清水三保羽衣土地区画整理の換地処分に伴う新旧住所対照表
令和２年５月30日変更
連番

新住所

建物名称等

1 静岡市清水区三保松原町１番地の３

旧住所

建物名称等

静岡市清水区三保１２２２番地

2 静岡市清水区三保松原町１番地の１２

Ｌｅ・リヤンＣ

静岡市清水区三保１２２３番地の２

Ｌｅ・リヤンＣ

3 静岡市清水区三保松原町１番地の１２

Ｌｅ・リヤンＡ

静岡市清水区三保１２２４番地の２

Ｌｅ・リヤンＡ

4 静岡市清水区三保松原町１番地の１２

Ｌｅ・リヤンＢ

静岡市清水区三保１２２４番地の２

Ｌｅ・リヤンＢ

5 静岡市清水区三保松原町１番地の１２

Ｌｅ・リヤンＤ

静岡市清水区三保１２２４番地の２

Ｌｅ・リヤンＤ

6 静岡市清水区三保松原町１番地の１３

デローザＡ

静岡市清水区三保１２２４番地の１

デローザＡ

7 静岡市清水区三保松原町１番地の１３

デローザＢ

静岡市清水区三保１２２４番地の１

デローザＢ

8 静岡市清水区三保松原町１番地の１３

デローザＣ

静岡市清水区三保１２２４番地の１

デローザＣ

9 静岡市清水区三保松原町１番地の１３

デローザＤ

静岡市清水区三保１２２４番地の１

デローザＤ

10 静岡市清水区三保松原町１番地の１６

静岡市清水区三保１２２３番地の１

11 静岡市清水区三保松原町２番地の１

静岡市清水区折戸１１６５番地の３

12 静岡市清水区三保松原町４番地の１

静岡市清水区三保１２４５番地

13 静岡市清水区三保松原町４番地の２

ラミアカーサ

静岡市清水区三保１２４３番地の２

14 静岡市清水区三保松原町４番地の５

静岡市清水区三保１２５６番地の１

15 静岡市清水区三保松原町４番地の５

静岡市清水区三保１２５６番地の１

16 静岡市清水区三保松原町４番地の６

静岡市清水区三保１２５７番地の２

17 静岡市清水区三保松原町４番地の８

静岡市清水区三保１２５９番地の１

18 静岡市清水区三保松原町４番地の９

静岡市清水区三保１２５７番地の２

19 静岡市清水区三保松原町５番地の３

静岡市清水区三保１２５２番地の１

20 静岡市清水区三保松原町５番地の４

静岡市清水区三保１２５４番地

21 静岡市清水区三保松原町５番地の５

静岡市清水区三保１２５７番地の１

22 静岡市清水区三保松原町５番地の７

静岡市清水区三保１２５８番地の２

ラミアカーサ

連番

新住所

23 静岡市清水区三保松原町５番地の８

建物名称等
ラ・メール三保

旧住所
静岡市清水区三保１２５１番地の２

24 静岡市清水区三保松原町５番地の９

静岡市清水区三保１２６３番地の１１

25 静岡市清水区三保松原町５番地の１０

静岡市清水区三保１２６３番地の１０

26 静岡市清水区三保松原町６番地の１

静岡市清水区三保１２４７番地の１

27 静岡市清水区三保松原町６番地の２

静岡市清水区三保１２４７番地の３

28 静岡市清水区三保松原町６番地の４

静岡市清水区三保１２４７番地の４

29 静岡市清水区三保松原町６番地の６

静岡市清水区三保１２４７番地の５

30 静岡市清水区三保松原町６番地の７

静岡市清水区三保１２４７番地の６

31 静岡市清水区三保松原町６番地の８

静岡市清水区三保１２４７番地の７

32 静岡市清水区三保松原町６番地の９

静岡市清水区三保１２４７番地の２

33 静岡市清水区三保松原町６番地の１２

静岡市清水区三保１２５１番地

34 静岡市清水区三保松原町６番地の１６

静岡市清水区三保１２５０番地の３

35 静岡市清水区三保松原町７番地の５

静岡市清水区三保１２６３番地の１

36 静岡市清水区三保松原町８番地の１

カーサ・グラースⅠ

静岡市清水区三保１２３９番地

37 静岡市清水区三保松原町８番地の４

静岡市清水区三保１２５１番地の３

38 静岡市清水区三保松原町８番地の６

静岡市清水区三保１２４５番地の４

39 静岡市清水区三保松原町８番地の７

静岡市清水区三保１２４５番地の３

40 静岡市清水区三保松原町８番地の１５

静岡市清水区三保１２３９番地

41 静岡市清水区三保松原町８番地の１６

カーサ・グラースⅡ

静岡市清水区三保１２３９番地

42 静岡市清水区三保松原町９番地の１

静岡市清水区三保１１９１番地の２

43 静岡市清水区三保松原町９番地の２

静岡市清水区三保１１８６番地の２

44 静岡市清水区三保松原町９番地の５

静岡市清水区三保１１８６番地の５

45 静岡市清水区三保松原町９番地の７

静岡市清水区三保１１８７番地の３

46 静岡市清水区三保松原町９番地の８

静岡市清水区三保１１８７番地の１

47 静岡市清水区三保松原町９番地の１２

静岡市清水区三保１１８９番地の６

48 静岡市清水区三保松原町９番地の１３

静岡市清水区三保１１８９番地の５

建物名称等
ラ・メール三保

カーサ・グラースⅠ

カーサ・グラースⅡ

連番

新住所

建物名称等

旧住所

49 静岡市清水区三保松原町９番地の１６

静岡市清水区三保１１８９番地の４

50 静岡市清水区三保松原町９番地の１７

静岡市清水区三保１１８９番地の３

51 静岡市清水区三保松原町９番地の１８

静岡市清水区三保１１８９番地の２

52 静岡市清水区三保松原町９番地の１９

静岡市清水区三保１１９１番地の６

53 静岡市清水区三保松原町９番地の２０

静岡市清水区三保１１９１番地の５

54 静岡市清水区三保松原町９番地の２１

静岡市清水区三保１１９１番地の４

55 静岡市清水区三保松原町９番地の２２

静岡市清水区三保１１９１番地の３

56 静岡市清水区三保松原町１０番地の１

静岡市清水区三保１１９９番地

57 静岡市清水区三保松原町１０番地の２

コーポチェリー

静岡市清水区三保１１９６番地の２

58 静岡市清水区三保松原町１０番地の３

静岡市清水区三保１１９６番地の７

59 静岡市清水区三保松原町１０番地の５

静岡市清水区三保１１９６番地の８

60 静岡市清水区三保松原町１１番地の２

静岡市清水区三保１１７６番地の１

61 静岡市清水区三保松原町１１番地の４

静岡市清水区三保１１８９番地の７

62 静岡市清水区三保松原町１２番地の１

静岡市清水区折戸１１６９番地の９

63 静岡市清水区三保松原町１２番地の２

静岡市清水区折戸１１７０番地の６

64 静岡市清水区三保松原町１２番地の３

静岡市清水区折戸１１７０番地の５

65 静岡市清水区三保松原町１２番地の４

静岡市清水区三保１２０９番地の３

66 静岡市清水区三保松原町１２番地の７

静岡市清水区三保１１７０番地の２

67 静岡市清水区三保松原町１２番地の１１

静岡市清水区三保１１０６番地の１

68 静岡市清水区三保松原町１３番地の１８

静岡市清水区三保１２２６番地の４４

69 静岡市清水区三保松原町１３番地の２２

静岡市清水区三保１２２６番地の４１

70 静岡市清水区三保松原町１３番地の２５

静岡市清水区三保１２２６番地の４７

71 静岡市清水区三保松原町１３番地の２９

静岡市清水区三保１２１５番地の５

72 静岡市清水区三保松原町１４番地の１４

静岡市清水区三保１２２６番地の３１

73 静岡市清水区三保松原町１４番地の１６

静岡市清水区三保１２２６番地の２９

74 静岡市清水区三保松原町１５番地の１

アドヴァンス三保

静岡市清水区三保１２２６番地の３

建物名称等

コーポチェリー

アドヴァンス三保

連番

新住所

建物名称等

75 静岡市清水区三保松原町１５番地の１４
76 静岡市清水区三保松原町１６番地の５

旧住所
静岡市清水区三保１２２６番地の１３

食鮮館タイヨー

三保店

静岡市清水区三保１２１６番地の２

77 静岡市清水区三保松原町１７番地の１

静岡市清水区三保１２２０番地の１７

78 静岡市清水区三保松原町１７番地の５

静岡市清水区三保１１５７番地の２

79 静岡市清水区三保松原町１７番地の７

静岡市清水区三保１１５７番地の１

80 静岡市清水区三保松原町１７番地の９

静岡市清水区三保１１５５番地

81 静岡市清水区三保松原町１７番地の１０

静岡市清水区三保１１３８番地

82 静岡市清水区三保松原町１７番地の１３

静岡市清水区三保１１５６番地の１

83 静岡市清水区三保松原町１７番地の１５

静岡市清水区三保１１２１番地の４

84 静岡市清水区三保松原町１７番地の１７

静岡市清水区三保１１５６番地の１

85 静岡市清水区三保松原町１７番地の１８

静岡市清水区三保１１７１番地の１

86 静岡市清水区三保松原町１７番地の２１

アレッサ

静岡市清水区三保１２１４番地

87 静岡市清水区三保松原町１８番地の２

静岡市清水区三保１１５４番地の３

88 静岡市清水区三保松原町１８番地の４

静岡市清水区三保１１５４番地の８

89 静岡市清水区三保松原町１８番地の６

静岡市清水区三保１１５４番地の４

90 静岡市清水区三保松原町１８番地の９

静岡市清水区三保１１２１番地の５

91 静岡市清水区三保松原町１８番地の１０

静岡市清水区三保１１５４番地の１

92 静岡市清水区三保松原町１８番地の１１

エテルノカーサ

静岡市清水区三保１１５４番地の９

93 静岡市清水区三保松原町１８番地の１４

静岡市清水区三保１１５３番地の３

94 静岡市清水区三保松原町１８番地の１９

静岡市清水区三保１１６９番地の２

95 静岡市清水区三保松原町２０番地の１

静岡市清水区三保１１８１番地の１

96 静岡市清水区三保松原町２０番地の５

静岡市清水区三保１１９６番地の６

97 静岡市清水区三保松原町２０番地の８

静岡市清水区三保１１８８番地

98 静岡市清水区三保松原町２０番地の１０

藤浪ハイツ

99 静岡市清水区三保松原町２０番地の１０
100 静岡市清水区三保松原町２０番地の１０

建物名称等

静岡市清水区三保１１８１番地の１

食鮮館タイヨー 三保店

アレッサ

エテルノカーサ

藤浪ハイツ

静岡市清水区三保１１８１番地の５
藤浪ハイツ

静岡市清水区三保１１８１番地の５

藤浪ハイツ

連番

新住所

建物名称等

旧住所

101 静岡市清水区三保松原町２１番地の１

静岡市清水区三保１１１４番地の２

102 静岡市清水区三保松原町２１番地の２

静岡市清水区三保１１１４番地の６

103 静岡市清水区三保松原町２１番地の３

静岡市清水区三保１１１４番地の８

建物名称等

104 静岡市清水区三保松原町２１番地の７

エストレーモ銀河Ⅲ

Ａ棟

静岡市清水区三保１１５２番地の１

エストレーモ銀河Ⅲ Ａ棟

105 静岡市清水区三保松原町２１番地の７

エストレーモ銀河Ⅲ

Ｂ棟

静岡市清水区三保１１５０番地の１

エストレーモ銀河Ⅲ Ｂ棟

106 静岡市清水区三保松原町２１番地の８

エストレーモ銀河Ⅲ

Ｃ棟

静岡市清水区三保１１６２番地

エストレーモ銀河Ⅲ Ｃ棟

107 静岡市清水区三保松原町２１番地の９

静岡市清水区三保１１６１番地の１

108 静岡市清水区三保松原町２１番地の１０

静岡市清水区三保１１１４番地の７

109 静岡市清水区三保松原町２２番地の１

静岡市清水区三保１１５２番地の２

110 静岡市清水区三保松原町２２番地の９

静岡市清水区三保１１５１番地の１

111 静岡市清水区三保松原町２４番地の１１

エレーヌ

静岡市清水区三保１１１４番地の７

112 静岡市清水区三保松原町２５番地の３

静岡市清水区三保１１０８番地の２

113 静岡市清水区三保松原町２５番地の４

静岡市清水区三保１１０８番地の１０

114 静岡市清水区三保松原町２５番地の６

静岡市清水区三保１１０８番地の３

115 静岡市清水区三保松原町２５番地の６

静岡市清水区三保１１０８番地の６

116 静岡市清水区三保松原町２５番地の８

静岡市清水区三保１１０４番地の２

117 静岡市清水区三保松原町２５番地の１０

静岡市清水区三保１１０８番地の１１

118 静岡市清水区三保松原町２５番地の１１

静岡市清水区三保１１０８番地の１２

119 静岡市清水区三保松原町２５番地の１２

ビオーラ１１３１

静岡市清水区三保１１３１番地

120 静岡市清水区三保松原町２６番地の３

静岡市清水区三保１１０９番地の２

121 静岡市清水区三保松原町２６番地の５

静岡市清水区三保１０９１番地の２

122 静岡市清水区三保松原町２６番地の６

静岡市清水区三保１０９６番地の２

123 静岡市清水区三保松原町２６番地の７

静岡市清水区三保１０９６番地の１

124 静岡市清水区三保松原町２６番地の１０

静岡市清水区三保１１０２番地

125 静岡市清水区三保松原町２６番地の１１

静岡市清水区三保１０９０番地の６

126 静岡市清水区三保松原町２６番地の１４

ラ・ペーシュトロワ

静岡市清水区三保１１６５番地の１

エレーヌ

ビオーラ１１３１

ラ・ペーシュトロワ

連番

新住所

建物名称等

旧住所

127 静岡市清水区三保松原町２７番地の３

静岡市清水区三保１１４１番地の２

128 静岡市清水区三保松原町２７番地の６

静岡市清水区三保１１４１番地の６

129 静岡市清水区三保松原町２７番地の９

静岡市清水区三保１１３２番地の１

130 静岡市清水区三保松原町２７番地の１２

静岡市清水区三保１１４４番地の２

131 静岡市清水区三保松原町２８番地の２

静岡市清水区三保１１３６番地の１

132 静岡市清水区三保松原町２８番地の３

静岡市清水区三保１１３６番地の２

133 静岡市清水区三保松原町２８番地の５

静岡市清水区三保１１３５番地の１

134 静岡市清水区三保松原町２８番地の６

静岡市清水区三保１１３５番地の１

135 静岡市清水区三保松原町２８番地の９

静岡市清水区三保１１３５番地の１

136 静岡市清水区三保松原町２８番地の１１

静岡市清水区三保１０９０番地の５

137 静岡市清水区三保松原町２８番地の１３

静岡市清水区三保１１５８番地の４

138 静岡市清水区三保松原町２８番地の１５

静岡市清水区三保１０８４番地の１０

139 静岡市清水区三保松原町２８番地の１７

静岡市清水区三保１１３４番地の１

140 静岡市清水区三保松原町２８番地の１８

静岡市清水区三保１１４７番地

141 静岡市清水区三保松原町２８番地の１9

静岡市清水区三保１１４６番地

142 静岡市清水区三保松原町２８番地の２１

静岡市清水区三保１１８１番地の２

143 静岡市清水区三保松原町２８番地の２２

静岡市清水区三保１１４６番地

144 静岡市清水区三保松原町２８番地の２４

静岡市清水区三保１１３９番地の２０

145 静岡市清水区三保松原町２８番地の２５

静岡市清水区三保１１３９番地の１

146 静岡市清水区三保松原町２８番地の２８

静岡市清水区三保１１８１番地の５

147 静岡市清水区三保松原町２８番地の３０

静岡市清水区三保１１３９番地の１９

148 静岡市清水区三保松原町２８番地の３３

静岡市清水区三保１１３９番地の２

建物名称等

149 静岡市清水区三保松原町２９番地の１

メルヴェーユⅡ

静岡市清水区三保１１１７番地の１

メルヴェーユⅡ

150 静岡市清水区三保松原町２９番地の１

メルヴェーユⅢ

静岡市清水区三保１１１７番地の１

メルヴェーユⅢ

151 静岡市清水区三保松原町２９番地の１

メルヴェーユⅠ

静岡市清水区三保１１２２番地

メルヴェーユⅠ

152 静岡市清水区三保松原町２９番地の６

静岡市清水区三保１１３９番地の５

連番

新住所

建物名称等

旧住所

153 静岡市清水区三保松原町２９番地の７

静岡市清水区三保１１２５番地の２

154 静岡市清水区三保松原町３０番地の１

静岡市清水区三保１１３７番地の２

155 静岡市清水区三保松原町３０番地の２

ルーチェ

パチェ

静岡市清水区三保１１２０番地の１

156 静岡市清水区三保松原町３０番地の４

静岡市清水区三保１１１９番地

157 静岡市清水区三保松原町３０番地の６

静岡市清水区三保１１１８番地の３

158 静岡市清水区三保松原町３０番地の９

静岡市清水区三保１１３６番地の１

159 静岡市清水区三保松原町３０番地の１０

静岡市清水区三保１１３６番地の４

160 静岡市清水区三保松原町３０番地の１１

静岡市清水区三保１１３６番地の２

161 静岡市清水区三保松原町３０番地の１５

静岡市清水区三保１１３６番地の３

162 静岡市清水区三保松原町３０番地の１７

静岡市清水区三保１１３６番地の１０

163 静岡市清水区三保松原町３１番地の４

静岡市清水区三保１０８６番地の７

164 静岡市清水区三保松原町３１番地の８

静岡市清水区三保１１０１番地

165 静岡市清水区三保松原町３１番地の９

静岡市清水区三保１１０１番地

166 静岡市清水区三保松原町３１番地の１０

静岡市清水区三保１１０６番地の２

167 静岡市清水区三保松原町３１番地の１２

ブリエ

静岡市清水区三保１１０６番地の１

168 静岡市清水区三保松原町３１番地の１６

静岡市清水区三保１０８４番地の７

169 静岡市清水区三保松原町３１番地の１７

静岡市清水区三保１０８４番地の２

170 静岡市清水区三保松原町３１番地の１９

静岡市清水区三保１０８４番地

171 静岡市清水区三保松原町３２番地の２

静岡市清水区三保１０８７番地の８

172 静岡市清水区三保松原町３２番地の６

静岡市清水区三保１０９７番地の５

173 静岡市清水区三保松原町３２番地の７

静岡市清水区三保１１２５番地の１

174 静岡市清水区三保松原町３３番地の１

静岡市清水区三保１０９９番地の８

175 静岡市清水区三保松原町３３番地の４

静岡市清水区三保１０９９番地

176 静岡市清水区三保松原町３３番地の７

静岡市清水区三保１０９９番地の２

177 静岡市清水区三保松原町３３番地の８

静岡市清水区三保１１００番地の８

178 静岡市清水区三保松原町３３番地の１１

静岡市清水区三保１１００番地の７

建物名称等

ルーチェ パチェ

ブリエ

連番

新住所

建物名称等

旧住所

179 静岡市清水区三保松原町３４番地の１

静岡市清水区三保１０９７番地の４

180 静岡市清水区三保松原町３７番地の１

静岡市清水区三保１０８６番地の５

181 静岡市清水区三保松原町３７番地の２

静岡市清水区三保１０８６番地の６

182 静岡市清水区三保松原町３７番地の３

静岡市清水区三保１０８６番地の４

183 静岡市清水区三保松原町３７番地の４

静岡市清水区三保１０８６番地の３

184 静岡市清水区三保松原町３９番地の１０

静岡市清水区三保１０８４番地の４

185 静岡市清水区三保松原町４０番地

静岡市清水区三保１０７５番地の２

建物名称等

