
抽出条件： 住所対照表 掲載物件

基 準 日： 2020年7月25日現在での住民登録等に基づく実態調査により作成

特記事項：

・ 本データの編成は下記のとおりです。
(住居表示)旧金井町 ＞ (住居表示)旧本町田 ＞ (住居表示)旧大蔵町 ＞ (町名整理)旧金井町

・
旧住所欄は、住民登録等の記載に基づき作成されており、不動産登記上の地番とは必ずしも一致しま
せん。

・ 集合住宅の部屋番号は、省略しています。

・ 新住所に○○○とある部分は、部屋番号に相当します。

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業

住所対照表



旧住所 新住所 備考

金井町１番地９ 金井ヶ丘四丁目５１番８号

金井町１番地１０ 金井ヶ丘四丁目５１番７号

金井町１番地１１ 金井ヶ丘四丁目５１番６号

金井町１番地１２ 金井ヶ丘四丁目５１番５号

金井町１番地１３ 金井ヶ丘四丁目５１番４号

金井町４番地６ 金井ヶ丘四丁目５１番１４号

金井町４番地７ 金井ヶ丘四丁目５１番１５号

金井町５番地１２ 金井ヶ丘四丁目５２番１号 フェリース・グランメール

金井町５番地１３ 金井ヶ丘四丁目５２番４号

金井町５番地１４ 金井ヶ丘四丁目５２番５号

金井町６番地２ 金井ヶ丘四丁目５１番１１号

金井町６番地３ 金井ヶ丘四丁目５１番１２号

金井町６番地５ 金井ヶ丘四丁目５１番１３号

金井町７番地３ 金井ヶ丘四丁目５１番１０号

金井町１０番地３ 金井ヶ丘四丁目５０番２号

金井町１０番地４ 金井ヶ丘四丁目５０番１号

金井町１０番地５ 金井ヶ丘四丁目５０番３号

金井町１０番地６ 金井ヶ丘四丁目５０番４号

金井町１１番地１ 金井ヶ丘四丁目５２番６号

金井町１１番地２ 金井ヶ丘四丁目５２番７号

金井町１２番地 金井ヶ丘四丁目５２番１号 フェリース・グランメール

金井町１３番地１ 金井ヶ丘四丁目５２番２３号 コーポトワ

金井町１３番地２ 金井ヶ丘四丁目５２番１１号 プリムラ

金井町１３番地４ 金井ヶ丘四丁目５２番２５号

金井町１３番地５ 金井ヶ丘四丁目５２番２６号

金井町１３番地９ 金井ヶ丘四丁目５２番２０号 ヴィオラ

金井町１４番地１ 金井ヶ丘四丁目５３番７号 ベージュハイム金井

金井町１４番地２ 金井ヶ丘四丁目５３番２０号

金井町１４番地５ 金井ヶ丘四丁目５３番３号

金井町１４番地６ 金井ヶ丘四丁目５３番５号

金井町１４番地７ 金井ヶ丘四丁目５３番４号

金井町１５番地１ 金井ヶ丘四丁目５２番２２号

金井町１６番地１ 金井ヶ丘四丁目５２番９号

金井町１６番地２ 金井ヶ丘四丁目５２番８号

金井町１９番地１ 金井ヶ丘四丁目４９番１号

金井町１９番地１ 金井ヶ丘四丁目４９番７号

金井町１９番地１ 金井ヶ丘四丁目４９番７号 グレート・コート　Ａ

金井町１９番地１ 金井ヶ丘四丁目４９番４号 グレート・コート　Ｂ

金井町１９番地７ 金井ヶ丘四丁目４９番２号

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９番地８ 金井ヶ丘四丁目４９番３号

金井町２４番地１ 金井ヶ丘四丁目４８番１８号

金井町２４番地５ 金井ヶ丘四丁目４８番２２号

金井町２７番地１１ 金井ヶ丘四丁目４８番１７号

金井町２７番地１２ 金井ヶ丘四丁目４８番１６号

金井町２７番地１３ 金井ヶ丘四丁目４８番１５号

金井町２７番地１４ 金井ヶ丘四丁目４８番１４号

金井町２７番地１５ 金井ヶ丘四丁目４８番１３号

金井町２８番地 金井ヶ丘四丁目４８番２３号

金井町２９番地１ 金井ヶ丘四丁目４８番３３号

金井町２９番地５ 金井ヶ丘四丁目４８番３２号

金井町２９番地６ 金井ヶ丘四丁目４８番３１号

金井町２９番地７ 金井ヶ丘四丁目４８番３０号

金井町２９番地８ 金井ヶ丘四丁目４８番２９号

金井町３１番地４ 金井ヶ丘四丁目４８番１号

金井町３１番地５ 金井ヶ丘四丁目４８番２号

金井町３１番地６ 金井ヶ丘四丁目４８番３号

金井町３１番地８ 金井ヶ丘四丁目４８番４号

金井町３１番地１０ 金井ヶ丘四丁目４８番５号

金井町３１番地１２ 金井ヶ丘四丁目４８番６号

金井町３１番地１４ 金井ヶ丘四丁目４８番７号

金井町３１番地１５ 金井ヶ丘四丁目４８番８号

金井町３４番地１ 金井ヶ丘四丁目４８番１０号

金井町３７番地 金井ヶ丘四丁目５３番１８号

金井町４９番地１ 金井ヶ丘四丁目４７番２７号

金井町６０番地 金井ヶ丘四丁目４７番１４号

金井町６０番地 金井ヶ丘四丁目４７番１４号 プラザマロニエ

金井町６０番地１ 金井ヶ丘四丁目４７番１４号 プラザマロニエ

金井町６４番地１ 金井ヶ丘四丁目４７番７号

金井町８５番地６ 金井ヶ丘四丁目４７番５号

金井町８５番地７ 金井ヶ丘四丁目４７番４号

金井町８５番地８ 金井ヶ丘四丁目４７番２号

金井町８５番地１３ 金井ヶ丘四丁目４７番３号

金井町８７番地１ 金井ヶ丘四丁目４７番１号 ファミールＥ

金井町１５４３番地３ 金井ヶ丘二丁目４３番１号

金井町１５４４番地１ 金井ヶ丘二丁目４３番２号

金井町１５４５番地 金井ヶ丘二丁目４３番５１号

金井町１５４５番地１ 金井ヶ丘二丁目４３番５２号

金井町１５４６番地 金井ヶ丘二丁目４３番４９号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１５６６番地 金井ヶ丘二丁目４３番５号

金井町１５６８番地７ 金井ヶ丘三丁目１番１０号

金井町１５７２番地１ 金井ヶ丘二丁目４３番３２号

金井町１５７５番地１ 金井ヶ丘三丁目１番４号 レオパレスアミティエ

金井町１５７９番地 金井ヶ丘三丁目１番２４号

金井町１５８３番地 金井ヶ丘三丁目１番２８号

金井町１５９３番地３ 金井ヶ丘三丁目１番３７号

金井町１６０３番地１ 金井ヶ丘三丁目１番４５号

金井町１６９９番地１ 金井ヶ丘四丁目４５番５号

金井町１６９９番地１ 金井ヶ丘四丁目４５番５号 ハイネックス大石

金井町１７００番地１ 金井ヶ丘四丁目４５番１号

金井町１７００番地１ 金井ヶ丘四丁目４５番１号 セゾン鶴川

金井町１７１６番地 金井ヶ丘四丁目４４番２２号

金井町１７１７番地 金井ヶ丘四丁目４４番１２号

金井町１７３６番地１ 金井ヶ丘四丁目４３番３８号

金井町１７６２番地 金井ヶ丘四丁目４３番３３号

金井町１７６２番地 金井ヶ丘四丁目４３番３４号

金井町１７６２番地３ 金井ヶ丘四丁目４３番３３号

金井町１８２０番地１ 金井ヶ丘四丁目４３番２６号

金井町１８２２番地 金井ヶ丘四丁目４３番１６号

金井町１８２２番地５ 金井ヶ丘四丁目４３番１１号

金井町１８２２番地８ 金井ヶ丘四丁目４３番１４号 サヰ２

金井町１８２３番地１７ 金井ヶ丘四丁目４０番２１号

金井町１８２３番地１８ 金井ヶ丘四丁目４０番２２号

金井町１８２３番地２１ 金井ヶ丘四丁目４０番２３号

金井町１８２３番地４４ 金井ヶ丘四丁目４０番２４号

金井町１８２３番地４５ 金井ヶ丘四丁目４０番２５号

金井町１８２３番地４６ 金井ヶ丘四丁目４１番１号

金井町１８２３番地４７ 金井ヶ丘四丁目４１番２号

金井町１８２３番地４８ 金井ヶ丘四丁目４３番１０号

金井町１８２３番地５１ 金井ヶ丘四丁目４１番７号

金井町１８２５番地１６ 金井ヶ丘四丁目４１番３号

金井町１８２５番地２０ 金井ヶ丘四丁目４４番３号

金井町１８２５番地２９ 金井ヶ丘四丁目４３番７号 サヰ１

金井町１８２５番地４２ 金井ヶ丘四丁目４１番２１号

金井町１８２５番地４３ 金井ヶ丘四丁目４１番２０号

金井町１８２５番地４４ 金井ヶ丘四丁目４１番１９号

金井町１８２５番地４５ 金井ヶ丘四丁目４１番１８号

金井町１８２５番地４６ 金井ヶ丘四丁目４１番１７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１８２５番地４７ 金井ヶ丘四丁目４１番１６号

金井町１８２５番地４８ 金井ヶ丘四丁目４１番１５号

金井町１８２５番地４９ 金井ヶ丘四丁目４１番１４号

金井町１８２５番地５０ 金井ヶ丘四丁目４１番１３号

金井町１８２５番地５１ 金井ヶ丘四丁目４１番１２号

金井町１８２５番地５２ 金井ヶ丘四丁目４１番１１号

金井町１８２５番地５８ 金井ヶ丘四丁目４２番１２号

金井町１８２５番地５９ 金井ヶ丘四丁目４２番１１号

金井町１８２５番地６０ 金井ヶ丘四丁目４２番１０号

金井町１８２５番地６１ 金井ヶ丘四丁目４２番９号

金井町１８２５番地６２ 金井ヶ丘四丁目４２番８号

金井町１８２５番地６３ 金井ヶ丘四丁目４２番７号

金井町１８２５番地６４ 金井ヶ丘四丁目４２番６号

金井町１８２５番地７０ 金井ヶ丘四丁目４４番１号

金井町１８２９番地２ 金井ヶ丘四丁目４０番１９号

金井町１８２９番地５ 金井ヶ丘四丁目４０番１８号

金井町１８２９番地７ 金井ヶ丘四丁目４０番１６号

金井町１８２９番地８ 金井ヶ丘四丁目４０番１５号

金井町１８２９番地９ 金井ヶ丘四丁目４０番１４号

金井町１８２９番地１０ 金井ヶ丘四丁目４０番１２号

金井町１８２９番地１１ 金井ヶ丘四丁目４０番１１号

金井町１８３０番地６ 金井ヶ丘四丁目４０番１０号

金井町１８３０番地７ 金井ヶ丘四丁目４０番９号

金井町１８３２番地６ 金井ヶ丘四丁目４０番７号

金井町１８３２番地９ 金井ヶ丘四丁目４０番５号

金井町１８３２番地１１ 金井ヶ丘四丁目４０番１号

金井町１８３２番地１２ 金井ヶ丘四丁目４２番１号

金井町１８３２番地１３ 金井ヶ丘四丁目４２番２号

金井町１８３２番地１４ 金井ヶ丘四丁目４２番３号

金井町１８３２番地１５ 金井ヶ丘四丁目４２番４号

金井町１８３２番地１６ 金井ヶ丘四丁目４２番５号

金井町１８３２番地１７ 金井ヶ丘四丁目４０番４号

金井町１８３２番地１８ 金井ヶ丘四丁目４０番２号

金井町１８３２番地１９ 金井ヶ丘四丁目４０番３号

金井町１８３２番地２０ 金井ヶ丘四丁目４１番２３号

金井町１８３２番地２１ 金井ヶ丘四丁目４１番２２号

金井町１８３３番地５ 金井ヶ丘四丁目３９番７号

金井町１８３３番地７ 金井ヶ丘四丁目３９番５号

金井町１８３３番地８ 金井ヶ丘四丁目３９番４号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１８３３番地１０ 金井ヶ丘四丁目３９番１１号

金井町１８３３番地１１ 金井ヶ丘四丁目３９番１０号

金井町１８３３番地１２ 金井ヶ丘四丁目３９番１２号

金井町１８３３番地１３ 金井ヶ丘四丁目３９番９号

金井町１８３３番地１４ 金井ヶ丘四丁目３９番１３号

金井町１８３３番地１５ 金井ヶ丘四丁目３９番８号

金井町１８３３番地１６ 金井ヶ丘四丁目３８番５号

金井町１８３３番地１７ 金井ヶ丘四丁目３８番４号

金井町１８３３番地１８ 金井ヶ丘四丁目３８番６号

金井町１８３３番地１９ 金井ヶ丘四丁目３８番３号

金井町１８３３番地２０ 金井ヶ丘四丁目３８番７号

金井町１８３３番地２１ 金井ヶ丘四丁目３８番２号

金井町１８３３番地２２ 金井ヶ丘四丁目３８番８号

金井町１８３３番地２３ 金井ヶ丘四丁目３８番１号

金井町１８３３番地２４ 金井ヶ丘四丁目３７番９号

金井町１８３３番地２５ 金井ヶ丘四丁目３７番１０号

金井町１８３３番地２６ 金井ヶ丘四丁目３７番１１号

金井町１８３３番地２７ 金井ヶ丘四丁目３７番１２号

金井町１８３３番地２８ 金井ヶ丘四丁目３９番１号

金井町１８３３番地２９ 金井ヶ丘四丁目３９番２号

金井町１８３３番地３０ 金井ヶ丘四丁目３９番３号

金井町１８３７番地３ 金井ヶ丘四丁目３７番８号

金井町１８３７番地５ 金井ヶ丘四丁目３７番５号

金井町１８３７番地６ 金井ヶ丘四丁目３７番７号

金井町１８３７番地７ 金井ヶ丘四丁目３７番６号

金井町１８３７番地１１ 金井ヶ丘四丁目３７番１号

金井町１８３７番地１２ 金井ヶ丘四丁目３７番２号

金井町１８３７番地１３ 金井ヶ丘四丁目３７番３号

金井町１８３７番地１４ 金井ヶ丘四丁目３７番４号

金井町１８３８番地 金井ヶ丘四丁目４４番３７号

金井町１８３８番地９ 金井ヶ丘四丁目４４番３８号

金井町１８３８番地１５ 金井ヶ丘四丁目４４番３９号

金井町１８３８番地１６ 金井ヶ丘四丁目４４番４１号

金井町１８３８番地１８ 金井ヶ丘四丁目４４番４５号

金井町１８３８番地２１ 金井ヶ丘四丁目４４番４３号

金井町１８３９番地３ 金井ヶ丘四丁目４６番４号

金井町１８４２番地１ 金井ヶ丘四丁目３６番３３号 ガーデニア六番館

金井町１８４２番地２ 金井ヶ丘四丁目３６番３４号 ガーデニア五番館

金井町１８４２番地５ 金井ヶ丘四丁目３６番１号 ガーデニア参番館　Ｂ
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１８４２番地７ 金井ヶ丘四丁目３６番４号 ガーデニア参番館　Ａ

金井町１８４３番地２ 金井ヶ丘四丁目３６番７号

金井町１８４３番地４ 金井ヶ丘四丁目３６番８号

金井町１８４４番地６ 金井ヶ丘四丁目３５番３６号

金井町１８４５番地５ 金井ヶ丘四丁目３５番３２号

金井町１８４５番地１２ 金井ヶ丘四丁目３６番９号

金井町１８４５番地１３ 金井ヶ丘四丁目３６番１０号

金井町１８４５番地１４ 金井ヶ丘四丁目３６番１１号

金井町１８４５番地１５ 金井ヶ丘四丁目３６番１２号

金井町１８４５番地１７ 金井ヶ丘四丁目３６番１４号

金井町１８４５番地１８ 金井ヶ丘四丁目３５番２５号

金井町１８４５番地１９ 金井ヶ丘四丁目３５番２６号

金井町１８４５番地２０ 金井ヶ丘四丁目３５番２７号

金井町１８４５番地２１ 金井ヶ丘四丁目３５番３０号

金井町１８４５番地２３ 金井ヶ丘四丁目３５番３３号

金井町１８４５番地２８ 金井ヶ丘四丁目３６番１３号

金井町１８４５番地２９ 金井ヶ丘四丁目３５番３１号

金井町１８４５番地３３ 金井ヶ丘四丁目３６番２４号

金井町１８４５番地３５ 金井ヶ丘四丁目３６番２６号 ハイツトモ

金井町１８４９番地３ 金井ヶ丘四丁目３６番３０号

金井町１８４９番地４ 金井ヶ丘四丁目３６番２７号

金井町１８４９番地５ 金井ヶ丘四丁目３６番２８号

金井町１８４９番地６ 金井ヶ丘四丁目３６番２９号

金井町１８５０番地３ 金井ヶ丘四丁目３６番２２号

金井町１８５０番地４ 金井ヶ丘四丁目３６番２３号

金井町１８５１番地２ 金井ヶ丘四丁目３６番１７号

金井町１８５１番地３ 金井ヶ丘四丁目３６番１６号

金井町１８５１番地４ 金井ヶ丘四丁目３６番１５号

金井町１８５１番地８ 金井ヶ丘四丁目３５番２３号

金井町１８５１番地９ 金井ヶ丘四丁目３５番２４号

金井町１８５２番地２ 金井ヶ丘四丁目３６番１９号

金井町１８５２番地３ 金井ヶ丘四丁目３６番１８号

金井町１８５２番地５ 金井ヶ丘四丁目３４番１号

金井町１８５２番地６ 金井ヶ丘四丁目３５番２２号

金井町１８５３番地３ 金井ヶ丘四丁目３４番４号

金井町１８５３番地４ 金井ヶ丘四丁目３４番３号

金井町１８５３番地５ 金井ヶ丘四丁目３４番２号

金井町１８５３番地６ 金井ヶ丘四丁目３５番２号

金井町１８５３番地７ 金井ヶ丘四丁目３５番２１号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１８５３番地８ 金井ヶ丘四丁目３５番２０号

金井町１８５５番地７ 金井ヶ丘四丁目３５番７号

金井町１８５５番地９ 金井ヶ丘四丁目３５番５号

金井町１８５５番地１１ 金井ヶ丘四丁目３５番３号

金井町１８５５番地１２ 金井ヶ丘四丁目３５番４号 ハウストモエ

金井町１８５６番地４ 金井ヶ丘四丁目３３番５号

金井町１８５６番地４ 金井ヶ丘四丁目３３番５号 セントヒルズ鶴川

金井町１８５７番地２ 金井ヶ丘四丁目３４番６号

金井町１８５７番地３ 金井ヶ丘四丁目３５番１号

金井町１８５７番地６ 金井ヶ丘四丁目３４番５号

金井町１８５８番地２ 金井ヶ丘四丁目３２番４号

金井町１８５８番地３ 金井ヶ丘四丁目３２番８号

金井町１８５８番地５ 金井ヶ丘四丁目３６番２０号

金井町１８５８番地７ 金井ヶ丘四丁目３４番１０号

金井町１８５８番地８ 金井ヶ丘四丁目３２番９号

金井町１８５８番地９ 金井ヶ丘四丁目３４番７号

金井町１８５８番地１４ 金井ヶ丘四丁目３２番３号

金井町１８５８番地１５ 金井ヶ丘四丁目３４番８号

金井町１８５８番地２０ 金井ヶ丘四丁目３２番１９号

金井町１８５８番地５９ 金井ヶ丘四丁目３２番５号

金井町１８５８番地６０ 金井ヶ丘四丁目３２番７号

金井町１８５８番地６１ 金井ヶ丘四丁目３２番６号

金井町１８５８番地６３ 金井ヶ丘四丁目３４番９号

金井町１８５９番地１ 金井ヶ丘四丁目３２番１１号 サンバレー青木台

金井町１８５９番地２ 金井ヶ丘四丁目３２番１号

金井町１８５９番地８ 金井ヶ丘四丁目３２番１６号 セザール青木台

金井町１８５９番地１０ 金井ヶ丘四丁目３２番１８号

金井町１８６５番地１ 金井ヶ丘四丁目３１番１号

金井町１８６５番地１ 金井ヶ丘四丁目３１番１－〇〇〇号

金井町１８６５番地１ 金井ヶ丘四丁目３１番１－〇〇〇号 レックス鶴川

金井町１８６８番地３ 金井ヶ丘四丁目３１番１０号

金井町１８６８番地７ 金井ヶ丘四丁目３１番２号

金井町１８６８番地８ 金井ヶ丘四丁目３１番１２号

金井町１８６９番地 金井ヶ丘四丁目３０番１０号

金井町１８６９番地１ 金井ヶ丘四丁目３０番６号

金井町１８６９番地３ 金井ヶ丘四丁目３０番９号 ルマーク鶴川

金井町１８６９番地９ 金井ヶ丘四丁目２７番２０号 ビッグハウス金井　３

金井町１８６９番地９ 金井ヶ丘四丁目２７番２１号 ビッグハウス金井　４

金井町１８６９番地１０ 金井ヶ丘四丁目３０番３号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１８６９番地１１ 金井ヶ丘四丁目３０番７号

金井町１８６９番地１２ 金井ヶ丘四丁目３０番８号

金井町１８６９番地１４ 金井ヶ丘四丁目３０番２号

金井町１８６９番地１５ 金井ヶ丘四丁目３０番１号

金井町１８７０番地４ 金井ヶ丘四丁目３１番６号

金井町１８７０番地１５ 金井ヶ丘四丁目３１番４号

金井町１８７０番地１６ 金井ヶ丘四丁目３１番３号

金井町１８７４番地 金井ヶ丘四丁目２１番１８号

金井町１８７４番地１ 金井ヶ丘四丁目２１番１９号

金井町１８７４番地１ 金井ヶ丘四丁目２１番２０号 カーサミヨシ

金井町１８７４番地６ 金井ヶ丘四丁目２１番２３号

金井町１８７４番地７ 金井ヶ丘四丁目２１番２２号

金井町１８７４番地８ 金井ヶ丘四丁目２１番２１号

金井町１８７５番地１ 金井ヶ丘四丁目３０番１１号 ヒルサイド

金井町１８７５番地２ 金井ヶ丘四丁目３０番１５号 コゼット

金井町１８７６番地２ 金井ヶ丘四丁目２９番７号

金井町１８７６番地４ 金井ヶ丘四丁目２９番９号

金井町１８７７番地１ 金井ヶ丘四丁目２９番１９号

金井町１８７７番地２ 金井ヶ丘四丁目２９番１１号

金井町１８７７番地３ 金井ヶ丘四丁目２９番１２号

金井町１８７７番地６ 金井ヶ丘四丁目２９番１７号

金井町１８７７番地１１ 金井ヶ丘四丁目２９番２０号

金井町１８７７番地２１ 金井ヶ丘四丁目２９番１３号

金井町１８７７番地２２ 金井ヶ丘四丁目２９番１４号

金井町１８７７番地２３ 金井ヶ丘四丁目２９番１６号

金井町１８７７番地２４ 金井ヶ丘四丁目２９番１５号

金井町１８７７番地３１ 金井ヶ丘四丁目２９番１０号

金井町１８７８番地１ 金井ヶ丘四丁目２１番１号

金井町１８７８番地３ 金井ヶ丘四丁目２１番５号 ハイツ白百合

金井町１８７８番地４ 金井ヶ丘四丁目２１番６号

金井町１８７８番地６ 金井ヶ丘四丁目２１番７号

金井町１８７８番地７ 金井ヶ丘四丁目２１番８号

金井町１８７８番地８ 金井ヶ丘四丁目２１番９号

金井町１８７８番地１０ 金井ヶ丘四丁目２１番１０号

金井町１８７８番地１１ 金井ヶ丘四丁目２１番１１号

金井町１８７９番地１ 金井ヶ丘四丁目２０番８号

金井町１８７９番地４ 金井ヶ丘四丁目２０番１０号

金井町１８７９番地５ 金井ヶ丘四丁目２０番５号 ピュアスプリング鶴川

金井町１８７９番地１４ 金井ヶ丘四丁目２０番７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１８８０番地１ 金井ヶ丘四丁目１９番３３号

金井町１８８０番地４ 金井ヶ丘四丁目２０番１号

金井町１８８０番地５ 金井ヶ丘四丁目１９番３２号

金井町１８８０番地８ 金井ヶ丘四丁目１９番３４号

金井町１８８１番地 金井ヶ丘四丁目２０番１５号

金井町１８８１番地３ 金井ヶ丘四丁目２０番１６号

金井町１８８１番地５ 金井ヶ丘四丁目２０番１８号

金井町１８８１番地６ 金井ヶ丘四丁目２０番１７号

金井町１８８２番地１ 金井ヶ丘四丁目２０番２０号

金井町１８８２番地３ 金井ヶ丘四丁目２０番２２号 リバーハイツ

金井町１８８２番地５ 金井ヶ丘四丁目２０番２１号

金井町１８８２番地７ 金井ヶ丘四丁目２０番１９号

金井町１８８３番地１ 金井ヶ丘四丁目１９番１３号

金井町１８８３番地１ 金井ヶ丘四丁目１９番１３号 第２リバーサイドヴィラ

金井町１８８３番地３ 金井ヶ丘四丁目１９番２８号

金井町１８８３番地４ 金井ヶ丘四丁目１９番２７号

金井町１８８３番地５ 金井ヶ丘四丁目１９番１１号 リバーサイドヴィラ

金井町１８８３番地１０ 金井ヶ丘四丁目１９番２４号 野崎ヴィラ

金井町１８８５番地１ 金井ヶ丘四丁目１９番７号 アムールアカマツ

金井町１８８５番地２ 金井ヶ丘四丁目１９番９号

金井町１８８５番地３ 金井ヶ丘四丁目１９番５号

金井町１８８６番地１ 金井ヶ丘四丁目１８番１号

金井町１８８６番地２ 金井ヶ丘四丁目１９番１号

金井町１８８６番地５ 金井ヶ丘四丁目１８番７号

金井町１８８６番地６ 金井ヶ丘四丁目１８番６号

金井町１８８６番地７ 金井ヶ丘四丁目１８番５号

金井町１８８６番地８ 金井ヶ丘四丁目１８番４号

金井町１８８６番地１０ 金井ヶ丘四丁目１８番２号

金井町１８８６番地１１ 金井ヶ丘四丁目１８番３号

金井町１８８６番地１２ 金井ヶ丘四丁目１９番２号

金井町１８８６番地１３ 金井ヶ丘四丁目１９番３号

金井町１８９３番地１ 金井ヶ丘四丁目１７番３７号

金井町１８９３番地８ 金井ヶ丘四丁目１７番３６号 ジュネス鶴川

金井町１８９４番地３ 金井ヶ丘四丁目１７番３８号

金井町１８９４番地１４ 金井ヶ丘四丁目１７番６号

金井町１８９５番地 金井ヶ丘四丁目１７番１０号

金井町１８９５番地５ 金井ヶ丘四丁目１７番１３号

金井町１８９５番地６ 金井ヶ丘四丁目１７番１１号

金井町１８９５番地７ 金井ヶ丘四丁目１７番１２号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１８９５番地８ 金井ヶ丘四丁目１７番７号

金井町１８９５番地１０ 金井ヶ丘四丁目１７番１５号

金井町１８９５番地１１ 金井ヶ丘四丁目１７番８号

金井町１８９５番地１３ 金井ヶ丘四丁目１７番９号

金井町１８９５番地１９ 金井ヶ丘四丁目１７番１４号

金井町１８９６番地３ 金井ヶ丘四丁目１７番１６号

金井町１８９６番地４ 金井ヶ丘四丁目１７番１７号

金井町１８９７番地 金井ヶ丘四丁目１７番１９号

金井町１８９７番地１ 金井ヶ丘四丁目１７番１８号

金井町１８９８番地 金井ヶ丘四丁目２２番２７号 ジュネス金子　Ａ

金井町１８９８番地 金井ヶ丘四丁目２２番２８号 ジュネス金子　Ｂ

金井町１９００番地 金井ヶ丘四丁目２２番３２号

金井町１９００番地３ 金井ヶ丘四丁目２２番２５号

金井町１９００番地４ 金井ヶ丘四丁目２２番２２号

金井町１９００番地６ 金井ヶ丘四丁目２２番２３号

金井町１９００番地７ 金井ヶ丘四丁目２２番２４号

金井町１９０１番地 金井ヶ丘四丁目２２番２０号

金井町１９０１番地７ 金井ヶ丘四丁目２２番１７号

金井町１９０１番地８ 金井ヶ丘四丁目２２番１８号

金井町１９０２番地２ 金井ヶ丘四丁目２２番１０号

金井町１９０２番地３ 金井ヶ丘四丁目２２番１１号

金井町１９０２番地４ 金井ヶ丘四丁目２２番１２号

金井町１９０２番地５ 金井ヶ丘四丁目２２番１３号

金井町１９０２番地７ 金井ヶ丘四丁目２２番１４号

金井町１９０３番地２ 金井ヶ丘四丁目２２番９号

金井町１９０３番地２ 金井ヶ丘四丁目２２番９号 鶴川荘

金井町１９０３番地７ 金井ヶ丘四丁目２３番１１号

金井町１９０３番地９ 金井ヶ丘四丁目２３番１２号

金井町１９０３番地１０ 金井ヶ丘四丁目２３番１３号

金井町１９０３番地１１ 金井ヶ丘四丁目２３番１５号

金井町１９０３番地１２ 金井ヶ丘四丁目２３番１４号

金井町１９０３番地１５ 金井ヶ丘四丁目２３番１６号

金井町１９０３番地１６ 金井ヶ丘四丁目２３番１７号

金井町１９０３番地１７ 金井ヶ丘四丁目２２番１号

金井町１９０３番地１８ 金井ヶ丘四丁目２２番２号

金井町１９０３番地１９ 金井ヶ丘四丁目２２番３号

金井町１９０３番地２０ 金井ヶ丘四丁目２２番４号

金井町１９０３番地２１ 金井ヶ丘四丁目２２番５号

金井町１９０３番地２２ 金井ヶ丘四丁目２２番６号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９０３番地２３ 金井ヶ丘四丁目２２番７号

金井町１９０３番地２４ 金井ヶ丘四丁目２３番１０号

金井町１９０８番地 金井ヶ丘四丁目２３番１号

金井町１９１０番地１ 金井ヶ丘四丁目２４番２３号

金井町１９１１番地 金井ヶ丘四丁目２４番２４号

金井町１９１１番地５ 金井ヶ丘四丁目２４番２５号

金井町１９１１番地７ 金井ヶ丘四丁目２４番２６号

金井町１９１１番地８ 金井ヶ丘四丁目２４番２７号

金井町１９１２番地１ 金井ヶ丘四丁目２９番２１号

金井町１９１２番地２ 金井ヶ丘四丁目２８番８号 エステートピアＫ２

金井町１９１２番地７ 金井ヶ丘四丁目２９番２５号

金井町１９１２番地８ 金井ヶ丘四丁目２８番２号

金井町１９１２番地９ 金井ヶ丘四丁目２８番３号

金井町１９１２番地１０ 金井ヶ丘四丁目２８番４号

金井町１９１２番地１１ 金井ヶ丘四丁目２８番５号

金井町１９１２番地１２ 金井ヶ丘四丁目２８番１号

金井町１９１２番地１６ 金井ヶ丘四丁目２９番２４号

金井町１９１２番地１７ 金井ヶ丘四丁目２９番２３号

金井町１９１２番地１８ 金井ヶ丘四丁目２９番２２号

金井町１９１５番地３ 金井ヶ丘四丁目２４番１４号 フォレストＫ－Ⅲ

金井町１９１８番地６ 金井ヶ丘四丁目７番６号

金井町１９１８番地７ 金井ヶ丘四丁目７番５号

金井町１９１８番地１７ 金井ヶ丘四丁目２４番１号

金井町１９１８番地１８ 金井ヶ丘四丁目２４番２号

金井町１９１８番地１９ 金井ヶ丘四丁目７番３号

金井町１９１８番地２０ 金井ヶ丘四丁目２４番３号

金井町１９１８番地２１ 金井ヶ丘四丁目７番４号

金井町１９１８番地２２ 金井ヶ丘四丁目７番１号

金井町１９１８番地２３ 金井ヶ丘四丁目７番２号

金井町１９２０番地４ 金井ヶ丘四丁目２７番３１号

金井町１９２０番地５ 金井ヶ丘四丁目２７番１号

金井町１９２０番地８ 金井ヶ丘四丁目２７番２号

金井町１９２０番地１０ 金井ヶ丘四丁目２６番１号

金井町１９２０番地１２ 金井ヶ丘四丁目２６番３号

金井町１９２０番地１９ 金井ヶ丘四丁目２６番５号

金井町１９２０番地２０ 金井ヶ丘四丁目２６番６号

金井町１９２０番地２７ 金井ヶ丘四丁目２７番３２号

金井町１９２１番地１７ 金井ヶ丘四丁目２７番３０号

金井町１９２１番地１８ 金井ヶ丘四丁目２７番２９号

12



旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９２１番地１９ 金井ヶ丘四丁目２７番２８号

金井町１９２１番地２０ 金井ヶ丘四丁目２７番２７号

金井町１９２２番地２ 金井ヶ丘四丁目２９番２８号

金井町１９２２番地４ 金井ヶ丘四丁目２７番１８号 ビッグハウス金井　２

金井町１９２２番地１４ 金井ヶ丘四丁目２９番２７号

金井町１９２２番地１５ 金井ヶ丘四丁目２９番２６号

金井町１９２５番地２ 金井ヶ丘四丁目２６番８号

金井町１９２５番地２ 金井ヶ丘四丁目２６番９号

金井町１９２５番地３ 金井ヶ丘四丁目２６番１０号

金井町１９２５番地４ 金井ヶ丘四丁目２６番１１号

金井町１９２５番地５ 金井ヶ丘四丁目２６番１２号

金井町１９２６番地 金井ヶ丘四丁目２５番２０号

金井町１９２７番地１ 金井ヶ丘四丁目２５番９号 ガーデニア七番館

金井町１９２９番地１ 金井ヶ丘四丁目２５番６号

金井町１９２９番地２ 金井ヶ丘四丁目２５番５号

金井町１９３０番地１ 金井ヶ丘四丁目４番２０号 ガーデニア弐番館

金井町１９３１番地 金井ヶ丘四丁目４番５号

金井町１９３２番地１ 金井ヶ丘四丁目４番７号

金井町１９３２番地１ 金井ヶ丘四丁目４番８号

金井町１９３３番地３ 金井ヶ丘四丁目７番１０号

金井町１９３３番地５ 金井ヶ丘四丁目７番１３号

金井町１９３３番地６ 金井ヶ丘四丁目７番１４号

金井町１９３３番地７ 金井ヶ丘四丁目７番１５号

金井町１９３３番地８ 金井ヶ丘四丁目７番１６号

金井町１９３３番地９ 金井ヶ丘四丁目６番３号

金井町１９３３番地１０ 金井ヶ丘四丁目６番４号

金井町１９３３番地１１ 金井ヶ丘四丁目６番５号

金井町１９３３番地１２ 金井ヶ丘四丁目７番９号

金井町１９３３番地１３ 金井ヶ丘四丁目７番８号

金井町１９３３番地１４ 金井ヶ丘四丁目７番７号

金井町１９３５番地６ 金井ヶ丘四丁目４番３号

金井町１９３５番地１４ 金井ヶ丘四丁目５番１６号

金井町１９３５番地１５ 金井ヶ丘四丁目５番１７号

金井町１９３５番地１６ 金井ヶ丘四丁目５番１８号

金井町１９３５番地１７ 金井ヶ丘四丁目５番１９号

金井町１９３５番地１８ 金井ヶ丘四丁目５番２０号

金井町１９３６番地３ 金井ヶ丘四丁目３番３号

金井町１９３６番地４ 金井ヶ丘四丁目３番２号

金井町１９３６番地５ 金井ヶ丘四丁目３番１号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９３７番地６ 金井ヶ丘四丁目３番１５号

金井町１９３７番地７ 金井ヶ丘四丁目３番１６号 鶴川ガーデンハイツ

金井町１９３７番地１１ 金井ヶ丘四丁目３番９号

金井町１９３７番地１２ 金井ヶ丘四丁目３番８号

金井町１９３７番地１４ 金井ヶ丘四丁目３番１２号

金井町１９３７番地１５ 金井ヶ丘四丁目３番１１号

金井町１９３７番地１６ 金井ヶ丘四丁目３番１０号

金井町１９３７番地１９ 金井ヶ丘四丁目３番１３号

金井町１９３７番地２３ 金井ヶ丘四丁目３番４号

金井町１９３７番地２４ 金井ヶ丘四丁目３番５号

金井町１９３７番地２５ 金井ヶ丘四丁目３番６号

金井町１９３７番地２８ 金井ヶ丘四丁目１番３８号

金井町１９３７番地２９ 金井ヶ丘四丁目１番３９号

金井町１９３７番地３０ 金井ヶ丘四丁目１番４０号

金井町１９３７番地３３ 金井ヶ丘四丁目１番４３号

金井町１９３８番地２ 金井ヶ丘四丁目１番３６号

金井町１９３８番地４ 金井ヶ丘四丁目１番３３号

金井町１９３８番地６ 金井ヶ丘四丁目１番２１号

金井町１９３８番地９ 金井ヶ丘四丁目１番３２号

金井町１９３８番地１０ 金井ヶ丘四丁目１番３０号

金井町１９３８番地１１ 金井ヶ丘四丁目１番２９号

金井町１９３８番地１２ 金井ヶ丘四丁目１番３１号

金井町１９４０番地１ 金井ヶ丘四丁目１番５号

金井町１９４０番地３ 金井ヶ丘三丁目４３番２２号

金井町１９４０番地５ 金井ヶ丘三丁目４３番１４号

金井町１９４０番地６ 金井ヶ丘三丁目４３番２３号

金井町１９４０番地８ 金井ヶ丘四丁目３番１９号

金井町１９４０番地１０ 金井ヶ丘三丁目４３番１０号

金井町１９４０番地２７ 金井ヶ丘四丁目１番４号

金井町１９４０番地２９ 金井ヶ丘四丁目１番３号

金井町１９４０番地３３ 金井ヶ丘四丁目３番２６号

金井町１９４０番地３４ 金井ヶ丘四丁目３番２５号

金井町１９４０番地３５ 金井ヶ丘四丁目３番２４号

金井町１９４０番地３９ 金井ヶ丘四丁目２番１号

金井町１９４０番地４０ 金井ヶ丘四丁目２番１２号

金井町１９４０番地４３ 金井ヶ丘四丁目２番４号

金井町１９４０番地４６ 金井ヶ丘四丁目２番５号

金井町１９４０番地４７ 金井ヶ丘四丁目２番６号

金井町１９４０番地４８ 金井ヶ丘四丁目２番７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９４０番地４９ 金井ヶ丘四丁目２番８号

金井町１９４０番地５０ 金井ヶ丘四丁目２番９号

金井町１９４０番地５１ 金井ヶ丘四丁目２番１０号

金井町１９４０番地５９ 金井ヶ丘四丁目１番７号

金井町１９４０番地６０ 金井ヶ丘四丁目１番８号

金井町１９４０番地６９ 金井ヶ丘三丁目４３番１５号

金井町１９４０番地７０ 金井ヶ丘三丁目４３番１６号

金井町１９４０番地７３ 金井ヶ丘三丁目４３番１１号

金井町１９４０番地７４ 金井ヶ丘三丁目４３番１２号

金井町１９４０番地７５ 金井ヶ丘三丁目４３番１３号

金井町１９４０番地７７ 金井ヶ丘四丁目３番２０号

金井町１９４０番地７８ 金井ヶ丘四丁目３番２１号

金井町１９４０番地７９ 金井ヶ丘四丁目３番２２号

金井町１９４０番地８０ 金井ヶ丘四丁目３番２３号

金井町１９４０番地８１ 金井ヶ丘四丁目３番１８号

金井町１９４０番地８２ 金井ヶ丘四丁目３番１７号

金井町１９４１番地１ 金井ヶ丘三丁目４３番１７号

金井町１９４１番地９ 金井ヶ丘三丁目４３番２０号

金井町１９４１番地１０ 金井ヶ丘三丁目４３番１８号

金井町１９４１番地１１ 金井ヶ丘三丁目４３番１９号

金井町１９４４番地８ 金井ヶ丘四丁目６番６１号 Ｃｈａｍｐ　ｍ

金井町１９４５番地 金井ヶ丘四丁目６番２６号

金井町１９４８番地１ 金井ヶ丘四丁目８番１２号 ピノハウスＫ

金井町１９５３番地３ 金井ヶ丘四丁目９番６号

金井町１９５３番地６ 金井ヶ丘四丁目１６番５号

金井町１９５３番地２３ 金井ヶ丘四丁目９番１７号 サウスフォレストＡ

金井町１９５３番地２４ 金井ヶ丘四丁目９番１６号 リッツＭ１

金井町１９５３番地２５ 金井ヶ丘四丁目９番１５号 リッツＭ２

金井町１９５３番地２６ 金井ヶ丘四丁目９番１４号

金井町１９５３番地２７ 金井ヶ丘四丁目９番１３号

金井町１９５３番地２８ 金井ヶ丘四丁目９番１２号

金井町１９５３番地２９ 金井ヶ丘四丁目９番１１号

金井町１９５３番地３０ 金井ヶ丘四丁目９番１号

金井町１９５３番地３１ 金井ヶ丘四丁目９番２号

金井町１９５３番地３２ 金井ヶ丘四丁目９番３号

金井町１９５３番地３３ 金井ヶ丘四丁目９番４号

金井町１９５３番地３４ 金井ヶ丘四丁目９番５号

金井町１９５３番地３７ 金井ヶ丘四丁目９番１０号

金井町１９５３番地３８ 金井ヶ丘四丁目９番９号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９５３番地３９ 金井ヶ丘四丁目９番８号

金井町１９５３番地４０ 金井ヶ丘四丁目９番７号

金井町１９５３番地４５ 金井ヶ丘四丁目１６番４号

金井町１９５３番地４６ 金井ヶ丘四丁目１６番３号

金井町１９５３番地４７ 金井ヶ丘四丁目１６番２号

金井町１９５４番地５ 金井ヶ丘四丁目１６番１号

金井町１９５４番地２０ 金井ヶ丘四丁目１６番２９号

金井町１９５４番地２７ 金井ヶ丘四丁目１５番２１号 ブランドール　Ⅰ

金井町１９５４番地２８ 金井ヶ丘四丁目１５番１９号 ブランドール　Ⅱ

金井町１９５４番地３１ 金井ヶ丘四丁目１５番２３号

金井町１９５４番地３２ 金井ヶ丘四丁目１５番１７号

金井町１９５４番地３３ 金井ヶ丘四丁目１５番２４号

金井町１９５４番地３４ 金井ヶ丘四丁目１５番１６号

金井町１９５４番地３５ 金井ヶ丘四丁目１５番２５号

金井町１９５４番地３６ 金井ヶ丘四丁目１５番１５号

金井町１９５４番地３７ 金井ヶ丘四丁目１５番２６号

金井町１９５４番地３８ 金井ヶ丘四丁目１５番１４号

金井町１９５４番地３９ 金井ヶ丘四丁目１５番２７号

金井町１９５４番地４０ 金井ヶ丘四丁目１５番１３号

金井町１９５４番地４１ 金井ヶ丘四丁目１５番２８号

金井町１９５４番地４２ 金井ヶ丘四丁目１５番１２号

金井町１９５４番地４３ 金井ヶ丘四丁目１５番１１号

金井町１９５４番地４４ 金井ヶ丘四丁目１６番１８号

金井町１９５４番地４５ 金井ヶ丘四丁目１６番１９号

金井町１９５４番地４６ 金井ヶ丘四丁目１６番２０号

金井町１９５４番地４７ 金井ヶ丘四丁目１６番２１号

金井町１９５４番地４８ 金井ヶ丘四丁目１６番２２号

金井町１９５４番地４９ 金井ヶ丘四丁目１６番２３号

金井町１９５４番地５０ 金井ヶ丘四丁目１６番２４号

金井町１９５４番地５２ 金井ヶ丘四丁目１６番２５号

金井町１９５４番地５３ 金井ヶ丘四丁目１６番２６号

金井町１９５４番地５５ 金井ヶ丘四丁目１６番２７号

金井町１９５４番地５７ 金井ヶ丘四丁目１６番２８号

金井町１９５５番地３ 金井ヶ丘四丁目１５番２９号

金井町１９５６番地２ 金井ヶ丘四丁目１５番１０号

金井町１９５８番地５ 金井ヶ丘四丁目１５番２号

金井町１９５８番地１５ 金井ヶ丘四丁目１５番３号

金井町１９５８番地１６ 金井ヶ丘四丁目１５番４号

金井町１９５８番地１７ 金井ヶ丘四丁目１５番５号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９５８番地１８ 金井ヶ丘四丁目１５番６号

金井町１９５８番地１９ 金井ヶ丘四丁目１５番３７号

金井町１９５８番地２０ 金井ヶ丘四丁目１５番３６号

金井町１９５８番地２１ 金井ヶ丘四丁目１５番３５号

金井町１９５８番地２２ 金井ヶ丘四丁目１５番３４号

金井町１９５８番地３８ 金井ヶ丘四丁目１５番７号

金井町１９５８番地３９ 金井ヶ丘四丁目１５番８号

金井町１９５８番地４２ 金井ヶ丘四丁目１５番３３号

金井町１９５８番地４３ 金井ヶ丘四丁目１５番３２号

金井町１９５８番地４４ 金井ヶ丘四丁目１５番３１号

金井町１９５８番地４５ 金井ヶ丘四丁目１５番３０号

金井町１９５８番地４６ 金井ヶ丘四丁目１５番９号

金井町１９５９番地１ 金井ヶ丘四丁目１１番４号

金井町１９５９番地４ 金井ヶ丘四丁目１１番１１号

金井町１９５９番地５ 金井ヶ丘四丁目１１番１２号

金井町１９５９番地７ 金井ヶ丘四丁目１１番１０号

金井町１９５９番地１８ 金井ヶ丘四丁目１１番１号

金井町１９５９番地２８ 金井ヶ丘四丁目１１番３号

金井町１９５９番地２９ 金井ヶ丘四丁目１１番２号

金井町１９６１番地６ 金井ヶ丘四丁目１４番４９号

金井町１９６１番地８ 金井ヶ丘四丁目１３番８号

金井町１９６１番地１０ 金井ヶ丘四丁目１３番７号

金井町１９６１番地１１ 金井ヶ丘四丁目１３番６号

金井町１９６１番地１３ 金井ヶ丘四丁目１４番５７号

金井町１９６１番地１４ 金井ヶ丘四丁目１４番５６号 レジデンス八番館

金井町１９６１番地１６ 金井ヶ丘四丁目１４番５５号

金井町１９６１番地１７ 金井ヶ丘四丁目１４番５１号

金井町１９６１番地１８ 金井ヶ丘四丁目１４番５４号

金井町１９６１番地１９ 金井ヶ丘四丁目１４番６０号

金井町１９６１番地２０ 金井ヶ丘四丁目１４番５８号 ル・ヴィラージュ玉川学園

金井町１９６１番地３４ 金井ヶ丘四丁目１４番５２号

金井町１９６１番地３５ 金井ヶ丘四丁目１４番５３号

金井町１９６１番地３９ 金井ヶ丘四丁目１４番５９号

金井町１９７０番地４ 金井ヶ丘四丁目１２番１４号

金井町１９７０番地７ 金井ヶ丘四丁目１３番２号

金井町１９７０番地８ 金井ヶ丘四丁目１３番１号

金井町１９７０番地９ 金井ヶ丘四丁目１３番９号

金井町１９７１番地４ 金井ヶ丘四丁目１２番５号

金井町１９７１番地５ 金井ヶ丘四丁目１２番６号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９７１番地６ 金井ヶ丘四丁目１２番７号

金井町１９７１番地７ 金井ヶ丘四丁目１２番８号

金井町１９７１番地８ 金井ヶ丘四丁目１２番９号

金井町１９７１番地９ 金井ヶ丘四丁目１２番１０号

金井町１９７１番地１０ 金井ヶ丘四丁目１２番１１号

金井町１９７１番地１１ 金井ヶ丘四丁目１２番１２号

金井町１９７１番地１３ 金井ヶ丘四丁目１２番１３号

金井町１９７１番地１６ 金井ヶ丘四丁目１３番３号

金井町１９７１番地１７ 金井ヶ丘四丁目１３番４号

金井町１９７１番地１９ 金井ヶ丘四丁目１３番５号

金井町１９７５番地２ 金井ヶ丘四丁目１１番１３号 エステートピアＫＭ

金井町１９７６番地 金井ヶ丘四丁目１０番２５号

金井町１９７６番地２ 金井ヶ丘四丁目１０番２７号

金井町１９７６番地３ 金井ヶ丘四丁目１０番１号

金井町１９７６番地４ 金井ヶ丘四丁目１０番２６号

金井町１９７６番地５ 金井ヶ丘四丁目１０番２４号

金井町１９７６番地９ 金井ヶ丘四丁目１０番２０号

金井町１９７６番地１０ 金井ヶ丘四丁目１０番１９号

金井町１９７６番地１２ 金井ヶ丘四丁目１０番２１号

金井町１９７６番地１６ 金井ヶ丘四丁目１０番８号

金井町１９７６番地１７ 金井ヶ丘四丁目１０番７号

金井町１９７６番地１８ 金井ヶ丘四丁目１０番６号

金井町１９７６番地１９ 金井ヶ丘四丁目１０番５号

金井町１９７６番地２０ 金井ヶ丘四丁目１０番４号

金井町１９７６番地２１ 金井ヶ丘四丁目１０番３号

金井町１９７６番地３２ 金井ヶ丘四丁目１０番２８号

金井町１９７６番地３３ 金井ヶ丘四丁目１０番２９号

金井町１９７６番地３５ 金井ヶ丘四丁目１０番２３号

金井町１９７８番地１ 金井ヶ丘四丁目１０番１４号

金井町１９７８番地４ 金井ヶ丘四丁目１４番４４号

金井町１９７８番地９ 金井ヶ丘四丁目１０番１５号

金井町１９７８番地１０ 金井ヶ丘四丁目１０番１６号

金井町１９７８番地１１ 金井ヶ丘四丁目１０番１７号

金井町１９７８番地１８ 金井ヶ丘四丁目１０番１０号

金井町１９７８番地２０ 金井ヶ丘四丁目１０番１２号

金井町１９７８番地２３ 金井ヶ丘四丁目１２番１号

金井町１９７８番地２４ 金井ヶ丘四丁目１２番２号

金井町１９７８番地２５ 金井ヶ丘四丁目１２番３号

金井町１９７８番地２６ 金井ヶ丘四丁目１２番４号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９７８番地２９ 金井ヶ丘四丁目１２番１５号

金井町１９７８番地３０ 金井ヶ丘四丁目１２番１６号

金井町１９７８番地３１ 金井ヶ丘四丁目１２番１７号

金井町１９７８番地３３ 金井ヶ丘四丁目１４番４７号

金井町１９７８番地３４ 金井ヶ丘四丁目１４番４８号

金井町１９７８番地３６ 金井ヶ丘四丁目５番１５号

金井町１９７８番地４０ 金井ヶ丘四丁目５番１４号

金井町１９７８番地４１ 金井ヶ丘四丁目５番１３号

金井町１９７８番地４２ 金井ヶ丘四丁目５番１２号

金井町１９７８番地４３ 金井ヶ丘四丁目５番１１号

金井町１９７８番地４４ 金井ヶ丘四丁目５番１０号

金井町１９７８番地４５ 金井ヶ丘四丁目５番９号

金井町１９７８番地４６ 金井ヶ丘四丁目５番８号

金井町１９７８番地４７ 金井ヶ丘四丁目５番７号

金井町１９７８番地４８ 金井ヶ丘四丁目５番６号

金井町１９７８番地４９ 金井ヶ丘四丁目５番５号

金井町１９７８番地５０ 金井ヶ丘四丁目５番４号

金井町１９７８番地５１ 金井ヶ丘四丁目５番３号

金井町１９７８番地５２ 金井ヶ丘四丁目５番２号

金井町１９７８番地５３ 金井ヶ丘四丁目５番１号

金井町１９８０番地３ 金井ヶ丘四丁目１４番７号

金井町１９８２番地 金井ヶ丘四丁目１４番３号

金井町１９８３番地１ 金井ヶ丘三丁目３９番９号

金井町１９８３番地７ 金井ヶ丘三丁目３９番８号

金井町１９８３番地８ 金井ヶ丘三丁目３９番７号

金井町１９８３番地９ 金井ヶ丘三丁目３９番６号

金井町１９８３番地１０ 金井ヶ丘三丁目３９番５号

金井町１９８３番地１１ 金井ヶ丘三丁目３９番４号

金井町１９８３番地１２ 金井ヶ丘三丁目３９番２４号

金井町１９８３番地１３ 金井ヶ丘三丁目３９番２３号

金井町１９８３番地１４ 金井ヶ丘三丁目３９番２２号

金井町１９８３番地１５ 金井ヶ丘三丁目３９番２１号

金井町１９８４番地５ 金井ヶ丘三丁目４０番１号

金井町１９８４番地６ 金井ヶ丘三丁目４０番２号

金井町１９８４番地７ 金井ヶ丘三丁目４０番３号

金井町１９８４番地８ 金井ヶ丘三丁目４０番４号

金井町１９８４番地９ 金井ヶ丘三丁目４０番５号

金井町１９８４番地１０ 金井ヶ丘三丁目４０番６号

金井町１９８４番地１１ 金井ヶ丘三丁目４０番１２号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９８４番地１２ 金井ヶ丘三丁目４０番１１号

金井町１９８４番地１３ 金井ヶ丘三丁目４０番１０号

金井町１９８４番地１４ 金井ヶ丘三丁目４０番９号

金井町１９８４番地１５ 金井ヶ丘三丁目４０番８号

金井町１９８４番地１６ 金井ヶ丘三丁目４０番７号

金井町１９８５番地１ 金井ヶ丘三丁目３９番１６号

金井町１９８５番地２ 金井ヶ丘三丁目３９番１７号

金井町１９８５番地３ 金井ヶ丘三丁目３９番１８号

金井町１９８５番地４ 金井ヶ丘三丁目３９番１９号

金井町１９８５番地５ 金井ヶ丘三丁目３９番２０号

金井町１９８５番地７ 金井ヶ丘三丁目３９番１３号

金井町１９８５番地８ 金井ヶ丘三丁目３９番１２号

金井町１９８５番地９ 金井ヶ丘三丁目３９番１１号

金井町１９８６番地４ 金井ヶ丘三丁目４４番９号

金井町１９８６番地５ 金井ヶ丘三丁目４４番７号

金井町１９８６番地６ 金井ヶ丘三丁目４４番６号

金井町１９８６番地７ 金井ヶ丘三丁目４４番３号

金井町１９８６番地８ 金井ヶ丘三丁目４４番１号

金井町１９８６番地９ 金井ヶ丘三丁目３９番３３号

金井町１９８６番地１０ 金井ヶ丘三丁目４５番１号

金井町１９８６番地１１ 金井ヶ丘三丁目４５番２号

金井町１９８６番地１２ 金井ヶ丘三丁目４５番３号

金井町１９８６番地１３ 金井ヶ丘三丁目４５番４号

金井町１９８６番地１４ 金井ヶ丘三丁目４４番２１号

金井町１９８６番地１５ 金井ヶ丘三丁目４４番２０号

金井町１９８６番地１６ 金井ヶ丘三丁目４４番１８号

金井町１９８６番地１７ 金井ヶ丘三丁目４４番１１号

金井町１９８６番地１８ 金井ヶ丘三丁目４４番１４号

金井町１９８６番地１９ 金井ヶ丘三丁目４４番１０号

金井町１９８６番地２０ 金井ヶ丘三丁目４４番１３号

金井町１９８６番地２１ 金井ヶ丘三丁目４４番１９号

金井町１９８６番地２７ 金井ヶ丘三丁目４４番８号

金井町１９８７番地２ 金井ヶ丘三丁目３９番３１号

金井町１９８７番地３ 金井ヶ丘三丁目３９番３０号

金井町１９８７番地４ 金井ヶ丘三丁目４５番８号

金井町１９８７番地５ 金井ヶ丘三丁目４５番９号

金井町１９８７番地１０ 金井ヶ丘三丁目３９番２９号

金井町１９８７番地１１ 金井ヶ丘三丁目３９番２８号

金井町１９８７番地１２ 金井ヶ丘三丁目３９番２７号

20



旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町１９８７番地１３ 金井ヶ丘三丁目３９番２６号

金井町１９８７番地１４ 金井ヶ丘三丁目３９番２５号

金井町１９８９番地１ 金井ヶ丘三丁目４５番５号

金井町１９８９番地２ 金井ヶ丘三丁目４５番６号

金井町１９９２番地１ 金井ヶ丘三丁目４４番１６号

金井町１９９２番地１４ 金井ヶ丘三丁目４４番１７号

金井町１９９３番地７ 金井ヶ丘三丁目４２番１号

金井町１９９３番地１２ 金井ヶ丘三丁目４１番１号

金井町１９９３番地１６ 金井ヶ丘三丁目４２番２号

金井町１９９３番地１７ 金井ヶ丘三丁目４２番３号

金井町１９９３番地１８ 金井ヶ丘三丁目４２番４号

金井町１９９３番地１９ 金井ヶ丘三丁目４２番５号

金井町１９９３番地２０ 金井ヶ丘三丁目４２番１０号

金井町１９９３番地２２ 金井ヶ丘三丁目４２番８号

金井町１９９３番地２５ 金井ヶ丘三丁目４１番２号

金井町１９９３番地２６ 金井ヶ丘三丁目４１番３号

金井町１９９３番地２７ 金井ヶ丘三丁目４１番４号

金井町１９９３番地３０ 金井ヶ丘三丁目４１番９号

金井町１９９３番地３１ 金井ヶ丘三丁目４１番８号

金井町１９９３番地３２ 金井ヶ丘三丁目４１番７号

金井町１９９３番地３３ 金井ヶ丘三丁目４１番６号

金井町１９９７番地６ 金井ヶ丘三丁目３２番９号

金井町１９９８番地５ 金井ヶ丘三丁目４３番２９号

金井町１９９８番地６ 金井ヶ丘三丁目４３番１号

金井町１９９８番地７ 金井ヶ丘三丁目２９番１６号

金井町１９９８番地９ 金井ヶ丘三丁目４３番２８号

金井町１９９８番地１６ 金井ヶ丘三丁目４３番２号

金井町１９９８番地１７ 金井ヶ丘三丁目４３番３号

金井町１９９９番地５ 金井ヶ丘三丁目２９番１９号

金井町１９９９番地６ 金井ヶ丘三丁目２９番１８号

金井町２０００番地８ 金井ヶ丘三丁目４３番４号

金井町２０００番地９ 金井ヶ丘三丁目４３番２７号

金井町２０００番地１０ 金井ヶ丘三丁目４３番２６号

金井町２０００番地１１ 金井ヶ丘三丁目４３番２５号

金井町２０００番地１２ 金井ヶ丘三丁目４３番２４号

金井町２０００番地２０ 金井ヶ丘三丁目４３番９号

金井町２０００番地２２ 金井ヶ丘四丁目２番１１号

金井町２０００番地２４ 金井ヶ丘四丁目２番２号

金井町２０００番地３２ 金井ヶ丘三丁目４３番８号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２０００番地３３ 金井ヶ丘三丁目４３番７号

金井町２０００番地３４ 金井ヶ丘三丁目４３番５号

金井町２０００番地３５ 金井ヶ丘三丁目４３番６号

金井町２００４番地１ 金井ヶ丘四丁目１番１３号

金井町２００５番地１ 金井ヶ丘四丁目１番１６号

金井町２００８番地 金井ヶ丘三丁目２７番２９号

金井町２０１０番地２ 金井ヶ丘三丁目２８番４号

金井町２０１０番地４ 金井ヶ丘三丁目２９番１４号

金井町２０１０番地１５ 金井ヶ丘三丁目２９番２７号

金井町２０１０番地１６ 金井ヶ丘三丁目２９番２６号

金井町２０１０番地１７ 金井ヶ丘三丁目２９番２５号

金井町２０１０番地１８ 金井ヶ丘三丁目２９番２４号

金井町２０１０番地１９ 金井ヶ丘三丁目２９番２３号

金井町２０１０番地２０ 金井ヶ丘三丁目２９番２２号

金井町２０１０番地２１ 金井ヶ丘三丁目２９番２１号

金井町２０１０番地２２ 金井ヶ丘三丁目２９番２０号

金井町２０１１番地２ 金井ヶ丘三丁目２８番４号

金井町２０１１番地３ 金井ヶ丘三丁目２８番８号

金井町２０１１番地９ 金井ヶ丘三丁目２９番４号

金井町２０１１番地１０ 金井ヶ丘三丁目２９番１２号

金井町２０１１番地１１ 金井ヶ丘三丁目２９番１１号

金井町２０１１番地１２ 金井ヶ丘三丁目２９番１０号

金井町２０１１番地１３ 金井ヶ丘三丁目２９番９号

金井町２０１１番地１４ 金井ヶ丘三丁目２９番８号

金井町２０１１番地１５ 金井ヶ丘三丁目２９番７号

金井町２０１１番地１６ 金井ヶ丘三丁目２９番６号

金井町２０１１番地１７ 金井ヶ丘三丁目２９番５号

金井町２０１１番地１８ 金井ヶ丘三丁目２９番３号

金井町２０１１番地１９ 金井ヶ丘三丁目２９番２号

金井町２０１１番地２０ 金井ヶ丘三丁目２８番９号 サンハイムＡ

金井町２０１２番地５ 金井ヶ丘三丁目２８番７号

金井町２０１２番地９ 金井ヶ丘三丁目２７番１４号

金井町２０１２番地１０ 金井ヶ丘三丁目２７番１３号

金井町２０１２番地１１ 金井ヶ丘三丁目２７番１２号

金井町２０１２番地１２ 金井ヶ丘三丁目２７番１１号

金井町２０１２番地１３ 金井ヶ丘三丁目２７番１０号

金井町２０１３番地 金井ヶ丘三丁目２７番７号

金井町２０１３番地２ 金井ヶ丘三丁目２８番１５号

金井町２０１３番地１８ 金井ヶ丘三丁目２８番１３号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２０１３番地１９ 金井ヶ丘三丁目２８番１２号

金井町２０１３番地２０ 金井ヶ丘三丁目２８番１１号 秋本フラット

金井町２０１３番地２７ 金井ヶ丘三丁目２９番３２号

金井町２０１３番地２８ 金井ヶ丘三丁目２９番３１号

金井町２０１３番地２９ 金井ヶ丘三丁目２９番３０号

金井町２０１３番地３０ 金井ヶ丘三丁目２９番２９号

金井町２０１３番地３１ 金井ヶ丘三丁目２９番２８号

金井町２０１３番地４２ 金井ヶ丘三丁目２７番９号

金井町２０１７番地３ 金井ヶ丘三丁目３０番５号

金井町２０１７番地５ 金井ヶ丘三丁目３０番２号

金井町２０１７番地６ 金井ヶ丘三丁目３０番３号

金井町２０１７番地７ 金井ヶ丘三丁目３０番４号

金井町２０１７番地８ 金井ヶ丘三丁目３０番２３号

金井町２０１７番地９ 金井ヶ丘三丁目３０番２２号

金井町２０１７番地１０ 金井ヶ丘三丁目３０番２１号

金井町２０１８番地９ 金井ヶ丘三丁目３１番２号

金井町２０１８番地１２ 金井ヶ丘三丁目３２番１号

金井町２０１８番地１８ 金井ヶ丘三丁目３０番７号

金井町２０１８番地１９ 金井ヶ丘三丁目３０番６号

金井町２０１８番地２０ 金井ヶ丘三丁目３０番１８号

金井町２０１８番地２１ 金井ヶ丘三丁目３２番５号

金井町２０１８番地２２ 金井ヶ丘三丁目３２番６号

金井町２０１８番地２３ 金井ヶ丘三丁目３２番７号

金井町２０１８番地２５ 金井ヶ丘三丁目３２番１７号

金井町２０１８番地２６ 金井ヶ丘三丁目３２番１６号

金井町２０１８番地２７ 金井ヶ丘三丁目３２番１５号

金井町２０１８番地２８ 金井ヶ丘三丁目３２番１４号

金井町２０１８番地２９ 金井ヶ丘三丁目３２番１３号

金井町２０１８番地３０ 金井ヶ丘三丁目３２番１２号

金井町２０１８番地３１ 金井ヶ丘三丁目３２番１１号

金井町２０１８番地３３ 金井ヶ丘三丁目３２番２号

金井町２０１８番地３４ 金井ヶ丘三丁目３２番３号

金井町２０１８番地３５ 金井ヶ丘三丁目３２番４号

金井町２０１８番地３７ 金井ヶ丘三丁目３０番１９号

金井町２０１８番地４１ 金井ヶ丘三丁目３０番９号

金井町２０１８番地４２ 金井ヶ丘三丁目３０番１６号

金井町２０１８番地４４ 金井ヶ丘三丁目３０番８号

金井町２０１８番地５６ 金井ヶ丘三丁目３１番１号

金井町２０１８番地５８ 金井ヶ丘三丁目３２番１０号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２０１９番地２ 金井ヶ丘三丁目３３番１号

金井町２０１９番地５ 金井ヶ丘三丁目３３番２号

金井町２０１９番地６ 金井ヶ丘三丁目３３番３号

金井町２０１９番地７ 金井ヶ丘三丁目３３番４号

金井町２０１９番地８ 金井ヶ丘三丁目３３番５号

金井町２０１９番地９ 金井ヶ丘三丁目３３番６号

金井町２０１９番地１０ 金井ヶ丘三丁目３３番７号

金井町２０１９番地１１ 金井ヶ丘三丁目３３番１４号

金井町２０１９番地１２ 金井ヶ丘三丁目３３番１３号

金井町２０１９番地１３ 金井ヶ丘三丁目３３番１２号

金井町２０１９番地１４ 金井ヶ丘三丁目３３番１１号

金井町２０１９番地１５ 金井ヶ丘三丁目３３番１０号

金井町２０１９番地１６ 金井ヶ丘三丁目３３番８号

金井町２０２１番地３ 金井ヶ丘三丁目３０番１１号

金井町２０２１番地１０ 金井ヶ丘三丁目３０番１０号

金井町２０２１番地１１ 金井ヶ丘三丁目３０番１３号

金井町２０２１番地１２ 金井ヶ丘三丁目３０番１４号

金井町２０２１番地１４ 金井ヶ丘三丁目３０番１２号

金井町２０２１番地２０ 金井ヶ丘三丁目３０番１５号

金井町２０２６番地５ 金井ヶ丘三丁目３９番１５号

金井町２０２６番地６ 金井ヶ丘三丁目３９番１４号

金井町２０２６番地９ 金井ヶ丘三丁目３７番３号

金井町２０２６番地１０ 金井ヶ丘三丁目３７番５号

金井町２０２６番地１１ 金井ヶ丘三丁目３７番７号

金井町２０２６番地１２ 金井ヶ丘三丁目３７番９号

金井町２０２６番地１３ 金井ヶ丘三丁目３７番１０号

金井町２０２６番地１４ 金井ヶ丘三丁目３７番１２号

金井町２０２６番地１５ 金井ヶ丘三丁目３７番１３号

金井町２０２６番地１６ 金井ヶ丘三丁目３７番１４号

金井町２０２６番地１７ 金井ヶ丘三丁目３７番１５号

金井町２０２６番地１８ 金井ヶ丘三丁目３７番１６号

金井町２０２６番地１９ 金井ヶ丘三丁目３７番１７号

金井町２０２６番地２６ 金井ヶ丘三丁目３７番１８号

金井町２０２９番地６ 金井ヶ丘三丁目３８番１号

金井町２０２９番地７ 金井ヶ丘三丁目３８番２号

金井町２０２９番地８ 金井ヶ丘三丁目３８番４号

金井町２０２９番地９ 金井ヶ丘三丁目３８番５号

金井町２０２９番地１０ 金井ヶ丘三丁目３８番８号

金井町２０４１番地１４ 金井ヶ丘三丁目３５番１号

24



旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２０４１番地１７ 金井ヶ丘三丁目３６番４号

金井町２０４１番地１８ 金井ヶ丘三丁目３６番５号

金井町２０４１番地１９ 金井ヶ丘三丁目３６番１０号

金井町２０４１番地２０ 金井ヶ丘三丁目３６番９号

金井町２０４１番地２１ 金井ヶ丘三丁目３６番８号

金井町２０４１番地２２ 金井ヶ丘三丁目３６番７号

金井町２０４１番地２３ 金井ヶ丘三丁目３６番６号

金井町２０４１番地２４ 金井ヶ丘三丁目３６番２号

金井町２０４１番地２５ 金井ヶ丘三丁目３６番３号

金井町２０４１番地２６ 金井ヶ丘三丁目３５番４号

金井町２０４１番地２７ 金井ヶ丘三丁目３５番５号

金井町２０４１番地２８ 金井ヶ丘三丁目３５番１１号

金井町２０４１番地２９ 金井ヶ丘三丁目３５番１０号

金井町２０４１番地３０ 金井ヶ丘三丁目３５番９号

金井町２０４１番地３１ 金井ヶ丘三丁目３５番８号

金井町２０４１番地３２ 金井ヶ丘三丁目３５番７号

金井町２０４１番地３５ 金井ヶ丘三丁目３５番２号

金井町２０４１番地３６ 金井ヶ丘三丁目３５番３号

金井町２０４４番地１１ 金井ヶ丘三丁目８番１１号

金井町２０４４番地１２ 金井ヶ丘三丁目７番１３号

金井町２０４４番地１３ 金井ヶ丘三丁目８番１２号

金井町２０４６番地７ 金井ヶ丘三丁目１０番７号

金井町２０４８番地１ 金井ヶ丘三丁目３４番１号

金井町２０４８番地５ 金井ヶ丘三丁目３４番２号

金井町２０４８番地６ 金井ヶ丘三丁目３４番３号

金井町２０４８番地７ 金井ヶ丘三丁目３４番４号

金井町２０４８番地８ 金井ヶ丘三丁目３４番５号

金井町２０４８番地９ 金井ヶ丘三丁目３４番１０号

金井町２０４８番地１０ 金井ヶ丘三丁目３４番９号

金井町２０４８番地１１ 金井ヶ丘三丁目３４番８号

金井町２０４８番地１２ 金井ヶ丘三丁目３４番７号

金井町２０４８番地１３ 金井ヶ丘三丁目３４番６号

金井町２０５６番地８ 金井ヶ丘三丁目１１番５号

金井町２０５６番地９ 金井ヶ丘三丁目１１番６号

金井町２０５６番地１０ 金井ヶ丘三丁目１１番７号

金井町２０５６番地１１ 金井ヶ丘三丁目１１番８号

金井町２０５６番地１２ 金井ヶ丘三丁目１１番４号

金井町２０５６番地１３ 金井ヶ丘三丁目１１番３号

金井町２０５６番地１４ 金井ヶ丘三丁目１１番２号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２０５６番地１５ 金井ヶ丘三丁目１１番１号

金井町２０５６番地１６ 金井ヶ丘三丁目１２番５号

金井町２０５６番地１７ 金井ヶ丘三丁目１２番９号

金井町２０５６番地１８ 金井ヶ丘三丁目１２番８号

金井町２０５６番地１９ 金井ヶ丘三丁目１２番２号

金井町２０５６番地２０ 金井ヶ丘三丁目１２番１号

金井町２０５６番地２１ 金井ヶ丘三丁目１３番５号

金井町２０５６番地２２ 金井ヶ丘三丁目１３番６号

金井町２０５６番地２３ 金井ヶ丘三丁目１３番７号

金井町２０５６番地２４ 金井ヶ丘三丁目１３番８号

金井町２０５６番地２５ 金井ヶ丘三丁目１３番４号

金井町２０５６番地２７ 金井ヶ丘三丁目１３番２号

金井町２０５６番地２８ 金井ヶ丘三丁目１３番１号

金井町２０５６番地２９ 金井ヶ丘三丁目１４番６号

金井町２０５６番地３０ 金井ヶ丘三丁目１４番７号

金井町２０５６番地３１ 金井ヶ丘三丁目１４番９号

金井町２０５６番地３２ 金井ヶ丘三丁目１４番１０号

金井町２０５６番地３３ 金井ヶ丘三丁目１４番５号

金井町２０５６番地３４ 金井ヶ丘三丁目１４番４号

金井町２０５６番地３５ 金井ヶ丘三丁目１４番３号

金井町２０５６番地３６ 金井ヶ丘三丁目１４番１号

金井町２０５６番地３７ 金井ヶ丘三丁目１５番５号

金井町２０５６番地３８ 金井ヶ丘三丁目１５番６号

金井町２０５６番地３９ 金井ヶ丘三丁目１５番７号

金井町２０５６番地４０ 金井ヶ丘三丁目１５番８号

金井町２０５６番地４１ 金井ヶ丘三丁目１５番１号

金井町２０５６番地４２ 金井ヶ丘三丁目１５番２号

金井町２０５６番地４３ 金井ヶ丘三丁目１５番３号

金井町２０５６番地４４ 金井ヶ丘三丁目１５番４号

金井町２０５６番地４７ 金井ヶ丘三丁目１６番７号

金井町２０５６番地４８ 金井ヶ丘三丁目１６番６号

金井町２０５６番地５６ 金井ヶ丘三丁目９番２号

金井町２０５６番地５７ 金井ヶ丘三丁目９番３号

金井町２０５６番地６５ 金井ヶ丘三丁目１６番２号

金井町２０５６番地６７ 金井ヶ丘三丁目１６番４号

金井町２０５６番地６８ 金井ヶ丘三丁目１６番５号

金井町２０５６番地７６ 金井ヶ丘三丁目１２番４号

金井町２０５６番地７７ 金井ヶ丘三丁目１２番６号

金井町２０５６番地７８ 金井ヶ丘三丁目１２番７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２０５６番地７９ 金井ヶ丘三丁目１２番３号

金井町２０５６番地８０ 金井ヶ丘三丁目１４番２号

金井町２０５７番地９ 金井ヶ丘三丁目２４番２７号

金井町２０５７番地１０ 金井ヶ丘三丁目２４番２６号

金井町２０５７番地１１ 金井ヶ丘三丁目２４番２５号

金井町２０５７番地１２ 金井ヶ丘三丁目２５番３号

金井町２０５７番地１３ 金井ヶ丘三丁目２５番４号

金井町２０５７番地１４ 金井ヶ丘三丁目２５番５号

金井町２０５７番地１５ 金井ヶ丘三丁目２５番６号

金井町２０５７番地１６ 金井ヶ丘三丁目２５番７号

金井町２０５７番地１７ 金井ヶ丘三丁目２５番１０号

金井町２０５７番地１８ 金井ヶ丘三丁目２５番１１号

金井町２０５７番地１９ 金井ヶ丘三丁目２５番１４号

金井町２０５７番地２０ 金井ヶ丘三丁目２５番１３号

金井町２０５７番地２１ 金井ヶ丘三丁目２５番１２号

金井町２０５７番地２２ 金井ヶ丘三丁目２５番９号

金井町２０５７番地２３ 金井ヶ丘三丁目２５番８号

金井町２０５７番地２６ 金井ヶ丘三丁目２５番１５号

金井町２０５７番地３０ 金井ヶ丘三丁目２４番４号

金井町２０５７番地３１ 金井ヶ丘三丁目２５番１６号

金井町２０５７番地３２ 金井ヶ丘三丁目２５番１７号

金井町２０５７番地３３ 金井ヶ丘三丁目２４番５号

金井町２０５７番地３４ 金井ヶ丘三丁目２４番２４号

金井町２０５７番地３５ 金井ヶ丘三丁目２４番２３号

金井町２０５７番地３７ 金井ヶ丘三丁目２５番１８号

金井町２０５７番地３８ 金井ヶ丘三丁目２５番２０号

金井町２０５７番地３９ 金井ヶ丘三丁目２５番１９号

金井町２０５７番地４８ 金井ヶ丘三丁目２４番２２号

金井町２０５７番地４９ 金井ヶ丘三丁目２４番６号

金井町２０５７番地５１ 金井ヶ丘三丁目２５番２１号

金井町２０５８番地１１ 金井ヶ丘三丁目２５番２８号 ソレイユ

金井町２０５８番地１８ 金井ヶ丘三丁目２５番２３号

金井町２０５８番地２１ 金井ヶ丘三丁目２５番２２号

金井町２０５８番地２３ 金井ヶ丘三丁目２４番２１号

金井町２０５８番地２４ 金井ヶ丘三丁目２４番２０号

金井町２０５８番地２５ 金井ヶ丘三丁目２４番１９号

金井町２０５８番地２６ 金井ヶ丘三丁目２４番１８号

金井町２０５８番地２７ 金井ヶ丘三丁目２５番２９号

金井町２０５８番地２８ 金井ヶ丘三丁目２５番３０号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２０５８番地２９ 金井ヶ丘三丁目２４番１７号

金井町２０５８番地３０ 金井ヶ丘三丁目２４番１６号

金井町２０５８番地３１ 金井ヶ丘三丁目２４番１５号

金井町２０５８番地３２ 金井ヶ丘三丁目２４番１４号

金井町２０５８番地３３ 金井ヶ丘三丁目２４番１３号

金井町２０５９番地４ 金井ヶ丘三丁目３０番１号

金井町２０６２番地１０ 金井ヶ丘三丁目２８番１９号

金井町２０６２番地２２ 金井ヶ丘三丁目２８番２０号

金井町２０６２番地２４ 金井ヶ丘三丁目２７番４号

金井町２０６２番地２９ 金井ヶ丘三丁目２８番１７号

金井町２０６２番地３１ 金井ヶ丘三丁目２７番５号

金井町２０６２番地３２ 金井ヶ丘三丁目２７番３号

金井町２０６２番地３４ 金井ヶ丘三丁目２７番１号

金井町２０６２番地３５ 金井ヶ丘三丁目２７番２号

金井町２０６２番地３６ 金井ヶ丘三丁目２８番１６号

金井町２０６７番地 金井ヶ丘三丁目２６番１４号

金井町２０６７番地１ 金井ヶ丘三丁目２６番１４号

金井町２０６８番地 金井ヶ丘三丁目２６番１９号 グリーンハイムたかはしⅡ

金井町２０６８番地１ 金井ヶ丘三丁目２６番１９号 グリーンハイムたかはしⅡ

金井町２０６９番地１ 金井ヶ丘三丁目２４番１２号 パルテール

金井町２０６９番地６ 金井ヶ丘三丁目２３番１２号

金井町２０６９番地７ 金井ヶ丘三丁目２３番１３号

金井町２０６９番地８ 金井ヶ丘三丁目２３番１４号

金井町２０６９番地９ 金井ヶ丘三丁目２３番１５号

金井町２０６９番地１０ 金井ヶ丘三丁目２３番１６号

金井町２０６９番地１１ 金井ヶ丘三丁目２３番２１号

金井町２０６９番地１２ 金井ヶ丘三丁目２３番２２号

金井町２０６９番地１３ 金井ヶ丘三丁目２３番２３号

金井町２０６９番地１４ 金井ヶ丘三丁目２３番２４号

金井町２０６９番地１５ 金井ヶ丘三丁目２５番１号

金井町２０６９番地１６ 金井ヶ丘三丁目２５番２号

金井町２０６９番地１７ 金井ヶ丘三丁目２４番１号

金井町２０６９番地１８ 金井ヶ丘三丁目２４番２号

金井町２０６９番地１９ 金井ヶ丘三丁目２４番３号

金井町２０７０番地１ 金井ヶ丘三丁目２６番２４号 グリーンハイムたかはしⅠ

金井町２１２１番地 金井ヶ丘三丁目２３番１号

金井町２１２２番地４ 金井ヶ丘三丁目２３番８号

金井町２１２２番地９ 金井ヶ丘三丁目２３番１０号

金井町２１２２番地２３ 金井ヶ丘三丁目２３番７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２１２６番地 金井ヶ丘三丁目２２番２３号

金井町２１２７番地 金井ヶ丘三丁目２２番８号

金井町２１３４番地１０ 金井ヶ丘三丁目８番１号

金井町２１３４番地１８ 金井ヶ丘三丁目１０番１号

金井町２１３４番地２２ 金井ヶ丘三丁目７番１号

金井町２１３４番地３６ 金井ヶ丘三丁目８番２号

金井町２１３４番地３７ 金井ヶ丘三丁目８番３号

金井町２１３４番地３８ 金井ヶ丘三丁目８番４号

金井町２１３４番地３９ 金井ヶ丘三丁目８番５号

金井町２１３４番地４０ 金井ヶ丘三丁目８番６号

金井町２１３４番地４１ 金井ヶ丘三丁目８番７号

金井町２１３４番地４２ 金井ヶ丘三丁目８番８号

金井町２１３４番地４３ 金井ヶ丘三丁目８番９号

金井町２１３４番地４４ 金井ヶ丘三丁目８番１０号

金井町２１３４番地４６ 金井ヶ丘三丁目８番２３号

金井町２１３４番地４７ 金井ヶ丘三丁目８番２１号

金井町２１３４番地４８ 金井ヶ丘三丁目８番２０号

金井町２１３４番地４９ 金井ヶ丘三丁目８番１９号

金井町２１３４番地５０ 金井ヶ丘三丁目８番１８号

金井町２１３４番地５１ 金井ヶ丘三丁目８番１７号

金井町２１３４番地５２ 金井ヶ丘三丁目８番１６号

金井町２１３４番地５５ 金井ヶ丘三丁目８番１３号

金井町２１３４番地５７ 金井ヶ丘三丁目１０番２号

金井町２１３４番地５８ 金井ヶ丘三丁目１０番３号

金井町２１３４番地５９ 金井ヶ丘三丁目１０番４号

金井町２１３４番地６０ 金井ヶ丘三丁目１０番５号

金井町２１３４番地６１ 金井ヶ丘三丁目１０番６号

金井町２１３４番地６２ 金井ヶ丘三丁目１０番１２号

金井町２１３４番地６３ 金井ヶ丘三丁目１０番１１号

金井町２１３４番地６４ 金井ヶ丘三丁目１０番１０号

金井町２１３４番地６５ 金井ヶ丘三丁目１０番９号

金井町２１３４番地６６ 金井ヶ丘三丁目１０番８号

金井町２１３４番地６８ 金井ヶ丘三丁目７番２号

金井町２１３４番地７０ 金井ヶ丘三丁目７番４号

金井町２１３４番地７１ 金井ヶ丘三丁目７番５号

金井町２１３４番地７２ 金井ヶ丘三丁目７番６号

金井町２１３４番地７３ 金井ヶ丘三丁目７番７号

金井町２１３４番地７４ 金井ヶ丘三丁目７番８号

金井町２１３４番地７５ 金井ヶ丘三丁目７番９号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２１３４番地７６ 金井ヶ丘三丁目７番１１号

金井町２１３４番地７７ 金井ヶ丘三丁目７番１２号

金井町２１３４番地８０ 金井ヶ丘三丁目７番２８号

金井町２１３４番地８１ 金井ヶ丘三丁目７番２７号

金井町２１３４番地８２ 金井ヶ丘三丁目７番２５号

金井町２１３４番地８３ 金井ヶ丘三丁目７番２４号

金井町２１３４番地８４ 金井ヶ丘三丁目７番２３号

金井町２１３４番地８５ 金井ヶ丘三丁目７番２２号

金井町２１３４番地８６ 金井ヶ丘三丁目７番２０号

金井町２１３４番地８８ 金井ヶ丘三丁目７番１８号

金井町２１３４番地８９ 金井ヶ丘三丁目７番１７号

金井町２１３４番地９０ 金井ヶ丘三丁目７番１６号

金井町２１３４番地１０８ 金井ヶ丘三丁目９番４号

金井町２１３４番地１０９ 金井ヶ丘三丁目９番５号

金井町２１３４番地１１０ 金井ヶ丘三丁目９番６号

金井町２１３４番地１１３ 金井ヶ丘三丁目９番７号

金井町２１３４番地１１５ 金井ヶ丘三丁目９番１号

金井町２１３４番地１３７ 金井ヶ丘三丁目７番１５号

金井町２１６０番地 金井ヶ丘五丁目１番１号

金井町２１９３番地４ 金井ヶ丘三丁目１７番３号

金井町２１９３番地５ 金井ヶ丘三丁目１７番２号

金井町２１９３番地６ 金井ヶ丘三丁目１７番１号

金井町２１９３番地１２ 金井ヶ丘三丁目１９番２号

金井町２１９３番地１４ 金井ヶ丘三丁目１９番５号

金井町２１９３番地１５ 金井ヶ丘三丁目１９番６号

金井町２１９３番地１６ 金井ヶ丘三丁目１９番８号

金井町２１９３番地１７ 金井ヶ丘三丁目１９番９号

金井町２１９３番地１９ 金井ヶ丘三丁目１９番４号

金井町２１９３番地２０ 金井ヶ丘三丁目１９番３号

金井町２１９３番地２２ 金井ヶ丘三丁目６番７号

金井町２１９３番地２３ 金井ヶ丘三丁目６番６号

金井町２１９３番地２４ 金井ヶ丘三丁目６番１号

金井町２１９３番地２５ 金井ヶ丘三丁目６番２号

金井町２１９３番地２６ 金井ヶ丘三丁目６番３号

金井町２１９３番地２７ 金井ヶ丘三丁目６番４号

金井町２１９３番地２８ 金井ヶ丘三丁目６番５号

金井町２１９３番地３０ 金井ヶ丘三丁目６番８号

金井町２２００番地１７ 金井ヶ丘三丁目２１番３号

金井町２２００番地２１ 金井ヶ丘三丁目２０番８号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２２００番地２２ 金井ヶ丘三丁目２０番９号

金井町２２００番地２４ 金井ヶ丘三丁目２０番１２号

金井町２２００番地２５ 金井ヶ丘三丁目２０番１１号

金井町２２００番地２７ 金井ヶ丘三丁目２０番７号

金井町２２００番地３７ 金井ヶ丘三丁目５番７号

金井町２２００番地３８ 金井ヶ丘三丁目５番６号

金井町２２００番地３９ 金井ヶ丘三丁目５番３号

金井町２２００番地４０ 金井ヶ丘三丁目５番２号

金井町２２００番地４１ 金井ヶ丘三丁目５番１号

金井町２２００番地４３ 金井ヶ丘三丁目５番４号

金井町２２００番地４４ 金井ヶ丘三丁目５番５号

金井町２２００番地４６ 金井ヶ丘三丁目５番８号

金井町２２０１番地１ 金井ヶ丘三丁目２１番１１号

金井町２２０１番地３ 金井ヶ丘三丁目２１番１４号

金井町２２０１番地５ 金井ヶ丘三丁目２１番６号

金井町２２０１番地９ 金井ヶ丘三丁目２１番５号

金井町２２０１番地１１ 金井ヶ丘三丁目２１番１０号

金井町２２０１番地１２ 金井ヶ丘三丁目２１番９号

金井町２２０１番地１３ 金井ヶ丘三丁目２１番１２号

金井町２２０３番地６ 金井ヶ丘三丁目２１番１号

金井町２２０３番地７ 金井ヶ丘三丁目２１番２号

金井町２２０３番地９ 金井ヶ丘三丁目２１番４号

金井町２２０３番地１５ 金井ヶ丘三丁目２０番５号

金井町２２０３番地１９ 金井ヶ丘三丁目２０番６号

金井町２２０３番地２１ 金井ヶ丘三丁目５番９号

金井町２２０３番地４３ 金井ヶ丘三丁目２０番４号

金井町２２０３番地４４ 金井ヶ丘三丁目２０番３号

金井町２２０３番地４５ 金井ヶ丘三丁目２０番２号

金井町２２０３番地４６ 金井ヶ丘三丁目２０番１号

金井町２２５５番地３ 金井ヶ丘二丁目５０番１３号

金井町２２５５番地５ 金井ヶ丘二丁目５０番１５号

金井町２２５５番地６ 金井ヶ丘二丁目５０番１４号

金井町２２５５番地８ 金井ヶ丘二丁目４９番１３号

金井町２２５５番地１３ 金井ヶ丘三丁目４番３号

金井町２２５５番地１４ 金井ヶ丘三丁目４番４号

金井町２２５５番地１５ 金井ヶ丘三丁目４番５号

金井町２２５５番地１６ 金井ヶ丘三丁目４番１号

金井町２２５５番地１８ 金井ヶ丘三丁目４番７号

金井町２２５５番地１９ 金井ヶ丘三丁目４番６号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２２５５番地２１ 金井ヶ丘三丁目４番８号

金井町２２５５番地２２ 金井ヶ丘三丁目４番９号

金井町２２５５番地２３ 金井ヶ丘三丁目４番１０号

金井町２２５５番地２４ 金井ヶ丘三丁目４番１１号

金井町２２５５番地２８ 金井ヶ丘三丁目３番２号

金井町２２５５番地２９ 金井ヶ丘三丁目３番３号

金井町２２５５番地３０ 金井ヶ丘三丁目３番６号

金井町２２５５番地３７ 金井ヶ丘二丁目４５番８号

金井町２２５５番地４７ 金井ヶ丘二丁目４９番１１号

金井町２２５５番地４９ 金井ヶ丘二丁目４７番２７号 学園台第１コーポ

金井町２２５５番地５３ 金井ヶ丘二丁目４５番７号

金井町２２５５番地５４ 金井ヶ丘二丁目４５番６号

金井町２２５５番地５５ 金井ヶ丘二丁目４５番５号

金井町２２５５番地５６ 金井ヶ丘二丁目４５番４号

金井町２２５５番地５７ 金井ヶ丘二丁目４５番３号

金井町２２５５番地５８ 金井ヶ丘二丁目４５番２号

金井町２２５５番地５９ 金井ヶ丘二丁目４５番１号

金井町２２５５番地６０ 金井ヶ丘二丁目４５番９号

金井町２２５５番地６１ 金井ヶ丘二丁目４５番１０号

金井町２２５５番地６２ 金井ヶ丘二丁目４５番１１号

金井町２２５５番地６３ 金井ヶ丘二丁目４５番１２号

金井町２２５５番地６４ 金井ヶ丘二丁目４５番１３号

金井町２２５５番地６６ 金井ヶ丘二丁目４９番１５号

金井町２２５５番地６７ 金井ヶ丘二丁目４９番１６号

金井町２２５５番地７１ 金井ヶ丘三丁目３番５号

金井町２２５５番地７２ 金井ヶ丘三丁目３番４号

金井町２２５５番地７５ 金井ヶ丘二丁目４９番１０号

金井町２２５５番地７６ 金井ヶ丘二丁目４９番９号

金井町２２６８番地１ 金井ヶ丘三丁目３番５１号

金井町２２６８番地６ 金井ヶ丘三丁目３番５２号

金井町２２６８番地９ 金井ヶ丘三丁目３番１号

金井町２２７３番地６ 金井ヶ丘二丁目４７番２３号

金井町２２７４番地 金井ヶ丘三丁目２２番８号

金井町２２７４番地１ 金井ヶ丘三丁目３番５０号

金井町２２７９番地 金井ヶ丘三丁目３番２２号 クローバーハイツ　Ｆ

金井町２２８０番地 金井ヶ丘三丁目３番２３号 クローバーハイツ　Ｅ

金井町２２８２番地 金井ヶ丘三丁目３番３０号 横山邸Ａ

金井町２２８２番地 金井ヶ丘三丁目３番３３号 横山邸Ｂ

金井町２２８２番地 金井ヶ丘三丁目３番３１号 横山邸Ｃ
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２２８２番地 金井ヶ丘三丁目３番３５号 横山邸Ｄ

金井町２２８５番地２０ 金井ヶ丘二丁目４６番３号

金井町２２８５番地２１ 金井ヶ丘二丁目４６番２号

金井町２２８５番地２２ 金井ヶ丘二丁目４６番１号

金井町２２８５番地２３ 金井ヶ丘二丁目４７番１６号

金井町２２８５番地２６ 金井ヶ丘二丁目４７番１５号

金井町２２８５番地２７ 金井ヶ丘二丁目４７番３３号

金井町２２８５番地２８ 金井ヶ丘二丁目４７番１４号

金井町２２８５番地２９ 金井ヶ丘二丁目４７番１３号

金井町２２８５番地３０ 金井ヶ丘二丁目４７番１２号

金井町２２８５番地３２ 金井ヶ丘二丁目４４番４号

金井町２２８５番地３５ 金井ヶ丘二丁目４４番９号

金井町２２８５番地３７ 金井ヶ丘二丁目４６番６号

金井町２２８５番地３８ 金井ヶ丘二丁目４６番７号

金井町２２８５番地３９ 金井ヶ丘二丁目４６番８号

金井町２２８５番地４１ 金井ヶ丘二丁目４６番４号

金井町２２８５番地４３ 金井ヶ丘二丁目４６番５号

金井町２２８５番地４４ 金井ヶ丘二丁目４６番９号

金井町２２８５番地４７ 金井ヶ丘二丁目４６番１０号

金井町２２８５番地５１ 金井ヶ丘二丁目４７番２９号

金井町２２８５番地５２ 金井ヶ丘二丁目４７番１８号

金井町２２８５番地５３ 金井ヶ丘二丁目４７番２０号

金井町２２８５番地５７ 金井ヶ丘二丁目４４番１号

金井町２２８５番地７３ 金井ヶ丘二丁目４７番１１号

金井町２２８５番地７４ 金井ヶ丘二丁目４４番２号

金井町２２８５番地８６ 金井ヶ丘二丁目４４番３号

金井町２２８５番地９０ 金井ヶ丘二丁目４４番６号

金井町２２８５番地９１ 金井ヶ丘二丁目４４番５号

金井町２２８５番地９２ 金井ヶ丘二丁目４７番３０号

金井町２２８７番地 金井ヶ丘二丁目４４番３１号

金井町２２８８番地 金井ヶ丘二丁目４４番２３号

金井町２２８９番地１ 金井ヶ丘二丁目４０番１２号

金井町２２９０番地７ 金井ヶ丘二丁目４４番１０号 パークハイムエクセル

金井町２２９０番地１１ 金井ヶ丘二丁目４７番１０号

金井町２２９２番地１１ 金井ヶ丘二丁目４７番８号

金井町２２９２番地１５ 金井ヶ丘二丁目４７番１号

金井町２２９２番地１８ 金井ヶ丘二丁目４８番３号

金井町２２９２番地１９ 金井ヶ丘二丁目４８番２号

金井町２２９２番地２５ 金井ヶ丘二丁目４８番１号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２２９２番地３０ 金井ヶ丘二丁目４７番９号

金井町２２９３番地９ 金井ヶ丘二丁目４７番２８号

金井町２２９３番地１８ 金井ヶ丘二丁目４８番６号

金井町２２９３番地１９ 金井ヶ丘二丁目４８番７号

金井町２２９３番地２４ 金井ヶ丘二丁目４９番６号

金井町２２９３番地２５ 金井ヶ丘二丁目４９番７号

金井町２２９３番地３４ 金井ヶ丘二丁目４９番５号

金井町２２９４番地２ 金井ヶ丘二丁目５０番１２号

金井町２２９４番地１２ 金井ヶ丘二丁目４９番２４号

金井町２２９４番地１３ 金井ヶ丘二丁目４９番２５号

金井町２２９４番地１４ 金井ヶ丘二丁目４９番２７号

金井町２２９４番地１７ 金井ヶ丘二丁目５０番７号

金井町２２９４番地１８ 金井ヶ丘二丁目５０番６号

金井町２２９４番地１９ 金井ヶ丘二丁目５０番３号

金井町２２９４番地２０ 金井ヶ丘二丁目５０番２号

金井町２２９４番地３１ 金井ヶ丘二丁目４９番２１号

金井町２２９４番地３２ 金井ヶ丘二丁目４９番２２号

金井町２２９４番地３３ 金井ヶ丘二丁目４９番２３号

金井町２２９４番地３４ 金井ヶ丘二丁目４９番１７号

金井町２２９４番地３５ 金井ヶ丘二丁目４９番１８号

金井町２２９４番地３６ 金井ヶ丘二丁目４９番１９号

金井町２２９４番地３７ 金井ヶ丘二丁目４９番２０号

金井町２２９４番地３８ 金井ヶ丘二丁目５０番１１号

金井町２２９４番地３９ 金井ヶ丘二丁目５０番１０号

金井町２２９４番地４０ 金井ヶ丘二丁目５０番９号

金井町２２９４番地４１ 金井ヶ丘二丁目５０番８号

金井町２２９４番地４２ 金井ヶ丘二丁目４９番２６号

金井町２２９４番地４３ 金井ヶ丘二丁目５０番５号

金井町２２９４番地４４ 金井ヶ丘二丁目５０番４号

金井町２２９４番地４５ 金井ヶ丘二丁目５０番１号

金井町２２９５番地２１ 金井ヶ丘二丁目３９番４号

金井町２２９５番地２２ 金井ヶ丘二丁目３９番３号

金井町２２９５番地２３ 金井ヶ丘二丁目３９番２号

金井町２２９５番地２４ 金井ヶ丘二丁目４０番１号

金井町２２９５番地２６ 金井ヶ丘二丁目４０番３号

金井町２２９８番地１２ 金井ヶ丘二丁目３９番１号

金井町２２９８番地１４ 金井ヶ丘二丁目３８番１３号

金井町２２９８番地１５ 金井ヶ丘二丁目３８番９号

金井町２２９８番地２０ 金井ヶ丘二丁目４０番２号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２２９８番地２３ 金井ヶ丘二丁目３８番１１号

金井町２２９８番地３４ 金井ヶ丘二丁目３８番８号

金井町２２９８番地３５ 金井ヶ丘二丁目３８番７号

金井町２２９８番地３６ 金井ヶ丘二丁目３８番６号

金井町２２９８番地３７ 金井ヶ丘二丁目３８番１２号

金井町２２９８番地３８ 金井ヶ丘二丁目３８番１０号

金井町２３０６番地３ 金井ヶ丘二丁目３５番１６号

金井町２３０６番地５ 金井ヶ丘二丁目３５番１５号

金井町２３０６番地６ 金井ヶ丘二丁目３５番１３号

金井町２３０６番地７ 金井ヶ丘二丁目３５番１１号

金井町２３０６番地８ 金井ヶ丘二丁目３５番７号

金井町２３０６番地９ 金井ヶ丘二丁目３５番８号

金井町２３０６番地１０ 金井ヶ丘二丁目３５番９号

金井町２３０６番地１１ 金井ヶ丘二丁目３４番５号

金井町２３０６番地１２ 金井ヶ丘二丁目３４番４号

金井町２３０６番地１８ 金井ヶ丘二丁目３５番１４号

金井町２３０６番地１９ 金井ヶ丘二丁目３５番１２号

金井町２３０７番地１ 金井ヶ丘二丁目３３番１６号 パストラルコート

金井町２３０７番地４ 金井ヶ丘二丁目３４番１７号

金井町２３０７番地５ 金井ヶ丘二丁目３４番１６号

金井町２３０７番地６ 金井ヶ丘二丁目３４番１５号

金井町２３０７番地８ 金井ヶ丘二丁目３４番３号

金井町２３０７番地１４ 金井ヶ丘二丁目３４番１８号

金井町２３０８番地１ 金井ヶ丘二丁目３６番１号

金井町２３０８番地６ 金井ヶ丘二丁目３１番１０号

金井町２３０８番地８ 金井ヶ丘二丁目３６番２６号

金井町２３０８番地１０ 金井ヶ丘二丁目３６番１３号

金井町２３０８番地１１ 金井ヶ丘二丁目３６番１２号

金井町２３０８番地１５ 金井ヶ丘二丁目３６番２５号

金井町２３０８番地１６ 金井ヶ丘二丁目３１番２０号

金井町２３０８番地１７ 金井ヶ丘二丁目３１番８号

金井町２３０８番地２３ 金井ヶ丘二丁目３２番１号

金井町２３０８番地２４ 金井ヶ丘二丁目３２番３号

金井町２３０８番地２６ 金井ヶ丘二丁目３４番２号 サンハイツ玉川学園

金井町２３０８番地５０ 金井ヶ丘二丁目３３番１１号

金井町２３０８番地５１ 金井ヶ丘二丁目３３番１３号

金井町２３０８番地５９ 金井ヶ丘二丁目３３番１４号

金井町２３０８番地６０ 金井ヶ丘二丁目３４番１号 ルグランサージュ玉川

金井町２３０８番地６１ 金井ヶ丘二丁目３３番１２号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２３０８番地６３ 金井ヶ丘二丁目３６番２７号

金井町２３０８番地６５ 金井ヶ丘二丁目３３番１０号

金井町２３０９番地１６ 金井ヶ丘二丁目３７番８号

金井町２３０９番地１７ 金井ヶ丘二丁目３７番６号

金井町２３０９番地１９ 金井ヶ丘二丁目３８番５号

金井町２３０９番地２０ 金井ヶ丘二丁目３８番３号

金井町２３０９番地２１ 金井ヶ丘二丁目３８番２号

金井町２３０９番地２５ 金井ヶ丘二丁目３６番２９号

金井町２３０９番地２６ 金井ヶ丘二丁目３６番２８号

金井町２３０９番地３１ 金井ヶ丘二丁目３１番１８号 エレガンス・ラフィーネ

金井町２３０９番地３２ 金井ヶ丘二丁目３１番１６号 アメニティ・ゴールド

金井町２３０９番地３４ 金井ヶ丘二丁目３１番１２号

金井町２３０９番地４０ 金井ヶ丘二丁目４１番７号

金井町２３０９番地４７ 金井ヶ丘二丁目３１番７号

金井町２３０９番地４８ 金井ヶ丘二丁目３７番１２号

金井町２３０９番地４９ 金井ヶ丘二丁目３７番１１号

金井町２３０９番地５０ 金井ヶ丘二丁目３７番１０号

金井町２３０９番地５７ 金井ヶ丘二丁目３７番１４号

金井町２３０９番地５９ 金井ヶ丘二丁目３７番７号

金井町２３０９番地６２ 金井ヶ丘二丁目３８番４号

金井町２３１１番地６ 金井ヶ丘二丁目４１番３号 レオパレスアミティエⅡ

金井町２３１１番地７ 金井ヶ丘二丁目４１番４号

金井町２３１１番地８ 金井ヶ丘二丁目４１番５号

金井町２３１１番地１２ 金井ヶ丘二丁目３７番３号

金井町２３１１番地１３ 金井ヶ丘二丁目３７番４号

金井町２３１１番地２１ 金井ヶ丘二丁目３７番５号

金井町２３１１番地２２ 金井ヶ丘二丁目３７番１号

金井町２３１１番地２３ 金井ヶ丘二丁目３７番２号

金井町２３２０番地 金井ヶ丘二丁目４０番６号

金井町２３２１番地２ 金井ヶ丘二丁目４１番９号

金井町２３２１番地５ 金井ヶ丘二丁目４１番１号 コリーヌＡ

金井町２３２１番地９ 金井ヶ丘二丁目４１番１１号 コリーヌＢ

金井町２３２１番地１０ 金井ヶ丘二丁目４１番１０号

金井町２３２６番地５ 金井ヶ丘二丁目４２番１号

金井町２３２６番地６ 金井ヶ丘二丁目４２番９号

金井町２３２６番地７ 金井ヶ丘二丁目４２番８号

金井町２３２７番地５ 金井ヶ丘二丁目４２番２号

金井町２３２８番地６ 金井ヶ丘二丁目４２番３号

金井町２３２８番地７ 金井ヶ丘二丁目４２番４号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２３２８番地８ 金井ヶ丘二丁目４２番５号

金井町２３２８番地９ 金井ヶ丘二丁目４２番６号

金井町２３２８番地１０ 金井ヶ丘二丁目４２番７号

金井町２３３１番地２ 金井ヶ丘二丁目４２番１７号

金井町２３３１番地１３ 金井ヶ丘二丁目３０番９号

金井町２３３１番地１４ 金井ヶ丘二丁目３０番１３号

金井町２３３１番地１５ 金井ヶ丘二丁目３０番１１号

金井町２３３１番地１８ 金井ヶ丘二丁目４２番１８号

金井町２３３１番地２０ 金井ヶ丘二丁目３０番１２号

金井町２３３４番地１ 金井ヶ丘二丁目４２番２２号

金井町２３３４番地９ 金井ヶ丘二丁目３０番１号

金井町２３３４番地１２ 金井ヶ丘二丁目３０番８号

金井町２３３４番地１３ 金井ヶ丘二丁目３０番７号

金井町２３３４番地１４ 金井ヶ丘二丁目３０番６号

金井町２３３４番地１５ 金井ヶ丘二丁目３０番５号

金井町２３３４番地１６ 金井ヶ丘二丁目３０番３号

金井町２３３４番地１８ 金井ヶ丘二丁目３０番１８号

金井町２３３４番地１９ 金井ヶ丘二丁目３０番１７号

金井町２３３４番地２０ 金井ヶ丘二丁目３０番２号

金井町２３３４番地２４ 金井ヶ丘二丁目３０番４号

金井町２３４８番地１１ 金井ヶ丘二丁目３０番１６号

金井町２３４８番地１２ 金井ヶ丘二丁目３０番１５号

金井町２３４８番地１３ 金井ヶ丘二丁目３０番１４号

金井町２３５１番地２ 金井ヶ丘二丁目３２番２１号

金井町２３５２番地２ 金井ヶ丘二丁目３１番１号

金井町２３５４番地２ 金井ヶ丘二丁目３２番１２号

金井町２３５４番地３ 金井ヶ丘二丁目３２番１１号

金井町２３５４番地４ 金井ヶ丘二丁目３２番１０号

金井町２３５４番地５ 金井ヶ丘二丁目３２番９号

金井町２３５４番地６ 金井ヶ丘二丁目３２番１４号

金井町２３５４番地８ 金井ヶ丘二丁目３２番１３号

金井町２３５５番地５ 金井ヶ丘二丁目３２番１５号

金井町２３５５番地９ 金井ヶ丘二丁目３２番８号

金井町２３５５番地１０ 金井ヶ丘二丁目３２番７号

金井町２３５６番地１ 金井ヶ丘二丁目３２番１８号

金井町２３５６番地４ 金井ヶ丘二丁目３２番１７号

金井町２３５６番地５ 金井ヶ丘二丁目３２番１９号

金井町２３５６番地６ 金井ヶ丘二丁目３２番２０号

金井町２３５８番地９ 金井ヶ丘二丁目３２番４号 グリーンヒルズ玉川学園　Ｂ
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２３５８番地１１ 金井ヶ丘二丁目３２番６号

金井町２３５８番地２１ 金井ヶ丘二丁目３２番５号 グリーンヒルズ玉川学園　Ａ

金井町２３５９番地 金井ヶ丘二丁目３３番５号

金井町２３６０番地１ 金井ヶ丘二丁目３３番１８号 Ｕハイツ

金井町２３６１番地２ 金井ヶ丘二丁目３５番４号

金井町２３６１番地３ 金井ヶ丘二丁目３４番９号

金井町２３６１番地４ 金井ヶ丘二丁目３４番７号

金井町２３６１番地６ 金井ヶ丘二丁目３４番１４号

金井町２３６１番地９ 金井ヶ丘二丁目３４番１３号

金井町２３６２番地７ 金井ヶ丘二丁目３５番５号

金井町２３６２番地８ 金井ヶ丘二丁目３５番６号

金井町２３６３番地５ 金井ヶ丘二丁目３５番１号 エステート京塚Ⅱ

金井町２３６３番地８ 金井ヶ丘二丁目３５番３号 エステート京塚

金井町２３６３番地１４ 金井ヶ丘二丁目３４番１１号

金井町２３６３番地１５ 金井ヶ丘二丁目３４番１２号

金井町２３６３番地１６ 金井ヶ丘二丁目３３番１号 メイビレッジ　Ｃ

金井町２３６３番地１７ 金井ヶ丘二丁目３３番２２号 メイビレッジ　Ｂ

金井町２３６３番地１８ 金井ヶ丘二丁目３３番２号 メイビレッジ　Ａ

金井町２３７５番地１４ 金井ヶ丘二丁目２７番２３号

金井町２３７５番地１５ 金井ヶ丘二丁目２７番２５号

金井町２３８９番地 金井ヶ丘二丁目１５番１号

金井町２３８９番地１９ 金井ヶ丘二丁目１６番１号

金井町２３８９番地２１ 金井ヶ丘二丁目１６番３号

金井町２３８９番地２２ 金井ヶ丘二丁目１６番４号 金井町テラスハウス

金井町２３８９番地２３ 金井ヶ丘二丁目１６番５号

金井町２３８９番地２７ 金井ヶ丘二丁目１５番４号

金井町２３８９番地２８ 金井ヶ丘二丁目１５番９号

金井町２３８９番地２９ 金井ヶ丘二丁目１５番５号

金井町２３８９番地３１ 金井ヶ丘二丁目１５番１３号

金井町２３９３番地３ 金井ヶ丘二丁目１６番８号

金井町２３９３番地３ 金井ヶ丘二丁目１６番９号 コンフォータブル壱番館　Ａ

金井町２３９３番地６ 金井ヶ丘二丁目１５番８号

金井町２３９４番地２ 金井ヶ丘二丁目１７番１９号 アンジュⅠ番館

金井町２３９４番地９ 金井ヶ丘二丁目１４番１３号 エステートＭＩＹＡＺＡＷＡｐａｒｔ１

金井町２３９４番地１４ 金井ヶ丘二丁目１５番７号

金井町２３９４番地１８ 金井ヶ丘二丁目１４番１０号 エステートＭＩＹＡＺＡＷＡｐａｒｔ２

金井町２３９４番地２０ 金井ヶ丘二丁目１８番３号

金井町２３９４番地２１ 金井ヶ丘二丁目１７番１６号

金井町２３９５番地１ 金井ヶ丘二丁目１７番１９号 アンジュⅠ番館
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２３９５番地２ 金井ヶ丘二丁目１７番１１号 エルパソ

金井町２３９５番地２ 金井ヶ丘二丁目１７番１１号 オースティン

金井町２３９５番地２ 金井ヶ丘二丁目１７番１２号 スプリングデール

金井町２３９５番地８ 金井ヶ丘二丁目１７番１３号

金井町２３９５番地１０ 金井ヶ丘二丁目１７番１４号

金井町２３９５番地１１ 金井ヶ丘二丁目１７番１５号

金井町２３９５番地１２ 金井ヶ丘二丁目１８番１０号

金井町２３９５番地１７ 金井ヶ丘二丁目１８番９号

金井町２３９５番地１８ 金井ヶ丘二丁目１８番８号

金井町２３９５番地１９ 金井ヶ丘二丁目１８番７号

金井町２３９５番地２０ 金井ヶ丘二丁目１８番６号

金井町２３９５番地２１ 金井ヶ丘二丁目１８番５号

金井町２３９５番地２２ 金井ヶ丘二丁目１８番４号

金井町２３９７番地１ 金井ヶ丘二丁目１７番９号

金井町２３９８番地６ 金井ヶ丘二丁目１７番７号

金井町２３９８番地８ 金井ヶ丘二丁目１７番６号

金井町２３９９番地５ 金井ヶ丘二丁目１７番３号 コンフォータブル弐番館

金井町２３９９番地６ 金井ヶ丘二丁目１７番２号

金井町２３９９番地７ 金井ヶ丘二丁目１７番１号

金井町２３９９番地１０ 金井ヶ丘二丁目１６番１２号

金井町２３９９番地１０ 金井ヶ丘二丁目１６番１３号

金井町２３９９番地１１ 金井ヶ丘二丁目１６番１１号

金井町２３９９番地２１ 金井ヶ丘二丁目１６番１０号

金井町２４０１番地３ 金井ヶ丘二丁目１８番１７号

金井町２４０１番地５ 金井ヶ丘二丁目１８番１８号

金井町２４０１番地６ 金井ヶ丘二丁目１８番２０号

金井町２４０１番地２１ 金井ヶ丘二丁目１８番１６号

金井町２４０１番地２２ 金井ヶ丘二丁目１８番１９号

金井町２４０３番地１ 金井ヶ丘二丁目１８番１１号 玉学サンパル木倉

金井町２４０５番地１ 金井ヶ丘二丁目１９番２号

金井町２４０５番地１ 金井ヶ丘二丁目１９番７号

金井町２４０５番地２ 金井ヶ丘二丁目１９番２０号

金井町２４０５番地３ 金井ヶ丘二丁目１９番８号

金井町２４０５番地１０ 金井ヶ丘二丁目１９番４号

金井町２４０５番地１１ 金井ヶ丘二丁目１９番５号

金井町２４０５番地１５ 金井ヶ丘二丁目１９番６号

金井町２４０５番地１６ 金井ヶ丘二丁目１９番７号

金井町２４０５番地１８ 金井ヶ丘二丁目１９番１０号

金井町２４０５番地１９ 金井ヶ丘二丁目１９番１１号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２４０５番地２０ 金井ヶ丘二丁目１９番１２号

金井町２４０５番地２６ 金井ヶ丘二丁目１９番２２号

金井町２４０５番地３４ 金井ヶ丘二丁目２２番１５号

金井町２４０５番地４０ 金井ヶ丘二丁目１９番３号

金井町２４０５番地４１ 金井ヶ丘二丁目１９番１号

金井町２４０５番地４２ 金井ヶ丘二丁目１９番３６号

金井町２４０５番地４４ 金井ヶ丘二丁目２２番２号

金井町２４０５番地４６ 金井ヶ丘二丁目１９番１９号

金井町２４０５番地４７ 金井ヶ丘二丁目１９番１８号

金井町２４０５番地４８ 金井ヶ丘二丁目１９番１７号

金井町２４０５番地４９ 金井ヶ丘二丁目１９番１６号

金井町２４０５番地５０ 金井ヶ丘二丁目１９番１５号

金井町２４０５番地５１ 金井ヶ丘二丁目１９番１４号

金井町２４０５番地５２ 金井ヶ丘二丁目１９番１３号

金井町２４０６番地 金井ヶ丘二丁目１９番３０号

金井町２４０６番地３ 金井ヶ丘二丁目１９番２９号 シャンテ玉川

金井町２４０６番地１０ 金井ヶ丘二丁目１９番２７号

金井町２４０６番地１１ 金井ヶ丘二丁目１９番２６号

金井町２４０６番地１３ 金井ヶ丘二丁目１９番２３号

金井町２４０６番地１４ 金井ヶ丘二丁目１９番２４号

金井町２４０８番地２ 金井ヶ丘二丁目２０番６号 ラ・メゾン光譲

金井町２４０９番地１ 金井ヶ丘二丁目２０番９号 グリーンハイツ神蔵

金井町２４０９番地１ 金井ヶ丘二丁目２０番１３号 グレイス玉川学園

金井町２４０９番地２ 金井ヶ丘二丁目２０番２２号

金井町２４０９番地１０ 金井ヶ丘二丁目２０番１３号 グレイス玉川学園

金井町２４０９番地１１ 金井ヶ丘二丁目２０番１７号

金井町２４１０番地１０ 金井ヶ丘二丁目２０番３５号

金井町２４１０番地１２ 金井ヶ丘二丁目２０番３４号

金井町２４１０番地１３ 金井ヶ丘二丁目２０番３２号

金井町２４１０番地１５ 金井ヶ丘二丁目２０番３１号

金井町２４１０番地１６ 金井ヶ丘二丁目２０番３０号

金井町２４１０番地１９ 金井ヶ丘二丁目２１番１号

金井町２４１０番地２０ 金井ヶ丘二丁目２１番２９号

金井町２４１０番地２２ 金井ヶ丘二丁目２１番２７号

金井町２４１０番地２７ 金井ヶ丘二丁目２１番９号

金井町２４１０番地２８ 金井ヶ丘二丁目２１番８号

金井町２４１０番地２９ 金井ヶ丘二丁目２１番７号

金井町２４１０番地３０ 金井ヶ丘二丁目２１番６号

金井町２４１０番地３１ 金井ヶ丘二丁目２１番３号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２４１０番地３３ 金井ヶ丘二丁目２１番４号

金井町２４１０番地３５ 金井ヶ丘二丁目２０番２７号 グレイス玉川学園　２

金井町２４１０番地３６ 金井ヶ丘二丁目２０番２６号

金井町２４１０番地４１ 金井ヶ丘二丁目２０番２５号

金井町２４１０番地４４ 金井ヶ丘二丁目２１番５号

金井町２４１０番地４８ 金井ヶ丘二丁目２１番２号

金井町２４２５番地２ 金井ヶ丘二丁目２７番８号

金井町２４２５番地５ 金井ヶ丘二丁目２７番９号

金井町２４２５番地６ 金井ヶ丘二丁目２７番１０号

金井町２４２５番地７ 金井ヶ丘二丁目２７番１１号

金井町２４２５番地８ 金井ヶ丘二丁目２７番１２号

金井町２４２５番地９ 金井ヶ丘二丁目２７番１３号

金井町２４２５番地１０ 金井ヶ丘二丁目２７番１４号

金井町２４２６番地 金井ヶ丘二丁目２７番１５号

金井町２４２６番地４ 金井ヶ丘二丁目２７番３２号 メゾン草薙ＰＡＲＴ５

金井町２４２６番地１３ 金井ヶ丘二丁目２７番２７号

金井町２４２６番地２５ 金井ヶ丘二丁目２７番２８号

金井町２４２６番地２６ 金井ヶ丘二丁目２７番２９号

金井町２４２６番地２７ 金井ヶ丘二丁目２７番３０号

金井町２４４３番地２ 金井ヶ丘二丁目２９番１７号

金井町２４４３番地３ 金井ヶ丘二丁目２９番１８号

金井町２４４３番地６ 金井ヶ丘二丁目２９番１９号 ビラージュ玉川学園　Ａ

金井町２４４３番地１０ 金井ヶ丘二丁目２９番２１号 ビラージュ玉川学園　Ｂ

金井町２４４３番地１２ 金井ヶ丘二丁目２９番３号 山崎テラス

金井町２４４３番地１７ 金井ヶ丘二丁目２８番１２号

金井町２４４３番地２０ 金井ヶ丘二丁目２８番１３号

金井町２４４３番地２１ 金井ヶ丘二丁目２８番１４号

金井町２４４３番地２２ 金井ヶ丘二丁目２８番９号

金井町２４４３番地２６ 金井ヶ丘二丁目２８番１７号

金井町２４４３番地２７ 金井ヶ丘二丁目２８番６号

金井町２４４３番地２８ 金井ヶ丘二丁目２８番５号

金井町２４４３番地２９ 金井ヶ丘二丁目２８番１８号

金井町２４４３番地３２ 金井ヶ丘二丁目２８番１５号

金井町２４４３番地３３ 金井ヶ丘二丁目２８番１６号

金井町２４４３番地３４ 金井ヶ丘二丁目２８番８号

金井町２４４３番地３５ 金井ヶ丘二丁目２８番７号

金井町２４４３番地３６ 金井ヶ丘二丁目２８番１１号

金井町２４４３番地３７ 金井ヶ丘二丁目２８番１０号

金井町２４４４番地 金井ヶ丘二丁目２７番３４号 メゾン草薙ＰａｒｔⅢ
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２４４４番地１ 金井ヶ丘二丁目２７番３４号 メゾン草薙ＰａｒｔⅢ

金井町２４４７番地 金井ヶ丘二丁目２１番１６号

金井町２４４８番地１ 金井ヶ丘二丁目２６番２１号 玉学サイドパレスⅢ

金井町２４５０番地１ 金井ヶ丘二丁目２６番１９号

金井町２４５０番地１ 金井ヶ丘二丁目２６番１８号 玉学サイドパレスⅠ

金井町２４５０番地２ 金井ヶ丘二丁目２６番１０号

金井町２４５０番地６ 金井ヶ丘二丁目２６番１１号

金井町２４５０番地７ 金井ヶ丘二丁目２６番１２号

金井町２４５１番地４ 金井ヶ丘二丁目２９番２号

金井町２４５１番地８ 金井ヶ丘二丁目２８番３号

金井町２４５１番地９ 金井ヶ丘二丁目２８番１号

金井町２４６９番地１ 金井ヶ丘二丁目２９番１０号

金井町２４６９番地１４ 金井ヶ丘二丁目２９番９号

金井町２４７０番地１ 金井ヶ丘二丁目２９番１４号 フォーライフ　Ｂ

金井町２４７１番地１ 金井ヶ丘二丁目２９番１２号 第２神蔵ハイツ

金井町２４７８番地１ 金井ヶ丘二丁目２４番２９号

金井町２４８０番地４ 金井ヶ丘二丁目２６番４号

金井町２４８０番地６ 金井ヶ丘二丁目２６番８号

金井町２４８０番地７ 金井ヶ丘二丁目２６番７号

金井町２４８０番地８ 金井ヶ丘二丁目２５番１号

金井町２４８０番地８ 金井ヶ丘二丁目２５番１号 ハウス　モミヤマ

金井町２４８０番地９ 金井ヶ丘二丁目２５番３号

金井町２４８０番地１０ 金井ヶ丘二丁目２５番４号

金井町２４８０番地１１ 金井ヶ丘二丁目２５番６号

金井町２４８０番地１３ 金井ヶ丘二丁目２５番８号

金井町２４８０番地１５ 金井ヶ丘二丁目２５番１０号

金井町２４８０番地１６ 金井ヶ丘二丁目２６番１号

金井町２４８０番地１７ 金井ヶ丘二丁目２６番２号

金井町２４８８番地３ 金井ヶ丘二丁目２６番３５号

金井町２４８８番地４ 金井ヶ丘二丁目２６番３４号

金井町２４８８番地５ 金井ヶ丘二丁目２６番３３号

金井町２４８８番地６ 金井ヶ丘二丁目２６番２０号 玉学サイドパレスＶ

金井町２４８８番地８ 金井ヶ丘二丁目２２番１０号

金井町２４８８番地９ 金井ヶ丘二丁目２２番７号

金井町２４８８番地１２ 金井ヶ丘二丁目２２番６号

金井町２４８８番地１３ 金井ヶ丘二丁目２２番５号

金井町２４８８番地１６ 金井ヶ丘二丁目２２番４号

金井町２４８８番地１７ 金井ヶ丘二丁目２２番３号

金井町２４８９番地６ 金井ヶ丘二丁目２２番８号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２４８９番地８ 金井ヶ丘二丁目２２番１３号 アムール玉川学園　Ａ

金井町２４８９番地１１ 金井ヶ丘二丁目２２番９号

金井町２４８９番地１４ 金井ヶ丘二丁目２２番１２号 アムール玉川学園　Ｂ

金井町２４９０番地 金井ヶ丘二丁目２２番２１号

金井町２４９０番地１ 金井ヶ丘二丁目２２番１号

金井町２４９１番地１５ 金井ヶ丘二丁目２２番２９号

金井町２４９１番地２１ 金井ヶ丘二丁目２２番２７号

金井町２４９１番地２２ 金井ヶ丘二丁目２２番２６号

金井町２４９１番地２３ 金井ヶ丘二丁目２２番２５号

金井町２４９１番地２４ 金井ヶ丘二丁目２２番２４号

金井町２４９１番地２８ 金井ヶ丘二丁目２２番２８号

金井町２４９６番地 金井ヶ丘二丁目２４番８号 メゾンＫＫＫ

金井町２４９６番地５ 金井ヶ丘二丁目２４番８号

金井町２４９６番地５ 金井ヶ丘二丁目２４番８号 メゾンＫＫＫ

金井町２４９６番地８ 金井ヶ丘二丁目２４番４号

金井町２４９６番地１０ 金井ヶ丘二丁目２４番５号

金井町２４９６番地１１ 金井ヶ丘二丁目２４番２号

金井町２４９６番地１５ 金井ヶ丘二丁目２４番１号

金井町２５０４番地１ 金井ヶ丘二丁目２４番１６号

金井町２５１９番地１ 金井ヶ丘二丁目２３番４０号

金井町２５２３番地４ 金井ヶ丘二丁目２３番１３号

金井町２５２３番地４ 金井ヶ丘二丁目２３番２１号

金井町２５２３番地５ 金井ヶ丘二丁目２３番３３号

金井町２５５１番地１ 金井ヶ丘二丁目２３番１号

金井町２５５１番地６ 金井ヶ丘二丁目２３番２号

金井町２５５５番地１ 金井ヶ丘二丁目９番２１号 ＶＥＲＤＥ玉川学園　Ａ

金井町２５５６番地１ 金井ヶ丘二丁目９番２０号 ＶＥＲＤＥ玉川学園　Ｂ

金井町２５５９番地１ 金井ヶ丘二丁目９番１５号

金井町２５５９番地２ 金井ヶ丘二丁目９番１４号

金井町２５５９番地４ 金井ヶ丘二丁目９番１２号

金井町２５５９番地５ 金井ヶ丘二丁目９番１３号

金井町２５６１番地２ 金井ヶ丘二丁目４番２５号

金井町２５６１番地６ 金井ヶ丘二丁目４番２４号

金井町２５６１番地７ 金井ヶ丘二丁目４番２６号

金井町２５６１番地８ 金井ヶ丘二丁目４番２３号

金井町２５６１番地９ 金井ヶ丘二丁目４番２２号

金井町２５６１番地１０ 金井ヶ丘二丁目４番２０号

金井町２５６１番地１１ 金井ヶ丘二丁目４番２１号

金井町２５６２番地１ 金井ヶ丘二丁目９番１１号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２５６２番地２ 金井ヶ丘二丁目９番１０号

金井町２５６３番地 金井ヶ丘二丁目９番８号

金井町２５６３番地 金井ヶ丘二丁目９番９号

金井町２５６４番地２ 金井ヶ丘二丁目８番２１号

金井町２５６４番地４ 金井ヶ丘二丁目８番２２号

金井町２５６４番地５ 金井ヶ丘二丁目８番２３号

金井町２５６４番地６ 金井ヶ丘二丁目９番１号

金井町２５６４番地７ 金井ヶ丘二丁目９番２号

金井町２５６７番地２ 金井ヶ丘二丁目１０番１号

金井町２５６８番地 金井ヶ丘二丁目８番１６号

金井町２５６８番地２ 金井ヶ丘二丁目９番３号

金井町２５７５番地２ 金井ヶ丘二丁目７番３号

金井町２５７５番地３ 金井ヶ丘二丁目１０番１３号

金井町２５７５番地５ 金井ヶ丘二丁目１１番５号

金井町２５７５番地７ 金井ヶ丘二丁目１１番６号

金井町２５７５番地８ 金井ヶ丘二丁目１１番７号

金井町２５７５番地９ 金井ヶ丘二丁目１１番３号

金井町２５７５番地１０ 金井ヶ丘二丁目１１番２号

金井町２５７５番地１３ 金井ヶ丘二丁目７番２号

金井町２５７５番地１４ 金井ヶ丘二丁目１１番４号

金井町２５７６番地 金井ヶ丘二丁目１０番１１号

金井町２５７８番地１ 金井ヶ丘二丁目７番６号

金井町２５７８番地５ 金井ヶ丘二丁目７番１号

金井町２５７８番地７ 金井ヶ丘二丁目７番５号

金井町２５７８番地８ 金井ヶ丘二丁目７番４号

金井町２５８６番地３３ 金井ヶ丘二丁目１３番２０号

金井町２５８６番地３７ 金井ヶ丘二丁目１２番３号

金井町２５８６番地５３ 金井ヶ丘二丁目１１番８号

金井町２５８６番地５４ 金井ヶ丘二丁目１１番９号

金井町２５８６番地５６ 金井ヶ丘二丁目１１番１号

金井町２５８６番地５７ 金井ヶ丘二丁目１２番５号

金井町２５８６番地５８ 金井ヶ丘二丁目１２番６号 エコーレジデンス

金井町２５８６番地５９ 金井ヶ丘二丁目１２番８号

金井町２５８６番地６３ 金井ヶ丘二丁目１２番４号

金井町２５８６番地６７ 金井ヶ丘二丁目１３番１９号

金井町２５８６番地７２ 金井ヶ丘二丁目１３番１８号

金井町２５８６番地７３ 金井ヶ丘二丁目１３番１７号

金井町２５９４番地７ 金井ヶ丘二丁目１３番１４号

金井町２５９４番地２０ 金井ヶ丘二丁目１４番６号 エステート向山　Ｂ
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２５９４番地２２ 金井ヶ丘二丁目１４番２号

金井町２５９４番地２４ 金井ヶ丘二丁目１４番１６号 エステート向山　Ａ

金井町２５９４番地２５ 金井ヶ丘二丁目１４番１７号 金井町テラスハウス

金井町２５９４番地２６ 金井ヶ丘二丁目１４番１８号

金井町２５９４番地２７ 金井ヶ丘二丁目１４番１号

金井町２５９４番地２８ 金井ヶ丘二丁目１３番１２号

金井町２５９４番地２９ 金井ヶ丘二丁目１３番１０号

金井町２５９４番地３１ 金井ヶ丘二丁目１３番８号

金井町２５９４番地５９ 金井ヶ丘二丁目１３番５号

金井町２５９４番地６０ 金井ヶ丘二丁目１３番６号

金井町２５９４番地６１ 金井ヶ丘二丁目１３番１１号

金井町２６１０番地１ 金井ヶ丘二丁目８番１号

金井町２６１０番地３ 金井ヶ丘二丁目８番２号

金井町２６１０番地４ 金井ヶ丘二丁目８番３号

金井町２６１０番地５ 金井ヶ丘二丁目８番４号

金井町２６１０番地６ 金井ヶ丘二丁目８番５号

金井町２６１１番地１４ 金井ヶ丘二丁目６番４号

金井町２６１２番地６ 金井ヶ丘一丁目３５番１４号

金井町２６１２番地７ 金井ヶ丘一丁目３５番１５号

金井町２６１２番地８ 金井ヶ丘一丁目３５番１６号

金井町２６１２番地９ 金井ヶ丘一丁目３５番１号

金井町２６１２番地１１ 金井ヶ丘一丁目３５番２号

金井町２６１２番地１３ 金井ヶ丘一丁目３５番３号

金井町２６１２番地１５ 金井ヶ丘一丁目３６番２０号

金井町２６１２番地１７ 金井ヶ丘一丁目３６番２２号

金井町２６１２番地１８ 金井ヶ丘一丁目３６番２３号

金井町２６１２番地２１ 金井ヶ丘一丁目３６番１４号

金井町２６１２番地２２ 金井ヶ丘一丁目３６番１２号

金井町２６１２番地２３ 金井ヶ丘一丁目３６番１０号

金井町２６１２番地２４ 金井ヶ丘一丁目３６番８号

金井町２６１２番地２８ 金井ヶ丘一丁目３６番１号

金井町２６１２番地２９ 金井ヶ丘一丁目３６番２８号

金井町２６１２番地３０ 金井ヶ丘一丁目３６番２９号

金井町２６１２番地３１ 金井ヶ丘一丁目３６番３１号

金井町２６１２番地３２ 金井ヶ丘一丁目３６番３３号

金井町２６１２番地３３ 金井ヶ丘一丁目３６番３６号

金井町２６１２番地３４ 金井ヶ丘一丁目３６番３７号

金井町２６１２番地３５ 金井ヶ丘一丁目３６番４０号

金井町２６１２番地３６ 金井ヶ丘一丁目３４番６号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２６１２番地３７ 金井ヶ丘一丁目３４番５号

金井町２６１２番地３８ 金井ヶ丘一丁目３４番４号

金井町２６１２番地３９ 金井ヶ丘一丁目３４番３号

金井町２６１２番地４０ 金井ヶ丘一丁目３４番２号

金井町２６１２番地４１ 金井ヶ丘一丁目３４番１号

金井町２６１２番地４２ 金井ヶ丘一丁目３４番１７号

金井町２６１２番地４３ 金井ヶ丘一丁目３４番１８号

金井町２６１２番地４４ 金井ヶ丘一丁目３３番８号

金井町２６１２番地４５ 金井ヶ丘一丁目３３番７号

金井町２６１２番地４６ 金井ヶ丘一丁目３３番５号

金井町２６１２番地４７ 金井ヶ丘一丁目３３番１０号

金井町２６１２番地４８ 金井ヶ丘一丁目３３番１１号

金井町２６１２番地４９ 金井ヶ丘一丁目３３番１２号

金井町２６１２番地５０ 金井ヶ丘一丁目３３番２号

金井町２６１２番地５４ 金井ヶ丘一丁目３２番６号

金井町２６１２番地５６ 金井ヶ丘一丁目３２番５号

金井町２６１２番地５８ 金井ヶ丘一丁目３２番４号

金井町２６１２番地６０ 金井ヶ丘一丁目３２番３号

金井町２６１２番地６１ 金井ヶ丘一丁目３２番２号

金井町２６１２番地６４ 金井ヶ丘一丁目３２番７号

金井町２６１２番地６６ 金井ヶ丘一丁目３２番９号

金井町２６１２番地６７ 金井ヶ丘一丁目３２番１０号

金井町２６１２番地６８ 金井ヶ丘一丁目３２番１１号

金井町２６１２番地７０ 金井ヶ丘一丁目３２番１２号

金井町２６１２番地７２ 金井ヶ丘一丁目２８番１２号

金井町２６１２番地７４ 金井ヶ丘一丁目２８番１１号

金井町２６１２番地７５ 金井ヶ丘一丁目２８番８号

金井町２６１２番地７６ 金井ヶ丘一丁目２８番７号

金井町２６１２番地７７ 金井ヶ丘一丁目２８番６号

金井町２６１２番地７８ 金井ヶ丘一丁目２８番５号

金井町２６１２番地７９ 金井ヶ丘一丁目２８番４号

金井町２６１２番地８０ 金井ヶ丘一丁目２８番３号

金井町２６１２番地８１ 金井ヶ丘一丁目２８番２号

金井町２６１２番地８２ 金井ヶ丘一丁目２８番１号

金井町２６１２番地８３ 金井ヶ丘一丁目２８番１３号

金井町２６１２番地８５ 金井ヶ丘一丁目２８番１４号

金井町２６１２番地８７ 金井ヶ丘一丁目２８番１５号

金井町２６１２番地８８ 金井ヶ丘一丁目２８番１６号

金井町２６１２番地８９ 金井ヶ丘一丁目２８番１７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２６１２番地９０ 金井ヶ丘一丁目２８番１８号

金井町２６１２番地９１ 金井ヶ丘一丁目２８番１９号

金井町２６１２番地９２ 金井ヶ丘一丁目２８番２０号

金井町２６１２番地９３ 金井ヶ丘一丁目２８番２１号

金井町２６１２番地９４ 金井ヶ丘一丁目２９番３号

金井町２６１２番地９５ 金井ヶ丘一丁目２９番２号

金井町２６１２番地９７ 金井ヶ丘一丁目２９番５号

金井町２６１２番地９８ 金井ヶ丘一丁目２９番４号

金井町２６１２番地９９ 金井ヶ丘一丁目２９番１６号

金井町２６１２番地１００ 金井ヶ丘一丁目２９番１７号

金井町２６１２番地１０１ 金井ヶ丘一丁目２９番７号

金井町２６１２番地１０３ 金井ヶ丘一丁目２９番６号

金井町２６１２番地１０５ 金井ヶ丘一丁目２９番１１号

金井町２６１２番地１０７ 金井ヶ丘一丁目２９番１５号

金井町２６１２番地１１０ 金井ヶ丘一丁目２９番１４号

金井町２６１２番地１１１ 金井ヶ丘一丁目２９番８号

金井町２６１２番地１１２ 金井ヶ丘一丁目２９番９号

金井町２６１２番地１１３ 金井ヶ丘一丁目２９番１０号

金井町２６１２番地１１６ 金井ヶ丘一丁目２９番１２号

金井町２６１２番地１１８ 金井ヶ丘一丁目２９番１３号

金井町２６１２番地１２１ 金井ヶ丘一丁目３１番７号

金井町２６１２番地１２３ 金井ヶ丘一丁目３１番６号

金井町２６１２番地１２５ 金井ヶ丘一丁目３１番５号

金井町２６１２番地１２８ 金井ヶ丘一丁目３１番３号

金井町２６１２番地１２９ 金井ヶ丘一丁目３１番２号

金井町２６１２番地１３０ 金井ヶ丘一丁目３１番１号

金井町２６１２番地１３１ 金井ヶ丘一丁目３１番８号

金井町２６１２番地１３２ 金井ヶ丘一丁目３１番９号

金井町２６１２番地１３３ 金井ヶ丘一丁目３１番１０号

金井町２６１２番地１３４ 金井ヶ丘一丁目３１番１１号

金井町２６１２番地１３５ 金井ヶ丘一丁目３１番１２号

金井町２６１２番地１３６ 金井ヶ丘一丁目３１番１３号

金井町２６１２番地１３７ 金井ヶ丘一丁目３１番１４号

金井町２６１２番地１３８ 金井ヶ丘一丁目２５番１１号

金井町２６１２番地１４１ 金井ヶ丘一丁目２５番４１号

金井町２６１２番地１４２ 金井ヶ丘一丁目２５番４４号

金井町２６１２番地１４３ 金井ヶ丘一丁目２５番４５号

金井町２６１２番地１４５ 金井ヶ丘一丁目２６番１０号

金井町２６１２番地１４７ 金井ヶ丘一丁目２６番８号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２６１２番地１４８ 金井ヶ丘一丁目２６番７号

金井町２６１２番地１４９ 金井ヶ丘一丁目２６番６号

金井町２６１２番地１５０ 金井ヶ丘一丁目２６番５号

金井町２６１２番地１５１ 金井ヶ丘一丁目２６番４号

金井町２６１２番地１５２ 金井ヶ丘一丁目２６番３号

金井町２６１２番地１５３ 金井ヶ丘一丁目２６番２号

金井町２６１２番地１５４ 金井ヶ丘一丁目２６番１号

金井町２６１２番地１５５ 金井ヶ丘一丁目２６番１１号

金井町２６１２番地１５６ 金井ヶ丘一丁目２６番１２号

金井町２６１２番地１５７ 金井ヶ丘一丁目２６番１３号

金井町２６１２番地１５８ 金井ヶ丘一丁目２６番１４号

金井町２６１２番地１５９ 金井ヶ丘一丁目２６番１５号

金井町２６１２番地１６０ 金井ヶ丘一丁目２６番１６号

金井町２６１２番地１６１ 金井ヶ丘一丁目２６番１７号

金井町２６１２番地１６２ 金井ヶ丘一丁目２６番１８号

金井町２６１２番地１６３ 金井ヶ丘一丁目２６番１９号

金井町２６１２番地１６４ 金井ヶ丘一丁目２７番８号

金井町２６１２番地１６５ 金井ヶ丘一丁目２７番７号

金井町２６１２番地１６６ 金井ヶ丘一丁目２７番６号

金井町２６１２番地１６７ 金井ヶ丘一丁目２７番５号

金井町２６１２番地１６８ 金井ヶ丘一丁目２７番４号

金井町２６１２番地１６９ 金井ヶ丘一丁目２７番３号

金井町２６１２番地１７０ 金井ヶ丘一丁目２７番２号

金井町２６１２番地１７１ 金井ヶ丘一丁目２７番１号

金井町２６１２番地１７２ 金井ヶ丘一丁目２７番９号

金井町２６１２番地１７３ 金井ヶ丘一丁目２７番１０号

金井町２６１２番地１７４ 金井ヶ丘一丁目２７番１１号

金井町２６１２番地１７５ 金井ヶ丘一丁目２７番１２号

金井町２６１２番地１７６ 金井ヶ丘一丁目２７番１３号

金井町２６１２番地１７８ 金井ヶ丘一丁目２７番１４号

金井町２６１２番地１８０ 金井ヶ丘一丁目２７番１５号

金井町２６１２番地１８３ 金井ヶ丘一丁目３０番１号

金井町２６１２番地１８３ 金井ヶ丘一丁目３０番２号

金井町２６１２番地２１４ 金井ヶ丘一丁目３３番１号

金井町２６１２番地２１５ 金井ヶ丘一丁目３３番１５号

金井町２６１２番地２１６ 金井ヶ丘一丁目３３番１６号

金井町２６１２番地２１７ 金井ヶ丘一丁目３１番４号

金井町２６１２番地２３２ 金井ヶ丘一丁目２５番２２号

金井町２６１２番地２９８ 金井ヶ丘二丁目６番２２号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２６１２番地２９９ 金井ヶ丘二丁目６番２３号

金井町２６１２番地３０８ 金井ヶ丘一丁目３６番１９号

金井町２６１２番地３０９ 金井ヶ丘一丁目３６番１７号

金井町２６１２番地３１０ 金井ヶ丘一丁目３６番１８号

金井町２６１２番地３１２ 金井ヶ丘一丁目２５番２３号

金井町２６１２番地３１３ 金井ヶ丘一丁目２５番２４号

金井町２６１２番地３１４ 金井ヶ丘一丁目２５番２５号

金井町２６１２番地３１５ 金井ヶ丘一丁目２５番２６号

金井町２６１２番地３１６ 金井ヶ丘一丁目２５番２７号

金井町２６１２番地３１７ 金井ヶ丘一丁目２５番２８号

金井町２６１２番地３１８ 金井ヶ丘一丁目２５番２９号

金井町２６１２番地３１９ 金井ヶ丘一丁目２５番３０号

金井町２６１２番地３２０ 金井ヶ丘一丁目２５番３１号

金井町２６１２番地３２１ 金井ヶ丘一丁目２５番３２号

金井町２６１２番地３２２ 金井ヶ丘一丁目３３番９号

金井町２６１２番地３２３ 金井ヶ丘一丁目３６番２７号

金井町２６５４番地４ 金井ヶ丘一丁目３４番１５号

金井町２６５４番地５ 金井ヶ丘一丁目３６番２６号

金井町２６５４番地８ 金井ヶ丘一丁目３４番１６号

金井町２６５４番地９ 金井ヶ丘一丁目３６番２５号

金井町２６５４番地１１ 金井ヶ丘一丁目３４番７号

金井町２６５４番地１２ 金井ヶ丘一丁目３４番８号

金井町２６５４番地１３ 金井ヶ丘一丁目３４番９号

金井町２６５４番地１４ 金井ヶ丘一丁目３４番１０号

金井町２６５５番地１ 金井ヶ丘一丁目３３番３号 コーポＹＵＲＡＫＵ

金井町２６６７番地５ 金井ヶ丘一丁目３４番１９号

金井町２６８４番地１ 金井ヶ丘二丁目６番２０号

金井町２６８４番地９ 金井ヶ丘二丁目６番２１号

金井町２６８４番地１０ 金井ヶ丘二丁目６番２４号

金井町２６８４番地１４ 金井ヶ丘二丁目６番２５号

金井町２６８４番地１５ 金井ヶ丘二丁目６番３０号

金井町２６８４番地１６ 金井ヶ丘二丁目６番２７号

金井町２６８４番地１７ 金井ヶ丘二丁目６番２８号

金井町２６８４番地１８ 金井ヶ丘二丁目６番２９号

金井町２６８４番地２１ 金井ヶ丘二丁目４番４号

金井町２６８４番地２２ 金井ヶ丘二丁目４番５号

金井町２６８４番地２３ 金井ヶ丘二丁目４番６号

金井町２６８６番地 金井ヶ丘二丁目５番１号

金井町２６８７番地１１ 金井ヶ丘二丁目４番８号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２６８７番地１２ 金井ヶ丘二丁目４番１０号

金井町２６８７番地１３ 金井ヶ丘二丁目４番１２号

金井町２６８７番地１４ 金井ヶ丘二丁目４番１４号

金井町２６８７番地１５ 金井ヶ丘二丁目４番１６号

金井町２６８７番地１６ 金井ヶ丘二丁目４番１８号

金井町２６８７番地１７ 金井ヶ丘二丁目４番１９号

金井町２６８９番地７ 金井ヶ丘二丁目３番４号

金井町２６８９番地１６ 金井ヶ丘二丁目３番１２号

金井町２６８９番地１７ 金井ヶ丘二丁目３番１１号

金井町２６８９番地２１ 金井ヶ丘二丁目３番１０号

金井町２６８９番地２２ 金井ヶ丘二丁目３番９号

金井町２６８９番地２３ 金井ヶ丘二丁目３番８号

金井町２６８９番地２４ 金井ヶ丘二丁目３番７号

金井町２６８９番地２５ 金井ヶ丘二丁目３番６号

金井町２６８９番地２６ 金井ヶ丘二丁目３番５号

金井町２６９２番地 金井ヶ丘二丁目２番２１号

金井町２７０５番地４ 金井ヶ丘二丁目３番１８号

金井町２７０５番地６ 金井ヶ丘二丁目３番１９号

金井町２７０６番地５ 金井ヶ丘二丁目３番１７号

金井町２７０７番地１ 金井ヶ丘二丁目２番１３号

金井町２７０７番地２ 金井ヶ丘二丁目３番１３号

金井町２７０８番地３ 金井ヶ丘二丁目２番９号

金井町２７０８番地４ 金井ヶ丘二丁目２番８号

金井町２７０８番地５ 金井ヶ丘二丁目２番１０号

金井町２７１３番地３ 金井ヶ丘二丁目３番１４号

金井町２７１４番地５ 金井ヶ丘二丁目３番１６号

金井町２７１５番地１ 金井ヶ丘二丁目２番５号

金井町２７１５番地２ 金井ヶ丘二丁目３番１５号

金井町２７１７番地９ 金井ヶ丘二丁目３番２０号

金井町２７１７番地１３ 金井ヶ丘二丁目１番２６号

金井町２７１７番地１４ 金井ヶ丘二丁目１番２８号

金井町２７１７番地１５ 金井ヶ丘二丁目１番２９号

金井町２７１７番地１６ 金井ヶ丘二丁目１番３０号

金井町２７１７番地１８ 金井ヶ丘二丁目１番３１号

金井町２７１７番地１９ 金井ヶ丘二丁目１番３２号

金井町２７１７番地２０ 金井ヶ丘二丁目１番２７号

金井町２７１７番地２１ 金井ヶ丘二丁目１番３３号

金井町２７１７番地２２ 金井ヶ丘二丁目１番３４号

金井町２７１７番地２３ 金井ヶ丘二丁目１番３５号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２７１７番地２４ 金井ヶ丘二丁目１番３６号

金井町２７１７番地２５ 金井ヶ丘二丁目１番３７号

金井町２７１７番地２６ 金井ヶ丘二丁目１番３８号

金井町２７１７番地２７ 金井ヶ丘二丁目１番３９号

金井町２７１７番地２８ 金井ヶ丘二丁目１番４０号

金井町２７１７番地２９ 金井ヶ丘二丁目１番４１号

金井町２７１７番地３０ 金井ヶ丘二丁目１番４３号

金井町２７１７番地３１ 金井ヶ丘二丁目１番４４号

金井町２７１７番地３２ 金井ヶ丘二丁目１番４５号

金井町２７１７番地３３ 金井ヶ丘二丁目１番４６号

金井町２７１７番地３４ 金井ヶ丘二丁目１番４７号

金井町２７１７番地３５ 金井ヶ丘二丁目１番４８号

金井町２７３６番地３ 金井ヶ丘二丁目１番１４号 ストークハイム　Ａ

金井町２７３６番地３ 金井ヶ丘二丁目１番１６号 ストークハイム　Ｂ

金井町２７３６番地４ 金井ヶ丘二丁目１番２５号

金井町２７３６番地４ 金井ヶ丘二丁目１番２４号 ハイム富士

金井町２７３６番地５ 金井ヶ丘二丁目１番２０号 アビタシオン壱番館

金井町２７４４番地３ 金井ヶ丘一丁目３９番６号

金井町２７４４番地４ 金井ヶ丘一丁目３９番５号

金井町２７４４番地５ 金井ヶ丘一丁目３９番４号

金井町２７４４番地６ 金井ヶ丘一丁目３９番３号

金井町２７４４番地７ 金井ヶ丘一丁目３９番２号

金井町２７４４番地８ 金井ヶ丘一丁目３９番１号

金井町２７４４番地９ 金井ヶ丘一丁目３９番８号

金井町２７４４番地１２ 金井ヶ丘一丁目３９番１１号

金井町２７４４番地１３ 金井ヶ丘一丁目３９番１２号

金井町２７４４番地１５ 金井ヶ丘一丁目３８番８号

金井町２７４４番地１６ 金井ヶ丘一丁目３８番７号

金井町２７４４番地１８ 金井ヶ丘一丁目３８番４号

金井町２７４４番地１９ 金井ヶ丘一丁目３８番９号

金井町２７４４番地２０ 金井ヶ丘一丁目３８番１０号

金井町２７４４番地２１ 金井ヶ丘一丁目３８番１１号

金井町２７４４番地２３ 金井ヶ丘一丁目３７番６号

金井町２７４４番地２９ 金井ヶ丘一丁目２３番１５号

金井町２７４４番地３０ 金井ヶ丘一丁目２３番１６号

金井町２７４４番地４０ 金井ヶ丘一丁目３６番４号

金井町２７４４番地４１ 金井ヶ丘一丁目３６番３号

金井町２７４４番地５３ 金井ヶ丘一丁目３９番７号

金井町２７４４番地５４ 金井ヶ丘一丁目３９番１０号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２７４４番地５５ 金井ヶ丘一丁目３９番１３号

金井町２７４４番地５７ 金井ヶ丘一丁目３７番５号

金井町２７４４番地５８ 金井ヶ丘一丁目３７番４号

金井町２７４４番地５９ 金井ヶ丘一丁目３７番１３号

金井町２７４４番地６０ 金井ヶ丘一丁目３７番１４号

金井町２７４４番地６１ 金井ヶ丘一丁目３７番１５号

金井町２８１７番地３ 金井ヶ丘一丁目３８番１２号

金井町２８２９番地４ 金井ヶ丘一丁目３８番１６号

金井町２８２９番地６ 金井ヶ丘一丁目３８番１号

金井町２８２９番地７ 金井ヶ丘一丁目３８番２号

金井町２８２９番地８ 金井ヶ丘一丁目３８番３号

金井町２８２９番地９ 金井ヶ丘一丁目３８番１４号

金井町２８３３番地１ 金井ヶ丘一丁目３７番１２号

金井町２８３３番地３ 金井ヶ丘一丁目３７番１１号

金井町２８３３番地４ 金井ヶ丘一丁目３７番１０号

金井町２８３３番地５ 金井ヶ丘一丁目３７番９号

金井町２８３３番地６ 金井ヶ丘一丁目３７番８号

金井町２８５７番地１ 金井ヶ丘一丁目２３番１２号

金井町２８５７番地６ 金井ヶ丘一丁目２２番１４号

金井町２８５７番地７ 金井ヶ丘一丁目２２番８号

金井町２８５７番地９ 藤の台二丁目１番１号

金井町２８５７番地１３ 金井ヶ丘一丁目２２番７号

金井町２８５７番地２１ 金井ヶ丘一丁目２２番３号 クリエイトマンション

金井町２８５７番地２２ 金井ヶ丘一丁目２２番６号

金井町２８５７番地２３ 金井ヶ丘一丁目２３番１４号

金井町２８５７番地２４ 金井ヶ丘一丁目２３番１３号

金井町２８５７番地２６ 金井ヶ丘一丁目２３番１８号

金井町２８５７番地２７ 金井ヶ丘一丁目２３番１９号

金井町２８５７番地２８ 金井ヶ丘一丁目２３番２０号

金井町２８５７番地２９ 金井ヶ丘一丁目２３番２１号

金井町２８５７番地３１ 金井ヶ丘一丁目２３番７号

金井町２８５７番地３２ 金井ヶ丘一丁目２３番６号

金井町２８５７番地３３ 金井ヶ丘一丁目２３番５号

金井町２８５７番地３４ 金井ヶ丘一丁目２３番３号

金井町２８５７番地３５ 金井ヶ丘一丁目２３番４号

金井町２８５７番地３６ 金井ヶ丘一丁目２３番２号

金井町２８５７番地３７ 金井ヶ丘一丁目２３番１号

金井町２８５７番地４１ 金井ヶ丘一丁目２３番２３号

金井町２８５７番地４４ 金井ヶ丘一丁目２３番１１号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２８５７番地４７ 金井ヶ丘一丁目２２番１３号

金井町２８５７番地４８ 金井ヶ丘一丁目２３番２２号

金井町２８５７番地５０ 金井ヶ丘一丁目２２番１０号

金井町２８５７番地５２ 金井ヶ丘一丁目２３番１７号

金井町２８６０番地１２ 金井ヶ丘一丁目２４番２号

金井町２８６０番地１３ 金井ヶ丘一丁目２４番３号

金井町２８６０番地１５ 金井ヶ丘一丁目２４番１１号

金井町２８６０番地１６ 金井ヶ丘一丁目２４番１２号

金井町２８８２番地６ 金井ヶ丘一丁目２５番８号 ＩＤハウス

金井町２８８２番地７ 金井ヶ丘一丁目２５番７号

金井町２８８２番地８ 金井ヶ丘一丁目２５番５号

金井町２８８２番地９ 金井ヶ丘一丁目２５番３号

金井町２８８２番地１１ 金井ヶ丘一丁目２５番４９号

金井町２８８２番地１２ 金井ヶ丘一丁目２５番１号

金井町２８８２番地１６ 金井ヶ丘一丁目１８番１号

金井町２８８２番地１８ 金井ヶ丘一丁目１８番２号

金井町２８８２番地１９ 金井ヶ丘一丁目１８番３号

金井町２８８２番地２２ 金井ヶ丘一丁目１６番１０号

金井町２８８２番地２３ 金井ヶ丘一丁目１６番９号

金井町２８８２番地２４ 金井ヶ丘一丁目１６番１１号

金井町２８８２番地２６ 金井ヶ丘一丁目１５番１４号

金井町２８８２番地２７ 金井ヶ丘一丁目１５番１３号

金井町２８８２番地２８ 金井ヶ丘一丁目１５番１５号

金井町２８８２番地３０ 金井ヶ丘一丁目１５番１６号

金井町２８８２番地３５ 金井ヶ丘一丁目１６番３号

金井町２８８２番地３７ 金井ヶ丘一丁目１６番１号

金井町２８８２番地３８ 金井ヶ丘一丁目１６番１８号

金井町２８８２番地３９ 金井ヶ丘一丁目１６番１９号

金井町２８８２番地４０ 金井ヶ丘一丁目１６番２０号

金井町２８８２番地４１ 金井ヶ丘一丁目１５番４号

金井町２８８２番地４３ 金井ヶ丘一丁目１５番２号

金井町２８８２番地４４ 金井ヶ丘一丁目１５番１号

金井町２８８２番地４５ 金井ヶ丘一丁目１５番２５号

金井町２８８２番地４６ 金井ヶ丘一丁目１５番２６号

金井町２８８２番地４７ 金井ヶ丘一丁目１５番２７号

金井町２８８２番地４８ 金井ヶ丘一丁目１５番２８号

金井町２８８２番地４９ 金井ヶ丘一丁目１７番１１号

金井町２８８２番地５０ 金井ヶ丘一丁目１７番１２号

金井町２８８２番地５１ 金井ヶ丘一丁目１９番１２号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２８８２番地５６ 金井ヶ丘一丁目１９番１９号

金井町２８８２番地６３ 金井ヶ丘一丁目１１番７号

金井町２８８２番地８１ 金井ヶ丘一丁目１６番１２号

金井町２８８２番地８２ 金井ヶ丘一丁目１９番１６号

金井町２８８２番地８３ 金井ヶ丘一丁目１９番１７号

金井町２８８２番地８４ 金井ヶ丘一丁目１９番１８号

金井町２８８２番地８５ 金井ヶ丘一丁目２５番４８号

金井町２８８２番地８６ 金井ヶ丘一丁目２５番４７号

金井町２８８２番地８８ 金井ヶ丘一丁目１７番２号

金井町２８８２番地１０２ 金井ヶ丘一丁目１９番１０号 ユーコー木倉第２

金井町２８８２番地１０３ 金井ヶ丘一丁目１８番１１号

金井町２８８２番地１０４ 金井ヶ丘一丁目１８番１２号

金井町２８８２番地１０５ 金井ヶ丘一丁目１８番１３号

金井町２８８２番地１０６ 金井ヶ丘一丁目１８番１４号

金井町２８８２番地１０７ 金井ヶ丘一丁目１８番１５号

金井町２８８２番地１０８ 金井ヶ丘一丁目１８番１６号

金井町２８８２番地１０９ 金井ヶ丘一丁目１８番１７号

金井町２８８２番地１２５ 金井ヶ丘一丁目６番１９号

金井町２８８２番地１５０ 金井ヶ丘一丁目１７番３号

金井町２８８２番地１５１ 金井ヶ丘一丁目１７番４号

金井町２８８２番地１５２ 金井ヶ丘一丁目１９番１３号

金井町２８８２番地１５３ 金井ヶ丘一丁目１９番１４号

金井町２９０３番地６ 金井ヶ丘一丁目２０番２０号

金井町２９０３番地７ 金井ヶ丘一丁目２０番２１号

金井町２９０３番地８ 金井ヶ丘一丁目２０番２２号

金井町２９０３番地９ 金井ヶ丘一丁目２０番２３号

金井町２９０５番地 金井ヶ丘一丁目２１番３４号 コモド木倉　Ａ

金井町２９０５番地 金井ヶ丘一丁目２１番３２号 コモド木倉　Ｂ

金井町２９０９番地１ 金井ヶ丘一丁目２１番２４号 グレイスコート

金井町２９０９番地４ 金井ヶ丘一丁目２１番２３号

金井町２９１８番地１ 金井ヶ丘一丁目２１番１１号

金井町２９１８番地２ 金井ヶ丘一丁目２１番１２号

金井町２９１８番地３ 金井ヶ丘一丁目２１番１３号

金井町２９１８番地４ 金井ヶ丘一丁目２１番１４号

金井町２９１８番地５ 金井ヶ丘一丁目２１番１５号

金井町２９１８番地６ 金井ヶ丘一丁目２１番１６号

金井町２９１８番地７ 金井ヶ丘一丁目２１番１７号

金井町２９１８番地８ 金井ヶ丘一丁目２１番１８号

金井町２９１８番地９ 金井ヶ丘一丁目２１番１９号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２９２０番地１ 金井ヶ丘一丁目２１番９号 プリマヴェーラ玉川学園

金井町２９２２番地４ 金井ヶ丘一丁目２０番１１号

金井町２９２２番地４ 金井ヶ丘一丁目２０番１２号

金井町２９２２番地６ 金井ヶ丘一丁目２０番２６号

金井町２９２２番地８ 金井ヶ丘一丁目２０番２４号 ストロームヒルズ

金井町２９２２番地９ 金井ヶ丘一丁目２０番１６号

金井町２９２２番地１０ 金井ヶ丘一丁目２０番１９号 シティハイム学園ハウス

金井町２９２２番地１４ 金井ヶ丘一丁目２０番１４号

金井町２９２２番地１４ 金井ヶ丘一丁目２０番１４号 ＡＭハウス

金井町２９２３番地５ 金井ヶ丘一丁目１６番１４号

金井町２９２３番地９ 金井ヶ丘一丁目１６番１３号

金井町２９２３番地１０ 金井ヶ丘一丁目１６番７号

金井町２９２３番地１１ 金井ヶ丘一丁目１６番８号

金井町２９２３番地３２ 金井ヶ丘一丁目１７番１３号

金井町２９２６番地１ 金井ヶ丘一丁目２０番５号

金井町２９２６番地２ 金井ヶ丘一丁目２０番６号

金井町２９２６番地３ 金井ヶ丘一丁目２０番４号

金井町２９２６番地４ 金井ヶ丘一丁目２０番３号

金井町２９２６番地５ 金井ヶ丘一丁目２０番１号

金井町２９２６番地６ 金井ヶ丘一丁目２０番７号

金井町２９２６番地７ 金井ヶ丘一丁目２０番８号

金井町２９２６番地８ 金井ヶ丘一丁目２０番９号

金井町２９２８番地７ 金井ヶ丘一丁目１９番３０号

金井町２９２８番地１１ 金井ヶ丘一丁目１９番３７号 ユーコー木倉

金井町２９２９番地４ 金井ヶ丘一丁目１９番２６号 トロワ玉川学園

金井町２９３１番地６ 金井ヶ丘一丁目１６番１７号

金井町２９３１番地７ 金井ヶ丘一丁目１６番４号

金井町２９３１番地８ 金井ヶ丘一丁目１６番５号

金井町２９３１番地９ 金井ヶ丘一丁目１６番６号

金井町２９３４番地 金井ヶ丘一丁目１１番１号

金井町２９３４番地５ 金井ヶ丘一丁目１１番５号

金井町２９３４番地７ 金井ヶ丘一丁目１１番４号

金井町２９３４番地８ 金井ヶ丘一丁目１１番６号

金井町２９３６番地１ 金井ヶ丘一丁目６番８号

金井町２９３６番地５ 金井ヶ丘一丁目６番１３号

金井町２９３６番地６ 金井ヶ丘一丁目６番１０号

金井町２９３６番地７ 金井ヶ丘一丁目６番９号

金井町２９３６番地１０ 金井ヶ丘一丁目７番１０号

金井町２９３６番地１２ 金井ヶ丘一丁目６番１７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２９３６番地１３ 金井ヶ丘一丁目６番１８号

金井町２９３６番地１５ 金井ヶ丘一丁目６番２０号

金井町２９３６番地１６ 金井ヶ丘一丁目６番２１号

金井町２９３６番地１７ 金井ヶ丘一丁目６番２２号

金井町２９３６番地１９ 金井ヶ丘一丁目６番２４号

金井町２９３６番地２０ 金井ヶ丘一丁目６番２３号

金井町２９３７番地６ 金井ヶ丘一丁目６番２５号

金井町２９３７番地７ 金井ヶ丘一丁目６番２６号

金井町２９３７番地８ 金井ヶ丘一丁目６番２７号

金井町２９３７番地１０ 金井ヶ丘一丁目１０番１１号

金井町２９３７番地１１ 金井ヶ丘一丁目１０番１２号

金井町２９３７番地１２ 金井ヶ丘一丁目１０番１６号

金井町２９３８番地８ 金井ヶ丘一丁目１０番１０号

金井町２９３８番地１４ 金井ヶ丘一丁目１０番２４号

金井町２９３８番地１７ 玉川学園四丁目１９番８１号

金井町２９３８番地３１ 玉川学園四丁目１９番８２号

金井町２９３８番地３２ 玉川学園四丁目１９番８３号

金井町２９３８番地３３ 玉川学園四丁目１９番８４号

金井町２９３９番地１ 金井ヶ丘一丁目９番１４号

金井町２９３９番地１０ 金井ヶ丘一丁目９番１６号

金井町２９３９番地１１ 金井ヶ丘一丁目９番１８号

金井町２９３９番地３４ 金井ヶ丘一丁目９番１５号

金井町２９３９番地３５ 金井ヶ丘一丁目９番１７号

金井町２９４０番地１ 金井ヶ丘一丁目６番２９号

金井町２９４０番地２ 金井ヶ丘一丁目６番１号

金井町２９４１番地４ 金井ヶ丘一丁目２番３９号

金井町２９４１番地６ 金井ヶ丘一丁目９番７号

金井町２９４１番地８ 金井ヶ丘一丁目７番１９号

金井町２９４１番地９ 金井ヶ丘一丁目７番１８号

金井町２９４１番地１０ 金井ヶ丘一丁目７番１６号

金井町２９４１番地１１ 金井ヶ丘一丁目７番１５号

金井町２９４１番地１２ 金井ヶ丘一丁目７番１４号

金井町２９４１番地１４ 金井ヶ丘一丁目９番１号

金井町２９４１番地１５ 金井ヶ丘一丁目９番２号

金井町２９４１番地１７ 金井ヶ丘一丁目８番１０号

金井町２９４１番地１８ 金井ヶ丘一丁目８番９号

金井町２９４１番地１９ 金井ヶ丘一丁目８番２号

金井町２９４１番地２０ 金井ヶ丘一丁目８番３号

金井町２９４１番地２１ 金井ヶ丘一丁目８番７号
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旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

金井町２９４１番地２２ 金井ヶ丘一丁目８番４号

金井町２９４１番地２３ 金井ヶ丘一丁目８番５号

金井町２９４１番地２４ 金井ヶ丘一丁目８番６号

金井町２９４１番地２８ 金井ヶ丘一丁目７番８号

金井町２９４１番地２９ 金井ヶ丘一丁目７番１２号

金井町２９４１番地３０ 金井ヶ丘一丁目７番９号

金井町２９４１番地３１ 金井ヶ丘一丁目７番１１号

金井町２９４１番地３６ 金井ヶ丘一丁目５番１号

金井町２９４１番地３９ 金井ヶ丘一丁目５番２号

金井町２９４１番地４２ 金井ヶ丘一丁目５番１４号

金井町２９４１番地４３ 金井ヶ丘一丁目５番３号

金井町２９４１番地４５ 金井ヶ丘一丁目５番１３号

金井町２９４１番地４６ 金井ヶ丘一丁目５番４号

金井町２９４１番地４７ 金井ヶ丘一丁目５番１２号

金井町２９４１番地４８ 金井ヶ丘一丁目５番１１号

金井町２９４１番地５０ 金井ヶ丘一丁目５番５号

金井町２９４１番地５３ 金井ヶ丘一丁目５番１０号

金井町２９４１番地５４ 金井ヶ丘一丁目５番６号

金井町２９４１番地５６ 金井ヶ丘一丁目５番９号

金井町２９４１番地５７ 金井ヶ丘一丁目５番７号

金井町２９４１番地５９ 金井ヶ丘一丁目５番８号

金井町２９４１番地６９ 金井ヶ丘一丁目４番１４号

金井町２９４１番地７０ 金井ヶ丘一丁目４番１３号

金井町２９４１番地７５ 金井ヶ丘一丁目４番７号

金井町２９４１番地１０８ 金井ヶ丘一丁目９番８号

金井町２９４１番地１０９ 金井ヶ丘一丁目６番５号

金井町２９４１番地１１０ 金井ヶ丘一丁目６番４号

金井町２９４１番地１１６ 金井ヶ丘一丁目９番６号

金井町２９４１番地１１９ 金井ヶ丘一丁目９番５号

金井町２９４１番地１２０ 金井ヶ丘一丁目９番１２号

金井町２９４１番地１２１ 金井ヶ丘一丁目９番１１号

金井町２９４１番地１２２ 金井ヶ丘一丁目９番９号

金井町２９４１番地１３３ 金井ヶ丘一丁目２番４４号

金井町２９４１番地１３４ 金井ヶ丘一丁目２番４５号

金井町２９４１番地１３５ 金井ヶ丘一丁目２番４６号

金井町２９４１番地１３６ 金井ヶ丘一丁目２番４７号

金井町２９４１番地１３７ 金井ヶ丘一丁目２番４８号

金井町２９４１番地１３８ 金井ヶ丘一丁目２番４９号

金井町２９４１番地１３９ 金井ヶ丘一丁目２番５０号
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金井町２９４１番地１４０ 金井ヶ丘一丁目２番５１号

金井町２９４１番地１４２ 金井ヶ丘一丁目６番３号

金井町２９４１番地１４４ 金井ヶ丘一丁目４番８号

金井町２９４６番地２ 金井ヶ丘一丁目９番３号

金井町２９４６番地７ 金井ヶ丘一丁目８番８号

金井町２９４６番地９ 金井ヶ丘一丁目９番４号

金井町２９４６番地１８ 金井ヶ丘一丁目９番１３号

金井町２９４８番地１ 金井ヶ丘一丁目９番２０号

金井町２９４８番地２ 金井ヶ丘一丁目２番５２号

金井町２９４８番地５ 金井ヶ丘一丁目９番２１号 クオーレ玉川学園Ⅱ

金井町２９４８番地１２ 金井ヶ丘一丁目１０番１号

金井町２９４８番地１３ 金井ヶ丘一丁目１０番２号

金井町２９４８番地２０ 金井ヶ丘一丁目２番５４号

金井町２９４８番地２４ 金井ヶ丘一丁目２番５５号

金井町２９４８番地２５ 金井ヶ丘一丁目２番５６号

金井町２９４８番地２８ 金井ヶ丘一丁目２番５３号

金井町２９４８番地２９ 金井ヶ丘一丁目９番１９号

金井町２９４８番地３０ 金井ヶ丘一丁目１０番３０号

金井町２９４８番地３１ 金井ヶ丘一丁目１０番２９号

金井町２９４８番地３２ 金井ヶ丘一丁目１０番２８号

金井町２９５０番地８ 金井ヶ丘一丁目１番１号 クレール玉川学園　Ａ

金井町２９５０番地９ 金井ヶ丘一丁目１番２号 クレール玉川学園　Ｂ

金井町２９５０番地１２ 金井ヶ丘一丁目１番６号 クオーレ玉川学園Ⅰ

金井町２９５０番地１３ 金井ヶ丘一丁目１番９号

金井町２９５０番地１５ 金井ヶ丘一丁目１番１１号

金井町２９５０番地２１ 玉川学園四丁目１９番７９号

金井町２９５０番地２２ 玉川学園四丁目１９番７７号

金井町２９５０番地２３ 玉川学園四丁目１９番７８号

金井町２９５０番地２４ 玉川学園四丁目１９番７６号

金井町２９５０番地２５ 金井ヶ丘一丁目１番８号

金井町２９５０番地２６ 金井ヶ丘一丁目１番１０号

金井町２９５１番地２ 金井ヶ丘一丁目２番１号

金井町２９５１番地３ 金井ヶ丘一丁目２番２号

金井町３０２１番地２ 金井ヶ丘一丁目４番１号

金井町３０２１番地１４ 金井ヶ丘一丁目４番１６号

金井町３０２１番地１５ 金井ヶ丘一丁目４番３号

金井町３０２２番地９ 金井ヶ丘一丁目３番４号

金井町３０２２番地１１ 金井ヶ丘一丁目３番３号

金井町３０２２番地１３ 金井ヶ丘一丁目３番５号
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金井町３０２２番地１４ 金井ヶ丘一丁目３番２号

金井町３０３１番地２ 金井ヶ丘一丁目２番４３号

金井町３０３２番地１ 金井ヶ丘一丁目２番２３号

金井町３０３２番地５ 金井ヶ丘一丁目２番２５号

金井町３０３２番地６ 金井ヶ丘一丁目２番１８号

金井町３０３２番地９ 金井ヶ丘一丁目２番１７号

金井町３０３２番地１１ 金井ヶ丘一丁目２番１９号 ＧｒａｃｅＳＡＫＵＲＡＩ

金井町３０３２番地１３ 金井ヶ丘一丁目２番２４号

金井町３０３２番地１５ 金井ヶ丘一丁目２番２２号

金井町３０３２番地１６ 金井ヶ丘一丁目２番２１号

金井町３０３２番地１７ 金井ヶ丘一丁目２番２０号

金井町３０４０番地２ 藤の台三丁目２番１号

金井町３０４０番地１５ 藤の台三丁目１番１号

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１－〇〇〇号 藤の台団地３－　１

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２－〇〇〇号 藤の台団地３－　２

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番３－〇〇〇号 藤の台団地３－　３

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番４－〇〇〇号 藤の台団地３－　４

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番５－〇〇〇号 藤の台団地３－　５

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番６－〇〇〇号 藤の台団地３－　６

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番７－〇〇〇号 藤の台団地３－　７

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番８－〇〇〇号 藤の台団地３－　８

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番９－〇〇〇号 藤の台団地３－　９

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１０－〇〇〇号 藤の台団地３－１０

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１１－〇〇〇号 藤の台団地３－１１

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１２－〇〇〇号 藤の台団地３－１２

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１３－〇〇〇号 藤の台団地３－１３

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１４－〇〇〇号 藤の台団地３－１４

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１５－〇〇〇号 藤の台団地３－１５

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１６－〇〇〇号 藤の台団地３－１６

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１７－〇〇〇号 藤の台団地３－１７

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１８－〇〇〇号 藤の台団地３－１８

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番１９－〇〇〇号 藤の台団地３－１９

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２０－〇〇〇号 藤の台団地３－２０

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２１－〇〇〇号 藤の台団地３－２１

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２２－〇〇〇号 藤の台団地３－２２

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２３－〇〇〇号 藤の台団地３－２３

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２４－〇〇〇号 藤の台団地３－２４

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２５－〇〇〇号 藤の台団地３－２５

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２６－〇〇〇号 藤の台団地３－２６
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金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２７－〇〇〇号 藤の台団地３－２７

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２８－〇〇〇号 藤の台団地３－２８

金井町３１３３番地 藤の台三丁目３番２９号 藤の台団地３－２９

本町田３１３３番地５ 藤の台一丁目１番５６号

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番１０－〇〇〇号

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番１３－〇〇〇号

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番１－〇〇〇号 藤の台団地２－　１

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番２－〇〇〇号 藤の台団地２－　２

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番５－〇〇〇号 藤の台団地２－　５

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番６－〇〇〇号 藤の台団地２－　６

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番７－〇〇〇号 藤の台団地２－　７

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番８－〇〇〇号 藤の台団地２－　８

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番９－〇〇〇号 藤の台団地２－　９

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番１０－〇〇〇号 藤の台団地２－１０

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番１１－〇〇〇号 藤の台団地２－１１

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番１２－〇〇〇号 藤の台団地２－１２

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番１３－〇〇〇号 藤の台団地２－１３

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番３０－〇〇〇号 藤の台団地２－３０

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番３１－〇〇〇号 藤の台団地２－３１

本町田３１３３番地５ 藤の台二丁目２番５３号 藤の台団地２－５３

本町田３１３３番地６ 藤の台二丁目２番５４号 藤の台団地２－５４

本町田３３５０番地２４ 藤の台一丁目２番１号

本町田３４５５番地 藤の台二丁目２番１４－〇〇〇号 藤の台団地２－１４

本町田３４５５番地２０ 藤の台二丁目２番１５－〇〇〇号

本町田３４５５番地２０ 藤の台二丁目２番１４－〇〇〇号 藤の台団地２－１４

本町田３４５５番地２０ 藤の台二丁目２番１５－〇〇〇号 藤の台団地２－１５

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４９－〇〇〇号

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５２－〇〇〇号

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１－〇〇〇号 藤の台団地１－　１

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２－〇〇〇号 藤の台団地１－　２

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３－〇〇〇号 藤の台団地１－　３

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４－〇〇〇号 藤の台団地１－　４

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５－〇〇〇号 藤の台団地１－　５

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番６－〇〇〇号 藤の台団地１－　６

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番７－〇〇〇号 藤の台団地１－　７

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番８－〇〇〇号 藤の台団地１－　８

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番９－〇〇〇号 藤の台団地１－　９

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１０－〇〇〇号 藤の台団地１－１０

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１１－〇〇〇号 藤の台団地１－１１

60



旧住所 新住所 備考

町田市金井町・藤の台団地地区住居表示等整備事業
住所対照表

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１２－〇〇〇号 藤の台団地１－１２

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１３－〇〇〇号 藤の台団地１－１３

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１４－〇〇〇号 藤の台団地１－１４

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１５－〇〇〇号 藤の台団地１－１５

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１６－〇〇〇号 藤の台団地１－１６

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１７－〇〇〇号 藤の台団地１－１７

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１８－〇〇〇号 藤の台団地１－１８

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番１９－〇〇〇号 藤の台団地１－１９

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２０－〇〇〇号 藤の台団地１－２０

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２１－〇〇〇号 藤の台団地１－２１

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２２－〇〇〇号 藤の台団地１－２２

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２３－〇〇〇号 藤の台団地１－２３

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２４－〇〇〇号 藤の台団地１－２４

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２５－〇〇〇号 藤の台団地１－２５

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２６－〇〇〇号 藤の台団地１－２６

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２７－〇〇〇号 藤の台団地１－２７

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２８－〇〇〇号 藤の台団地１－２８

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番２９－〇〇〇号 藤の台団地１－２９

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３０－〇〇〇号 藤の台団地１－３０

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３１－〇〇〇号 藤の台団地１－３１

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３２－〇〇〇号 藤の台団地１－３２

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３３－〇〇〇号 藤の台団地１－３３

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３４－〇〇〇号 藤の台団地１－３４

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３５－〇〇〇号 藤の台団地１－３５

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３６－〇〇〇号 藤の台団地１－３６

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３７－〇〇〇号 藤の台団地１－３７

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３８－〇〇〇号 藤の台団地１－３８

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番３９－〇〇〇号 藤の台団地１－３９

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４０－〇〇〇号 藤の台団地１－４０

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４１－〇〇〇号 藤の台団地１－４１

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４２－〇〇〇号 藤の台団地１－４２

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４３－〇〇〇号 藤の台団地１－４３

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４４－〇〇〇号 藤の台団地１－４４

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４５－〇〇〇号 藤の台団地１－４５

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４６－〇〇〇号 藤の台団地１－４６

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４７－〇〇〇号 藤の台団地１－４７

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４８－〇〇〇号 藤の台団地１－４８

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番４９－〇〇〇号 藤の台団地１－４９

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５０－〇〇〇号 藤の台団地１－５０
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本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５１－〇〇〇号 藤の台団地１－５１

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５２－〇〇〇号 藤の台団地１－５２

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５３号 藤の台団地１－５３

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５４号 藤の台団地１－５４

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５５号 藤の台団地１－５５

本町田３４８６番地 藤の台一丁目１番５７号 藤の台団地１－５７

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３－〇〇〇号 藤の台団地２－　３

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４－〇〇〇号 藤の台団地２－　４

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２２－〇〇〇号 藤の台団地２－２２

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２３－〇〇〇号 藤の台団地２－２３

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２４－〇〇〇号 藤の台団地２－２４

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２５－〇〇〇号 藤の台団地２－２５

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２６－〇〇〇号 藤の台団地２－２６

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２７－〇〇〇号 藤の台団地２－２７

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２８－〇〇〇号 藤の台団地２－２８

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番２９－〇〇〇号 藤の台団地２－２９

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３２－〇〇〇号 藤の台団地２－３２

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３３－〇〇〇号 藤の台団地２－３３

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３４－〇〇〇号 藤の台団地２－３４

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３５－〇〇〇号 藤の台団地２－３５

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３６－〇〇〇号 藤の台団地２－３６

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３７－〇〇〇号 藤の台団地２－３７

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３８－〇〇〇号 藤の台団地２－３８

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番３９－〇〇〇号 藤の台団地２－３９

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４０－〇〇〇号 藤の台団地２－４０

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４１－〇〇〇号 藤の台団地２－４１

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４２－〇〇〇号 藤の台団地２－４２

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４３－〇〇〇号 藤の台団地２－４３

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４４－〇〇〇号 藤の台団地２－４４

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４５－〇〇〇号 藤の台団地２－４５

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４６－〇〇〇号 藤の台団地２－４６

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４７－〇〇〇号 藤の台団地２－４７

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４８－〇〇〇号 藤の台団地２－４８

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番４９－〇〇〇号 藤の台団地２－４９

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番５０－〇〇〇号 藤の台団地２－５０

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番５１－〇〇〇号 藤の台団地２－５１

本町田３５４９番地３ 藤の台二丁目２番５２－〇〇〇号 藤の台団地２－５２

本町田３５４９番地１０ 藤の台二丁目２番１６－〇〇〇号 藤の台団地２－１６

本町田３５４９番地１０ 藤の台二丁目２番１７－〇〇〇号 藤の台団地２－１７
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本町田３５４９番地１０ 藤の台二丁目２番１８－〇〇〇号 藤の台団地２－１８

本町田３５４９番地１０ 藤の台二丁目２番１９－〇〇〇号 藤の台団地２－１９

本町田３５４９番地１０ 藤の台二丁目２番２０－〇〇〇号 藤の台団地２－２０

本町田３５４９番地１０ 藤の台二丁目２番２１－〇〇〇号 藤の台団地２－２１

大蔵町２０１番地１ 金井ヶ丘四丁目５３番２５号

金井町７３３番地１ 薬師台一丁目７３３番地１

金井町７４７番地１ 薬師台一丁目７４７番地１

63


