
緑区三室南宿地区　旧新地番対照表 H25.9.21実施

旧地番 新地番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６６２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６６３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６６４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６６５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６６６番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１２７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６６９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７６番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１４２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７６番４ さいたま市緑区大字三室字南宿７１３３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７６番５ さいたま市緑区大字三室字南宿７１３３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６７９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１４６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６８０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１４８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６８１番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１４５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６８１番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７１４８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６８７番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１５１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６８７番３ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１６８８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６８９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６９０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６９１番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１１０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６９１番２ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１６９２番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１５３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６９３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１６９３番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１３
さいたま市緑区大字三室字南宿１６９９番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１２６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７００番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１２５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７００番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７０１番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１２４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７２５番 さいたま市緑区松木一丁目５番１６
さいたま市緑区大字三室字南宿１７２６番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１５
さいたま市緑区大字三室字南宿１７２７番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１５
さいたま市緑区大字三室字南宿１７２８番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１４
さいたま市緑区大字三室字南宿１７２９番 さいたま市緑区松木一丁目５番１３
さいたま市緑区大字三室字南宿１７２９番 さいたま市緑区松木一丁目１１番１４
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３０番 さいたま市緑区松木一丁目１１番１１
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３０番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１７
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３１番 さいたま市緑区松木一丁目１１番１０
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３３番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１６２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３５番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１６２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３５番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７１６４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７３６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４０番３ さいたま市緑区大字三室字南宿７１２７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４０番４ さいたま市緑区大字三室字南宿７１２７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４１番１ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４１番２ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４１番３ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４８番１ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４８番２ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４９番１ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７４９番２ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５０番１ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５０番２ -
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緑区三室南宿地区　旧新地番対照表 H25.9.21実施

旧地番 新地番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５１番１ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５１番２ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５２番１ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５２番２ -
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１９１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１９３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１９０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１９２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７５９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１９４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２０７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２０８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６３番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２０９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６３番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７１４１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６５番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１９８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６５番２ さいたま市緑区松木一丁目５番１２
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６６番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７１９７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６７番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７１９６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６９番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２０１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７６９番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７１９９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２００番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７０番 さいたま市緑区松木一丁目１１番５
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７１番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１２
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７２番 さいたま市緑区松木一丁目１１番８
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７３番 さいたま市緑区松木一丁目１１番８
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２２２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２２３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２２０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７７９番 さいたま市緑区松木一丁目１１番９
さいたま市緑区大字三室字南宿１７８０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２０４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７８０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２０５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７８６番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１５
さいたま市緑区大字三室字南宿１７８７番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１５
さいたま市緑区大字三室字南宿１７８８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１４３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７８８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７８９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９０番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２０３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９０番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７１５８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２０６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２０２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９３番 さいたま市緑区松木一丁目１１番８
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１７９９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８００番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１７７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８００番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７２９６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８００番３ さいたま市緑区大字三室字南宿７２９８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０１番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２９９番
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旧地番 新地番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０１番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７３０４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０１番３ さいたま市緑区大字三室字南宿７３００番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２９７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１４０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０９番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７３０７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８０９番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７３０２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１０番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７３０５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１０番２ さいたま市緑区大字三室字南宿７３０６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１０番３ さいたま市緑区大字三室字南宿７３０１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１０番４ さいたま市緑区大字三室字南宿７３０３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１１８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８１９番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１５６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１３９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２４番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２５７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２６１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２６２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８２８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２６３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１７９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３１番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２５９番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２９１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２９３番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３５番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２９４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３６番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２５６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３６番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２５８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３６番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２８６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３６番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２８７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３６番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２８８番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３８番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１７２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３８番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７１９５番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３８番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２６０番
さいたま市緑区大字三室字南宿１８３８番１ さいたま市緑区大字三室字南宿７２６４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３２番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２２１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３３番 さいたま市緑区大字三室字南宿７２１７番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３４番 さいたま市緑区松木一丁目１１番７
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３４番 さいたま市緑区松木一丁目１１番１３
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３５番 さいたま市緑区松木一丁目１１番１２
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３６番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３７番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１８１番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１４４番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１４７番
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緑区三室南宿地区　旧新地番対照表 H25.9.21実施

旧地番 新地番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３８番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１６６番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９３９番 さいたま市緑区松木一丁目５番１５
さいたま市緑区大字三室字南宿１９４０番 さいたま市緑区大字三室字南宿７１４２番
さいたま市緑区大字三室字南宿１９４１番 さいたま市緑区松木一丁目２３番１６
さいたま市緑区大字三室字南宿１９４２番１ さいたま市緑区松木一丁目５番１４
さいたま市緑区大字三室字南宿１９４２番２ さいたま市緑区松木一丁目５番１１
さいたま市緑区大字三室字南宿１９４２番３ さいたま市緑区松木一丁目５番１７
さいたま市緑区大字三室字南宿１９４４番２ さいたま市緑区松木一丁目５番１４
さいたま市緑区大字三室字南宿１９４５番２ さいたま市緑区松木一丁目５番１４
さいたま市緑区大字三室字東宿１９４６番３ さいたま市緑区大字三室字南宿７１６０番
さいたま市緑区大字三室字東宿１９４６番３ さいたま市緑区松木一丁目５番１８
さいたま市緑区松木一丁目１１番１ さいたま市緑区松木一丁目１１番６
さいたま市緑区松木一丁目２３番７ さいたま市緑区松木一丁目２３番１０
さいたま市緑区松木一丁目２３番８ -
さいたま市緑区松木一丁目２４番 -
さいたま市緑区松木一丁目１２５番２ -
さいたま市緑区松木一丁目１２６番 -
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