地 ８６街区７　小池方 伊坂中央２丁目１５番地１２ 小池方

伊坂１９８番地 ８６街区１３ 伊坂中央２丁目１５番地９

伊坂１９８番地３ ９１街区１ 伊坂中央２丁目２６番地１３

伊坂１９９番地１ ９１街区９ 伊坂中央２丁目２６番地１５

伊坂１９９番地２ 伊坂中央２丁目２６番地１４

伊坂２０４番地 ８６街区１１ 伊坂中央２丁目１５番地２０

伊坂２０４番地 ８６街区１１ 伊坂中央２丁目１５番地２０

伊坂２０４番地 ８６街区１４ 伊坂中央２丁目１５番地７

8



久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業
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旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂２０４番地 ８６街区１４ 伊坂中央２丁目１５番地７

伊坂２０４番地 ８６街区１４ 伊坂中央２丁目１５番地７

伊坂２０５番地１ 伊坂中央２丁目１５番地４

伊坂２０５番地１ ８６街区１８ 伊坂中央２丁目１５番地１

伊坂２０９番地１ ８６街区１８ 伊坂中央２丁目１５番地１

伊坂２１１番地 ８６街区１４ 伊坂中央２丁目１５番地７

伊坂２１１番地 ８６街区１４ 伊坂中央２丁目１５番地７

伊坂２１６番地 ８４Ａ街区１３ 伊坂中央２丁目１６番地１

伊坂２１６番地 ８６街区１０ 伊坂中央２丁目１５番地１９

伊坂２１６番地 ８６街区１０ 伊坂中央２丁目１５番地１９

伊坂２１８番地４ 伊坂中央２丁目１６番地３

伊坂２１８番地１３ ８４Ｂ街区１ 伊坂中央２丁目１０番地８

伊坂２１８番地１４ 伊坂中央２丁目１０番地５

伊坂２１８番地１７－２０４ ８４街区Ｂ－４ 伊坂中央２丁目１０番地１１－２０４

伊坂２１８番地１７ レオパレス２１栗橋Ⅰ１０５ 伊坂中央２丁目１０番地１１ レオパレス２１栗橋Ⅰ１０５

伊坂２１８番地１７ レオパレス２１栗橋Ⅰ１０７ 伊坂中央２丁目１０番地１１ レオパレス２１栗橋Ⅰ１０７

伊坂２１８番地１７ レオパレス２１栗橋Ⅰ１０９ 伊坂中央２丁目１０番地１１ レオパレス２１栗橋Ⅰ１０９

伊坂２１８番地１７ レオパレス２１栗橋Ⅰ２１０ 伊坂中央２丁目１０番地１１ レオパレス２１栗橋Ⅰ２１０

伊坂２１８番地１８ 伊坂中央２丁目１０番地３

伊坂２１８番地３０ ８４Ｂ街区２ 伊坂中央２丁目１０番地９

伊坂２２５番地 伊坂中央２丁目１１番地３

伊坂２２６番地 伊坂中央２丁目９番地４

伊坂２２８番地 伊坂中央２丁目９番地７

伊坂２２８番地３ 伊坂中央２丁目２番地１２

伊坂２２８番地７ ５６街区３ 伊坂中央２丁目２番地９

伊坂２３１番地 ７４街区９ 伊坂中央２丁目１２番地６

伊坂２３２番地１ 伊坂中央２丁目１１番地５

伊坂２３３番地 ８５街区１０ 伊坂中央２丁目１１番地９

伊坂２３４番地 伊坂中央２丁目１１番地１０

伊坂２４１番地 伊坂中央２丁目１３番地７

伊坂２４１番地 ７３街区６ 伊坂中央２丁目１３番地３

伊坂２４２番地１ 伊坂中央２丁目１番地１８

伊坂２４４番地１ ５７街区８ 伊坂中央２丁目１番地１０

伊坂２４４番地１ ５７街区８ 伊坂中央２丁目１番地１０

伊坂２４７番地 ５７街区１７ 伊坂中央２丁目１番地１９
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令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂２４７番地 ５７街区１７ 伊坂中央２丁目１番地１９

伊坂２５０番地１ ５７街区３ 伊坂中央２丁目１番地４

伊坂２５０番地３ ５７街区２０ 伊坂中央２丁目１番地２１

伊坂２５０番地３ ５７街区２４ 伊坂中央２丁目１番地２３

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション１０２ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション１０２

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション１０３ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション１０３

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション１０３ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション１０３

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション１０５ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション１０５

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション２０１ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション２０１

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション２０２ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション２０２

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション２０４ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション２０４

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション３０２ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション３０２

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション３０３ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション３０３

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション３０５ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション３０５

伊坂２５３番地 エス．ステ－ション３０５ 伊坂中央２丁目１番地１ エス．ステ－ション３０５

伊坂２５５番地４ ５７街区２５ 伊坂中央２丁目１番地２４

伊坂２５５番地５ ５７街区１９ 伊坂中央２丁目１番地２５

伊坂２５６番地７ アム－ル栗橋１０２ 伊坂中央２丁目２番地８ アム－ル栗橋１０２

伊坂２５６番地７ アムール栗橋２０１ 伊坂中央２丁目２番地８ アムール栗橋２０１

伊坂２５６番地７ アム－ル栗橋２０２ 伊坂中央２丁目２番地８ アム－ル栗橋２０２

伊坂２５７番地 伊坂中央２丁目２番地６

伊坂２５７番地１ 伊坂中央２丁目２番地３

伊坂２５７番地１ 伊坂中央２丁目２番地３

伊坂２５７番地２ 伊坂中央２丁目２番地７

伊坂２５７番地２ 伊坂中央２丁目２番地７

伊坂２５７番地２ ５６街区１８ 伊坂中央２丁目２番地５

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２５８番地１ ５６街区５ 伊坂中央２丁目２番地１４

伊坂２６０番地 ５５街区８ 伊坂中央２丁目３番地１４

伊坂２６２番地１ カ－サ・ソラ－レ１０２ 伊坂中央２丁目３番地１ カ－サ・ソラ－レ１０２

伊坂２６２番地１ カ－サ・ソラ－レ１０３ 伊坂中央２丁目３番地１ カ－サ・ソラ－レ１０３

伊坂２６２番地１ カ－サ・ソラ－レ２０１ 伊坂中央２丁目３番地１ カ－サ・ソラ－レ２０１

伊坂２６２番地１ カ－サ・ソラ－レ２０２ 伊坂中央２丁目３番地１ カ－サ・ソラ－レ２０２

伊坂２６２番地１ カーサ・ソラーレ２０３ 伊坂中央２丁目３番地１ カーサ・ソラーレ２０３

伊坂２６２番地１ カ－サ・ソラ－レ３０１ 伊坂中央２丁目３番地１ カ－サ・ソラ－レ３０１

伊坂２６２番地１ カ－サ・ソラ－レ３０２ 伊坂中央２丁目３番地１ カ－サ・ソラ－レ３０２

伊坂２６２番地１ カーサ・ソラーレ３０３ 伊坂中央２丁目３番地１ カーサ・ソラーレ３０３

伊坂２６２番地３ ５５街区１１ 伊坂中央２丁目３番地３

伊坂２６４番地１ ５５街区１２ 伊坂中央２丁目３番地５

伊坂２６４番地１ カ－サアウロ－ラⅡ１０１ 伊坂中央２丁目３番地５ カ－サアウロ－ラⅡ１０１

伊坂２６４番地１ カーサアウローラⅡ１０２ 伊坂中央２丁目３番地５ カーサアウローラⅡ１０２

伊坂２６４番地１ カーサアウローラⅡ１０２ 伊坂中央２丁目３番地５ カーサアウローラⅡ１０２

伊坂２６４番地１ カーサアウローラⅡ１０３ 伊坂中央２丁目３番地５ カーサアウローラⅡ１０３

伊坂２６４番地１ カ－サアウロ－ラⅡ１０４ 伊坂中央２丁目３番地５ カ－サアウロ－ラⅡ１０４

伊坂２６４番地１ カ－サアウロ－ラⅡ２０２ 伊坂中央２丁目３番地５ カ－サアウロ－ラⅡ２０２

伊坂２６４番地１ カ－サアウロ－ラⅡ２０３ 伊坂中央２丁目３番地５ カ－サアウロ－ラⅡ２０３

伊坂２６４番地１ カ－サアウロ－ラⅡ２０４ 伊坂中央２丁目３番地５ カ－サアウロ－ラⅡ２０４

伊坂２６５番地１ ５５街区１３ 伊坂中央２丁目３番地８

伊坂２６７番地３ ７６街区１０ 伊坂中央２丁目８番地１２

伊坂２６８番地 伊坂中央２丁目８番地１０

伊坂２６８番地 伊坂中央２丁目８番地１０

伊坂２６８番地３ ７６街区１ 伊坂中央２丁目８番地１１

伊坂２６８番地６ 伊坂中央２丁目８番地９

伊坂２６８番地１０ 伊坂中央２丁目５番地３

伊坂２６８番地１０ ７９街区１０ 伊坂中央２丁目５番地３

伊坂２６８番地１６ 伊坂中央２丁目７番地１０

伊坂２６８番地１７ 伊坂中央２丁目７番地８
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂２６８番地１８ ７７街区４ 伊坂中央２丁目７番地７

伊坂２６８番地２０ ７７街区９ 伊坂中央２丁目７番地１

伊坂２６９番地 ７９街区４ 伊坂中央２丁目５番地６

伊坂２６９番地 ７９街区４ 伊坂中央２丁目５番地６

伊坂２６９番地１ ７７街区１ 伊坂中央２丁目７番地４

伊坂２６９番地１ ７７街区１３ 伊坂中央２丁目７番地３

伊坂２６９番地１ ７９街区３ 伊坂中央２丁目５番地１１

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０１ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０１

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０４ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０４

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０６ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０６

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０９ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ１０９

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ１１０ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ１１０

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０２ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０２

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０５ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０５

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０６ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０６

伊坂２６９番地１ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０８ 伊坂中央２丁目７番地２ レオパレス２１栗橋Ⅱ２０８

伊坂２７１番地１ 伊坂中央２丁目６番地１１

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地１ ７８街区３ 伊坂中央２丁目６番地９

伊坂２７１番地２ ７８街区１ 伊坂中央２丁目６番地６

伊坂２７１番地１１ 伊坂中央２丁目６番地１

伊坂２７１番地１５ ７８街区１２ 伊坂中央２丁目６番地７

伊坂２７２番地 伊坂中央２丁目６番地５

伊坂２７３番地 伊坂中央２丁目１７番地１

伊坂２７３番地４ ８１街区１ 伊坂中央２丁目２０番地１６

伊坂２７３番地５ 伊坂中央２丁目２０番地１７

伊坂２７３番地５ ８１街区３ 伊坂中央２丁目２０番地１

伊坂２７３番地８ 伊坂中央２丁目１７番地１２

伊坂２７５番地１ 伊坂中央２丁目２０番地１４
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂２７５番地１ ８１街区６ 伊坂中央２丁目２０番地３

伊坂２７５番地２ 伊坂中央２丁目１７番地１０

伊坂２７５番地２ 伊坂中央２丁目１７番地１０

伊坂２７６番地２ ８２街区８ 伊坂中央２丁目１７番地２

伊坂２７６番地５ ８２街区１３ 伊坂中央２丁目１７番地７

伊坂２７６番地７ 伊坂中央２丁目１７番地４

伊坂２７７番地１ ８１街区７ 伊坂中央２丁目２０番地４

伊坂２７７番地１ ８１街区１３ 伊坂中央２丁目２０番地１３

伊坂２７７番地７ ８３街区２ 伊坂中央２丁目１８番地７

伊坂２７７番地９ ８３街区３ 伊坂中央２丁目１８番地９

伊坂２７７番地１１ 伊坂中央２丁目１８番地１０

伊坂２７７番地１３ 伊坂中央２丁目１８番地１１

伊坂２７８番地 伊坂中央２丁目１８番地２

伊坂２７８番地 ８３街区１１ 伊坂中央２丁目１８番地５

伊坂２７８番地１ ８１街区１１ 伊坂中央２丁目２０番地６

伊坂２７８番地１ ８１街区１１ 伊坂中央２丁目２０番地６

伊坂２７８番地１ ８１街区１２ 伊坂中央２丁目２０番地１２

伊坂２７９番地１ ８３街区９ 伊坂中央２丁目１８番地３

伊坂２７９番地１ ８３街区１０ 伊坂中央２丁目１８番地４

伊坂２８１番地２ シャト－グリ－ンⅡ１０２ 伊坂中央２丁目１９番地１ シャト－グリ－ンⅡ１０２

伊坂２８１番地２ シャト－グリ－ンⅡ１０３ 伊坂中央２丁目１９番地１ シャト－グリ－ンⅡ１０３

伊坂２８１番地２ シャト－グリ－ンⅡ２０１ 伊坂中央２丁目１９番地１ シャト－グリ－ンⅡ２０１

伊坂２８１番地２ シャト－グリ－ンⅡ２０３ 伊坂中央２丁目１９番地１ シャト－グリ－ンⅡ２０３

伊坂２８２番地 ８７街区８ 伊坂中央２丁目１９番地２

伊坂２８２番地１ ８１街区１０ 伊坂中央２丁目２０番地１０

伊坂２８２番地４ ８７街区５ 伊坂中央２丁目１９番地１５

伊坂２８３番地１ ８７街区１１ 伊坂中央２丁目１９番地１０

伊坂２８３番地３ ８７街区１４ 伊坂中央２丁目１９番地１３

伊坂２８３番地４ ８７街区４ 伊坂中央２丁目１９番地１２

伊坂２８３番地４ ８７街区１５ 伊坂中央２丁目１９番地１４

伊坂２８５番地１ ８７街区３ 伊坂中央２丁目１９番地７

伊坂２８５番地１ ８７街区１２ 伊坂中央２丁目１９番地１１

伊坂２８５番地１ カ－サアウロ－ラⅠ１０１ 伊坂中央２丁目１９番地７ カ－サアウロ－ラⅠ１０１

伊坂２８５番地１ カ－サアウロ－ラⅠ１０２ 伊坂中央２丁目１９番地７ カ－サアウロ－ラⅠ１０２

伊坂２８５番地１ カ－サアウロ－ラⅠ１０３ 伊坂中央２丁目１９番地７ カ－サアウロ－ラⅠ１０３
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂２８５番地１ カ－サアウロ－ラⅠ２０１ 伊坂中央２丁目１９番地７ カ－サアウロ－ラⅠ２０１

伊坂２８５番地１ カ－サアウロ－ラⅠ２０２ 伊坂中央２丁目１９番地７ カ－サアウロ－ラⅠ２０２

伊坂２８５番地１ カ－サアウロ－ラⅠ２０３ 伊坂中央２丁目１９番地７ カ－サアウロ－ラⅠ２０３

伊坂２８５番地１ カーサアウローラⅠ２０４ 伊坂中央２丁目１９番地７ カーサアウローラⅠ２０４

伊坂２８６番地１ ９０街区２１ 伊坂中央２丁目２５番地１９

伊坂２８６番地１ ９０街区２２ 伊坂中央２丁目２５番地２０

伊坂２８７番地１ ９０街区２ 伊坂中央２丁目２５番地１８

伊坂２９０番地５ ８９街区１８ 伊坂中央２丁目２４番地１

伊坂２９０番地１１ ９０街区１ 伊坂中央２丁目２５番地１７

伊坂２９１番地１ ８９街区１９ 伊坂中央２丁目２４番地２

伊坂２９１番地１ ８９街区２０ 伊坂中央２丁目２４番地３

伊坂２９１番地１ ９０街区１９ 伊坂中央２丁目２５番地１６

伊坂２９１番地１ ９４街区１ 伊坂南３丁目１番地１１

伊坂２９６番地１ ９３街区５ 伊坂南３丁目２番地１

伊坂２９９番地１ ９３街区３ 伊坂南３丁目２番地１１

伊坂３００番地１ ９３街区２ 伊坂南３丁目２番地９

伊坂３００番地２ 伊坂南３丁目２番地２

伊坂３００番地２ ９３街区１１ 伊坂南３丁目２番地４

伊坂３００番地２ １１３街区１８ 伊坂南３丁目８番地１

伊坂３００番地２ １１３街区１８ 伊坂南３丁目８番地１

伊坂３０１番地１ １１３街区３ 伊坂南３丁目８番地２１

伊坂３０１番地２ ９３街区７ 伊坂南３丁目２番地５

伊坂３０１番地２ ９３街区８ 伊坂南３丁目２番地６

伊坂３０３番地１ １１３街区２１ 伊坂南３丁目８番地２０

伊坂３０３番地２ 伊坂南３丁目２番地７

伊坂３０４番地１ １１３街区７ 伊坂南３丁目８番地５

伊坂３０４番地３ １１３街区２ 伊坂南３丁目８番地１７

伊坂３０４番地３ １１３街区１９ 伊坂南３丁目８番地１８

伊坂３０４番地４ １１３街区２０ 伊坂南３丁目８番地１９

伊坂３０５番地１ 伊坂南３丁目８番地９

伊坂３０５番地２ 伊坂南３丁目８番地１５

伊坂３０５番地３ １１３街区１６ 伊坂南３丁目８番地１４

伊坂３０５番地５ 伊坂南３丁目８番地１２

伊坂３０５番地７ 伊坂南３丁目８番地１１

伊坂３０５番地７ 伊坂南３丁目８番地１１
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂３０５番地１０ 伊坂南３丁目８番地６

伊坂３０６番地３ １１３街区４ 伊坂南３丁目８番地２

伊坂３０６番地４ 伊坂南３丁目８番地３

伊坂３０７番地１ １１４街区６ 伊坂南３丁目９番地２

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区７ 伊坂南３丁目９番地１

伊坂３０７番地１ １１４街区１０ 伊坂南３丁目９番地７

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅰ１０３ 伊坂南３丁目７番地１３ エクセル伊坂Ⅰ１０３

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅰ１０４ 伊坂南３丁目７番地１３ エクセル伊坂Ⅰ１０４

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅰ２０３ 伊坂南３丁目７番地１３ エクセル伊坂Ⅰ２０３

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅰ２０４ 伊坂南３丁目７番地１３ エクセル伊坂Ⅰ２０４

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅱ１０１ 伊坂南３丁目７番地１２ エクセル伊坂Ⅱ１０１

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅱ１０３ 伊坂南３丁目７番地１２ エクセル伊坂Ⅱ１０３

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅱ２０１ 伊坂南３丁目７番地１２ エクセル伊坂Ⅱ２０１

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅱ２０１ 伊坂南３丁目７番地１２ エクセル伊坂Ⅱ２０１

伊坂３０７番地１ エクセル伊坂Ⅱ２０２ 伊坂南３丁目７番地１２ エクセル伊坂Ⅱ２０２

伊坂３０９番地２ １１４街区４ 伊坂南３丁目９番地３

伊坂３０９番地２ １１４街区６ 伊坂南３丁目９番地２

伊坂３１１番地１ １１４街区１ 伊坂南３丁目９番地８

伊坂３１２番地１ 伊坂南３丁目１０番地１１

伊坂３１２番地１ １１７街区１３ 伊坂南３丁目１０番地１０

伊坂３１２番地３ 伊坂南３丁目１０番地１

伊坂３１２番地５ 伊坂南３丁目１０番地１２

伊坂３１４番地４ 伊坂南３丁目１０番地３

伊坂３１４番地１４ １１７街区９ 伊坂南３丁目１０番地７

伊坂３１４番地１５ 伊坂南３丁目１０番地６

伊坂３１４番地１６ 伊坂南３丁目１０番地５

伊坂３１４番地１７ １１７街区６ 伊坂南３丁目１０番地４

伊坂３１４番地１８ 伊坂南３丁目１０番地８
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂３１７番地１ １１６Ａ街区１１ 伊坂南３丁目６番地５

伊坂３１７番地２ １１８街区 伊坂南３丁目１１番地１１

伊坂３１７番地９ 伊坂南３丁目７番地１５

伊坂３１８番地 伊坂南３丁目１１番地９

伊坂３１８番地 伊坂南３丁目１１番地９

伊坂３１８番地１ 伊坂南３丁目７番地１６

伊坂３１８番地１ 伊坂南３丁目７番地１９

伊坂３１８番地９ １１６Ａ街区６ 伊坂南３丁目６番地６

伊坂３１８番地１０ １１５街区２９ 伊坂南３丁目７番地１７

伊坂３２１番地 伊坂南３丁目１１番地６

伊坂３２１番地３ １１８街区７ 伊坂南３丁目１１番地５

伊坂３２１番地５ 伊坂南３丁目１１番地４

伊坂３２３番地４ 伊坂南３丁目２６番地１４

伊坂３２３番地４ １５４街区２ 伊坂南３丁目２６番地１３

伊坂３２３番地５ １５４街区３ 伊坂南３丁目２６番地１５

伊坂３２３番地５ １５４街区３ 伊坂南３丁目２６番地１５

伊坂３２３番地５ １５４街区４ 伊坂南３丁目２６番地１

伊坂３２４番地３ １５４街区５ 伊坂南３丁目２６番地２

伊坂３２５番地１ １５４街区１０ 伊坂南３丁目２６番地１０

伊坂３２５番地３ １５３街区９ 伊坂南３丁目２４番地９

伊坂３２５番地７ 伊坂南３丁目２４番地３

伊坂３２５番地７ 伊坂南３丁目２４番地３

伊坂３２５番地１２ １５４街区１５ 伊坂南３丁目２６番地９

伊坂３２６番地 伊坂南３丁目２４番地７

伊坂３２７番地 伊坂南３丁目２５番地１２

伊坂３２７番地 伊坂南３丁目２５番地１４

伊坂３２７番地９ １５５街区３ 伊坂南３丁目２４番地５

伊坂３２８番地 伊坂南３丁目２５番地９

伊坂３２８番地３ １５４街区９ 伊坂南３丁目２６番地８

伊坂３２８番地９ 伊坂南３丁目２６番地４

伊坂３２９番地 伊坂南３丁目２５番地１６

伊坂３２９番地３ １５４街区７ 伊坂南３丁目２６番地５

伊坂３２９番地５ 伊坂南３丁目２５番地１

伊坂３２９番地５ 伊坂南３丁目２５番地１

伊坂３３０番地 伊坂南３丁目４番地８
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂３３０番地 伊坂南３丁目６番地７

伊坂３３０番地１ 伊坂南３丁目５番地６

伊坂３３０番地１ １１６Ａ街区１ 伊坂南３丁目６番地９

伊坂３３０番地１ １１６Ａ街区７－２ 伊坂南３丁目６番地７

伊坂３３０番地１ １１６Ａ街区７－３ 伊坂南３丁目６番地７

伊坂３３０番地１ １１６Ｂ街区１ 伊坂南３丁目５番地１０

伊坂３３１番地１ １１６Ａ街区１３ 伊坂南３丁目６番地３

伊坂３３２番地３ 伊坂南３丁目７番地１８

伊坂３３２番地３ １１６Ａ街区１１ 伊坂南３丁目６番地５

伊坂３３２番地５ 伊坂南３丁目７番地２１

伊坂３３５番地１ 伊坂南３丁目６番地１

伊坂３３５番地１ 伊坂南３丁目７番地２１

伊坂３３５番地１ 伊坂南３丁目７番地２１

伊坂３３５番地１ 伊坂南３丁目７番地２１

伊坂３３５番地１ 伊坂南３丁目７番地２１

伊坂３３６番地１ 伊坂南３丁目６番地１１

伊坂３３６番地４ 伊坂南３丁目７番地１１

伊坂３３７番地１ １１５街区１２ 伊坂南３丁目７番地２２

伊坂３３７番地３ １１６Ａ街区２ 伊坂南３丁目６番地１０

伊坂３４０番地１ １１５街区２６ 伊坂南３丁目７番地８

伊坂３４０番地４ １１５街区８ 伊坂南３丁目７番地２４

伊坂３４０番地５ １１５街区１２ 伊坂南３丁目７番地２２

伊坂３４０番地５ １１６Ｂ街区４ 伊坂南３丁目５番地１２

伊坂３４０番地５ １１６Ｂ街区５ 伊坂南３丁目５番地１

伊坂３４０番地５ １１６Ｂ街区６ 伊坂南３丁目５番地２

伊坂３４２番地１ １１５街区９ 伊坂南３丁目７番地６

伊坂３４３番地２ ９２Ｂ街区１４ 伊坂南３丁目４番地５

伊坂３４３番地２ ９２Ｂ街区１５ 伊坂南３丁目４番地６

伊坂３４３番地３ 伊坂南３丁目７番地４

伊坂３４３番地４ 伊坂南３丁目７番地２６

伊坂３４３番地４ 伊坂南３丁目７番地２６

伊坂３４５番地４ １１５街区３ 伊坂南３丁目７番地２

伊坂３４５番地６ １１５街区２４ 伊坂南３丁目７番地２８

伊坂３４５番地８ ９２Ｂ街区１３ 伊坂南３丁目４番地４

伊坂３４５番地１０ ９２Ｂ街区５ 伊坂南３丁目４番地１１
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂３４６番地７ 伊坂南３丁目７番地１

伊坂３５０番地 ９２Ａ街区２ 伊坂南３丁目３番地３

伊坂３５０番地 ９２Ａ街区２ 伊坂南３丁目３番地３

伊坂３５３番地２ ８９街区１６ 伊坂中央２丁目２４番地１５

伊坂３５５番地２ 伊坂南３丁目４番地１５

伊坂３５６番地１ ９２Ａ街区４ 伊坂南３丁目３番地１

伊坂３５８番地 ８９街区１５ 伊坂中央２丁目２４番地２０

伊坂３５８番地 ９３街区１ 伊坂南３丁目２番地８

伊坂３５８番地１ ８９街区３ 伊坂中央２丁目２４番地１９

伊坂３５８番地２ ８９街区２６ 伊坂中央２丁目２４番地９

伊坂３５８番地２ ８９街区２７ 伊坂中央２丁目２４番地１０

伊坂３６０番地１ ８９街区４　パルクタケヤＡ号室 伊坂中央２丁目２４番地２０ パルクタケヤＡ号室

伊坂３６０番地１ ８９街区４　パルクタケヤＢ号室 伊坂中央２丁目２４番地２０ パルクタケヤＢ号室

伊坂３６０番地１ ８９街区６ 伊坂中央２丁目２４番地２３

伊坂３６０番地１ ８９街区２１ 伊坂中央２丁目２４番地２４

伊坂３６０番地３ ８９街区２３ 伊坂中央２丁目２４番地２６

伊坂３６０番地３ ８９街区２４ 伊坂中央２丁目２４番地６

伊坂３６２番地３ ８９街区７ 伊坂中央２丁目２４番地２７

伊坂３７０番地１ ８９街区１０ 伊坂中央２丁目２４番地２８

伊坂３７５番地１ ８８Ｂ街区３ 伊坂中央２丁目２２番地６

伊坂３７５番地２ ８８Ｂ街区４ 伊坂中央２丁目２２番地７

伊坂３７５番地３ ８８Ｂ街区８ 伊坂中央２丁目２２番地３

伊坂３７５番地６ ８１街区１７ 伊坂中央２丁目２０番地１１

伊坂３７８番地１ ８８Ｂ街区６ 伊坂中央２丁目２２番地１

伊坂３８２番地１ ８８Ｂ街区５ 伊坂中央２丁目２２番地８

伊坂３８３番地１ ８０街区７ 伊坂中央２丁目２１番地８

伊坂３８３番地１ ８０街区８ 伊坂中央２丁目２１番地９

伊坂３８３番地１ ８０街区９ 伊坂中央２丁目２１番地１０

伊坂３８３番地３ ８０街区１ 伊坂中央２丁目２１番地７

伊坂３８３番地３ ８０街区１０ 伊坂中央２丁目２１番地６

伊坂３８８番地１ ８０街区５ 伊坂中央２丁目２１番地１

伊坂３８８番地１ 伊坂中央２丁目２１番地２

伊坂３８８番地３ ８０街区５ 伊坂中央２丁目２１番地１

伊坂３９０番地３ ５４街区２ 伊坂中央２丁目４番地８

伊坂３９０番地３ ５４街区２ 伊坂中央２丁目４番地８
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂３９０番地３ ５４街区２ 伊坂中央２丁目４番地８

伊坂３９０番地３ ８０街区５ 伊坂中央２丁目２１番地１

伊坂３９０番地４ ８０街区５ 伊坂中央２丁目２１番地１

伊坂３９８番地６ ５４街区１１ 伊坂中央２丁目４番地３

伊坂４０２番地１ ５２街区７ 伊坂北２丁目２番地２

伊坂４０４番地 伊坂北２丁目２番地７

伊坂４０５番地２ ５２街区３０ 伊坂北２丁目２番地２８

伊坂４０５番地３ ５２街区５ 伊坂北２丁目２番地２７

伊坂４０５番地３ ５２街区５ 伊坂北２丁目２番地２７

伊坂４０５番地３ ５２街区８ 伊坂北２丁目２番地３

伊坂４０６番地１ 伊坂北２丁目２番地９

伊坂４０６番地３ ５２街区１０ 伊坂北２丁目２番地２５

伊坂４０７番地１ 伊坂北２丁目２番地１０

伊坂４０７番地３ ５２街区１５ 伊坂北２丁目２番地２３

伊坂４０８番地１ 伊坂北２丁目２番地１３

伊坂４０８番地２ 伊坂北２丁目２番地２１

伊坂４０９番地 伊坂北２丁目２番地１５

伊坂４１０番地１ 伊坂北２丁目２番地１８

伊坂４１０番地７ 伊坂北２丁目２番地２０

伊坂４１１番地２ 伊坂北２丁目４番地１

伊坂４１３番地 伊坂北２丁目４番地９

伊坂４１４番地３ 伊坂北２丁目４番地８

伊坂４１５番地１ 伊坂北２丁目８番地１１

伊坂４１５番地３ 伊坂北２丁目８番地３８

伊坂４１５番地６ 伊坂北２丁目８番地３

伊坂４１５番地７ ３３街区６ 伊坂北２丁目８番地１

伊坂４１５番地７ ３３街区６ 伊坂北２丁目８番地１

伊坂４１５番地９ ３３街区９ 伊坂北２丁目８番地９

伊坂４１６番地１ ３３街区３９ 伊坂北２丁目８番地３３

伊坂４１６番地１ ３３街区３９ 伊坂北２丁目８番地３３

伊坂４１６番地１ ３３街区４０ 伊坂北２丁目８番地３２

伊坂４１６番地２ ３３街区３３ 伊坂北２丁目８番地２１

伊坂４１６番地２ ３３街区３４ 伊坂北２丁目８番地２０

伊坂４１６番地７ ３３街区１７ 伊坂北２丁目８番地３７

伊坂４１６番地７ ３３街区４１ 伊坂北２丁目８番地３６
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂４１６番地１０ ３３街区１５ 伊坂北２丁目８番地１４

伊坂４１７番地１ 伊坂北２丁目８番地２４

伊坂４１７番地２ 伊坂北２丁目８番地２２

伊坂４１７番地３ 伊坂北２丁目８番地３１

伊坂４１７番地４ 伊坂北２丁目８番地２８

伊坂４１８番地 ３３街区２６ 伊坂北２丁目８番地２６

伊坂４１８番地 ３３街区２７ 伊坂北２丁目８番地２６

伊坂４１８番地 ３３街区２７ 伊坂北２丁目８番地２６

伊坂４１８番地 ３３街区２７ 伊坂北２丁目８番地２６

伊坂４２０番地１ 伊坂北２丁目１０番地１０

伊坂４２０番地１ ３２街区１ 伊坂北２丁目９番地１

伊坂４２０番地１ ビブレ１０２ 伊坂北２丁目９番地１ ビブレ１０２

伊坂４２０番地１ ビブレ１０３ 伊坂北２丁目９番地１ ビブレ１０３

伊坂４２０番地１ ビブレ２０１ 伊坂北２丁目９番地１ ビブレ２０１

伊坂４２０番地１ ビブレ２０２ 伊坂北２丁目９番地１ ビブレ２０２

伊坂４２０番地１ ビブレ２０３ 伊坂北２丁目９番地１ ビブレ２０３

伊坂４２０番地２ 伊坂北２丁目１０番地３

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０２号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０２号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　１０２号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　１０２号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室

伊坂４２１番地１ ３２街区４　メゾン伊坂　２０１号室 伊坂北２丁目９番地４ メゾン伊坂　２０１号室
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久喜都市計画事業栗橋駅西
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令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂４２１番地２ 伊坂北２丁目１０番地５

伊坂４２２番地１ ３１街区１０ 伊坂北２丁目１０番地６

伊坂４２４番地 伊坂北２丁目１１番地４

伊坂４２７番地 ハイツ大島２０１ 伊坂北２丁目１１番地７ ハイツ大島２０１

伊坂４２７番地 ハイツ大島２０２ 伊坂北２丁目１１番地７ ハイツ大島２０２

伊坂４２７番地 ハイツ大島２０２ 伊坂北２丁目１１番地７ ハイツ大島２０２

伊坂４２７番地 ３０街区１７ 伊坂北２丁目１１番地１

伊坂４２７番地７ 伊坂北２丁目１１番地７

伊坂４２９番地２ 伊坂北２丁目１１番地１６

伊坂４２９番地２ 伊坂北２丁目１１番地１６

伊坂４３２番地 伊坂北２丁目１１番地５

伊坂４３３番地 ３０街区４ 伊坂北２丁目１１番地７

伊坂４３３番地 大島コーポ１０１ 伊坂北２丁目１１番地７ 大島コーポ１０１

伊坂４３３番地 大島コーポ２０１ 伊坂北２丁目１１番地７ 大島コーポ２０１

伊坂４３３番地 大島コーポ２０２ 伊坂北２丁目１１番地７ 大島コーポ２０２

伊坂４３４番地 伊坂北２丁目１１番地１２

伊坂４３７番地１ １４街区４ 伊坂北２丁目１４番地３

伊坂４３７番地２ 伊坂北２丁目１４番地４

伊坂４３７番地５ 伊坂北２丁目１５番地７

伊坂４３７番地６ 伊坂北２丁目１５番地５

伊坂４３７番地８ 伊坂北２丁目１５番地３

伊坂４３７番地９ ７街区７ 伊坂北２丁目１５番地２

伊坂４３７番地１０ １４街区３ 伊坂北２丁目１４番地２

伊坂４３８番地３ ７街区８ 伊坂北２丁目１５番地８

伊坂４３８番地４ 伊坂北２丁目１５番地１２

伊坂４３８番地５ ７街区１０ 伊坂北２丁目１５番地１０

伊坂４３９番地 伊坂北２丁目１５番地１９

伊坂４４０番地 伊坂北２丁目１５番地２３

伊坂４４２番地 伊坂北２丁目２０番地１６

伊坂４４２番地 伊坂北２丁目１９番地１０

伊坂４４２番地４ 伊坂北２丁目２０番地６

伊坂４４２番地５ ４街区９ 伊坂北２丁目１９番地９

伊坂４４２番地６ ４街区７ 伊坂北２丁目１９番地５

伊坂４４３番地１ 伊坂北２丁目２１番地６

伊坂４４３番地２ 伊坂北２丁目２０番地１０
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旧新住所対照表

伊坂４４３番地３ 伊坂北２丁目２０番地９

伊坂４４３番地３ 伊坂北２丁目２０番地９

伊坂４４３番地４ ３街区１４ 伊坂北２丁目２０番地１３

伊坂４４３番地４ 伊坂北２丁目２０番地１３

伊坂４４４番地 伊坂北２丁目２１番地１

伊坂４４４番地 伊坂北２丁目１９番地８

伊坂４４４番地１ １街区６ 伊坂北２丁目２１番地３

伊坂４４４番地１ １街区６ 伊坂北２丁目２１番地３

伊坂４４４番地１ 国分アパートＡ１０３ 伊坂北２丁目２１番地４ 国分アパートＡ１０３

伊坂４４４番地１ 国分アパートＡ１０３ 伊坂北２丁目２１番地４ 国分アパートＡ１０３

伊坂４４４番地１ 国分アパートＡ２０１ 伊坂北２丁目２１番地４ 国分アパートＡ２０１

伊坂４４４番地１ 国分アパートＡ２０２ 伊坂北２丁目２１番地４ 国分アパートＡ２０２

伊坂４４４番地１ 国分アパートＡ２０３ 伊坂北２丁目２１番地４ 国分アパートＡ２０３

伊坂４４４番地１ 国分アパートＢ１０１ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＢ１０１

伊坂４４４番地１ 国分アパートＢ１０２ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＢ１０２

伊坂４４４番地１ 国分アパートＢ１０３ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＢ１０３

伊坂４４４番地１ 国分アパートＢ２０２ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＢ２０２

伊坂４４４番地１ 国分アパートＢ２０３ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＢ２０３

伊坂４４４番地１ 国分アパートＣ１０１Ａ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＣ１０１Ａ

伊坂４４４番地１ 国分アパートＣ１０１Ｂ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＣ１０１Ｂ

伊坂４４４番地１ 国分アパートＣ１０２ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＣ１０２

伊坂４４４番地１ 国分アパートＣ―１０３ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＣ―１０３

伊坂４４４番地１ 国分アパートＣ２０３ 伊坂北２丁目２１番地３ 国分アパートＣ２０３

伊坂４４５番地 伊坂北２丁目２２番地６

伊坂４４５番地 伊坂北２丁目２２番地５

伊坂４４５番地 伊坂北２丁目２２番地７

伊坂４４５番地６ ２街区３ 伊坂北２丁目２２番地５

伊坂４４５番地７ 伊坂北２丁目２２番地２

伊坂４５５番地 ７街区１８ 伊坂北２丁目１５番地２１

伊坂４６０番地１ グループホームきらら 伊坂北２丁目１５番地１５ グループホームきらら

伊坂４６０番地１ グループホームきらら 伊坂北２丁目１５番地１５ グループホームきらら

伊坂４６０番地１ グループホームきらら 伊坂北２丁目１５番地１５ グループホームきらら

伊坂４６０番地１ グループホームきらら 伊坂北２丁目１５番地１５ グループホームきらら

伊坂４６０番地１ グループホームきらら 伊坂北２丁目１５番地１５ グループホームきらら

伊坂４６０番地１ グループホームきらら 伊坂北２丁目１５番地１５ グループホームきらら
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂４６３番地 フォレストハイムＡ１０１ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＡ１０１

伊坂４６３番地 フォレストハイムＡ１０２ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＡ１０２

伊坂４６３番地 フォレストハイムＡ２０１ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＡ２０１

伊坂４６３番地 フォレストハイムＡ２０２ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＡ２０２

伊坂４６３番地 フォレストハイムＢ１０２ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＢ１０２

伊坂４６３番地 フォレストハイムＢ２０１ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＢ２０１

伊坂４６３番地 フォレストハイムＢ２０１ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＢ２０１

伊坂４６３番地 フォレストハイムＢ２０２ 伊坂北２丁目１５番地１６ フォレストハイムＢ２０２

伊坂４６４番地１ 伊坂北２丁目２０番地２

伊坂４６４番地２ ４街区２ 伊坂北２丁目１９番地１

伊坂４６６番地１ 伊坂北２丁目２０番地３

伊坂４６６番地２ 伊坂北２丁目２０番地１８

伊坂４６８番地１ 伊坂北２丁目１８番地８

伊坂４６９番地３ 伊坂北２丁目１８番地９

伊坂４６９番地３ 伊坂北２丁目１８番地９

伊坂４６９番地５ 伊坂北２丁目１８番地６

伊坂４７０番地１ ５街区１ 伊坂北２丁目１８番地１

伊坂４７０番地１ ５街区２ 伊坂北２丁目１８番地２

伊坂４７０番地１ ９街区６ 伊坂北２丁目１７番地５

伊坂４７０番地４ ９街区８ 伊坂北２丁目１７番地６

伊坂４７０番地７ ５街区１０ 伊坂北２丁目１８番地３

伊坂４７０番地８ ５街区１１ 伊坂北２丁目１８番地４

伊坂４７１番地１ ８街区５ 伊坂北２丁目１６番地５

伊坂４７１番地２ 伊坂北２丁目１６番地６

伊坂４７２番地 ９街区４ 伊坂北２丁目１７番地３

伊坂４７３番地１ ９街区４ 伊坂北２丁目１７番地３

伊坂４７３番地１ ９街区４ 伊坂北２丁目１７番地３

伊坂４７３番地３ ９街区４ 伊坂北２丁目１７番地３

伊坂４７３番地５ ９街区４ 伊坂北２丁目１７番地３

伊坂４７３番地６ ９街区４ 伊坂北２丁目１７番地３

伊坂４７４番地１ ８街区１ 伊坂北２丁目１６番地２

伊坂４７４番地１ ９街区２ 伊坂北２丁目１７番地２

伊坂４７４番地１ ９街区２ 伊坂北２丁目１７番地２

伊坂４７４番地１ ジリオⅠ１０１ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅠ１０１

伊坂４７４番地１ ジリオⅠ１０２ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅠ１０２
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂４７４番地１ ジリオⅠ２０１ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅠ２０１

伊坂４７４番地１ ジリオⅠ２０２ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅠ２０２

伊坂４７４番地１ ジリオⅡ１０１ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅡ１０１

伊坂４７４番地１ ジリオⅡ１０３ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅡ１０３

伊坂４７４番地１ ジリオⅡ１０４ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅡ１０４

伊坂４７４番地１ ジリオⅡ２０１ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅡ２０１

伊坂４７４番地１ ジリオⅡ２０２ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅡ２０２

伊坂４７４番地１ ジリオⅡ２０３ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅡ２０３

伊坂４７４番地１ ジリオⅡ２０４ 伊坂北２丁目１６番地３ ジリオⅡ２０４

伊坂４７４番地１ ジリオⅢ２０１ 伊坂北２丁目１７番地２ ジリオⅢ２０１

伊坂４７４番地１ ジリオⅢ２０２ 伊坂北２丁目１７番地２ ジリオⅢ２０２

伊坂４７４番地１ ジリオⅣ１０１ 伊坂北２丁目１７番地２ ジリオⅣ１０１

伊坂４７４番地１ ジリオⅣ１０２ 伊坂北２丁目１７番地２ ジリオⅣ１０２

伊坂４７５番地 ８街区２ 伊坂北２丁目１６番地１

伊坂４７５番地 ９街区１ 伊坂北２丁目１７番地１

伊坂４７９番地３ 伊坂北２丁目１２番地１２

伊坂４７９番地３ 伊坂北２丁目１２番地１２

伊坂４７９番地３ 伊坂北２丁目１２番地１２

伊坂４８０番地１ ２９街区５ 伊坂北２丁目１２番地４

伊坂４８０番地２ 伊坂北２丁目１２番地１５

伊坂４８０番地３ ２９街区７ 伊坂北２丁目１２番地６

伊坂４８１番地４ ２９街区１８ 伊坂北２丁目１２番地１８

伊坂４８１番地５ ２９街区４ 伊坂北２丁目１２番地２２

伊坂４８１番地５ ２９街区１９ 伊坂北２丁目１２番地１７

伊坂４８２番地 ２９街区１ 伊坂北２丁目１２番地３

伊坂４８２番地 ２９街区１ 伊坂北２丁目１２番地３

伊坂４８２番地 ２９街区１－２ 伊坂北２丁目１２番地３

伊坂４８２番地 ２９街区１－３ 伊坂北２丁目１２番地３

伊坂４８２番地 ２９街区１－５ 伊坂北２丁目１２番地３

伊坂４８２番地 ２９街区１－５ 伊坂北２丁目１２番地３

伊坂４８３番地２ ２９街区２ 伊坂北２丁目１２番地２

伊坂４８３番地２ ２９街区２ 伊坂北２丁目１２番地２

伊坂４８５番地１ ３４街区７ 伊坂北２丁目７番地４３

伊坂４８５番地２ ３４街区１５ 伊坂北２丁目７番地４４

伊坂４８６番地８ ３４街区１０ 伊坂北２丁目７番地３６
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂４８７番地１ ３４街区２ 伊坂北２丁目７番地３５

伊坂４８７番地２ ３４街区３ 伊坂北２丁目７番地４７

伊坂４８８番地２ ８２街区３ 伊坂中央２丁目１７番地１１

伊坂４９０番地４ 伊坂北２丁目７番地３０

伊坂４９０番地５ 伊坂北２丁目７番地３１

伊坂４９０番地８ ３６街区２８ 伊坂北２丁目７番地４９

伊坂４９１番地１ 伊坂北２丁目７番地５１

伊坂４９１番地２ ３６街区２９ 伊坂北２丁目７番地２５

伊坂４９１番地３ ３６街区３０ 伊坂北２丁目７番地２３

伊坂４９１番地３ ３６街区３０ 伊坂北２丁目７番地２３

伊坂４９１番地５ ３６街区３１ 伊坂北２丁目７番地２１

伊坂４９１番地７ ３６街区３３ 伊坂北２丁目７番地１８

伊坂４９２番地２ 伊坂北２丁目７番地５２

伊坂４９４番地３ 伊坂北２丁目７番地４

伊坂４９４番地４ ３６街区６ 伊坂北２丁目７番地７

伊坂４９４番地８ ３６街区１１ 伊坂北２丁目７番地２

伊坂４９４番地９ 伊坂北２丁目７番地３

伊坂４９４番地１０ ３６街区３ 伊坂北２丁目７番地９

伊坂４９５番地１ ４９街区６ 伊坂北２丁目５番地６

伊坂４９５番地２ ４９街区８ 伊坂北２丁目５番地８

伊坂４９５番地３ 伊坂北２丁目６番地４

伊坂４９５番地３ 伊坂北２丁目６番地４

伊坂４９５番地４ ４８街区２ 伊坂北２丁目６番地２

伊坂４９５番地５ ハイツ三浦１０３ 伊坂北２丁目６番地５ ハイツ三浦１０３

伊坂４９５番地７ 伊坂北２丁目５番地４

伊坂４９５番地８ 伊坂北２丁目５番地３

伊坂４９６番地 ４８街区１ 伊坂北２丁目６番地１

伊坂４９６番地 ４８街区１ 伊坂北２丁目６番地１

伊坂４９６番地 ４８街区１ 伊坂北２丁目６番地１

伊坂４９６番地 ４９街区１ 伊坂北２丁目５番地１

伊坂４９６番地 ４９街区１ 伊坂北２丁目５番地１

伊坂４９７番地 ５０街区１０ 伊坂北２丁目１番地１２

伊坂４９７番地 メゾン英１０１ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０１

伊坂４９７番地 メゾン英１０２ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０２

伊坂４９７番地 メゾン英１０３ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０３
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂４９７番地 メゾン英１０５ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０５

伊坂４９７番地 メゾン英１０５ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０５

伊坂４９７番地 メゾン英１０６ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０６

伊坂４９７番地 メゾン英１０６ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０６

伊坂４９７番地 メゾン英１０７ 伊坂北２丁目１番地１５ メゾン英１０７

伊坂４９７番地１ ５０街区１５ 伊坂北２丁目１番地１４

伊坂４９７番地１ ５０街区１６ 伊坂北２丁目１番地１３

伊坂４９８番地２ ５０街区３ 伊坂北２丁目１番地８

伊坂４９９番地 伊坂北２丁目１番地３

伊坂５００番地１ 伊坂北２丁目１番地１６

伊坂５０１番地１ 伊坂北１丁目７番地５

伊坂５０５番地１ ４７街区２７ 伊坂北１丁目７番地２

伊坂５０５番地３ サンブリッジ１－Ａ 伊坂北１丁目７番地８ サンブリッジ１－Ａ

伊坂５０５番地３ サンブリッジ２－Ｃ 伊坂北１丁目７番地８ サンブリッジ２－Ｃ

伊坂５０５番地３ サンブリッジ２－Ｄ 伊坂北１丁目７番地８ サンブリッジ２－Ｄ

伊坂５０５番地３ サンブリッジ２－Ａ 伊坂北１丁目７番地８ サンブリッジ２－Ａ

伊坂５０５番地３ サンブリッジ２－Ａ 伊坂北１丁目７番地８ サンブリッジ２－Ａ

伊坂５０６番地１ ４７街区１２ 伊坂北１丁目７番地２５

伊坂５０６番地３ 伊坂北１丁目７番地９

伊坂５０７番地１ ４７街区２０ 伊坂北１丁目７番地２２

伊坂５０７番地２ 伊坂北１丁目７番地１３

伊坂５０７番地２ 伊坂北１丁目７番地１３

伊坂５０８番地 ４７街区２２ 伊坂北１丁目７番地１７

伊坂５０８番地 ４７街区２２ 伊坂北１丁目７番地１７

伊坂５０８番地 ４７街区２２ 伊坂北１丁目７番地１７

伊坂５０８番地 ４７街区２２ 伊坂北１丁目７番地１７

伊坂５０８番地 ４７街区２２ 伊坂北１丁目７番地１７

伊坂５０９番地１ 伊坂北１丁目７番地１９

伊坂５０９番地３ 伊坂北１丁目７番地２０

伊坂５１１番地 伊坂北１丁目８番地２

伊坂５１３番地 伊坂北１丁目８番地１

伊坂５１４番地 伊坂北１丁目８番地８

伊坂５１６番地 伊坂北１丁目８番地４５

伊坂５１７番地 伊坂北１丁目８番地１５

伊坂５２０番地 ３７街区１９ 伊坂北１丁目８番地４０
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伊坂５２１番地１ ３７街区１７ 伊坂北１丁目８番地１８

伊坂５２１番地２ ３７街区４７ 伊坂北１丁目８番地１６

伊坂５２１番地２ ３７街区４７ 伊坂北１丁目８番地１６

伊坂５２２番地 伊坂北１丁目８番地４２

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　１０１ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　１０１

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　１０３ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　１０３

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　１０４ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　１０４

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　２０１ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　２０１

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　２０２ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　２０２

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　２０３ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　２０３

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　２０３ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　２０３

伊坂５２２番地１ ３７街区２５　ヴィラ　フェリーチェ　２０４ 伊坂北１丁目８番地２０ ヴィラ　フェリーチェ　２０４

伊坂５２３番地 ３７街区３１ 伊坂北１丁目８番地３８

伊坂５２３番地 ３７街区３１ 伊坂北１丁目８番地３８

伊坂５２４番地 伊坂北１丁目８番地３６

伊坂５２５番地２ 伊坂北１丁目８番地９

伊坂５２６番地 ３７街区２７ 伊坂北１丁目８番地３４

伊坂５２８番地１ ３７街区３４ 伊坂北１丁目８番地２４

伊坂５２８番地２ ３７街区３６ 伊坂北１丁目８番地２５

伊坂５３０番地 伊坂北１丁目８番地３２

伊坂５３０番地 伊坂北１丁目８番地３２

伊坂５３１番地１ ３７街区４４ 伊坂北１丁目８番地２９

伊坂５３１番地１ ３７街区４４ 伊坂北１丁目８番地２９

伊坂５３１番地３ ３７街区３９ 伊坂北１丁目８番地２６

伊坂５３１番地５ ３７街区４２ 伊坂北１丁目８番地２７

伊坂５３２番地 ２８街区２６ 伊坂北１丁目２２番地２

伊坂５３５番地３ ２８街区２４ 伊坂北１丁目２２番地９

伊坂５３６番地１ 伊坂北１丁目２２番地１０

伊坂５３６番地１ 伊坂北１丁目２２番地１０

伊坂５３６番地２ ２８街区１０ 伊坂北１丁目２２番地２４

伊坂５３７番地２ 伊坂北１丁目２２番地１２

伊坂５３８番地３ 伊坂北１丁目２２番地１５

伊坂５３８番地４ 伊坂北１丁目２２番地１９

伊坂５３８番地５ 伊坂北１丁目２２番地１６

伊坂５４１番地１ １６街区４ 伊坂北１丁目２３番地６
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂５４１番地１ １６街区５ 伊坂北１丁目２３番地７

伊坂５４１番地１ １６街区６ 伊坂北１丁目２３番地７

伊坂５４１番地１ １６街区７ 伊坂北１丁目２３番地１０

伊坂５４１番地１ １６街区８ 伊坂北１丁目２３番地１０

伊坂５４２番地１ １１街区２ 伊坂北１丁目２７番地３

伊坂５４２番地２ 伊坂北１丁目２６番地２

伊坂５４２番地４ １１街区７ 伊坂北１丁目２７番地２

伊坂５４３番地１ １３７街区４ 伊坂南１丁目１６番地３

伊坂５４３番地２ １１街区３ 伊坂北１丁目２７番地４

伊坂５４３番地３ １１街区６ 伊坂北１丁目２７番地７

伊坂５４４番地１ 伊坂北１丁目２７番地５

伊坂５４４番地２ 伊坂北１丁目２６番地５

伊坂５４５番地 １１街区５ 伊坂北１丁目２７番地６

伊坂５４５番地 ジャルダンＫ１０１ 伊坂北１丁目２７番地６ ジャルダンＫ１０１

伊坂５４５番地 ジャルダンＫ１０３ 伊坂北１丁目２７番地６ ジャルダンＫ１０３

伊坂５４５番地 ジャルダンＫ２０１ 伊坂北１丁目２７番地６ ジャルダンＫ２０１

伊坂５４５番地 ジャルダンＫ２０３ 伊坂北１丁目２７番地６ ジャルダンＫ２０３

伊坂５４６番地１ 伊坂北１丁目２８番地５

伊坂５４８番地 伊坂北１丁目２８番地１

伊坂５５０番地２ 伊坂北１丁目２８番地８

伊坂５５０番地３ 伊坂北１丁目２９番地５

伊坂５５０番地４ 伊坂北１丁目２８番地９

伊坂５５０番地５ 伊坂北１丁目２９番地４

伊坂５５０番地６ 伊坂北１丁目２８番地１１

伊坂５５０番地７ 伊坂北１丁目２９番地３

伊坂５５０番地８ 伊坂北１丁目２８番地１３

伊坂５５０番地９ ６街区５ 伊坂北１丁目２９番地２

伊坂５５０番地１０ 伊坂北１丁目２８番地１５

伊坂５５０番地１１ ６街区６ 伊坂北１丁目２９番地１

伊坂５５０番地１１ ６街区６ 伊坂北１丁目２９番地１

伊坂５５１番地 ６街区８ 伊坂北１丁目２９番地８

伊坂５７１番地３ 伊坂北１丁目２９番地１４

伊坂５７１番地７ 伊坂北１丁目２９番地１５

伊坂５７１番地８ 伊坂北１丁目２９番地１１

伊坂５７１番地９ 伊坂北１丁目２９番地９
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂５７３番地３ ４６Ａ街区３ 伊坂北１丁目６番地１

伊坂５７６番地２ 伊坂北１丁目２４番地１２

伊坂５７６番地３ 伊坂北１丁目２４番地１４

伊坂５７６番地４ 伊坂北１丁目２４番地１６

伊坂５７６番地５ 伊坂北１丁目２４番地１８

伊坂５７６番地７ 伊坂北１丁目２４番地２３

伊坂５７６番地８ １７Ａ街区３６ 伊坂北１丁目２５番地１

伊坂５７６番地９ 伊坂北１丁目２５番地４

伊坂５７６番地１０ 伊坂北１丁目２５番地６

伊坂５７６番地１１ １７Ｂ街区５ 伊坂北１丁目２５番地８

伊坂５７６番地１２ 伊坂北１丁目２５番地１０

伊坂５７６番地１３ 伊坂北１丁目２５番地１２

伊坂５７８番地 伊坂北１丁目２４番地２４

伊坂５７８番地２ 伊坂北１丁目２４番地１１

伊坂５７８番地２　１７Ａ街区１０ 伊坂北１丁目２４番地１１

伊坂５７９番地 ストロベリーフィールド１０１ 伊坂北１丁目２４番地２６ ストロベリーフィールド１０１

伊坂５７９番地 ストロベリーフィールド１０３ 伊坂北１丁目２４番地２６ ストロベリーフィールド１０３

伊坂５７９番地 ストロベリーフィールド１０５ 伊坂北１丁目２４番地２６ ストロベリーフィールド１０５

伊坂５７９番地 ストロベリーフィールド２０１ 伊坂北１丁目２４番地２６ ストロベリーフィールド２０１

伊坂５７９番地 ストロベリーフィールド２０２ 伊坂北１丁目２４番地２６ ストロベリーフィールド２０２

伊坂５７９番地 ストロベリーフィールド２０３ 伊坂北１丁目２４番地２６ ストロベリーフィールド２０３

伊坂５７９番地 ストロベリーフィールド２０５ 伊坂北１丁目２４番地２６ ストロベリーフィールド２０５

伊坂５８０番地 １７Ａ街区１ 伊坂北１丁目２４番地７

伊坂５８１番地 伊坂北１丁目２４番地７

伊坂５８１番地 １７Ａ街区２ 伊坂北１丁目２４番地６

伊坂５８２番地 伊坂北１丁目２４番地５

伊坂５８５番地 伊坂北１丁目２１番地２２

伊坂５８６番地 伊坂北１丁目２１番地１７

伊坂５８６番地 ２７街区２５ 伊坂北１丁目２１番地１８

伊坂５８７番地 ２７街区２３ 伊坂北１丁目２１番地１６

伊坂５８７番地 ２７街区２３ 伊坂北１丁目２１番地１６

伊坂５８７番地 ２７街区２３ 伊坂北１丁目２１番地１６

伊坂５８８番地１ 伊坂北１丁目２１番地１４

伊坂５８９番地１ ２７街区１６ 伊坂北１丁目２１番地９

伊坂５８９番地２ 伊坂北１丁目２１番地２７
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂５９０番地１ ２７街区１４ 伊坂北１丁目２１番地２９

伊坂５９０番地２ ２７街区１３ 伊坂北１丁目２１番地８

伊坂５９１番地３ 伊坂北１丁目２１番地７

伊坂５９２番地 伊坂北１丁目２１番地６

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住１０１ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住１０１

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住１０１ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住１０１

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住１０１ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住１０１

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住１０１ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住１０１

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住１０２ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住１０２

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住１０３ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住１０３

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住１０４ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住１０４

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住２０２ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住２０２

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住２０３ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住２０３

伊坂５９２番地 ファームヤード吉住２０４ 伊坂北１丁目２１番地６ ファームヤード吉住２０４

伊坂５９４番地１ 伊坂北１丁目２１番地３３

伊坂５９６番地 ２７街区４ 伊坂北１丁目２１番地１

伊坂５９７番地 伊坂北１丁目２１番地４

伊坂５９８番地２ ３８街区３０ 伊坂北１丁目９番地１９

伊坂６００番地 伊坂北１丁目９番地２１

伊坂６０２番地 ３８街区９　フェリオ　１０１ 伊坂北１丁目９番地１１ フェリオ　１０１

伊坂６０２番地 ３８街区９　フェリオ　１０３ 伊坂北１丁目９番地１１ フェリオ　１０３

伊坂６０２番地 ３８街区９　フェリオ　２０１ 伊坂北１丁目９番地１１ フェリオ　２０１

伊坂６０２番地 ３８街区９　フェリオ　２０２ 伊坂北１丁目９番地１１ フェリオ　２０２

伊坂６０２番地 ３８街区９　フェリオ　２０３ 伊坂北１丁目９番地１１ フェリオ　２０３

伊坂６０３番地 ３８街区１５ 伊坂北１丁目９番地２２

伊坂６０４番地 伊坂北１丁目９番地２４

伊坂６０５番地 伊坂北１丁目９番地２７

伊坂６０６番地 伊坂北１丁目９番地１０

伊坂６０７番地 ４６Ｂ街区１ 伊坂北１丁目５番地３

伊坂６１２番地 伊坂北１丁目９番地７

伊坂６１４番地 ３８街区４ 伊坂北１丁目９番地６

伊坂６１５番地３ 伊坂北１丁目９番地２

伊坂６１７番地 伊坂北１丁目６番地１５

伊坂６１７番地２ リバーストーン栗橋１０１ 伊坂北１丁目６番地１４ リバーストーン栗橋１０１

伊坂６１７番地２ リバーストーン栗橋１０２ 伊坂北１丁目６番地１４ リバーストーン栗橋１０２
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令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂６１７番地２ リバーストーン栗橋２０１ 伊坂北１丁目６番地１４ リバーストーン栗橋２０１

伊坂６１７番地２ リバーストーン栗橋２０２ 伊坂北１丁目６番地１４ リバーストーン栗橋２０２

伊坂６１８番地１ 伊坂北１丁目６番地４

伊坂６１８番地２ ４６Ａ街区５ 伊坂北１丁目６番地５

伊坂６１８番地３ 伊坂北１丁目６番地２０

伊坂６１８番地４ 伊坂北１丁目６番地１７

伊坂６１８番地５ 伊坂北１丁目６番地８

伊坂６１８番地６ 伊坂北１丁目６番地１０

伊坂６１９番地 ４６Ａ街区２ 伊坂北１丁目６番地２

伊坂６２２番地１ ４５街区１ 伊坂北１丁目１０番地４

伊坂６２３番地 伊坂北１丁目１０番地５

伊坂６２５番地１ 伊坂北１丁目１１番地１

伊坂６２５番地２ 伊坂北１丁目１１番地４

伊坂６２６番地１ ４３街区５ 伊坂北１丁目４番地７

伊坂６２８番地２ ４０街区１ 伊坂北１丁目１５番地６

伊坂６２８番地４ ４１街区１ 伊坂北１丁目１２番地５

伊坂６３０番地 伊坂北１丁目１０番地７

伊坂６３１番地１ ４５街区５ 伊坂北１丁目１０番地９

伊坂６３１番地２ ４０街区８ 伊坂北１丁目１５番地４

伊坂６３２番地１ ３９街区１４ 伊坂北１丁目１６番地２

伊坂６３２番地１ ３９街区１４ 伊坂北１丁目１６番地２

伊坂６３３番地 ３９街区１３　グレイス１０１ 伊坂北１丁目１６番地１ グレイス１０１

伊坂６３３番地 ３９街区１３　グレイス２０２ 伊坂北１丁目１６番地１ グレイス２０２

伊坂６３５番地１ ４０街区６ 伊坂北１丁目１５番地２

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン１０２ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン１０２

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン１０２ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン１０２

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン１０２ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン１０２

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン１０３ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン１０３

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン１０５ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン１０５

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン２０２ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン２０２

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン２０３ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン２０３

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン２０４ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン２０４

伊坂６３９番地１ レオパレスローズワン２０４ 伊坂北１丁目１９番地４ レオパレスローズワン２０４

伊坂６４１番地 １８街区１４ 伊坂北１丁目１９番地５

伊坂６４２番地 伊坂北１丁目１９番地９
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂６４２番地 １８街区８ 伊坂北１丁目１９番地９

伊坂６４８番地 １９街区１０ 伊坂北１丁目１８番地４

伊坂６４８番地 １９街区１０ 伊坂北１丁目１８番地４

伊坂６５２番地 伊坂北１丁目１４番地１０

伊坂６５４番地２ ２４街区９ 伊坂北１丁目１４番地１２

伊坂６５８番地 伊坂北１丁目４番地６

伊坂６５８番地１ ４６Ｂ街区６ 伊坂北１丁目５番地１

伊坂６５９番地 ４６Ｂ街区７ 伊坂北１丁目５番地２

伊坂６６１番地３ ４６Ｂ街区３ 伊坂北１丁目５番地５

伊坂６７１番地２ 伊坂北１丁目４番地１

伊坂６７２番地２ ５７街区６ 伊坂中央２丁目１番地８

伊坂６７３番地１ ５８街区１ 伊坂中央１丁目４番地１３

伊坂６７４番地６ 伊坂中央２丁目１番地１３

伊坂６７５番地 伊坂中央１丁目４番地１２

伊坂６７６番地 ５７街区７ 伊坂中央２丁目１番地９

伊坂６７６番地 ５７街区７ 伊坂中央２丁目１番地９

伊坂６７６番地 ウエストハイツＡ１０１ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＡ１０１

伊坂６７６番地 ウエストハイツＡ１０１ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＡ１０１

伊坂６７６番地 ウエストハイツＡ１０２ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＡ１０２

伊坂６７６番地 ウエストハイツＡ１０３ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＡ１０３

伊坂６７６番地 ウエストハイツＡ２０１ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＡ２０１

伊坂６７６番地 ウエストハイツＡ２０２ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＡ２０２

伊坂６７６番地 ウエストハイツＡ２０３ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＡ２０３

伊坂６７６番地 ウエストハイツＢ１０１ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＢ１０１

伊坂６７６番地 ウエストハイツＢ１０２ 伊坂中央１丁目５番地７ ウエストハイツＢ１０２

伊坂６７８番地２ 伊坂中央１丁目４番地１４

伊坂６７８番地２ 伊坂中央１丁目４番地１４

伊坂６７８番地５ 伊坂中央１丁目４番地１５

伊坂６７８番地７ ５８街区３ 伊坂中央１丁目４番地１０

伊坂６７９番地 ６９街区３ 伊坂中央１丁目５番地４

伊坂６８０番地 伊坂北１丁目１６番地５

伊坂６８１番地 伊坂北１丁目１６番地８

伊坂６８２番地 伊坂北１丁目１６番地１２

伊坂６８２番地 伊坂北１丁目１６番地１２

伊坂６８２番地 伊坂北１丁目１６番地１０
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂６８３番地 伊坂北１丁目１７番地６

伊坂６８３番地２ 伊坂北１丁目１７番地９

伊坂６８５番地 伊坂北１丁目１４番地９

伊坂６８５番地 ２６街区４ 伊坂北１丁目１７番地４

伊坂６８５番地 ２６街区１９ 伊坂北１丁目１７番地３

伊坂６９０番地 伊坂北１丁目１４番地６

伊坂６９０番地 伊坂北１丁目１４番地６

伊坂６９０番地２ ４０街区５ 伊坂北１丁目１５番地１

伊坂６９２番地 伊坂中央１丁目６番地３

伊坂６９３番地 伊坂中央１丁目６番地２

伊坂６９３番地 伊坂北１丁目１２番地４

伊坂６９４番地１ ５９街区５ 伊坂中央１丁目３番地１

伊坂６９４番地１ メゾンカトレア２０１ 伊坂中央１丁目３番地１ メゾンカトレア２０１

伊坂６９４番地１ メゾンカトレア２０２ 伊坂中央１丁目３番地１ メゾンカトレア２０２

伊坂７０６番地 伊坂北１丁目１７番地１７

伊坂７０６番地 伊坂北１丁目１７番地１３

伊坂７０６番地 伊坂北１丁目１７番地１

伊坂７０６番地 伊坂北１丁目１７番地１７

伊坂７０６番地 伊坂北１丁目１７番地１２

伊坂７０６番地 ２６街区１０ 伊坂北１丁目１７番地２

伊坂７０６番地 君塚アパート 伊坂北１丁目１７番地１７ 君塚アパート

伊坂７０６番地２ 伊坂北１丁目１７番地１７

伊坂７６３番地２ 伊坂北２丁目２１番地８

伊坂１１７８番地 プレミ－ルⅡ１０１ 伊坂中央１丁目１１番地７ プレミ－ルⅡ１０１

伊坂１１７８番地 プレミ－ルⅡ１０２ 伊坂中央１丁目１１番地７ プレミ－ルⅡ１０２

伊坂１１７８番地 プレミ－ルⅡ２０１ 伊坂中央１丁目１１番地７ プレミ－ルⅡ２０１

伊坂１１７８番地 プレミ－ルⅡ２０２ 伊坂中央１丁目１１番地７ プレミ－ルⅡ２０２

伊坂１１７８番地 プレミ－ルⅡ２０３ 伊坂中央１丁目１１番地７ プレミ－ルⅡ２０３

伊坂１１７８番地 伊坂中央１丁目１１番地３

伊坂１２５２番地 グリーンハイツ１０１ 伊坂中央１丁目７番地７ グリーンハイツ１０１

伊坂１２５２番地 グリ－ンハイツ２０１ 伊坂中央１丁目７番地７ グリ－ンハイツ２０１

伊坂１２５２番地 グリ－ンハイツ２０２ 伊坂中央１丁目７番地７ グリ－ンハイツ２０２

伊坂１２５７番地 ６７街区５ 伊坂中央１丁目８番地９

伊坂１２５８番地１ ６７街区３ 伊坂中央１丁目８番地７

伊坂１２５８番地２ ６７街区４ 伊坂中央１丁目８番地８
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１２５９番地 コ－ポ奈良１０１ 伊坂中央１丁目８番地２ コ－ポ奈良１０１

伊坂１２５９番地 コ－ポ奈良１０２ 伊坂中央１丁目８番地２ コ－ポ奈良１０２

伊坂１２５９番地 コ－ポ奈良２０１ 伊坂中央１丁目８番地２ コ－ポ奈良２０１

伊坂１２５９番地 コ－ポ奈良２０２ 伊坂中央１丁目８番地２ コ－ポ奈良２０２

伊坂１２５９番地 メゾン奈良１０１ 伊坂中央１丁目８番地２ メゾン奈良１０１

伊坂１２５９番地 メゾン奈良１－１０２ 伊坂中央１丁目８番地２ メゾン奈良１－１０２

伊坂１２５９番地 メゾン奈良２０１ 伊坂中央１丁目８番地２ メゾン奈良２０１

伊坂１２５９番地 メゾン奈良２０２ 伊坂中央１丁目８番地２ メゾン奈良２０２

伊坂１２６３番地２ 伊坂中央１丁目１４番地８

伊坂１２６６番地 伊坂中央１丁目１２番地６

伊坂１２６６番地１ ６５Ａ街区３－２ 伊坂中央１丁目１３番地７

伊坂１２６６番地１ ６５Ａ街区４ 伊坂中央１丁目１３番地６

伊坂１２６６番地４ ６５Ａ街区８ 伊坂中央１丁目１３番地４

伊坂１２６６番地５ 伊坂中央１丁目１３番地１

伊坂１２６６番地５ 伊坂中央１丁目１３番地１

伊坂１２６６番地６ 伊坂中央１丁目１４番地２

伊坂１２６６番地６ 伊坂中央１丁目１４番地２

伊坂１２６６番地７ ６５Ｂ街区５ 伊坂中央１丁目１４番地３

伊坂１２６６番地８ ６５Ｂ街区７ 伊坂中央１丁目１４番地５

伊坂１２６６番地１０ 伊坂中央１丁目１３番地８

伊坂１２６６番地１０ ６５Ａ街区３ 伊坂中央１丁目１３番地７

伊坂１２６６番地１２ 伊坂中央１丁目１３番地２

伊坂１２６６番地１２ 伊坂中央１丁目１３番地２

伊坂１２７０番地 ６４街区２ 伊坂中央１丁目１２番地７

伊坂１２７０番地 伊坂中央１丁目１２番地５

伊坂１２７１番地１ プレミ－ルⅠ１０２ 伊坂中央１丁目１１番地６ プレミ－ルⅠ１０２

伊坂１２７１番地１ プレミ－ルⅠ１０３ 伊坂中央１丁目１１番地６ プレミ－ルⅠ１０３

伊坂１２７１番地１ プレミ－ルⅠ２０１ 伊坂中央１丁目１１番地６ プレミ－ルⅠ２０１

伊坂１２７１番地１ プレミールⅠ２０２ 伊坂中央１丁目１１番地６ プレミールⅠ２０２

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト１０１ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト１０１

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト１０３ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト１０３

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト１０５ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト１０５

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト１０６ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト１０６

伊坂１２７１番地２ コンフォート２０１ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォート２０１

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト２０２ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト２０２
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト２０３ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト２０３

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト２０５ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト２０５

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト２０６ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト２０６

伊坂１２７１番地２ コンフォ－ト２０７ 伊坂中央１丁目１０番地１ コンフォ－ト２０７

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ１０１ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ１０１

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ１０２ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ１０２

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ１０３ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ１０３

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ１０５ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ１０５

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ２０１ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ２０１

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ２０２ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ２０２

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ２０３ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ２０３

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ２０５ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ２０５

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ３０１ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ３０１

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ３０２ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ３０２

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ３０３ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ３０３

伊坂１２７３番地１ エルクレ－ルⅡ３０５ 伊坂中央１丁目１２番地１ エルクレ－ルⅡ３０５

伊坂１２７４番地１ エルクレ－ルⅠ１０１ 伊坂中央１丁目１２番地２ エルクレ－ルⅠ１０１

伊坂１２７４番地１ エルクレ－ルⅠ１０２ 伊坂中央１丁目１２番地２ エルクレ－ルⅠ１０２

伊坂１２７４番地１ エルクレ－ルⅠ２０１ 伊坂中央１丁目１２番地２ エルクレ－ルⅠ２０１

伊坂１２７４番地１ エルクレ－ルⅠ２０２ 伊坂中央１丁目１２番地２ エルクレ－ルⅠ２０２

伊坂１２７４番地１ エルクレ－ルⅠ３０１ 伊坂中央１丁目１２番地２ エルクレ－ルⅠ３０１

伊坂１２７４番地１ エルクレ－ルⅠ３０２ 伊坂中央１丁目１２番地２ エルクレ－ルⅠ３０２

伊坂１３２２番地 伊坂南１丁目１番地１

伊坂１３２２番地１ 伊坂南１丁目１番地２

伊坂１３２４番地１ 伊坂南１丁目１番地４

伊坂１３２４番地１ １００街区６ 伊坂南１丁目１番地３

伊坂１３２７番地１ １０１街区２－２ 伊坂南１丁目７番地２

伊坂１３２７番地１ １０１街区３ 伊坂南１丁目７番地２０

伊坂１３２８番地１ １０１街区３ 伊坂南１丁目７番地２０

伊坂１３２８番地１ １０１街区４－１ 伊坂南１丁目７番地３

伊坂１３３０番地 伊坂南１丁目１番地１４

伊坂１３３２番地２ １００街区１３ 伊坂南１丁目１番地１０

伊坂１３３４番地 ９９街区５ 伊坂南１丁目２番地１

伊坂１３３４番地 ９９街区５ 伊坂南１丁目２番地１

伊坂１３３４番地 ９９街区５ 伊坂南１丁目２番地１
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１３３４番地 メゾンエアフト１０２ 伊坂南１丁目１番地１１ メゾンエアフト１０２

伊坂１３３４番地 メゾンエアフト２０１ 伊坂南１丁目１番地１１ メゾンエアフト２０１

伊坂１３３７番地 クレシアⅠ１０１ 伊坂南１丁目２番地４ クレシアⅠ１０１

伊坂１３３７番地 クレシアⅠ１０２ 伊坂南１丁目２番地４ クレシアⅠ１０２

伊坂１３３７番地 クレシアⅠ２０２ 伊坂南１丁目２番地４ クレシアⅠ２０２

伊坂１３３７番地 クレシアⅠ２０３ 伊坂南１丁目２番地４ クレシアⅠ２０３

伊坂１３３８番地 クレシアⅡ１０１ 伊坂南１丁目２番地５ クレシアⅡ１０１

伊坂１３３８番地 クレシアⅡ１０２ 伊坂南１丁目２番地５ クレシアⅡ１０２

伊坂１３３８番地 クレシアⅡ１０５ 伊坂南１丁目２番地５ クレシアⅡ１０５

伊坂１３３８番地 クレシアⅡ２０１ 伊坂南１丁目２番地５ クレシアⅡ２０１

伊坂１３３８番地 クレシアⅡ２０２ 伊坂南１丁目２番地５ クレシアⅡ２０２

伊坂１３３８番地 クレシアⅡ２０３ 伊坂南１丁目２番地５ クレシアⅡ２０３

伊坂１３３８番地 クレシアⅡ２０５ 伊坂南１丁目２番地５ クレシアⅡ２０５

伊坂１３４９番地 伊坂中央１丁目９番地１

伊坂１３５４番地 伊坂中央２丁目１４番地１０

伊坂１３６０番地 伊坂中央２丁目１４番地３

伊坂１３７６番地２ 伊坂南１丁目３番地５

伊坂１３７６番地７ 伊坂南１丁目３番地４

伊坂１３７６番地８ 伊坂南１丁目３番地２

伊坂１３７６番地８ 伊坂南１丁目３番地２

伊坂１３７６番地９ 伊坂南１丁目３番地９

伊坂１３７６番地１０ 伊坂南１丁目３番地７

伊坂１３７７番地 イ号 伊坂南１丁目３番地１８ イ号

伊坂１３７８番地 伊坂南１丁目３番地２０

伊坂１３７９番地 ９８街区２１ 伊坂南１丁目３番地２２

伊坂１３８０番地１ ９８街区２２ 伊坂南１丁目３番地２３

伊坂１３８２番地 伊坂南１丁目３番地２５

伊坂１３８６番地２ 伊坂南１丁目３番地２７

伊坂１３８７番地 伊坂南１丁目１２番地１

伊坂１３８７番地 伊坂南１丁目１２番地１

伊坂１３８７番地３ １３１街区１８ 伊坂南１丁目１２番地３０

伊坂１３９０番地２ １３１街区２２ 伊坂南１丁目１２番地２

伊坂１３９０番地２ １３１街区２４ 伊坂南１丁目１２番地６

伊坂１３９０番地５ １３１街区２１ 伊坂南１丁目１２番地３

伊坂１３９０番地５ １３１街区２５ 伊坂南１丁目１２番地９
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１３９２番地 伊坂南１丁目１２番地１３

伊坂１３９４番地 伊坂南１丁目１２番地１４

伊坂１３９４番地 １４１街区１ 伊坂南１丁目１３番地７

伊坂１３９７番地２ 伊坂南１丁目２０番地３

伊坂１４０１番地 １４１街区５ 伊坂南１丁目１３番地５

伊坂１４０２番地２ 伊坂南１丁目１３番地１

伊坂１４０４番地 伊坂南１丁目１３番地１１

伊坂１４０５番地 伊坂南１丁目１１番地１１

伊坂１４０６番地 伊坂南１丁目１１番地５

伊坂１４０６番地 伊坂南１丁目１１番地５

伊坂１４０６番地 伊坂南１丁目１１番地５

伊坂１４０６番地２ １３３街区６ 伊坂南１丁目１０番地１０

伊坂１４０６番地３ 伊坂南１丁目１１番地９

伊坂１４０８番地１ １３２街区１３ 伊坂南１丁目１１番地１５

伊坂１４０８番地４ １３２街区１５ 伊坂南１丁目１１番地１４

伊坂１４０８番地５ １３２街区１６ 伊坂南１丁目１１番地１３

伊坂１４０９番地 伊坂南１丁目１１番地３

伊坂１４１３番地１ １０４街区７ 伊坂南１丁目５番地６

伊坂１４１３番地１ １０４街区７ 伊坂南１丁目５番地６

伊坂１４１３番地３ １０４街区６ 伊坂南１丁目５番地８

伊坂１４１４番地１ １０４街区７ 伊坂南１丁目５番地６

伊坂１４１４番地１ １０４街区７ 伊坂南１丁目５番地６

伊坂１４１４番地１ １０４街区７ 伊坂南１丁目５番地６

伊坂１４１４番地２ 伊坂南１丁目５番地１０

伊坂１４１４番地２ 伊坂南１丁目５番地１０

伊坂１４１４番地３ １０４街区５ 伊坂南１丁目５番地８

伊坂１４１４番地３ １０４街区６ 伊坂南１丁目５番地８

伊坂１４１５番地１ １０４街区８ 伊坂南１丁目５番地７

伊坂１４１９番地 伊坂南１丁目４番地８

伊坂１４２０番地 ９９街区６ 伊坂南１丁目２番地２

伊坂１４２０番地 エントピア彩１０１ 伊坂南１丁目４番地１１ エントピア彩１０１

伊坂１４２０番地 エントピア彩１０２ 伊坂南１丁目４番地１１ エントピア彩１０２

伊坂１４２０番地 エントピア彩１０３ 伊坂南１丁目４番地１１ エントピア彩１０３

伊坂１４２０番地 エントピア彩２０２ 伊坂南１丁目４番地１１ エントピア彩２０２

伊坂１４２０番地 エントピア彩２０３ 伊坂南１丁目４番地１１ エントピア彩２０３
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久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１４２４番地 伊坂南１丁目５番地１

伊坂１４２４番地１ １０４街区１１ 伊坂南１丁目５番地４

伊坂１４２４番地３ １０４街区１２ 伊坂南１丁目５番地３

伊坂１４２４番地４ １０４街区１３ 伊坂南１丁目５番地２

伊坂１４２４番地４ １０４街区１３ 伊坂南１丁目５番地２

伊坂１４２５番地１ １０２街区７ 伊坂南１丁目６番地６

伊坂１４２５番地１ １０２街区８ 伊坂南１丁目６番地７

伊坂１４２５番地１ １０２街区１０ 伊坂南１丁目６番地９

伊坂１４２５番地１ １０２街区１０ 伊坂南１丁目６番地９

伊坂１４２５番地１ １０２街区１０ 伊坂南１丁目６番地９

伊坂１４２５番地１ １０２街区１１ 伊坂南１丁目６番地１０

伊坂１４２５番地１ １０２街区１２ 伊坂南１丁目６番地１２

伊坂１４２５番地１ １０２街区１３ 伊坂南１丁目６番地１３

伊坂１４３２番地 伊坂南１丁目７番地１３

伊坂１４３２番地１ 伊坂南１丁目７番地１２

伊坂１４３２番地８ １０１街区２１ 伊坂南１丁目７番地８

伊坂１４３２番地９ 伊坂南１丁目７番地１８

伊坂１４３４番地１ １０１街区５ 伊坂南１丁目７番地１９

伊坂１４３４番地５ １０１街区６ 伊坂南１丁目７番地４

伊坂１４３４番地５ １０１街区１７ 伊坂南１丁目７番地６

伊坂１４５６番地 伊坂南１丁目９番地１９

伊坂１４５６番地 伊坂南１丁目９番地１

伊坂１４５６番地１ １３６街区７ 伊坂南１丁目９番地１８

伊坂１４５６番地５ １３６街区６ 伊坂南１丁目９番地１７

伊坂１４５６番地８ １３６街区１１ 伊坂南１丁目９番地１

伊坂１４５７番地 伊坂南１丁目９番地２

伊坂１４５７番地 伊坂南１丁目９番地１４

伊坂１４５７番地２ 伊坂南１丁目９番地７

伊坂１４５７番地２ 伊坂南１丁目９番地７

伊坂１４５７番地５ 伊坂南１丁目９番地４

伊坂１４５８番地７ 伊坂南１丁目１０番地５

伊坂１４５８番地１７ １３３街区１１ 伊坂南１丁目１０番地３

伊坂１４５９番地 伊坂南１丁目９番地１１

伊坂１４５９番地 伊坂南１丁目９番地１１

伊坂１４５９番地９ １３６街区５ 伊坂南１丁目９番地１６
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久喜都市計画事業栗橋駅西
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令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１４６０番地 伊坂南１丁目８番地１２

伊坂１４６０番地１ ベルエール１０２ 伊坂南１丁目８番地３ ベルエール１０２

伊坂１４６０番地１ ベルエール１０２ 伊坂南１丁目８番地３ ベルエール１０２

伊坂１４６０番地１ ベルエール２０１ 伊坂南１丁目８番地３ ベルエール２０１

伊坂１４６０番地１ ベルエール２０１ 伊坂南１丁目８番地３ ベルエール２０１

伊坂１４６０番地１ ベルエール２０２ 伊坂南１丁目８番地３ ベルエール２０２

伊坂１４６０番地１ ベルエール２０３ 伊坂南１丁目８番地３ ベルエール２０３

伊坂１４６１番地 １３５街区２ 伊坂南１丁目８番地８

伊坂１４６１番地 １３５街区３ 伊坂南１丁目８番地７

伊坂１４６１番地 １３５街区９ 伊坂南１丁目８番地４

伊坂１４６１番地 １３５街区１０ 伊坂南１丁目８番地５

伊坂１４６１番地 １３５街区１１ 伊坂南１丁目８番地６

伊坂１４６６番地 伊坂南１丁目１０番地１６

伊坂１４６６番地 伊坂南１丁目１０番地１３

伊坂１４６６番地 伊坂南１丁目１０番地１４

伊坂１４６６番地 伊坂南１丁目１０番地１７

伊坂１４６７番地 伊坂南１丁目１０番地６

伊坂１４６８番地１ 伊坂南１丁目１０番地６

伊坂１４７２番地１ ルミエール１０１ 伊坂南１丁目１４番地１０ ルミエール１０１

伊坂１４７２番地１ ルミエール１０２ 伊坂南１丁目１４番地１０ ルミエール１０２

伊坂１４７２番地１ ルミエール１０３ 伊坂南１丁目１４番地１０ ルミエール１０３

伊坂１４７２番地１ ルミエール１０４ 伊坂南１丁目１４番地１０ ルミエール１０４

伊坂１４７２番地１ ルミエール２０１ 伊坂南１丁目１４番地１０ ルミエール２０１

伊坂１４７２番地１ ルミエール２０２ 伊坂南１丁目１４番地１０ ルミエール２０２

伊坂１４７２番地１ ルミエール２０４ 伊坂南１丁目１４番地１０ ルミエール２０４

伊坂１４７２番地５ １４０街区１０　エトワール１０１号室 伊坂南１丁目１４番地１ エトワール１０１号室

伊坂１４７２番地５ １４０街区１０　エトワール１０２号室 伊坂南１丁目１４番地１ エトワール１０２号室

伊坂１４７２番地５ １４０街区１０　エトワール１０３号室 伊坂南１丁目１４番地１ エトワール１０３号室

伊坂１４７２番地５ １４０街区１０　エトワール２０１号室 伊坂南１丁目１４番地１ エトワール２０１号室

伊坂１４７２番地５ １４０街区１０　エトワール２０１号室 伊坂南１丁目１４番地１ エトワール２０１号室

伊坂１４７２番地５ １４０街区１０　エトワール２０２号室 伊坂南１丁目１４番地１ エトワール２０２号室

伊坂１４７２番地５ １４０街区１０　エトワール２０３号室 伊坂南１丁目１４番地１ エトワール２０３号室

伊坂１４７５番地 伊坂南１丁目１４番地８

伊坂１４７６番地２ １４０街区８ 伊坂南１丁目１４番地４

伊坂１４７７番地２ １４０街区７ 伊坂南１丁目１４番地６
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久喜都市計画事業栗橋駅西
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旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

伊坂１４７７番地２ 伊坂南１丁目１４番地６

伊坂１４８２番地 伊坂南１丁目１８番地１０

伊坂１４８２番地１ １４４街区２ 伊坂南１丁目１８番地１０

伊坂１４８２番地２ 伊坂南１丁目１８番地７

伊坂１４９５番地１ １４７Ａ街区１３ 伊坂南１丁目２２番地１０

伊坂１４９９番地１ １４７Ａ街区３ 伊坂南１丁目２２番地１５

伊坂１４９９番地９ １４７Ａ街区２ 伊坂南１丁目２２番地１４

伊坂１４９９番地９ １４７Ａ街区１４ 伊坂南１丁目２２番地１１

伊坂１５０４番地１ １４７Ｂ街区２ 伊坂南１丁目２３番地１

伊坂１５０４番地３　１４７Ａ街区６ 伊坂南１丁目２２番地１

伊坂１５０５番地１ １４７Ｂ街区１ 伊坂南１丁目２３番地５

伊坂１５０５番地１ １４７Ｂ街区４ 伊坂南１丁目２３番地４

伊坂１５０５番地３ １４７Ｂ街区５ 伊坂南１丁目２３番地２

伊坂１５０６番地４ 伊坂南１丁目２２番地５

伊坂１５０６番地５ 伊坂南１丁目２２番地３

伊坂１５０６番地６ 伊坂南１丁目２２番地２

伊坂１５０９番地１ １６１街区３ 松永１丁目３番地２４

伊坂１５０９番地３ １６１街区２３ 松永１丁目３番地２

伊坂１５０９番地３ １６１街区２３ 松永１丁目３番地２

伊坂１５０９番地４ １６１街区２４ 松永１丁目３番地５

伊坂１５０９番地４ １６１街区２４ 松永１丁目３番地５

伊坂１５０９番地６ １６１街区２７ 松永１丁目３番地２６

伊坂１５０９番地７ １６１街区２９ 松永１丁目３番地３１

伊坂１５０９番地１０ １６１街区２６ 松永１丁目３番地２７

伊坂１５０９番地１０ １６１街区３０ 松永１丁目３番地３０

伊坂１５０９番地１２ １６１街区２８ 松永１丁目３番地２５

伊坂１５１１番地１ １６１街区７ 松永１丁目３番地６

伊坂１５１１番地１ サンセール１０１ 松永１丁目３番地７ サンセール１０１

伊坂１５１１番地１ サンセール１０２ 松永１丁目３番地７ サンセール１０２

伊坂１５１１番地１ サンセール２０１ 松永１丁目３番地７ サンセール２０１

伊坂１５１１番地２ １６１街区２２ 松永１丁目３番地８

伊坂１５１２番地１ １６４街区７ 松永１丁目１番地１０

伊坂１５１２番地１ １６４街区８ 松永１丁目１番地１１

伊坂１５１２番地１ １６４街区１１ 松永１丁目１番地１４

伊坂１５１２番地１ １６６街区１－１ 松永１丁目５番地２
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旧新住所対照表

伊坂１５１２番地１ １６６街区２－１ 松永１丁目５番地１

伊坂１５１２番地１ １６６街区２－２ 松永１丁目５番地１

伊坂１５１２番地１ １６６街区２－３ 松永１丁目５番地１

伊坂１５１２番地１ １６６街区２－４ 松永１丁目５番地１

伊坂１５１２番地１ １６６街区２－５ 松永１丁目５番地１

伊坂１５１２番地１ １６６街区２－６ 松永１丁目５番地１

伊坂１５１２番地１ １６６街区２－１３ 松永１丁目５番地１

伊坂１５２２番地１ １４５街区１ 伊坂南１丁目２５番地８

伊坂１５２２番地１ １４５街区１ 伊坂南１丁目２５番地８

伊坂１５２２番地１ パークヒルズ・ヒロ１０１ 伊坂南１丁目２５番地８ パークヒルズ・ヒロ１０１

伊坂１５２２番地１ パークヒルズ・ヒロ１０２ 伊坂南１丁目２５番地８ パークヒルズ・ヒロ１０２

伊坂１５２２番地１ パークヒルズ・ヒロ１０３ 伊坂南１丁目２５番地８ パークヒルズ・ヒロ１０３

伊坂１５２２番地１ パークヒルズ・ヒロ１０４ 伊坂南１丁目２５番地８ パークヒルズ・ヒロ１０４

伊坂１５２２番地１ パークヒルズ・ヒロ２０２ 伊坂南１丁目２５番地８ パークヒルズ・ヒロ２０２

伊坂１５２２番地１ パークヒルズ・ヒロ２０３ 伊坂南１丁目２５番地８ パークヒルズ・ヒロ２０３

伊坂１５２２番地２ １４６街区５ 伊坂南１丁目２４番地１

伊坂１５２２番地４ １４６街区６ 伊坂南１丁目２４番地２

伊坂１５２２番地７ 伊坂南１丁目２５番地９

伊坂１５２４番地１ １４６街区７ 伊坂南１丁目２４番地３

伊坂１５２９番地６ １６４街区１２ 松永１丁目１番地６

伊坂１５２９番地９ １６４街区９ 松永１丁目１番地１２

伊坂１５２９番地９ １６４街区１３ 松永１丁目１番地７

伊坂１５２９番地１０ １６４街区１４ 松永１丁目１番地５

伊坂１５２９番地１１ １６４街区１０ 松永１丁目１番地１３

伊坂１５２９番地１１ １６４街区１０ 松永１丁目１番地１３

伊坂１５３０番地１ １６４街区６ 松永１丁目１番地３

伊坂１５３０番地４ １６４街区１５ 松永１丁目１番地４

伊坂１５３０番地４ １６４街区１５ 松永１丁目１番地４

伊坂１５３１番地 松永１丁目１番地１

伊坂１５３６番地 伊坂南１丁目２５番地５

伊坂１５４０番地１ 伊坂南１丁目２５番地２

伊坂１５４０番地３ 伊坂南１丁目２５番地３

伊坂１５４０番地３ 伊坂南１丁目２５番地３

伊坂１８３１番地１ 伊坂中央１丁目８番地５

伊坂１８４９番地 １３１街区１ 伊坂南１丁目１２番地２９
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伊坂１８５３番地１ １３１街区１９ 伊坂南１丁目１２番地２７

伊坂１８５３番地４ １３１街区２７ 伊坂南１丁目１２番地２４

伊坂１８５７番地１ 伊坂南１丁目１２番地１７

伊坂１８５８番地１ １４８街区３ 伊坂南１丁目２１番地４

伊坂１８５９番地 伊坂南１丁目２１番地６

伊坂１８６０番地２ １４７Ａ街区１ 伊坂南１丁目２２番地９

伊坂１８６０番地２ １４７Ａ街区１２ 伊坂南１丁目２２番地８

松永１９８番地１ １５７街区２７ 伊坂南３丁目２８番地１０

松永２０１番地１ １５７街区１０ 伊坂南３丁目２８番地１５

松永２０１番地１ １５７街区１０ 伊坂南３丁目２８番地１５

松永２０１番地１ １５７街区２６ 伊坂南３丁目２８番地１１

松永２０１番地１ １５７街区３４ 伊坂南３丁目２８番地１４

松永２１２番地１ 伊坂南３丁目２８番地１６

松永２１２番地１ 伊坂南３丁目２８番地１７

松永２１２番地１ 伊坂南３丁目２８番地１７

松永２１２番地１ 伊坂南３丁目２８番地１６

松永２１２番地１ 伊坂南３丁目２８番地１７

松永２１２番地１ 伊坂南３丁目２８番地１７

松永２１３番地１ ハイツリバーサイド１０１ 伊坂南３丁目２８番地１８ ハイツリバーサイド１０１

松永２１３番地１ ハイツリバーサイド１０２ 伊坂南３丁目２８番地１８ ハイツリバーサイド１０２

松永２１３番地１ ハイツリバーサイド２０２ 伊坂南３丁目２８番地１８ ハイツリバーサイド２０２

松永２１３番地１ ハイツリバーサイド２０３ 伊坂南３丁目２８番地１８ ハイツリバーサイド２０３

松永２１６番地１ 伊坂南３丁目２８番地１９

松永２１６番地１ 伊坂南３丁目２８番地１９

松永２１６番地１ 伊坂南３丁目２８番地１９

松永２１６番地１ 伊坂南３丁目２８番地１９

松永２１６番地１ 伊坂南３丁目２８番地１９

松永２１９番地５ １５７街区２４ 伊坂南３丁目２８番地２１

松永２２４番地１ 伊坂南３丁目２５番地７

松永２２４番地１ 伊坂南３丁目２５番地７

松永２２４番地３ １５４街区８ 伊坂南３丁目２６番地７

松永２２４番地３ １５４街区８ 伊坂南３丁目２６番地７

松永２２５番地１ 伊坂南３丁目２１番地１４

松永２２５番地１ 伊坂南３丁目２５番地３

松永２２５番地１ １５５街区１２ 伊坂南３丁目２５番地２
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松永２２５番地１ １５５街区１２－２ 伊坂南３丁目２５番地２

松永２２５番地２ １５５街区１６ 伊坂南３丁目２５番地４

松永２２８番地１ １５８街区２ 伊坂南３丁目２１番地１３

松永２２８番地２ １５８街区２６ 伊坂南３丁目２１番地１５

松永２２８番地３　１５７街区２ 伊坂南３丁目２８番地２０

松永２２９番地３ １５７街区９ 伊坂南３丁目２８番地２６

松永２２９番地３ １５７街区１８ 伊坂南３丁目２８番地２２

松永２２９番地３ １５７街区１８ 伊坂南３丁目２８番地２２

松永２３０番地１ メゾン栗の木１０１ 伊坂南３丁目２１番地１２ メゾン栗の木１０１

松永２３０番地１ メゾン栗の木１０２ 伊坂南３丁目２１番地１２ メゾン栗の木１０２

松永２３０番地１ メゾン栗の木１０３ 伊坂南３丁目２１番地１２ メゾン栗の木１０３

松永２３０番地１ メゾン栗の木２０１ 伊坂南３丁目２１番地１２ メゾン栗の木２０１

松永２３０番地１ メゾン栗の木２０２ 伊坂南３丁目２１番地１２ メゾン栗の木２０２

松永２３０番地１ メゾン栗の木２０３ 伊坂南３丁目２１番地１２ メゾン栗の木２０３

松永２３１番地 伊坂南３丁目２８番地２４

松永２３１番地 １５９街区１ 伊坂南３丁目２０番地１０

松永２３２番地 １５９街区１ 伊坂南３丁目２０番地１０

松永２３４番地 １５７街区１０ 伊坂南３丁目２８番地１５

松永２３４番地 １５７街区１０ 伊坂南３丁目２８番地１５

松永２３４番地５ １５７街区１１ 伊坂南３丁目２８番地３３

松永２３４番地７ １５７街区１９ 伊坂南３丁目２８番地２７

松永２３４番地７ １５７街区２５ 伊坂南３丁目２８番地３１

松永２３４番地１０ １５７街区３５ 伊坂南３丁目２８番地２９

松永２３８番地３ １５７街区１７ 伊坂南３丁目２８番地８

松永２３８番地３ １５７街区２２ 伊坂南３丁目２８番地７

松永２３８番地３ １５７街区２８ 伊坂南３丁目２８番地９

松永２３９番地７ 伊坂南３丁目２８番地４

松永２６４番地１ 伊坂南３丁目２８番地３

松永２６４番地４ 伊坂南３丁目２８番地２

松永２６６番地 １５７街区１４ 伊坂南３丁目２８番地１

松永２７０番地 伊坂南３丁目２０番地１０

松永２７２番地１ エスポワール１０１ 伊坂南３丁目２１番地１２ エスポワール１０１

松永２７２番地１ エスポワール１０２ 伊坂南３丁目２１番地１２ エスポワール１０２

松永２７２番地１ エスポワール１０２ 伊坂南３丁目２１番地１２ エスポワール１０２

松永２７２番地１ エスポワール１０２ 伊坂南３丁目２１番地１２ エスポワール１０２
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松永２７２番地１ エスポワール２０１ 伊坂南３丁目２１番地１２ エスポワール２０１

松永２７２番地１ エスポワール２０２ 伊坂南３丁目２１番地１２ エスポワール２０２

松永２７２番地１ １５８街区２１ 伊坂南３丁目２１番地１０

松永２７２番地１ １５８街区２１ 伊坂南３丁目２１番地１０

松永２７３番地１ １５８街区１７ 伊坂南３丁目２１番地１８

松永２７３番地１ １５８街区２７ 伊坂南３丁目２１番地１７

松永２７３番地２ １５８街区１９ 伊坂南３丁目２１番地２０

松永２７４番地１ １５８街区１８ 伊坂南３丁目２１番地１９

松永２７４番地１　１５８街区２９ 伊坂南３丁目２１番地２３

松永２７４番地３　１５８街区３ 伊坂南３丁目２１番地１６

松永２７７番地 １５８街区２０ 伊坂南３丁目２１番地１１

松永２７７番地２ １５８街区２２ 伊坂南３丁目２１番地７

松永２７７番地２ １５８街区２３ 伊坂南３丁目２１番地６

松永２７８番地 伊坂南３丁目２１番地４

松永２７８番地 １５８街区１３ 伊坂南３丁目２１番地８

松永２７８番地 １５８街区２４ 伊坂南３丁目２１番地５

松永２８０番地２ １５９街区２０ 伊坂南３丁目２０番地１４

松永２８０番地５ １５９街区１９ 伊坂南３丁目２０番地１３

松永２８０番地６ １５９街区１８ 伊坂南３丁目２０番地１２

松永２８１番地１ 伊坂南３丁目２９番地１３

松永２８１番地１ １５９街区１３ 伊坂南３丁目２０番地４

松永２８１番地２ １５９街区１５ 伊坂南３丁目２０番地７

松永２８１番地２ １５９街区２１ 伊坂南３丁目２０番地６

松永２８１番地２ １５９街区２２ 伊坂南３丁目２０番地５

松永２８１番地２ グリーンズアクト１０１ 伊坂南３丁目２０番地１５ グリーンズアクト１０１

松永２８１番地２ グリーンズアクト１０２ 伊坂南３丁目２０番地１５ グリーンズアクト１０２

松永２８１番地２ グリーンズアクト１０３ 伊坂南３丁目２０番地１５ グリーンズアクト１０３

松永２８１番地２ グリーンズアクト２０１ 伊坂南３丁目２０番地１５ グリーンズアクト２０１

松永２８１番地２ グリーンズアクト２０２ 伊坂南３丁目２０番地１５ グリーンズアクト２０２

松永２８１番地２ グリーンズアクト２０３ 伊坂南３丁目２０番地１５ グリーンズアクト２０３

松永２８２番地４ 伊坂南３丁目２９番地８

松永２８３番地７ １６０街区１０ 伊坂南３丁目２９番地１０

松永２８３番地１０ 伊坂南３丁目２９番地９

松永２８３番地１０ 伊坂南３丁目２９番地９

松永２９６番地 伊坂南３丁目２９番地６
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松永２９６番地５ 伊坂南３丁目２９番地１４

松永２９６番地５ 伊坂南３丁目２９番地１４

松永２９６番地６ 伊坂南３丁目２９番地１４

松永２９６番地６ 伊坂南３丁目２９番地１４

松永２９６番地７ 伊坂南３丁目２９番地３

松永２９６番地１３ １５９街区１１ 伊坂南３丁目２０番地３

松永２９６番地１４ １６０街区５ 伊坂南３丁目２９番地４

松永３００番地２ １５０街区１０ 伊坂南３丁目１９番地１７

松永３００番地２ １５０街区１１ 伊坂南３丁目１９番地１６

松永３００番地５ 伊坂南３丁目１９番地１４

松永３００番地７ １５０街区２６ 伊坂南３丁目１９番地１１

松永３００番地８ １５０街区１２ 伊坂南３丁目１９番地１２

松永３００番地９ １５０街区２７ 伊坂南３丁目１９番地１０

松永３０９番地１ 伊坂南３丁目１９番地２６

松永３０９番地１ 伊坂南３丁目１９番地２１

松永３０９番地１ 伊坂南３丁目１９番地２５

松永３０９番地１ １５０街区７ 伊坂南３丁目１９番地２３

松永３１１番地 伊坂南３丁目１９番地２

松永３１１番地３ 伊坂南３丁目１９番地５

松永３１１番地４ １５０街区２８ 伊坂南３丁目１９番地７

松永３４６番地２ 松永１丁目３番地９

松永３４６番地３ １６１街区１１ 松永１丁目３番地１３

松永３４８番地 １６６街区１－２ 松永１丁目５番地２

松永３４８番地 １６６街区１－３ 松永１丁目５番地２

松永３４８番地 １６６街区２－７ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－８ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－９ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１０ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１０ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１１ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１２ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１４ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１５ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１６ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１７ 松永１丁目５番地１
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松永３４８番地 １６６街区２－１８ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１９ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６６街区２－１９ 松永１丁目５番地１

松永３４８番地 １６８街区１－１ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－１ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－２ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－３ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－３ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－４ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－５ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－６ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－７ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－７ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－８ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－９ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－１０ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－１０ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６８街区１－１１ 松永１丁目８番地１

松永３４８番地 １６９街区１－１ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区１－２ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区１－２ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区１－３ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区１－５ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区１－７ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区１－８ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区７ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区７ 松永１丁目７番地５

松永３４８番地 １６９街区４－１ 松永１丁目７番地２

松永３４８番地 １６９街区４－１ 松永１丁目７番地２

松永３５１番地１ 松永１丁目６番地７

松永３５１番地１ １６５街区９ 松永１丁目６番地７

松永３５１番地２ 松永１丁目６番地４

松永３５１番地２ 松永１丁目６番地４

松永３５１番地４ １６５街区１１ 松永１丁目６番地６

松永３５１番地４ １６５街区１３ 松永１丁目６番地５
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松永３５３番地２ 松永１丁目６番地１１

松永３５３番地２ 松永１丁目６番地１１

松永３５４番地 松永１丁目６番地１

松永３５６番地 松永１丁目６番地３

松永３５６番地２ １６９街区４－２ 松永１丁目７番地２

松永３５７番地 松永１丁目７番地４

松永３５７番地１ １６９街区５ 松永１丁目７番地３

松永３６１番地３ 松永１丁目３番地１５

松永５１９番地１ １４４街区１３　サンダーバード１０１号 伊坂南１丁目１８番地４ サンダーバード１０１号

松永５１９番地１ １４４街区１３　サンダーバード１０２号 伊坂南１丁目１８番地４ サンダーバード１０２号

松永５１９番地１ １４４街区１３　サンダーバード２０１号 伊坂南１丁目１８番地４ サンダーバード２０１号

松永５１９番地１ １４４街区１３　サンダーバード２０１号 伊坂南１丁目１８番地４ サンダーバード２０１号

松永５１９番地１ １４４街区１３　サンダーバード２０２号 伊坂南１丁目１８番地４ サンダーバード２０２号

松永５１９番地１ １４４街区１３　サンダーバード２０３号 伊坂南１丁目１８番地４ サンダーバード２０３号

松永５１９番地３ １４４街区１４ 伊坂南１丁目１８番地５

松永５２８番地１ 伊坂南１丁目１８番地１２

松永５２９番地 伊坂南１丁目１８番地１５

松永５３２番地 伊坂南１丁目１７番地１

松永５３３番地１ １３８街区１ 伊坂南１丁目１７番地５

松永５３３番地１ １３８街区１ 伊坂南１丁目１７番地５

松永５３３番地２ １３８街区８ 伊坂南１丁目１７番地６

松永５３３番地３ １３８街区９ 伊坂南１丁目１７番地７

松永５３４番地 伊坂南１丁目１７番地２

松永５３５番地 伊坂南１丁目１７番地４

松永５３５番地１ オー・ルージュＡ１０１ 伊坂南１丁目１５番地２ オー・ルージュＡ１０１

松永５３５番地１ オー・ルージュＡ１０２ 伊坂南１丁目１５番地２ オー・ルージュＡ１０２

松永５３５番地１ オー・ルージュＡ２０１ 伊坂南１丁目１５番地２ オー・ルージュＡ２０１

松永５３５番地１ オー・ルージュＡ２０２ 伊坂南１丁目１５番地２ オー・ルージュＡ２０２

松永５３５番地１ オー・ルージュＢ１０１ 伊坂南１丁目１５番地４ オー・ルージュＢ１０１

松永５３５番地１ オー・ルージュＢ２０２ 伊坂南１丁目１５番地４ オー・ルージュＢ２０２

松永５３５番地１ オー・ルージュＣ１０１ 伊坂南１丁目１５番地２ オー・ルージュＣ１０１

松永５３５番地１ オー・ルージュＣ２０１ 伊坂南１丁目１５番地２ オー・ルージュＣ２０１

松永５３７番地 伊坂南１丁目１５番地１

松永５３９番地１ １３７街区１ 伊坂南１丁目１６番地１０

松永５４１番地 １３７街区８ 伊坂南１丁目１６番地９

47



久喜都市計画事業栗橋駅西
（栗橋地区）土地区画整理事業

令和4年3月18日 公告
令和4年3月19日 変更

旧　住　所 旧　方　書 新　住　所 新　方　書

旧新住所対照表

松永５４２番地 １３７街区６ 伊坂南１丁目１６番地７

松永５４２番地 伊坂南１丁目１６番地８

松永５４３番地 伊坂南１丁目１６番地５

松永５４４番地 伊坂南１丁目１６番地１

松永５５０番地 伊坂南１丁目１６番地１１
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