
旧大字名 新 町 名

住　所　別

町 名 地 番 変 更 対 照 表

阿見町本郷
ほ ん ご う

一丁目～三丁目

平成２３年１１月１日　　現在
平成２４年 ２ 月４日　　施行

本 郷 二 丁 目

本 郷 三 丁 目

茨 城 県 稲 敷 郡 阿 見 町

荒 川 本 郷

本 郷 一 丁 目



（注意）

　本表は、平成23年11月1日現在で調査したものです。なお、平成24年2月4日の施行日までの間に

異動が生じた場合には、この限りではありません。

　ここに示した地番は、本郷地区町界町名地番整理区域全体を表示したものではなく、この地域に

居住する世帯主の住所を基に作成しています。

―　参　考　図　―
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大字地番別一覧

住所 方    書

荒川本郷　１３５７番地１９ 本郷三丁目 12番地4

荒川本郷　１３５８番地１ 本郷三丁目 10番地17

荒川本郷　１３５８番地１ 本郷三丁目 10番地18

荒川本郷　１３５８番地１ 本郷三丁目 10番地19

荒川本郷　１３５８番地１ 本郷三丁目 10番地21

荒川本郷　１３５８番地１ 本郷三丁目 10番地23

荒川本郷　１３５８番地１ 本郷三丁目 11番地5

荒川本郷　１３５８番地１ シーズンステージ・オルティエ本郷Ａ棟 本郷三丁目 12番地2

荒川本郷　１３５８番地１ シーズンステージ・オルティエ本郷Ｂ棟 本郷三丁目 12番地2

荒川本郷　１３５８番地１ シーズンステージ・オルティエ本郷Ｃ棟 本郷三丁目 12番地2

荒川本郷　１３５８番地１ シーズンステージ・オルティエ本郷Ｄ棟 本郷三丁目 12番地2

荒川本郷　１３５８番地１ シーズンステージ・オルティエ本郷Ｅ棟 本郷三丁目 12番地2

荒川本郷　１３５８番地１ シーズンステージ・オルティエ本郷Ｆ棟 本郷三丁目 12番地2

荒川本郷　１３５８番地１ レジデンスヒルズ　ノースコート 本郷三丁目 23番地5

荒川本郷　１３５８番地１ レジデンスヒルズ　サウスコート 本郷三丁目 23番地5

荒川本郷　１３５８番地３ 本郷三丁目 13番地1

荒川本郷　１３６０番地６ 本郷三丁目 6番地3

荒川本郷　１３５８番地６ 本郷三丁目 10番地15

荒川本郷　１３６０番地９ 本郷三丁目 3番地14

荒川本郷　１３６０番地９ 本郷三丁目 5番地1

荒川本郷　１３６０番地１０ 本郷三丁目 3番地10

荒川本郷　１３６０番地１１ 本郷三丁目 3番地4

荒川本郷　１３６０番地１２ 本郷三丁目 2番地11

荒川本郷　１３６０番地１４ 本郷三丁目 10番地9

荒川本郷　１３６０番地１７ 本郷三丁目 5番地3

荒川本郷　１３６０番地１８ 本郷三丁目 5番地2

荒川本郷　１３６０番地２０ 本郷三丁目 3番地8

荒川本郷　１３６０番地２１ 本郷三丁目 2番地9

荒川本郷　１３６０番地２２ 本郷三丁目 2番地8

荒川本郷　１３６０番地２４ 本郷三丁目 2番地6

荒川本郷　１３６０番地２５ 本郷三丁目 7番地13

荒川本郷　１３６０番地２６ 本郷三丁目 7番地11

新住所



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷　１３６０番地２７ 本郷三丁目 7番地2

荒川本郷　１３６０番地２８ ヌカダハイツ 本郷三丁目 7番地3

荒川本郷　１３６０番地２９ 本郷三丁目 7番地4

荒川本郷　１３６０番地３０ 本郷三丁目 7番地5

荒川本郷　１３６０番地３１ 本郷三丁目 7番地7

荒川本郷　１３６０番地３３ 本郷三丁目 7番地9

荒川本郷　１３６０番地３４ 本郷三丁目 7番地10

荒川本郷　１３６０番地３５ 本郷三丁目 10番地10

荒川本郷　１３６０番地３６ 本郷三丁目 10番地11

荒川本郷　１３６０番地３７ 本郷三丁目 10番地12

荒川本郷　１３６０番地３８ 本郷三丁目 10番地13

荒川本郷　１３６０番地４０ 本郷三丁目 10番地4

荒川本郷　１３６０番地４１ 本郷三丁目 10番地6

荒川本郷　１３６０番地５１ 本郷三丁目 3番地6

荒川本郷　１３６０番地５３ 本郷三丁目 26番地8

荒川本郷　１３６０番地６２ 本郷三丁目 23番地3

荒川本郷　１３６０番地６８ 本郷三丁目 23番地2

荒川本郷　１３６０番地７８ 本郷三丁目 6番地2

荒川本郷　１３６０番地８０ 本郷三丁目 6番地5

荒川本郷　１３６３番地４ 本郷三丁目 26番地4

荒川本郷　１３６３番地５ 本郷三丁目 26番地2

荒川本郷　１３６３番地６ 本郷三丁目 26番地1

荒川本郷　１３６３番地１０ 本郷三丁目 25番地1

荒川本郷　１３６３番地１１ 本郷三丁目 10番地16

荒川本郷　１３６３番地１５ 本郷三丁目 10番地24

荒川本郷　１３６３番地１６ 本郷三丁目 3番地12

荒川本郷　１３６６番地１ 本郷一丁目 22番地2

荒川本郷　１３６６番地２ メゾンブランシェ 本郷一丁目 37番地2

荒川本郷　１３６６番地３ 本郷一丁目 46番地7

荒川本郷　１３６６番地４ 本郷一丁目 36番地9

荒川本郷　１３６６番地５ 本郷一丁目 36番地8

荒川本郷　１３６６番地６ 本郷一丁目 22番地2



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷　１３６６番地８ 本郷一丁目 46番地6

荒川本郷　１３６７番地 本郷一丁目 44番地8

荒川本郷　１３６７番地１ 本郷一丁目 36番地7

荒川本郷　１３６７番地２ 本郷一丁目 44番地10

荒川本郷　１３６７番地４ 本郷一丁目 45番地1

荒川本郷　１３６７番地８ 本郷一丁目 45番地7

荒川本郷　１３６７番地１２ 本郷一丁目 46番地5

荒川本郷　１３６７番地２２ 本郷一丁目 47番地1

荒川本郷　１３６７番地２３ 本郷一丁目 47番地2

荒川本郷　１３６７番地２６ 本郷一丁目 47番地3

荒川本郷　１３６７番地３７ 本郷一丁目 46番地2

荒川本郷　１３６７番地４２ 本郷一丁目 45番地6

荒川本郷　１３６７番地４７ 本郷一丁目 35番地13

荒川本郷　１３６７番地４８ 本郷一丁目 22番地2

荒川本郷　１３６８番地１ 本郷一丁目 24番地5

荒川本郷　１３６８番地２ 本郷一丁目 35番地14

荒川本郷　１３６８番地２ 本郷一丁目 36番地5

荒川本郷　１３６８番地２ 本郷一丁目 38番地3

荒川本郷　１３６８番地５ 本郷一丁目 35番地16

荒川本郷　１３６８番地６ 本郷一丁目 35番地15

荒川本郷　１３６８番地１４ 本郷一丁目 38番地2

荒川本郷　１３６８番地１７ 本郷一丁目 35番地11

荒川本郷　１３６８番地１７ 本郷一丁目 35番地12

荒川本郷　１３６９番地 本郷一丁目 44番地3

荒川本郷　１３６９番地１ 本郷一丁目 35番地10

荒川本郷　１３６９番地１ グリーンヴィレッジ 本郷一丁目 36番地11

荒川本郷　１３６９番地１ 本郷一丁目 35番地17

荒川本郷　１３６９番地１ 本郷一丁目 35番地18

荒川本郷　１３６９番地１ 本郷一丁目 35番地19

荒川本郷　１３６９番地１ 本郷一丁目 35番地20

荒川本郷　１３６９番地１ 本郷一丁目 36番地2

荒川本郷　１３６９番地１ 本郷一丁目 36番地3



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷　１３６９番地６ 本郷一丁目 44番地1

荒川本郷　１３７０番地１ 本郷一丁目 35番地22

荒川本郷　１３７０番地２ 本郷一丁目 38番地1

荒川本郷　１３７０番地３ Ａｘｉａ　Ａ棟 本郷一丁目 41番地10

荒川本郷　１３７０番地４ 本郷一丁目 43番地8

荒川本郷　１３７０番地５ 本郷一丁目 24番地6

荒川本郷　１３７０番地６ 本郷一丁目 39番地4

荒川本郷　１３７０番地２２ 本郷一丁目 35番地9

荒川本郷　１３７０番地２３ 本郷一丁目 35番地21

荒川本郷　１３７１番地１ 本郷一丁目 34番地8

荒川本郷　１３７１番地１ 本郷一丁目 34番地9

荒川本郷　１３７１番地１ 本郷一丁目 34番地10

荒川本郷　１３７１番地１ 本郷一丁目 34番地12

荒川本郷　１３７１番地１ 本郷一丁目 36番地1

荒川本郷　１３７１番地１ 本郷一丁目 39番地3

荒川本郷　１３７１番地２ 本郷一丁目 39番地1

荒川本郷　１３７１番地２ 本郷一丁目 41番地9

荒川本郷　１３７１番地４ 本郷一丁目 34番地1

荒川本郷　１３７１番地５ 本郷一丁目 33番地1

荒川本郷　１３７１番地６ 本郷一丁目 28番地1

荒川本郷　１３７１番地１１ 本郷一丁目 25番地7

荒川本郷　１３７１番地１３ 本郷一丁目 34番地7

荒川本郷　１３７１番地１５ 本郷一丁目 34番地2

荒川本郷　１３７１番地１５ 本郷一丁目 34番地3

荒川本郷　１３７１番地１７ 本郷一丁目 34番地16

荒川本郷　１３７１番地１９ 本郷一丁目 24番地2

荒川本郷　１３７１番地２１ 本郷一丁目 35番地7

荒川本郷　１３７１番地２１ 本郷一丁目 35番地8

荒川本郷　１３７１番地２２ 本郷一丁目 35番地6

荒川本郷　１３７１番地３１ 本郷一丁目 28番地23

荒川本郷　１３７１番地３１ 本郷一丁目 28番地24

荒川本郷　１３７１番地３１ 本郷一丁目 33番地3



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷　１３７１番地３１ 本郷一丁目 35番地3

荒川本郷　１３７１番地３２ 本郷一丁目 35番地4

荒川本郷　１３７１番地３２ 本郷一丁目 35番地5

荒川本郷　１３７１番地３３ 本郷一丁目 33番地3

荒川本郷　１３７１番地３３ 本郷一丁目 35番地1

荒川本郷　１３７１番地３３ 本郷一丁目 35番地24

荒川本郷　１３７１番地３３ 本郷一丁目 35番地25

荒川本郷　１３７１番地３５ 本郷一丁目 35番地23

荒川本郷　１３７１番地３６ 本郷一丁目 34番地5

荒川本郷１３７３番地１ 本郷一丁目 27番地17

荒川本郷１３７３番地６ 本郷一丁目 26番地12

荒川本郷１３７３番地８ 本郷一丁目 26番地10

荒川本郷１３７３番地９ 本郷一丁目 26番地6

荒川本郷１３７３番地１１ 本郷一丁目 26番地4

荒川本郷１３７３番地１２ 本郷一丁目 26番地3

荒川本郷１３７３番地１４ 本郷一丁目 26番地2

荒川本郷１３７３番地１５ 本郷一丁目 28番地22

荒川本郷１３７３番地１６ 本郷一丁目 28番地21

荒川本郷１３７３番地１７ 本郷一丁目 28番地20

荒川本郷１３７３番地１８ 本郷一丁目 28番地19

荒川本郷１３７３番地２２ 本郷一丁目 28番地4

荒川本郷１３７３番地２５ 本郷一丁目 28番地18

荒川本郷１３７３番地２６ 本郷一丁目 28番地12

荒川本郷１３７３番地３２ 本郷一丁目 29番地3

荒川本郷１３７３番地３３ 本郷一丁目 29番地2

荒川本郷１３７３番地３６ 本郷一丁目 28番地10

荒川本郷１３７３番地４４ 本郷一丁目 29番地20

荒川本郷１３７３番地４４ 本郷一丁目 29番地23

荒川本郷１３７３番地４９ 本郷一丁目 29番地5

荒川本郷１３７３番地５６ 本郷一丁目 29番地18

荒川本郷１３７３番地５８ 本郷一丁目 29番地9

荒川本郷１３７３番地５９ 本郷一丁目 28番地6



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷１３７３番地６０ 本郷一丁目 29番地22

荒川本郷１３７３番地６３ 本郷一丁目 29番地11

荒川本郷１３７３番地６４ 本郷一丁目 29番地14

荒川本郷１３７３番地６６ 本郷一丁目 28番地3

荒川本郷１３７３番地６７ 本郷一丁目 29番地1

荒川本郷１３７３番地６８ 本郷一丁目 29番地8

荒川本郷１３７３番地７１ 本郷一丁目 29番地19

荒川本郷１３７３番地７７ 本郷一丁目 25番地3

荒川本郷１３７３番地７８ 本郷一丁目 25番地5

荒川本郷１３７４番地 本郷一丁目 27番地13

荒川本郷１３７４番地１ 本郷三丁目 8番地1

荒川本郷１３７４番地２ 本郷一丁目 23番地2

荒川本郷１３７４番地３ 本郷一丁目 17番地15

荒川本郷１３７４番地３ 本郷一丁目 17番地16

荒川本郷１３７４番地３ 本郷一丁目 21番地1

荒川本郷１３７４番地４ 本郷一丁目 17番地7

荒川本郷１３７４番地４ 本郷一丁目 18番地15

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 14番地1

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 14番地2

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 14番地3

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 14番地4

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 14番地15

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 14番地16

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 14番地17

荒川本郷１３７４番地５ 本郷一丁目 27番地14

荒川本郷１３７４番地６ 本郷一丁目 27番地3

荒川本郷１３７４番地７ 朝日ヴィラ本郷Ａ棟 本郷一丁目 6番地6

荒川本郷１３７４番地７ 本郷一丁目 6番地6

荒川本郷１３７４番地７ 本郷一丁目 6番地7

荒川本郷１３７４番地８ 本郷一丁目 6番地5

荒川本郷１３７４番地９ 本郷一丁目 18番地3

荒川本郷１３７４番地９ 本郷一丁目 18番地17



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷１３７４番地９ 本郷一丁目 18番地18

荒川本郷１３７４番地９ 本郷一丁目 18番地19

荒川本郷１３７４番地９ 本郷一丁目 18番地21

荒川本郷１３７４番地９ 本郷一丁目 18番地22

荒川本郷１３７４番地１１ 本郷一丁目 17番地17

荒川本郷１３７４番地１２ 本郷一丁目 27番地7

荒川本郷１３７４番地１２ 本郷一丁目 27番地8

荒川本郷１３７４番地１３ 本郷一丁目 6番地3

荒川本郷１３７４番地１４ 本郷一丁目 27番地9

荒川本郷１３７４番地３７ 本郷一丁目 27番地18

荒川本郷１３７４番地３７ 本郷一丁目 27番地6

荒川本郷１３７４番地４０ 本郷一丁目 6番地6

荒川本郷１３７４番地４１ 本郷一丁目 18番地2

荒川本郷１３７４番地４１ 本郷一丁目 18番地4

荒川本郷１３７４番地４１ 本郷一丁目 18番地5

荒川本郷１３７４番地４１ 本郷一丁目 18番地6

荒川本郷１３７４番地４１ 本郷一丁目 21番地1

荒川本郷１３７４番地４３ 本郷一丁目 14番地18

荒川本郷１３７４番地４５ 本郷一丁目 27番地1

荒川本郷１３７４番地４５ 本郷一丁目 27番地5

荒川本郷１３７４番地５４ 本郷一丁目 14番地12

荒川本郷１３７４番地５５ 朝日ヴィラ本郷Ｂ棟 本郷一丁目 6番地6

荒川本郷１３７６番地１ 本郷三丁目 14番地1

荒川本郷１３７６番地１ 本郷三丁目 16番地3

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＡ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＢ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＣ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＤ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＥ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＦ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＧ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＨ棟 本郷三丁目 17番地



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＩ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地１ フロレアールＪ棟 本郷三丁目 17番地

荒川本郷１３７６番地２ 本郷三丁目 14番地19

荒川本郷１３７６番地２ 本郷三丁目 14番地20

荒川本郷１３７６番地２ 本郷三丁目 14番地21

荒川本郷１３７６番地２ 本郷三丁目 14番地25

荒川本郷１３７６番地２ 本郷三丁目 14番地26

荒川本郷１３７６番地２ 本郷三丁目 14番地27

荒川本郷１３７６番地３ 本郷三丁目 14番地6

荒川本郷１３７６番地３ 本郷三丁目 14番地18

荒川本郷１３７６番地３ 本郷三丁目 8番地5

荒川本郷１３７６番地３ 本郷三丁目 8番地6

荒川本郷１３７６番地３ 本郷三丁目 8番地7

荒川本郷１３７６番地５ 本郷三丁目 14番地2

荒川本郷１３７６番地５ 本郷三丁目 14番地3

荒川本郷１３７６番地５ 本郷三丁目 14番地4

荒川本郷１３７６番地１６ 本郷三丁目 14番地24

荒川本郷１３７６番地２２ 本郷三丁目 14番地5

荒川本郷１３７９番地 本郷三丁目 22番地8

荒川本郷１３８０番地 本郷三丁目 22番地4

荒川本郷１３８１番地６ 本郷三丁目 21番地1

荒川本郷１３８２番地１ 本郷三丁目 22番地4

荒川本郷１３８２番地２ 本郷三丁目 18番地1

荒川本郷１３８３番地１ 本郷三丁目 20番地5

荒川本郷１３８３番地３ 本郷三丁目 19番地3

荒川本郷１３８３番地８ 本郷三丁目 19番地5

荒川本郷１３８３番地９ 本郷三丁目 20番地3

荒川本郷２０１８番地２ 本郷二丁目 18番地1

荒川本郷２０１８番地７ 本郷二丁目 19番地5

荒川本郷２０１８番地９ 本郷一丁目 17番地11

荒川本郷２０１８番地１０ 本郷一丁目 17番地9

荒川本郷２０１８番地１０ 本郷一丁目 17番地10



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷２０１８番地１１ 本郷二丁目 17番地5

荒川本郷２０１８番地１１ 本郷二丁目 18番地6

荒川本郷２０１８番地１８ 本郷一丁目 16番地1

荒川本郷２０１９番地 本郷二丁目 19番地2

荒川本郷２０２０番地１ 本郷一丁目 14番地13

荒川本郷２０２０番地２ 本郷二丁目 17番地3

荒川本郷２０２０番地５ 本郷一丁目 14番地11

荒川本郷２０２０番地５ 本郷一丁目 14番地14

荒川本郷２０２１番地２ ビオベース 本郷二丁目 16番地12

荒川本郷２０２１番地３ 本郷一丁目 14番地6

荒川本郷２０２１番地３ 本郷一丁目 14番地8

荒川本郷２０２１番地３ 本郷一丁目 14番地9

荒川本郷２０２１番地３ 本郷一丁目 14番地10

荒川本郷２０２２番地 サンフローラＤ棟 本郷二丁目 15番地1

荒川本郷２０２２番地 サンフローラＦ棟 本郷二丁目 15番地1

荒川本郷２０２３番地１ サンフローラＣ棟 本郷二丁目 15番地1

荒川本郷２０２３番地２ サンフローラＥ棟 本郷二丁目 15番地1

荒川本郷２０２３番地２ 本郷二丁目 16番地1

荒川本郷２０２３番地２ 本郷二丁目 16番地13

荒川本郷２０２４番地１ サンフローラＡ棟 本郷二丁目 15番地1

荒川本郷２０２４番地１ サンフローラＢ棟 本郷二丁目 15番地1

荒川本郷２０２４番地１ 本郷二丁目 15番地1

荒川本郷２０２４番地２ プラテリーアＡ棟 本郷一丁目 10番地3

荒川本郷２０２４番地２ プラテリーアＢ棟 本郷一丁目 10番地3

荒川本郷２０２４番地２ プラテリーアＣ棟 本郷一丁目 10番地3

荒川本郷２０２７番地１ 本郷一丁目 8番地3

荒川本郷２０２７番地１ 本郷一丁目 8番地4

荒川本郷２０２７番地１ 本郷一丁目 8番地5

荒川本郷２０２７番地２ 本郷一丁目 7番地2

荒川本郷２０２７番地３ プラテリーアＤ棟 本郷一丁目 10番地2

荒川本郷２０２７番地３ プラテリーアＥ棟 本郷一丁目 10番地2

荒川本郷２０２７番地３ プラテリーアＦ棟 本郷一丁目 10番地2



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷２０２９番地２ 本郷二丁目 16番地11

荒川本郷２０２９番地４ 本郷二丁目 11番地1

荒川本郷２０２９番地４ 本郷二丁目 11番地3

荒川本郷２０２９番地４ 本郷二丁目 12番地10

荒川本郷２０２９番地４ 本郷二丁目 13番地

荒川本郷２０２９番地８ 本郷二丁目 16番地10

荒川本郷２０２９番地１４ 本郷二丁目 16番地2

荒川本郷２０２９番地１４ 本郷二丁目 16番地3

荒川本郷２０３０番地２ プラテリーアＩ棟 本郷一丁目 8番地2

荒川本郷２０３０番地２ プラテリーアＪ棟 本郷一丁目 8番地2

荒川本郷２０３０番地３ 本郷一丁目 6番地2

荒川本郷２０３０番地３ 本郷一丁目 6番地4

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 1番地9

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 3番地4

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 3番地9

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 3番地10

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 3番地11

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 3番地12

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 3番地13

荒川本郷２０３１番地 本郷一丁目 3番地14

荒川本郷２０３１番地 プラテリーアＧ棟 本郷一丁目 8番地1

荒川本郷２０３１番地 プラテリーアＨ棟 本郷一丁目 8番地1

荒川本郷２０３２番地１０７ 本郷二丁目 3番地7

荒川本郷２０３２番地１７１ 本郷一丁目 43番地4

荒川本郷２０３２番地１７２ 本郷一丁目 43番地4

荒川本郷２０３２番地１７２ 本郷一丁目 43番地5

荒川本郷２０３２番地１７５ 本郷一丁目 41番地3

荒川本郷２０３２番地１７６ 本郷一丁目 41番地3

荒川本郷２０３２番地１７７ 本郷一丁目 41番地3

荒川本郷２０３２番地１７７ 本郷一丁目 41番地6

荒川本郷２０３２番地１８１ 本郷一丁目 40番地1

荒川本郷２０３２番地１８４ 本郷一丁目 39番地1



大字地番別一覧

住所 方    書 新住所

荒川本郷２０３２番地１９２ 本郷一丁目 32番地1

荒川本郷２０３２番地１９３ 本郷一丁目 32番地2

荒川本郷２０３２番地１９７ 本郷一丁目 31番地4

荒川本郷２０３２番地２２５ クレアプラス 本郷一丁目 3番地1

荒川本郷２０３２番地２３９ 本郷一丁目 2番地8

荒川本郷２０３２番地２４２ エスポアール 本郷一丁目 2番地4

荒川本郷２０３２番地２５６ 本郷二丁目 6番地15

荒川本郷２０３２番地２５６ 本郷二丁目 10番地4

荒川本郷２０３２番地２５６ 本郷二丁目 10番地15

荒川本郷２０３２番地２６５ 本郷一丁目 3番地6

荒川本郷２０３２番地２６５ 本郷一丁目 3番地7

荒川本郷２０３２番地２７２ 本郷二丁目 20番地5

荒川本郷２０３２番地３０４ 本郷二丁目 7番地5

荒川本郷２０３２番地３０９ 本郷一丁目 3番地2

荒川本郷２０３２番地３０９ 本郷一丁目 3番地5

荒川本郷２０３２番地３２３ 本郷二丁目 6番地13

荒川本郷２０３２番地３２４ 本郷二丁目 20番地1

荒川本郷２０３２番地３２４ 本郷二丁目 20番地2

荒川本郷２０３２番地３２５ 本郷二丁目 20番地2

荒川本郷２０３２番地３４１ 本郷一丁目 30番地3

荒川本郷２０３２番地３４９ 本郷二丁目 10番地16

荒川本郷２０３２番地３６０ 本郷二丁目 7番地2

荒川本郷２０３２番地３６０ 本郷二丁目 7番地3

荒川本郷２０３２番地３６８ 本郷一丁目 31番地4

荒川本郷２０３２番地３９７ シャルマン 本郷一丁目 30番地6

荒川本郷２０３２番地３９８ 本郷一丁目 30番地5

荒川本郷２０３２番地４０４ 本郷一丁目 1番地11

荒川本郷２０３２番地４２５ 本郷一丁目 3番地19

荒川本郷２０３２番地４２９ 本郷一丁目 18番地16

荒川本郷２０３２番地５０１ 本郷一丁目 2番地16

荒川本郷２０３２番地５０９ 本郷一丁目 32番地3

荒川本郷２０３２番地５１０ 本郷一丁目 19番地3



大字地番別一覧
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荒川本郷２０３２番地５１５ 本郷一丁目 18番地7

荒川本郷２０３２番地５１６ 本郷一丁目 18番地8

荒川本郷２０３２番地５１７ 本郷一丁目 18番地9

荒川本郷２０３２番地５１８ 本郷一丁目 17番地13

荒川本郷２０３２番地５１８ 本郷一丁目 17番地14

荒川本郷２０３２番地５１９ 本郷一丁目 18番地11

荒川本郷２０３２番地５１９ 本郷一丁目 18番地12

荒川本郷２０３２番地５１９ 本郷一丁目 18番地13

荒川本郷２０３２番地５１９ 本郷一丁目 18番地14

荒川本郷２０３２番地５２０ 本郷一丁目 19番地1

荒川本郷２０３２番地５２２ 本郷一丁目 19番地1

荒川本郷２４２８番地３ 本郷一丁目 1番地1

荒川本郷２４３１番地３ 本郷二丁目 1番地4

荒川本郷２４３２番地 サンモールＡ棟 本郷二丁目 1番地3

荒川本郷２４３２番地 サンモールＢ棟 本郷二丁目 1番地3

荒川本郷２４３２番地 サンモールＣ棟 本郷二丁目 1番地3

荒川本郷２４３４番地１ 本郷二丁目 2番地1

荒川本郷２４３９番地４ 本郷二丁目 3番地4

荒川本郷２４４２番地 本郷二丁目 6番地1

荒川本郷２４４３番地 本郷二丁目 6番地2

荒川本郷２４４３番地 本郷二丁目 6番地3

荒川本郷２４４３番地 本郷二丁目 6番地11

荒川本郷２４４３番地 本郷二丁目 6番地12

荒川本郷２４４３番地 本郷二丁目 6番地14

荒川本郷２４４５番地１ 本郷二丁目 10番地7

荒川本郷２４４５番地６ 本郷二丁目 6番地9

荒川本郷２４４５番地７ 本郷二丁目 6番地10

荒川本郷２４４６番地１ 本郷二丁目 10番地8

荒川本郷２４４６番地１ 本郷二丁目 10番地9

荒川本郷２４５０番地１ 本郷二丁目 10番地13

荒川本郷２４４８番地１ 本郷二丁目 12番地1

荒川本郷２４５０番地７ 本郷二丁目 10番地10
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荒川本郷２４５０番地９ 本郷二丁目 10番地11

荒川本郷２４５０番地１０ 本郷二丁目 10番地12



大字地番別一覧（事業所)

事業所名 住所 方    書

おうみ着物学院 荒川本郷１３６０番地６ 本郷三丁目 6番地3

カットハウスマイシティ 荒川本郷１３６０番地５３ 本郷三丁目 26番地8

ドラッグてらしま荒川本郷店 荒川本郷１３６４番地１ 本郷三丁目 3番地1

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさとのこﾊｳｽ荒川本郷 荒川本郷１３６４番地１ 本郷三丁目 3番地1

㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｶｰﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ荒川本郷店 荒川本郷１３６４番地１ 本郷一丁目 47番地5

学校法人沼田学園 荒川本郷１３６４番地の８ （荒川沖幼稚園） 本郷三丁目 27番地1

ほっともっと荒川沖店 荒川本郷１３６４番地１８ 本郷三丁目 3番地2

医療法人幸成会 荒川本郷１３６６番地の２ （なるしま内科医院） 本郷一丁目 22番地1

㈱サンワ産業 荒川本郷１３６６番地２ （ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ阿見荒川沖駅東店） 本郷一丁目 37番地2

㈱幸和建築工房 荒川本郷１３６６番地２ 本郷一丁目 37番地2

ローヤル２１荒川本郷店 荒川本郷１３６６番地２ 本郷一丁目 37番地2

パティスリー ジェル ヴェール 荒川本郷１３６６番地２ 本郷一丁目 37番地2

南山堂薬局荒川沖店 荒川本郷１３６６番地６ 本郷一丁目 22番地1

星技術士事務所 荒川本郷１３７３番地４９ 本郷一丁目 29番地5

阿見町本郷ふれあいセンター 荒川本郷１３７４番地４ 本郷一丁目 11番地1

㈱オフショア 荒川本郷１３７４番地７ 朝日ヴィラ本郷Ａ棟１０２号 本郷一丁目 6番地6

おとや 荒川本郷１３７６番地２ 本郷三丁目 14番地26

total beauty salon walea 荒川本郷１３７６番地１６ 本郷三丁目 14番地24

㈲ナカショウ筑波営業所 荒川本郷１３８３番地１２ 本郷三丁目 20番地10

㈱Ｓ＆Ｃ Ｓolutions 荒川本郷２０１６－１ 本郷三丁目 1番地1

PIACITY荒川本郷管理事務所 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

ピアシティ歯科クリニック 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

ｵﾙﾃｨｵ本郷ｸﾛｽｱｳﾞｪﾆｭｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

カットハウスひかり荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

うさぎちゃんｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾋﾟｱｼﾃｨ荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

ファミリーランドリーピアシティ店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

そろばんスクールかしわざき 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

Reno HAIR 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

わくわく広場荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

エナジートロン 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

㈱カスミ荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

モルバン荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

新町名



大字地番別一覧（事業所)

事業所名 住所 方    書 新町名

ツルハドラッグ荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

ハニーズ荒川沖店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

西松屋ピアシティ荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

セリア生活良品荒川本郷店 荒川本郷２０１６番地１ 本郷三丁目 1番地1

医療法人社団ユリシス 荒川本郷２０１８番地７ （まつばらｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ） 本郷一丁目 16番地2

カットハウス コジマ 荒川本郷２０１８番地７ 本郷二丁目 19番地5

㈲千葉工業 荒川本郷２０１９番地 本郷二丁目 19番地2

まつばらｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ付属保育園オハナ 荒川本郷２０２０番地１ 本郷一丁目 16番地1

㈲丸隆建設 荒川本郷２０２９番地の３ 本郷二丁目 16番地7

しんクリニック 荒川本郷２０３２番地２７２ 本郷二丁目 20番地4

オリジン薬局荒川本郷店 荒川本郷２０３２番地２７２ 本郷二丁目 20番地5

みこと整骨院 荒川本郷２０３２番地２７２ 本郷二丁目 20番地5

みこと針灸マッサージ院 荒川本郷２０３２番地２７２ 本郷二丁目 20番地5

さくらい薬局荒川本郷店 荒川本郷２０３２番地３５９ 本郷一丁目 2番地14

医療法人河合内科医院 荒川本郷２４２６番地 本郷一丁目 2番地1

医療法人恵泉会 荒川本郷２４２７番地２ （おおさわ眼科） 本郷一丁目 2番地3

塚原自動車 荒川本郷２４２８番地３ 本郷一丁目 1番地1


