
草津市　住居表示番号付定一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市追分一丁目４番２４号 草津市追分一丁目６４番地 平成26年11月4日

草津市追分一丁目４番２５－１号 草津市追分一丁目６３番地１、６４番地 平成27年11月27日

草津市追分一丁目４番２５－３号 草津市追分一丁目６３番地１、６４番地 平成27年11月27日

草津市追分二丁目２番２８号 草津市追分二丁目２６４番地１ 平成28年3月7日 シャーメゾン　ソシア

草津市追分二丁目４番１９号
草津市追分二丁目１３２３番地１、１３２４
番地

平成24年12月6日 デン・エデン

草津市追分二丁目５番６号 草津市追分二丁目１３３０番地１ 平成28年5月30日

草津市追分二丁目５番７号 草津市追分二丁目１３３０番地２ 平成28年5月30日

草津市追分二丁目５番２８号 草津市追分二丁目１３３５番地５ 平成25年3月5日

草津市追分二丁目５番３０号 草津市追分二丁目１３３５番地３ 平成27年7月28日

草津市追分二丁目５番３１号 草津市追分二丁目１３３５番地１ 平成26年3月5日

草津市追分二丁目６番３－１号 草津市追分二丁目１３３８番地１ 平成26年10月14日

草津市追分二丁目６番３－２号 草津市追分二丁目１３３８番地４ 平成26年10月14日

草津市追分二丁目６番４号 草津市追分二丁目１３３８番地５ 平成26年10月14日

草津市追分二丁目６番５号 草津市追分二丁目１３３８番地３ 平成26年5月19日

草津市追分二丁目８番１５号 草津市追分二丁目１２８７番地 平成30年11月5日 デン・プリシャインⅢ

草津市追分二丁目８番１７号 草津市追分二丁目１２８７番地 平成30年11月5日 デン・プリシャインⅡ

草津市追分二丁目８番２２号 草津市追分二丁目１２８７番地 平成30年11月5日 デン・プリシャインⅠ

草津市追分二丁目１３番４号 草津市追分二丁目１４４０番地１ 平成28年5月24日

草津市追分二丁目１３番５号 草津市追分二丁目１４４０番地２ 平成28年6月27日

草津市追分二丁目１３番２０号 草津市追分二丁目１４４４番地 令和2年11月12日

草津市追分二丁目１６番１４号 草津市追分二丁目１４１７番地２ 平成28年1月28日

草津市追分二丁目１７番２７号 草津市追分二丁目１４０４番地１ 平成30年7月31日

草津市追分二丁目１７番２８号 草津市追分二丁目１４０４番地１ 平成30年7月31日

草津市追分二丁目１７番２９号 草津市追分二丁目１４０４番地１ 平成30年7月31日

草津市追分二丁目１８番２号 草津市追分二丁目１３８４番地 平成28年8月23日 テイク・スクエアⅢ

草津市追分二丁目１８番１３号 草津市追分二丁目１３８８番地 平成28年8月23日 テイク・スクエアⅡ

草津市追分二丁目１８番１５号 草津市追分二丁目１３８８番地 平成28年8月23日 テイク・スクエアⅠ

草津市追分三丁目１番１６号 草津市追分三丁目９３番地３０ 平成27年11月17日

草津市追分三丁目１番１８号 草津市追分三丁目９３番地２９ 平成25年10月18日

草津市追分三丁目１番１９号 草津市追分三丁目９３番地３ 平成26年2月6日

草津市追分三丁目１番２０－１号 草津市追分三丁目９３番地３２ 平成25年8月20日

草津市追分三丁目１番２０－２号 草津市追分三丁目９３番地３３ 平成25年12月10日

草津市追分三丁目１番２３号 草津市追分三丁目９３番地３６ 平成25年7月1日

草津市追分三丁目１番２６号 草津市追分三丁目９３番地３７ 平成25年8月5日

草津市追分三丁目１番２７号 草津市追分三丁目９３番地３８ 平成25年8月5日

草津市追分三丁目２番９－２号 草津市追分三丁目９８番地２６ 平成28年6月6日

草津市追分三丁目３番４号 草津市追分三丁目１０４番地５ 平成25年2月1日

草津市追分三丁目３番１０号 草津市追分三丁目１０４番地１６ 平成25年5月14日

草津市追分三丁目３番１２号 草津市追分三丁目１０４番地１５ 平成24年11月27日

草津市追分三丁目３番１４号 草津市追分三丁目１０４番地１２ 平成25年4月30日

草津市追分三丁目３番１５号 草津市追分三丁目１０４番地１１ 平成24年11月27日

草津市追分三丁目３番１６号 草津市追分三丁目１０４番地１０ 平成26年12月2日

草津市追分三丁目４番２号
草津市追分三丁目１０７番地３、１０７番地
１５

令和元年11月13日

草津市追分三丁目４番８号 草津市追分三丁目１０７番地１ 平成28年1月7日

草津市追分三丁目１１番２３号 草津市追分三丁目２０３番地１７ 令和2年7月8日

草津市追分三丁目１２番２１号 草津市追分三丁目１８０番地２ 平成27年8月24日

草津市追分三丁目１２番４０号 草津市追分三丁目１９３番地４ 平成27年10月28日

草津市追分三丁目１２番４１号 草津市追分三丁目１９３番地３ 平成27年5月18日

草津市追分三丁目１２番４３号 草津市追分三丁目１９３番地２ 平成26年11月18日

草津市追分三丁目１２番５３号 草津市追分三丁目１９３番地８ 平成27年2月12日

草津市追分三丁目１２番５４号 草津市追分三丁目１９３番地７ 平成26年8月1日

草津市追分三丁目１２番５５号 草津市追分三丁目１９３番地６ 平成27年5月15日

草津市追分三丁目１２番５７号 草津市追分三丁目１９３番地５ 平成28年4月4日

草津市追分三丁目１４番３５号 草津市追分三丁目１２７１番地４ 平成25年5月13日

草津市追分三丁目１５番３５号 草津市追分三丁目１８３番地３ 平成28年5月16日

草津市追分三丁目１５番３６号 草津市追分三丁目１８９番地３ 平成28年7月28日

草津市追分三丁目１７番１０号 草津市追分三丁目１２２番地５ 令和元年5月10日

草津市追分三丁目２１番１４号 草津市追分三丁目１２５番地１５ 平成25年7月1日

草津市追分三丁目２１番１５号 草津市追分三丁目１２５番地１４ 平成25年7月1日

草津市追分三丁目２１番１７号 草津市追分三丁目１２５番地４ 平成25年7月1日

草津市追分三丁目２１番２１号 草津市追分三丁目１２５番地５他２筆 平成25年9月9日 ベル　レーブ

草津市追分三丁目２２番２号 草津市追分三丁目１２４番地７ 平成30年7月31日

草津市追分三丁目２２番２６号 草津市追分三丁目１２４番地１８ 平成31年2月28日

草津市追分三丁目２２番２７－１号 草津市追分三丁目１２４番地７ 平成30年4月10日

草津市追分三丁目２２番２７－２号 草津市追分三丁目１２４番地１６ 平成30年3月1日
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草津市追分三丁目２２番３０号 草津市追分三丁目１２４番地１３ 令和元年6月25日

草津市追分三丁目２３番２号 草津市追分三丁目１２３番地１０ 平成31年1月8日

草津市追分三丁目２３番９号 草津市追分三丁目１２３番地１７ 令和元年6月5日

草津市追分三丁目２３番１０号 草津市追分三丁目１２３番地１６ 平成30年12月12日

草津市追分三丁目２３番１１号 草津市追分三丁目１２３番地４ 平成31年3月6日

草津市追分三丁目２４番８号 草津市追分三丁目４９０番地４ 令和元年11月13日

草津市追分三丁目２４番１９号 草津市追分三丁目４９０番地５ 平成30年8月10日

草津市追分三丁目２５番２２号 草津市追分三丁目４９５番地１ 平成31年1月31日

草津市追分三丁目２６番５号 草津市追分三丁目１２７７番地３ 平成30年5月1日

草津市追分三丁目２６番６号 草津市追分三丁目１２７７番地４ 平成30年4月2日

草津市追分三丁目２６番３２号 草津市追分三丁目２１３番地１ 令和2年2月27日

草津市追分三丁目２６番３３号 草津市追分三丁目２１３番地３ 令和2年10月27日

草津市追分三丁目２６番３４号 草津市追分三丁目２１３番地４ 令和2年6月11日

草津市追分三丁目２６番３５号 草津市追分三丁目２１３番地５ 令和元年12月9日

草津市追分四丁目３番１号 草津市追分四丁目４９１番地１８ 平成31年2月21日

草津市追分四丁目３番３号 草津市追分四丁目４９１番地１５ 平成28年4月11日

草津市追分四丁目８番１５号 草津市追分四丁目５７１番地６ 令和元年7月23日

草津市追分四丁目９番３号 草津市追分四丁目５６９番地５ 平成30年5月17日

草津市追分四丁目９番２０号 草津市追分四丁目５６９番地６ 令和元年9月10日

草津市追分四丁目９番２１番 草津市追分四丁目５６９番地７ 令和元年6月5日

草津市追分四丁目１０番３号 草津市追分四丁目５３２番地４ 平成25年5月14日

草津市追分四丁目１０番８号 草津市追分四丁目５３２番地９ 平成25年12月9日

草津市追分四丁目１０番４３号 草津市追分四丁目５６３番地１７ 平成30年1月10日

草津市追分四丁目１１番７号 草津市追分四丁目５４３番地１０ 令和元年5月16日

草津市追分四丁目１１番２１号 草津市追分四丁目５６３番地９ 平成31年2月14日

草津市追分四丁目１１番３９号 草津市追分四丁目５６３番地１ 令和2年12月24日

草津市追分四丁目１４番１５号
草津市追分四丁目４６１番地６、４６２番地
１

平成28年5月13日

草津市追分四丁目１４番２７号 草津市追分四丁目４６７番地４ 平成26年12月8日

草津市追分四丁目１４番２８－１号 草津市追分四丁目４６７番地３ 平成26年12月8日

草津市追分四丁目１４番２８－２号 草津市追分四丁目４６７番地１ 平成26年12月8日

草津市追分五丁目１番３－２号 草津市追分五丁目４４３番地３ 平成31年4月15日

草津市追分五丁目１番３－３号 草津市追分五丁目４４３番地４ 令和元年6月17日

草津市追分五丁目１番４－６号 草津市追分五丁目４４５番地７ 平成30年8月14日

草津市追分五丁目１番４－２号 草津市追分五丁目４４５番地３ 令和元年11月6日

草津市追分五丁目１番４－５号 草津市追分五丁目４４５番地６ 平成30年2月26日

草津市追分五丁目１番３２号 草津市追分五丁目４４３番地７ 令和元年9月24日

草津市追分五丁目１番３３号 草津市追分五丁目４４３番地６ 令和元年12月10日

草津市追分五丁目１番３４号 草津市追分五丁目４４３番地５ 令和元年9月24日

草津市追分五丁目２番７号 草津市追分五丁目４５５番地１９ 平成30年5月18日

草津市追分五丁目２番８号 草津市追分五丁目４５５番地１５ 平成30年3月26日

草津市追分五丁目４番１０号 草津市追分五丁目３７６番地１２ 平成25年3月12日

草津市追分五丁目４番２８号 草津市追分五丁目４００番地２０ 令和2年3月16日

草津市追分五丁目４番４５－１０号 草津市追分五丁目３９５番地２２ 平成30年4月10日

草津市追分五丁目４番４５-３号 草津市追分五丁目３９５番地１５ 平成30年3月29日

草津市追分五丁目４番４５－４号 草津市追分五丁目３９５番地１６ 平成30年7月9日

草津市追分五丁目４番４５－５号 草津市追分五丁目３９５番地１７ 平成30年11月5日

草津市追分五丁目４番４５-９号 草津市追分五丁目３９５番地２１ 平成30年3月27日

草津市追分五丁目５番１－１号 草津市追分五丁目４１０番地１３ 平成26年3月3日

草津市追分五丁目５番１－２号 草津市追分五丁目４１０番地１４ 平成25年11月11日

草津市追分五丁目５番６号 草津市追分五丁目４１０番地１５ 平成25年8月5日

草津市追分五丁目５番１８号 草津市追分五丁目４１６番地１６ 平成30年6月29日

草津市追分五丁目５番１９号 草津市追分五丁目４１６番地１７ 平成30年6月29日

草津市追分五丁目５番２１号 草津市追分五丁目４１６番地１８ 平成30年6月29日

草津市追分五丁目５番４３－１号 草津市追分五丁目４１７番地２４ 平成25年4月4日

草津市追分五丁目５番４３－２号 草津市追分五丁目４１７番地２３ 平成25年4月4日

草津市追分五丁目５番４４号 草津市追分五丁目４１７番地２２ 平成25年2月25日

草津市追分五丁目１０番１７号 草津市追分五丁目５９４番地１ 平成27年1月9日

草津市追分五丁目１１番３３－２号 草津市追分五丁目４２８番地６ 平成30年1月9日

草津市追分五丁目１１番４５－１号 草津市追分五丁目４２２番地１９ 平成27年7月30日

草津市追分五丁目１１番４５－３号 草津市追分五丁目４２２番地１ 平成27年7月30日

草津市追分五丁目１１番５４号 草津市追分五丁目４１１番地９ 令和元年5月29日

草津市追分五丁目１２番４３号 草津市追分五丁目５８６番地６ 平成28年7月13日

草津市追分六丁目２番２０-５号 草津市追分六丁目６２９番地１４２ 平成30年3月20日

草津市追分六丁目２番２０－８号 草津市追分六丁目６２９番地１４５ 平成30年5月1日

草津市追分六丁目２番２０－２７号 草津市追分六丁目６２９番地１５４ 平成30年5月14日

草津市追分六丁目２番２０－７号 草津市追分六丁目６２９番地１４４ 平成30年4月19日
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草津市追分六丁目１４番５号 草津市追分六丁目６１４番地１０４ 令和2年7月10日

草津市追分六丁目１４番２５号 草津市追分六丁目６１４番地４９ 令和2年11月13日

草津市追分六丁目１６番１号 草津市追分六丁目６１４番地１２６ 令和元年10月24日

草津市追分六丁目１６番３号 草津市追分六丁目６１４番地１４５ 令和2年2月3日

草津市追分六丁目１８番２号 草津市追分六丁目６１４番地５５ 令和2年9月15日

草津市追分七丁目７番１１号
草津市追分七丁目６１６番地２０，６１６番
地２２

平成26年2月4日

草津市追分七丁目７番１５号
草津市追分七丁目６１６番地２３、６１６番
地２７

平成27年5月19日

草津市追分八丁目１０番１５号 草津市追分八丁目７２２番地４ 平成25年2月19日

草津市追分八丁目１２番２３－２号 草津市追分八丁目６８９番地５ 平成30年1月5日

草津市追分八丁目１２番２３-５号 草津市追分八丁目６８９番地８ 平成30年3月22日

草津市追分八丁目１２番２３-６号 草津市追分八丁目６８９番地９ 平成30年3月23日

草津市追分八丁目１２番２３－１号 草津市追分八丁目６８９番地１ 令和元年11月21日

草津市追分八丁目１２番２３－３号 草津市追分八丁目６８９番地６ 令和元年6月28日

草津市追分八丁目１２番２３－７号 草津市追分八丁目６８９番地１０ 平成30年3月9日

草津市追分八丁目１２番２３号 草津市追分八丁目６８５番地１５ 平成26年11月18日

草津市追分八丁目１２番２４号 草津市追分八丁目６８６番地１６他２筆 平成25年9月30日

草津市追分八丁目１２番２５号 草津市追分八丁目６８６番地１４ 平成25年6月5日

草津市追分八丁目１２番２６号
草津市追分八丁目６８６番地１２、６８６番
地１３

平成25年1月15日

草津市追分八丁目１５番１２号 草津市追分八丁目６９９番地３８ 平成30年9月26日

草津市追分八丁目１５番１４号 草津市追分八丁目６９９番地３６ 平成28年8月5日

草津市追分八丁目１５番２２号 草津市追分八丁目６９８番地２０ 平成28年5月30日

草津市追分八丁目１６番３５号 草津市追分八丁目７０４番地６ 平成27年4月21日

草津市追分八丁目１６番３６号 草津市追分八丁目７０４番地５ 平成28年1月15日

草津市追分南一丁目６番１号
草津市追分南一丁目７３１番地１の一部、７
３３番地の一部、７３４番地

令和2年8月21日

草津市追分南一丁目７番３号 草津市追分南一丁目７３６番地の一部他１筆 平成26年4月11日 かえで

草津市追分南一丁目８番３４号 草津市追分南一丁目７３６番地１　他７筆 平成30年11月19日 かえで２号館

草津市追分南二丁目４番２１号
草津市追分南二丁目１２６７番地３、１２６
８番地

平成28年5月12日

草津市追分南二丁目８番５号 草津市追分南二丁目７７５番地５５ 平成26年3月28日

草津市追分南二丁目１１番１１号

草津市追分南二丁目７８４番地・７９０番地
８の一部・７９０番地９・７９０番地１６の
一部・７９０番地１７の一部・７９０番地５
０・７９０番地７１・７９０番地７３・７９
０番地７４の一部・７９０番地７５の一部

令和2年9月1日

草津市追分南二丁目１８番２号 草津市追分南二丁目１１９５番地１２ 平成27年5月18日

草津市追分南二丁目２１番２号 草津市追分南二丁目１１９５番地１４ 平成25年11月28日

草津市追分南二丁目２１番８号 草津市追分南二丁目１２０１番地１ 平成26年9月9日

草津市追分南二丁目２１番９－１号 草津市追分南二丁目１２０１番地２ 平成27年7月13日

草津市追分南二丁目２１番９－２号 草津市追分南二丁目１２０１番地３ 平成27年1月15日

草津市追分南二丁目２１番９－３号 草津市追分南二丁目１２０１番地４ 平成26年9月12日

草津市追分南二丁目２２番１７－１１号 草津市追分南二丁目１１８３番地１０５ 平成30年6月25日

草津市追分南二丁目２２番１７－１０号
草津市追分南二丁目１１８３番地１０４他１
筆

平成28年2月8日

草津市追分南二丁目２２番１７－１２号 草津市追分南二丁目１１８３番地１０６ 平成28年1月22日

草津市追分南二丁目２２番１７－１３号 草津市追分南二丁目１１８３番地１０７ 平成27年12月14日

草津市追分南二丁目２２番１７－１４号 草津市追分南二丁目１１８３番地１０９ 平成27年12月21日

草津市追分南二丁目２２番１７－１５号 草津市追分南二丁目１１８３番地１１０ 平成28年6月6日

草津市追分南二丁目２２番１７－１号
草津市追分南二丁目１１８３番地７０、１１
８３番地９８

平成31年4月15日

草津市追分南二丁目２２番１７－２０号 草津市追分南二丁目１１８３番地１０８ 平成28年3月24日

草津市追分南二丁目２２番１７－２２号 草津市追分南二丁目７７４番地２９ 平成28年4月4日

草津市追分南二丁目２２番１７－２５号 草津市追分南二丁目７７４番地３３他１筆 平成28年6月21日

草津市追分南二丁目２２番１７－３号 草津市追分南二丁目１１８３番地９７他１筆 平成28年7月25日

草津市追分南二丁目２２番１７－４号 草津市追分南二丁目１１８３番地９５他１筆 平成28年4月18日

草津市追分南二丁目２２番１７－５号 草津市追分南二丁目１１８３番地９９他一筆 平成28年1月5日

草津市追分南二丁目２２番１７－９号
草津市追分南二丁目１１８３番地１０３他１
筆

平成28年2月8日

草津市追分南二丁目２３番７－１０号 草津市追分南二丁目７７４番地２８ 平成30年1月24日

草津市追分南二丁目２３番７－２号
草津市追分南二丁目１１８３番地９３、１１
７

平成30年5月21日

草津市追分南二丁目２３番７－７号 草津市追分南二丁目７７４番地２３ 平成31年4月3日

草津市追分南二丁目２３番７－９号 草津市追分南二丁目７７４番地２７ 平成30年5月21日

草津市追分南二丁目２３番７－８号 草津市追分南二丁目７７４番地２４ 平成30年6月11日

草津市追分南二丁目２３番７－１号
草津市追分南二丁目７７４番地１８、１１８
３番地９２、１１８３番地６８

平成30年2月22日

草津市追分南三丁目１番４号 草津市追分南三丁目７９０番地３２他一筆 平成27年5月22日

草津市追分南三丁目１番９号 草津市追分南三丁目７９０番地５２ 平成30年10月5日
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草津市追分南三丁目２番７号
草津市追分南三丁目７８４番地１４０、７８
４番地１５

平成30年4月16日

草津市追分南三丁目２番３１号 草津市追分南三丁目７８４番地９３ 平成27年4月27日

草津市追分南三丁目３番２９号 草津市追分南三丁目７８４番地３３ 平成26年9月19日

草津市追分南三丁目３番３０号 草津市追分南三丁目７８４番地１０１ 平成26年2月28日

草津市追分南三丁目４番９号 草津市追分南三丁目７８４番地４２ 平成27年3月9日

草津市追分南三丁目５番１３号 草津市追分南三丁目７８４番地１６８他１筆 平成27年8月18日

草津市追分南三丁目７番７号 草津市追分南三丁目７８４番地６０ 令和2年8月5日

草津市追分南三丁目７番１９号 草津市追分南三丁目７８４番地１０６ 平成27年6月22日

草津市追分南三丁目８番３９号 草津市追分南三丁目７８４番地７４ 令和元年5月30日

草津市追分南三丁目１１番１１号 草津市追分南三丁目１１７７番地１１ 令和2年9月9日

草津市追分南三丁目１１番１６号 草津市追分南三丁目１１７７番地１０ 令和2年7月1日

草津市追分南三丁目１１番１７号 草津市追分南三丁目１１７７番地９ 令和2年5月29日

草津市追分南三丁目１１番１８号 草津市追分南三丁目１１７７番地８ 令和2年7月1日

草津市追分南三丁目１１番１９号 草津市追分南三丁目１１７７番地７ 令和2年6月1日

草津市追分南三丁目１１番２０号 草津市追分南三丁目１１７７番地６ 令和2年6月4日

草津市追分南三丁目１１番２１号 草津市追分南三丁目１１７７番地５ 令和2年12月1日

草津市追分南三丁目１１番２２号 草津市追分南三丁目１１７７番地４ 令和2年10月21日

草津市追分南三丁目１１番２４号 草津市追分南三丁目１１７７番地２ 令和2年9月9日

草津市追分南三丁目１１番２５号 草津市追分南三丁目１１７７番地１ 令和2年8月12日

草津市追分南三丁目１２番３号 草津市追分南三丁目１１７７番地１５ 令和2年8月12日

草津市追分南三丁目１２番４号 草津市追分南三丁目１１７７番地１４ 令和2年6月1日

草津市追分南三丁目１２番５号 草津市追分南三丁目１１７７番地１３ 令和2年8月12日

草津市追分南三丁目１２番８号 草津市追分南三丁目１１７７番地１２ 令和2年6月10日

草津市追分南三丁目１２番１０号 草津市追分南三丁目１１７７番地２４ 令和2年6月4日

草津市追分南三丁目１２番１１号 草津市追分南三丁目１１７７番地２３ 令和2年10月8日

草津市追分南三丁目１２番１２号 草津市追分南三丁目１１７７番地２２ 令和2年9月9日

草津市追分南三丁目１２番１４号 草津市追分南三丁目１１７７番地２１ 令和2年10月8日

草津市追分南三丁目１２番１６号 草津市追分南三丁目１１７７番地２０ 令和2年8月12日

草津市追分南三丁目１３番５号 草津市追分南三丁目１１８４番地１の一部 令和2年12月15日 マンダリンカⅠ

草津市追分南三丁目１３番７号 草津市追分南三丁目１１８４番地１の一部 令和2年12月15日 マンダリンカⅡ

草津市追分南三丁目１３番１３号 草津市追分南三丁目１１７７番地３３ 令和2年6月30日

草津市追分南三丁目１３番１４号 草津市追分南三丁目１１７７番地３２ 令和2年6月30日

草津市追分南三丁目１３番１５号 草津市追分南三丁目１１７７番地３１ 令和2年7月1日

草津市追分南三丁目１３番１７号 草津市追分南三丁目１１７７番地３０ 令和2年5月29日

草津市追分南三丁目１３番１９号 草津市追分南三丁目１１７７番地２８ 令和2年6月1日

草津市追分南三丁目１３番２０号 草津市追分南三丁目１１７７番地２７ 令和2年9月28日

草津市追分南三丁目１３番２１号 草津市追分南三丁目１１７７番地２６ 令和2年6月10日

草津市追分南三丁目１３番２２号 草津市追分南三丁目１１７７番地２５ 令和2年6月4日

草津市追分南三丁目１７番３号 草津市追分南三丁目１１４７番地２６ 平成26年2月10日

草津市追分南三丁目１７番４号 草津市追分南三丁目１１４７番地７０ 平成26年11月13日

草津市追分南三丁目１７番５号 草津市追分南三丁目１１４７番地７１ 平成27年8月5日

草津市追分南三丁目１７番７号 草津市追分南三丁目１１４７番地７３ 平成26年8月8日

草津市追分南三丁目１７番８号 草津市追分南三丁目１１４７番地７４ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１７番９号 草津市追分南三丁目１１４７番地７５ 平成26年8月8日

草津市追分南三丁目１７番１０号 草津市追分南三丁目１１４７番地７６ 平成26年8月8日

草津市追分南三丁目１７番１１号 草津市追分南三丁目１１４７番地２９ 平成26年11月13日

草津市追分南三丁目１７番１２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１０５ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目１７番１４号 草津市追分南三丁目１１４７番地１０６ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目１７番２５号 草津市追分南三丁目１１６０番地２１ 平成28年6月28日

草津市追分南三丁目１７番２７号 草津市追分南三丁目１１６０番地１９ 平成28年2月29日

草津市追分南三丁目１７番３７号 草津市追分南三丁目１１７２番地２５ 平成30年2月28日

草津市追分南三丁目１８番４号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１７ 平成26年1月23日

草津市追分南三丁目１８番５号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１８ 平成26年2月20日

草津市追分南三丁目１８番６号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１９ 平成26年5月15日

草津市追分南三丁目１８番７号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２０ 平成26年1月24日

草津市追分南三丁目１８番８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２１ 平成26年3月13日

草津市追分南三丁目１８番９号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２２ 平成26年1月24日

草津市追分南三丁目１８番１０号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２３ 平成26年1月24日

草津市追分南三丁目１８番１２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２４ 平成26年5月29日

草津市追分南三丁目１８番１６号 草津市追分南三丁目１１４７番地２３ 平成26年1月23日

草津市追分南三丁目１８番１７号 草津市追分南三丁目１１４７番地１０９ 平成26年2月13日

草津市追分南三丁目１８番１８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１０ 平成26年2月10日

草津市追分南三丁目１８番１９号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１１ 平成26年2月28日

草津市追分南三丁目１８番２０号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１２ 平成26年2月10日

草津市追分南三丁目１８番２１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１３ 平成26年2月28日

草津市追分南三丁目１８番２２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１４ 平成26年1月23日
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草津市追分南三丁目１８番２３号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１５ 平成26年2月25日

草津市追分南三丁目１８番２４号 草津市追分南三丁目１１４７番地１１６ 平成26年2月10日

草津市追分南三丁目１９番４号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３６ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番５号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３７ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番６号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３８ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番７号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３９ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４０ 平成26年8月8日

草津市追分南三丁目１９番１０号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４１ 平成26年2月13日

草津市追分南三丁目１９番１１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４２ 平成26年2月13日

草津市追分南三丁目１９番１２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４３ 平成27年3月5日

草津市追分南三丁目１９番１６号 草津市追分南三丁目１１４７番地２５ 平成27年8月5日

草津市追分南三丁目１９番１７号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２８ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番１８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２９ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番１９号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３０ 平成26年8月8日

草津市追分南三丁目１９番２０号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３１ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番２１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３２ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番２２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３３ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番２３号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３４ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目１９番２４号 草津市追分南三丁目１１４７番地１３５ 平成26年1月20日

草津市追分南三丁目２０番４号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５２ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２０番５号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５３ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２０番６号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５４ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２０番７号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５５ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２０番８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５６ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２０番９号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５７ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２０番１１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５８ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２０番１２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５９ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２０番１４号 草津市追分南三丁目１１４７番地２７ 平成26年5月22日

草津市追分南三丁目２０番１７号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４４ 平成26年2月27日

草津市追分南三丁目２０番１８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４５ 平成26年6月30日

草津市追分南三丁目２０番１９号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４６ 平成26年5月22日

草津市追分南三丁目２０番２０号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４７ 平成26年1月23日

草津市追分南三丁目２０番２１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４８ 平成26年4月14日

草津市追分南三丁目２０番２２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１４９ 平成26年4月10日

草津市追分南三丁目２０番２３号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５０ 平成26年5月23日

草津市追分南三丁目２０番２４号 草津市追分南三丁目１１４７番地１５１ 平成26年5月29日

草津市追分南三丁目２１番３号 草津市追分南三丁目１１４７番地１６６ 平成30年8月28日 ステラマリスⅡ

草津市追分南三丁目２１番１８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１６０ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２１番２１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１６１ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２１番２２号 草津市追分南三丁目１１４７番地２８ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２１番２３号 草津市追分南三丁目１１４７番地１６２ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２１番２８号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２７ 平成27年1月5日

草津市追分南三丁目２１番２９－１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２６ 平成26年6月19日

草津市追分南三丁目２１番２９－２号 草津市追分南三丁目１１４７番地１２５ 平成26年9月8日

草津市追分南三丁目２１番３０号 草津市追分南三丁目１１４７番地２４ 平成26年12月7日

草津市追分南三丁目２２番３５号 草津市追分南三丁目１１４７番地３１ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２２番３６号 草津市追分南三丁目１１４７番地１６３ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２２番３７号 草津市追分南三丁目１１４７番地１６４ 平成26年9月18日

草津市追分南三丁目２３番１９号 草津市追分南三丁目１１４７番地３０ 平成26年3月3日

草津市追分南三丁目２３番２１号 草津市追分南三丁目１１４７番地１０ 平成27年3月3日

草津市追分南四丁目６番２４号 草津市追分南四丁目８３３番地８ 令和元年5月16日

草津市追分南四丁目６番２４号 草津市追分南四丁目８３３番地１ 令和元年7月2日

草津市追分南五丁目２番６号 草津市追分南五丁目９７４番地３１ 平成26年1月9日

草津市追分南五丁目２番１０号 草津市追分南五丁目９７４番地２０ 平成27年2月10日

草津市追分南五丁目２番１１号 草津市追分南五丁目９７４番地１９ 平成26年3月4日

草津市追分南五丁目２番１３号 草津市追分南五丁目９７４番地１７ 平成26年9月3日

草津市追分南五丁目２番１４号 草津市追分南五丁目９７４番地１６ 平成26年11月4日

草津市追分南五丁目３番２号 草津市追分南五丁目９７４番地１１ 平成25年12月4日

草津市追分南五丁目３番９号 草津市追分南五丁目９７４番地３５ 平成27年12月18日

草津市追分南五丁目３番２０号 草津市追分南五丁目９７４番地３７ 平成27年4月7日

草津市追分南五丁目３番２４号 草津市追分南五丁目９７４番地１２ 平成26年2月25日

草津市追分南五丁目１１番３４号 草津市追分南五丁目９９５番地３７ 令和2年4月15日

草津市追分南五丁目１１番３９号 草津市追分南五丁目９９８番地９ 令和2年12月4日

草津市追分南五丁目１１番４１号 草津市追分南五丁目９９５番地８６ 令和元年12月3日

草津市追分南五丁目１１番４３号 草津市追分南五丁目９９５番地８８ 令和2年3月30日

草津市追分南五丁目１１番４７号 草津市追分南五丁目９９５番地８２ 令和2年3月30日

草津市追分南五丁目１１番５０号 草津市追分南五丁目９９５番地８３ 令和2年3月30日
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草津市追分南五丁目１３番１１号 草津市追分南五丁目９９５番地６３ 令和元年11月18日

草津市追分南五丁目１３番１２号 草津市追分南五丁目９９５番地６１ 令和2年12月4日

草津市追分南五丁目１３番１５号 草津市追分南五丁目９９５番地５５ 令和2年1月16日

草津市追分南五丁目１３番１６号 草津市追分南五丁目９９５番地３２ 令和2年12月4日

草津市追分南五丁目１３番２２号 草津市追分南五丁目９９５番地５６ 令和元年12月3日

草津市追分南五丁目１３番２６号 草津市追分南五丁目９９５番地６４ 令和2年7月3日

草津市追分南五丁目１４番１号 草津市追分南五丁目９９５番地８１ 令和元年11月15日

草津市追分南五丁目１４番３号 草津市追分南五丁目９９５番地７９ 令和2年7月3日

草津市追分南五丁目１４番５号 草津市追分南五丁目９９５番地７７ 令和2年7月3日

草津市追分南五丁目１４番７号 草津市追分南五丁目９９５番地７５ 令和2年4月8日

草津市追分南五丁目１４番１５号 草津市追分南五丁目９９５番地７２ 令和2年1月23日

草津市追分南五丁目１４番１６号 草津市追分南五丁目９９５番地７４ 令和2年1月23日

草津市追分南五丁目１５番１号 草津市追分南五丁目９９５番地９８ 令和2年4月7日

草津市追分南五丁目１５番７号 草津市追分南五丁目９９５番地３ 令和2年7月3日

草津市追分南五丁目１５番２９号 草津市追分南五丁目９９５番地３９ 令和2年6月4日

草津市追分南五丁目１５番３４号 草津市追分南五丁目９９５番地４３ 令和2年10月27日

草津市追分南五丁目１５番３６号 草津市追分南五丁目９９５番地４１ 令和2年10月27日

草津市追分南五丁目１５番３７号 草津市追分南五丁目９９５番地４０ 令和元年12月5日

草津市追分南五丁目１６番３２号 草津市追分南五丁目９９５番地４５ 令和元年11月18日

草津市追分南五丁目１７番６号
草津市追分南五丁目９５９番地４、９５９番
地３、９５８番地１

令和元年7月26日

草津市追分南六丁目９番６号 草津市追分南六丁目１６３２番地２ 平成26年4月3日

草津市追分南六丁目１８番３号 草津市追分南六丁目１７５９番地１ 令和2年1月28日 Ｒｅｖｅ　かがやき

草津市追分南六丁目１９番１９号 草津市追分南六丁目１７６９番地他３筆 平成26年5月22日

草津市追分南六丁目２０番９号 草津市追分南六丁目１５９７番地の１ 平成28年5月17日

草津市追分南七丁目２番４１号 草津市追分南七丁目１７９８番地２ 平成26年5月21日

草津市追分南七丁目３番９号 草津市追分南七丁目１８１７番地２ 平成27年12月1日

草津市追分南七丁目３番１１号 草津市追分南七丁目１８１７番地１ 平成28年2月18日

草津市追分南八丁目２番３号 草津市追分南八丁目１００９番地３４ 平成27年3月3日

草津市追分南八丁目２番４号 草津市追分南八丁目１００９番地３３ 平成26年6月16日

草津市追分南八丁目２番５号 草津市追分南八丁目１００９番地３２ 平成26年11月26日

草津市追分南八丁目２番６号 草津市追分南八丁目１００９番地３１ 平成26年6月20日

草津市追分南八丁目２番７号 草津市追分南八丁目１００９番地３０ 平成26年10月7日

草津市追分南八丁目２番８号 草津市追分南八丁目１００９番地２９ 平成27年2月2日

草津市追分南八丁目２番９号 草津市追分南八丁目１００９番地２８ 平成26年12月4日

草津市追分南八丁目２番１１号 草津市追分南八丁目１００９番地２７ 平成27年2月2日

草津市追分南八丁目２番１５号 草津市追分南八丁目１００９番地２５ 平成27年6月12日

草津市追分南八丁目３番３号 草津市追分南八丁目１００８番地６ 平成26年5月23日

草津市追分南八丁目３番３号 草津市追分南八丁目１００９番地２０ 平成27年11月5日

草津市追分南八丁目３番２６号 草津市追分南八丁目１００９番地２３ 平成26年3月4日

草津市追分南八丁目３番３０号 草津市追分南八丁目１００９番地２０ 平成27年11月5日

草津市追分南八丁目３番３１号 草津市追分南八丁目１００９番地１９ 平成26年10月9日

草津市追分南八丁目３番３３号 草津市追分南八丁目１００９番地１７ 平成27年2月3日

草津市追分南八丁目３番３８号 草津市追分南八丁目１００９番地１２ 平成26年2月4日

草津市追分南九丁目４番９号
草津市追分南九丁目９０７番地６・９０８番
地１

令和2年9月28日

草津市追分南九丁目５番１号 草津市追分南九丁目９０７番地７ 平成30年3月5日

草津市追分南九丁目５番４号
草津市追分南九丁目９０７番地８、９０７番
地９、９０７番地４７

平成30年8月10日 サンレイク南草津

草津市追分南九丁目６番５号 草津市追分南九丁目９０７番地７２ 平成25年11月29日

草津市追分南九丁目６番１７号 草津市追分南九丁目９０７番地３３ 平成28年2月22日

草津市東草津一丁目１番１５号 草津市東草津一丁目２４番地の３ 昭和62年3月14日

草津市東草津一丁目１番３５号 草津市東草津一丁目２０番地の２ 昭和58年7月19日

草津市東草津一丁目１番４０号 草津市東草津一丁目２３番地の４ 平成3年4月6日

草津市東草津一丁目１番４５号 草津市東草津一丁目２４番地の３ 平成2年7月16日

草津市東草津一丁目１番４８号 草津市東草津一丁目２７番地１ 平成26年3月19日 アコール東草津

草津市東草津一丁目１番６４号 草津市東草津一丁目５５番地２ 平成28年4月13日

草津市東草津一丁目２番３号 草津市東草津一丁目データ無又は無番地 昭和44年5月日不詳

草津市東草津一丁目２番５号 草津市東草津一丁目４６番地４ 平成28年5月30日

草津市東草津一丁目２番８号 草津市東草津一丁目４９番地の１ 平成8年2月13日 パステルハイツ

草津市東草津一丁目２番１３号 草津市東草津一丁目２９番地 平成6年4月8日 コーポソレイユＢ棟

草津市東草津一丁目２番１４号 草津市東草津一丁目２９番地 平成6年4月8日 コーポソレイユＡ棟

草津市東草津一丁目２番１８号 草津市東草津一丁目３６番地１ 平成24年3月13日 ボン　セジュール

草津市東草津一丁目２番１９号 草津市東草津一丁目３６番地２ 平成28年8月9日 フェリシテ　セジュール

草津市東草津一丁目２番２１号 草津市東草津一丁目１１６番地の８ 昭和54年5月21日

草津市東草津一丁目２番２２号 草津市東草津一丁目１１６番地の７ 昭和54年5月10日

草津市東草津一丁目２番２３号 草津市東草津一丁目１１６番地の６ 昭和54年5月30日

草津市東草津一丁目２番２６号 草津市東草津一丁目１１８番地の５ 昭和54年4月19日
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草津市東草津一丁目２番３０号 草津市東草津一丁目１２１番地の１ 平成15年2月28日 レオパレス　グランヴィア東草津

草津市東草津一丁目２番３３号 草津市東草津一丁目１０６番地の１ 平成15年2月28日 レオパレス　グランヴィア東草津Ⅱ

草津市東草津一丁目２番３５号 草津市東草津一丁目１１２番地 昭和54年6月19日

草津市東草津一丁目２番３７号 草津市東草津一丁目１０５番地 昭和44年8月日不詳

草津市東草津一丁目２番３８号 草津市東草津一丁目１０４番地、１０５番地 平成24年11月30日 レオパレス　グランヴィア　Ⅴ

草津市東草津一丁目２番４３号 草津市東草津一丁目データ無又は無番地 昭和46年1月日不詳

草津市東草津一丁目２番５０号 草津市東草津一丁目９９番地の５ 平成11年5月25日

草津市東草津一丁目２番５１号 草津市東草津一丁目９６番地８他３筆 平成23年6月20日

草津市東草津一丁目２番５２号 草津市東草津一丁目４０番地の６ 平成3年12月21日

草津市東草津一丁目２番５３号 草津市東草津一丁目３９番地の２ 平成3年10月28日

草津市東草津一丁目２番５７号 草津市東草津一丁目４６番地２ 平成25年11月1日

草津市東草津一丁目３番３号 草津市東草津一丁目９２番地 昭和52年2月14日

草津市東草津一丁目３番１４号 草津市東草津一丁目１２２番地３ 令和元年5月16日

草津市東草津一丁目３番１４号 草津市東草津一丁目１２２番地の３ 昭和43年10月日不詳

草津市東草津一丁目３番１５号 草津市東草津一丁目１２２番地１ 平成23年11月10日

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２３番地の１１ 昭和51年11月4日

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２４番地の９ 昭和54年3月23日

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２４番地の３ 昭和55年8月28日

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２４番地の１０ 昭和57年3月24日

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２４番地１１ 平成26年12月8日

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２４番地の８ 昭和46年8月日不詳

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２４番地の６ 昭和47年5月日不詳

草津市東草津一丁目３番２１号 草津市東草津一丁目１２４番地の５ 昭和51年10月23日

草津市東草津一丁目３番２２号 草津市東草津一丁目１２５番地の３ 昭和51年3月23日

草津市東草津一丁目３番２２号 草津市東草津一丁目１２５番地の５ 昭和58年1月25日

草津市東草津一丁目３番２２号 草津市東草津一丁目１２５番地の７ 昭和59年4月25日

草津市東草津一丁目３番２２号 草津市東草津一丁目１２５番地の１１ 平成1年6月28日

草津市東草津一丁目３番２２号 草津市東草津一丁目１２５番地の３ 平成5年2月2日

草津市東草津一丁目３番２３号 草津市東草津一丁目１２５番地の１４ 平成5年5月27日

草津市東草津一丁目３番３２号 草津市東草津一丁目１２９番地 昭和58年4月25日

草津市東草津一丁目３番４０－１０号 草津市東草津一丁目１２８番地５ 平成21年1月16日

草津市東草津一丁目３番４０－１１号 草津市東草津一丁目１２８番地６ 平成21年10月20日

草津市東草津一丁目３番４０－１２号 草津市東草津一丁目１２８番地７ 平成20年11月28日

草津市東草津一丁目３番４０－３号 草津市東草津一丁目８６番地の１４ 平成16年8月5日

草津市東草津一丁目３番４０－４号 草津市東草津一丁目１２７番地の８ 平成17年2月28日

草津市東草津一丁目３番４０－５号 草津市東草津一丁目１２７番地の７ 平成17年1月17日

草津市東草津一丁目３番４０－６号 草津市東草津一丁目１２７番地の６ 平成17年2月7日

草津市東草津一丁目３番４０－７号 草津市東草津一丁目１２７番地の５ 平成16年7月8日

草津市東草津一丁目３番４０－８号 草津市東草津一丁目１２７番地の３ 平成16年12月13日

草津市東草津一丁目３番４０－９号 草津市東草津一丁目１２８番地の４ 平成20年11月21日

草津市東草津一丁目３番４０号 草津市東草津一丁目８６番地の１０ 平成16年10月1日

草津市東草津一丁目３番４５号 草津市東草津一丁目８６番地 平成17年2月15日

草津市東草津一丁目３番５５号 草津市東草津一丁目９２番地 平成24年11月14日

草津市東草津一丁目４番５号 草津市東草津一丁目２９３番地の１ 昭和55年1月8日

草津市東草津一丁目４番６号 草津市東草津一丁目２９３番地の３ 昭和54年7月24日

草津市東草津一丁目４番６号 草津市東草津一丁目２９３番地の８ 昭和54年11月9日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９３番地の５ 昭和53年1月24日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地の１３ 昭和53年5月24日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地の１０ 昭和53年7月7日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地の６ 昭和53年8月1日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地の７ 昭和53年10月4日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地の１４ 昭和54年9月25日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地１１ 令和2年12月23日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地の５ 昭和53年10月10日

草津市東草津一丁目４番８号 草津市東草津一丁目２９５番地の１１ 昭和53年10月16日

草津市東草津一丁目４番９号 草津市東草津一丁目２９５番地の１６ 平成5年12月27日

草津市東草津一丁目４番１１号 草津市東草津一丁目２９１番地の１ 昭和57年8月30日

草津市東草津一丁目４番１２号 草津市東草津一丁目２９０番地の１ 平成3年7月17日

草津市東草津一丁目４番１５号 草津市東草津一丁目２９０番地の３ 昭和63年11月18日

草津市東草津一丁目４番１６号 草津市東草津一丁目２８７番地の３ 昭和48年11月日不詳

草津市東草津一丁目４番１７号 草津市東草津一丁目２８７番地の６ 昭和59年6月28日

草津市東草津一丁目４番１９号 草津市東草津一丁目２８７番地の９ 昭和51年4月30日

草津市東草津一丁目４番２０号 草津市東草津一丁目２８９番地の１ 平成19年4月19日

草津市東草津一丁目４番２１号 草津市東草津一丁目２８７番地の１８ 平成18年3月16日

草津市東草津一丁目４番２２号 草津市東草津一丁目２８７番地の１７ 平成18年3月16日

草津市東草津一丁目４番２３号 草津市東草津一丁目２８７番地の１６ 平成17年11月22日

草津市東草津一丁目４番２７号 草津市東草津一丁目２８３番地の３ 平成6年10月4日
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草津市東草津一丁目４番３０号 草津市東草津一丁目２８３番地の２ 平成4年11月21日

草津市東草津一丁目４番３３号 草津市東草津一丁目２８３番地の１ 平成8年3月8日 リバティハウスくさつⅡ

草津市東草津一丁目４番３４－１号 草津市東草津一丁目２８２番地１１ 平成24年12月7日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の１９ 平成9年8月4日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の１３ 平成9年9月8日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の１４ 平成9年10月7日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の１５ 平成9年10月8日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の１２ 平成9年11月13日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の１６ 平成9年11月26日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の２１ 平成10年1月20日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の２０ 平成10年2月2日

草津市東草津一丁目４番３４号 草津市東草津一丁目２８３番地の１１ 平成10年10月19日 ハイツ戸苅

草津市東草津一丁目４番３５号 草津市東草津一丁目２８２番地の１１ 昭和50年4月3日

草津市東草津一丁目４番３５号 草津市東草津一丁目２８２番地の１２ 昭和50年4月5日

草津市東草津一丁目４番３６号 草津市東草津一丁目２８２番地の１０ 昭和50年4月1日

草津市東草津一丁目４番３６号 草津市東草津一丁目２８２番地の８ 昭和50年5月12日

草津市東草津一丁目４番３６号 草津市東草津一丁目２８２番地の９ 昭和51年10月14日

草津市東草津一丁目４番３６号
草津市東草津一丁目２８２番地９、２８２番
地１０

平成25年11月15日

草津市東草津一丁目４番３７号 草津市東草津一丁目２８２番地の１ 平成7年2月14日

草津市東草津一丁目４番３９号 草津市東草津一丁目２８２番地の３ 平成3年7月29日

草津市東草津一丁目４番４０号 草津市東草津一丁目２８２番地の２、１４ 平成16年2月19日

草津市東草津一丁目４番４０号 草津市東草津一丁目２８２番地 昭和44年6月日不詳

草津市東草津一丁目４番４１号 草津市東草津一丁目２９６番地の３ 昭和44年7月日不詳

草津市東草津一丁目４番４６号 草津市東草津一丁目２９６番地の６ 昭和58年2月17日

草津市東草津一丁目４番４８号 草津市東草津一丁目２９７番地の２ 昭和53年7月7日

草津市東草津一丁目４番４９号 草津市東草津一丁目２９７番地の１ 昭和45年9月日不詳

草津市東草津一丁目４番５３号 草津市東草津一丁目２９９番地の１ 昭和45年10月日不詳

草津市東草津一丁目４番５９号 草津市東草津一丁目２９８番地の１ 平成19年1月9日

草津市東草津一丁目５番９号 草津市東草津一丁目２４０番地の２ 昭和46年5月15日

草津市東草津一丁目５番１１号 草津市東草津一丁目２４０番地の３ 昭和54年6月27日

草津市東草津一丁目５番１２号 草津市東草津一丁目２４４番地５ 平成31年1月24日

草津市東草津一丁目５番１２号 草津市東草津一丁目２４０番地 昭和45年4月日不詳

草津市東草津一丁目５番１３号 草津市東草津一丁目２４４番地６ 平成31年1月24日

草津市東草津一丁目５番４０号 草津市東草津一丁目２４４番地１ 平成31年1月24日

草津市東草津一丁目６番２号 草津市東草津一丁目１３７番地の４ 昭和48年12月日不詳

草津市東草津一丁目６番３－１号
草津市東草津一丁目１３７番地１４，１３５
番地４４

平成26年6月5日

草津市東草津一丁目６番３－２号 草津市東草津一丁目１３７番地１３他一筆 平成27年6月11日

草津市東草津一丁目６番３－３号
草津市東草津一丁目１３５番地７、１３７番
地１２

平成28年6月10日

草津市東草津一丁目６番３号 草津市東草津一丁目１３５番地４２他２筆 平成25年8月6日

草津市東草津一丁目６番５号 草津市東草津一丁目１３５番地の４ 昭和63年6月6日

草津市東草津一丁目６番６号 草津市東草津一丁目１３５番地の３０ 昭和55年5月27日

草津市東草津一丁目６番６号 草津市東草津一丁目１３５番地の３９ 昭和63年1月28日

草津市東草津一丁目６番６号 草津市東草津一丁目１３５番地の３０ 平成19年10月4日

草津市東草津一丁目６番６号 草津市東草津一丁目１３５番地の３１ 平成20年2月15日

草津市東草津一丁目６番６号 草津市東草津一丁目１３５番地の１２ 昭和49年2月日不詳

草津市東草津一丁目６番６号 草津市東草津一丁目１３５番地の４０ 昭和62年11月16日

草津市東草津一丁目６番９号 草津市東草津一丁目１３５番地の３４ 昭和55年6月25日

草津市東草津一丁目６番９号 草津市東草津一丁目１３５番地の３５ 昭和54年11月19日

草津市東草津一丁目６番１１号 草津市東草津一丁目１３５番地の３７ 昭和53年1月10日

草津市東草津一丁目６番１６号 草津市東草津一丁目１３５番地の９ 昭和50年7月14日

草津市東草津一丁目６番１６号 草津市東草津一丁目１３５番地の２６ 昭和51年2月20日

草津市東草津一丁目６番１８－１号 草津市東草津一丁目１３４番地８ 平成30年9月11日

草津市東草津一丁目６番１８－２号 草津市東草津一丁目１３４番地１０ 平成30年8月14日

草津市東草津一丁目６番１８号 草津市東草津一丁目１３４番地の６ 昭和43年8月日不詳

草津市東草津一丁目６番１９号 草津市東草津一丁目１３３番地の８ 昭和48年2月日不詳

草津市東草津一丁目６番２０号 草津市東草津一丁目１３１番地１ 平成22年8月20日

草津市東草津一丁目６番２１号 草津市東草津一丁目１３１番地の３ 平成17年2月21日 八千代

草津市東草津一丁目６番２２号 草津市東草津一丁目１３０番地の４ 昭和60年3月26日 レ・ユニオン柳川

草津市東草津一丁目６番２３号 草津市東草津一丁目１３０番地の１ 平成13年5月31日 プチ・フルール　田内

草津市東草津一丁目６番３３－１号 草津市東草津一丁目１３０番地１０ 平成23年1月17日

草津市東草津一丁目６番３３号 草津市東草津一丁目１３０番地７ 平成22年5月31日

草津市東草津一丁目６番３４号 草津市東草津一丁目１３０番地の２ 昭和53年3月20日

草津市東草津一丁目６番３４号 草津市東草津一丁目１３０番地１１ 平成23年1月7日

草津市東草津一丁目６番３５号 草津市東草津一丁目１３０番地の２ 昭和53年3月20日

草津市東草津一丁目６番３５号 草津市東草津一丁目１３０番地２ 平成23年2月15日

8 / 112 ページ



草津市　住居表示番号付定一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市東草津一丁目６番３６号 草津市東草津一丁目１３０番地９ 平成23年11月17日

草津市東草津一丁目６番３７号 草津市東草津一丁目１３０番地８ 平成22年10月18日

草津市東草津一丁目６番４３号 草津市東草津一丁目データ無又は無番地 昭和43年5月日不詳

草津市東草津一丁目７番３号 草津市東草津一丁目２５番地の１ 昭和43年9月日不詳

草津市東草津一丁目７番４号 草津市東草津一丁目２５番地２、２５番地３ 平成24年11月27日

草津市東草津一丁目７番７号 草津市東草津一丁目２２番地の１ 昭和58年10月17日

草津市東草津一丁目７番７号 草津市東草津一丁目２２番地の２ 昭和58年10月19日

草津市東草津一丁目７番７号 草津市東草津一丁目２２番地の６ 昭和58年10月24日

草津市東草津一丁目７番８－１号 草津市東草津一丁目２１番地２ 平成24年9月24日

草津市東草津一丁目７番８号 草津市東草津一丁目２２番地の５ 昭和58年6月11日

草津市東草津一丁目７番１１号 草津市東草津一丁目２８０番地の５ 昭和48年5月日不詳

草津市東草津一丁目７番１３号 草津市東草津一丁目２１番地７ 平成26年4月28日

草津市東草津一丁目７番１３号 草津市東草津一丁目２１番地 昭和50年11月18日

草津市東草津一丁目７番１４号 草津市東草津一丁目２１番地５ 平成26年3月19日

草津市東草津一丁目７番１６号 草津市東草津一丁目１４５番地の５ 平成10年12月25日

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４１番地の９ 昭和46年12月6日

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４０番地の９ 昭和50年5月21日

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４１番地の３ 昭和55年4月3日

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４０番地の１０ 昭和57年3月16日

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１３９番地の１ 平成7年3月15日 ハイツ中川

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４０番地の１４ 平成10年9月28日

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４０番地の９ 平成10年11月9日

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４０番地の８ 昭和45年2月日不詳

草津市東草津一丁目７番１９号 草津市東草津一丁目１４５番地の５ 昭和49年1月日不詳

草津市東草津一丁目７番２３号 草津市東草津一丁目１３９番地の１４ 平成6年8月2日

草津市東草津一丁目７番２５号 草津市東草津一丁目１３９番地の１６ 平成6年8月2日

草津市東草津一丁目７番２６号 草津市東草津一丁目１３９番地の１７ 平成6年8月2日

草津市東草津一丁目７番２７号 草津市東草津一丁目１３９番地の１８ 平成6年7月14日

草津市東草津一丁目７番２８号 草津市東草津一丁目１３９番地の３ 平成6年8月2日

草津市東草津一丁目７番２８号 草津市東草津一丁目１１４番地の３ 平成6年8月17日

草津市東草津一丁目７番２９号 草津市東草津一丁目１３８番地４ 平成26年7月28日

草津市東草津一丁目７番３２号 草津市東草津一丁目１３８番地の６ 平成20年9月11日

草津市東草津一丁目７番３２号 草津市東草津一丁目１３８番地の６ 昭和43年7月日不詳

草津市東草津一丁目７番３３号 草津市東草津一丁目１３８番地 昭和43年3月日不詳

草津市東草津一丁目７番３９号 草津市東草津一丁目１４０番地の３ 昭和44年3月日不詳

草津市東草津一丁目７番３９号 草津市東草津一丁目１４１番地の１０ 昭和48年5月日不詳

草津市東草津一丁目７番４０号 草津市東草津一丁目１４１番地の２５ 平成1年6月15日

草津市東草津一丁目７番４０号 草津市東草津一丁目１４１番地の１ 平成1年9月21日 ハイツ中川

草津市東草津一丁目７番４０号 草津市東草津一丁目１４１番地の２６ 平成2年1月23日

草津市東草津一丁目７番４０号 草津市東草津一丁目１４１番地の２１ 平成4年9月9日

草津市東草津一丁目７番４０号 草津市東草津一丁目１４１番地の１７ 平成5年12月10日

草津市東草津一丁目７番４０号 草津市東草津一丁目１１４番地の１２ 平成6年8月17日

草津市東草津一丁目７番４６号 草津市東草津一丁目１４２番地の２ 平成5年8月13日

草津市東草津一丁目７番５５号 草津市東草津一丁目１４１番地の２２ 平成16年1月19日 パルモ

草津市東草津一丁目９番４８号 草津市東草津二丁目４８番地の１ 平成9年10月6日

草津市東草津一丁目１０番３２号 草津市東草津一丁目２２１番地の７ 平成5年8月16日

草津市東草津二丁目１番５号 草津市東草津二丁目３１０番地の１２ 昭和51年11月1日

草津市東草津二丁目１番５号 草津市東草津二丁目３１０番地の６ 昭和52年3月12日

草津市東草津二丁目１番５号 草津市東草津二丁目３１０番地の１３ 昭和53年8月15日

草津市東草津二丁目１番５号 草津市東草津二丁目３１０番地の１４ 昭和51年11月22日

草津市東草津二丁目１番５号 草津市東草津二丁目３１０番地の１５ 昭和51年11月25日

草津市東草津二丁目１番６号 草津市東草津二丁目３１０番地の２ 平成19年1月24日 クレストール東田Ｂ

草津市東草津二丁目１番６号 草津市東草津二丁目３１１番地の２ 昭和44年2月日不詳

草津市東草津二丁目１番８号 草津市東草津二丁目３１２番地の６ 昭和57年10月5日

草津市東草津二丁目１番８号 草津市東草津二丁目３１２番地の５ 昭和57年12月4日

草津市東草津二丁目１番９号 草津市東草津二丁目３１２番地の８ 昭和58年3月29日

草津市東草津二丁目１番１０号 草津市東草津二丁目３１３番地 昭和46年9月1日 にのゆ荘

草津市東草津二丁目１番１６号 草津市東草津二丁目３１３番地の７ 昭和51年9月2日

草津市東草津二丁目１番２０号 草津市東草津二丁目３１３番地 昭和50年4月18日

草津市東草津二丁目１番２１－１号 草津市東草津二丁目３１４番地の３ 平成13年2月22日

草津市東草津二丁目１番２１号 草津市東草津二丁目３１４番地の４ 昭和52年9月5日

草津市東草津二丁目１番２２号 草津市東草津二丁目３１３番地 昭和52年8月11日 にのゆマンション

草津市東草津二丁目１番２９号 草津市東草津二丁目３１０番地 平成19年1月24日 クレストール東田Ａ

草津市東草津二丁目１番３０号 草津市東草津二丁目３１７番地の１ 平成18年5月9日

草津市東草津二丁目１番４０号 草津市東草津二丁目３１８番地の８ 平成2年5月23日

草津市東草津二丁目１番４３号 草津市東草津二丁目３１０番地の３ 昭和51年9月日不詳

草津市東草津二丁目１番４４号 草津市東草津二丁目３０９番地の１ 昭和51年9月日不詳
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草津市東草津二丁目１番４８号 草津市東草津二丁目３０９番地の１６ 平成16年12月17日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地１７ 令和2年6月16日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の１３ 昭和56年7月13日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の１７ 昭和57年3月15日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の１６ 昭和57年6月12日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の２１ 昭和58年3月15日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の１９ 昭和58年3月19日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の９ 昭和58年3月26日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の１２ 昭和59年1月17日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の１１ 昭和57年11月15日

草津市東草津二丁目２番１５号 草津市東草津二丁目６２０番地の１０ 昭和58年10月22日

草津市東草津二丁目２番２８号 草津市東草津二丁目６２５番地の６ 平成12年4月3日

草津市東草津二丁目２番２９号 草津市東草津二丁目６２５番地の７ 平成12年9月26日

草津市東草津二丁目２番３０号 草津市東草津二丁目６２５番地の８他 平成12年3月16日

草津市東草津二丁目２番３１号 草津市東草津二丁目６２５番地の９ 平成12年8月4日

草津市東草津二丁目２番３２号 草津市東草津二丁目６２５番地２０ 平成25年10月10日

草津市東草津二丁目２番３３号 草津市東草津二丁目６２５番地１９ 平成25年1月21日

草津市東草津二丁目２番３５号 草津市東草津二丁目６２５番地１８ 平成25年6月3日

草津市東草津二丁目２番３６号 草津市東草津二丁目６２５番地２ 平成25年1月21日

草津市東草津二丁目２番４５号 草津市東草津二丁目６１３番地の１ 平成1年12月1日

草津市東草津二丁目２番４８－１０号 草津市東草津二丁目６２３番地の１２ 平成12年7月21日

草津市東草津二丁目２番４８－２号 草津市東草津二丁目６２３番地の４ 平成13年10月16日

草津市東草津二丁目２番４８－３号 草津市東草津二丁目６２３番地の５ 平成16年11月26日

草津市東草津二丁目２番４８－４号
草津市東草津二丁目６２３番地の１６・６２
３番地の６

平成14年5月23日

草津市東草津二丁目２番４８－５号 草津市東草津二丁目６２３番地の７ 平成14年7月12日

草津市東草津二丁目２番４８－６号 草津市東草津二丁目６２３番地の８ 平成13年10月24日

草津市東草津二丁目２番４８－７号 草津市東草津二丁目６２３番地の９ 平成13年12月3日

草津市東草津二丁目２番４８－８号 草津市東草津二丁目６２３番地の１０ 平成12年7月21日

草津市東草津二丁目２番４８－９号 草津市東草津二丁目６２３番地の１１ 平成12年5月1日

草津市東草津二丁目２番４８号 草津市東草津二丁目６１４番地の７ 昭和61年2月12日

草津市東草津二丁目２番４８号 草津市東草津二丁目６２３番地の１３ 平成8年12月2日

草津市東草津二丁目２番４９－１０号 草津市東草津二丁目６２１番地の１１ 平成12年1月17日

草津市東草津二丁目２番４９－１号 草津市東草津二丁目６２１番地の２ 平成14年8月29日

草津市東草津二丁目２番４９－１号 草津市東草津二丁目６２１番地の２１ 平成14年12月2日

草津市東草津二丁目２番４９－２号 草津市東草津二丁目６２１番地の２０ 平成13年11月12日

草津市東草津二丁目２番４９－３号 草津市東草津二丁目６２１番地の１９ 平成12年1月12日

草津市東草津二丁目２番４９－４号 草津市東草津二丁目６２１番地の５ 平成12年3月3日

草津市東草津二丁目２番４９－５号 草津市東草津二丁目６２１番地の６ 平成12年7月21日

草津市東草津二丁目２番４９号 草津市東草津二丁目６２１番地の１２ 平成10年3月25日

草津市東草津二丁目２番４９号 草津市東草津二丁目６２１番地の１０ 平成11年3月11日

草津市東草津二丁目２番５０号 草津市東草津二丁目６１４番地の６ 昭和60年2月22日

草津市東草津二丁目２番５０号 草津市東草津二丁目６１４番地６ 平成21年12月22日

草津市東草津二丁目２番５２号 草津市東草津二丁目６１６番地の３ 昭和59年11月14日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の２３ 昭和57年8月9日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の２５ 昭和58年8月13日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の２６ 昭和58年9月26日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の７ 昭和59年3月30日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の６ 昭和59年6月23日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６１７番地の６ 昭和59年7月30日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の４ 昭和59年11月8日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の３ 昭和60年10月1日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の２ 平成2年2月26日

草津市東草津二丁目２番５３号 草津市東草津二丁目６２０番地の８ 昭和57年12月20日

草津市東草津二丁目３番５０号 草津市東草津二丁目５９０番地 昭和54年9月10日

草津市東草津二丁目３番５４号 草津市東草津二丁目５９３番地の５ 昭和62年2月5日

草津市東草津二丁目３番６０号 草津市東草津二丁目データ無又は無番地 昭和47年3月3日

草津市東草津二丁目４番１１－１０号 草津市東草津二丁目６２６番地の１３他 平成12年2月2日

草津市東草津二丁目４番１１－１１号 草津市東草津二丁目６２６番地の１４ 平成13年8月9日

草津市東草津二丁目４番１１－１２号 草津市東草津二丁目６２６番地の１５ 平成12年4月21日

草津市東草津二丁目４番１１－１号 草津市東草津二丁目６２６番地の２ 平成12年4月21日

草津市東草津二丁目４番１１－２号 草津市東草津二丁目６２６番地の３ 平成12年3月8日

草津市東草津二丁目４番１１－３号 草津市東草津二丁目６２６番地の４ 平成12年12月4日

草津市東草津二丁目４番１１－４号 草津市東草津二丁目６２６番地の５ 平成12年3月9日

草津市東草津二丁目４番１１－５号 草津市東草津二丁目６２６番地の６ 平成12年2月18日

草津市東草津二丁目４番１１－６号 草津市東草津二丁目６２６番地の７ 平成12年3月7日

草津市東草津二丁目４番１１－９号 草津市東草津二丁目６２６番地の１２ 平成13年3月15日
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草津市東草津二丁目４番１９号 草津市東草津二丁目２８７番地の１０ 昭和44年2月日不詳

草津市東草津二丁目４番６３号 草津市東草津二丁目６３１番地の６ 平成15年12月8日

草津市東草津二丁目４番６５号 草津市東草津二丁目６３１番地の７ 平成17年11月29日

草津市東草津二丁目４番６６号 草津市東草津二丁目６３１番地の８ 平成16年6月8日

草津市東草津二丁目４番６７号 草津市東草津二丁目６３１番地の９ 平成19年2月9日

草津市東草津二丁目４番６８号 草津市東草津二丁目６３１番地の１０ 平成16年4月5日

草津市東草津二丁目４番６９号 草津市東草津二丁目６３１番地の１１ 平成16年11月26日

草津市東草津二丁目４番７０号 草津市東草津二丁目６３１番地の１２ 平成15年12月8日

草津市東草津二丁目４番７１号 草津市東草津二丁目６３１番地の１３ 平成15年12月1日

草津市東草津二丁目４番７３号
草津市東草津二丁目６３５番地の６、６４０
番地の２

平成16年10月8日

草津市東草津二丁目４番７４－１号 草津市東草津二丁目６３５番地の７ 平成19年7月5日

草津市東草津二丁目４番７４－２号 草津市東草津二丁目６３５番地の３ 平成19年3月15日

草津市東草津二丁目４番７５号 草津市東草津二丁目６３１番地の１９ 平成19年8月24日

草津市東草津二丁目４番７６号 草津市東草津二丁目６３１番地の１８ 平成16年3月1日

草津市東草津二丁目４番７７号 草津市東草津二丁目６３１番地の１７ 平成16年3月22日

草津市東草津二丁目４番７８号 草津市東草津二丁目６３１番地の１６ 平成16年7月28日

草津市東草津二丁目４番７９号 草津市東草津二丁目６３１番地の１５ 平成17年2月22日

草津市東草津二丁目４番８０号 草津市東草津二丁目６３１番地の１４ 平成16年12月1日

草津市東草津二丁目４番８２号
草津市東草津二丁目６３０番地、６３１番地
１

平成22年2月5日 メゾン　ド　シャルム

草津市東草津二丁目５番３２号 草津市東草津二丁目４０番地他２筆 平成22年4月16日

草津市東草津二丁目５番３３号 草津市東草津二丁目４２番地の２ 昭和46年7月5日

草津市東草津二丁目５番６８号 草津市東草津二丁目３５番地の７ 平成16年4月26日

草津市東草津二丁目５番６９号 草津市東草津二丁目３５番地の６ 平成16年6月7日

草津市東草津二丁目５番７０号 草津市東草津二丁目３５番地の４ 平成16年6月7日

草津市東草津二丁目６番１－４９号
草津市東草津二丁目２６７番１８、２６７番
地６０、２６７番地６１

平成30年10月22日

草津市東草津二丁目６番１－１０号 草津市東草津二丁目２６７番地の１１ 昭和46年5月6日

草津市東草津二丁目６番１－１１号 草津市東草津二丁目２６７番地の１２ 昭和46年10月4日

草津市東草津二丁目６番１－１２号 草津市東草津二丁目２６７番地の２５ 昭和46年3月31日

草津市東草津二丁目６番１－１４号 草津市東草津二丁目２６７番地の４６ 昭和47年3月27日

草津市東草津二丁目６番１－１５号 草津市東草津二丁目２６７番地の４７ 昭和51年9月日不詳

草津市東草津二丁目６番１－１７号 草津市東草津二丁目２６７番地の１０２ 昭和50年11月1日

草津市東草津二丁目６番１－１号 草津市東草津二丁目２７０番地の１０ 平成7年6月26日

草津市東草津二丁目６番１－２４号 草津市東草津二丁目２６７番地の３６ 昭和48年11月日不詳

草津市東草津二丁目６番１－２９号 草津市東草津二丁目２７０番地の５ 昭和47年3月14日

草津市東草津二丁目６番１－３１号 草津市東草津二丁目２７０番地の２２ 昭和61年1月6日

草津市東草津二丁目６番１－３４号 草津市東草津二丁目２７０番地の２３ 昭和51年1月23日

草津市東草津二丁目６番１－３５号 草津市東草津二丁目２７０番地１９ 令和2年10月23日

草津市東草津二丁目６番１－３８号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和51年3月3日

草津市東草津二丁目６番１－３９号 草津市東草津二丁目２６７番地の１５ 昭和51年4月23日

草津市東草津二丁目６番１－３号 草津市東草津二丁目２６７番地の２ 昭和46年10月26日

草津市東草津二丁目６番１－４０号 草津市東草津二丁目２６７番地の１４ 昭和47年4月日不詳

草津市東草津二丁目６番１－４３号 草津市東草津二丁目２６７番地の２４ 昭和50年9月20日

草津市東草津二丁目６番１－４６号 草津市東草津二丁目２６７番地の２１ 昭和50年9月30日

草津市東草津二丁目６番１－４７号 草津市東草津二丁目２６７番地の９６ 昭和51年2月7日

草津市東草津二丁目６番１－４８号 草津市東草津二丁目２６７番地の９５ 昭和51年4月3日

草津市東草津二丁目６番１－５０号 草津市東草津二丁目２７０番地 昭和51年1月9日

草津市東草津二丁目６番１－５０号 草津市東草津二丁目２６７番地の１８ 昭和54年7月16日

草津市東草津二丁目６番１－５１号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和51年12月25日

草津市東草津二丁目６番１－５２号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和51年3月22日

草津市東草津二丁目６番１－５３号 草津市東草津二丁目２６７番地の３３ 昭和49年1月日不詳

草津市東草津二丁目６番１－５号 草津市東草津二丁目２６７番地の６９ 昭和48年9月日不詳

草津市東草津二丁目６番１－６１号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和51年3月16日

草津市東草津二丁目６番１－６２号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和50年10月13日

草津市東草津二丁目６番１－６６号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和51年1月24日

草津市東草津二丁目６番１－６８号 草津市東草津二丁目データ無又は無番地 昭和47年1月18日

草津市東草津二丁目６番１－６９号 草津市東草津二丁目２６７番地の３８ 昭和49年4月12日

草津市東草津二丁目６番１－６号
草津市東草津二丁目２６７番地６、２６７番
地６７

平成22年11月9日

草津市東草津二丁目６番１－６号 草津市東草津二丁目２６７番地の６ 昭和47年8月日不詳

草津市東草津二丁目６番１－７号 草津市東草津二丁目２６７番地の８ 昭和47年3月7日

草津市東草津二丁目６番１－８号 草津市東草津二丁目２６７番地の９ 昭和46年8月3日

草津市東草津二丁目６番１号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和50年7月1日

草津市東草津二丁目６番１号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和50年7月8日

草津市東草津二丁目６番１号 草津市東草津二丁目２６７番地の２ 昭和46年10月12日

草津市東草津二丁目６番１号 草津市東草津二丁目２６７番地の２６ 昭和46年10月日不詳
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草津市東草津二丁目６番１号 草津市東草津二丁目２６７番地 昭和47年5月日不詳

草津市東草津二丁目６番３０号 草津市東草津二丁目２６５番地の１ 平成13年12月7日 ニューリバーハイツヒロセ

草津市東草津二丁目７番３号 草津市東草津二丁目２８１番地の１ 昭和48年12月日不詳

草津市東草津二丁目７番５号 草津市東草津二丁目２８１番地の１ 昭和48年12月日不詳

草津市東草津二丁目７番７号 草津市東草津二丁目２８０番地の２ 昭和59年1月25日

草津市東草津二丁目７番８号 草津市東草津二丁目２８０番地の３ 昭和48年8月日不詳

草津市東草津二丁目７番１７号 草津市東草津二丁目２７７番地の１５ 平成17年1月28日 Ｒａｄｉｘ　Ｔａｕｃｈｉ　Ⅰ

草津市東草津二丁目７番１８号 草津市東草津二丁目２７７番地の１ 平成17年1月28日 Ｒａｄｉｘ　Ｔａｕｃｈｉ　Ⅱ

草津市東草津二丁目７番２８号 草津市東草津二丁目２７４番地１ 平成22年2月16日 レオパレス　ルビナス

草津市東草津二丁目７番３４号 草津市東草津二丁目２７５番地の１ 昭和45年9月日不詳

草津市東草津二丁目７番３５号 草津市東草津二丁目２７３番地９ 令和2年5月27日

草津市東草津二丁目７番３７号 草津市東草津二丁目２７３番地１１ 平成27年1月27日

草津市東草津二丁目７番３８号 草津市東草津二丁目２７７番地の６ 昭和56年12月16日

草津市東草津二丁目７番４０号 草津市東草津二丁目２７８番地の１ 昭和63年2月9日

草津市東草津二丁目７番４０号 草津市東草津二丁目２７８番地の１ 昭和63年2月16日

草津市東草津二丁目７番４０号 草津市東草津二丁目２７８番地の１０ 昭和63年3月26日

草津市東草津二丁目７番４０号 草津市東草津二丁目２７８番地の１ 昭和63年4月30日

草津市東草津二丁目７番４０号 草津市東草津二丁目２７８番地の１ 昭和63年5月9日

草津市東草津二丁目７番４０号 草津市東草津二丁目２７８番地の１４ 昭和63年9月5日

草津市東草津二丁目７番４１号 草津市東草津二丁目２７８番地の１７ 昭和63年3月5日

草津市東草津二丁目７番４１号 草津市東草津二丁目２７８番地の２０ 昭和63年3月22日

草津市東草津二丁目７番４１号 草津市東草津二丁目２７８番地の８ 昭和63年6月30日

草津市東草津二丁目７番４１号 草津市東草津二丁目２７８番地の１７ 昭和63年7月14日

草津市東草津二丁目７番４１号 草津市東草津二丁目２７７番地の１１ 昭和63年7月23日

草津市東草津二丁目７番４３号 草津市東草津二丁目２７８番地の４ 昭和50年3月日不詳

草津市東草津二丁目７番４４号 草津市東草津二丁目２７９番地の８ 昭和59年3月5日

草津市東草津二丁目７番４４号 草津市東草津二丁目２７９番地の７ 昭和59年3月27日

草津市東草津二丁目７番４４号 草津市東草津二丁目２７９番地の１３ 昭和59年5月29日

草津市東草津二丁目７番４４号 草津市東草津二丁目２７９番地の１１ 昭和59年7月3日

草津市東草津二丁目７番４４号 草津市東草津二丁目２７９番地の１０ 昭和59年7月23日

草津市東草津二丁目８番１号 草津市東草津二丁目２５０番地２、１７ 平成27年1月9日

草津市東草津二丁目８番２号 草津市東草津二丁目２５０番地の３ 昭和57年11月9日

草津市東草津二丁目８番６号 草津市東草津二丁目２５０番地１５他２筆 平成23年4月12日

草津市東草津二丁目８番９号 草津市東矢倉二丁目７番地６３ 令和2年6月23日

草津市東草津二丁目８番２５号 草津市東草津二丁目２５８番地の３ 昭和63年11月29日

草津市東草津二丁目８番３０号 草津市東草津二丁目２６２番地１ 平成22年12月3日

草津市東草津二丁目８番３３号 草津市東草津二丁目２６４番地の４ 平成5年6月18日

草津市東草津二丁目９番１８号 草津市東草津二丁目１９番地１３ 平成30年1月18日

草津市東草津二丁目９番１９号 草津市東草津二丁目１９番地１２ 平成30年1月12日

草津市東草津二丁目９番２１号 草津市東草津二丁目１９番地１０ 平成30年5月1日

草津市東草津二丁目９番２２号 草津市東草津二丁目１９番地９ 平成30年12月11日

草津市東草津二丁目９番２３号 草津市東草津二丁目１９番地８ 令和元年9月5日

草津市東草津二丁目９番２４号 草津市東草津二丁目１９番地７ 平成30年7月31日

草津市東草津二丁目９番３３号 草津市東草津二丁目２０番地の１ 平成11年2月4日 プリムヴェール

草津市東草津二丁目９番３７号 草津市東草津二丁目１９番地の１ 平成7年7月7日 リフレッシュ．オーク

草津市東草津二丁目９番３９号 草津市東草津二丁目１８番地の３ 平成7年12月1日

草津市東草津二丁目９番３９号 草津市東草津二丁目１８番地の１７ 平成8年4月1日

草津市東草津二丁目９番３９号 草津市東草津二丁目１８番地の１０ 平成8年5月22日

草津市東草津二丁目９番３９号 草津市東草津二丁目１８番地の１６ 平成9年1月29日

草津市東草津二丁目９番３９号 草津市東草津二丁目１８番地の９ 平成9年5月1日

草津市東草津二丁目９番３９号 草津市東草津二丁目１８番地の６ 平成9年12月11日

草津市東草津二丁目９番３９号 草津市東草津二丁目１８番地の５ 平成12年3月6日

草津市東草津二丁目９番４０－１号 草津市東草津二丁目２３番地の９ 平成11年6月23日

草津市東草津二丁目９番４０－２号 草津市東草津二丁目２３番地の８ 平成11年8月26日

草津市東草津二丁目９番４０－３号 草津市東草津二丁目２３番地の７ 平成12年7月17日

草津市東草津二丁目９番４０－５号 草津市東草津二丁目２３番地の６ 平成11年6月21日

草津市東草津二丁目９番４０－６号 草津市東草津二丁目２３番地の５ 平成11年2月22日

草津市東草津二丁目９番４０－７号 草津市東草津二丁目２３番地の３ 平成11年2月22日

草津市東草津二丁目９番４８号 草津市東草津二丁目４８番地１ 平成25年4月1日 Ｂｏｎｈｅｕｒ　Ｅｔｅｒｎｏ

草津市東草津二丁目９番５１号 草津市東草津二丁目４４番地の６ 平成10年1月14日

草津市東草津二丁目９番５４号 草津市東草津二丁目４３番地の６ 昭和61年2月27日

草津市東草津二丁目９番５６号 草津市東草津二丁目４３番地の８ 平成8年7月10日

草津市東草津二丁目９番６１号 草津市東草津二丁目４５番地 昭和43年2月日不詳

草津市東草津三丁目１番１１号 草津市東草津二丁目３１３番地 平成5年3月10日 にのゆハイツ

草津市東草津三丁目１番１７号 草津市東草津三丁目８番地の１０ 平成9年11月5日

草津市東草津三丁目１番１９号 草津市東草津三丁目８番地の８ 平成6年11月9日

草津市東草津三丁目１番２６号 草津市東草津三丁目１６番地の１ 平成7年4月17日 メゾン・ルレーブ
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草津市東草津三丁目１番３２号 草津市東草津三丁目８番地１６ 平成26年4月10日

草津市東草津三丁目１番３２号 草津市東草津三丁目８番地の１６ 平成10年10月23日

草津市東草津三丁目１番３３号 草津市東草津三丁目８番地の１７ 平成6年11月11日

草津市東草津三丁目１番３５号 草津市東草津三丁目１８番地 平成17年12月19日

草津市東草津三丁目１番３６号 草津市東草津三丁目８番地の１９ 平成7年10月18日

草津市東草津三丁目１番３７号 草津市東草津三丁目８番地の２０ 平成6年11月9日

草津市東草津三丁目１番３９号 草津市東草津三丁目８番地の２１ 平成7年1月4日

草津市東草津三丁目１番５８号 草津市東草津三丁目１７番地、１８番地 平成22年9月10日 レオパレス　グランヴィア東草津Ⅲ

草津市東草津三丁目２番１３号 草津市東草津三丁目１４６番地の２１ 平成1年10月21日

草津市東草津三丁目２番１３号 草津市東草津三丁目１４６番地の２２ 平成3年2月26日

草津市東草津三丁目２番２３号 草津市東草津三丁目１４７番地の４ 昭和58年2月15日

草津市東草津三丁目２番２４号 草津市東草津三丁目１４７番地の３ 平成6年3月4日

草津市東草津三丁目２番２７号 草津市東草津三丁目１４６番地の１０ 昭和53年7月7日

草津市東草津三丁目２番２８号 草津市東草津三丁目１４６番地の９ 昭和53年3月30日

草津市東草津三丁目２番２８号 草津市東草津三丁目１４６番地の７ 昭和56年3月18日

草津市東草津三丁目２番２８号 草津市東草津三丁目１４６番地の１８ 平成1年10月14日

草津市東草津三丁目２番２８号 草津市東草津三丁目１４６番地の２０ 平成3年2月5日

草津市東草津三丁目２番２８号 草津市東草津三丁目１４６番地の２４ 平成3年4月8日

草津市東草津三丁目２番２９号 草津市東草津三丁目１４６番地２ 平成23年2月25日

草津市東草津三丁目３番５号 草津市東草津三丁目１５０番地の９ 昭和54年3月10日

草津市東草津三丁目３番７号 草津市東草津三丁目１５０番地の１１ 昭和53年2月6日

草津市東草津三丁目３番２６号 草津市東草津三丁目１５１番地の３ 昭和56年4月8日

草津市東草津三丁目４番８号 草津市東草津三丁目１５３番地の１ 昭和58年8月5日

草津市東草津三丁目４番１２号 草津市東草津三丁目１５８番地の１ 昭和63年12月1日

草津市東草津三丁目４番１３号 草津市東草津三丁目１５８番地の３ 昭和53年3月6日

草津市東草津三丁目４番１３号 草津市東草津三丁目１５８番地の４ 平成7年4月24日

草津市東草津三丁目４番２１号 草津市東草津三丁目１５４番地他 平成8年1月8日

草津市東草津三丁目６番１５号
草津市東草津三丁目１６４番地４、１６４番
地５、１６７番地、１６８番地１

令和2年6月10日

草津市東草津三丁目６番２０号 草津市東草津三丁目１６５番地１ 平成21年9月17日 グラン　チェリー

草津市東草津三丁目８番１３号 草津市東草津三丁目２３３番地４ 平成30年8月9日

草津市東草津三丁目８番１７号 草津市東草津三丁目２３３番地９ 平成30年8月9日

草津市東草津三丁目８番１８号 草津市東草津三丁目２３３番地８ 平成31年2月28日

草津市東草津三丁目８番１９号 草津市東草津三丁目２３３番地の３ 平成18年3月16日

草津市東草津三丁目９番３０号 草津市東草津三丁目２２３番１７ 令和元年6月25日

草津市東草津三丁目９番３１－３号 草津市東草津三丁目２２３番地１４ 令和元年5月24日

草津市東草津三丁目９番３１-２号 草津市東草津三丁目２２３番地１５ 令和元年10月16日

草津市東草津三丁目９番３１－４号 草津市東草津三丁目２２３番地１３ 令和元年6月25日

草津市東草津三丁目９番３１－５号 草津市東草津三丁目２２３番地１２ 平成31年3月25日

草津市東草津三丁目９番３１－６号 草津市東草津三丁目２２３番地１１ 平成31年3月25日

草津市東草津三丁目９番３１－７号 草津市東草津三丁目２２３番１０ 令和元年6月25日

草津市東草津三丁目９番３２－７号 草津市東草津三丁目２２３番８ 令和2年8月6日

草津市東草津三丁目９番３２－８号 草津市東草津三丁目２２３番地９ 令和2年6月12日

草津市東草津三丁目９番３３号 草津市東草津三丁目２２３番地１ 令和2年1月28日

草津市東草津三丁目９番３４号 草津市東草津三丁目２２６番地１の一部 平成22年12月13日

草津市東草津三丁目９番３６号 草津市東草津三丁目２２７番地の１ 平成20年7月8日 アービーハイツクサツ

草津市東草津三丁目９番３８－１号 草津市東草津三丁目２２９番地６ 平成25年8月20日

草津市東草津三丁目９番３８－２号 草津市東草津三丁目２２９番地１の一部 平成24年5月14日

草津市東草津三丁目９番３８－３号 草津市東草津三丁目２２９番地８ 平成25年2月12日

草津市東草津三丁目９番４１号 草津市東草津三丁目２２９番地１０ 平成25年11月29日

草津市東草津三丁目９番４３号 草津市東草津三丁目２２９番地３ 平成24年10月26日

草津市東草津三丁目９番４５号 草津市東草津三丁目２２９番地２ 平成24年11月26日

草津市東草津三丁目１０番３３号 草津市東草津三丁目２２１番地の８ 平成6年1月24日

草津市東草津三丁目１０番３４号 草津市東草津三丁目２２０番地の３ 平成10年9月8日

草津市東草津三丁目１０番３５－１号 草津市東草津三丁目２２０番地１ 平成30年8月9日

草津市東草津三丁目１０番３５－３号 草津市東草津三丁目２２０番地６ 平成30年10月10日

草津市東草津三丁目１０番３５－４号 草津市東草津三丁目２２０番地７ 平成30年9月21日

草津市東草津三丁目１０番３５－２号 草津市東草津三丁目２２０番地７ 令和元年9月10日

草津市東草津三丁目１０番３５号 草津市東草津三丁目２２２番地の１０ 平成7年4月21日

草津市東草津三丁目１０番３７号 草津市東草津三丁目２２１番地の１１ 平成6年2月14日

草津市東草津三丁目１０番４０号 草津市東草津三丁目２２３番地の３ 平成6年4月5日

草津市東草津三丁目１０番４３号 草津市東草津三丁目２２２番地の１ 平成7年4月18日

草津市東草津三丁目１０番４５号 草津市東草津三丁目２２２番地１８ 平成26年3月3日

草津市東草津三丁目１０番４６号 草津市東草津三丁目２２２番地の１９ 平成20年4月24日

草津市東草津三丁目１０番４７号 草津市東草津三丁目２２２番地の２３ 平成8年3月12日

草津市東草津三丁目１０番５０号 草津市東草津三丁目２２２番地の２２ 平成7年5月26日

草津市東草津三丁目１１番２９号 草津市東草津三丁目２１５番地の１ 平成10年10月13日 レオパレス　東草津
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草津市東草津三丁目１１番３０－１０号 草津市東草津三丁目２１７番地の１６ 平成17年12月2日

草津市東草津三丁目１１番３０－１号 草津市東草津三丁目２１７番地の７ 平成17年12月12日

草津市東草津三丁目１１番３０－２号 草津市東草津三丁目２１７番地の８ 平成17年11月4日

草津市東草津三丁目１１番３０－３号 草津市東草津三丁目２１７番地の９ 平成17年12月12日

草津市東草津三丁目１１番３０－４号 草津市東草津三丁目２１７番地の１０ 平成17年11月4日

草津市東草津三丁目１１番３０－５号 草津市東草津三丁目２１７番地の１１ 平成18年2月6日

草津市東草津三丁目１１番３０－６号 草津市東草津三丁目２１７番地の１２ 平成18年8月7日

草津市東草津三丁目１１番３０－７号 草津市東草津三丁目２１７番地の１３ 平成18年8月7日

草津市東草津三丁目１１番３０－８号 草津市東草津三丁目２１７番地の１４ 平成18年8月7日

草津市東草津三丁目１１番３０－９号 草津市東草津三丁目２１７番地の１５他 平成18年3月24日

草津市東草津三丁目１１番３０号 草津市東草津三丁目２１６番地、他２筆 平成24年12月5日 テイク・ビレッジ

草津市東草津三丁目１１番３２号 草津市東草津三丁目２１８番地の１ 平成6年2月14日 メゾンド・ファミール

草津市東草津三丁目１１番３２号 草津市東草津三丁目２１８番地１他一筆 平成27年5月28日

草津市東草津三丁目１２番２－１０号 草津市東草津三丁目２２１番地１４ 平成30年2月1日

草津市東草津三丁目１２番２－５号 草津市東草津三丁目２１番地９ 平成30年1月11日

草津市東草津三丁目１２番２－１８号 草津市東草津三丁目２１１番地２４ 平成30年6月11日

草津市東草津三丁目１２番２－１号 草津市東草津三丁目２１１番地４ 平成30年8月30日

草津市東草津三丁目１２番２－９号 草津市東草津三丁目２１１番地１３ 平成30年8月3日

草津市東草津三丁目１２番２－２０号 草津市東草津三丁目２１１番地２９ 平成28年8月3日

草津市東草津三丁目１２番２－２１号 草津市東草津三丁目２１１番地３０ 平成28年8月24日

草津市東草津三丁目１２番２－２２号 草津市東草津三丁目２１１番地３１ 平成28年8月24日

草津市東草津三丁目１３番６号 草津市東草津三丁目２０７番地の３９ 平成7年11月16日

草津市東草津三丁目１３番７号 草津市東草津三丁目２０７番地の３８ 平成7年11月16日

草津市東草津三丁目１３番８号 草津市東草津三丁目２０７番地の３７ 平成7年11月16日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の３６ 平成7年11月16日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の３１ 平成8年2月6日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の２７ 平成8年2月29日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の２９ 平成8年3月1日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の２４ 平成8年3月13日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の３３ 平成8年5月22日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の３５ 平成8年7月8日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の２６ 平成8年8月2日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の３４ 平成8年8月6日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の３０ 平成8年10月25日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の３４ 平成8年11月11日

草津市東草津三丁目１３番９号 草津市東草津三丁目２０７番地の２５ 平成10年6月18日

草津市東草津三丁目１３番１０号 草津市東草津三丁目２０７番地の２２ 平成8年4月30日

草津市東草津三丁目１３番１１号 草津市東草津三丁目２０７番地の２１ 平成8年3月26日

草津市東草津三丁目１３番１２号 草津市東草津三丁目２０７番地の２０ 平成7年11月21日

草津市東草津三丁目１３番１３号 草津市東草津三丁目２０７番地の１９ 平成7年12月12日

草津市東草津三丁目１３番１４号 草津市東草津三丁目２０７番地の１８ 平成8年5月10日

草津市東草津三丁目１４番１号 草津市東草津三丁目２０１番地の３６ 平成15年10月10日

草津市東草津三丁目１４番２号 草津市東草津三丁目２０１番地の３７ 平成15年10月7日

草津市東草津三丁目１４番３号 草津市東草津三丁目２０１番地の３８ 平成16年2月26日

草津市東草津三丁目１４番４号 草津市東草津三丁目２０１番地の３９ 平成16年4月14日

草津市東草津三丁目１５番１号 草津市東草津三丁目２０１番地の２８ 平成16年7月13日

草津市東草津三丁目１５番２号 草津市東草津三丁目２０１番地の２９ 平成16年11月26日

草津市東草津三丁目１５番３号 草津市東草津三丁目２０１番地の３０ 平成15年10月27日

草津市東草津三丁目１５番５号 草津市東草津三丁目２０１番地の３１ 平成16年11月25日

草津市東草津三丁目１５番６号 草津市東草津三丁目２０１番地の３５ 平成15年12月1日

草津市東草津三丁目１５番８号 草津市東草津三丁目２０１番地の３４ 平成16年10月5日

草津市東草津三丁目１５番１０号 草津市東草津三丁目２０１番地の３３ 平成15年10月27日

草津市東草津三丁目１５番１１号 草津市東草津三丁目２０１番地の３２ 平成16年2月20日

草津市東草津三丁目１６番４号 草津市東草津三丁目１９５番地の７ 平成7年2月3日 第三ハイツ高樋

草津市東草津三丁目１６番５号 草津市東草津三丁目２００番地の４ 平成4年12月11日 第２ハイツ高樋

草津市東草津三丁目１６番７号 草津市東草津三丁目１９５番地の６ 昭和57年4月16日 ハイツ髙樋

草津市東草津三丁目１６番１６号 草津市東草津三丁目２０１番地の２７ 平成16年11月26日

草津市東草津三丁目１６番１８号 草津市東草津三丁目２０１番地の２５ 平成16年10月5日

草津市東草津三丁目１６番１９号 草津市東草津三丁目２０１番地の２４ 平成16年2月26日

草津市東草津三丁目１６番２０号 草津市東草津三丁目２０１番地の２３ 平成15年10月10日

草津市東草津三丁目１６番２１号 草津市東草津三丁目２０１番地の２２ 平成15年11月7日

草津市東草津三丁目１６番２２号 草津市東草津三丁目２０１番地の２１ 平成15年11月13日

草津市東草津三丁目１６番２４号 草津市東草津三丁目２０１番地の２０ 平成15年12月8日

草津市東草津三丁目１６番２５号 草津市東草津三丁目２０１番地の１９ 平成15年10月27日

草津市東草津三丁目１７番１号 草津市東草津三丁目１９６番地の９ 平成3年3月13日

草津市東草津三丁目１７番１１号 草津市東草津三丁目２０１番地の８ 平成5年4月30日

草津市東草津三丁目１７番２２号 草津市東草津三丁目２０６番地の１ 平成8年11月15日 第５ハイツ高樋
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草津市東草津三丁目１７番２３号 草津市東草津三丁目２０４番地の２ 平成19年2月21日

草津市東草津三丁目１７番２４号 草津市東草津三丁目２０４番地の３ 平成20年5月16日

草津市東草津三丁目１７番２５号 草津市東草津三丁目２０３番地の１ 平成6年6月15日

草津市東草津三丁目１７番２６号 草津市東草津三丁目２３０番地の１ 平成6年2月4日

草津市東草津三丁目１７番２７号 草津市東草津三丁目２０１番地の１ 平成2年8月8日

草津市東草津三丁目１７番２７号 草津市東草津三丁目２０１番地の７ 平成3年11月29日

草津市東草津三丁目１７番２８号 草津市東草津三丁目２０１番地の７ 平成9年3月31日

草津市東草津三丁目１８番２７号 草津市東草津三丁目１９３番地の２ 平成4年3月27日 レスト　ゴーシュー

草津市東草津三丁目２０番１２号 草津市東草津三丁目１８６番地の１ 平成15年11月17日 リバーサイド

草津市東草津三丁目２１番１４号 草津市東草津三丁目１８２番地 昭和58年5月9日

草津市東草津三丁目２２番１１号 草津市東草津三丁目１７７番地、１７８番地 平成23年2月14日 エル・オリエンテ

草津市東草津三丁目２２番３６号 草津市東草津三丁目１７４番地の１ 平成14年3月11日 エストメゾン

草津市東草津三丁目２２番３９号 草津市東草津三丁目１７６番地の６ 平成2年5月19日

草津市東草津三丁目２２番４０号 草津市東草津三丁目１７６番地の２ 平成2年12月19日

草津市東草津三丁目２２番４０号 草津市東草津三丁目１７６番地の４ 平成3年1月22日

草津市東草津三丁目２２番４０号 草津市東草津三丁目１７６番地の５ 平成3年2月14日

草津市東草津三丁目２２番４０号 草津市東草津三丁目１７６番地の３ 平成3年4月19日

草津市東草津三丁目２３番２３号 草津市東草津三丁目３番地の８ 平成7年1月9日

草津市東草津三丁目２３番２４号 草津市東草津三丁目３番地の９ 平成10年10月14日

草津市東草津三丁目２３番２５号 草津市東草津三丁目３番地の１０ 平成6年11月1日

草津市東草津三丁目２３番２６号 草津市東草津三丁目３番地の１１ 平成7年4月3日

草津市東草津三丁目２３番２８号 草津市東草津三丁目３番地の１２ 平成10年9月2日

草津市東草津三丁目２３番３２号 草津市東草津三丁目１番地１１ 平成21年11月17日

草津市東草津三丁目２３番３３号 草津市東草津三丁目２番地 平成7年6月22日 中村マンション

草津市東草津三丁目２３番３５号 草津市東草津三丁目３番地の７ 平成6年12月14日

草津市東草津三丁目２３番３６号 草津市東草津三丁目３番地の５ 平成7年9月27日

草津市東草津三丁目２３番３８号 草津市東草津三丁目３番地の３ 平成6年11月11日

草津市東草津三丁目９番３２－２号 草津市東草津三丁目２２３番地３ 平成31年3月25日

草津市東草津四丁目２番２２号 草津市東草津四丁目６９２番地 平成1年5月9日

草津市東草津四丁目２番２９－１号 草津市東草津四丁目７０７番地６ 平成24年7月24日

草津市東草津四丁目２番２９－２号 草津市東草津四丁目７０７番地７ 平成24年1月24日

草津市東草津四丁目２番２９－３号 草津市東草津四丁目７０７番地８ 平成23年5月12日

草津市東草津四丁目２番５２号 草津市東草津四丁目６９４番地７ 平成27年12月22日

草津市東草津四丁目２番５３号 草津市東草津四丁目６９４番地８ 平成27年10月16日

草津市東草津四丁目２番５４号 草津市東草津四丁目６９８番地１ 平成28年6月9日

草津市東草津四丁目２番５５号 草津市東草津四丁目６９８番地３ 平成28年1月25日

草津市東草津四丁目４番４号 草津市東草津四丁目６８７番地７ 平成22年6月18日

草津市東草津四丁目４番５号 草津市東草津四丁目６８７番地４ 平成22年5月13日

草津市東草津四丁目４番７号 草津市東草津四丁目６８７番地の１ 平成13年8月22日

草津市東草津四丁目４番８号 草津市東草津四丁目６８７番地の１ 平成13年7月18日

草津市東草津四丁目４番９号 草津市東草津四丁目６８７番地の５ 平成13年5月30日

草津市東草津四丁目４番３１号 草津市東草津四丁目６８８番地の１ 平成19年8月24日

草津市東草津四丁目４番３４－１号 草津市東草津四丁目６８７番地１０ 平成22年2月2日

草津市東草津四丁目４番３４号 草津市東草津四丁目６８８番地の２ 昭和63年6月3日

草津市東草津四丁目４番３４号 草津市東草津四丁目６８７番地９ 平成21年10月8日

草津市東草津四丁目４番３５号 草津市東草津四丁目６８７番地の８ 平成20年2月4日

草津市東草津四丁目４番３６号 草津市東草津四丁目６８８番地の４ 平成1年6月30日

草津市東草津四丁目４番３７号 草津市東草津四丁目６８８番地の２ 平成1年6月15日

草津市草津一丁目１番１４号
草津市草津一丁目１２４３番地１、１２４３
番地３

平成27年11月6日

草津市草津一丁目１番１６号 草津市草津一丁目１２４３番地の７ 昭和51年1月6日

草津市草津一丁目１番２３－１０号 草津市草津一丁目１２３９番地１４ 令和元年5月27日

草津市草津一丁目１番２３－１号 草津市草津一丁目１２３９番地１９ 平成30年8月15日

草津市草津一丁目１番２３－３号 草津市草津一丁目１２３９番地１７ 平成30年10月22日

草津市草津一丁目１番２３－４号 草津市草津一丁目１２３９番地１６ 平成30年10月22日

草津市草津一丁目１番２３－７号 草津市草津一丁目１２３９番地１１ 平成30年8月24日

草津市草津一丁目１番２３－１１号 草津市草津一丁目１２３９番地１５ 令和元年5月27日

草津市草津一丁目１番２３－２号 草津市草津一丁目１２３９番地１８ 平成31年1月10日

草津市草津一丁目１番２３－９号 草津市草津一丁目１２３９番地１３ 令和元年7月3日

草津市草津一丁目２番２号 草津市草津一丁目１２０８番地 平成1年8月25日 サテンドール草津

草津市草津一丁目３番１４号 草津市草津一丁目１２０５番地 昭和55年5月13日

草津市草津一丁目４番１６号 草津市草津一丁目１１４４番地の１２ 平成14年3月29日

草津市草津一丁目４番１７号 草津市草津一丁目１１４７番地 平成25年11月29日

草津市草津一丁目４番３３号 草津市草津一丁目１２０１番地の３ 昭和56年7月3日

草津市草津一丁目６番５号 草津市草津一丁目１１８９番地の１ 平成18年10月4日

草津市草津一丁目６番１３号 草津市草津一丁目１１６２番地 昭和58年12月6日

草津市草津一丁目６番１６号 草津市草津一丁目１１６１番地の１ 平成4年10月3日
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草津市草津一丁目６番１８号 草津市草津一丁目１１８９番地の２ 平成17年12月1日

草津市草津一丁目６番２４号 草津市草津一丁目１１９４番地の３ 平成7年4月7日 沢本　昌順

草津市草津一丁目６番２５号 草津市草津一丁目１１９４番地２ 平成26年1月31日

草津市草津一丁目７番７号 草津市草津一丁目４４９番地の１ 昭和55年11月26日

草津市草津一丁目８番１号 草津市草津一丁目１１６４番地 平成13年3月29日 メディオ草津

草津市草津一丁目８番７号 草津市草津一丁目１１７１番地の２ 平成20年10月14日

草津市草津一丁目８番９－１号 草津市草津一丁目４６８番地２他２筆 平成23年9月13日

草津市草津一丁目８番１２号 草津市草津一丁目４７２番地 令和元年10月7日

草津市草津一丁目８番１４－１号 草津市草津一丁目４７６番地５ 平成25年1月11日

草津市草津一丁目８番１６号 草津市草津一丁目４７６番地６ 平成22年4月19日

草津市草津一丁目８番１７号 草津市草津一丁目４７６番地 平成2年12月5日 タウンコート高岡

草津市草津一丁目９番１３号 草津市草津一丁目４８０番地の５ 平成6年3月1日

草津市草津一丁目１０番７号 草津市草津一丁目３７９番地１０ 令和2年7月17日

草津市草津一丁目１０番７号 草津市草津一丁目３７９番地の１０ 昭和55年10月6日

草津市草津一丁目１０番８号 草津市草津一丁目３７９番地の９ 昭和54年7月28日

草津市草津一丁目１０番８号 草津市草津一丁目３７９番地の７ 昭和56年1月16日

草津市草津一丁目１０番１１号 草津市草津一丁目３８５番地の３ 平成18年8月4日

草津市草津一丁目１０番１３号 草津市草津一丁目３８５番地の２ 平成18年3月28日

草津市草津一丁目１０番１６号 草津市草津一丁目３８０番地の１０ 昭和60年8月19日

草津市草津一丁目１０番１９号 草津市草津一丁目３８０番地の１３ 昭和53年3月11日

草津市草津一丁目１０番１９号 草津市草津一丁目３８０番地の１２ 昭和61年9月8日

草津市草津一丁目１０番１９号 草津市草津一丁目３８０番地の１４ 昭和55年10月14日

草津市草津一丁目１０番２８号 草津市草津一丁目３７５番地の４ 平成6年12月16日 エクセム

草津市草津一丁目１１番６－２号 草津市草津一丁目３８８番地の２１ 平成13年4月19日

草津市草津一丁目１１番６号 草津市草津一丁目データ無又は無番地 昭和40年5月日不詳

草津市草津一丁目１１番７号 草津市草津一丁目３８８番地の２２ 平成14年5月21日

草津市草津一丁目１１番１０号
草津市草津一丁目３８８番地１、３８８番地
１４

平成24年12月7日 ライトホープ

草津市草津一丁目１２番６号 草津市草津一丁目４０１番地の２ 平成20年9月22日

草津市草津一丁目１２番９号 草津市草津一丁目４０５番地 平成5年3月31日 サン・ルーラル

草津市草津一丁目１２番１３号 草津市草津一丁目４０３番地７ 平成25年10月31日

草津市草津一丁目１２番１４号 草津市草津一丁目４０３番地８ 平成25年10月25日

草津市草津一丁目１２番１５号 草津市草津一丁目４０３番地９ 平成25年10月25日

草津市草津一丁目１２番１６号 草津市草津一丁目４０３番地１０ 平成25年10月31日

草津市草津一丁目１２番１７－１号 草津市草津一丁目４０３番地１１ 平成25年10月31日

草津市草津一丁目１２番１７－２号 草津市草津一丁目４０３番地１２ 平成25年10月31日

草津市草津一丁目１２番１８号 草津市草津一丁目４０３番地の２ 昭和58年12月22日

草津市草津一丁目１３番１１号 草津市草津一丁目４３５番地の４ 昭和61年6月2日

草津市草津一丁目１３番１１号 草津市草津一丁目４３５番地の５ 平成1年3月23日

草津市草津一丁目１３番１２号 草津市草津一丁目４３５番地の６ 昭和61年9月3日

草津市草津一丁目１３番１２号 草津市草津一丁目４３４番地の３ 平成4年2月27日 スペリオン　草津

草津市草津一丁目１３番１３号 草津市草津一丁目４３５番地の７ 平成2年12月17日

草津市草津一丁目１３番１５号 草津市草津町４４０番地 平成3年1月10日

草津市草津一丁目１３番１７号 草津市草津一丁目４２２番地他３筆 平成25年12月26日 Ｃａｓａ　横町

草津市草津一丁目１４番３号 草津市草津一丁目４１１番地 平成31年2月20日

草津市草津一丁目１４番１７号 草津市草津一丁目４２３番地１ 令和2年2月17日

草津市草津一丁目１５番３号
草津市草津一丁目４５番地３の一部、５５番
地３、５６番地、５７番地１、５７番地４、
５７番地１１

令和元年7月11日 アンソレイエくさつ

草津市草津一丁目１６番５号
草津市草津一丁目４１４番の一部、４１９番
の一部

平成30年1月19日

草津市草津一丁目１６番２０号 草津市草津一丁目４２番地の１ 昭和62年8月25日 青木マンション

草津市草津一丁目１７番８号 草津市草津一丁目９９番地の１ 昭和58年4月16日

草津市草津一丁目１７番１１号 草津市草津一丁目９６番地の１ 昭和55年8月20日

草津市草津一丁目１８番１３号 草津市草津一丁目６２番地３ 令和元年9月19日

草津市草津一丁目１８番１４号 草津市草津一丁目７１番地の２ 昭和51年6月16日

草津市草津一丁目１８番１５号
草津市草津一丁目７２番地の７、７２番地の
８

平成15年11月27日

草津市草津一丁目１８番２８号 草津市草津一丁目６２番地の１５ 平成9年3月26日

草津市草津一丁目１８番２８号 草津市草津一丁目６３番地の１ 平成9年6月13日

草津市草津一丁目１８番２８号 草津市草津一丁目６３番地の３・６ 平成9年9月1日

草津市草津一丁目１８番２８号 草津市草津一丁目６２番地７ 令和元年7月10日

草津市草津一丁目１８番２８号 草津市草津一丁目６２番地の５ 昭和45年6月日不詳

草津市草津一丁目１９番１５号 草津市草津一丁目７３番地の３１ 平成14年8月23日

草津市草津一丁目１９番１６号 草津市草津一丁目７３番地の１８ 昭和55年2月7日

草津市草津一丁目１９番１７号 草津市草津一丁目７３番地の１６ 昭和56年10月2日

草津市草津一丁目１９番１８号 草津市草津一丁目７３番地の２０ 平成2年4月10日

草津市草津一丁目１９番２１－１号 草津市草津一丁目７３番地３７ 平成23年7月13日
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草津市草津一丁目１９番２２号 草津市草津一丁目７３番地５ 平成23年7月13日

草津市草津一丁目２０番１９号
草津市草津一丁目９４番地１，９５番地４，
９５番地５

平成26年8月25日

草津市草津一丁目２０番２０号 草津市草津一丁目８６番地の１５ 平成18年3月17日

草津市草津一丁目２０番２１号 草津市草津一丁目８６番地の１ 平成18年3月17日

草津市草津一丁目２０番３０号
草津市草津一丁目８４番地１５、８４番地２
３

令和2年4月10日 シャーメゾン　グランヴィア７

草津市草津一丁目２０番３０号 草津市草津一丁目８４番地の１８ 昭和53年9月21日

草津市草津一丁目２０番３０号 草津市草津一丁目８４番地の１６ 昭和53年9月22日

草津市草津一丁目２０番３０号 草津市草津一丁目８４番地の２７ 昭和55年7月28日

草津市草津一丁目２０番３０号 草津市草津一丁目８４番地１６他２筆 平成25年2月8日

草津市草津一丁目２０番３０号 草津市草津一丁目８４番地の１５ 昭和55年11月18日

草津市草津一丁目２０番３１号 草津市草津一丁目８４番地の３５ 昭和56年3月11日

草津市草津一丁目２０番３１号 草津市草津一丁目８４番地の３３ 昭和56年8月10日

草津市草津一丁目２０番３１号 草津市草津一丁目８４番地の３４ 昭和56年8月14日

草津市草津一丁目２０番３１号 草津市草津一丁目８４番地の２０ 平成7年6月12日

草津市草津一丁目２０番３２号 草津市草津一丁目８３番地の１５ 昭和56年1月19日

草津市草津一丁目２０番３２号 草津市草津一丁目８３番地の１７ 昭和57年11月26日

草津市草津一丁目２０番３４号 草津市草津一丁目８１番地１２、８２番地２ 平成22年11月4日 コーポ旭

草津市草津一丁目２０番３４号 草津市草津一丁目８２番地の２ 昭和43年4月日不詳

草津市草津二丁目２番１３号 草津市草津二丁目１３９番地の１ 平成6年3月11日

草津市草津二丁目２番１５号 草津市草津二丁目１３８４番地の３ 平成11年2月1日 コスモ草津弐番館

草津市草津二丁目３番３－１号 草津市草津二丁目１４１１番地の２６ 平成11年6月7日

草津市草津二丁目３番３号 草津市草津二丁目１４１１番地の２５ 平成10年3月5日

草津市草津二丁目３番１３号 草津市草津二丁目１４０９番地の１２ 平成10年4月21日

草津市草津二丁目３番１４号 草津市草津二丁目１４０９番地の１３ 平成10年9月22日

草津市草津二丁目３番１５－１０号 草津市草津二丁目１４０９番地の８ 平成14年6月4日

草津市草津二丁目３番１５－１号 草津市草津二丁目１４０９番地の１６ 平成10年12月4日

草津市草津二丁目３番１５－２号 草津市草津二丁目１４０９番地の３５ 平成12年7月27日

草津市草津二丁目３番１５－３号 草津市草津二丁目１４０９番地の３４ 平成12年2月3日

草津市草津二丁目３番１５－４号 草津市草津二丁目１４０９番地の３３ 平成12年2月3日

草津市草津二丁目３番１５－５号 草津市草津二丁目１４０９番地の３２ 平成13年2月13日

草津市草津二丁目３番１５－６号 草津市草津二丁目１４０９番地の４ 平成12年12月12日

草津市草津二丁目３番１５－７号 草津市草津二丁目１４０９番地の２７ 平成12年2月3日

草津市草津二丁目３番１５－８号 草津市草津二丁目１４０９番地の２８ 平成12年2月3日

草津市草津二丁目３番１５－９号 草津市草津二丁目１４０９番地の２９ 平成12年2月3日

草津市草津二丁目３番１８号 草津市草津二丁目１４１５番地８他一筆 平成27年12月21日

草津市草津二丁目３番１９号 草津市草津二丁目１４１６番地 平成8年1月31日 アドニス大崎

草津市草津二丁目３番２３号 草津市草津二丁目１４１６番地の３ 平成18年7月3日 ドリームコート・Ｍ・Ｙ

草津市草津二丁目３番２５号 草津市草津二丁目１４１７番地５ 令和元年11月18日 ＲＥＩ　ＧＲＡＮ　草津2丁目

草津市草津二丁目３番５３号 草津市草津二丁目１３７８番地３ 平成27年5月7日 アラモード

草津市草津二丁目３番６７号 草津市草津二丁目１４１１番地３１ 平成27年6月8日

草津市草津二丁目４番１２号 草津市草津二丁目１０８４番地の１ 昭和58年3月25日

草津市草津二丁目４番１３号 草津市草津二丁目１０８０番地 令和元年8月19日 エスリード草津本陣邸

草津市草津二丁目４番２２号 草津市草津二丁目１０５５番地 平成9年10月24日

草津市草津二丁目４番２６号 草津市草津二丁目１０２１番地４ 令和2年5月18日

草津市草津二丁目４番２７号
草津市草津二丁目１０２１番地２、１０２１
番地３

令和元年9月13日

草津市草津二丁目４番２８号 草津市草津二丁目１０２１番地の９ 昭和45年5月日不詳

草津市草津二丁目４番３８号 草津市草津二丁目１０１９番地の２ 平成16年1月21日

草津市草津二丁目４番４１－１号 草津市草津二丁目１０７４番地の２７ 平成11年1月18日

草津市草津二丁目４番４１－２号 草津市草津二丁目１０７４番地の２６ 平成11年1月18日

草津市草津二丁目４番４１－５号
草津市草津二丁目１０７４番地２２、１０７
４番地２３

平成30年10月19日

草津市草津二丁目４番４１号 草津市草津二丁目１０７４番地 昭和43年3月日不詳

草津市草津二丁目５番１２号 草津市草津二丁目１１１４番地 平成4年5月25日 コスモ草津

草津市草津二丁目５番１９号
草津市草津二丁目１１０９番地３，１１０９
番地５

平成26年9月30日

草津市草津二丁目５番１９号 草津市草津二丁目データ無又は無番地 昭和40年7月日不詳

草津市草津二丁目５番２１号 草津市草津二丁目１１０９番地１、他１筆 平成22年4月6日

草津市草津二丁目５番２４号 草津市草津二丁目１１１０番地の２ 平成16年1月21日

草津市草津二丁目５番２８号 草津市草津二丁目１１１１番地７ 平成24年1月27日

草津市草津二丁目５番３１号 草津市草津二丁目１１１４番地１ 平成28年5月16日

草津市草津二丁目５番３２号 草津市草津二丁目１１１４番地 昭和45年3月日不詳

草津市草津二丁目７番８号 草津市草津二丁目１１４３番地 昭和59年9月21日

草津市草津二丁目７番１８号 草津市草津二丁目１１００番地５ 令和元年10月1日

草津市草津二丁目７番２２号 草津市草津二丁目１１００番地 平成12年12月14日 草津栄光ハイツ

草津市草津二丁目８番９号 草津市草津二丁目１１００番地６８ 平成24年7月19日

草津市草津二丁目８番１０号 草津市草津二丁目１１００番地の６３ 平成3年3月19日
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草津市草津二丁目８番１０号 草津市草津二丁目１１００番地の６８ 平成8年3月12日

草津市草津二丁目８番１６号 草津市草津二丁目１１００番地の６４ 平成7年10月17日

草津市草津二丁目８番１７号 草津市草津二丁目１１００番地の２６ 平成8年2月15日

草津市草津二丁目１０番５号 草津市草津二丁目１０９０番地１ 平成28年3月16日

草津市草津二丁目１０番１４号 草津市草津二丁目１０８８番地１５ 令和元年9月18日

草津市草津二丁目１０番２２号 草津市草津二丁目１０７１番地 昭和56年2月23日

草津市草津二丁目１１番１０号 草津市草津二丁目１０４８番地 平成11年6月9日

草津市草津二丁目１１番２９号 草津市草津二丁目１０６０番地 平成21年12月15日 プリマヴィラ本陣

草津市草津二丁目１２番１２－１号 草津市草津二丁目５２７番地 平成12年6月30日

草津市草津二丁目１２番１２－２号
草津市草津二丁目５２７番地の３・５２８番
地の３

平成12年6月30日

草津市草津二丁目１２番１３号 草津市草津二丁目５２８番地の１ 平成12年6月30日

草津市草津二丁目１２番１５号 草津市草津二丁目５３８番地の９ 昭和62年11月30日

草津市草津二丁目１２番１６－２号 草津市草津二丁目５３９番地１ 平成27年3月13日

草津市草津二丁目１２番１６号 草津市草津二丁目５４１番地１ 平成31年2月20日 リーリエコート

草津市草津二丁目１２番１９号 草津市草津二丁目５４３番地の１ 平成4年10月13日

草津市草津二丁目１２番２２号 草津市草津二丁目５４３番地の４ 平成4年3月24日

草津市草津二丁目１２番２５号 草津市草津二丁目５４３番地５ 平成28年5月17日

草津市草津二丁目１３番１１号 草津市草津二丁目５０９番地の６ 平成7年9月11日

草津市草津二丁目１３番１２号 草津市草津二丁目５０９番地の８ 平成6年2月21日

草津市草津二丁目１３番１５号 草津市草津二丁目５０６番地の５ 昭和51年1月29日

草津市草津二丁目１３番１７号 草津市草津二丁目５２２番地の１ 昭和41年6月日不詳

草津市草津二丁目１４番６号 草津市草津二丁目データ無又は無番地 昭和46年11月27日

草津市草津二丁目１４番１２号 草津市草津二丁目４９８番地の１ 平成5年9月14日 リバティハウスくさつ

草津市草津二丁目１４番１３号 草津市草津二丁目４９９番地の４ 昭和60年5月23日

草津市草津二丁目１４番１４号 草津市草津二丁目５００番地の５ 昭和59年9月10日 草津ロイヤルプラザ

草津市草津二丁目１４番２１号 草津市草津二丁目５０３番地の６ 平成10年9月14日

草津市草津二丁目１４番２２号 草津市草津二丁目５０３番地の５ 平成10年9月14日

草津市草津二丁目１４番２３号 草津市草津二丁目５０３番地の４ 平成11年1月18日

草津市草津二丁目１４番２３号 草津市草津二丁目５０３番地 昭和46年11月24日

草津市草津二丁目１４番２４号 草津市草津二丁目５０３番地の１ 平成13年5月31日

草津市草津二丁目１４番２５号 草津市草津二丁目５０３番地の３ 平成10年12月7日

草津市草津二丁目１４番２７号 草津市草津二丁目５０４番地の３ 平成9年10月13日

草津市草津二丁目１４番４１号 草津市草津二丁目４９８番地の８ 昭和45年6月日不詳

草津市草津二丁目１４番４３号 草津市草津二丁目データ無又は無番地 昭和45年6月日不詳

草津市草津二丁目１５番２号 草津市草津二丁目３６０番地 昭和43年11月日不詳

草津市草津二丁目１５番６号 草津市草津二丁目３６１番地の１ 平成7年3月28日

草津市草津二丁目１５番１３号 草津市草津二丁目３４７番地４ 平成24年3月16日 ソルボンヌ　Ⅱ

草津市草津二丁目１５番１４号 草津市草津二丁目３４７番地の５ 平成20年7月14日 ソルボンヌ

草津市草津二丁目１５番３６号 草津市草津二丁目３４５番地の６ 昭和44年4月日不詳

草津市草津二丁目１６番１５号 草津市草津二丁目３３３番地の１ 昭和44年2月日不詳

草津市草津二丁目１６番１７号 草津市草津二丁目３３３番地の５ 平成3年2月8日

草津市草津二丁目１６番３０号 草津市草津二丁目３６８番地の５ 平成17年10月26日

草津市草津二丁目１６番３５－２号 草津市草津二丁目３７１番地１８ 令和2年12月4日

草津市草津二丁目１６番３５号 草津市草津二丁目３７１番地 昭和62年4月20日

草津市草津二丁目１６番３５号 草津市草津二丁目３７１番地 昭和62年6月11日

草津市草津二丁目１６番３５号 草津市草津二丁目３７１番地の１１ 昭和62年9月20日

草津市草津二丁目１６番３５号 草津市草津二丁目３７０番地 平成24年1月26日

草津市草津二丁目１６番３５号 草津市草津二丁目３７１番地の１ 昭和43年12月日不詳

草津市草津二丁目１６番３５号 草津市草津二丁目３７１番地の１２ 昭和43年3月日不詳

草津市草津二丁目１６番４３号 草津市草津二丁目３７４番地の６ 昭和47年3月24日

草津市草津二丁目１６番４４号 草津市草津二丁目３７３番地の３ 平成13年8月29日

草津市草津二丁目１６番４５号 草津市草津二丁目３７３番地の１ 平成14年9月2日

草津市草津二丁目１６番４６号 草津市草津二丁目３７３番地の１ 昭和53年3月4日

草津市草津二丁目１６番５０号 草津市草津二丁目３０４番地の１ 昭和43年7月日不詳

草津市草津二丁目１６番５１号 草津市草津二丁目３０４番地の６ 平成8年11月18日

草津市草津二丁目１６番５６号 草津市草津二丁目３０２番地の５ 平成2年6月25日

草津市草津二丁目１６番５６号
草津市草津二丁目３０２番地の１、５３０３
番地の１、３

平成20年5月8日 エバーグリーンコート山中　Ａ棟・Ｂ棟

草津市草津二丁目１６番１７０号 草津市草津二丁目３３３番地の５ 平成3年2月8日

草津市草津三丁目１番３号 草津市草津三丁目１６０２番地１８ 平成25年9月26日

草津市草津三丁目１番２９号 草津市草津三丁目１５９９番地 昭和58年11月8日

草津市草津三丁目２番６－１号 草津市草津三丁目１６０６番地３ 平成24年10月18日

草津市草津三丁目２番６号 草津市草津三丁目１６０６番地 昭和45年3月日不詳

草津市草津三丁目２番９号 草津市草津三丁目１６０６番地他２筆 平成27年3月3日 メゾンドロジェ

草津市草津三丁目２番１１号
草津市草津三丁目１６０７番地４、１６０９
番地１９

平成22年2月12日

草津市草津三丁目２番１４号 草津市草津三丁目１００７番地の８ 平成4年3月27日 キャピタル本陣
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草津市草津三丁目３番１２号 草津市草津三丁目１７２０番地の３ 平成12年11月24日

草津市草津三丁目３番１５号 草津市草津三丁目１７２１番地の５ 平成1年10月2日

草津市草津三丁目４番１５号 草津市草津三丁目１１７４番地 昭和44年9月日不詳

草津市草津三丁目４番３３号 草津市草津三丁目１７１８番地 平成13年12月19日

草津市草津三丁目５番５号 草津市草津三丁目９３８番地の３ 昭和51年8月26日

草津市草津三丁目５番１０号 草津市草津三丁目９２２番地の２ 平成7年7月18日

草津市草津三丁目５番１１号 草津市草津三丁目９２２番地の３ 平成7年7月18日

草津市草津三丁目５番１３号 草津市草津三丁目９２２番地の４ 平成7年7月18日

草津市草津三丁目５番２６号 草津市草津三丁目９１０番地 平成12年1月24日

草津市草津三丁目５番２９号
草津市草津三丁目９０７番地１、９０８番
地、９０９番地１

令和2年11月10日

草津市草津三丁目６番７号 草津市草津三丁目１０２４番地 昭和46年6月9日

草津市草津三丁目６番９号 草津市草津三丁目９４７番地 平成3年10月14日

草津市草津三丁目６番１５号 草津市草津三丁目９４７番地の５ 平成6年1月27日

草津市草津三丁目６番１６号 草津市草津三丁目９４７番地の５ 平成6年1月27日

草津市草津三丁目６番１７号 草津市草津三丁目９４７番地の４ 平成8年11月1日

草津市草津三丁目７番４号 草津市草津三丁目９６７番地の２ 平成5年3月5日

草津市草津三丁目７番５号 草津市草津三丁目９６８番地の１ 昭和60年5月10日

草津市草津三丁目７番５号 草津市草津三丁目９６７番地の３ 平成5年3月5日

草津市草津三丁目７番９号 草津市草津三丁目９６９番地 平成11年2月20日

草津市草津三丁目７番１２号 草津市草津三丁目９６５番地 昭和51年8月5日

草津市草津三丁目７番１２号 草津市草津三丁目９７４番地 昭和58年4月25日

草津市草津三丁目７番１２号 草津市草津三丁目９７４番地 昭和58年10月6日

草津市草津三丁目７番１５号 草津市草津三丁目９３６番地 平成9年1月13日

草津市草津三丁目７番１５号 草津市草津三丁目９５４番地 平成25年11月18日 シャーメゾン　ヴィバーチェ

草津市草津三丁目７番２４号 草津市草津三丁目データ無又は無番地 昭和45年7月日不詳

草津市草津三丁目７番２５号 草津市草津三丁目９３７番地の２ 平成13年2月23日 プラムコート

草津市草津三丁目８番１１号 草津市草津三丁目１０１４番地２７ 平成25年2月15日

草津市草津三丁目９番１４－１号 草津市草津三丁目１０３５番地 平成24年6月6日

草津市草津三丁目９番１８号 草津市草津三丁目１０２４番地 昭和43年10月日不詳

草津市草津三丁目９番１９－２号 草津市草津三丁目１００７番地の３ 平成16年7月2日

草津市草津三丁目９番１９－３号 草津市草津三丁目１００７番地の４ 平成16年6月18日

草津市草津三丁目９番１９－４号 草津市草津三丁目１００７番地の５ 平成16年5月6日

草津市草津三丁目９番１９－５号 草津市草津三丁目１００７番地の６ 平成16年5月6日

草津市草津三丁目９番３０号 草津市草津三丁目９８９番地 平成4年8月3日

草津市草津三丁目９番３２号 草津市草津三丁目１０１４番地の２４ 平成8年5月10日

草津市草津三丁目９番３６－１号 草津市草津三丁目１０１４番地の２１ 平成14年5月22日

草津市草津三丁目９番３６－２号 草津市草津三丁目１０１４番地の３７ 平成12年6月28日

草津市草津三丁目９番３６－３号 草津市草津三丁目１０１４番地２０ 平成22年3月1日

草津市草津三丁目９番３６号 草津市草津三丁目１０１４番地の２３ 平成8年3月11日

草津市草津三丁目９番３８号 草津市草津三丁目１０１４番地３１ 平成30年10月15日

草津市草津三丁目９番３８－２号 草津市草津三丁目１０１４番地３８ 令和2年5月21日

草津市草津三丁目９番３９－１号 草津市草津三丁目１０１４番地の３２ 平成17年6月7日

草津市草津三丁目９番４２号 草津市草津三丁目１０１４番地３４ 令和元年7月5日

草津市草津三丁目１０番４号 草津市草津三丁目１０３７番地の２ 平成10年10月21日

草津市草津三丁目１０番８号 草津市草津三丁目１０４２番地 昭和51年7月24日

草津市草津三丁目１０番２０号 草津市草津三丁目５５７番地の３ 昭和50年8月29日

草津市草津三丁目１０番４１号 草津市草津三丁目１００５番地 平成23年7月25日 ラフィーネ千代田

草津市草津三丁目１０番４４号 草津市草津三丁目１０３０番地 平成18年6月13日 マードレ

草津市草津三丁目１０番４６号 草津市草津三丁目１００３番地 平成9年3月27日

草津市草津三丁目１１番２９号 草津市草津三丁目９３３番地 平成5年2月26日

草津市草津三丁目１１番３３号 草津市草津三丁目９３４番地 昭和54年3月19日

草津市草津三丁目１１番３４号 草津市草津三丁目９５５番地 平成11年9月1日 アンシャンテ草津

草津市草津三丁目１１番３５号 草津市草津三丁目９７７番地の４ 平成10年11月24日

草津市草津三丁目１１番４０号
草津市草津三丁目９８１番地１、９８１番地
３

平成30年11月9日

草津市草津三丁目１２番７号 草津市草津三丁目９２７番地 平成14年2月21日

草津市草津三丁目１２番１５号 草津市草津三丁目８７５番地の７ 昭和51年7月5日

草津市草津三丁目１２番３０号 草津市草津三丁目８８０番地１ 平成25年9月24日 アリエーテ草津

草津市草津三丁目１２番３６号
草津市草津三丁目９２５番地２、９２５番地
３

令和2年12月16日

草津市草津三丁目１３番３０号 草津市草津三丁目５７２番地の１ 平成3年9月3日

草津市草津三丁目１３番４７号 草津市草津三丁目５７２番地の６８ 平成5年11月29日

草津市草津三丁目１３番４７号 草津市草津三丁目５７２番地の７０ 平成7年9月19日

草津市草津三丁目１３番５３号 草津市草津三丁目５７２番地の２５ 平成8年6月3日

草津市草津三丁目１３番５６号 草津市草津三丁目５７２番地の２４ 昭和51年4月23日

草津市草津三丁目１３番５６号 草津市草津三丁目５７２番地の２６ 昭和48年5月日不詳

草津市草津三丁目１３番５９号 草津市草津三丁目５７２番地 昭和47年3月14日
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草津市草津三丁目１３番６２号 草津市草津三丁目５７２番地の６ 昭和58年2月15日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地３３ 平成30年5月1日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地の６ 昭和62年12月1日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地の３１ 平成9年3月27日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地７２ 平成10年3月17日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地の７２ 平成10年9月17日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地２９ 平成23年12月9日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地３８ 平成27年9月28日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地７４ 平成28年2月16日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地７３ 平成28年8月10日

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地の３４ 昭和48年5月日不詳

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地の３６ 昭和48年8月日不詳

草津市草津三丁目１３番６３号 草津市草津三丁目５７２番地の３４ 平成10年10月13日

草津市草津三丁目１３番６４号 草津市草津三丁目５７２番地の３９ 平成5年2月5日

草津市草津三丁目１３番６４号 草津市草津三丁目５７２番地の５０ 昭和47年7月日不詳

草津市草津三丁目１３番６４号 草津市草津三丁目５７２番地の４０ 昭和48年10月日不詳

草津市草津三丁目１３番６４号 草津市草津三丁目５７２番地の４６ 昭和48年5月日不詳

草津市草津三丁目１３番６６号 草津市草津三丁目５７２番地９ 平成28年8月5日

草津市草津三丁目１３番７０号 草津市草津三丁目５７２番地の４８ 昭和56年9月30日

草津市草津三丁目１３番７０号 草津市草津三丁目５７２番地の４７ 昭和58年4月9日

草津市草津三丁目１３番７０号 草津市草津三丁目５７２番地の６０ 昭和48年5月日不詳

草津市草津三丁目１３番７０号 草津市草津三丁目５７２番地の５４ 昭和48年6月日不詳

草津市草津三丁目１３番７３号
草津市草津三丁目５７２番地１３、５７２番
地１４

平成23年1月14日 エトワール

草津市草津三丁目１３番７５号 草津市草津三丁目５５８番地 昭和54年3月19日

草津市草津三丁目１３番７７号 草津市草津三丁目５５７番地 昭和46年11月12日

草津市草津三丁目１３番８１号 草津市草津三丁目５５５番地 平成4年12月11日

草津市草津三丁目１３番８５号 草津市草津三丁目５５２番地 平成7年3月6日

草津市草津三丁目１４番１６号 草津市草津三丁目６１７番地３ 平成26年7月16日

草津市草津三丁目１４番２９号 草津市草津三丁目６１４番地７ 平成23年9月30日

草津市草津三丁目１４番３０号 草津市草津三丁目６１４番地の８ 昭和58年3月24日

草津市草津三丁目１４番３０号 草津市草津三丁目６１４番地の１ 昭和60年12月1日

草津市草津三丁目１４番３０号 草津市草津三丁目６１４番地 昭和44年3月日不詳

草津市草津三丁目１４番３０号 草津市草津三丁目６１４番地の１２ 昭和51年10月19日

草津市草津三丁目１４番３３号 草津市草津三丁目６１２番地の１ 昭和55年1月28日

草津市草津三丁目１４番３３号
草津市草津三丁目５９６番地４、６１２番地
１

令和元年12月12日

草津市草津三丁目１４番３４号 草津市草津三丁目５９６番地の２ 平成2年3月16日

草津市草津三丁目１４番３５号 草津市草津三丁目５９５番地の２ 昭和61年5月24日

草津市草津三丁目１４番４４号 草津市草津三丁目５８９番地の２ 昭和58年5月23日

草津市草津三丁目１４番４５号 草津市草津三丁目５８７番地の２ 平成4年11月17日

草津市草津三丁目１４番７５号 草津市草津三丁目５７８番地の２ 昭和55年1月24日

草津市草津三丁目１４番７５号 草津市草津三丁目５７８番地の２他 平成1年10月12日

草津市草津三丁目１４番７５号 草津市草津三丁目５７８番地の２ 平成1年10月13日

草津市草津四丁目１番１８号 草津市草津四丁目８５８番地 平成3年4月6日

草津市草津四丁目１番２０－３号 草津市草津四丁目８４９番地１０ 平成31年3月14日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地の１２ 昭和56年1月22日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地の１２ 昭和56年3月5日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地の１０ 昭和57年4月9日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地の１５ 昭和57年6月17日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地の７ 昭和57年6月23日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地の１３ 昭和57年8月5日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地の９ 昭和58年4月14日

草津市草津四丁目１番２１号 草津市草津四丁目８４９番地１５ 平成25年6月19日

草津市草津四丁目１番２６号 草津市草津四丁目８５１番地 平成6年1月4日 ハイツ宮の森

草津市草津四丁目１番４４号 草津市草津四丁目１７３８番地 昭和57年2月15日

草津市草津四丁目２番３８号 草津市草津四丁目１７５７番地の２ 昭和57年3月23日

草津市草津四丁目２番３９号 草津市草津四丁目１７５７番地の１０ 昭和55年3月27日

草津市草津四丁目２番３９号 草津市草津四丁目１７５６番地の１３ 昭和62年2月日不詳

草津市草津四丁目２番４０号 草津市草津四丁目１７５７番地の１５ 昭和55年3月13日

草津市草津四丁目２番４０号 草津市草津四丁目１７５６番地の１ 昭和61年5月9日

草津市草津四丁目２番４０号 草津市草津四丁目１７５６番地の４ 昭和61年6月30日

草津市草津四丁目２番４０号 草津市草津四丁目１７５６番地の１６ 昭和62年9月1日

草津市草津四丁目２番４０号 草津市草津四丁目１７５６番地の１５ 昭和62年9月29日

草津市草津四丁目２番４０号 草津市草津四丁目１７５６番地の３ 昭和60年10月31日

草津市草津四丁目２番４０号 草津市草津四丁目１７５６番地の６ 昭和60年11月12日

草津市草津四丁目２番４１号 草津市草津四丁目１７５７番地の５ 昭和53年8月5日
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草津市草津四丁目２番４２号 草津市草津四丁目１７５７番地の８ 昭和61年4月1日

草津市草津四丁目２番４３号 草津市草津四丁目１７５６番地の２ 昭和60年10月31日

草津市草津四丁目２番４４号 草津市草津四丁目１７５５番地の７ 昭和60年3月29日

草津市草津四丁目２番４４号 草津市草津四丁目１７５５番地の８ 昭和60年7月12日

草津市草津四丁目２番４４号 草津市草津四丁目１７５５番地の８ 昭和60年11月7日

草津市草津四丁目２番４５号 草津市草津四丁目１７５４番地 昭和54年4月2日

草津市草津四丁目２番４５号 草津市草津四丁目１７５４番地の５ 昭和56年5月26日

草津市草津四丁目２番４５号 草津市草津四丁目１７５４番地 昭和62年2月3日

草津市草津四丁目２番４５号 草津市草津四丁目１７５４番地の６ 昭和55年11月22日

草津市草津四丁目２番４５号 草津市草津四丁目１７５４番地の３ 昭和56年12月17日

草津市草津四丁目２番４５号 草津市草津四丁目１７５４番地の２ 昭和57年12月17日

草津市草津四丁目２番４７号 草津市草津四丁目１７６８番地 昭和57年3月29日

草津市草津四丁目３番３－２号 草津市草津四丁目１７７０番地の１４・１７ 平成13年4月16日

草津市草津四丁目３番３号 草津市草津四丁目１７７０番地の９ 平成9年1月31日

草津市草津四丁目３番３号 草津市草津四丁目１７７０番地の１０ 平成9年8月8日

草津市草津四丁目３番３号 草津市草津四丁目１７７０番地の１８ 平成11年1月12日

草津市草津四丁目３番４号 草津市草津四丁目１７６６番地４ 平成30年1月25日

草津市草津四丁目３番４号 草津市草津四丁目１７６６番地の１０ 平成9年6月9日

草津市草津四丁目３番５号 草津市草津四丁目１７６７番地の２ 平成7年2月7日 プラザハイツ

草津市草津四丁目３番８号 草津市草津四丁目１７５８番地 昭和57年2月18日

草津市草津四丁目３番１３号 草津市草津四丁目８０６番地の１４ 昭和52年2月8日

草津市草津四丁目３番１３号 草津市草津四丁目８０６番地 昭和54年11月6日

草津市草津四丁目３番１４号 草津市草津四丁目８０６番地の５ 昭和52年3月19日

草津市草津四丁目３番１４号 草津市草津四丁目８０６番地 昭和51年11月19日

草津市草津四丁目３番１４号 草津市草津四丁目８０６番地の１５ 昭和54年11月13日

草津市草津四丁目３番１５号 草津市草津四丁目８０６番地の６ 昭和61年8月8日

草津市草津四丁目３番２６号 草津市草津四丁目８０２番地 平成6年6月21日 草津パーク・ホームズ

草津市草津四丁目３番２９号 草津市草津四丁目７９９番地 平成2年11月20日

草津市草津四丁目３番３１号 草津市草津四丁目１７６２番地の１ 平成17年2月21日 リビエールⅡ番館

草津市草津四丁目３番３２号 草津市草津四丁目１７６２番地の８ 平成12年2月16日 リビエール

草津市草津四丁目４番１８号
草津市草津四丁目８１９番地７、８１９番地
１０、８１９番地１２

令和元年12月6日

草津市草津四丁目４番１９号 草津市草津四丁目８１９番地６ 令和元年10月3日

草津市草津四丁目４番２８号 草津市草津四丁目８１９番地１ 令和元年9月24日

草津市草津四丁目４番３０号
草津市草津四丁目８１９番地５、８１９番地
９

令和元年11月15日

草津市草津四丁目４番３１号 草津市草津四丁目８２８番地，８２９番地１ 平成26年8月22日

草津市草津四丁目４番３２－２号 草津市草津四丁目８２０番地の１０ 平成13年5月11日

草津市草津四丁目４番３２－３号 草津市草津四丁目８２０番地の１１ 平成13年3月15日

草津市草津四丁目４番３２－４号 草津市草津四丁目８２０番地の８ 平成12年10月3日

草津市草津四丁目４番３２－５号 草津市草津四丁目８２０番地の７ 平成13年1月9日

草津市草津四丁目４番３２－６号 草津市草津四丁目８２０番地の２ 平成12年12月4日

草津市草津四丁目４番３７号 草津市草津四丁目８３４番地２ 令和元年5月24日

草津市草津四丁目４番３８号 草津市草津四丁目８３４番地１ 令和元年8月27日

草津市草津四丁目６番１０号 草津市草津四丁目７５９番地の６ 平成2年5月24日

草津市草津四丁目６番１４号 草津市草津四丁目７６４番地の１ 昭和57年7月30日

草津市草津四丁目６番１４号 草津市草津四丁目７６４番地の２１ 昭和60年8月19日

草津市草津四丁目６番１４号 草津市草津四丁目７６４番地の２２ 昭和64年1月4日

草津市草津四丁目６番１５号 草津市草津四丁目７６５番地の２ 昭和60年1月7日

草津市草津四丁目６番１５号 草津市草津四丁目７６５番地の１４ 昭和60年2月7日

草津市草津四丁目６番１５号 草津市草津四丁目７６５番地の１３ 昭和60年3月14日

草津市草津四丁目６番２７号 草津市草津四丁目７６９番地の２ 昭和50年9月4日

草津市草津四丁目６番２７号 草津市草津四丁目７６６番地の４ 昭和60年9月9日

草津市草津四丁目６番２７号 草津市草津四丁目７６６番地の１ 平成2年1月20日

草津市草津四丁目６番２７号 草津市草津四丁目７６８番地の４ 昭和45年12月日不詳

草津市草津四丁目６番３０号 草津市草津四丁目７６９番地の１ 昭和45年5月日不詳

草津市草津四丁目６番３３－１号 草津市草津四丁目７６８番地８ 令和元年10月29日

草津市草津四丁目６番３３－２号 草津市草津四丁目７６８番地７ 令和2年2月17日

草津市草津四丁目６番３３－３号 草津市草津四丁目７６８番地１ 令和元年10月29日

草津市草津四丁目６番３７号 草津市草津四丁目７６４番地の２ 平成3年10月19日

草津市草津四丁目７番７号 草津市草津四丁目７７８番地 平成15年9月5日

草津市草津四丁目７番８号 草津市草津四丁目７８０番地の２７ 昭和46年10月6日

草津市草津四丁目７番８号 草津市草津四丁目７８０番地 昭和50年11月18日

草津市草津四丁目７番９号 草津市草津四丁目７８０番地の２７ 平成20年9月30日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地 昭和46年4月5日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地 昭和46年4月19日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地 昭和46年6月11日
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草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地 昭和46年6月25日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地の５ 昭和46年8月30日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地の５０ 昭和46年9月27日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地の２２ 昭和47年2月3日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地の４４ 平成5年8月10日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地の５０ 平成7年5月12日

草津市草津四丁目７番１０号
草津市草津四丁目７８０番地４８、７８０番
地６９

平成25年4月10日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地２ 令和2年7月17日

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地 昭和45年12月日不詳

草津市草津四丁目７番１０号 草津市草津四丁目７８０番地の２４ 昭和46年12月16日

草津市草津四丁目７番１２号 草津市草津四丁目７８１番地の２ 平成6年6月28日

草津市草津四丁目７番１２号 草津市草津四丁目７８１番地の１１ 昭和47年5月日不詳

草津市草津四丁目７番１７号
草津市草津四丁目７８１番地３、７８１番地
７、７８２番地２

令和2年6月29日

草津市草津四丁目７番２１号 草津市草津四丁目７１８番地の２ 昭和44年4月日不詳

草津市草津四丁目７番２６号 草津市草津四丁目７２３番地の５ 昭和46年7月19日

草津市草津四丁目７番４１号 草津市草津四丁目７１５番地 昭和51年1月10日

草津市草津四丁目７番４３号 草津市草津四丁目７１６番地の２ 平成8年12月11日

草津市草津四丁目７番５０号 草津市草津四丁目７８６番地 昭和49年7月日不詳

草津市草津四丁目７番５５号 草津市草津四丁目７８７番地の７ 昭和44年6月日不詳

草津市草津四丁目７番５９号 草津市草津四丁目７８８番地の７ 平成2年8月20日

草津市草津四丁目８番１０号 草津市草津四丁目７５５番地の４ 平成19年2月14日

草津市草津四丁目８番１１号 草津市草津四丁目７５６番地の２ 昭和54年4月18日

草津市草津四丁目８番１９号 草津市草津四丁目７４６番地の８ 平成15年2月26日

草津市草津四丁目８番２０号 草津市草津四丁目７４５番地の４ 平成5年10月25日 ハイツサンエイ

草津市草津四丁目８番２０号 草津市草津四丁目７４５番地 昭和44年1月日不詳

草津市草津四丁目８番２４号 草津市草津四丁目７４４番地の１ 昭和47年5月日不詳

草津市草津四丁目８番３４号 草津市草津四丁目７３番地の５ 昭和51年1月19日

草津市草津四丁目８番３８号 草津市草津四丁目７３１番地の１ 平成15年12月12日

草津市草津四丁目８番４１号 草津市草津四丁目７５０番地の９ 平成1年7月6日

草津市草津四丁目８番４１号 草津市草津四丁目７５０番地の２６ 平成2年3月22日

草津市草津四丁目８番４１号 草津市草津四丁目７５０番地の２５ 平成2年4月11日

草津市草津四丁目８番４１号 草津市草津四丁目７５０番地の１０ 平成2年8月20日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の１１ 平成1年5月16日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の１８ 平成1年6月2日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の１４ 平成1年6月21日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の２０ 平成1年6月24日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の１３ 平成1年9月16日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の２３ 平成2年1月17日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の１２ 平成2年3月1日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の２１ 平成2年3月3日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の２２ 平成2年10月23日

草津市草津四丁目８番４３号 草津市草津四丁目７５０番地の２４ 平成2年10月30日

草津市草津四丁目８番４４号 草津市草津四丁目７５０番地の２９ 平成14年3月15日

草津市草津四丁目８番４７号 草津市草津四丁目７５１番地の４ 昭和52年4月26日

草津市草津四丁目８番４８号 草津市草津四丁目７５１番地 昭和61年4月1日

草津市草津四丁目８番５３号 草津市草津四丁目７５２番地の２ 平成2年6月8日

草津市草津四丁目８番５３号 草津市草津四丁目７５２番地の６ 平成5年8月27日 ヴィラ草津

草津市草津二丁目３番６４号
草津市草津二丁目１４１１番地２９、１３８
４番地８

平成30年11月22日

草津市草津二丁目４番４５号
草津市草津二丁目１０７４番地３、１０７５
番地の一部

平成30年5月25日 franc brise

草津市草津三丁目４番３－１号 草津市草津三丁目９０５番地４ 平成30年4月10日

草津市西草津一丁目１番２号 草津市西草津一丁目１２５１番地１ 令和2年11月19日 リブリ・西草津

草津市西草津一丁目１番５号 草津市西草津一丁目１５７３番地の４４ 昭和44年9月日不詳

草津市西草津一丁目１番６－２号
草津市西草津一丁目１２５２番地７、１２５
２番地１８

平成30年2月27日

草津市西草津一丁目１番６号 草津市西草津一丁目１３５２番地 昭和50年7月28日

草津市西草津一丁目１番６号 草津市西草津一丁目１２５２番地の４ 昭和50年7月30日

草津市西草津一丁目１番６号 草津市西草津一丁目１２５２番地の１６ 昭和51年8月4日

草津市西草津一丁目１番６号 草津市西草津一丁目１２５２番地の８ 昭和51年8月10日

草津市西草津一丁目１番６号 草津市西草津一丁目１２５２番地の１９ 平成14年10月25日

草津市西草津一丁目１番８号 草津市西草津一丁目１２６０番地の１ 平成11年7月8日 レオパレス　リバーコート

草津市西草津一丁目１番１０号 草津市西草津一丁目１２６０番地の７ 平成20年10月20日 レオパレス　リバーコートＮＥＯ

草津市西草津一丁目１番１５号 草津市西草津一丁目１２６０番地の３ 平成13年4月4日

草津市西草津一丁目１番２１号 草津市西草津一丁目１２６４番地の３ 平成5年9月7日

草津市西草津一丁目１番２９号 草津市西草津一丁目１２６４番地の２ 平成5年1月27日

草津市西草津一丁目１番３２号 草津市西草津一丁目１２６３番地の５ 昭和59年12月6日
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草津市西草津一丁目１番３３号 草津市西草津一丁目１２５９番地１ 平成27年5月21日 エバー・プロムナード

草津市西草津一丁目１番３４号 草津市西草津一丁目１２６３番地の５ 昭和59年12月6日

草津市西草津一丁目１番４３号 草津市西草津一丁目１２５２番地の２ 昭和43年11月日不詳

草津市西草津一丁目２番１２号 草津市西草津一丁目１２７２番地の７ 平成4年4月24日

草津市西草津一丁目２番１２号 草津市西草津一丁目１２６９番地の１ 平成4年8月3日

草津市西草津一丁目２番１３号 草津市西草津一丁目１２７２番地の６ 平成4年4月24日

草津市西草津一丁目２番２１号 草津市西草津一丁目１２６９番地の４ 平成4年7月18日

草津市西草津一丁目３番２４号 草津市西草津一丁目１２７４番地 昭和63年7月27日 ハイツ・じゅえる

草津市西草津一丁目４番１２号 草津市西草津一丁目１２６５番地 昭和58年12月15日

草津市西草津一丁目４番１３号 草津市西草津一丁目１２６５番地 昭和58年12月15日

草津市西草津一丁目４番１４号 草津市西草津一丁目１２６５番地の１ 昭和58年5月10日

草津市西草津一丁目４番１５号 草津市西草津一丁目１２６５番地の１ 昭和58年5月10日

草津市西草津一丁目４番１７号 草津市西草津一丁目１２６６番地の２ 昭和59年12月6日

草津市西草津一丁目４番１８号 草津市西草津一丁目１２６６番地の１ 昭和59年12月6日

草津市西草津一丁目４番２０号 草津市西草津一丁目１２７５番地 昭和58年5月10日

草津市西草津一丁目４番２８号 草津市西草津一丁目１２９０番地の２ 昭和57年5月28日

草津市西草津一丁目４番２９号 草津市西草津一丁目１２９０番地の３ 昭和57年5月28日

草津市西草津一丁目４番３０号 草津市西草津一丁目１２９０番地の４ 昭和55年11月11日

草津市西草津一丁目４番３３号 草津市西草津一丁目１２９０番地の５ 昭和55年11月11日

草津市西草津一丁目４番３４号 草津市西草津一丁目１２９０番地の６ 昭和45年7月日不詳

草津市西草津一丁目４番３４号 草津市西草津一丁目１２９０番地の６ 昭和55年11月11日

草津市西草津一丁目４番３５号 草津市西草津一丁目１２９０番地の７ 昭和55年11月11日

草津市西草津一丁目４番３６号 草津市西草津一丁目１２９０番地の８ 昭和55年11月11日

草津市西草津一丁目４番３７号 草津市西草津一丁目１３２７番地の１ 昭和58年5月10日

草津市西草津一丁目４番３８号 草津市西草津一丁目１３２７番地の２ 昭和58年5月10日

草津市西草津一丁目４番３９号 草津市西草津一丁目１３３２番地の５ 昭和56年9月28日

草津市西草津一丁目４番４０号 草津市西草津一丁目１３３２番地の６ 昭和56年9月28日

草津市西草津一丁目４番４１号 草津市西草津一丁目１３３２番地の７ 昭和56年9月28日

草津市西草津一丁目４番４３号 草津市西草津一丁目１３３２番地の８ 昭和56年9月28日

草津市西草津一丁目５番５号 草津市西草津一丁目１３０４番地の１ 平成14年3月22日 クリスティーヌ

草津市西草津一丁目５番８－６号 草津市西草津一丁目１３００番地１８ 令和2年11月16日

草津市西草津一丁目５番８号 草津市西草津一丁目１３００番地の６ 昭和57年9月30日

草津市西草津一丁目５番１０号 草津市西草津一丁目１３２０番地の１ 昭和59年3月6日

草津市西草津一丁目５番１１号 草津市西草津一丁目１３２２番地の３ 昭和53年7月7日

草津市西草津一丁目５番２０号 草津市西草津一丁目１３３３番地の１ 昭和53年8月22日

草津市西草津一丁目５番２６号 草津市西草津一丁目１３３３番地の１ 昭和53年8月22日

草津市西草津一丁目５番２９号 草津市西草津一丁目１３３３番地の１ 昭和53年8月22日

草津市西草津一丁目５番３１号 草津市西草津一丁目１３２３番地の５ 昭和61年7月14日

草津市西草津一丁目５番３２号 草津市西草津一丁目１３２９番地の９ 平成18年2月6日

草津市西草津一丁目５番３３号 草津市西草津一丁目１３２３番地の８ 平成16年4月12日

草津市西草津一丁目５番３４号 草津市西草津一丁目１３２５番地の３ 平成18年2月6日

草津市西草津一丁目５番３５号 草津市西草津一丁目１３２４番地の２ 昭和59年4月23日

草津市西草津一丁目５番３５号 草津市西草津一丁目１３２４番地の１ 昭和54年12月11日

草津市西草津一丁目５番３８号 草津市西草津一丁目１２９２番地の１ 昭和57年9月30日

草津市西草津一丁目５番４０号 草津市西草津一丁目１３００番地の４ 昭和57年9月30日

草津市西草津一丁目５番４２号 草津市西草津一丁目１３００番地の１１ 昭和57年9月30日

草津市西草津一丁目６番２７号 草津市西草津一丁目１３１２番地の４ 昭和57年5月28日

草津市西草津一丁目７番３号 草津市西草津一丁目１４３７番地１０ 平成30年8月9日

草津市西草津一丁目７番６号 草津市西草津一丁目１４３７番地の５ 昭和51年6月14日

草津市西草津一丁目７番９号
草津市西草津一丁目１４３７番地２の一部、
１４３７番地３

平成21年3月9日 コメット

草津市西草津一丁目７番１３号 草津市西草津一丁目１４３７番２の一部 平成20年12月15日

草津市西草津一丁目７番１４－１号 草津市西草津一丁目１４３９番地の５ 平成20年2月5日

草津市西草津一丁目７番１４－２号 草津市西草津一丁目１４３９番地の６ 平成18年12月14日

草津市西草津一丁目７番１４－３号 草津市西草津一丁目１４３９番地の７ 平成18年8月29日

草津市西草津一丁目７番１４－４号 草津市西草津一丁目１４３９番地の８ 平成18年7月20日

草津市西草津一丁目７番１６号 草津市西草津一丁目１４４０番地の３ 昭和58年5月28日

草津市西草津一丁目７番１７号 草津市西草津一丁目１４４０番地の１２ 平成2年3月20日

草津市西草津一丁目７番１７号 草津市西草津一丁目１４４０番地の７ 平成2年5月16日

草津市西草津一丁目７番１７号 草津市西草津一丁目１４４１番地の１ 平成2年10月16日

草津市西草津一丁目７番１７号 草津市西草津一丁目１４４０番地の６ 平成2年10月20日

草津市西草津一丁目７番１８号 草津市西草津一丁目１４４０番地の１４ 平成2年5月16日

草津市西草津一丁目７番１８号 草津市西草津一丁目１４４０番地の１３ 平成2年10月16日

草津市西草津一丁目７番１９号 草津市西草津一丁目１４４３番地の３ 昭和50年5月2日

草津市西草津一丁目７番１９号 草津市西草津一丁目１４４３番地の３ 平成3年5月7日

草津市西草津一丁目７番２０号 草津市西草津一丁目１４４３番地の１５ 平成3年3月4日

草津市西草津一丁目７番２１－５号 草津市西草津一丁目１４４３番地９ 平成31年3月8日
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草津市西草津一丁目７番２１号 草津市西草津一丁目１３５９番地の１ 昭和52年8月4日

草津市西草津一丁目７番２１号 草津市西草津一丁目１４４３番地の９ 昭和57年6月16日

草津市西草津一丁目７番２１号 草津市西草津一丁目１４４３番地の７ 昭和58年3月25日

草津市西草津一丁目７番２１号 草津市西草津一丁目１４４３番地の７ 昭和60年11月1日

草津市西草津一丁目７番２１号 草津市西草津一丁目１４４３番地の１１ 昭和61年5月20日

草津市西草津一丁目７番２１号 草津市西草津一丁目１４４３番地の６ 平成3年3月4日

草津市西草津一丁目７番３０号 草津市西草津一丁目１３６４番地の４ 平成18年11月24日 西村マンションⅠ

草津市西草津一丁目７番４７－４号 草津市西草津一丁目１３６１番地１７ 令和2年10月28日

草津市西草津一丁目７番４７号 草津市西草津一丁目１３６１番地の１ 昭和51年11月5日

草津市西草津一丁目７番４８号 草津市西草津一丁目１３６１番地の２ 昭和51年4月12日

草津市西草津一丁目７番５５号 草津市西草津一丁目１４４２番地の４ 昭和59年9月27日

草津市西草津一丁目７番５９号 草津市西草津一丁目１４３８番地の４ 昭和53年9月19日

草津市西草津一丁目７番５９号 草津市西草津一丁目１４３８番地の５ 昭和54年4月5日

草津市西草津一丁目８番４号 草津市西草津一丁目１４３６番地 昭和58年12月27日

草津市西草津一丁目８番５号 草津市西草津一丁目１４３４番地の１ 昭和59年3月7日

草津市西草津一丁目８番１９号 草津市西草津一丁目１４２７番地の７ 昭和52年1月21日

草津市西草津一丁目８番１９号 草津市西草津一丁目１４２７番地の５ 昭和52年3月19日

草津市西草津一丁目８番１９号 草津市西草津一丁目１４２７番地の３ 昭和52年10月3日

草津市西草津一丁目８番１９号 草津市西草津一丁目１４２７番地の８ 昭和53年1月5日

草津市西草津一丁目８番１９号 草津市西草津一丁目１４２７番地の６ 昭和56年4月6日

草津市西草津一丁目８番２５号 草津市西草津一丁目１３７０番地 昭和61年1月23日

草津市西草津一丁目８番２６号 草津市西草津一丁目１３６９番地の７ 昭和60年4月23日

草津市西草津一丁目８番２６号
草津市西草津一丁目１３６９番地１、１３６
９番地７

令和2年5月21日

草津市西草津一丁目８番２７号 草津市西草津一丁目１３６８番地の４ 昭和51年11月5日

草津市西草津一丁目８番２７号 草津市西草津一丁目１３６７番地の３ 平成20年9月22日

草津市西草津一丁目８番２９号
草津市西草津一丁目１３６６番地１２、他一
筆

平成23年7月5日

草津市西草津一丁目８番３０号 草津市西草津一丁目１３６６番地の３ 昭和50年4月10日

草津市西草津一丁目８番３０号 草津市西草津一丁目１３６６番地１２ 平成23年8月26日

草津市西草津一丁目８番３３号 草津市西草津一丁目１３６６番地 昭和58年1月31日

草津市西草津一丁目８番３５号 草津市西草津一丁目１３６６番地の４ 昭和44年5月日不詳

草津市西草津一丁目８番３７号 草津市西草津一丁目１３６６番地７ 平成27年2月24日

草津市西草津一丁目８番４１号 草津市西草津一丁目１３６７番地１ 令和2年5月14日 Ｃｏｌｏｒｅｒ

草津市西草津一丁目８番４５－１号 草津市西草津一丁目１３７２番地１０ 平成23年4月5日

草津市西草津一丁目８番４５号 草津市西草津一丁目１３７２番地の４ 昭和44年4月日不詳

草津市西草津一丁目８番４６号 草津市西草津一丁目１３７２番地 昭和57年9月10日

草津市西草津一丁目８番４９号 草津市西草津一丁目１４２７番地の２ 昭和52年2月21日

草津市西草津一丁目８番５１号 草津市西草津一丁目１４２７番地の１１ 昭和52年2月21日

草津市西草津一丁目８番５５号 草津市西草津一丁目１４３３番地の４ 昭和54年6月20日

草津市西草津一丁目８番５５号 草津市西草津一丁目１４３２番地の４ 昭和55年1月29日

草津市西草津一丁目８番５５号 草津市西草津一丁目１４３２番地の６ 昭和56年3月14日

草津市西草津一丁目８番５５号 草津市西草津一丁目１４３３番地の１ 昭和56年7月11日

草津市西草津一丁目８番５５号 草津市西草津一丁目１４３１番地の４ 平成9年6月13日

草津市西草津一丁目８番５５号 草津市西草津一丁目１４３１番地の１１ 平成9年8月29日

草津市西草津一丁目８番５６号 草津市西草津一丁目１４３１番地の３ 昭和51年7月12日

草津市西草津一丁目８番５６号 草津市西草津一丁目１４３３番地の５ 昭和54年5月25日

草津市西草津一丁目８番５６号 草津市西草津一丁目１４３３番地の６ 昭和56年1月12日

草津市西草津一丁目８番５７号 草津市西草津一丁目１４３４番地の１ 昭和56年3月5日

草津市西草津一丁目８番５８号 草津市西草津一丁目１４３５番地の１ 昭和63年6月16日

草津市西草津一丁目９番４号 草津市西草津一丁目１４１９番地の３０ 昭和51年5月12日

草津市西草津一丁目９番５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の２９ 昭和51年5月31日

草津市西草津一丁目９番６号 草津市西草津一丁目１４１９番地 昭和51年4月10日

草津市西草津一丁目９番７号 草津市西草津一丁目１４１９番地の２３ 昭和50年4月7日

草津市西草津一丁目９番７号 草津市西草津一丁目１４１９番地の２６ 昭和51年3月30日

草津市西草津一丁目９番７号 草津市西草津一丁目１４１９番地３１ 平成28年3月23日

草津市西草津一丁目９番７号
草津市西草津一丁目１４１９番地２３、１４
１９番地２４

令和元年9月18日

草津市西草津一丁目９番８号 草津市西草津一丁目１４１９番地２５ 平成23年5月13日

草津市西草津一丁目９番９号 草津市西草津一丁目１４１９番地の２７ 昭和51年3月29日

草津市西草津一丁目９番９号 草津市西草津一丁目１４１９番地の２８ 昭和52年3月9日

草津市西草津一丁目９番１０号 草津市西草津一丁目１４１９番地の２２ 昭和47年2月29日

草津市西草津一丁目９番１１号 草津市西草津一丁目１４１９番地の１２ 昭和51年5月31日

草津市西草津一丁目９番１２号 草津市西草津一丁目１４１９番地の３３ 昭和54年8月2日

草津市西草津一丁目９番１３号 草津市西草津一丁目１４１９番地の１１ 昭和51年9月1日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の３５ 昭和51年6月9日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の３４ 昭和51年11月6日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の３ 昭和52年1月24日
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草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の９ 昭和61年9月19日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の１７ 平成2年7月30日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の３８ 平成6年9月13日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の３７ 平成6年9月20日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の８ 平成7年3月14日

草津市西草津一丁目９番１５号 草津市西草津一丁目１４１９番地の９ 昭和45年1月日不詳

草津市西草津一丁目９番１９号 草津市西草津一丁目１４２１番地の２ 昭和50年12月13日

草津市西草津一丁目９番２２号 草津市西草津一丁目１４２３番地の１ 昭和60年5月10日

草津市西草津一丁目９番２４－１号 草津市西草津一丁目１４２６番地５ 平成22年6月7日

草津市西草津一丁目９番２４－２号 草津市西草津一丁目１４２６番地６ 平成22年4月2日

草津市西草津一丁目９番２４－３号 草津市西草津一丁目１４２６番地７ 平成22年11月15日

草津市西草津一丁目９番２４－４号 草津市西草津一丁目１４２６番地８ 平成22年4月14日

草津市西草津一丁目９番２４号 草津市西草津一丁目１４２６番地 昭和56年2月19日

草津市西草津一丁目９番２５号 草津市西草津一丁目１４２５番地 平成27年1月16日 Ｌｕｐｉｃｏｎ　Ｋｕｓａｔｓｕ

草津市西草津一丁目９番２６号 草津市西草津一丁目１３７３番地の８ 昭和55年1月10日

草津市西草津一丁目９番２６号 草津市西草津一丁目１３７３番地の９ 昭和55年5月19日

草津市西草津一丁目９番２６号 草津市西草津一丁目１３８３番地の１ 昭和56年1月13日

草津市西草津一丁目９番２７号 草津市西草津一丁目１３７３番地の４ 昭和54年2月6日

草津市西草津一丁目９番２７号 草津市西草津一丁目１３７３番地の１２ 昭和57年4月9日

草津市西草津一丁目９番２７号 草津市西草津一丁目１３８０番地の７ 昭和58年6月2日

草津市西草津一丁目９番３０号 草津市西草津一丁目１３７３番地の２ 昭和55年1月9日

草津市西草津一丁目９番３４号 草津市西草津一丁目１３７５番地の２ 平成4年10月7日 アーバニア西草津Ｂ棟

草津市西草津一丁目９番３６号 草津市西草津一丁目１３７５番地の２ 平成4年10月7日 アーバニア西草津Ａ棟

草津市西草津一丁目９番３８－１号 草津市西草津一丁目１３７６番地の６ 平成13年11月9日

草津市西草津一丁目９番３８－２号 草津市西草津一丁目１３７６番地の７ 平成13年11月8日

草津市西草津一丁目９番３８－３号 草津市西草津一丁目１３７６番地の８ 平成13年11月9日

草津市西草津一丁目９番３８－４号 草津市西草津一丁目１３７６番地の９ 平成13年11月9日

草津市西草津一丁目９番３８－５号 草津市西草津一丁目１３７６番地の１０ 平成13年11月9日

草津市西草津一丁目９番３８－６号 草津市西草津一丁目１３７６番地の１１ 平成14年4月1日

草津市西草津一丁目９番３８－７号 草津市西草津一丁目１３７６番地の１２ 平成13年11月9日

草津市西草津一丁目９番３８－８号 草津市西草津一丁目１３７６番地の１３ 平成14年4月1日

草津市西草津一丁目９番３９号 草津市西草津一丁目１３７６番地 昭和45年9月日不詳

草津市西草津一丁目９番４０号 草津市西草津一丁目１３７８番地 昭和44年4月日不詳

草津市西草津一丁目９番４７号 草津市西草津一丁目１３８０番地１２ 平成31年2月20日

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地４４ 平成30年3月8日

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の４０ 昭和56年3月13日

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の３ 昭和59年6月19日

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の３９ 平成7年2月6日

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２ 平成20年8月19日

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の４５ 昭和44年12月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の３９ 昭和44年3月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の３８ 昭和44年6月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２ 昭和44年9月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の７ 昭和45年10月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の４４ 昭和45年1月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の１８ 昭和45年3月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目データ無又は無番地 昭和45年8月日不詳

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の６ 昭和46年11月16日

草津市西草津二丁目１番５号 草津市西草津二丁目１５７３番地の４８ 昭和47年5月日不詳

草津市西草津二丁目１番６－７号 草津市西草津二丁目１５７３番地５４ 令和2年3月12日

草津市西草津二丁目１番６号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２２ 昭和52年9月3日 コーポサニー

草津市西草津二丁目１番６号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２１ 昭和63年1月7日

草津市西草津二丁目１番６号 草津市西草津二丁目１５７３番地５４ 令和元年12月9日

草津市西草津二丁目１番６号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２３ 昭和45年12月日不詳

草津市西草津二丁目１番６号 草津市西草津二丁目１５７３番地の３３ 昭和45年2月日不詳

草津市西草津二丁目１番８－１号 草津市西草津二丁目１５７３番地３０ 平成24年12月20日

草津市西草津二丁目１番９－１４号 草津市西草津二丁目１５７３番地２５ 平成30年5月11日

草津市西草津二丁目１番９－１７号 草津市西草津二丁目１５７３番地２８ 平成28年7月25日

草津市西草津二丁目１番９－３号 草津市西草津二丁目１５６３番地の１６ 平成17年4月6日

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目データ無又は無番地 昭和46年5月8日

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２６ 昭和47年2月22日

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の１７ 昭和53年9月27日

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２０ 昭和54年2月24日

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の５５ 平成9年11月17日

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の１６ 昭和43年12月日不詳

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の１３ 昭和44年7月日不詳

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の２５ 昭和45年2月日不詳
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草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目データ無又は無番地 昭和45年4月日不詳

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の３５ 昭和46年10月21日

草津市西草津二丁目１番９号 草津市西草津二丁目１５７３番地の４７ 昭和58年10月12日

草津市西草津二丁目１番１０－１号 草津市西草津二丁目１５７３番地４７ 令和2年9月25日

草津市西草津二丁目１番１０－２号 草津市西草津二丁目１５７３番地４７の一部 令和2年9月25日

草津市西草津二丁目１番７５号 草津市西草津二丁目１５７１番地の４ 昭和45年5月日不詳

草津市西草津二丁目１番７６号 草津市西草津二丁目１５７１番地の３ 昭和52年3月31日

草津市西草津二丁目１番７９号 草津市西草津二丁目１５７１番地の１２ 昭和51年3月5日

草津市西草津二丁目１番７９号 草津市西草津二丁目１５７１番地の６ 昭和50年10月31日

草津市西草津二丁目１番８１号 草津市西草津二丁目１５７１番地の７ 平成14年5月10日

草津市西草津二丁目１番８２号 草津市西草津二丁目１５７１番地１０ 平成27年3月23日

草津市西草津二丁目１番８３号 草津市西草津二丁目１５７１番地の１ 昭和53年3月14日

草津市西草津二丁目３番３号 草津市西草津二丁目１６８２番地 昭和44年1月日不詳

草津市西草津二丁目３番６号 草津市西草津二丁目１６８０番地 昭和61年8月21日

草津市西草津二丁目３番７号 草津市西草津二丁目１６７９番地 昭和61年8月21日

草津市西草津二丁目３番８号 草津市西草津二丁目１６７６番地の１ 平成17年11月2日

草津市西草津二丁目３番１２号 草津市西草津二丁目１６７３番地２ 平成24年3月21日

草津市西草津二丁目３番２２号 草津市西草津二丁目１６３０番地の４０ 昭和51年3月29日

草津市西草津二丁目３番２２号 草津市西草津二丁目１６３０番地の４０ 昭和56年11月27日

草津市西草津二丁目３番３１－１８号 草津市西草津二丁目１６３０番地３０ 平成23年11月30日

草津市西草津二丁目３番３１－１号 草津市西草津二丁目１５７１番地 昭和50年8月9日

草津市西草津二丁目３番３１－２３号 草津市西草津二丁目データ無又は無番地 昭和52年8月1日

草津市西草津二丁目３番３１－３６号 草津市西草津二丁目１６３０番地の１９ 昭和52年4月21日

草津市西草津二丁目３番３１－３８号 草津市西草津二丁目１６３０番地の５６ 平成7年7月10日

草津市西草津二丁目３番３１－３号 草津市西草津二丁目１６３０番地の５３ 昭和51年5月29日

草津市西草津二丁目３番３１－５１号 草津市西草津二丁目１６３０番地の４２ 昭和50年8月14日

草津市西草津二丁目３番３１－５２号 草津市西草津二丁目１６３０番地の４１ 昭和51年12月13日

草津市西草津二丁目３番３１－７号 草津市西草津二丁目１６３０番地２８ 平成28年7月4日

草津市西草津二丁目３番５９号 草津市西草津二丁目１６８４番地２ 平成24年10月19日

草津市西草津二丁目３番６０号 草津市西草津二丁目１６８３番地の２ 平成4年9月17日

草津市西草津二丁目３番６１号 草津市西草津二丁目１６８３番地の４ 昭和62年2月19日

草津市西草津二丁目３番６２号 草津市西草津二丁目１６８３番地の５ 昭和45年9月日不詳

草津市矢倉一丁目１番５号 草津市矢倉一丁目８１８番地の２ 平成4年4月8日

草津市矢倉一丁目１番３５号 草津市矢倉一丁目８７６番地の８ 昭和50年7月11日

草津市矢倉一丁目１番３５号 草津市矢倉一丁目８７６番地の５ 昭和43年7月日不詳

草津市矢倉一丁目１番３５号 草津市矢倉一丁目８７６番地 昭和45年10月日不詳

草津市矢倉一丁目１番３５号 草津市矢倉一丁目８６２番地 昭和45年11月日不詳

草津市矢倉一丁目１番３５号 草津市矢倉一丁目８７６番地の４ 昭和45年4月日不詳

草津市矢倉一丁目１番６７号 草津市矢倉一丁目８７６番地の５ 平成20年7月7日

草津市矢倉一丁目１番６９号 草津市矢倉一丁目８７９番地 平成15年11月4日 グランツ２１

草津市矢倉一丁目２番１０号 草津市矢倉一丁目８５６番地の２ 平成12年2月28日 矢倉マンション

草津市矢倉一丁目２番１１号 草津市矢倉一丁目８５２番地１他２筆 平成27年3月12日 Ｌｅ　ｃｉｅｌ　Ⅱ

草津市矢倉一丁目２番１２号 草津市矢倉一丁目８５２番地１他２筆 平成26年5月26日 Ｌｅ　ｃｉｅｌ　Ⅰ

草津市矢倉一丁目２番１９－１０号 草津市矢倉一丁目８５２番地３ 平成23年7月22日

草津市矢倉一丁目２番１９－１１号 草津市矢倉一丁目８５２番地２ 平成23年7月22日

草津市矢倉一丁目２番１９－１２号 草津市矢倉一丁目９２３番地４他２筆 平成26年10月27日

草津市矢倉一丁目２番１９－１３号 草津市矢倉一丁目８５０番地３ 平成23年7月5日

草津市矢倉一丁目２番１９－１４号 草津市矢倉一丁目８５０番地２ 平成23年4月26日

草津市矢倉一丁目２番１９－１５号 草津市矢倉一丁目８５１番地１の一部他１筆 平成23年6月20日

草津市矢倉一丁目２番１９－２号
草津市矢倉一丁目８５０番地１、８５０番地
８

平成24年2月6日

草津市矢倉一丁目２番１９－３号 草津市矢倉一丁目８５０番地７ 平成24年3月13日

草津市矢倉一丁目２番１９－４号 草津市矢倉一丁目８５０番地６ 平成23年2月14日

草津市矢倉一丁目２番１９－５号 草津市矢倉一丁目８５０番地５ 平成23年5月30日

草津市矢倉一丁目２番１９－６号
草津市矢倉一丁目８５０番地１５、８５２番
地７

平成24年5月8日

草津市矢倉一丁目２番１９－７号 草津市矢倉一丁目８４４番地７ 平成23年7月5日

草津市矢倉一丁目２番１９－８号 草津市矢倉一丁目８５２番地１０ 平成23年12月5日

草津市矢倉一丁目２番１９－９号 草津市矢倉一丁目８５２番地１１ 平成23年12月5日

草津市矢倉一丁目２番３０号 草津市矢倉一丁目７２８番地 平成28年6月28日

草津市矢倉一丁目２番３３号 草津市矢倉一丁目７３４番地 平成7年10月16日 リバーコート

草津市矢倉一丁目２番３４号 草津市矢倉一丁目７３５番地２ 平成21年2月5日

草津市矢倉一丁目２番３５－１号 草津市矢倉一丁目７３５番地７ 平成22年1月25日

草津市矢倉一丁目２番３５－２号 草津市矢倉一丁目７３５番地６ 平成21年10月27日

草津市矢倉一丁目２番３５－３号 草津市矢倉一丁目７３５番地５ 平成21年11月12日

草津市矢倉一丁目２番４３号 草津市矢倉一丁目８４４番地の２ 昭和45年8月日不詳
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草津市矢倉一丁目２番４６号
草津市矢倉一丁目８４４番地４、８４４番地
５、８４４番地１の一部、８５０番地１７、
８５０番地１８、８５２番地９

平成30年11月29日

草津市矢倉一丁目２番４８号 草津市矢倉一丁目９２７番地の１ 平成11年3月30日 翔耀１号館

草津市矢倉一丁目３番２２号 草津市矢倉一丁目８４３番地の１ 平成20年5月30日

草津市矢倉一丁目３番４５－１号 草津市矢倉一丁目８３５番地１４ 平成24年4月6日

草津市矢倉一丁目３番４５－２号 草津市矢倉一丁目８３５番地１５ 平成24年5月14日

草津市矢倉一丁目３番４５－３号 草津市矢倉一丁目８３５番地１７ 平成24年5月25日

草津市矢倉一丁目３番４５－４号 草津市矢倉一丁目８３５番地１８ 平成24年11月30日

草津市矢倉一丁目３番４５－５号 草津市矢倉一丁目８３５番地２他２筆 平成24年3月8日

草津市矢倉一丁目３番４５号 草津市矢倉一丁目８３７番地の１ 昭和61年12月16日

草津市矢倉一丁目３番４６－１号 草津市矢倉一丁目８３５番地１２ 平成24年5月14日

草津市矢倉一丁目３番４６－２号 草津市矢倉一丁目８３５番地１１ 平成24年4月16日

草津市矢倉一丁目３番４６－３号 草津市矢倉一丁目８３５番地１０ 平成24年3月8日

草津市矢倉一丁目３番４６－４号 草津市矢倉一丁目８３５番地９他２筆 平成24年4月19日

草津市矢倉一丁目３番４６－５号 草津市矢倉一丁目８３５番地７他２筆 平成24年5月14日

草津市矢倉一丁目３番４６－６号
草津市矢倉一丁目８３５番地６、９３１番地
３

平成24年8月10日

草津市矢倉一丁目３番４６－７号 草津市矢倉一丁目８３５番地５、他２筆 平成24年4月6日

草津市矢倉一丁目３番４６号 草津市矢倉一丁目８３６番地の４ 昭和62年9月25日

草津市矢倉一丁目３番４８号 草津市矢倉一丁目８３２番地の３ 平成8年2月26日

草津市矢倉一丁目３番５５－１０号 草津市矢倉一丁目９３５番地１５他２筆 平成21年9月29日

草津市矢倉一丁目３番５５－１１号 草津市矢倉一丁目９３５番地１６他２筆 平成23年3月4日

草津市矢倉一丁目３番５５－１２号 草津市矢倉一丁目９３５番地１３ 平成21年8月12日

草津市矢倉一丁目３番５５－１４号 草津市矢倉一丁目９３６番地の一部 平成24年1月6日 コラールＪ・Ⅱ

草津市矢倉一丁目３番５５－１５号 草津市矢倉一丁目９３６番地の一部 平成24年1月6日 コラールＪ・Ⅰ

草津市矢倉一丁目３番５５－１号 草津市矢倉一丁目９３５番地８ 平成24年7月9日

草津市矢倉一丁目３番５５－２号 草津市矢倉一丁目９３５番地９ 平成21年8月27日

草津市矢倉一丁目３番５５－３号 草津市矢倉一丁目９３５番地１０ 平成21年7月31日

草津市矢倉一丁目３番５５－４号 草津市矢倉一丁目９３５番地１１ 平成21年6月8日

草津市矢倉一丁目３番５５－５号 草津市矢倉一丁目９３５番地１２ 平成21年7月17日

草津市矢倉一丁目３番５５－７号 草津市矢倉一丁目９２８番地３ 平成23年2月14日

草津市矢倉一丁目３番５５－８号 草津市矢倉一丁目９２８番地４ 平成22年8月6日

草津市矢倉一丁目３番５６－１０号 草津市矢倉一丁目９２４番地の１２ 昭和54年8月7日

草津市矢倉一丁目３番５６－１１号 草津市矢倉一丁目９２４番地の１３ 昭和55年6月14日

草津市矢倉一丁目３番５６－１２号 草津市矢倉一丁目９２４番地の１４ 昭和54年11月20日

草津市矢倉一丁目３番５６－１３号 草津市矢倉一丁目９２４番地の１５ 昭和56年11月6日

草津市矢倉一丁目３番５６－１５号 草津市矢倉一丁目９２４番地の１７ 昭和54年8月10日

草津市矢倉一丁目３番５６－１７号 草津市矢倉一丁目９２４番地の１９ 昭和54年5月14日

草津市矢倉一丁目３番５６－１８号 草津市矢倉一丁目９２４番地の２０ 昭和53年12月5日

草津市矢倉一丁目３番５６－１９号 草津市矢倉一丁目９２４番地の２１ 昭和54年5月1日

草津市矢倉一丁目３番５６－１号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３ 昭和55年3月22日

草津市矢倉一丁目３番５６－２０号 草津市矢倉一丁目９２４番地の２２ 昭和54年10月12日

草津市矢倉一丁目３番５６－２２号 草津市矢倉一丁目９２４番地の２５ 昭和53年7月21日

草津市矢倉一丁目３番５６－２３号 草津市矢倉一丁目９２４番地の２６ 昭和53年5月24日

草津市矢倉一丁目３番５６－２３号 草津市矢倉一丁目９２４番地２６ 平成27年5月11日

草津市矢倉一丁目３番５６－２５号 草津市矢倉一丁目９２４番地の２８ 昭和54年10月22日

草津市矢倉一丁目３番５６－２６号 草津市矢倉一丁目９２４番地の２９ 昭和53年10月24日

草津市矢倉一丁目３番５６－２７号 草津市矢倉一丁目９２４番地３０ 平成28年1月5日

草津市矢倉一丁目３番５６－２８号 草津市矢倉一丁目９２４番地 昭和53年6月26日

草津市矢倉一丁目３番５６－２９号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３２ 昭和55年1月19日

草津市矢倉一丁目３番５６－２号 草津市矢倉一丁目９２４番地４ 令和元年7月19日

草津市矢倉一丁目３番５６－２号 草津市矢倉一丁目９２４番地の４ 昭和54年12月22日

草津市矢倉一丁目３番５６－３０号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３３ 昭和54年11月20日

草津市矢倉一丁目３番５６－３１号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３４ 昭和58年5月9日

草津市矢倉一丁目３番５６－３１号 草津市矢倉一丁目９２４番地３４ 令和2年1月15日

草津市矢倉一丁目３番５６－３２号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３５ 昭和54年5月21日

草津市矢倉一丁目３番５６－３３号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３６ 昭和54年3月10日

草津市矢倉一丁目３番５６－３４号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３７ 昭和54年2月26日

草津市矢倉一丁目３番５６－３４号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３７ 平成16年6月7日

草津市矢倉一丁目３番５６－３５号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３８ 昭和54年5月29日

草津市矢倉一丁目３番５６－３６号 草津市矢倉一丁目９２４番地の３９ 昭和54年4月21日

草津市矢倉一丁目３番５６－３７号 草津市矢倉一丁目９２４番地の４０ 昭和53年3月1日

草津市矢倉一丁目３番５６－３８号 草津市矢倉一丁目９２４番地の４１ 昭和53年4月12日

草津市矢倉一丁目３番５６－３９号 草津市矢倉一丁目９２４番地の４２ 昭和54年5月15日

草津市矢倉一丁目３番５６－３号 草津市矢倉一丁目９２４番地の５ 昭和54年8月14日

草津市矢倉一丁目３番５６－４０号 草津市矢倉一丁目９２４番地の４３ 昭和53年10月24日

草津市矢倉一丁目３番５６－４１号 草津市矢倉一丁目９２４番地の４４ 昭和62年3月14日

27 / 112 ページ



草津市　住居表示番号付定一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市矢倉一丁目３番５６－４３号 草津市矢倉一丁目９２４番地の５９ 昭和54年7月23日

草津市矢倉一丁目３番５６－４４号 草津市矢倉一丁目９２４番地の６０ 昭和55年4月26日

草津市矢倉一丁目３番５６－４５号 草津市矢倉一丁目９２４番地 昭和54年7月24日

草津市矢倉一丁目３番５６－４号 草津市矢倉一丁目９２４番地の６ 昭和54年7月25日

草津市矢倉一丁目３番５６－５号 草津市矢倉一丁目９２４番地の７ 昭和55年5月27日

草津市矢倉一丁目３番５６－５号 草津市矢倉一丁目９２４番地の７ 平成19年10月5日

草津市矢倉一丁目３番５６－７号 草津市矢倉一丁目９２４番地の９ 昭和53年10月24日

草津市矢倉一丁目３番５７号 草津市矢倉一丁目８１９番地の１ 昭和57年9月1日

草津市矢倉一丁目３番５８号 草津市矢倉一丁目９７６番地６ 平成31年4月2日

草津市矢倉一丁目４番８号 草津市矢倉一丁目１８３番地 昭和51年7月31日

草津市矢倉一丁目４番８号 草津市矢倉一丁目１８３番地 平成26年11月26日

草津市矢倉一丁目４番１１号 草津市矢倉一丁目１８６番地の１ 平成1年6月13日

草津市矢倉一丁目４番１１号 草津市矢倉一丁目１８４番地の３ 平成4年10月27日

草津市矢倉一丁目４番２１号 草津市矢倉一丁目１８９番地の１ 平成1年9月27日

草津市矢倉一丁目４番２３号 草津市矢倉一丁目データ無又は無番地 昭和45年4月日不詳

草津市矢倉一丁目４番２４号 草津市矢倉一丁目１８５番地他 平成1年6月13日

草津市矢倉一丁目４番２４号 草津市矢倉一丁目１８５番地他１３筆 平成26年4月17日

草津市矢倉一丁目４番４５号 草津市矢倉一丁目６７９番地 昭和62年12月1日

草津市矢倉一丁目４番４５号 草津市矢倉一丁目６７９番地１ 令和元年8月6日

草津市矢倉一丁目４番４７号 草津市矢倉一丁目６７９番地２ 令和2年2月25日

草津市矢倉一丁目５番１７号 草津市矢倉一丁目６９１番地の１ 昭和50年3月6日

草津市矢倉一丁目５番２０号 草津市矢倉一丁目６９３番地の２ 昭和53年7月7日

草津市矢倉一丁目５番２１号 草津市矢倉一丁目４０番地の２ 平成4年4月1日

草津市矢倉一丁目５番４３号 草津市矢倉一丁目６９８番地 昭和50年5月1日

草津市矢倉一丁目５番４４号 草津市矢倉一丁目７０４番地 昭和63年9月22日

草津市矢倉一丁目６番２－３号 草津市矢倉一丁目１６１番地２ 令和2年5月22日

草津市矢倉一丁目６番２－１号 草津市矢倉一丁目１６０番地６ 平成31年2月8日

草津市矢倉一丁目６番２－２号 草津市矢倉一丁目１６０番地６ 平成31年2月8日

草津市矢倉一丁目６番３号 草津市矢倉一丁目１２７番地の１ 平成9年7月29日 ルミエール２３

草津市矢倉一丁目６番９号 草津市矢倉一丁目１６３番地６ 平成21年10月26日

草津市矢倉一丁目６番１１号 草津市矢倉一丁目１６５番地の３ 昭和47年1月24日

草津市矢倉一丁目６番１３号 草津市矢倉一丁目１６５番地 昭和46年11月18日

草津市矢倉一丁目６番１５号 草津市矢倉一丁目１６７番地の２ 昭和44年9月日不詳

草津市矢倉一丁目６番２０号 草津市矢倉一丁目１６８番地の２ 昭和45年11月日不詳

草津市矢倉一丁目６番２３号 草津市矢倉一丁目１７０番地 平成9年12月4日

草津市矢倉一丁目６番３６－１０号 草津市矢倉一丁目１６４番地２１ 平成22年10月26日

草津市矢倉一丁目６番３６－１１号 草津市矢倉一丁目１６４番地１８ 平成23年2月1日

草津市矢倉一丁目６番３６－１２号 草津市矢倉一丁目１６４番地１７ 平成23年3月25日

草津市矢倉一丁目６番３６－１３号 草津市矢倉一丁目１６４番地１６ 平成23年11月22日

草津市矢倉一丁目６番３６－１４号 草津市矢倉一丁目１６４番地１５ 平成23年6月6日

草津市矢倉一丁目６番３６－１号 草津市矢倉一丁目１７４番地５ 平成22年6月14日

草津市矢倉一丁目６番３６－２号
草津市矢倉一丁目１６４番地２の一部、他１
筆

平成22年12月16日

草津市矢倉一丁目６番３６－３号 草津市矢倉一丁目１６４番地１０ 平成22年12月16日

草津市矢倉一丁目６番３６－４号 草津市矢倉一丁目１６４番地１１ 平成23年2月1日

草津市矢倉一丁目６番３６－５号 草津市矢倉一丁目１６４番地１２ 平成22年12月16日

草津市矢倉一丁目６番３６－６号 草津市矢倉一丁目１６４番地１３ 平成23年3月25日

草津市矢倉一丁目６番３６－７号 草津市矢倉一丁目１６４番地１４ 平成23年2月1日

草津市矢倉一丁目６番３６－８号 草津市矢倉一丁目１６４番地１９ 平成23年11月22日

草津市矢倉一丁目６番３６－９号 草津市矢倉一丁目１６４番地２０ 平成23年3月25日

草津市矢倉一丁目６番４０号 草津市矢倉一丁目１６０番地の１２ 昭和62年8月25日

草津市矢倉一丁目６番４０号 草津市矢倉一丁目１６０番地の１１ 平成3年5月16日

草津市矢倉一丁目６番４０号 草津市矢倉一丁目１７５番地の４ 平成7年4月6日 セレーノ機友

草津市矢倉一丁目６番４０号 草津市矢倉一丁目１６０番地１２ 平成28年7月8日

草津市矢倉一丁目６番４０号 草津市矢倉一丁目１６０番地の８ 昭和63年11月21日

草津市矢倉一丁目６番４１号 草津市矢倉一丁目１６０番地の５ 昭和62年8月25日

草津市矢倉一丁目６番４１号 草津市矢倉一丁目１６０番地の２ 昭和63年3月15日

草津市矢倉一丁目６番４１号 草津市矢倉一丁目１６０番地 昭和63年11月14日

草津市矢倉一丁目６番４３号 草津市矢倉一丁目１７７番地の５ 平成13年8月6日

草津市矢倉一丁目７番３号 草津市矢倉一丁目１３０番地 平成18年2月27日 リヴィエール・ベルジュ

草津市矢倉一丁目７番８号 草津市矢倉一丁目１２９番地の５ 昭和44年5月日不詳

草津市矢倉一丁目７番１０号 草津市矢倉一丁目１２１番地の７ 平成11年1月27日

草津市矢倉一丁目７番１１号 草津市矢倉一丁目１２２番地の６ 平成11年7月26日

草津市矢倉一丁目７番１１号 草津市矢倉一丁目１２２番地の１ 昭和43年3月日不詳

草津市矢倉一丁目７番１２号 草津市矢倉一丁目１２２番地の５ 平成10年5月28日

草津市矢倉一丁目７番１７号 草津市矢倉一丁目１２１番地の５ 昭和46年4月8日

草津市矢倉一丁目７番２０号 草津市矢倉一丁目１５番地の１ 昭和63年1月27日
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草津市矢倉一丁目７番２０号 草津市矢倉一丁目１２０番地の１、２他 平成19年8月23日 メゾン久保

草津市矢倉一丁目７番２９号 草津市矢倉一丁目１７番地の２ 昭和58年3月1日

草津市矢倉一丁目７番２９号 草津市矢倉一丁目１７番地の２ 昭和45年2月日不詳

草津市矢倉一丁目７番３４号 草津市矢倉一丁目１２４番地の１ 昭和53年6月16日

草津市矢倉一丁目７番３４号 草津市矢倉一丁目１２４番地１ 令和元年6月19日

草津市矢倉一丁目７番３５号 草津市矢倉一丁目１１７番地４ 平成30年10月17日

草津市矢倉一丁目７番３５号 草津市矢倉一丁目１１７番地 昭和43年6月日不詳

草津市矢倉一丁目７番３６号 草津市矢倉一丁目１１７番地３ 平成31年2月28日

草津市矢倉一丁目７番３７号 草津市矢倉一丁目１２５番地の１ 平成1年11月21日

草津市矢倉一丁目７番３９号 草津市矢倉一丁目１２５番地の５ 平成13年7月23日

草津市矢倉一丁目７番３９号 草津市矢倉一丁目１２３番地８ 平成28年6月17日

草津市矢倉一丁目７番３９号 草津市矢倉一丁目１２３番地９ 平成28年8月30日

草津市矢倉一丁目７番３９号 草津市矢倉一丁目１２５番地 昭和43年6月日不詳

草津市矢倉一丁目７番３９号 草津市矢倉一丁目１２９番地の１ 昭和43年7月日不詳

草津市矢倉一丁目７番３９号 草津市矢倉一丁目１２５番地 昭和45年2月日不詳

草津市矢倉一丁目７番３９号 草津市矢倉一丁目１２８番地の２ 昭和54年12月12日

草津市矢倉一丁目７番４０号 草津市矢倉一丁目１２６番地の４ 昭和44年9月日不詳

草津市矢倉一丁目７番４２号 草津市矢倉一丁目１２６番地の５ 昭和57年7月23日

草津市矢倉一丁目７番４３号 草津市矢倉一丁目１２６番地の３ 昭和44年8月日不詳

草津市矢倉一丁目８番１５号 草津市矢倉一丁目１５１番地 平成6年2月22日

草津市矢倉二丁目１番４号 草津市矢倉二丁目８１８番地１ 平成22年12月14日

草津市矢倉二丁目１番５号 草津市矢倉二丁目８１８番地の２ 平成4年4月8日

草津市矢倉二丁目１番７号 草津市矢倉二丁目８１７番地の１ 昭和45年12月日不詳

草津市矢倉二丁目１番８－１０号 草津市矢倉二丁目８１２番地 平成18年1月30日 アネーロＢ棟

草津市矢倉二丁目１番８－１１号 草津市矢倉二丁目８１２番地の９ 平成19年1月18日

草津市矢倉二丁目１番８－３号 草津市矢倉二丁目８１５番地の３ 平成19年3月23日

草津市矢倉二丁目１番８－４号 草津市矢倉二丁目８１２番地 平成18年1月30日 アネーロＡ棟

草津市矢倉二丁目１番８－５号 草津市矢倉二丁目８１５番地の６ 平成17年12月19日

草津市矢倉二丁目１番８－６号 草津市矢倉二丁目８１５番地の５ 平成18年6月30日

草津市矢倉二丁目１番８－９号 草津市矢倉二丁目８１２番地の２ 平成18年4月27日

草津市矢倉二丁目１番９号 草津市矢倉二丁目８２２番地 平成19年10月3日 レゾネイト

草津市矢倉二丁目１番１３号 草津市矢倉二丁目８２３番地 昭和47年1月日不詳

草津市矢倉二丁目１番１４号 草津市矢倉二丁目８３２番地の１ 平成8年2月26日

草津市矢倉二丁目１番２９号
草津市矢倉二丁目７４８番地の３・７４８番
地の４

平成14年8月5日

草津市矢倉二丁目１番３３号 草津市矢倉二丁目７５３番地２ 令和2年2月13日

草津市矢倉二丁目１番３６号 草津市矢倉二丁目７５４番地３ 令和元年8月20日

草津市矢倉二丁目１番４０号 草津市矢倉二丁目８００番地の４ 昭和51年3月6日

草津市矢倉二丁目１番４０号 草津市矢倉二丁目８００番地の３ 昭和51年4月5日

草津市矢倉二丁目１番４０号 草津市矢倉二丁目８００番地の２ 昭和58年8月18日

草津市矢倉二丁目１番４１号 草津市矢倉二丁目８２５番地 平成9年3月10日

草津市矢倉二丁目１番４３号 草津市矢倉二丁目８２４番地の３ 平成9年2月25日

草津市矢倉二丁目１番４３号 草津市矢倉二丁目８１３番地の１ 平成9年6月4日 メゾンエスポワール

草津市矢倉二丁目１番４３号 草津市矢倉二丁目８２４番地の４ 平成9年6月30日

草津市矢倉二丁目１番４５号 草津市矢倉二丁目７６４番地の１９ 平成7年2月14日 パストラル柴田

草津市矢倉二丁目１番５０号 草津市矢倉二丁目１００３番地 昭和53年3月17日

草津市矢倉二丁目１番５１号 草津市矢倉二丁目９９０番地１ 平成22年1月7日 メゾンサンセリテ

草津市矢倉二丁目１番５６号 草津市矢倉二丁目１００２番地 昭和45年6月日不詳

草津市矢倉二丁目１番５７号 草津市矢倉二丁目１００１番地の２ 平成10年9月29日

草津市矢倉二丁目１番５８号 草津市矢倉二丁目１００１番地の４ 平成10年7月13日

草津市矢倉二丁目１番６０号 草津市矢倉二丁目１０００番地の１ 平成10年5月1日 ラ・ルースⅡ

草津市矢倉二丁目２番４号 草津市矢倉二丁目７５６番地の３ 平成19年7月9日

草津市矢倉二丁目２番７号 草津市矢倉二丁目７５８番地 平成26年12月26日

草津市矢倉二丁目２番１０号 草津市矢倉二丁目７６０番地の２ 平成14年4月2日

草津市矢倉二丁目２番２７号 草津市矢倉二丁目１００５番地の３ 平成8年3月18日 サンクリエート瀬川

草津市矢倉二丁目２番２８号 草津市矢倉二丁目１００５番地の２ 平成17年9月20日 セジュール　セガワ

草津市矢倉二丁目２番３８号 草津市矢倉二丁目１０３０番地の３ 昭和43年3月日不詳

草津市矢倉二丁目２番３９号 草津市矢倉二丁目１１１１番地 昭和43年11月日不詳

草津市矢倉二丁目４番１３号 草津市矢倉二丁目７６５番地２ 平成28年6月17日

草津市矢倉二丁目４番１６号 草津市矢倉二丁目７６６番地 昭和61年10月18日

草津市矢倉二丁目４番２０号 草津市矢倉二丁目７６８番地の１ 平成15年3月31日 ヴィアパラッツオ

草津市矢倉二丁目４番２３号 草津市矢倉二丁目７６９番地 平成27年9月30日

草津市矢倉二丁目４番２４号 草津市矢倉二丁目７７６番地の１ 平成14年6月21日

草津市矢倉二丁目４番２５号 草津市矢倉二丁目７６９番地 平成10年8月28日

草津市矢倉二丁目４番２６号
草津市矢倉二丁目７７２番地の３・７７６番
地の５

平成13年3月12日

草津市矢倉二丁目４番２９号 草津市矢倉二丁目７７３番地の３ 平成10年8月31日
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草津市矢倉二丁目４番３８号 草津市矢倉二丁目８４番地の３ 平成14年9月9日

草津市矢倉二丁目４番４０号 草津市矢倉二丁目８６番地の１２ 昭和63年2月5日

草津市矢倉二丁目４番４０号 草津市矢倉二丁目８６番地の１２ 平成19年7月5日

草津市矢倉二丁目４番４１号 草津市矢倉二丁目８４番地の４ 昭和62年7月2日

草津市矢倉二丁目４番４７号 草津市矢倉二丁目７６５番地の６ 昭和47年2月15日

草津市矢倉二丁目５番２号 草津市矢倉二丁目１０３・１０４番地 平成6年4月15日

草津市矢倉二丁目５番３号 草津市矢倉二丁目６２番地の１１ 昭和57年2月27日

草津市矢倉二丁目５番４号 草津市矢倉二丁目６２番地の１２ 昭和57年3月20日

草津市矢倉二丁目５番４号 草津市矢倉二丁目６２番地の３ 昭和58年6月23日

草津市矢倉二丁目５番５号 草津市矢倉二丁目６２番地の１ 平成7年2月22日 ソファレ藤

草津市矢倉二丁目５番７号 草津市矢倉二丁目６４番地の５ 平成1年8月24日

草津市矢倉二丁目５番９号 草津市矢倉二丁目６４番地の６ 昭和55年9月3日

草津市矢倉二丁目５番９号 草津市矢倉二丁目６５番地２、６５番地４ 平成22年4月2日

草津市矢倉二丁目５番１０号 草津市矢倉二丁目６６番地 昭和51年2月9日

草津市矢倉二丁目５番１１号 草津市矢倉二丁目５０番地の７ 昭和56年3月3日

草津市矢倉二丁目５番１１号 草津市矢倉二丁目６６番地の５ 昭和56年7月7日

草津市矢倉二丁目５番１１号 草津市矢倉二丁目６６番地の４ 昭和60年2月22日

草津市矢倉二丁目５番１１号 草津市矢倉二丁目６６番地の６ 平成2年7月16日

草津市矢倉二丁目５番１１号 草津市矢倉二丁目６６番地の９ 平成5年7月16日

草津市矢倉二丁目５番１１号 草津市矢倉二丁目５２番地４ 平成25年2月8日

草津市矢倉二丁目５番１２号 草津市矢倉二丁目６６番地の６ 平成2年9月18日

草津市矢倉二丁目５番１７号 草津市矢倉二丁目７０番地１ 平成25年2月18日

草津市矢倉二丁目５番１８号 草津市矢倉二丁目４０番地の３ 昭和57年7月17日

草津市矢倉二丁目５番２１号 草津市矢倉二丁目３７番地 昭和53年10月6日

草津市矢倉二丁目５番２１号 草津市矢倉二丁目４０番地の２ 平成4年4月1日

草津市矢倉二丁目５番２２号 草津市矢倉二丁目７７番地、７７番地４ 平成22年12月16日 Ｅｓｐｅｒａｎｚａ

草津市矢倉二丁目５番２４号 草津市矢倉二丁目７８番地の１１ 平成3年6月26日

草津市矢倉二丁目５番２５号 草津市矢倉二丁目７８番地の１０ 平成5年4月2日

草津市矢倉二丁目５番２６号 草津市矢倉二丁目７７番地 平成3年2月1日 シティハイムくさつ

草津市矢倉二丁目５番２６号 草津市矢倉二丁目８１番地の５ 平成16年3月3日

草津市矢倉二丁目５番２６号 草津市矢倉二丁目７７番地５ 平成26年5月4日

草津市矢倉二丁目５番２６号 草津市矢倉二丁目７７番地３ 平成27年7月14日

草津市矢倉二丁目５番２６号 草津市矢倉二丁目７７番地の２ 昭和44年4月日不詳

草津市矢倉二丁目５番２６号 草津市矢倉二丁目７７番地６他二筆 平成27年12月14日

草津市矢倉二丁目５番２８号
草津市矢倉二丁目７８番地１３、７８番地１
４

平成22年8月16日

草津市矢倉二丁目５番３１号 草津市矢倉二丁目３６番地の５ 平成17年3月17日 レオパレス　ＧＲＥＥＮ　ＣＯＡＴ

草津市矢倉二丁目５番３７号 草津市矢倉二丁目３５番地の６ 昭和58年2月22日

草津市矢倉二丁目５番３８号 草津市矢倉二丁目３５番地の１ 昭和52年8月4日 福井アパート

草津市矢倉二丁目５番４１号 草津市矢倉二丁目３４番地 平成19年2月20日 ＳＡＷＡＲＡＢＩヨツバ

草津市矢倉二丁目５番４１号 草津市矢倉二丁目３４番地 昭和44年2月日不詳

草津市矢倉二丁目５番５０号 草津市矢倉二丁目３０番地の１ 昭和52年5月10日

草津市矢倉二丁目５番５３号 草津市矢倉二丁目２８番地３ 平成30年11月30日

草津市矢倉二丁目５番５６号 草津市矢倉二丁目２８番地１ 平成25年9月3日 エルミナリゾート南草津

草津市矢倉二丁目６番８号 草津市矢倉二丁目５８６番地 昭和50年6月6日

草津市矢倉二丁目６番８号 草津市矢倉二丁目５８６番地 平成14年7月22日

草津市矢倉二丁目６番１０号 草津市矢倉二丁目５８６番地の１４ 平成10年5月21日

草津市矢倉二丁目６番１０号 草津市矢倉二丁目５８６番地１４他３筆 平成26年6月30日

草津市矢倉二丁目６番１２号 草津市矢倉二丁目５８５番地の１ 平成18年3月9日 ＧＲＡＮＤ　ＳＯＬＥＩＬ　Ⅲ

草津市矢倉二丁目７番１８号 草津市矢倉二丁目６４３番地の１ 昭和61年5月9日

草津市矢倉二丁目７番３１号 草津市矢倉二丁目６４８番地の１ 平成6年3月15日

草津市矢倉二丁目７番３６号 草津市矢倉二丁目６５２番地 平成28年6月28日

草津市矢倉二丁目７番５２号 草津市矢倉二丁目６５５番地の２ 昭和50年11月25日

草津市矢倉二丁目７番５７号 草津市矢倉二丁目６５５番地 平成4年3月10日

草津市矢倉二丁目７番６３号 草津市矢倉二丁目６６０番地 昭和47年7月日不詳

草津市矢倉二丁目８番１号 草津市矢倉二丁目６７６番地６ 令和元年6月3日

草津市矢倉二丁目８番１３－２号 草津市矢倉二丁目１９７番地の１ 平成18年9月11日

草津市矢倉二丁目８番１３号 草津市矢倉二丁目１９７番地 昭和44年7月日不詳

草津市矢倉二丁目８番２２号 草津市矢倉二丁目２０７番地の１ 平成17年7月28日 シャーメゾン　シンワ

草津市矢倉二丁目８番２３号 草津市矢倉二丁目２０７番地 昭和45年9月日不詳

草津市矢倉二丁目８番２６号 草津市矢倉二丁目２０５番地の３ 平成18年9月14日

草津市矢倉二丁目８番２７号 草津市矢倉二丁目２０５番地の１ 昭和43年6月日不詳

草津市矢倉二丁目８番３０号 草津市矢倉二丁目２３３番地の１ 平成16年9月1日

草津市矢倉二丁目８番５０号
草津市矢倉二丁目２２３番地、２２４番地
１、２、３、４、２３０番地２

平成30年4月12日 Ｓaisonnier

草津市矢倉二丁目８番５１号 草津市矢倉二丁目６６８番地 平成24年2月17日

草津市矢倉二丁目８番５２号 草津市矢倉二丁目２２０番地１ 平成21年4月23日 コンフォール・Ｍ
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草津市矢倉二丁目８番５４号 草津市矢倉二丁目６７１番地の１ 昭和50年4月18日

草津市矢倉二丁目８番５４号 草津市矢倉二丁目６７０番地の２ 平成7年12月13日

草津市矢倉二丁目８番６１号 草津市矢倉二丁目６７６番地の１ 昭和53年11月13日

草津市東矢倉一丁目１番１０号 草津市東矢倉一丁目６番地１４ 平成23年8月30日

草津市東矢倉一丁目１番１１号 草津市東矢倉一丁目６番地の１３ 平成19年11月5日

草津市東矢倉一丁目１番１２－１号 草津市東矢倉一丁目８番地７ 平成22年4月6日

草津市東矢倉一丁目１番１２－２号 草津市東矢倉一丁目８番地の８ 平成20年10月6日

草津市東矢倉一丁目１番１２－３号 草津市東矢倉一丁目８番地９ 平成21年3月27日

草津市東矢倉一丁目１番１２－４号 草津市東矢倉一丁目６番地の１１ 平成19年10月1日

草津市東矢倉一丁目１番１２－５号 草津市東矢倉一丁目６番地の１０ 平成20年5月26日

草津市東矢倉一丁目１番１２－６号 草津市東矢倉一丁目６番地の８ 平成19年5月21日

草津市東矢倉一丁目１番１２－７号 草津市東矢倉一丁目６番地の７ 平成20年6月26日

草津市東矢倉一丁目１番１４号 草津市東矢倉一丁目８番地の６ 平成20年9月29日

草津市東矢倉一丁目１番１７号 草津市東矢倉一丁目８番地の３ 昭和59年7月25日

草津市東矢倉一丁目２番２号 草津市東矢倉一丁目２２番地の１ 昭和60年5月9日

草津市東矢倉一丁目２番６号 草津市東矢倉一丁目２３番地の１ 平成1年11月15日

草津市東矢倉一丁目２番９－１号 草津市東矢倉一丁目２３番地３，２４番地３ 平成26年3月31日

草津市東矢倉一丁目２番９－２号 草津市東矢倉一丁目２４番地２ 平成25年12月19日

草津市東矢倉一丁目２番９－３号 草津市東矢倉一丁目２４番地１ 平成26年10月22日

草津市東矢倉一丁目２番１０－１号 草津市東矢倉一丁目２５番地２ 平成27年2月23日

草津市東矢倉一丁目２番１０号 草津市東矢倉一丁目２５番地の２ 平成18年4月28日

草津市東矢倉一丁目２番１１号 草津市東矢倉一丁目２６番地 平成8年6月12日 アセンブル

草津市東矢倉一丁目２番１１号 草津市東矢倉一丁目２５番地２５ 平成22年8月17日

草津市東矢倉一丁目２番１２号 草津市東矢倉一丁目２５番地の１４ 平成20年10月20日

草津市東矢倉一丁目２番１３号 草津市東矢倉一丁目２５番地１５ 平成23年8月30日

草津市東矢倉一丁目２番１４号 草津市東矢倉一丁目２５番地１６ 平成22年8月2日

草津市東矢倉一丁目２番１５号 草津市東矢倉一丁目２５番地１７ 平成21年11月24日

草津市東矢倉一丁目２番１７－１号 草津市東矢倉一丁目２５番地の１８ 平成20年10月20日

草津市東矢倉一丁目２番１７－２号 草津市東矢倉一丁目２５番地２４ 平成22年5月24日

草津市東矢倉一丁目２番１７－３号 草津市東矢倉一丁目２５番地２３ 平成22年2月22日

草津市東矢倉一丁目２番１７－４号 草津市東矢倉一丁目２５番地２１ 平成22年2月22日

草津市東矢倉一丁目２番１７－５号 草津市東矢倉一丁目２５番地２０ 平成22年7月2日

草津市東矢倉一丁目３番１号 草津市東矢倉一丁目３２番地の１７ 昭和59年5月25日

草津市東矢倉一丁目３番１号 草津市東矢倉一丁目３１番地の５ 昭和59年7月20日

草津市東矢倉一丁目３番１号 草津市東矢倉一丁目３２番地の５ 昭和61年3月18日 中村ハイツ

草津市東矢倉一丁目３番１号 草津市東矢倉一丁目３２番地５ 平成24年6月21日 ドルフ東矢倉

草津市東矢倉一丁目３番１号 草津市東矢倉一丁目３２番地の１６ 昭和57年11月20日

草津市東矢倉一丁目３番１号 草津市東矢倉一丁目３１番地の４ 昭和59年10月27日

草津市東矢倉一丁目３番２号 草津市東矢倉一丁目３１番地の３ 昭和59年3月2日

草津市東矢倉一丁目３番２号 草津市東矢倉一丁目３２番地の１０ 昭和59年8月16日

草津市東矢倉一丁目３番２号 草津市東矢倉一丁目３２番地の１１ 昭和59年10月4日

草津市東矢倉一丁目３番２号 草津市東矢倉一丁目３２番地の１２ 昭和60年3月8日

草津市東矢倉一丁目３番２号 草津市東矢倉一丁目３２番地の１３ 昭和62年3月10日

草津市東矢倉一丁目３番１５号 草津市東矢倉一丁目１０２番地の５ 平成16年3月29日

草津市東矢倉一丁目３番１６号 草津市東矢倉一丁目１０２番地 平成17年12月12日

草津市東矢倉一丁目３番１８号 草津市東矢倉一丁目１０２番地 昭和62年1月30日

草津市東矢倉一丁目３番１８号 草津市東矢倉一丁目１０２番地の４ 平成15年12月9日

草津市東矢倉一丁目３番１９号 草津市東矢倉一丁目１０２番地の３ 平成17年12月15日

草津市東矢倉一丁目３番２０号 草津市東矢倉一丁目３０番地１他４筆 平成21年9月10日 村田ハイツⅡ

草津市東矢倉一丁目３番２１号 草津市東矢倉一丁目１０１番地１他３筆 平成21年9月10日 村田ハイツⅠ

草津市東矢倉一丁目３番２２号 草津市東矢倉一丁目２７番地の１ 平成18年11月28日

草津市東矢倉一丁目３番２３号 草津市東矢倉一丁目２８番地の２ 昭和61年1月6日

草津市東矢倉一丁目４番６号 草津市東矢倉一丁目１１２番地の１ 平成4年10月27日

草津市東矢倉一丁目４番６号 草津市東矢倉一丁目１０４番地 平成26年6月12日

草津市東矢倉一丁目４番１５号 草津市東矢倉一丁目１０６番地 平成1年7月3日

草津市東矢倉一丁目５番３号 草津市東矢倉一丁目８７番地の８７－２ 平成9年8月12日

草津市東矢倉一丁目５番４号 草津市東矢倉一丁目８８番地の２ 平成1年1月9日

草津市東矢倉一丁目５番４号 草津市東矢倉一丁目８８番地の１ 平成19年8月6日 アルベロ・１７

草津市東矢倉一丁目５番６号 草津市東矢倉一丁目８９番地 平成1年4月1日 スカイハイツ

草津市東矢倉一丁目５番１８号 草津市東矢倉一丁目８０番地１、８１番地１ 令和元年6月3日

草津市東矢倉一丁目５番２０号 草津市東矢倉一丁目８２番地 平成8年2月21日 フローラルＵＮＯ

草津市東矢倉一丁目５番２３号 草津市東矢倉一丁目８３番地の１ 平成12年11月28日 フローラルＵＮＯ　Ｃ棟

草津市東矢倉一丁目５番２４号 草津市東矢倉一丁目８４番地の２ 昭和62年1月27日

草津市東矢倉一丁目５番２５号 草津市東矢倉一丁目８４番地２ 平成27年2月6日

草津市東矢倉一丁目５番３０号 草津市東矢倉一丁目１９０番地の４・５・９ 平成15年7月30日

草津市東矢倉一丁目５番３２号 草津市東矢倉一丁目１９０番地の１ 平成7年4月14日 Ｔ・Ｋ矢倉

草津市東矢倉一丁目５番３２号 草津市東矢倉一丁目８４番地の１ 昭和57年11月26日
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草津市東矢倉一丁目６番５号 草津市東矢倉一丁目９３番地 平成8年7月5日

草津市東矢倉一丁目６番６号 草津市東矢倉一丁目９３番地 平成3年5月17日

草津市東矢倉一丁目６番１８号 草津市東矢倉一丁目７５番地３、７５番地５ 平成22年1月20日

草津市東矢倉一丁目６番２４号 草津市東矢倉一丁目７５番地の８ 平成6年8月8日

草津市東矢倉一丁目６番２６号 草津市東矢倉一丁目７７番地 昭和61年2月26日

草津市東矢倉一丁目６番２８号 草津市東矢倉一丁目７８番地の１３ 平成17年9月27日 ルミエール東矢倉

草津市東矢倉一丁目６番２９号 草津市東矢倉一丁目７８番地の９ 昭和55年3月17日

草津市東矢倉一丁目７番１４号 草津市東矢倉一丁目７５番地の９ 昭和61年1月20日

草津市東矢倉一丁目８番３０号 草津市東矢倉一丁目７３番地の１７ 平成20年11月11日

草津市東矢倉一丁目８番３１号 草津市東矢倉一丁目７３番地の１６ 平成20年1月31日

草津市東矢倉一丁目８番３２号 草津市東矢倉一丁目７３番地１４ 平成21年7月13日

草津市東矢倉一丁目８番３３号 草津市東矢倉一丁目７３番地の１３ 平成20年3月10日

草津市東矢倉一丁目８番３４号 草津市東矢倉一丁目７３番地の１２ 平成20年8月4日

草津市東矢倉一丁目８番３５号 草津市東矢倉一丁目７３番地の１１ 平成20年6月10日

草津市東矢倉一丁目８番３６号 草津市東矢倉一丁目７３番地の１０ 平成20年7月1日

草津市東矢倉一丁目９番１号 草津市東矢倉一丁目６３番地の４ 平成5年6月2日

草津市東矢倉一丁目９番３号 草津市東矢倉一丁目６３番地の４ 平成3年10月9日

草津市東矢倉一丁目９番７号 草津市東矢倉一丁目６６番地の６ 平成3年7月26日

草津市東矢倉一丁目９番１２号 草津市東矢倉一丁目６３番地の９ 昭和60年5月10日

草津市東矢倉一丁目９番１４号 草津市東矢倉一丁目６３番地６ 平成26年3月4日

草津市東矢倉一丁目９番２０号 草津市東矢倉一丁目６５番地の２ 昭和60年11月5日

草津市東矢倉一丁目９番２２号 草津市矢倉町６２番地 平成2年8月21日

草津市東矢倉一丁目９番２３号 草津市東矢倉一丁目６２番地１１ 平成24年9月3日

草津市東矢倉一丁目９番２９号 草津市東矢倉一丁目７０番地の３ 平成10年1月16日

草津市東矢倉一丁目１０番７号 草津市東矢倉一丁目２５９番地の３ 平成2年7月7日

草津市東矢倉一丁目１０番８号 草津市東矢倉一丁目２５９番地の４ 平成2年7月23日

草津市東矢倉一丁目１０番１１号 草津市東矢倉一丁目２５９番地の１０ 平成18年11月2日

草津市東矢倉一丁目１０番１４号 草津市東矢倉一丁目２５９番地の９ 平成14年5月14日

草津市東矢倉一丁目１０番１５号 草津市東矢倉一丁目２５９番地の６ 平成14年5月14日

草津市東矢倉一丁目１１番６号 草津市東矢倉一丁目６２番地の９ 平成2年8月21日

草津市東矢倉一丁目１１番７号 草津市東矢倉一丁目６２番地の１６ 平成3年3月6日

草津市東矢倉一丁目１２番１３号 草津市東矢倉一丁目１３５番地１０ 平成26年12月26日

草津市東矢倉一丁目１２番１４号
草津市東矢倉一丁目１３５番地９，１３５番
地１３

平成21年5月8日

草津市東矢倉一丁目１５番２号 草津市東矢倉一丁目５８番地の２０ 平成13年2月19日

草津市東矢倉一丁目１５番６号 草津市東矢倉一丁目５８番地の１７ 昭和61年5月23日

草津市東矢倉一丁目１５番６号
草津市東矢倉一丁目５８番地１４、５８番地
２２

平成22年7月15日

草津市東矢倉一丁目１５番１５号 草津市東矢倉一丁目３４番地７６ 平成28年1月7日

草津市東矢倉一丁目１６番３号 草津市東矢倉一丁目３４番地２３ 平成24年10月29日

草津市東矢倉一丁目１６番８号 草津市東矢倉一丁目３４番地の３０ 平成17年6月22日

草津市東矢倉一丁目１７番８号 草津市東矢倉一丁目３４番地１７ 平成26年5月22日

草津市東矢倉一丁目１７番１０号 草津市東矢倉一丁目３４番地１３ 平成24年5月2日

草津市東矢倉一丁目１８番９号 草津市東矢倉一丁目３４番地の７ 平成2年2月13日

草津市東矢倉一丁目１８番１１号 草津市東矢倉一丁目３４番地８ 平成23年10月6日

草津市東矢倉一丁目１９番２号 草津市東矢倉一丁目３４番地５２ 平成25年6月14日

草津市東矢倉一丁目１９番１０号 草津市東矢倉一丁目３４番地の５３ 昭和56年12月日不詳

草津市東矢倉一丁目２０番１号 草津市東矢倉一丁目４０番地の７ 平成15年11月10日

草津市東矢倉一丁目２０番５号 草津市東矢倉一丁目４０番地４ 平成30年6月28日

草津市東矢倉一丁目２０番１１号 草津市東矢倉一丁目５３番地１ 平成27年7月14日

草津市東矢倉一丁目２０番１５号 草津市東矢倉一丁目３４番地の３２ 昭和54年12月日不詳

草津市東矢倉一丁目２０番１９号 草津市東矢倉一丁目３４番地４０ 令和元年10月7日

草津市東矢倉一丁目２１番１０号 草津市東矢倉一丁目４０番地９ 平成21年11月9日

草津市東矢倉一丁目２２番２号 草津市東矢倉一丁目４４番地の１ 昭和63年3月19日 ハイツ　タミ

草津市東矢倉一丁目２３番７号 草津市東矢倉一丁目４９番地の２ 平成8年11月25日

草津市東矢倉一丁目２３番１０号 草津市東矢倉一丁目４９番地の４ 平成9年9月22日

草津市東矢倉一丁目２４番９－１号 草津市東矢倉一丁目５８番地７ 平成24年7月13日

草津市東矢倉一丁目２４番１６号 草津市東矢倉一丁目４７番地の１０ 平成19年2月8日

草津市東矢倉一丁目２４番１７号 草津市東矢倉一丁目４７番地の８ 平成19年2月19日

草津市東矢倉二丁目１番２３号 草津市東矢倉二丁目２３４番地の１ 平成1年9月16日

草津市東矢倉二丁目１番２７号 草津市東矢倉二丁目２３６番地の１ 昭和61年8月6日

草津市東矢倉二丁目１番３２号 草津市東矢倉二丁目２０２番地の１ 昭和56年4月1日

草津市東矢倉二丁目２番２号 草津市東矢倉二丁目２３９番地の１ 平成17年2月14日 ロイヤルステージ

草津市東矢倉二丁目２番５号 草津市東矢倉二丁目２４０番地の１ 平成6年3月22日 クレット・ドールＹ２

草津市東矢倉二丁目２番１９号 草津市東矢倉二丁目２４５番地の６ 平成15年11月17日

草津市東矢倉二丁目２番２０号 草津市東矢倉二丁目２４５番地の５ 平成14年12月26日

草津市東矢倉二丁目２番２１号 草津市東矢倉二丁目２４５番地の４ 平成14年11月8日
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草津市東矢倉二丁目２番２２号 草津市東矢倉二丁目２４５番地の３ 平成16年12月13日

草津市東矢倉二丁目２番２３号 草津市東矢倉二丁目２４５番地の２ 平成14年12月26日

草津市東矢倉二丁目２番３３号 草津市東矢倉二丁目２３７番地１ 平成27年5月13日 ティエール・みなみ草津

草津市東矢倉二丁目３番４号 草津市東矢倉二丁目３０５番地の８ 平成14年11月8日

草津市東矢倉二丁目３番５号 草津市東矢倉二丁目３０５番地の９ 平成14年11月11日

草津市東矢倉二丁目３番６号 草津市東矢倉二丁目３０５番地の１０ 平成16年2月12日

草津市東矢倉二丁目３番８号 草津市東矢倉二丁目３０５番地の１２ 平成16年2月12日

草津市東矢倉二丁目３番１５－１号 草津市東矢倉二丁目３０１番地３ 平成25年3月29日

草津市東矢倉二丁目３番１５－２号
草津市東矢倉二丁目３０１番地２、３０２番
地７

平成25年6月24日

草津市東矢倉二丁目３番１５－３号
草津市東矢倉二丁目３０１番地１、３０２番
地６

平成25年11月1日

草津市東矢倉二丁目３番１５－５号
草津市東矢倉二丁目３０２番地４，３０２番
地５

平成26年6月30日

草津市東矢倉二丁目３番１５－６号 草津市東矢倉二丁目３０２番地３ 平成25年2月1日

草津市東矢倉二丁目３番１５－７号 草津市東矢倉二丁目３０２番地２ 平成25年3月7日

草津市東矢倉二丁目３番１５－８号 草津市東矢倉二丁目３０２番地１ 平成25年11月1日

草津市東矢倉二丁目３番１８号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の１０ 昭和63年11月7日

草津市東矢倉二丁目３番１８号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の７ 平成1年9月8日

草津市東矢倉二丁目３番１８号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の２１ 平成7年7月31日

草津市東矢倉二丁目３番１８号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の９ 昭和62年11月26日

草津市東矢倉二丁目３番１８号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の６ 昭和63年10月18日

草津市東矢倉二丁目３番１８号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の８ 昭和63年12月12日

草津市東矢倉二丁目３番２０号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の２ 昭和62年11月4日

草津市東矢倉二丁目３番２０号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の３ 昭和63年9月20日

草津市東矢倉二丁目３番２０号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の４ 昭和63年9月22日

草津市東矢倉二丁目３番２４号 草津市東矢倉二丁目２９２番地の１ 昭和63年2月8日 コート室ノ木

草津市東矢倉二丁目３番３１－１号 草津市東矢倉二丁目２９３番地の１０ 平成11年6月10日

草津市東矢倉二丁目３番３１－１号 草津市東矢倉二丁目２９３番地の１９ 平成15年12月5日

草津市東矢倉二丁目３番３１－２号 草津市東矢倉二丁目２９３番地の９ 平成11年6月10日

草津市東矢倉二丁目３番３１－３号 草津市東矢倉二丁目２９３番地の１４ 平成11年10月29日

草津市東矢倉二丁目３番３１－４号 草津市東矢倉二丁目２９３番地の１３ 平成12年6月8日

草津市東矢倉二丁目３番３１－６号 草津市東矢倉二丁目２９３番地の１１ 平成13年3月7日

草津市東矢倉二丁目３番３４号 草津市東矢倉二丁目２９５番地１ 平成24年6月27日

草津市東矢倉二丁目３番３５号 草津市東矢倉二丁目３１８番地１４ 平成27年9月25日

草津市東矢倉二丁目３番３６号 草津市東矢倉二丁目３１８番地１ 平成27年9月25日

草津市東矢倉二丁目３番３７号 草津市東矢倉二丁目３１８番地の５ 昭和55年3月27日

草津市東矢倉二丁目３番３７号 草津市東矢倉二丁目３１８番地５ 平成28年5月27日

草津市東矢倉二丁目３番３７号 草津市東矢倉二丁目３１８番地の６ 昭和59年10月22日

草津市東矢倉二丁目３番４８号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の１３ 昭和63年11月5日

草津市東矢倉二丁目３番４８号 草津市東矢倉二丁目３１７番地 平成3年9月2日

草津市東矢倉二丁目３番４９－１号 草津市東矢倉二丁目２９７番地２ 平成27年11月19日

草津市東矢倉二丁目３番４９－２号 草津市東矢倉二丁目２９７番地８ 平成25年6月3日

草津市東矢倉二丁目３番４９－３号 草津市東矢倉二丁目２９７番地９ 平成25年7月18日

草津市東矢倉二丁目３番４９－４号 草津市東矢倉二丁目２９７番地１０ 平成25年11月29日

草津市東矢倉二丁目３番４９－５号 草津市東矢倉二丁目２９７番地１１ 平成26年2月13日

草津市東矢倉二丁目３番４９－６号 草津市東矢倉二丁目２９７番地１２ 平成25年4月5日

草津市東矢倉二丁目３番４９号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の１２ 昭和63年9月7日

草津市東矢倉二丁目３番４９号 草津市東矢倉二丁目２９６番地の１１ 昭和63年11月7日

草津市東矢倉二丁目３番５３号 草津市東矢倉二丁目３１２番地の１ 平成12年9月25日

草津市東矢倉二丁目４番６号 草津市東矢倉二丁目６１３番地の５ 平成17年10月31日

草津市東矢倉二丁目４番７号 草津市東矢倉二丁目６１３番地の６ 平成18年7月3日

草津市東矢倉二丁目４番８号 草津市東矢倉二丁目６１３番地の１ 昭和63年4月2日

草津市東矢倉二丁目４番８号 草津市東矢倉二丁目６１３番地の７ 平成17年10月31日

草津市東矢倉二丁目４番９号 草津市東矢倉二丁目６１２番地 令和元年6月4日

草津市東矢倉二丁目４番１４号 草津市東矢倉二丁目６０７番地の１ 平成12年4月5日 ヴィラアンドゥミル

草津市東矢倉二丁目４番１７－１号 草津市東矢倉二丁目６０４番地の１ 平成12年4月4日

草津市東矢倉二丁目４番１７－２号 草津市東矢倉二丁目６０４番地の１２ 平成12年3月10日

草津市東矢倉二丁目４番１７－４号 草津市東矢倉二丁目６０４番地の１４ 平成12年3月10日

草津市東矢倉二丁目４番１７－５号 草津市東矢倉二丁目６０４番地の１５ 平成12年4月4日

草津市東矢倉二丁目４番１９号 草津市東矢倉二丁目６０２番地 平成11年3月13日 ルーラルシテイーⅡＡ棟

草津市東矢倉二丁目４番２０号 草津市東矢倉二丁目６０３番地 平成11年3月13日 ルーラルシテイーⅡＢ棟

草津市東矢倉二丁目４番３２号 草津市東矢倉二丁目５９８番地１ 平成28年5月20日

草津市東矢倉二丁目４番３６号 草津市東矢倉二丁目６０４番地の７ 平成11年6月7日

草津市東矢倉二丁目４番３７号 草津市東矢倉二丁目６０４番地の６ 平成11年6月7日

草津市東矢倉二丁目４番３８号 草津市東矢倉二丁目６０４番地の５ 平成11年6月7日

草津市東矢倉二丁目５番９号 草津市東矢倉二丁目６２１番地 平成3年3月28日

草津市東矢倉二丁目５番１２－１号 草津市東矢倉二丁目６２５番地３ 平成24年1月10日
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草津市東矢倉二丁目５番１２－２号 草津市東矢倉二丁目６２５番地２ 平成24年7月31日

草津市東矢倉二丁目５番１２－３号 草津市東矢倉二丁目６２５番地６ 平成24年8月31日

草津市東矢倉二丁目５番１２－４号 草津市東矢倉二丁目６２５番地７ 平成24年3月2日

草津市東矢倉二丁目５番１２－５号 草津市東矢倉二丁目６２５番地１１ 平成25年2月12日

草津市東矢倉二丁目５番２４号 草津市東矢倉二丁目６２９番地の１ 平成2年7月20日 アメニテイ草津

草津市東矢倉二丁目５番２６号
草津市東矢倉二丁目６３１番地、６３１番地
１

令和2年10月16日 コージーコート南草津

草津市東矢倉二丁目５番２７号 草津市東矢倉二丁目６３１番地の１ 平成15年10月7日

草津市東矢倉二丁目５番２８号
草津市東矢倉二丁目６５０番地の８・６５０
番地の３

平成15年3月10日 サンシャイン南草津

草津市東矢倉二丁目５番３６号 草津市東矢倉二丁目６２３番地の１ 昭和61年9月26日

草津市東矢倉二丁目５番３７号 草津市東矢倉二丁目６２３番地の２ 平成7年6月12日

草津市東矢倉二丁目５番４５号 草津市東矢倉二丁目６１５番地の１ 平成19年3月13日

草津市東矢倉二丁目６番５号 草津市東矢倉二丁目５８７番地の６ 平成20年11月5日 エンゼルプラザ　イーストⅠ

草津市東矢倉二丁目６番８号 草津市東矢倉二丁目５９０番地の２ 平成20年11月5日 エンゼルプラザ　イーストⅡ

草津市東矢倉二丁目６番１６号 草津市東矢倉二丁目５９１番地の４ 昭和57年12月18日 コーポ幸

草津市東矢倉二丁目７番７号 草津市東矢倉二丁目５８４番地の５ 平成18年3月9日 エンゼルプラザ南草津駅前

草津市東矢倉二丁目８番１号 草津市東矢倉二丁目７番地の１６ 昭和62年7月13日

草津市東矢倉二丁目８番１号 草津市東矢倉二丁目７番地の８８ 昭和62年7月30日

草津市東矢倉二丁目８番２号 草津市東矢倉二丁目７番地の１７ 昭和54年7月9日

草津市東矢倉二丁目８番３号 草津市東矢倉二丁目７番地の７８ 平成2年11月14日

草津市東矢倉二丁目８番７－１号 草津市東矢倉二丁目７番地６１ 平成24年11月14日

草津市東矢倉二丁目８番５３号 草津市東矢倉二丁目６７０番地の３ 平成6年11月17日

草津市東矢倉二丁目９番１号 草津市東矢倉二丁目７番地の９６ 平成13年10月1日

草津市東矢倉二丁目９番１７号 草津市東矢倉二丁目７番地の８７ 平成3年8月3日

草津市東矢倉二丁目９番１８号 草津市東矢倉二丁目７番地の９５ 平成12年6月26日

草津市東矢倉二丁目９番２１号 草津市東矢倉二丁目７番地の２３ 平成13年12月6日

草津市東矢倉二丁目１０番２号 草津市東矢倉二丁目７番地８ 令和元年9月19日

草津市東矢倉二丁目１０番１１号 草津市東矢倉二丁目７番地１０ 令和2年7月10日

草津市東矢倉二丁目１１番１０号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１７１ 平成5年2月9日 サンハイツ東矢倉

草津市東矢倉二丁目１１番１３－１号 草津市東矢倉二丁目５８０番地１７５ 平成25年11月21日

草津市東矢倉二丁目１１番１７号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１８１ 平成16年1月8日

草津市東矢倉二丁目１１番１８－１号 草津市東矢倉二丁目５８０番地１４８ 平成22年3月4日

草津市東矢倉二丁目１１番２３号
草津市東矢倉二丁目７番地の５・７番地の４
６・５８０番地の１８９

平成4年2月20日

草津市東矢倉二丁目１１番２５号 草津市東矢倉二丁目７番地の４ 平成7年10月6日

草津市東矢倉二丁目１２番１号 草津市東矢倉二丁目５８０番地１５５ 平成21年3月6日

草津市東矢倉二丁目１２番１３号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１５０ 平成12年9月19日

草津市東矢倉二丁目１２番１６号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１５４ 平成15年2月17日

草津市東矢倉二丁目１３番１号 草津市東矢倉二丁目５９２番地 昭和56年5月20日

草津市東矢倉二丁目１３番３号 草津市東矢倉二丁目５９３番地 平成10年9月14日 レーベン２１

草津市東矢倉二丁目１３番６号 草津市東矢倉二丁目５９４番地 昭和58年1月17日

草津市東矢倉二丁目１４番２号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１６３ 昭和54年1月4日

草津市東矢倉二丁目１４番２６号 草津市東矢倉二丁目５８０番地１６１ 平成30年3月20日

草津市東矢倉二丁目１５番５号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の２４３ 平成8年11月5日

草津市東矢倉二丁目１５番６号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の８３ 平成8年11月5日

草津市東矢倉二丁目１５番１９号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の８ 平成4年11月2日

草津市東矢倉二丁目１６番１－２号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１６ 平成16年9月3日

草津市東矢倉二丁目１６番１１号 草津市東矢倉二丁目５８０番地２５ 平成21年8月27日

草津市東矢倉二丁目１７番９号 草津市東矢倉二丁目５８０番地４２ 平成27年7月13日

草津市東矢倉二丁目１８番５号 草津市東矢倉二丁目５８０番地５８の一部 平成25年3月19日

草津市東矢倉二丁目１８番６号
草津市東矢倉二丁目５８０番地５８の一部、
他１筆

平成25年3月19日

草津市東矢倉二丁目１８番１４号 草津市東矢倉二丁目５８０番地６５ 平成25年4月17日

草津市東矢倉二丁目１９番２号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の７３ 平成17年3月30日

草津市東矢倉二丁目１９番３号 草津市東矢倉二丁目５８０番地７４ 平成31年3月29日

草津市東矢倉二丁目２１番４号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の２６ 平成18年2月3日

草津市東矢倉二丁目２１番５号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の４５ 平成16年3月8日

草津市東矢倉二丁目２１番６号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の４６ 平成16年3月8日

草津市東矢倉二丁目２１番７号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の４７ 平成16年3月8日

草津市東矢倉二丁目２１番８号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の４８ 平成16年3月8日

草津市東矢倉二丁目２１番９号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の５０ 平成16年3月8日

草津市東矢倉二丁目２１番１０号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の５１ 平成16年3月8日

草津市東矢倉二丁目２１番１１号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の４１、５２ 平成16年9月3日

草津市東矢倉二丁目２１番１３号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の１０ 平成15年11月10日

草津市東矢倉二丁目２１番１６号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の８ 平成8年8月21日

草津市東矢倉二丁目２３番１３号 草津市東矢倉二丁目４６８番地 平成17年3月3日

草津市東矢倉二丁目２４番１号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の１９ 昭和53年10月31日
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草津市東矢倉二丁目２４番１６号
草津市東矢倉二丁目５７８番地１５６・５７
８番地１６０

令和2年9月9日

草津市東矢倉二丁目２５番４号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の６８ 平成14年4月10日

草津市東矢倉二丁目２５番５号 草津市東矢倉二丁目５７８番地６７ 令和2年4月6日

草津市東矢倉二丁目２５番６号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の６６ 平成9年7月25日

草津市東矢倉二丁目２５番７号 草津市東矢倉二丁目５７８番地３８ 平成27年12月18日

草津市東矢倉二丁目２５番２０号 草津市東矢倉二丁目５７８番地５０ 平成25年10月29日

草津市東矢倉二丁目２６番５号 草津市東矢倉二丁目５７８番地８０ 平成30年3月30日

草津市東矢倉二丁目２６番１４号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の９４ 平成16年10月21日

草津市東矢倉二丁目２６番１９号 草津市東矢倉二丁目５７８番地８８ 平成26年4月7日

草津市東矢倉二丁目２６番２０号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の８７ 昭和53年8月29日

草津市東矢倉二丁目２６番２０号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の８６ 平成3年10月30日

草津市東矢倉二丁目２６番２２号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１００ 平成6年12月8日 タカダハイツ

草津市東矢倉二丁目２７番２号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の９１ 平成18年5月26日

草津市東矢倉二丁目２７番３号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の９０ 平成5年12月3日

草津市東矢倉二丁目２７番１６号 草津市東矢倉二丁目５７８番地１０４ 平成25年8月14日

草津市東矢倉二丁目２７番２０号 草津市東矢倉二丁目５７８番地１００ 平成26年10月9日

草津市東矢倉二丁目２８番４号 草津市東矢倉二丁目５８０番地１１１ 平成22年1月13日

草津市東矢倉二丁目２８番１３号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の１３１ 平成4年1月13日

草津市東矢倉二丁目２８番１７－１号 草津市東矢倉二丁目５８０番地１０４他１筆 平成27年3月2日

草津市東矢倉二丁目２８番１７－２号 草津市東矢倉二丁目５８０番地２４６ 平成27年3月2日

草津市東矢倉二丁目２８番１８号 草津市東矢倉二丁目５８０番地１０５ 平成25年9月25日

草津市東矢倉二丁目２９番１１号 草津市東矢倉二丁目５７９番地２０ 平成28年5月26日

草津市東矢倉二丁目３０番２号 草津市東矢倉二丁目５８０番地の１３５ 平成15年8月21日

草津市東矢倉二丁目３０番５号 草津市東矢倉二丁目５７９番地３６ 平成25年2月19日

草津市東矢倉二丁目３０番６号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の３５ 平成14年5月31日

草津市東矢倉二丁目３０番１１号 草津市東矢倉二丁目５７９番地３１ 平成26年2月20日

草津市東矢倉二丁目３０番１４号
草津市東矢倉二丁目５８０番地の１３２、５
７９番地の２７

平成16年8月23日

草津市東矢倉二丁目３１番４号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 平成1年10月20日

草津市東矢倉二丁目３３番１７号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の２５２ 平成5年9月29日

草津市東矢倉二丁目３３番２５号 草津市東矢倉二丁目５７９番地１７１ 令和2年10月5日

草津市東矢倉二丁目３３番２６号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の１７０ 平成13年6月6日

草津市東矢倉二丁目３４番２号 草津市東矢倉二丁目５７９番地６１ 平成28年4月25日

草津市東矢倉二丁目３４番１２号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の２２３ 昭和59年2月6日

草津市東矢倉二丁目３４番１２号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和59年8月31日

草津市東矢倉二丁目３４番１２号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和58年11月15日

草津市東矢倉二丁目３４番１４号 草津市東矢倉二丁目５７９番地１６５ 平成28年1月18日

草津市東矢倉二丁目３４番１６－１号 草津市東矢倉二丁目５７９番地１６２ 平成25年8月20日

草津市東矢倉二丁目３４番１６号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の１６３ 平成4年9月25日

草津市東矢倉二丁目３４番２１号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和60年1月26日

草津市東矢倉二丁目３４番２５号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の２１７ 昭和58年12月19日

草津市東矢倉二丁目３４番２６号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和60年8月1日

草津市東矢倉二丁目３４番２６号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和60年11月1日

草津市東矢倉二丁目３４番２７号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和58年3月8日

草津市東矢倉二丁目３４番２８号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和58年9月17日

草津市東矢倉二丁目３４番２９号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和58年8月22日

草津市東矢倉二丁目３４番３０号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和63年2月1日

草津市東矢倉二丁目３４番３２号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和61年4月16日

草津市東矢倉二丁目３４番３３号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和59年3月30日

草津市東矢倉二丁目３４番４５号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和58年10月28日

草津市東矢倉二丁目３４番４６号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の２３５ 昭和59年1月23日

草津市東矢倉二丁目３４番４６号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の２２８ 昭和58年11月24日

草津市東矢倉二丁目３４番４７号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和59年1月23日

草津市東矢倉二丁目３４番４８号 草津市東矢倉二丁目５７９番地 昭和58年9月6日

草津市東矢倉二丁目３４番５３号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の５８ 平成13年12月25日

草津市東矢倉二丁目３４番５４号 草津市東矢倉二丁目５７９番地の５８ 平成14年3月29日

草津市東矢倉二丁目３４番５５号 草津市東矢倉二丁目５７９番地５９ 平成30年9月28日

草津市東矢倉二丁目３５番２号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の１７３ 昭和62年9月11日

草津市東矢倉二丁目３５番６号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の１９０ 昭和59年12月25日

草津市東矢倉二丁目３５番１０号
草津市東矢倉二丁目５７８番地２０５、他１
筆

平成22年9月10日

草津市東矢倉二丁目３５番１１号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の２１４ 昭和61年11月28日

草津市東矢倉二丁目３５番１２号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の１７１ 昭和61年2月26日

草津市東矢倉二丁目３５番１３号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の２１２ 昭和61年7月21日

草津市東矢倉二丁目３５番２５号 草津市東矢倉二丁目４７１番地の１９ 昭和58年8月31日

草津市東矢倉二丁目３５番４５号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の１４４ 平成17年8月18日

草津市東矢倉二丁目３５番４６号 草津市東矢倉二丁目５７８番地の１４３ 昭和63年3月23日
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草津市東矢倉二丁目３６番７号 草津市東矢倉二丁目５７５番地の３３ 平成5年8月6日

草津市東矢倉三丁目１番１４号 草津市東矢倉三丁目２７４番地の１５ 平成4年2月6日

草津市東矢倉三丁目２番３－１号 草津市東矢倉三丁目２５３番地６ 平成30年1月12日

草津市東矢倉三丁目２番２３号 草津市東矢倉三丁目２７１番地の１４ 平成15年9月9日

草津市東矢倉三丁目２番２４号 草津市東矢倉三丁目２７７番地の２ 平成15年9月9日

草津市東矢倉三丁目２番３６号 草津市東矢倉三丁目２７４番地の１８ 平成5年8月13日

草津市東矢倉三丁目２番３６号 草津市東矢倉三丁目２７４番地の２３ 平成5年9月21日

草津市東矢倉三丁目２番４０号 草津市東矢倉三丁目２７２番地 平成14年5月1日

草津市東矢倉三丁目３番４号 草津市東矢倉三丁目２６５番地の１ 平成4年10月5日

草津市東矢倉三丁目３番２８号 草津市東矢倉三丁目２６５番地の２ 平成6年2月24日

草津市東矢倉三丁目３番２８号 草津市東矢倉三丁目２６５番地の５ 平成8年3月26日

草津市東矢倉三丁目３番２９号 草津市東矢倉三丁目２６５番地の２ 平成9年3月18日

草津市東矢倉三丁目３番３０号 草津市東矢倉三丁目２６６番地の１ 昭和58年11月10日

草津市東矢倉三丁目４番４号 草津市東矢倉三丁目２８６番地の１ 昭和53年11月9日

草津市東矢倉三丁目４番７－１号 草津市東矢倉三丁目２７６番地の６ 平成16年1月21日

草津市東矢倉三丁目４番７号
草津市東矢倉三丁目２７６番地８，２７６番
地１４

平成30年7月25日

草津市東矢倉三丁目４番８号 草津市東矢倉三丁目２７８番地の１ 平成15年3月11日

草津市東矢倉三丁目４番９号 草津市東矢倉三丁目２７８番地の１ 平成15年3月11日

草津市東矢倉三丁目４番１０号 草津市東矢倉三丁目２７１番地の１３ 平成15年3月11日

草津市東矢倉三丁目４番１１号 草津市東矢倉三丁目２７１番地の１５ 平成15年8月7日

草津市東矢倉三丁目４番１２号 草津市東矢倉三丁目２７１番地の１１ 平成15年8月1日

草津市東矢倉三丁目４番１４号 草津市東矢倉三丁目２７１番地の７ 昭和58年11月16日

草津市東矢倉三丁目４番１５号 草津市東矢倉三丁目２７１番地 平成14年1月31日

草津市東矢倉三丁目４番１６号 草津市東矢倉三丁目３２７番地の１ 昭和61年9月16日

草津市東矢倉三丁目４番１６号 草津市東矢倉三丁目２７９番地の１ 昭和61年12月8日

草津市東矢倉三丁目４番２１号 草津市東矢倉三丁目２４９番地の１ 昭和55年1月28日

草津市東矢倉三丁目４番４５号 草津市東矢倉三丁目２８２番地 平成4年5月29日 リバティヒル　ヤグラ

草津市東矢倉三丁目４番４８号 草津市東矢倉三丁目２７９番地２他４筆 平成23年9月21日

草津市東矢倉三丁目４番５０号 草津市東矢倉三丁目２８５番地の１ 平成1年2月6日

草津市東矢倉三丁目５番１７号
草津市東矢倉三丁目３３７番地の５５７－５
５７

平成2年12月4日

草津市東矢倉三丁目５番２０号 草津市東矢倉三丁目５７９番地８８ 平成30年7月30日

草津市東矢倉三丁目５番２５号 草津市東矢倉三丁目５７９番地８０ 令和2年2月5日

草津市東矢倉三丁目５番２８号 草津市東矢倉三丁目５７９番地７４ 平成27年8月25日

草津市東矢倉三丁目６番３号 草津市東矢倉三丁目５７９番地の１０５ 平成17年2月22日

草津市東矢倉三丁目６番１４－１号 草津市東矢倉三丁目５７９番地１１５ 平成25年2月18日

草津市東矢倉三丁目７番２号 草津市東矢倉三丁目５７９番地の１２０ 平成13年12月5日

草津市東矢倉三丁目７番６－１号 草津市東矢倉三丁目５７９番地１２６ 平成25年3月12日

草津市東矢倉三丁目７番９号 草津市東矢倉三丁目５７９番地１３５ 平成25年7月31日

草津市東矢倉三丁目７番１２号 草津市東矢倉三丁目５７９番地の１３３ 平成6年2月14日

草津市東矢倉三丁目７番２０号 草津市東矢倉三丁目５７９番地の１１９ 平成16年11月18日

草津市東矢倉三丁目８番１３－１号 草津市東矢倉三丁目５７９番地９９ 平成28年4月7日

草津市東矢倉三丁目９番５８号 草津市東矢倉三丁目４５４番地の４ 平成9年11月4日

草津市東矢倉三丁目９番７５号 草津市東矢倉三丁目５７９番地の６ 平成8年6月6日

草津市東矢倉三丁目１０番１－１号 草津市東矢倉三丁目３３６番地の３ 平成11年7月1日

草津市東矢倉三丁目１０番１－２号 草津市東矢倉三丁目３３６番地の４ 平成11年6月3日

草津市東矢倉三丁目１０番２号 草津市東矢倉三丁目３３６番地の１ 平成11年3月16日

草津市東矢倉三丁目１０番３号 草津市東矢倉三丁目３３８番地の１ 平成11年3月4日 サンガーデンあい

草津市東矢倉三丁目１０番７号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の４ 昭和57年1月8日

草津市東矢倉三丁目１０番８号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の１４ 昭和56年9月24日

草津市東矢倉三丁目１０番８号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の７ 昭和54年10月19日

草津市東矢倉三丁目１０番８号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の５ 昭和55年11月28日

草津市東矢倉三丁目１０番９号 草津市東矢倉三丁目３３９番地 昭和56年3月14日

草津市東矢倉三丁目１０番９号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の１８ 平成10年9月8日

草津市東矢倉三丁目１０番１０号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の１７ 平成10年3月17日

草津市東矢倉三丁目１０番１１号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の１９ 平成12年2月22日

草津市東矢倉三丁目１０番１２号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の２０ 平成12年3月22日

草津市東矢倉三丁目１０番１２号 草津市東矢倉三丁目３４０番地の１ 平成18年12月27日

草津市東矢倉三丁目１１番４９号 草津市東矢倉三丁目３４８番地１ 平成22年9月14日

草津市東矢倉三丁目１１番５０号 草津市東矢倉三丁目３３９番地２ 平成26年4月15日

草津市東矢倉三丁目１１番５１号 草津市東矢倉三丁目３３９番地 昭和57年4月1日

草津市東矢倉三丁目１１番５１号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の２４ 平成11年5月26日

草津市東矢倉三丁目１１番５２号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の２３ 平成11年8月10日

草津市東矢倉三丁目１１番５３－１号
草津市東矢倉三丁目３３８番地７、３３８番
地８

平成27年6月8日

草津市東矢倉三丁目１１番５３－２号 草津市東矢倉三丁目３３８番地２ 平成27年6月2日

草津市東矢倉三丁目１１番５３号 草津市東矢倉三丁目３３９番地の２２ 平成11年2月25日
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草津市東矢倉三丁目１１番５４号 草津市東矢倉三丁目３３８番地 昭和56年1月20日

草津市東矢倉三丁目１１番５６－１号 草津市東矢倉三丁目３５３番地の３ 平成15年2月21日

草津市東矢倉三丁目１１番５６－２号 草津市東矢倉三丁目３５３番地の４ 平成14年8月29日

草津市東矢倉三丁目１１番５６－３号 草津市東矢倉三丁目３５３番地の５ 平成15年3月3日

草津市東矢倉三丁目１１番５６－４号 草津市東矢倉三丁目３５３番地の６ 平成15年5月6日

草津市東矢倉三丁目１１番５６－５号 草津市東矢倉三丁目３５３番地の７ 平成15年1月6日

草津市東矢倉三丁目２３番１１号 草津市東矢倉三丁目３７７番地１０ 令和元年6月21日

草津市東矢倉三丁目１３番３０号 草津市東矢倉三丁目３６１番地の１ 平成14年4月15日

草津市東矢倉三丁目１４番３号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の２５ 平成5年9月27日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－５号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１５ 平成21年7月13日

草津市東矢倉三丁目１５番８号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の６８ 昭和58年2月17日

草津市東矢倉三丁目１５番１０号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の６７ 平成7年2月2日

草津市東矢倉三丁目１５番１１－１号 草津市東矢倉三丁目３６４番地６５ 平成25年12月24日

草津市東矢倉三丁目１５番１１号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の６６ 昭和58年2月28日

草津市東矢倉三丁目１５番１３号 草津市東矢倉三丁目３６４番地８４他１筆 平成27年3月3日

草津市東矢倉三丁目１５番１４号 草津市東矢倉三丁目３６５番地 平成3年2月4日

草津市東矢倉三丁目１６番５号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の７４ 平成7年6月23日

草津市東矢倉三丁目１６番６号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の７３ 平成8年2月20日

草津市東矢倉三丁目１６番９号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の７２ 平成1年3月3日

草津市東矢倉三丁目１６番１０号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の７０ 平成5年5月28日

草津市東矢倉三丁目１６番１５号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の６２ 昭和59年3月24日

草津市東矢倉三丁目１６番１７号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の７１ 平成1年3月15日

草津市東矢倉三丁目１７番３２号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の９０ 昭和61年4月25日

草津市東矢倉三丁目１８番１３号 草津市東矢倉三丁目７６４番地の７５ 平成5年5月6日

草津市東矢倉三丁目１８番１４号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の２８ 平成5年5月13日

草津市東矢倉三丁目２０番９－１号 草津市東矢倉三丁目３６８番地１ 平成22年4月30日

草津市東矢倉三丁目２０番９－２号 草津市東矢倉三丁目３６８番地２ 平成22年3月8日

草津市東矢倉三丁目２０番９－３号 草津市東矢倉三丁目３６８番地３他２筆 平成21年10月6日

草津市東矢倉三丁目２０番９－４号 草津市東矢倉三丁目３６９番地６他２筆 平成21年7月27日

草津市東矢倉三丁目２０番９－５号 草津市東矢倉三丁目３６８番地６ 平成23年2月10日

草津市東矢倉三丁目２０番９－６号 草津市東矢倉三丁目３６８番地７他３筆 平成21年10月6日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－１０号 草津市東矢倉三丁目４３５番地４８ 平成21年2月10日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－１１号 草津市東矢倉三丁目４３５番地５０ 平成21年8月19日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－１２号 草津市東矢倉三丁目４３５番地５１ 平成21年2月10日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－１３号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の５２ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－１号 草津市東矢倉三丁目３６４番地８８他５筆 平成27年2月6日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－２号 草津市東矢倉三丁目３７３番地２ 平成27年6月16日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－３号 草津市東矢倉三丁目３７３番地３ 平成26年11月11日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－４号 草津市東矢倉三丁目３７３番地５ 平成21年5月26日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－５号 草津市東矢倉三丁目３７９番地７ 平成21年4月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－６号 草津市東矢倉三丁目３６６番地２９他２筆 平成21年5月25日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－７号 草津市東矢倉三丁目４３５番地４５ 平成21年2月10日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－８号 草津市東矢倉三丁目４３５番地４６ 平成21年2月10日

草津市東矢倉三丁目２０番１０－９号 草津市東矢倉三丁目４３５番地４７ 平成21年2月10日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－１０号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の５８ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－１１号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の５９ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－１２号 草津市東矢倉三丁目４３５番地６４ 平成20年11月28日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－１３号 草津市東矢倉三丁目４３５番地６５ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－１４号
草津市東矢倉三丁目４３５番地６６、３４４
番地６

平成21年3月24日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－１５号 草津市東矢倉三丁目４３５番地６７ 平成21年2月10日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－１号 草津市東矢倉三丁目３９８番地の１ 平成20年11月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－２号 草津市東矢倉三丁目３９８番地３ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－３号 草津市東矢倉三丁目３９８番地の５ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－４号 草津市東矢倉三丁目３９８番地の６ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－５号 草津市東矢倉三丁目４３４番地１ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－６号 草津市東矢倉三丁目４３４番地の１２ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－７号 草津市東矢倉三丁目４３４番地の１３他２筆 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－８号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の５６ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１１－９号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の５７ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－１０号 草津市東矢倉三丁目４３５番地８５ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－１号 草津市東矢倉三丁目３４４番地５ 平成22年10月4日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－２号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１４ 平成21年3月17日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－３号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３７他２筆 平成22年10月12日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－４号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３８ 平成22年3月8日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－５号 草津市東矢倉三丁目４３５番地４０ 平成22年6月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－６号 草津市東矢倉三丁目４３５番地４１ 平成22年3月1日
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草津市東矢倉三丁目２０番１２－７号 草津市東矢倉三丁目４３５番地４２ 平成22年6月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－８号 草津市東矢倉三丁目４３５番地５３ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１２－９号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の５５ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－１０号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の３０ 平成20年11月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－１１号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３１ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－１２号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３６ 平成22年3月1日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－１３号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３５ 平成22年7月13日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－１号 草津市東矢倉三丁目３６６番地１６他４筆 平成25年12月26日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－２号 草津市東矢倉三丁目３８５番地１６他２筆 平成27年1月8日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－３号 草津市東矢倉三丁目３８５番地１７他２筆 平成21年7月27日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－４号 草津市東矢倉三丁目３８５番地１８ 平成22年1月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－５号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１７ 平成21年6月5日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－６号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の２５ 平成20年11月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－７号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の２６ 平成20年11月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－８号 草津市東矢倉三丁目４３５番地２７ 平成21年2月6日

草津市東矢倉三丁目２０番１３－９号 草津市東矢倉三丁目４３５番地２８ 平成21年3月17日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－１０号 草津市東矢倉三丁目４３５番地２３ 平成21年2月6日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－１１号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の２４ 平成20年11月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－１２号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３２ 平成22年4月2日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－１３号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３３ 平成22年4月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－１４号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３４ 平成22年6月17日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－１号 草津市東矢倉三丁目３６６番地１９他２筆 平成26年5月21日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－２号 草津市東矢倉三丁目３８５番地１１ 平成27年7月10日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－３号 草津市東矢倉三丁目３８５番地１２ 平成25年12月24日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－４号 草津市東矢倉三丁目３８５番地１３他１筆 平成21年6月5日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－６号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１８ 平成20年12月11日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－７号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の２０ 平成20年11月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－８号 草津市東矢倉三丁目４３５番地２１ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１４－９号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の２２ 平成20年11月7日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－１０号 草津市東矢倉三丁目４３５番地の７ 平成20年10月30日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－１１号 草津市東矢倉三丁目４３５番地８ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－１２号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１０ 平成21年2月6日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－１３号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１１ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－１４号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１２ 平成21年2月6日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－１５号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１３ 平成20年12月11日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－１号 草津市東矢倉三丁目３８５番地２ 平成21年6月5日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－２号 草津市東矢倉三丁目３８５番地５ 平成21年3月17日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－３号 草津市東矢倉三丁目３８５番地６ 平成21年7月13日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－４号 草津市東矢倉三丁目３８５番地７ 平成21年9月8日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－５号 草津市東矢倉三丁目４３５番地１ 平成21年2月6日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－６号 草津市東矢倉三丁目４３５番地２ 平成21年4月27日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－７号 草津市東矢倉三丁目４３５番地３ 平成21年3月17日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－８号 草津市東矢倉三丁目４３５番地５ 平成21年1月9日

草津市東矢倉三丁目２０番１５－９号 草津市東矢倉三丁目４３５番地６ 平成21年2月6日

草津市東矢倉三丁目２１番１２号 草津市東矢倉三丁目３９７番地７ 平成28年5月18日

草津市東矢倉三丁目２２番１１号 草津市矢倉町３７８番地の３ 平成3年4月9日

草津市東矢倉三丁目２２番２２号 草津市東矢倉三丁目４０３番地の６ 平成13年4月26日

草津市東矢倉三丁目２２番２３号 草津市東矢倉三丁目４０３番地の５ 平成13年4月26日

草津市東矢倉三丁目２２番２４号 草津市東矢倉三丁目４０３番地の７ 平成13年9月18日

草津市東矢倉三丁目２２番４０号 草津市東草津三丁目１７６番地の２ 平成2年12月19日

草津市東矢倉三丁目２３番３号 草津市東矢倉三丁目３７７番地１６ 平成28年3月11日

草津市東矢倉三丁目２３番５号 草津市東矢倉三丁目３７７番地の１４ 昭和60年5月25日

草津市東矢倉三丁目２３番１６号 草津市東矢倉三丁目３３７番地の６ 平成20年1月7日

草津市東矢倉三丁目２３番１７号 草津市東矢倉三丁目３７７番地５ 平成22年11月8日

草津市東矢倉三丁目２３番１８号 草津市東矢倉三丁目３７７番地の２ 平成8年1月24日

草津市東矢倉三丁目２４番１２号 草津市東矢倉三丁目３７７番地の１７ 平成15年1月14日

草津市東矢倉三丁目２４番２６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草津市東矢倉三丁目４０１番地２ 令和2年1月17日

草津市東矢倉三丁目２４番３０号 草津市東矢倉三丁目４００番地の５ 昭和59年11月4日

草津市東矢倉三丁目２４番３０号 草津市東矢倉三丁目４００番地の６ 昭和59年11月8日

草津市東矢倉三丁目２４番３２号 草津市東矢倉三丁目４００番地の２ 平成5年11月16日

草津市東矢倉三丁目２５番３号 草津市東矢倉三丁目４０５番地２ 平成25年7月4日

草津市東矢倉三丁目２５番４号 草津市東矢倉三丁目４０５番地３ 平成25年2月21日

草津市東矢倉三丁目２５番５号
草津市東矢倉三丁目４０５番地４、４０５番
地１１の一部

平成25年6月10日

草津市東矢倉三丁目２５番６号 草津市東矢倉三丁目４０５番地５ 平成25年2月25日

草津市東矢倉三丁目２５番７号 草津市東矢倉三丁目４０５番地６ 平成25年2月21日

草津市東矢倉三丁目２５番９号 草津市東矢倉三丁目４０５番地７ 平成25年7月29日

38 / 112 ページ



草津市　住居表示番号付定一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市東矢倉三丁目２５番１１号 草津市東矢倉三丁目４０５番地８ 平成26年1月24日

草津市東矢倉三丁目２５番１２－２号 草津市東矢倉三丁目４０５番地１０ 平成25年10月31日

草津市東矢倉三丁目２５番１２号 草津市東矢倉三丁目４０５番地９ 平成26年2月24日

草津市東矢倉三丁目２５番１４号 草津市東矢倉三丁目４０５番地１０ 平成25年11月5日

草津市東矢倉三丁目２６番１６号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１１５ 平成14年6月6日

草津市東矢倉三丁目２６番２７号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１０４ 昭和60年8月1日

草津市東矢倉三丁目２６番２７号 草津市東矢倉三丁目４０９番地１０４ 平成28年5月9日

草津市東矢倉三丁目２６番２８号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１０３ 昭和60年8月1日

草津市東矢倉三丁目２６番３２号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の５ 平成15年2月17日

草津市東矢倉三丁目２６番３３号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１１７ 平成15年2月17日

草津市東矢倉三丁目２７番１４号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の２３ 平成17年12月5日

草津市東矢倉三丁目２７番２７号 草津市東矢倉三丁目４０９番地２１ 平成25年10月2日

草津市東矢倉三丁目２８番６号 草津市東矢倉三丁目４０９番地２８ 平成31年2月12日

草津市東矢倉三丁目２８番７号 草津市東矢倉三丁目４０９番地３０ 平成27年12月7日

草津市東矢倉三丁目２８番１０号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の３３ 平成6年1月26日

草津市東矢倉三丁目２８番１１号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の３５ 昭和61年4月1日

草津市東矢倉三丁目２８番１３号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の３７ 昭和60年10月30日

草津市東矢倉三丁目２８番１５号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の３９ 平成8年4月12日

草津市東矢倉三丁目２８番２１号 草津市東矢倉三丁目４０９番地４０ 平成23年10月25日

草津市東矢倉三丁目２８番２２号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の３８ 平成17年5月9日

草津市東矢倉三丁目２８番２３号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１１９ 平成17年5月9日

草津市東矢倉三丁目２８番２８号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の３２ 平成18年1月27日 サンライズ　東矢倉

草津市東矢倉三丁目２８番３２号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の２９ 昭和55年7月28日

草津市東矢倉三丁目２９番１５号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の４２ 昭和61年10月9日

草津市東矢倉三丁目２９番１６号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の５４ 平成15年10月16日

草津市東矢倉三丁目２９番１７号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１１８ 平成15年10月16日

草津市東矢倉三丁目２９番２１号 草津市東矢倉三丁目４２９番地の８ 平成18年1月23日

草津市東矢倉三丁目２９番２２号 草津市東矢倉三丁目４２９番地の２８ 平成18年1月23日

草津市東矢倉三丁目２９番２３号 草津市東矢倉三丁目４２９番地の２７ 平成18年2月6日

草津市東矢倉三丁目３０番１４－２号 草津市東矢倉三丁目４３４番地９ 平成30年4月9日

草津市東矢倉三丁目３０番１４号 草津市東矢倉三丁目４３２番地の１１ 平成14年6月19日

草津市東矢倉三丁目３１番７号 草津市東矢倉三丁目４３２番地１０ 平成28年7月14日

草津市東矢倉三丁目３２番５号
草津市東矢倉三丁目４３２番地２、４３４番
地２

平成21年11月20日

草津市東矢倉三丁目３２番１０－１号 草津市東矢倉三丁目４４０番地１７ 平成24年9月13日

草津市東矢倉三丁目３２番１０－２号 草津市東矢倉三丁目４４０番地１６ 平成25年11月12日

草津市東矢倉三丁目３３番６号 草津市東矢倉三丁目４５８番地９ 平成25年2月1日

草津市東矢倉三丁目３３番７号 草津市東矢倉三丁目４５８番地８ 平成25年10月3日

草津市東矢倉三丁目３３番８号 草津市東矢倉三丁目４５８番地７ 平成28年3月22日

草津市東矢倉三丁目３３番９号 草津市東矢倉三丁目４５８番地６ 平成26年3月11日

草津市東矢倉三丁目３３番９号 草津市東矢倉三丁目４２６番地１４ 平成27年10月21日

草津市東矢倉三丁目３３番１０号 草津市東矢倉三丁目４５８番地５ 平成24年11月1日

草津市東矢倉三丁目３３番１１号 草津市東矢倉三丁目４５８番地４ 平成24年11月27日

草津市東矢倉三丁目３３番１２号 草津市東矢倉三丁目４５８番地２ 平成24年11月30日

草津市東矢倉三丁目３３番１４号 草津市東矢倉三丁目４５９番地の５ 平成11年8月26日

草津市東矢倉三丁目３３番１６号 草津市東矢倉三丁目４２５番地の６ 昭和58年8月4日

草津市東矢倉三丁目３３番１７号 草津市東矢倉三丁目４２６番地の７ 昭和60年9月19日

草津市東矢倉三丁目３３番２３号
草津市東矢倉三丁目４３０番地１，４３０番
地４

平成23年3月18日 スリーエス　ＫＯＫ

草津市東矢倉三丁目３３番３８号 草津市東矢倉三丁目４２６番地の６ 平成1年10月13日

草津市東矢倉三丁目３３番３８号 草津市東矢倉三丁目４２５番地の５ 平成9年3月11日

草津市東矢倉三丁目３３番３９号 草津市東矢倉三丁目４２５番地の４ 平成9年3月3日

草津市東矢倉三丁目３３番４１－２号 草津市東矢倉三丁目４６０番地の７ 平成10年9月14日

草津市東矢倉三丁目３３番４１号 草津市東矢倉三丁目４６０番地の１ 平成10年3月31日

草津市東矢倉三丁目３３番４３－１号 草津市東矢倉三丁目４６０番地の３ 平成10年9月14日

草津市東矢倉三丁目３３番４４－２号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の１６ 平成11年8月26日

草津市東矢倉三丁目３３番４４－３号 草津市東矢倉三丁目４６１番地の２ 平成11年2月8日

草津市東矢倉三丁目３３番４７号 草津市東矢倉三丁目４２３番地７ 平成30年9月25日

草津市東矢倉三丁目３３番４９号 草津市東矢倉三丁目４５６番地の４ 平成10年6月1日

草津市東矢倉三丁目３３番５０号 草津市東矢倉三丁目４５６番地の５ 平成10年4月16日

草津市東矢倉三丁目３３番５１号 草津市東矢倉三丁目４５６番地の２ 平成10年6月1日

草津市東矢倉三丁目３４番５－１号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の１７ 平成11年3月30日

草津市東矢倉三丁目３４番５－２号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の１８ 平成11年6月7日

草津市東矢倉三丁目３４番５－３号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の２１ 平成11年6月7日

草津市東矢倉三丁目３４番５－４号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の２０ 平成11年6月7日

草津市東矢倉三丁目３４番５－５号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の１９ 平成11年6月7日

草津市東矢倉三丁目３４番６号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の１１ 平成10年6月26日
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草津市東矢倉三丁目３４番７号 草津市東矢倉三丁目４２３番地の１０ 平成10年7月24日

草津市東矢倉三丁目３４番２３号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の５９ 昭和54年11月28日

草津市東矢倉三丁目３４番２４－１号 草津市東矢倉三丁目４０９番地５８ 平成23年11月17日

草津市東矢倉三丁目３４番２４号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の５７ 昭和58年9月30日

草津市東矢倉三丁目３４番２６号 草津市東矢倉三丁目４９８番地の２ 昭和54年3月14日

草津市東矢倉三丁目３４番２７号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の４５ 昭和56年11月20日

草津市東矢倉三丁目３４番３１号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の４７ 平成4年6月25日

草津市東矢倉三丁目３４番３５号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の４９ 昭和63年6月20日

草津市東矢倉三丁目３４番３５号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１０７ 平成6年1月10日

草津市東矢倉三丁目３４番３７号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の５０ 平成15年3月17日 ＰＵＲＥ　ＨＯＵＳＥ

草津市東矢倉三丁目３４番４７号 草津市東矢倉三丁目４８７番地の１ 昭和54年1月6日

草津市東矢倉三丁目３４番４８号 草津市東矢倉三丁目４８７番地の８ 昭和55年3月1日

草津市東矢倉三丁目３４番４９号 草津市東矢倉三丁目４８７番地の６ 昭和55年8月5日

草津市東矢倉三丁目３４番５０号 草津市東矢倉三丁目４８７番地の５ 昭和55年4月28日

草津市東矢倉三丁目３４番５１号 草津市東矢倉三丁目４８７番地の１２ 昭和59年11月5日

草津市東矢倉三丁目３４番５２号 草津市東矢倉三丁目４１２番地の２ 平成14年7月2日

草津市東矢倉三丁目３５番２号 草津市東矢倉三丁目５７８番地の１７８ 平成14年5月28日

草津市東矢倉三丁目３５番３２号 草津市東矢倉三丁目４８７番地の１１ 平成17年8月1日

草津市東矢倉三丁目３５番３３号 草津市東矢倉三丁目４８７番地の１１ 昭和59年11月15日

草津市東矢倉三丁目３５番３５号 草津市東矢倉三丁目４８８番地の１７ 平成18年2月10日

草津市東矢倉三丁目３５番３８号 草津市東矢倉三丁目４７７番地の８ 昭和56年3月27日

草津市東矢倉三丁目３５番４０号 草津市東矢倉三丁目４７６番地の３４ 昭和53年7月12日

草津市東矢倉三丁目３５番４０号 草津市東矢倉三丁目４８０番地の７ 昭和53年9月9日

草津市東矢倉三丁目３５番４０号 草津市東矢倉三丁目４７７番地の１１ 昭和55年4月17日

草津市東矢倉三丁目３５番４０号 草津市東矢倉三丁目４７７番地の１２ 昭和55年5月12日

草津市東矢倉三丁目３５番４０号 草津市東矢倉三丁目 平成7年7月3日 サイフリスコーポ東矢倉　Ｂ

草津市東矢倉三丁目３５番５３号 草津市東矢倉三丁目 平成7年7月3日 サイフリスコーポ東矢倉　Ａ

草津市東矢倉三丁目３５番５５号 草津市東矢倉三丁目４６５番地２他７筆 平成23年12月28日

草津市東矢倉三丁目３５番５９号 草津市東矢倉三丁目５７８番地の２０５ 平成9年3月18日

草津市東矢倉三丁目３６番７号 草津市東矢倉三丁目４９０番地の６６ 平成6年1月26日

草津市東矢倉三丁目３６番９号 草津市東矢倉三丁目４９０番地の６０ 昭和62年10月7日

草津市東矢倉三丁目３６番１０号 草津市東矢倉三丁目４９０番地の６１ 昭和62年10月7日

草津市東矢倉三丁目３６番１２号 草津市東矢倉三丁目４９０番地の９ 平成17年3月28日

草津市東矢倉三丁目３６番１５号 草津市東矢倉三丁目４９０番地の８ 昭和55年6月30日

草津市東矢倉三丁目３７番１４号 草津市東矢倉三丁目４９２番地の９ 平成6年6月7日

草津市東矢倉三丁目３７番１８号 草津市東矢倉三丁目４９２番地の２ 平成19年1月10日

草津市東矢倉三丁目３７番１９号 草津市東矢倉三丁目４８９番地の４ 昭和55年8月5日

草津市東矢倉三丁目３７番２０号 草津市東矢倉三丁目４８９番地の７ 昭和55年3月17日

草津市東矢倉三丁目３７番２１号 草津市東矢倉三丁目４８９番地の４ 昭和55年2月22日

草津市東矢倉三丁目３９番４号 草津市東矢倉三丁目４９４番地の２ 昭和56年5月16日

草津市東矢倉三丁目３９番３７号 草津市東矢倉三丁目４９４番地の３ 昭和59年1月13日

草津市東矢倉三丁目３９番４０号 草津市東矢倉三丁目４９４番地の３ 平成5年3月11日

草津市東矢倉三丁目４０番６号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の７２ 平成8年3月28日 エースマンション

草津市東矢倉三丁目４０番９号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の７４ 昭和53年10月11日

草津市東矢倉三丁目４０番９号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の９９ 昭和53年11月27日

草津市東矢倉三丁目４１番８号 草津市矢倉町４０９番地の６９ 平成15年7月15日

草津市東矢倉三丁目４１番１２号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の７１ 平成20年4月9日

草津市東矢倉三丁目４１番１５号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の１０１ 昭和54年7月23日

草津市東矢倉三丁目４１番１６号 草津市東矢倉三丁目４０９番地の６８ 昭和54年12月19日

草津市東矢倉三丁目４２番１２号 草津市東矢倉三丁目４０９番地６５ 平成30年10月22日

草津市東矢倉三丁目４２番１６号 草津市東矢倉三丁目４０９番地６１ 平成25年8月23日

草津市東矢倉四丁目１番１号 草津市東矢倉四丁目５５４番地７０ 平成28年3月24日

草津市東矢倉四丁目１番１号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の７０ 昭和61年12月15日

草津市東矢倉四丁目１番２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の２５ 昭和54年10月24日

草津市東矢倉四丁目１番３号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の６９ 昭和61年12月15日

草津市東矢倉四丁目１番９号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の３０ 平成3年11月8日

草津市東矢倉四丁目１番１１号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の３１ 昭和53年10月31日

草津市東矢倉四丁目１番１２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地３２ 平成26年7月24日

草津市東矢倉四丁目１番１４号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の３３ 昭和54年11月27日

草津市東矢倉四丁目１番１５号 草津市東矢倉四丁目５５４番地 昭和54年6月14日

草津市東矢倉四丁目１番１６号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の３５ 昭和54年11月8日

草津市東矢倉四丁目１番１７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の４２ 昭和55年3月31日

草津市東矢倉四丁目１番１８号 草津市東矢倉四丁目５５４番地 昭和54年4月28日

草津市東矢倉四丁目２番１－２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の７６ 平成14年6月6日

草津市東矢倉四丁目２番２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の７８ 昭和62年3月25日

草津市東矢倉四丁目２番３号 草津市東矢倉四丁目８８４番地の７９ 昭和62年3月25日

草津市東矢倉四丁目２番４号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の８０ 昭和62年3月25日
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草津市東矢倉四丁目２番５号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の８１ 昭和62年3月25日

草津市東矢倉四丁目２番７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１８ 昭和59年5月14日

草津市東矢倉四丁目２番８号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１９ 昭和54年2月5日

草津市東矢倉四丁目２番９号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の２０ 昭和53年10月9日

草津市東矢倉四丁目２番１１号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の２１ 昭和54年3月28日

草津市東矢倉四丁目２番１２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の２２ 昭和54年5月2日

草津市東矢倉四丁目２番１２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の２３ 昭和54年7月31日

草津市東矢倉四丁目２番１３号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の２４ 昭和54年2月27日

草津市東矢倉四丁目２番１５号 草津市東矢倉四丁目５７１番地の１１ 平成15年4月7日

草津市東矢倉四丁目２番１６号 草津市東矢倉四丁目５７１番地の１０ 平成15年1月6日

草津市東矢倉四丁目２番１７号 草津市東矢倉四丁目５７１番地の８ 平成15年3月3日

草津市東矢倉四丁目２番１８号 草津市東矢倉四丁目５７１番地の７ 平成15年4月4日

草津市東矢倉四丁目３番４号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１１ 昭和53年12月23日

草津市東矢倉四丁目３番５号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１２ 昭和53年11月11日

草津市東矢倉四丁目３番６号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１３ 昭和54年10月15日

草津市東矢倉四丁目３番１１号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１４ 昭和53年10月9日

草津市東矢倉四丁目３番１２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１５ 昭和54年9月5日

草津市東矢倉四丁目３番１３号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１６ 昭和54年3月26日

草津市東矢倉四丁目３番１４号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１７ 昭和53年11月30日

草津市東矢倉四丁目４番１０号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の７ 昭和53年10月28日

草津市東矢倉四丁目４番１１号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の８ 昭和53年11月6日

草津市東矢倉四丁目４番１２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の９ 昭和53年10月24日

草津市東矢倉四丁目５番２号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の４７ 昭和54年2月22日

草津市東矢倉四丁目５番７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地 昭和54年3月5日

草津市東矢倉四丁目５番８号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の４５ 昭和54年4月10日

草津市東矢倉四丁目５番１０号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の４６ 昭和54年6月2日

草津市東矢倉四丁目６番３号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の１ 昭和54年2月19日

草津市東矢倉四丁目６番４号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５８ 平成2年3月12日

草津市東矢倉四丁目６番５号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５７ 昭和54年12月22日

草津市東矢倉四丁目６番８号 草津市東矢倉四丁目５５４番地 昭和54年4月28日

草津市東矢倉四丁目６番９号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５９ 昭和61年9月13日

草津市東矢倉四丁目７番１５号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の４９ 昭和54年8月20日

草津市東矢倉四丁目７番１６号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５０ 昭和54年11月7日

草津市東矢倉四丁目７番１６号 草津市東矢倉四丁目５５４番地５０ 平成23年4月19日

草津市東矢倉四丁目７番１７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５１ 昭和54年3月19日

草津市東矢倉四丁目７番１７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５３ 昭和54年8月8日

草津市東矢倉四丁目７番１７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５２ 昭和55年2月5日

草津市東矢倉四丁目７番１７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５２、６２ 平成15年9月8日

草津市東矢倉四丁目７番１７号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５３ 平成20年6月3日

草津市東矢倉四丁目７番１８号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５４ 昭和54年11月2日

草津市東矢倉四丁目７番１８号 草津市東矢倉四丁目５５４番地５４ 平成23年7月19日

草津市東矢倉四丁目７番１９号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５５ 昭和54年6月12日

草津市東矢倉四丁目７番２１号 草津市東矢倉四丁目５５４番地の５６ 昭和55年3月24日

草津市東矢倉四丁目８番１号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２ 昭和56年6月6日

草津市東矢倉四丁目８番７号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の９ 昭和56年6月8日

草津市東矢倉四丁目８番１５号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２２ 昭和55年8月25日

草津市東矢倉四丁目８番１６号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２３ 昭和56年3月26日

草津市東矢倉四丁目８番１７号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２４ 平成16年11月8日

草津市東矢倉四丁目８番１７号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２４ 昭和55年10月27日

草津市東矢倉四丁目８番５２号 草津市東矢倉四丁目５４３番地 平成1年6月22日 ＥＭ５４３

草津市東矢倉四丁目８番５２号 草津市東矢倉四丁目５４３番地 平成1年6月27日

草津市東矢倉四丁目８番５５号 草津市東矢倉四丁目５４１番地の１ 平成6年2月16日 野路一番館

草津市東矢倉四丁目８番６０号 草津市東矢倉四丁目５５１番地の１ 平成10年3月17日

草津市東矢倉四丁目８番６４号 草津市東矢倉四丁目５５３番地他 平成8年2月28日

草津市東矢倉四丁目８番６６号 草津市東矢倉四丁目５５３番地の８ 平成8年11月29日 初田ハイツ

草津市東矢倉四丁目８番７３号 草津市東矢倉四丁目５５３番地の７ 平成6年1月21日

草津市東矢倉四丁目９番１号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３ 平成14年8月5日

草津市東矢倉四丁目９番７号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の７７ 平成16年11月8日

草津市東矢倉四丁目９番８号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の１６ 平成16年11月8日

草津市東矢倉四丁目９番１０号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の１３ 昭和55年6月30日

草津市東矢倉四丁目９番１１号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の１４ 昭和55年12月18日

草津市東矢倉四丁目９番１４号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の８ 昭和56年8月1日

草津市東矢倉四丁目９番１５号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の４ 昭和56年3月13日

草津市東矢倉四丁目９番１６号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の６ 昭和56年3月13日

草津市東矢倉四丁目９番１８号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５ 昭和56年3月13日

草津市東矢倉四丁目１０番１６号 草津市東矢倉四丁目５１３番地５２ 平成30年10月2日

草津市東矢倉四丁目１０番１６号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５２ 昭和55年5月12日

41 / 112 ページ



草津市　住居表示番号付定一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市東矢倉四丁目１０番１７号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５１ 昭和55年6月9日

草津市東矢倉四丁目１０番１９号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５０ 昭和56年5月28日

草津市東矢倉四丁目１０番２０号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の４９ 昭和55年5月26日

草津市東矢倉四丁目１０番２１号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の４８ 昭和56年9月28日

草津市東矢倉四丁目１０番２３号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３７ 昭和55年5月30日

草津市東矢倉四丁目１０番２４号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３６ 昭和55年12月18日

草津市東矢倉四丁目１０番２５号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３５ 昭和55年12月18日

草津市東矢倉四丁目１０番２６号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３４ 昭和56年2月2日

草津市東矢倉四丁目１０番２７号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２１ 昭和56年3月23日

草津市東矢倉四丁目１０番２９号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２０ 昭和56年2月23日

草津市東矢倉四丁目１０番３１号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の４７ 平成15年3月31日

草津市東矢倉四丁目１１番２号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５４ 昭和55年6月28日

草津市東矢倉四丁目１１番３号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５５ 昭和55年6月30日

草津市東矢倉四丁目１１番４号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５６ 昭和55年6月30日

草津市東矢倉四丁目１１番９号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５７ 昭和56年11月25日

草津市東矢倉四丁目１１番１２号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の５ 昭和55年10月27日

草津市東矢倉四丁目１２番２号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３２ 昭和56年4月27日

草津市東矢倉四丁目１２番３号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３３ 昭和55年10月27日

草津市東矢倉四丁目１２番６－１号 草津市東矢倉四丁目５１３番地８２ 平成26年2月25日

草津市東矢倉四丁目１２番６－２号 草津市東矢倉四丁目５１３番地８５ 平成25年11月29日

草津市東矢倉四丁目１２番６－３号 草津市東矢倉四丁目５１３番地８６ 平成25年11月1日

草津市東矢倉四丁目１２番６－４号 草津市東矢倉四丁目５１３番地８７ 平成25年12月9日

草津市東矢倉四丁目１２番６－５号
草津市東矢倉四丁目５１８番地４他６筆の一
部

平成25年11月7日

草津市東矢倉四丁目１２番６－６号 草津市東矢倉四丁目５１３番地８９ 平成25年11月29日

草津市東矢倉四丁目１２番７号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の４０ 昭和56年2月24日

草津市東矢倉四丁目１２番８号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の４１ 昭和55年5月12日

草津市東矢倉四丁目１２番１０号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の４３ 昭和55年6月26日

草津市東矢倉四丁目１２番２９号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２７ 昭和55年10月27日

草津市東矢倉四丁目１２番３０号 草津市東矢倉四丁目５１３番地２８ 平成22年5月11日

草津市東矢倉四丁目１２番３０号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２８ 昭和55年10月27日

草津市東矢倉四丁目１２番３１号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の２９ 昭和56年4月27日

草津市東矢倉四丁目１２番３３号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３０ 昭和55年11月5日

草津市東矢倉四丁目１２番３５号 草津市東矢倉四丁目５１３番地の３１ 昭和55年9月2日

草津市東矢倉四丁目１４番１号 草津市東矢倉四丁目５３５番地の２ 平成8年3月22日

草津市東矢倉四丁目１４番６号 草津市東矢倉四丁目５９３番地の１ 平成6年3月22日 スチューデント　ＨＩＲＯＳＥ

草津市東矢倉四丁目１４番２２号 草津市東矢倉四丁目５３０番地 平成8年4月19日 グランドール南草津

草津市西矢倉一丁目３番１１号 草津市西矢倉一丁目１４４１番地６ 平成27年4月1日

草津市西矢倉二丁目１番５号 草津市西矢倉二丁目８８８番地１ 平成28年4月19日 セレンディピティ矢倉

草津市西矢倉二丁目１番７号 草津市西矢倉二丁目８８６番地２０ 平成30年2月27日

草津市西矢倉二丁目１番８号 草津市西矢倉二丁目８８６番２１ 平成30年1月22日

草津市西矢倉二丁目１番１８号 草津市西矢倉二丁目８８６番地３２ 平成30年3月20日

草津市西矢倉二丁目１番２４号 草津市西矢倉二丁目８８６番地２８ 平成30年6月25日

草津市西矢倉二丁目１番３２号 草津市西矢倉二丁目８８６番地３９ 平成30年2月27日

草津市西矢倉二丁目１番３３号 草津市西矢倉二丁目８８６番地３８ 平成30年1月22日

草津市西矢倉二丁目１番３４号 草津市西矢倉二丁目８８６番地３７ 平成30年3月20日

草津市西矢倉二丁目１番３７号 草津市西矢倉二丁目８８６番地３６ 平成30年5月1日

草津市西矢倉二丁目１番３９号 草津市西矢倉二丁目８８６番地４４ 平成30年11月15日

草津市西矢倉二丁目１番４０号 草津市西矢倉二丁目８８６番４３ 平成30年4月24日

草津市西矢倉二丁目１番４２号 草津市西矢倉二丁目８８６番地４２ 平成30年4月10日

草津市西矢倉二丁目１番５４号 草津市西矢倉二丁目８８６番地２２ 平成30年2月27日

草津市西矢倉二丁目１番６２号
草津市西矢倉二丁目８８６番地２６の一部
８８６番地５４の一部

平成31年2月20日 アクア　コート　草津

草津市西矢倉二丁目３番１８号 草津市西矢倉二丁目９７４番地の４ 昭和63年1月11日

草津市西矢倉二丁目３番１９号 草津市西矢倉二丁目９７４番地の５ 昭和63年1月11日

草津市西矢倉二丁目３番２０号 草津市西矢倉二丁目９７４番地の６ 昭和63年1月11日

草津市西矢倉二丁目４番５号 草津市西矢倉二丁目９７２番地の１ 平成9年12月5日 エムティエス・古川

草津市西矢倉二丁目４番１１－１号 草津市西矢倉二丁目９６９番地３０他一筆 平成27年6月19日

草津市西矢倉二丁目４番１１－２号 草津市西矢倉二丁目９６９番地１０他１筆 平成28年8月5日

草津市西矢倉二丁目４番１１－３号 草津市西矢倉二丁目９６９番地２７ 平成28年7月22日

草津市西矢倉二丁目４番１１－４号 草津市西矢倉二丁目９７０番地１ 平成28年3月8日

草津市西矢倉二丁目５番３号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地の１ 昭和60年11月5日

草津市西矢倉二丁目５番５号 草津市西矢倉二丁目１１１２番地３ 平成21年2月16日

草津市西矢倉二丁目５番６－１号 草津市西矢倉二丁目１１１６番地の９ 平成16年5月17日

草津市西矢倉二丁目５番６－２号 草津市西矢倉二丁目１１１６番地の８ 平成13年3月19日

草津市西矢倉二丁目５番６－３号 草津市西矢倉二丁目１１１６番地の７ 平成14年6月20日

草津市西矢倉二丁目５番６－５号 草津市西矢倉二丁目１１１６番地の５ 平成15年3月6日
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草津市西矢倉二丁目５番６－６号 草津市西矢倉二丁目１１１６番地の１５ 平成15年9月22日

草津市西矢倉二丁目５番６－７号 草津市西矢倉二丁目１１１６番地の２ 平成15年9月16日

草津市西矢倉二丁目５番６－８号 草津市西矢倉二丁目１１１６番地の１０ 平成14年4月30日

草津市西矢倉二丁目５番７号 草津市西矢倉二丁目１１１１番地の３ 平成10年2月18日 ウェステリア　Ｂ棟

草津市西矢倉二丁目５番１１－１号 草津市西矢倉二丁目１１０９番地５ 平成26年2月21日

草津市西矢倉二丁目５番１１－２号 草津市西矢倉二丁目１１０９番地６ 平成27年6月23日

草津市西矢倉二丁目５番１１－３号 草津市西矢倉二丁目１１０９番地７ 平成25年4月10日

草津市西矢倉二丁目５番１１－４号 草津市西矢倉二丁目１１０９番地８ 平成27年4月10日

草津市西矢倉二丁目５番４６－１０号 草津市西矢倉二丁目９６９番地３５ 平成28年2月1日

草津市西矢倉二丁目５番４６－１１号 草津市西矢倉二丁目９６９番地３６ 平成28年5月30日

草津市西矢倉二丁目５番４６－１号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地１３他３筆 平成27年3月19日

草津市西矢倉二丁目５番４６－２号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地１２ 平成26年12月2日

草津市西矢倉二丁目５番４６－３号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地１１ 平成26年12月1日

草津市西矢倉二丁目５番４６－４号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地１０ 平成28年8月9日

草津市西矢倉二丁目５番４６－５号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地９ 平成27年3月12日

草津市西矢倉二丁目５番４６－６号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地８ 平成28年2月19日

草津市西矢倉二丁目５番４６－７号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地７ 平成27年6月23日

草津市西矢倉二丁目５番４６－８号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地６ 平成27年6月8日

草津市西矢倉二丁目５番４６－９号 草津市西矢倉二丁目１１１３番地５他３筆 平成28年6月14日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目１２１４番地の８ 平成1年10月9日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目１２１４番地の１ 平成1年11月20日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目１２１４番地の１３ 平成2年3月2日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目１２１４番地の１ 平成2年4月7日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目１２１４番地の６ 平成2年4月20日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目２１４９番地の９ 平成2年4月25日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目１２１４番地 平成3年3月28日

草津市西矢倉二丁目７番７号 草津市西矢倉二丁目１２１４番地の５ 平成13年7月23日

草津市西矢倉二丁目７番８－４号 草津市西矢倉二丁目１２０７番地１５ 平成30年1月11日

草津市西矢倉二丁目７番８－６号
草津市西矢倉二丁目１２０７番地１３、他２
筆

平成30年1月26日

草津市西矢倉二丁目７番８－２号 草津市西矢倉二丁目１２０７番地１７ 令和元年6月14日

草津市西矢倉二丁目７番８－３号 草津市西矢倉二丁目１２０７番地１６ 平成30年11月2日

草津市西矢倉二丁目７番８－５号 草津市市西矢倉二丁目１２０７番地１４ 令和元年10月7日

草津市西矢倉二丁目７番９－３号
草津市西矢倉二丁目１２０７番地２１、１２
０８番地１１、１２０９番地４

平成30年1月11日

草津市西矢倉二丁目７番９－６号 草津市西矢倉二丁目１２１０番地１１ 平成30年5月21日

草津市西矢倉二丁目７番９－１号
草津市西矢倉二丁目１２０７番地１９、１２
０８番地３、１２０９番地６

平成30年10月11日

草津市西矢倉二丁目７番９－２号
草津市西矢倉二丁目１２０７番地２０、１２
０８番地１２、１２０９番地５

平成30年10月11日

草津市西矢倉二丁目７番９－５号
草津市西矢倉二丁目１２１０番地１０、１２
１０番地１５

平成30年8月10日

草津市西矢倉二丁目７番１１号 草津市西矢倉二丁目１２１０番地１９ 平成30年3月29日

草津市西矢倉二丁目７番１２号 草津市西矢倉二丁目１２１０番地１８ 平成28年3月25日

草津市西矢倉二丁目７番１３号 草津市西矢倉二丁目１２１０番地１２他２筆 平成28年7月4日

草津市西矢倉二丁目７番１５号 草津市西矢倉二丁目１２１０番地１３他２筆 平成28年8月22日

草津市西矢倉二丁目７番１７号 草津市西矢倉二丁目１２０３番地３他８筆 平成28年8月5日

草津市西矢倉二丁目７番２２-１号 草津市西矢倉二丁目１１９９番地８ 平成30年5月17日

草津市西矢倉二丁目７番２３号 草津市西矢倉二丁目１１９９番地の６ 昭和60年7月12日

草津市西矢倉二丁目７番２４号 草津市西矢倉二丁目１１９９番地の７ 昭和60年8月19日

草津市西矢倉二丁目７番２４号 草津市西矢倉二丁目１１９９番地の８ 昭和60年10月31日

草津市西矢倉二丁目７番２５号 草津市西矢倉二丁目１１９６番地の１ 平成7年3月3日 ハイツサンシャイン

草津市西矢倉二丁目７番２６号 草津市西矢倉二丁目１１９５番地８ 平成30年8月30日

草津市西矢倉二丁目７番２７号 草津市西矢倉二丁目１１９５番地の４ 平成16年2月3日

草津市西矢倉二丁目７番３４号 草津市西矢倉二丁目１１９９番地９ 平成30年11月16日

草津市西矢倉二丁目７番３９号
草津市西矢倉二丁目１２０６番地４、１２０
６番地５、１２０７番地９

平成30年2月15日

草津市西矢倉二丁目１１番３７号 草津市西矢倉二丁目１４２２番地の４ 昭和59年3月1日

草津市西矢倉三丁目１番３０号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の１４ 昭和58年3月28日

草津市西矢倉三丁目１番３０号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の２３ 平成4年12月3日 エステートピア矢倉

草津市西矢倉三丁目１番３１号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の１５ 昭和59年9月20日

草津市西矢倉三丁目１番３５号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の１７ 昭和59年10月3日

草津市西矢倉三丁目１番３５号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の１６ 昭和59年12月17日

草津市西矢倉三丁目１番３７号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の１１ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目１番３７号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の９ 昭和58年3月4日

草津市西矢倉三丁目１番３７号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の１０ 昭和59年8月22日

草津市西矢倉三丁目１番３７号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地 平成30年7月26日

草津市西矢倉三丁目１番３９号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地１６ 令和2年6月4日

草津市西矢倉三丁目１番３９号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の１８ 昭和56年3月13日
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草津市西矢倉三丁目１番４１号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の２４ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目１番４３号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の３２ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目１番４９号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の３９ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目１番４９号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の２６ 昭和61年7月1日

草津市西矢倉三丁目１番４９号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の２５ 昭和61年9月30日

草津市西矢倉三丁目１番５３号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の３７ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目１番５３号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の２７ 昭和58年8月22日

草津市西矢倉三丁目１番５３号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の２４ 昭和63年10月3日

草津市西矢倉三丁目１番５３号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地４０ 平成25年1月21日

草津市西矢倉三丁目１番５３号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地２４ 平成30年12月26日

草津市西矢倉三丁目１番５４号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の４３ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目１番５７号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地５ 平成22年12月20日

草津市西矢倉三丁目１番５８号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地６ 平成22年4月20日

草津市西矢倉三丁目１番５９－１号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地１２ 平成22年9月21日

草津市西矢倉三丁目１番５９－２号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地１３ 平成22年12月20日

草津市西矢倉三丁目１番５９－３号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地の１４ 平成20年8月29日

草津市西矢倉三丁目１番６０－１号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地の９ 平成20年1月7日

草津市西矢倉三丁目１番６０－２号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地１０ 平成23年7月25日

草津市西矢倉三丁目１番６０－３号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地の１１ 平成20年11月10日

草津市西矢倉三丁目１番６１号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地の７ 平成19年7月27日

草津市西矢倉三丁目１番６２号 草津市西矢倉三丁目１０９６番地８ 平成22年1月14日

草津市西矢倉三丁目１番６３号 草津市西矢倉三丁目９９４番地 平成9年2月24日 ラルース　１番館

草津市西矢倉三丁目１番６５号 草津市西矢倉三丁目９７８番地の７ 平成20年2月4日

草津市西矢倉三丁目１番６６号 草津市西矢倉三丁目９７８番８ 平成21年5月8日

草津市西矢倉三丁目１番６８号 草津市西矢倉三丁目９７８番地９ 平成21年6月22日

草津市西矢倉三丁目１番６９号 草津市西矢倉三丁目９７８番地の１０ 平成20年10月23日

草津市西矢倉三丁目１番７０号 草津市西矢倉三丁目９７８番地の１１ 平成20年7月18日

草津市西矢倉三丁目１番７１号 草津市西矢倉三丁目９７８番地の１２ 平成20年4月21日

草津市西矢倉三丁目２番９－１号 草津市西矢倉三丁目１１０３番地の３ 平成14年1月15日

草津市西矢倉三丁目２番９－２号 草津市西矢倉二丁目１１０３番地の４ 平成14年6月6日

草津市西矢倉三丁目２番９－３号 草津市西矢倉三丁目１１０３番地の５ 平成13年12月13日

草津市西矢倉三丁目２番９－４号
草津市西矢倉二丁目１１０３番地の１・１１
０４番地の１・１１０４番地・１１１２番地

平成13年10月11日

草津市西矢倉三丁目２番９－５号 草津市西矢倉三丁目１１０３番地の７ 平成13年11月26日

草津市西矢倉三丁目２番９－６号 草津市西矢倉三丁目１１０３番地の１０ 平成13年8月3日

草津市西矢倉三丁目２番９－７号 草津市西矢倉三丁目１１０３番地の１１ 平成13年8月3日

草津市西矢倉三丁目２番９－８号 草津市西矢倉二丁目１１０３番地の１３ 平成14年6月6日

草津市西矢倉三丁目２番９－９号 草津市西矢倉三丁目１１０３番地の１４ 平成13年12月17日

草津市西矢倉三丁目２番２２号 草津市西矢倉三丁目１１０７番地の５ 昭和62年1月7日

草津市西矢倉三丁目２番２２号 草津市西矢倉三丁目１１０５番地の３ 昭和62年2月20日

草津市西矢倉三丁目２番２３号 草津市西矢倉三丁目１１０７番地の３ 昭和61年8月23日

草津市西矢倉三丁目２番２３号 草津市西矢倉三丁目１１０７番地の２ 昭和62年3月24日

草津市西矢倉三丁目２番２３号 草津市西矢倉三丁目１１０５番地の４ 平成3年2月28日

草津市西矢倉三丁目２番２３号 草津市西矢倉三丁目１１０５番地５他１筆 平成25年11月18日

草津市西矢倉三丁目２番３９号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の１３ 昭和54年3月20日

草津市西矢倉三丁目２番４０号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の１４ 昭和54年3月28日

草津市西矢倉三丁目２番４０号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の２３ 昭和55年3月29日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１２７１番地の１１ 昭和54年3月19日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の１０ 昭和54年3月26日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の１２ 昭和54年4月10日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２５ 昭和55年3月26日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２７ 昭和55年3月27日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２９ 昭和55年7月14日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の１１ 平成18年10月3日

草津市西矢倉三丁目２番４１号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地１０他一筆 平成27年6月24日

草津市西矢倉三丁目２番４３号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の９ 昭和54年3月23日

草津市西矢倉三丁目２番４５号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の７ 昭和54年3月6日

草津市西矢倉三丁目２番４６号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の６ 昭和54年3月20日

草津市西矢倉三丁目２番４６号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の９ 昭和54年3月26日

草津市西矢倉三丁目２番４６号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の１１ 昭和54年3月27日

草津市西矢倉三丁目２番４６号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の１１ 平成13年7月23日

草津市西矢倉三丁目２番４７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の４ 昭和54年3月25日

草津市西矢倉三丁目２番４７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２１ 昭和55年3月7日

草津市西矢倉三丁目２番４７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２３ 昭和55年3月21日

草津市西矢倉三丁目２番４７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２２ 昭和55年3月24日

草津市西矢倉三丁目２番４７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の１９ 昭和55年3月26日

草津市西矢倉三丁目２番４７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の４５ 昭和55年3月29日
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草津市西矢倉三丁目２番４７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の４３ 昭和55年3月31日

草津市西矢倉三丁目２番４８号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２ 昭和54年3月16日

草津市西矢倉三丁目２番４８号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の３ 昭和54年3月24日

草津市西矢倉三丁目２番４８号 草津市西矢倉三丁目１０８９番地 昭和55年10月3日

草津市西矢倉三丁目２番４８号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の１６ 昭和61年6月23日

草津市西矢倉三丁目２番４８号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の４６ 昭和63年3月14日

草津市西矢倉三丁目２番４８号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地４６ 令和2年3月17日

草津市西矢倉三丁目２番５０号 草津市西矢倉三丁目１１０８番地の１ 昭和58年8月31日 西矢倉ハイツ

草津市西矢倉三丁目２番５０号 草津市西矢倉三丁目１１０８番地の１ 昭和62年10月1日 西矢倉ハイツＣ

草津市西矢倉三丁目２番５４号 草津市西矢倉三丁目１１０９番地９ 平成24年12月25日

草津市西矢倉三丁目３番２－２号
草津市西矢倉三丁目１２２７番地２５、１０
８７番地３３

平成30年8月13日

草津市西矢倉三丁目３番２－３号
草津市西矢倉三丁目１０８７番地３４、１２
２７番地２６

令和元年7月10日

草津市西矢倉三丁目３番２号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の２４ 昭和55年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番２号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の２４ 昭和55年3月28日

草津市西矢倉三丁目３番２号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の２７ 昭和55年4月5日

草津市西矢倉三丁目３番２号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の２５ 昭和55年4月9日

草津市西矢倉三丁目３番３号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の３０ 昭和55年3月17日

草津市西矢倉三丁目３番３号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の３６ 昭和55年3月25日

草津市西矢倉三丁目３番３号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の３１ 昭和55年3月26日

草津市西矢倉三丁目３番３号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の３８ 昭和55年4月4日

草津市西矢倉三丁目３番７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２６ 昭和55年3月19日

草津市西矢倉三丁目３番７号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の２８ 昭和55年5月7日

草津市西矢倉三丁目３番８号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の３９ 昭和55年4月1日

草津市西矢倉三丁目３番８号 草津市西矢倉三丁目１０８７番地の３８ 昭和55年4月4日

草津市西矢倉三丁目３番１３号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の２７ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番１３号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地２７ 平成27年4月14日

草津市西矢倉三丁目３番１４号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の２６ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番１７号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の１４ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番１８号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の１０ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番１８号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の４ 昭和59年5月29日

草津市西矢倉三丁目３番２０号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の６ 昭和60年4月22日

草津市西矢倉三丁目３番２０号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の３４ 昭和61年8月8日

草津市西矢倉三丁目３番２０号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の３５ 昭和61年9月2日

草津市西矢倉三丁目３番２０号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地１０ 平成22年6月7日

草津市西矢倉三丁目３番２０号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地３６ 平成24年7月17日

草津市西矢倉三丁目３番２１号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の２８ 昭和60年8月22日

草津市西矢倉三丁目３番２１号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の３８ 昭和61年6月26日

草津市西矢倉三丁目３番２１号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の３９ 昭和61年7月14日

草津市西矢倉三丁目３番２４号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の４０ 昭和61年9月16日

草津市西矢倉三丁目３番２４号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の２９ 昭和61年11月28日

草津市西矢倉三丁目３番３４号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の３２ 昭和61年6月23日

草津市西矢倉三丁目３番３４号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の３１ 昭和62年3月25日

草津市西矢倉三丁目３番３４号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地３１ 平成27年5月12日

草津市西矢倉三丁目３番３４号 草津市西矢倉三丁目１０８０番地の３０ 昭和61年11月28日

草津市西矢倉三丁目３番３５号 草津市西矢倉三丁目１０７７番地 令和2年7月16日

草津市西矢倉三丁目３番４１号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の６ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番４３号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の５ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番４５号 草津市西矢倉三丁目１０９０番地の４ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番４６号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の２８ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番４７号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地の３２ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目３番４７号 草津市西矢倉三丁目１２２７番地３２ 平成22年10月22日

草津市西矢倉三丁目４番１０号 草津市西矢倉三丁目９６２番地の１ 昭和59年9月8日

草津市西矢倉三丁目４番１８号 草津市西矢倉三丁目１２４１番地の３ 昭和55年3月15日

草津市西矢倉三丁目４番１８号 草津市西矢倉三丁目１２４１番地の５ 昭和55年3月17日

草津市西矢倉三丁目４番１８号 草津市西矢倉三丁目１２４１番地の６ 昭和55年3月18日

草津市西矢倉三丁目４番１８号 草津市西矢倉三丁目１２４１番地の７ 昭和55年3月25日

草津市西矢倉三丁目４番２２－１号 草津市西矢倉三丁目１２３９番地３ 平成24年12月5日

草津市西矢倉三丁目４番２２号 草津市西矢倉三丁目１２３７番地の２ 昭和57年12月6日

草津市西矢倉三丁目４番２８号 草津市西矢倉三丁目１２３８番地 平成15年6月19日 谷口マンション

草津市西矢倉三丁目４番２９－１号 草津市西矢倉三丁目１３３４番地９ 平成25年6月24日

草津市西矢倉三丁目４番２９－２号 草津市西矢倉三丁目１３３４番地１０ 平成25年5月9日

草津市西矢倉三丁目４番２９－３号 草津市西矢倉三丁目１３３４番地１１ 平成25年6月24日

草津市西矢倉三丁目４番２９－４号 草津市西矢倉三丁目１３３４番地１２ 平成25年6月24日

草津市西矢倉三丁目４番２９－５号 草津市西矢倉三丁目１３３４番地１３ 平成25年7月19日

草津市西矢倉三丁目４番２９号 草津市西矢倉三丁目１３３４番地の１ 平成18年8月14日
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草津市西矢倉三丁目４番３８号 草津市西矢倉三丁目１３３４番地の３ 平成1年4月18日 ハイツズイコウⅡ

草津市西矢倉三丁目４番４０号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の１ 平成4年3月23日 ドミール桧塚

草津市西矢倉三丁目５番７号 草津市西矢倉三丁目１２４７番地３ 平成28年2月9日

草津市西矢倉三丁目５番１２号 草津市西矢倉三丁目１２４８番地１ 令和2年2月13日

草津市西矢倉三丁目５番１４号 草津市西矢倉三丁目１２４８番地４ 令和2年5月28日

草津市西矢倉三丁目６番１号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の１８ 平成16年3月22日

草津市西矢倉三丁目６番２号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の１９ 平成16年12月8日

草津市西矢倉三丁目６番３号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２０ 平成17年6月23日

草津市西矢倉三丁目６番４号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２１ 平成16年6月10日

草津市西矢倉三丁目６番５号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２２ 平成16年6月7日

草津市西矢倉三丁目６番６号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２３ 平成15年11月13日

草津市西矢倉三丁目６番７－１号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の２４ 平成14年12月4日

草津市西矢倉三丁目６番７－２号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の２３ 平成14年8月22日

草津市西矢倉三丁目６番７－３号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の２２ 平成14年9月10日

草津市西矢倉三丁目６番７－４号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１０ 平成15年3月24日

草津市西矢倉三丁目６番７－５号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の８ 平成15年1月17日

草津市西矢倉三丁目６番７－７号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６ 平成14年9月24日

草津市西矢倉三丁目６番７－９号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２ 平成14年10月29日

草津市西矢倉三丁目６番８－１０号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２９ 平成15年10月27日

草津市西矢倉三丁目６番８－１１号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の３０ 平成14年10月9日

草津市西矢倉三丁目６番８－１２号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の３１ 平成14年12月20日

草津市西矢倉三丁目６番８－１３号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の３２ 平成14年9月24日

草津市西矢倉三丁目６番８－１４号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１２ 平成15年2月3日

草津市西矢倉三丁目６番８－１５号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１３ 平成14年11月5日

草津市西矢倉三丁目６番８－１６号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１４ 平成15年6月23日

草津市西矢倉三丁目６番８－１７号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１５ 平成15年1月28日

草津市西矢倉三丁目６番８－１８号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１６ 平成14年12月17日

草津市西矢倉三丁目６番８－１号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１７ 平成14年10月21日

草津市西矢倉三丁目６番８－２号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１８ 平成14年9月27日

草津市西矢倉三丁目６番８－３号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１９ 平成14年9月25日

草津市西矢倉三丁目６番８－４号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の２０ 平成14年11月11日

草津市西矢倉三丁目６番８－５号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の２１ 平成15年4月22日

草津市西矢倉三丁目６番８－６号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の３３ 平成15年10月2日

草津市西矢倉三丁目６番８－７号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の３４ 平成15年10月30日

草津市西矢倉三丁目６番８－８号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の３５ 平成15年9月19日

草津市西矢倉三丁目６番８－９号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の３６ 平成15年10月14日

草津市西矢倉三丁目６番９－１１号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の１２ 平成16年3月31日

草津市西矢倉三丁目６番９－１２号
草津市西矢倉三丁目１０６１番地の１４・同
番地の１５

平成15年4月25日

草津市西矢倉三丁目６番９－１４号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の１６ 平成15年3月7日

草津市西矢倉三丁目６番９－１５号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の１７ 平成15年9月11日

草津市西矢倉三丁目６番９－１６号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２８ 平成15年4月21日

草津市西矢倉三丁目６番９－１７号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２７ 平成14年10月28日

草津市西矢倉三丁目６番９－１８号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２６ 平成14年11月6日

草津市西矢倉三丁目６番９－１９号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２５ 平成14年10月21日

草津市西矢倉三丁目６番９－１号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の７ 平成15年10月14日

草津市西矢倉三丁目６番９－２０号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の２４ 平成14年12月3日

草津市西矢倉三丁目６番９－２号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の８ 平成14年9月17日

草津市西矢倉三丁目６番９－３号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の５ 平成14年12月16日

草津市西矢倉三丁目６番９－４号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の６ 平成15年8月27日

草津市西矢倉三丁目６番９－５号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の７ 平成14年9月19日

草津市西矢倉三丁目６番９－６号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の８ 平成14年11月29日

草津市西矢倉三丁目６番９－８号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１０ 平成15年3月17日

草津市西矢倉三丁目６番９－９号 草津市西矢倉三丁目１１８番地の１１ 平成15年2月21日

草津市西矢倉三丁目６番１０－１０号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の２０ 平成17年10月6日

草津市西矢倉三丁目６番１０－１１号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の２１ 平成19年11月5日

草津市西矢倉三丁目６番１０－３号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の１２ 平成15年8月5日

草津市西矢倉三丁目６番１０－４号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の１４ 平成15年2月28日

草津市西矢倉三丁目６番１０－５号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の１５ 平成15年4月21日

草津市西矢倉三丁目６番１０－７号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の１７ 平成15年9月8日

草津市西矢倉三丁目６番１０－８号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の１８ 平成15年11月10日

草津市西矢倉三丁目６番１０－９号 草津市西矢倉三丁目１０１番地の１９ 平成16年3月18日

草津市西矢倉三丁目６番１１－１０号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２１ 平成15年7月8日

草津市西矢倉三丁目６番１１－１３号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の４０ 平成15年3月20日

草津市西矢倉三丁目６番１１－１４号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の４１ 平成15年11月10日

草津市西矢倉三丁目６番１１－１５号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の４３ 平成18年11月2日

草津市西矢倉三丁目６番１１－１６号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の４６ 平成18年10月2日
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草津市西矢倉三丁目６番１１－１７号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の４７ 平成14年10月2日

草津市西矢倉三丁目６番１１－１８号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の４８ 平成15年10月15日

草津市西矢倉三丁目６番１１－１９号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の４９ 平成15年7月7日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２０号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２３ 平成15年11月10日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２１号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２４他 平成15年9月3日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２２号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２５ 平成14年11月1日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２３号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２６ 平成14年10月8日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２４号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２７ 平成15年7月7日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２５号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２８ 平成15年10月16日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２６号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２９ 平成15年9月8日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２８号
草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３０・同
番地の３１

平成15年6月10日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２９号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３２ 平成14年10月21日

草津市西矢倉三丁目６番１１－２号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１２ 平成15年1月21日

草津市西矢倉三丁目６番１１－３０号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３３ 平成15年12月10日

草津市西矢倉三丁目６番１１－３号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１４ 平成15年3月18日

草津市西矢倉三丁目６番１１－４号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１５ 平成15年9月8日

草津市西矢倉三丁目６番１１－５号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１６ 平成15年9月8日

草津市西矢倉三丁目６番１１－６号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１７ 平成15年9月8日

草津市西矢倉三丁目６番１１－７号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１８ 平成15年8月5日

草津市西矢倉三丁目６番１１－８号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の１９ 平成15年10月16日

草津市西矢倉三丁目６番１１－９号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の２０ 平成15年8月5日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１１号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の５５ 平成15年7月9日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１２号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の５６ 平成17年3月2日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１３号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の５７ 平成17年4月11日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１６号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の６２ 平成16年9月13日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１７号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の６３ 平成16年6月16日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１８号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の４６ 平成16年11月22日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１９号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の４７ 平成16年11月9日

草津市西矢倉三丁目６番１２－１号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３４ 平成15年12月11日

草津市西矢倉三丁目６番１２－２０号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の４８ 平成16年9月28日

草津市西矢倉三丁目６番１２－２１号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の４９ 平成16年1月27日

草津市西矢倉三丁目６番１２－２２号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の５０ 平成17年8月16日

草津市西矢倉三丁目６番１２－２４号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の５２ 平成18年3月16日

草津市西矢倉三丁目６番１２－２５号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の５３ 平成16年6月14日

草津市西矢倉三丁目６番１２－２６号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の５４ 平成16年3月12日

草津市西矢倉三丁目６番１２－２号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３５ 平成16年7月1日

草津市西矢倉三丁目６番１２－４号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３７ 平成15年10月30日

草津市西矢倉三丁目６番１２－５号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３８ 平成17年2月21日

草津市西矢倉三丁目６番１２－６号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の３９ 平成17年1月13日

草津市西矢倉三丁目６番１２－７号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の４０ 平成16年11月25日

草津市西矢倉三丁目６番１２－８号 草津市西矢倉三丁目１０５１番地の４１ 平成16年2月16日

草津市西矢倉三丁目６番１２－９号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の４５ 平成16年10月4日

草津市西矢倉三丁目６番１３－１号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６１ 平成19年2月15日

草津市西矢倉三丁目６番１３－２号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６２ 平成18年10月20日

草津市西矢倉三丁目６番１３－３号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６３ 平成20年2月25日

草津市西矢倉三丁目６番１３－４号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６４ 平成15年8月5日

草津市西矢倉三丁目６番１３－５号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６５ 平成15年8月5日

草津市西矢倉三丁目６番１３－６号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６６ 平成18年10月10日

草津市西矢倉三丁目６番１３－７号 草津市西矢倉三丁目１０５０番地の６７ 平成15年8月12日

草津市西矢倉三丁目６番１３－９号 草津市西矢倉三丁目１０６１番地の６７ 平成19年7月19日

草津市西矢倉三丁目６番２０号 草津市西矢倉三丁目１０４７番地 平成18年12月4日

草津市西矢倉三丁目７番１９号 草津市西矢倉三丁目１０６４番地の８ 昭和59年2月7日

草津市西矢倉三丁目７番２０号 草津市西矢倉三丁目１０６４番地の７ 昭和58年8月3日

草津市西矢倉三丁目７番２１号 草津市西矢倉三丁目１０６４番地の６ 昭和58年5月30日

草津市西矢倉三丁目７番２１号 草津市西矢倉三丁目１０６２番地の８ 昭和60年1月22日

草津市西矢倉三丁目７番２１号 草津市西矢倉三丁目１０６２番地 昭和60年8月30日

草津市西矢倉三丁目７番２１号 草津市西矢倉三丁目１０６２番地の９ 昭和60年10月11日

草津市西矢倉三丁目７番２２号 草津市西矢倉三丁目１０６４番地の５ 昭和58年2月12日

草津市西矢倉三丁目７番２３号 草津市西矢倉三丁目１０６４番地の４ 昭和58年3月10日

草津市西矢倉三丁目７番２４号 草津市西矢倉三丁目１０６４番地４ 平成31年1月18日

草津市西矢倉三丁目７番２８号 草津市西矢倉三丁目１０６５番地の４ 昭和56年11月27日

草津市西矢倉三丁目７番３１号 草津市西矢倉三丁目１２５０番地の４ 平成6年3月23日

草津市西矢倉三丁目７番３２号 草津市西矢倉三丁目１２５０番地の５ 平成6年3月23日

草津市西矢倉三丁目７番３３号 草津市西矢倉三丁目１２５０番地の１ 平成6年3月23日

草津市西矢倉三丁目８番４４号 草津市西矢倉三丁目１２５６番地４ 平成26年5月2日

草津市西矢倉三丁目８番４５－１号 草津市西矢倉三丁目１２５６番地１ 平成26年5月2日
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草津市西矢倉三丁目８番４５－２号 草津市西矢倉三丁目１２５６番地５ 平成26年5月2日

草津市西矢倉三丁目８番４６号 草津市西矢倉三丁目１２５５番地の７ 昭和56年3月3日

草津市西矢倉三丁目８番４７号 草津市西矢倉三丁目１２５５番地の６ 昭和56年4月2日

草津市西矢倉三丁目８番４７号 草津市西矢倉三丁目１２５５番地の５ 昭和56年7月13日

草津市西矢倉三丁目８番４８号 草津市西矢倉三丁目１２５５番地の１ 昭和56年3月13日

草津市西矢倉三丁目８番４８号 草津市西矢倉三丁目１２５５番地１ 平成25年4月7日

草津市西矢倉三丁目９番９号 草津市西矢倉三丁目１２７４番地の１ 昭和63年8月11日

草津市西矢倉三丁目９番９号 草津市西矢倉三丁目１２７５番地 平成24年8月27日

草津市西矢倉三丁目９番１７号 草津市西矢倉三丁目１２６６番地の３ 昭和55年2月20日

草津市西矢倉三丁目９番１９号 草津市西矢倉三丁目１２６４番地の５ 昭和53年12月15日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６３番地の５ 昭和53年8月18日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６３番地の９ 昭和53年12月7日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６３番地の１ 昭和54年2月7日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６４番地の８ 昭和54年2月22日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６４番地の１０ 昭和54年2月26日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６４番地２ 平成27年7月23日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６３番地の７ 昭和53年10月18日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６３番地の８ 昭和53年11月18日

草津市西矢倉三丁目９番２０号 草津市西矢倉三丁目１２６４番地の１１ 昭和53年12月15日

草津市西矢倉三丁目１０番７－２号 草津市西矢倉三丁目１２８６番地２他１筆 平成25年12月12日

草津市西矢倉三丁目１０番８号 草津市西矢倉三丁目１２８５番地の一部 平成22年8月9日

草津市西矢倉三丁目１０番９号 草津市西矢倉三丁目１２８５番地１ 令和元年7月30日

草津市西矢倉三丁目１０番１０号
草津市西矢倉三丁目１２８５番地１の一部、
１２８５番地２の一部

令和元年11月14日

草津市西矢倉三丁目１０番１１号 草津市西矢倉三丁目１２８１番地の２ 平成15年10月20日

草津市西矢倉三丁目１０番１８号 草津市西矢倉三丁目１２７９番地の２ 平成8年3月25日

草津市西矢倉三丁目１０番１９号 草津市西矢倉三丁目１２７９番地の１ 平成8年3月25日

草津市西矢倉三丁目１０番２１号 草津市西矢倉三丁目１２９２番地の４ 平成20年11月17日

草津市西矢倉三丁目１０番２２号 草津市西矢倉三丁目１２９２番３ 平成20年12月16日

草津市西矢倉三丁目１０番２４号 草津市西矢倉三丁目１２９２番地の１ 平成20年7月10日

草津市西矢倉三丁目１０番２５号 草津市西矢倉三丁目１２９２番地の２ 平成20年9月18日

草津市西矢倉三丁目１０番２６号
草津市西矢倉三丁目１２９２番地の５、他２
筆

平成20年9月22日

草津市西矢倉三丁目１０番２８号 草津市西矢倉三丁目１２８０番地２ 平成24年12月6日

草津市西矢倉三丁目１０番２９号 草津市西矢倉三丁目１２８２番地１ 平成25年1月17日

草津市西矢倉三丁目１０番３０－１号 草津市西矢倉三丁目１２８５番地４ 令和元年11月1日

草津市西矢倉三丁目１０番３０－２号 草津市西矢倉三丁目１２８５番地５ 令和元年8月9日

草津市西矢倉三丁目１０番３１号 草津市西矢倉三丁目１２８６番地３他２筆 平成25年12月2日

草津市西矢倉三丁目１０番３２号 草津市西矢倉三丁目１２８６番地１他１筆 平成25年3月22日

草津市西矢倉三丁目１０番３７号 草津市西矢倉三丁目１２８９番地１ 平成21年1月23日

草津市西矢倉三丁目１０番３８号 草津市西矢倉三丁目１２８９番地４ 平成21年3月5日

草津市西矢倉三丁目１０番４０号 草津市西矢倉三丁目１２８９番地５ 平成21年5月19日

草津市西矢倉三丁目１１番１号 草津市西矢倉三丁目１３２４番地の４ 平成5年2月1日

草津市西矢倉三丁目１１番５号 草津市西矢倉三丁目１２９６番地他四筆 平成28年1月19日

草津市西矢倉三丁目１１番１０号 草津市西矢倉三丁目１２９７番地５の一部 平成21年4月21日

草津市西矢倉三丁目１２番３０号 草津市西矢倉三丁目１３５９番地の７ 昭和53年8月17日

草津市西矢倉三丁目１２番３６号 草津市西矢倉三丁目１３５８番地の９ 平成15年4月21日

草津市西矢倉三丁目１２番３７号 草津市西矢倉三丁目１３５８番地の１０ 平成15年1月14日

草津市西矢倉三丁目１２番３８号 草津市西矢倉三丁目１３５８番地の１１ 平成15年2月27日

草津市西矢倉三丁目１２番３９号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１７ 平成15年1月17日

草津市西矢倉三丁目１２番４０号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の４ 平成15年3月18日

草津市西矢倉三丁目１２番４１号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の５ 平成15年1月14日

草津市西矢倉三丁目１２番４４号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１０ 平成16年10月1日

草津市西矢倉三丁目１２番４５号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の６ 平成16年8月24日

草津市西矢倉三丁目１２番４９号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の７ 平成15年1月14日

草津市西矢倉三丁目１２番５１号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の８ 平成14年12月9日

草津市西矢倉三丁目１２番５２号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１１ 平成15年2月27日

草津市西矢倉三丁目１２番５７号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の２０ 平成15年3月18日

草津市西矢倉三丁目１２番５８号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１９ 平成15年10月16日

草津市西矢倉三丁目１２番５９号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１８ 平成16年8月24日

草津市西矢倉三丁目１２番６０号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１７ 平成15年1月14日

草津市西矢倉三丁目１２番６２号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１５ 平成16年8月12日

草津市西矢倉三丁目１２番６３号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１４ 平成14年12月9日

草津市西矢倉三丁目１２番６４号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１３ 平成15年2月27日

草津市西矢倉三丁目１２番６５号 草津市西矢倉三丁目１３２８番地の１２ 平成14年12月9日

草津市西矢倉三丁目１２番６６号 草津市西矢倉三丁目１３５８番地の１７ 平成15年4月21日

草津市西矢倉三丁目１２番６８号 草津市西矢倉三丁目１３５８番地の１６ 平成17年5月20日
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草津市西矢倉三丁目１３番７号 草津市西矢倉三丁目１３３０番地の５ 平成10年4月21日

草津市西矢倉三丁目１３番８号 草津市西矢倉三丁目１３３０番地の３ 平成12年2月14日

草津市西矢倉三丁目１３番９号 草津市西矢倉三丁目１３３０番地の１ 平成11年4月6日

草津市西矢倉三丁目１３番１６号 草津市西矢倉三丁目１３３９番地８ 平成27年7月23日

草津市西矢倉三丁目１３番２０号 草津市西矢倉三丁目１３３９番地の４ 昭和55年5月12日

草津市西矢倉三丁目１４番５号 草津市西矢倉三丁目１３３９番地９ 平成27年11月27日

草津市西矢倉三丁目１５番１１－１号 草津市西矢倉三丁目１３３９番地１８ 平成26年5月8日

草津市西矢倉三丁目１５番１５号 草津市西矢倉三丁目１３３９番地１９ 平成25年12月12日

草津市西矢倉三丁目１５番３１号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の３６ 昭和56年7月7日

草津市西矢倉三丁目１５番３２号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の５５ 平成6年7月8日

草津市西矢倉三丁目１５番４３号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の２３ 昭和53年12月18日

草津市西矢倉三丁目１５番４３号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の２４ 昭和63年12月27日

草津市西矢倉三丁目１６番１２号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の６ 昭和57年4月20日

草津市西矢倉三丁目１６番１３号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の１９ 昭和57年11月5日

草津市西矢倉三丁目１７番１号 草津市西矢倉三丁目１２００番地７８ 平成26年2月17日

草津市西矢倉三丁目１７番２号 草津市西矢倉三丁目１２００番地４ 平成27年1月19日

草津市西矢倉三丁目１７番３号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の５ 平成19年7月31日 アタラクシア

草津市西矢倉三丁目１７番８号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の１４ 昭和57年4月2日

草津市西矢倉三丁目１８番１号 草津市西矢倉三丁目１２００番地２２ 平成27年4月13日

草津市西矢倉三丁目１８番１１号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の３１ 昭和53年10月26日

草津市西矢倉三丁目１８番１７号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の２９ 平成5年8月6日

草津市西矢倉三丁目１８番１９号 草津市西矢倉三丁目１２００番地２５他一筆 平成27年6月24日

草津市西矢倉三丁目１９番１９号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の３４ 昭和61年5月28日

草津市西矢倉三丁目２０番９号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の６７ 平成6年1月26日

草津市西矢倉三丁目２２番１号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の３０ 平成2年8月3日

草津市西矢倉三丁目２２番４号 草津市西矢倉三丁目１３３５番地の３２ 平成5年7月28日

草津市西矢倉三丁目２３番１９号 草津市西矢倉三丁目１３６１番地の２ 昭和59年1月25日

草津市西矢倉三丁目２３番２１号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の７１ 平成10年9月14日 アバンギャルド

草津市西矢倉三丁目２３番２６号 草津市西矢倉三丁目１３６３番地の１６ 平成9年12月19日

草津市西矢倉三丁目２３番３０号 草津市西矢倉三丁目１３６３番地の１２ 昭和55年6月28日

草津市西矢倉三丁目２３番３６号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の７２ 昭和54年1月12日

草津市西矢倉三丁目２４番８号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の５５ 昭和62年3月3日

草津市西矢倉三丁目２４番２１号 草津市西矢倉三丁目１１９６番地の３ 平成11年3月18日

草津市西矢倉三丁目２４番２２号 草津市西矢倉三丁目１２００番地の５１ 平成10年1月22日

草津市大路一丁目１番１号 草津市大路一丁目９０６番地 昭和63年7月21日

草津市大路一丁目２番７号 草津市大路一丁目５５６番地 平成12年5月31日 デ・リード草津駅前

草津市大路一丁目２番１５号
草津市大路一丁目５４４番地６、５４４番地
９

平成23年2月7日 サンシティ草津駅前

草津市大路一丁目２番１７号 草津市大路一丁目５４４番地の１ 平成14年1月28日 Ｒｏｏｍｓ　Ｏｏｊｉ

草津市大路一丁目２番２４号 草津市大路一丁目５４３番地 平成5年4月21日 ハイツ北中

草津市大路一丁目３番３号 草津市大路一丁目５６０番地の６ 昭和52年6月11日

草津市大路一丁目３番１２号 草津市大路一丁目５３９番地の３ 平成14年6月7日

草津市大路一丁目３番１４号 草津市大路一丁目５４１番地の３ 平成13年3月26日 ファイネスコート草津

草津市大路一丁目４番１６号 草津市大路一丁目５２５番地 平成17年10月13日 コトーネ

草津市大路一丁目５番１７号
草津市大路一丁目５４７番地１１、５４７番
地１３

令和元年7月22日

草津市大路一丁目６番１７号 草津市大路一丁目５１２番地 平成4年5月1日 セラー大路

草津市大路一丁目７番１号 草津市大路一丁目９１８番地 平成16年7月7日 ＴＯＷＥＲ・１１１

草津市大路一丁目７番３１号 草津市大路一丁目５５１番地の１ 昭和52年8月23日

草津市大路一丁目７番３２号 草津市大路一丁目５５１番地の５ 昭和52年8月23日

草津市大路一丁目８番１４号 草津市大路一丁目７２０番地の２ 平成19年2月28日 ＲＥＶｉ　ＭＯＮＬｉＶＲＯ

草津市大路一丁目８番１５号 草津市大路一丁目９２６番地 令和元年8月14日 クロスアベニュー草津

草津市大路一丁目８番２４号
草津市大路一丁目７２１番地の１・７２１番
地の５

平成14年6月27日 アウルコ－ト大路

草津市大路一丁目９番１号 草津市大路一丁目９２６番地 令和元年8月14日 アトラスタワー草津

草津市大路一丁目９番１１号 草津市大路一丁目４８２番地の５ 平成13年7月16日

草津市大路一丁目１０番３号 草津市大路一丁目７２６番地の５ 昭和44年10月日不詳

草津市大路一丁目１１番７号 草津市大路一丁目７３４番地 昭和55年4月12日

草津市大路一丁目１１番９号
草津市大路一丁目７３４番地２、７３４番地
３

平成27年3月12日

草津市大路一丁目１１番１０号 草津市大路一丁目８９０番地の９ 平成15年2月17日

草津市大路一丁目１１番１４号 草津市大路一丁目８９０番地の４ 昭和46年4月22日

草津市大路一丁目１１番１６号 草津市大路一丁目４８９番地の４ 平成14年7月17日

草津市大路一丁目１１番２２号 草津市大路一丁目４５２番地 平成7年9月21日

草津市大路一丁目１２番１号
草津市大路一丁目８９１番地の３の一部・８
９１番地の４

平成1年8月11日

草津市大路一丁目１２番２号 草津市大路一丁目８９１番地の３ 平成1年8月11日

草津市大路一丁目１２番３号 草津市大路一丁目８９１番地の１ 昭和43年3月日不詳

草津市大路一丁目１２番１２号 草津市渋川一丁目８９７番地 平成10年1月9日
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草津市大路一丁目１２番１３号 草津市大路一丁目８９７番地 昭和45年4月日不詳

草津市大路一丁目１２番１７号 草津市大路一丁目８９１番地の１ 平成15年9月25日

草津市大路一丁目１２番１８号 草津市大路一丁目８９１番地８ 平成26年9月30日 コンフォール

草津市大路一丁目１２番１９号 草津市大路一丁目データ無又は無番地 昭和45年4月日不詳

草津市大路一丁目１２番２５号 草津市大路一丁目８９１番地 平成5年1月21日

草津市大路一丁目１３番１９号 草津市大路一丁目４４１番地の７ 昭和43年4月日不詳

草津市大路一丁目１３番２１号 草津市大路一丁目４４１番地の３ 昭和45年10月日不詳

草津市大路一丁目１３番２２号 草津市大路一丁目４４２番地の３ 平成15年2月10日

草津市大路一丁目１３番２３号 草津市大路一丁目４４２番地の１ 昭和61年1月9日

草津市大路一丁目１３番２５号 草津市大路一丁目４４５番地の１ 昭和45年10月日不詳

草津市大路一丁目１４番１号 草津市大路一丁目４５５番地 昭和43年3月日不詳

草津市大路一丁目１４番３号 草津市大路一丁目４５３番地 昭和56年2月12日

草津市大路一丁目１４番３号 草津市大路一丁目４５３番地の２ 昭和44年12月日不詳

草津市大路一丁目１４番６号 草津市大路一丁目４４３番地の３ 昭和53年4月5日

草津市大路一丁目１４番１２号 草津市大路一丁目４４３番地の１ 平成12年8月11日 メゾンド　プチシャン

草津市大路一丁目１４番１３号 草津市大路一丁目データ無又は無番地 昭和63年10月27日

草津市大路一丁目１４番２３号 草津市大路一丁目４３７番地の１ 平成8年12月18日

草津市大路一丁目１４番２３号 草津市大路一丁目データ無又は無番地 昭和63年10月27日

草津市大路一丁目１４番２４号 草津市大路一丁目データ無又は無番地 昭和63年10月27日

草津市大路一丁目１４番２６号 草津市大路一丁目４３７番地の１ 平成8年12月18日

草津市大路一丁目１５番１号 草津市大路一丁目４３２番地の１９ 平成1年2月2日

草津市大路一丁目１５番５号 草津市大路一丁目４６４番地の３ 平成6年3月10日 ネオフィス草津

草津市大路一丁目１５番６号 草津市大路一丁目４５８番地の２ 平成5年9月16日

草津市大路一丁目１５番１２号 草津市大路一丁目４３５番地の６ 昭和49年4月7日

草津市大路一丁目１５番２１号 草津市大路一丁目４３１番地の２ 昭和62年6月3日

草津市大路一丁目１５番２６号 草津市大路一丁目４２８番地１ 平成24年5月11日

草津市大路一丁目１５番２７号 草津市大路一丁目４３０番地 平成19年1月11日 マーメイドコート草津

草津市大路一丁目１５番２８号 草津市大路一丁目４７５番地 平成6年12月1日

草津市大路一丁目１５番２８号 草津市大路一丁目４３１番地６ 平成21年3月2日

草津市大路一丁目１５番４４号 草津市大路一丁目４６６番地 平成5年10月1日

草津市大路一丁目１６番４号 草津市大路一丁目４８８番地の１ 平成17年3月22日 レーベンパルク

草津市大路一丁目１６番５号 草津市大路一丁目４８８番地の８ 平成18年4月10日

草津市大路一丁目１６番１１－１号 草津市大路一丁目４２４番地１の一部 平成23年4月19日

草津市大路一丁目１６番１２号 草津市大路一丁目４２４番地１の一部 平成23年4月19日

草津市大路一丁目１６番１４号 草津市大路一丁目４２４番地８ 平成23年4月19日

草津市大路一丁目１６番１６号 草津市大路一丁目４２４番地７ 平成26年1月10日 エルミナリュクス

草津市大路一丁目１６番１９号 草津市大路一丁目４２３番地の１２ 昭和63年7月15日

草津市大路一丁目１６番２１－１号 草津市大路一丁目４２３番地１１ 平成26年2月10日

草津市大路一丁目１６番２４号 草津市大路一丁目４８８番地の４ 平成13年3月26日

草津市大路一丁目１６番２８－１号 草津市大路一丁目４９４番地１ 平成30年4月6日

草津市大路一丁目１６番３４号 草津市大路一丁目４８９番地の２ 平成14年8月7日

草津市大路一丁目１７番５号 草津市大路一丁目５０２番地７ 平成26年3月25日

草津市大路一丁目１７番６号 草津市大路一丁目５０２番地９ 平成25年1月21日

草津市大路一丁目１７番７号 草津市大路一丁目５０２番地１０ 平成25年12月26日

草津市大路一丁目１７番２２号 草津市大路一丁目４２０番地の２４ 昭和44年7月日不詳

草津市大路一丁目１７番４１号 草津市大路一丁目５０２番地２ 平成25年11月14日 ファインフラッツ草津ザ・フロント

草津市大路一丁目１８番５号
草津市大路一丁目５０４番地２、５０５番地
１

平成21年2月27日

草津市大路一丁目１８番１５号 草津市大路一丁目５１９番地の１ 平成18年10月31日 エルミナコート草津

草津市大路一丁目１９番１３号 草津市大路一丁目４２０番地の９ 平成7年2月9日

草津市大路二丁目１番２号 草津市大路二丁目３２１番地の４ 昭和47年8月日不詳

草津市大路二丁目１番３号
草津市大路二丁目３２１番地４、３２１番地
１７、３２１番地３６

令和元年9月6日

草津市大路二丁目３番１６号 草津市大路二丁目３５８番地１ 令和元年5月24日 コスモスガーデン大路

草津市大路二丁目１番５号 草津市大路二丁目１９１番地の１１ 平成15年5月30日 マーメイドシティ草津

草津市大路二丁目１番６号
草津市大路二丁目１９１番地１４、３０７番
地１１

平成27年3月9日 プレサンス　ロジェ　草津大路

草津市大路二丁目１番７号 草津市大路二丁目１９１番地、３０７番地 平成24年5月9日 プレサンス　ロジェ　草津

草津市大路二丁目１番２７号 草津市大路二丁目３０７番地の９ 平成18年10月2日 伽羅ガーデンスクエア

草津市大路二丁目１番３５号 草津市大路二丁目２９８番地４　外 令和元年10月8日

草津市大路二丁目１番３６号 草津市大路二丁目２９８番地４　外 令和元年10月8日

草津市大路二丁目１番４１号 草津市大路二丁目２９６番地の１ 昭和47年5月日不詳

草津市大路二丁目１番４３号 草津市大路二丁目２９７番地４ 平成30年3月15日

草津市大路二丁目１番４６号 草津市大路二丁目２９７番地の１ 昭和44年2月日不詳

草津市大路二丁目１番５３号 草津市大路二丁目２０２番地 昭和45年4月日不詳

草津市大路二丁目２番６号 草津市大路二丁目３１７番地の５ 昭和64年1月6日

草津市大路二丁目２番８号 草津市大路二丁目３１９番地の２ 昭和63年6月11日 メゾン小汐井

草津市大路二丁目２番８号 草津市大路二丁目３２０番地４ 平成28年5月19日
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草津市大路二丁目２番９号 草津市大路二丁目３２０番地４　他１筆 平成30年7月13日

草津市大路二丁目２番１０号 草津市大路二丁目３２０番地の１ 平成17年11月16日 カーサエクセレンテ

草津市大路二丁目２番２７号
草津市大路二丁目４０８番地の２・４０９番
地の３他

平成14年11月8日 アビターレ草津

草津市大路二丁目３番２号 草津市大路二丁目４２６番地の１ 平成18年9月7日

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の８ 昭和46年8月12日

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の２１ 昭和51年5月22日

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の１９ 昭和58年3月10日

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の２２ 平成14年7月31日

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の２０ 平成18年4月4日

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の２８ 昭和44年9月日不詳

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の９ 昭和45年6月日不詳

草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路二丁目３７３番地の１０ 昭和46年10月18日

草津市大路二丁目３番２２号 草津市大路二丁目３２６番地の３ 平成4年12月16日 エステートピアＫＵＳＡＴＵ

草津市大路二丁目３番３５号 草津市大路二丁目３７３番地の８ 平成18年8月25日

草津市大路二丁目３番４８号 草津市大路二丁目４１５番地の２７ 平成4年12月4日

草津市大路二丁目３番５０号 草津市大路二丁目４１５番地の３０ 平成5年3月26日

草津市大路二丁目３番５０号 草津市大路二丁目４１５番地の３０ 平成5年3月29日

草津市大路二丁目３番５０号 草津市大路二丁目４１５番地の３２ 平成14年12月3日

草津市大路二丁目３番５１号 草津市大路二丁目４１５番地の１４ 平成2年2月22日

草津市大路二丁目３番５１号 草津市大路二丁目４１５番地の１ 昭和61年11月15日

草津市大路二丁目３番５１号 草津市大路二丁目データ無又は無番地 昭和61年11月18日

草津市大路二丁目４番６号 草津市大路二丁目４２０番地の１３ 昭和61年11月20日 シヤルム大路

草津市大路二丁目５番１５号 草津市大路二丁目３２１番地の２ 昭和51年8月10日

草津市大路二丁目５番２０－１号 草津市大路二丁目８２番地１ 平成22年8月26日

草津市大路二丁目５番２０号 草津市大路二丁目８４番地の４ 昭和45年5月日不詳

草津市大路二丁目５番２１－１号 草津市大路二丁目８２番地２ 平成22年11月15日

草津市大路二丁目５番２１－２号 草津市大路二丁目８２番地３ 平成23年7月4日

草津市大路二丁目５番２２号 草津市大路二丁目８２番地４ 平成23年1月17日

草津市大路二丁目６番３号 草津市大路二丁目３６３番地 平成5年3月3日

草津市大路二丁目６番１８号 草津市大路二丁目４０４番地 昭和40年5月日不詳

草津市大路二丁目７番８号 草津市大路二丁目３２１番地の５０ 平成15年9月11日

草津市大路二丁目７番２１号 草津市大路二丁目 平成16年3月3日 ＮＡＩＳコーポ

草津市大路二丁目７番６２号 草津市大路二丁目３２１番地の３４ 昭和47年2月5日

草津市大路二丁目８番１１号 草津市大路二丁目３２１番地の２２ 昭和53年8月29日

草津市大路二丁目８番１４号 草津市大路二丁目３２１番地の３２ 平成13年7月4日

草津市大路二丁目８番１５号 草津市大路二丁目３２１番地の１８ 平成14年12月2日

草津市大路二丁目９番４号 草津市大路二丁目１９４番地８ 平成27年7月3日

草津市大路二丁目９番１１号 草津市大路二丁目１９７番地の６ 平成20年5月27日

草津市大路二丁目９番２０号 草津市大路二丁目１７３番地の３ 平成15年2月17日 サーパス草津大路

草津市大路二丁目９番３９号 草津市大路二丁目１８５番地１ 平成24年12月11日 ファインフラッツ草津ザ・レジデンス

草津市大路二丁目９番４０号 草津市大路二丁目１８９番地 平成2年1月25日 ドミール大路

草津市大路二丁目１０番７号 草津市大路二丁目２００番地の１０ 平成19年1月10日

草津市大路二丁目１０番８号 草津市大路二丁目２００番地の１１ 平成19年1月10日

草津市大路二丁目１０番１３号 草津市大路二丁目１７３番地の３ 平成15年2月17日

草津市大路二丁目１０番１３号 草津市大路二丁目１７５番地の２ 平成11年11月18日

草津市大路二丁目１０番１５号 草津市大路二丁目１７３番地の４ 昭和60年8月19日

草津市大路二丁目１０番１６号 草津市大路二丁目１７４番地８の一部他１筆 平成26年10月23日

草津市大路二丁目１０番１７号 草津市大路二丁目１７４番地８の一部他１筆 平成26年10月23日 マ・メゾンおおじ

草津市大路二丁目１０番１９号 草津市大路二丁目１７４番地の７ 昭和59年2月27日

草津市大路二丁目１１番７号
草津市大路二丁目１５１番地２、１５１番地
３

平成27年11月20日 ヴィレッジ　ワカバ

草津市大路二丁目１１番１５号 草津市大路二丁目１７９番地の１ 平成14年2月22日

草津市大路二丁目１１番３３号 草津市大路二丁目１３３番地の４ 平成7年7月10日

草津市大路二丁目１１番３５号 草津市大路二丁目１２９番地の１ 昭和53年11月10日

草津市大路二丁目１１番５１号 草津市大路二丁目１８０番地 昭和51年5月6日

草津市大路二丁目１２番３号 草津市大路二丁目１５１番地の１ 平成17年2月15日 エルセレーノ草津

草津市大路二丁目１２番１１号 草津市大路二丁目１５０番地３他３筆 平成26年5月2日

草津市大路二丁目１２番１１号 草津市大路二丁目１５４番地の４ 昭和60年10月17日

草津市大路二丁目１２番１５号 草津市大路二丁目１５０番地の１ 昭和60年2月16日 コーポ大新

草津市大路二丁目１３番２７号 草津市大路二丁目１１０番地の２ 昭和59年6月14日

草津市大路二丁目１３番２８号 草津市大路二丁目１１１番地の７ 平成3年3月26日

草津市大路二丁目１３番３３号 草津市大路二丁目１１３番地の１ 平成13年3月1日

草津市大路二丁目１４番２号 草津市大路二丁目１２０番地の６ 昭和52年6月27日

草津市大路二丁目１５番１２号 草津市大路二丁目１２７番地の１ 昭和60年4月4日

草津市大路二丁目１５番１３号 草津市大路二丁目１２７番地の７ 平成5年10月14日

草津市大路二丁目１５番１３号 草津市大路二丁目１２７番地の８ 平成5年10月21日
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草津市大路二丁目１５番２３号 草津市大路二丁目９３番地 平成11年6月7日

草津市大路二丁目１５番２４－１号
草津市大路二丁目９３番地の４・１２２番地
の２・１２２番地の４

平成13年11月9日

草津市大路二丁目１５番２４号 草津市大路二丁目１２２番地の１ 平成14年2月8日 ヴィラコーラルⅠ

草津市大路二丁目１５番２５号 草津市大路二丁目１２２番地の１ 平成14年2月8日 ヴィラコーラルⅡ

草津市大路二丁目１５番３４号 草津市大路二丁目３２１番地の６２ 平成17年3月25日

草津市大路二丁目１５番３７号 草津市大路二丁目３２１番地の５ 平成2年2月5日

草津市大路二丁目１５番４１号 草津市大路二丁目３２１番地３０ 平成28年5月23日

草津市大路二丁目１６番６号 草津市大路二丁目７６番地５、７６番地７ 令和元年11月8日

草津市大路二丁目１６番１０号 草津市大路二丁目８０番地の７ 平成8年11月14日

草津市大路二丁目１６番１０号 草津市大路二丁目８０番地の６ 平成9年1月17日

草津市大路二丁目１６番１６号 草津市大路二丁目８１番地の６ 平成1年6月5日

草津市大路二丁目１６番２１号 草津市大路二丁目７８番地１ 令和2年9月9日 ＸＹＺ　ｃｏｕｒｔ草津大路

草津市大路二丁目１６番２２号 草津市大路二丁目７４番地の２ 昭和54年1月19日 中村ハイツ

草津市大路二丁目１６番２３号 草津市大路二丁目７４番地１ 令和2年9月9日 ＺｅｎｉｔｈＣｏｕｒｔ草津大路

草津市大路三丁目１番１５号 草津市大路三丁目１０７番地の３ 平成1年11月24日 エクセル・オージ

草津市大路三丁目１番２９号 草津市大路三丁目１０５番地 昭和43年9月日不詳

草津市大路三丁目１番３１号
草津市大路三丁目１０４番地１の一部　１０
５番地１の一部　１０５番地３の一部　１０
６番地１の一部　１０６番地３の一部

令和元年12月23日 terrace ism. 2

草津市大路三丁目１番３６号 草津市大路三丁目１０５番地の３ 昭和60年5月21日

草津市大路三丁目１番３６号 草津市大路三丁目１０９番地の２ 昭和45年11月日不詳

草津市大路三丁目１番３７号 草津市大路三丁目１３６番地の１ 平成17年11月29日 シティハイツ大路

草津市大路三丁目２番９号 草津市大路三丁目１０１番地１３ 令和元年12月9日

草津市大路三丁目２番１０号 草津市大路三丁目１０１番６ 令和2年2月21日

草津市大路三丁目２番１３号 草津市大路三丁目１０１番地の１ 昭和61年11月12日 メゾン・エスポワール

草津市大路三丁目２番２３号 草津市大路三丁目１００番地 平成20年9月24日

草津市大路三丁目２番２９号 草津市大路三丁目１００番地 平成13年6月14日

草津市大路三丁目２番３４号 草津市大路三丁目１０１番地３他３筆 平成25年10月31日

草津市大路三丁目３番３号 草津市大路三丁目６５番地、６６番地他７筆 令和2年11月6日 プレサンスロジェ草津大路テラス

草津市大路三丁目３番６号 草津市大路三丁目９６番地の２ 昭和46年10月20日

草津市大路三丁目３番１３号 草津市大路三丁目６３番地 平成24年10月24日

草津市大路三丁目４番１２号 草津市大路三丁目４１番地の３ 昭和51年2月4日

草津市大路三丁目４番１３号 草津市大路三丁目４０番地５ 平成25年7月16日

草津市大路三丁目４番１４－１号 草津市大路三丁目４０番地６ 平成26年6月2日

草津市大路三丁目４番１４－２号 草津市大路三丁目４０番地６ 平成26年7月10日

草津市大路三丁目４番１４－３号 草津市大路三丁目４０番地８、４１番地７ 平成25年1月24日

草津市大路三丁目４番１４－４号 草津市大路三丁目４３番地１５、４１番地８ 平成24年10月16日

草津市大路三丁目４番１４－６号 草津市大路三丁目４３番地１３他２筆 平成25年6月24日

草津市大路三丁目４番１４－７号 草津市大路三丁目４０番地１１ 平成24年11月19日

草津市大路三丁目４番１４－８号 草津市大路三丁目４０番地１２ 平成25年7月16日

草津市大路三丁目４番１４－９号 草津市大路三丁目４０番地１３ 平成26年1月20日

草津市大路三丁目４番１５号 草津市大路三丁目４０番地２ 平成26年4月4日 シャーメゾン　大路

草津市大路三丁目４番１９号 草津市大路三丁目４３番地の６ 昭和53年4月12日

草津市大路三丁目４番１９号 草津市大路三丁目４３番地の６ 昭和53年8月11日

草津市大路三丁目４番２０号 草津市大路三丁目４３番地の３ 昭和53年7月16日

草津市大路三丁目４番２７号 草津市大路三丁目４８番地 昭和52年10月4日

草津市大路三丁目４番３０号 草津市大路三丁目４９番地の１０ 昭和50年12月1日

草津市大路三丁目４番３０号 草津市大路三丁目４９番地の１４ 平成6年8月24日

草津市大路三丁目４番３０号 草津市大路三丁目４９番地１０ 平成27年6月9日

草津市大路三丁目４番３１号 草津市大路三丁目４９番地の１５ 昭和54年4月4日

草津市大路三丁目４番３３号 草津市大路三丁目４９番地の１３ 平成6年12月1日

草津市大路三丁目４番３４号 草津市大路三丁目４９番地の７ 昭和51年1月13日

草津市大路三丁目４番３４号 草津市大路三丁目４９番地の５ 平成2年8月13日

草津市大路三丁目４番３４号 草津市大路三丁目４９番地の１ 平成7年3月24日

草津市大路三丁目４番３４号 草津市大路三丁目４９番地の６ 平成8年9月12日

草津市大路三丁目４番３９号 草津市大路三丁目４９番地の２ 平成9年1月14日 リバーバンクハイツ

草津市大路三丁目４番５０号 草津市大路三丁目５４番地の３ 平成4年1月6日

草津市大路三丁目４番５４－１号 草津市大路三丁目５４番地１２ 令和2年1月22日

草津市大路三丁目４番５４号 草津市大路三丁目５４番地の１１ 昭和46年4月5日

草津市大路三丁目４番５４号 草津市大路三丁目５４番地の２ 昭和47年2月29日

草津市大路三丁目４番５４号 草津市大路三丁目５４番地の１２ 昭和54年3月5日

草津市大路三丁目４番５９号 草津市大路三丁目５４番地２８ 平成27年7月13日

草津市大路三丁目４番６０号 草津市大路三丁目５４番地の９ 昭和46年3月30日

草津市大路三丁目４番６０号 草津市大路三丁目５４番地９ 平成23年8月18日

草津市大路三丁目４番６１号 草津市大路三丁目５４番地２７ 平成21年11月16日

草津市大路三丁目４番６７号 草津市大路三丁目２７番地の２ 平成6年2月22日 エスポワール・ドウ

草津市大路三丁目４番７２号 草津市大路三丁目２６番地の３ 昭和63年4月26日
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草津市大路三丁目４番７５号 草津市大路三丁目５０番地の８ 平成15年11月4日

草津市大路三丁目４番７６号 草津市大路三丁目５０番地の９ 平成17年3月28日

草津市大路三丁目４番７７号 草津市大路三丁目５０番地の１０ 平成17年6月16日

草津市大路三丁目４番７８号 草津市大路三丁目５０番地の１１ 平成18年9月12日

草津市大路三丁目４番７９号 草津市大路三丁目５０番地の１２ 平成16年9月28日

草津市大路三丁目４番８０号 草津市大路三丁目５０番地の１３ 平成16年11月15日

草津市大路三丁目４番８１号 草津市大路三丁目５０番地の１４ 平成15年10月20日

草津市大路三丁目４番８２号 草津市大路三丁目５０番地の１５ 平成15年12月8日

草津市大路三丁目４番８３号 草津市大路三丁目５０番地の１６ 平成15年10月20日

草津市大路三丁目４番８４号 草津市大路三丁目５０番地の１７ 平成16年4月1日

草津市大路三丁目４番８５号 草津市大路三丁目５０番地の１８ 平成15年8月29日

草津市大路三丁目４番８６号 草津市大路三丁目５０番地の１９ 平成16年2月26日

草津市大路三丁目４番８７号 草津市大路三丁目５０番地の２０ 平成16年4月22日

草津市大路三丁目４番８８号 草津市大路三丁目５０番地の２１ 平成15年10月20日

草津市大路三丁目４番９２号 草津市大路三丁目５０番地の２２ 平成16年2月26日

草津市大路三丁目４番９３号 草津市大路三丁目５０番地の２３ 平成15年10月16日

草津市大路三丁目４番９５号 草津市大路三丁目５０番地の２４ 平成15年9月22日

草津市大路三丁目４番９８号 草津市大路三丁目５０番地の２５ 平成15年10月16日

草津市大路三丁目４番９９号 草津市大路三丁目５０番地の２６ 平成15年10月16日

草津市大路三丁目４番１００号 草津市大路三丁目５０番地の２７ 平成15年10月31日

草津市大路三丁目４番１１０号 草津市大路三丁目５０番地の２８ 平成16年8月17日

草津市大路三丁目４番１１２号 草津市大路三丁目５０番地の２９ 平成16年5月27日

草津市大路三丁目４番１１３号 草津市大路三丁目５０番地の３０ 平成16年2月6日

草津市大路三丁目４番１１４号 草津市大路三丁目５０番地の３１ 平成15年11月5日

草津市大路三丁目４番１１７号 草津市大路三丁目３１番地の１ 平成15年10月16日

草津市大路三丁目４番１１８号 草津市大路三丁目３１番地 平成15年9月5日

草津市大路三丁目４番１１９号 草津市大路三丁目３１番地の３ 平成15年10月20日

草津市大路三丁目４番１２０号 草津市大路三丁目３１番地の４ 平成16年2月26日

草津市大路三丁目４番１２２号 草津市大路三丁目３１番地の５ 平成15年11月11日

草津市大路三丁目４番１２３号 草津市大路三丁目３１番地の６ 平成16年2月23日

草津市大路三丁目５番４号 草津市大路三丁目１９番地の１ 平成12年10月4日 シャリエ草津・大路

草津市大路三丁目５番８号 草津市大路三丁目１６番地の１ 平成18年6月13日

草津市大路三丁目５番１２号 草津市大路三丁目１５番地 昭和43年7月日不詳

草津市大路三丁目５番１４－１０号 草津市大路三丁目１０番地８ 平成25年6月20日

草津市大路三丁目５番１４－１１号 草津市大路三丁目１０番地９ 平成26年8月4日

草津市大路三丁目５番１４－１２号 草津市大路三丁目１０番地１０ 平成25年7月18日

草津市大路三丁目５番１４－１３号 草津市大路三丁目１０番地１１ 平成26年3月6日

草津市大路三丁目５番１４－１号 草津市大路三丁目１１番地１２ 平成25年3月22日

草津市大路三丁目５番１４－２号 草津市大路三丁目１１番地１１ 平成25年7月30日

草津市大路三丁目５番１４－３号 草津市大路三丁目１１番地１０ 平成25年5月27日

草津市大路三丁目５番１４－４号 草津市大路三丁目１１番地９ 平成24年2月14日

草津市大路三丁目５番１４－５号 草津市大路三丁目１１番地８ 平成26年5月20日

草津市大路三丁目５番１４－６号 草津市大路三丁目１１番地７ 平成25年7月29日

草津市大路三丁目５番１４－７号 草津市大路三丁目１１番地１３ 平成27年4月16日

草津市大路三丁目５番１４－８号 草津市大路三丁目１０番地１ 平成25年3月21日

草津市大路三丁目５番１４－９号 草津市大路三丁目１０番地７ 平成26年3月3日

草津市大路三丁目５番１４号 草津市大路三丁目１０番地 昭和52年5月10日 サントラル・コーポ

草津市大路三丁目５番１４号 草津市大路三丁目１０番地の６ 平成20年7月10日

草津市大路三丁目５番１４号 草津市大路三丁目１４番地の５ 平成20年10月14日

草津市大路三丁目５番１５－１０号 草津市大路三丁目５番地２ 平成30年4月2日

草津市大路三丁目５番１５－１号 草津市大路三丁目１２番地の５ 平成14年2月25日

草津市大路三丁目５番１５－２号
草津市大路三丁目１２番地の６・１２番地の
７

平成14年5月14日

草津市大路三丁目５番１５－３号 草津市大路三丁目１２番地の８ 平成13年11月7日

草津市大路三丁目５番１５号 草津市大路三丁目１３番地の６ 昭和55年2月16日

草津市大路三丁目５番１５号 草津市大路三丁目１３番地の４ 昭和55年3月5日

草津市大路三丁目５番１５号 草津市大路三丁目１３番地の５ 昭和55年4月24日

草津市大路三丁目５番１５号 草津市大路三丁目３８番地の１ 昭和60年3月25日

草津市大路三丁目５番１５号 草津市大路三丁目３８番地の４ 昭和60年3月26日

草津市大路三丁目５番１５号 草津市大路三丁目１２番地の１ 昭和61年5月13日

草津市大路三丁目５番１５号 草津市大路三丁目１１番地の６ 平成20年7月10日

草津市大路三丁目５番１８号 草津市大路三丁目６番地の７ 昭和43年3月日不詳

草津市大路三丁目５番１９号 草津市大路三丁目データ無又は無番地 昭和46年3月29日

草津市大路三丁目５番３０号 草津市大路三丁目３番地１ 平成22年11月12日

草津市大路三丁目５番３１－１号 草津市大路三丁目３番地５ 平成23年3月22日

草津市大路三丁目５番３１－２号 草津市大路三丁目３番地４ 平成22年8月10日

草津市大路三丁目５番３２号 草津市大路三丁目３番地３ 平成22年7月30日
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草津市大路三丁目５番３４－１号 草津市大路三丁目４５番地の７ 平成12年9月25日

草津市大路三丁目５番３４－２号 草津市大路三丁目４５番地の６ 平成12年10月6日

草津市大路三丁目５番３４－３号 草津市大路三丁目４５番地の５ 平成12年9月11日

草津市大路三丁目５番３４－４号 草津市大路三丁目４５番地の４ 平成12年5月25日

草津市大路三丁目５番３６号 草津市大路三丁目４５番地の８ 平成12年8月21日

草津市大路三丁目５番３７号 草津市大路三丁目４５番地の９ 平成12年7月3日

草津市大路三丁目５番４０号 草津市大路三丁目４５番地の３ 平成12年7月14日

草津市大路三丁目５番４１号 草津市大路三丁目４４番地の５ 平成5年2月4日

草津市大路三丁目５番４３号 草津市大路三丁目３８番地の１３ 昭和62年9月11日

草津市大路三丁目５番４３号 草津市大路三丁目４４番地の１ 平成4年3月19日 コーポオクムラ

草津市大路三丁目５番４５号 草津市大路三丁目３８番地の１０ 昭和61年3月3日

草津市大路三丁目５番４６号 草津市大路三丁目３９番地の６ 昭和59年1月20日

草津市大路三丁目５番４６号 草津市大路三丁目３９番地の５ 昭和60年6月11日

草津市大路三丁目５番４７号 草津市大路三丁目３９番地の４ 昭和60年6月11日

草津市大路三丁目５番４８号 草津市大路三丁目３９番地の３ 昭和59年1月22日

草津市大路三丁目５番４９号 草津市大路三丁目３９番地の１ 昭和59年3月27日

草津市大路三丁目５番５０号 草津市大路三丁目３７番地の１ 平成6年3月3日

草津市大路三丁目５番５０号 草津市大路三丁目３７番地の１ 平成18年3月24日 ミナミ大路ハイツ

草津市大路三丁目５番５１号 草津市大路三丁目３７番地 昭和45年3月日不詳

草津市大路三丁目５番５２－１号 草津市大路三丁目３５番地６ 平成25年3月4日 （株）レイクランド

草津市大路三丁目５番５３号 草津市大路三丁目３５番地 昭和60年3月7日

草津市大路三丁目５番５４号 草津市大路三丁目３５番地の１９ 平成4年12月2日

草津市大路三丁目５番５７号 草津市大路三丁目３４番地の１ 平成6年8月15日

草津市大路三丁目５番５７号 草津市大路三丁目３４番地４ 平成21年5月21日

草津市大路三丁目５番５７号 草津市大路三丁目３４番地の２ 昭和57年10月25日

草津市大路三丁目５番５８号 草津市大路三丁目２５番地の９ 昭和46年12月4日

草津市西大路町１番１号 草津市西大路町７００番地 平成15年6月10日

草津市西大路町１番２７号 草津市西大路町７４５番地の１ 平成7年9月11日

草津市西大路町１番２７号 草津市西大路町７４５番地１ 平成23年6月20日

草津市西大路町１番２８号 草津市西大路町７４５番地の１０ 昭和53年5月10日

草津市西大路町１番２８号 草津市西大路町７４８番地の３ 昭和55年2月9日

草津市西大路町１番２８号 草津市西大路町７４８番地の１３ 昭和55年6月1日

草津市西大路町１番２８号 草津市西大路町７４８番地４他 平成21年10月23日

草津市西大路町１番２９号 草津市西大路町７４８番地の４ 平成17年9月8日

草津市西大路町２番２号 草津市西大路町７５５番地の１ 平成11年1月26日

草津市西大路町２番５号 草津市西大路町７５５番地の４ 平成15年4月3日

草津市西大路町２番２０号 草津市西大路町６８８番地４ 令和2年3月17日

草津市西大路町２番２７号 草津市西大路町６８８番地の２ 昭和63年1月5日

草津市西大路町２番２９号 草津市西大路町６８８番地２ 平成21年11月17日

草津市西大路町２番３３号 草津市西大路町６９０番地の１ 平成10年10月13日 ロン・ラヴィ－ヌ

草津市西大路町２番３４号 草津市西大路町６９１番地の３ 平成1年7月24日

草津市西大路町２番３４号 草津市西大路町６９１番地の３ 昭和43年10月日不詳

草津市西大路町３番８号 草津市西大路町７５８番地の１他 平成15年2月28日 ジュモ　オネティ

草津市西大路町３番１４号 草津市西大路町７５８番地の５ 昭和59年1月23日

草津市西大路町３番１５号 草津市西大路町７５８番地の５ 平成20年1月15日 ｅ－ｃｏｍｅ　ＣＯＵＲＴ

草津市西大路３番１６号 草津市西大路７５８番地１ 令和元年10月31日

草津市西大路町４番１号 草津市西大路町７７３番地の１２ 平成9年7月7日

草津市西大路町４番３号 草津市西大路町７７２番地 昭和52年3月2日

草津市西大路町４番１２号 草津市西大路町７６６番地 昭和48年11月日不詳

草津市西大路町４番３２号 草津市西大路町７７４番地の１ 昭和50年9月11日

草津市西大路町４番３２号 草津市西大路町７６８番地の１ 平成4年4月24日 クサツウエスト　ロイヤルタワー

草津市西大路町４番３３号 草津市西大路町７７４番地の１他 平成12年2月1日 シャルムシャトレ

草津市西大路町５番１号 草津市西大路町７８９番地９ 平成24年2月13日

草津市西大路町５番２号 草津市西大路町７８９番地の１ 平成10年4月6日 ジュネス・コート

草津市西大路町５番３号 草津市西大路町７８９番地の８ 平成1年1月14日

草津市西大路町５番４号 草津市西大路町８８４番地の１他 平成15年11月26日

草津市西大路町５番１０号 草津市西大路町８８０番地の１ 平成11年7月7日 ユニハイム草津フレッシア

草津市西大路町５番２９号 草津市西大路町８８３番地の１ 昭和57年1月14日

草津市西大路町５番３０号 草津市西大路町８８３番地の１ 昭和57年2月12日

草津市西大路町５番３４号 草津市西大路町１５０番地の５ 平成5年10月25日

草津市西大路町６番２号 草津市西大路町７８１番地の５ 平成14年3月15日 ＫＫ（ビル）

草津市西大路町６番３号 草津市西大路町７８０番地の１ 昭和51年3月29日 ムツミマンシヨン

草津市西大路町６番４号 草津市西大路町７８０番地２ 平成24年8月22日 レジデンス西大路

草津市西大路町６番５号 草津市西大路町７８３番地の７ 平成12年1月14日

草津市西大路町６番６号 草津市西大路町７８３番地の５ 昭和63年4月4日

草津市西大路町６番６号 草津市西大路町７８３番地の４ 昭和56年10月14日

草津市西大路町６番７号 草津市西大路町７８５番地の４・５ 平成13年2月13日
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草津市西大路町６番９号 草津市西大路町７８５番地の３ 昭和52年1月12日

草津市西大路町６番１０号 草津市西大路町７８５番地の１ 昭和55年8月18日 コーポ北川

草津市西大路町６番１２号 草津市西大路町７９８番地の３ 昭和48年3月14日

草津市西大路町６番１３号 草津市西大路町７９８番地 昭和45年6月日不詳

草津市西大路町６番１４号 草津市西大路町７９５番地の８ 平成20年1月21日 ラフィーネ

草津市西大路町６番１５号 草津市西大路町７９５番地の７ 昭和44年2月日不詳

草津市西大路町６番１６号 草津市西大路町７９５番地の１０ 昭和47年8月日不詳

草津市西大路町６番１７号 草津市西大路町７９５番地の１４ 平成9年4月1日

草津市西大路町６番１８号 草津市西大路町７９６番地の６ 昭和56年4月18日

草津市西大路町６番１８号 草津市西大路町７９６番地の５ 昭和57年7月13日

草津市西大路町６番１８号 草津市西大路町７９５番地の１３ 昭和43年8月日不詳

草津市西大路町６番１９号 草津市西大路町７９５番地１５ 平成25年6月21日

草津市西大路町６番２０号 草津市西大路町７９５番地の１１ 平成11年8月13日

草津市西大路町６番２４号 草津市西大路町７９９番地の１ 昭和50年5月13日

草津市西大路町６番２７－１号 草津市西大路町７９４番地２ 令和2年3月26日

草津市西大路町６番２７号 草津市西大路町７９５番地の１２ 昭和43年10月日不詳

草津市西大路町６番２７号 草津市西大路町７９７番地 昭和47年5月日不詳

草津市西大路町６番２７号 草津市西大路町７９５番地の１７ 平成18年10月13日 エトワール

草津市西大路町６番３２号 草津市西大路町７９４番地の１ 平成9年8月27日 グラヴィ　Ｂ棟

草津市西大路町６番３３号 草津市西大路町７９４番地の 平成9年8月27日 グラヴィ　Ａ棟

草津市西大路町６番３４号 草津市西大路町８０２番地の４ 昭和46年9月30日

草津市西大路町６番３６号 草津市西大路町７９３番地１の一 平成23年10月3日

草津市西大路町６番３６号 草津市西大路町７９３番地１ 平成24年2月29日

草津市西大路町６番３６号 草津市西大路町データ無又は無番地 昭和44年3月日不詳

草津市西大路町６番３６号 草津市西大路町７９３番地の１９ 昭和54年11月28日

草津市西大路町６番３６号 草津市西大路町７９３番地の２ 昭和56年11月24日

草津市西大路町６番３６号 草津市西大路町７９３番地の６ 昭和61年10月11日

草津市西大路町６番３６号 草津市西大路町７９３番地２０ 平成27年12月10日

草津市西大路町６番３９号 草津市西大路町７９１番地の８ 平成9年5月14日

草津市西大路町６番４０号 草津市西大路町７９１番地の７ 平成9年8月13日

草津市西大路町６番４１号 草津市西大路町７９１番地の６ 平成9年4月18日

草津市西大路町６番４４号 草津市西大路町７９１番地の４ 平成10年6月8日

草津市西大路町６番４５号 草津市西大路町７９１番地の３ 平成9年9月1日

草津市西大路町６番５２号 草津市西大路町７８１番地 平成3年6月5日

草津市西大路町７番７号 草津市西大路町８６５番地 平成9年11月20日 ユニハイム草津ユトリオ　ふれあい館

草津市西大路町７番２４号 草津市西大路町８７３番地の１ 平成17年7月20日 クエスト西大路

草津市西大路町７番２７号 草津市西大路町８７７番地の２ 昭和55年1月12日

草津市西大路町７番４３号 草津市西大路町２２５番地の５ 昭和45年5月日不詳

草津市西大路町８番１１号 草津市西大路町６７６番地 平成18年7月3日

草津市西大路町８番１２号 草津市西大路町６７６番地の４ 平成15年10月3日

草津市西大路町８番１５号 草津市西大路町６７５番地２ 平成22年12月22日

草津市西大路町８番１７号 草津市西大路町６７５番地６ 平成21年5月13日

草津市西大路町８番１８号 草津市西大路町６７４番地の１ 平成7年6月23日 コーポあいこう

草津市西大路町８番２８号 草津市西大路町６７４番地の３ 平成9年11月20日 ユニハイム草津ユトリオ　やすらぎ館

草津市西大路町９番７号 草津市西大路町６８４番地の２ 昭和60年4月22日 パラダイス

草津市西大路町９番７号 草津市西大路町６９１番地の１ 平成2年4月12日 ウエストビレッジ

草津市西大路町９番７号 草津市西大路町６８４番地の１ 昭和53年8月日不詳

草津市西大路町９番１３号 草津市西大路町６８８番地 昭和51年6月23日

草津市西大路町９番１８号 草津市西大路町６８７番地 平成24年6月25日

草津市西大路町９番１９号 草津市西大路町６８７番地 昭和46年4月1日 草津マンシヨン

草津市西大路町９番２８号 草津市西大路町６８５番地の２ 平成4年2月17日

草津市西大路町１０番５号 草津市西大路町５７４番地の１３ 昭和51年2月24日 シヤルマンコーポ

草津市西大路町１０番９号 草津市西大路町５７４番地の１３ 昭和50年6月17日

草津市西大路町１０番１０号 草津市西大路町５６７番地の３ 平成8年5月31日 ファミールハイツ草津

草津市西大路町１０番１２号 草津市西大路町５６７番地の３ 平成10年5月11日

草津市西大路町１０番１８号 草津市西大路町データ無又は無番地 昭和52年3月14日

草津市西大路町１０番２０号 草津市西大路町５６７番地４他２筆 平成25年12月13日 ジェイグランフレシア草津西大路

草津市西大路町１０番２７号 草津市西大路町６７１番地の６ 平成15年2月17日 太陽ハイツ西大路

草津市西大路町１０番２９号 草津市西大路町５６７番地の５ 平成2年6月8日

草津市西大路町１０番３２－１号 草津市西大路町６７１番地の７ 平成14年11月29日

草津市西大路町１０番３３－１号 草津市西大路町５６７番地の１３ 平成14年11月22日

草津市西大路町１０番３３－２号 草津市西大路町５６７番地の１４ 平成15年8月12日

草津市西大路町１０番３３－３号 草津市西大路町５６７番地の１５ 平成15年8月12日

草津市西大路町１１番３号 草津市西大路町８５３番地の１１ 昭和48年12月日不詳

草津市西大路町１１番７号 草津市西大路町８１８番 平成7年4月28日

草津市西大路町１１番１０号 草津市西大路町８２３番地 昭和58年3月4日

草津市西大路町１１番１１号 草津市西大路町８５３番地の１８ 昭和51年5月31日
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草津市西大路町１１番１１号 草津市西大路町８５３番地１３ 平成28年8月1日

草津市西大路町１１番１１号 草津市西大路町８４４番地 平成22年11月29日

草津市西大路町１１番２７号 草津市西大路町８５５番地８ 令和2年6月3日

草津市西大路町１１番２７号 草津市西大路町８５７番地 昭和45年1月日不詳

草津市西大路町１１番３１号 草津市西大路町８５３番地の５ 昭和46年4月27日

草津市西大路町１１番３２号 草津市西大路町８５３番地の１６ 昭和47年3月22日

草津市西大路町１１番３７号 草津市西大路町８５３番地の１０ 昭和56年3月17日

草津市西大路町１１番８５号 草津市西大路町８５３番地の８ 昭和45年5月日不詳

草津市西大路町１１番８９号 草津市西大路町データ無又は無番地 昭和45年9月日不詳

草津市西大路町１２番６８号 草津市西大路町８４７番地の３ 昭和42年12月日不詳

草津市西大路町１２番６９号 草津市西大路町８４７番地９ 平成26年7月29日

草津市西大路町１２番７０号 草津市西大路町８４７番地の７ 昭和63年3月29日

草津市西大路町１２番７２号 草津市西大路町８４７番地の９ 昭和43年8月日不詳

草津市西大路町１２番７６号 草津市西大路町８４７番地の９ 昭和45年1月日不詳

草津市西大路町１２番７７号 草津市西大路町８４７番地の９ 昭和44年7月日不詳

草津市西大路町１２番７８号 草津市西大路町８４７番地の２ 昭和45年1月日不詳

草津市西大路町１２番７９号 草津市西大路町８９４番地 昭和45年1月日不詳

草津市西大路町１２番８６号 草津市西大路町８９４番地 昭和54年6月日不詳

草津市西大路町１２番８７号 草津市西大路町８９４番地 平成17年7月11日 めぞん我楽舎

草津市西大路町１２番８７号 草津市西大路町８９４番地 昭和45年6月日不詳

草津市西大路町１２番８８号 草津市西大路町データ無又は無番地 昭和45年7月日不詳

草津市西大路町１２番９０号 草津市西大路町８５１番地の２ 昭和51年9月13日

草津市西大路町１２番９０号 草津市西大路町８５１番地の３ 昭和52年1月17日

草津市西大路町１２番９１号 草津市西大路町８５１番地 昭和48年3月日不詳

草津市西大路町１３番７号 草津市西大路町８１８番地 平成7年4月28日

草津市西大路町１３番９１号 草津市西大路町８３９番地の２ 昭和53年6月日不詳

草津市渋川一丁目１番１号 草津市渋川一丁目７８０番地の４ 平成2年6月8日

草津市渋川一丁目１番１５号 草津市渋川一丁目７３４番地の８ 昭和61年6月25日

草津市渋川一丁目１番１５号 草津市大路一丁目７３４番地の１１ 平成14年6月19日

草津市渋川一丁目１番１５号 草津市渋川一丁目７３４番地の８ 昭和59年10月11日

草津市渋川一丁目１番１６－１号 草津市渋川一丁目７８０番地 平成19年2月13日

草津市渋川一丁目１番１６号 草津市渋川一丁目１０６０番地の１７ 平成1年6月27日

草津市渋川一丁目１番１６号 草津市渋川一丁目１０６０番地の１７ 平成1年6月28日

草津市渋川一丁目１番３０号 草津市渋川一丁目７８０番地の１０ 平成8年7月30日 ローレルコート草津

草津市渋川一丁目１番５０号 草津市渋川一丁目１０６０番地の２１ 平成8年7月30日

草津市渋川一丁目１番６０号 草津市大路一丁目７３４番地１１の一部 平成26年5月9日

草津市渋川一丁目２番９号 草津市渋川一丁目８８５番地 昭和43年7月日不詳

草津市渋川一丁目２番１５号 草津市渋川一丁目８８９番地 昭和53年10月24日

草津市渋川一丁目２番１７号 草津市渋川一丁目７７４番地の１２ 平成6年11月30日

草津市渋川一丁目２番２６号 草津市渋川一丁目１０７０番地 平成21年3月5日

草津市渋川一丁目３番５号 草津市渋川一丁目８９９番地 昭和59年3月19日

草津市渋川一丁目３番１１号 草津市渋川一丁目９００番地 平成12年7月4日 ペルル草津

草津市渋川一丁目３番１６号 草津市渋川一丁目９０７番地の３ 平成13年6月19日

草津市渋川一丁目３番１７号 草津市渋川一丁目９０７番地の２ 平成13年11月12日

草津市渋川一丁目３番１８号 草津市渋川一丁目９０７番地の１ 平成13年6月19日

草津市渋川一丁目３番２５号 草津市渋川一丁目９０７番地 平成8年7月30日

草津市渋川一丁目３番２５号
草津市渋川一丁目９０２番地４、８９７番地
５

平成28年1月28日

草津市渋川一丁目３番２５号 草津市渋川一丁目９０２番地の４ 平成16年11月25日

草津市渋川一丁目４番２号 草津市渋川一丁目９５３番地 令和2年5月26日

草津市渋川一丁目４番７号 草津市渋川一丁目９５５番地 平成5年7月28日 パオ北川

草津市渋川一丁目４番８号 草津市渋川一丁目９５１番地他 平成24年9月10日 サントル

草津市渋川一丁目４番１０号 草津市渋川一丁目９５８番地 平成28年3月31日 エヌプラスアヤ

草津市渋川一丁目４番１２号 草津市渋川一丁目９５８番地 平成14年2月4日

草津市渋川一丁目４番１５号 草津市渋川一丁目９４８番地１の一部 令和2年5月19日

草津市渋川一丁目４番１９号 草津市渋川一丁目９０５番地の１８ 昭和47年1月12日

草津市渋川一丁目４番１９号 草津市渋川一丁目９０５番地の１７ 昭和45年8月日不詳

草津市渋川一丁目４番２０号 草津市渋川一丁目９０５番地の１５ 平成10年11月6日

草津市渋川一丁目４番２１号 草津市渋川一丁目９０５番地の２２ 平成11年4月22日

草津市渋川一丁目４番２２号 草津市渋川一丁目９０５番地の３ 昭和50年4月3日

草津市渋川一丁目４番２２号 草津市渋川一丁目９０５番地の１４ 昭和50年6月2日

草津市渋川一丁目４番２２号 草津市渋川一丁目９０５番地の１４ 平成11年3月24日 クーネルハイツ

草津市渋川一丁目４番２２号 草津市渋川一丁目９０５番地の１１ 昭和46年11月15日

草津市渋川一丁目４番２２号 草津市渋川一丁目９０５番地の１２ 昭和47年3月日不詳

草津市渋川一丁目４番２３号 草津市渋川一丁目９０５番地１３ 平成25年9月5日 クレールコートⅡ

草津市渋川一丁目４番２７号 草津市渋川一丁目９０３番地 昭和54年5月15日

56 / 112 ページ



草津市　住居表示番号付定一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市渋川一丁目４番２９号
草津市渋川一丁目９０３番地・９０３番地
７・９０３番地８他

平成31年3月14日 プティフィール・ココ

草津市渋川一丁目４番３９－１号 草津市渋川一丁目９０５番地１ 平成22年3月10日

草津市渋川一丁目４番３９－２号 草津市渋川一丁目９０５番地２６ 平成22年1月26日

草津市渋川一丁目４番４３号 草津市渋川一丁目９０５番地３ 令和2年1月28日

草津市渋川一丁目５番８号 草津市渋川一丁目８７７番地の２ 昭和58年4月7日

草津市渋川一丁目５番９号 草津市渋川一丁目８７７番地、８７７番地６ 平成24年8月10日 ベルカーサ

草津市渋川一丁目５番１０号 草津市渋川一丁目７８１番地の９ 昭和51年8月日不詳

草津市渋川一丁目５番２０号 草津市渋川一丁目７８０番地の７ 昭和60年1月23日

草津市渋川一丁目５番２０号 草津市渋川一丁目７８０番地の８ 昭和60年10月21日

草津市渋川一丁目５番２４号 草津市渋川一丁目７８１番地の３ 平成11年3月26日 ゴールデンＫ

草津市渋川一丁目６番２０号 草津市渋川一丁目８７０番地、８７１番地 平成27年9月17日

草津市渋川一丁目６番２１号 草津市渋川一丁目９７５番地の２８ 平成10年2月26日 ひまわり壱番館

草津市渋川一丁目６番２３号 草津市渋川一丁目８７４番地 平成4年2月27日 サニーコート

草津市渋川一丁目７番３号 草津市渋川一丁目９５９番地３ 令和2年3月26日 シャーメゾン　サブライム

草津市渋川一丁目７番５号 草津市渋川一丁目９６１番地４ 平成27年6月19日

草津市渋川一丁目７番６号 草津市渋川一丁目９６１番地２の一部 平成30年11月8日 エル・エイスクエアウエスト

草津市渋川一丁目７番６-１号 草津市渋川一丁目９６１番地２の一部 令和元年9月3日 エル・エイスクエアＷＥＳＴ２号館

草津市渋川一丁目７番６-２号 草津市渋川一丁目９６１番地２の一部 令和元年9月3日 エル・エイスクエアＷＥＳＴ３号館

草津市渋川一丁目７番１４号 草津市渋川一丁目９９６番地の３他 平成12年3月7日

草津市渋川一丁目７番１６号 草津市渋川一丁目９３９番地 昭和51年7月15日

草津市渋川一丁目７番１６号 草津市渋川一丁目９３９番地 平成21年7月9日 サンビック

草津市渋川一丁目７番２５号 草津市渋川一丁目９４３番地 平成19年6月12日 ＣＡＳＡ　ｄｉ　Ｌａｑｕａｔ

草津市渋川一丁目７番２６号 草津市渋川一丁目９４４番地の２ 昭和43年10月日不詳

草津市渋川一丁目７番２７号 草津市渋川一丁目９４４番地の３他 平成14年3月15日 アネックス明星Ⅲ

草津市渋川一丁目７番３２号 草津市渋川一丁目９４５番地 昭和63年7月18日

草津市渋川一丁目７番３２号 草津市渋川一丁目９４４番地 平成4年8月25日 ヴェルデメゾン９２

草津市渋川一丁目８番１２号 草津市渋川一丁目９１９番地 昭和45年4月日不詳

草津市渋川一丁目８番１３号
草津市渋川一丁目９１９番地５、９１９番地
６

平成28年2月22日 （仮）中村ハイツ

草津市渋川一丁目８番１３号 草津市渋川一丁目９１９番地 昭和45年4月日不詳

草津市渋川一丁目８番１４号 草津市渋川一丁目９１９番地 昭和45年4月日不詳

草津市渋川一丁目８番１５号 草津市渋川一丁目９１９番地 昭和45年4月日不詳

草津市渋川一丁目８番１９号 草津市渋川一丁目９７１番地 昭和47年2月23日

草津市渋川一丁目８番１９号 草津市渋川一丁目９１７番地，９１８番地１ 平成26年12月7日 メゾンドゥ　エスポワール

草津市渋川一丁目８番２１号 草津市渋川一丁目９１６番地の１ 昭和59年10月3日

草津市渋川一丁目８番２３号 草津市渋川一丁目９１５番地の４ 昭和51年6月15日 川那辺マンシヨン

草津市渋川一丁目８番２３号 草津市渋川一丁目９１５番地１他二筆 平成28年1月28日 グランプリュスＫ

草津市渋川一丁目８番２５号 草津市渋川一丁目９１４番地の１１ 平成9年1月17日

草津市渋川一丁目８番２７号 草津市渋川一丁目９１３番地の３ 昭和52年5月9日

草津市渋川一丁目８番２８号 草津市渋川一丁目９１３番地の８ 平成16年10月19日

草津市渋川一丁目８番２９号 草津市渋川一丁目９１３番地の７ 平成16年6月28日

草津市渋川一丁目８番３０号 草津市渋川一丁目９１３番地の６ 平成17年2月1日

草津市渋川一丁目８番３１号 草津市渋川一丁目９１３番地の５ 平成18年11月27日

草津市渋川一丁目８番３２号 草津市渋川一丁目９１３番地の２ 平成16年6月15日

草津市渋川一丁目９番３号 草津市渋川一丁目９６８番地 平成26年7月3日

草津市渋川一丁目９番１４号 草津市渋川一丁目９３３番地の１ 平成18年8月25日 ライラックコート

草津市渋川一丁目９番１５号 草津市渋川一丁目９３３番地の２ 平成18年8月25日 ラベンダーコート

草津市渋川一丁目９番１５号 草津市渋川一丁目９３３番地の２ 昭和47年6月日不詳

草津市渋川一丁目９番２６号 草津市渋川一丁目９２２番地５他２筆 平成22年6月24日

草津市渋川一丁目９番２６号 草津市渋川一丁目９２２番地 昭和47年6月日不詳

草津市渋川一丁目９番３８号 草津市渋川一丁目９２０番地 平成13年4月17日

草津市渋川一丁目９番４０号 草津市渋川一丁目９３７番地の１０ 平成5年2月10日

草津市渋川一丁目９番４０号 草津市渋川一丁目９３７番地の８ 平成6年1月31日

草津市渋川一丁目９番４１号 草津市渋川一丁目９３７番地 平成4年11月4日

草津市渋川一丁目９番４２号 草津市渋川一丁目９２１番地 昭和54年12月5日

草津市渋川一丁目９番４３号 草津市渋川一丁目９３７番地 平成1年10月13日

草津市渋川一丁目１０番２号 草津市渋川一丁目８５６番地 平成5年4月7日

草津市渋川一丁目１０番１０号 草津市渋川一丁目８６０番地の１ 平成1年4月11日

草津市渋川一丁目１１番１号 草津市渋川一丁目９７４番地の３ 昭和58年3月22日 俣野ハイツ

草津市渋川一丁目１１番８号 草津市渋川一丁目９２４番地の３１ 平成19年8月29日

草津市渋川一丁目１１番９号 草津市渋川一丁目９２４番地の３０ 平成18年6月26日

草津市渋川一丁目１１番１０号 草津市渋川一丁目９２４番地の２９ 平成18年6月19日

草津市渋川一丁目１１番１１号 草津市渋川一丁目９２４番地の２ 平成18年6月26日

草津市渋川一丁目１１番１３号 草津市渋川一丁目９２４番地の２６ 平成15年1月14日

草津市渋川一丁目１１番１４号 草津市渋川一丁目９２４番地の１０ 平成15年2月17日

草津市渋川一丁目１１番１５号 草津市渋川一丁目９２４番地の１１ 平成15年9月2日
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草津市渋川一丁目１１番１７号 草津市渋川一丁目９２４番地の１３ 平成14年4月19日

草津市渋川一丁目１１番１８号 草津市渋川一丁目９２４番地の９ 平成14年4月19日

草津市渋川一丁目１１番１９号 草津市渋川一丁目９２４番地の８ 平成16年2月24日

草津市渋川一丁目１１番２０号 草津市渋川一丁目９２４番地の７ 平成14年10月10日

草津市渋川一丁目１１番２１号 草津市渋川一丁目９２４番地の６ 平成14年4月8日

草津市渋川一丁目１６番４１号 草津市渋川一丁目３６１番地の１ 平成6年1月27日

草津市渋川一丁目１８番５７号 草津市渋川一丁目６４３番地の１９ 平成5年12月13日

草津市渋川二丁目１番６号 草津市渋川二丁目４３１番地 昭和59年7月11日

草津市渋川二丁目１番８号 草津市渋川二丁目４２８番地の１ 平成6年3月22日 イチヨシマンション

草津市渋川二丁目１番１２号 草津市渋川二丁目４３３番地の１ 平成6年1月17日 ファミール中村

草津市渋川二丁目１番１４－１号 草津市渋川二丁目４３９番地１ 平成25年11月14日

草津市渋川二丁目１番１４－２号 草津市渋川二丁目４３９番地２ 平成25年10月24日

草津市渋川二丁目１番１４－３号 草津市渋川二丁目４３９番地３ 平成27年12月8日

草津市渋川二丁目１番１６号 草津市渋川二丁目４３５番地の１ 平成20年2月15日 ＭＡＳＴ　ＣＯＵＲＴ　草津

草津市渋川二丁目１番２６号 草津市渋川二丁目４３６番地１他８筆 平成26年9月4日 Ｆｒｅｓｃｏ　Ｌｉｍｏｎｅ

草津市渋川二丁目３番１１号 草津市渋川二丁目９８８番地の１ 平成4年6月5日 前田マンション

草津市渋川二丁目３番１４号 草津市渋川二丁目９８８番地の３ 平成14年7月15日

草津市渋川二丁目３番１５号 草津市渋川二丁目１００５番地の２ 平成14年7月15日

草津市渋川二丁目３番２７号 草津市渋川二丁目１００５番地の６ 平成14年7月15日

草津市渋川二丁目３番２８号 草津市渋川二丁目９９０番地の２ 昭和54年1月日不詳

草津市渋川二丁目４番４号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１０ 平成5年2月8日 リバティハイム

草津市渋川二丁目４番１０号 草津市渋川二丁目データ無又は無番地 昭和45年12月日不詳

草津市渋川二丁目４番２５号 草津市渋川二丁目１０１１番地の１ 昭和61年8月31日

草津市渋川二丁目４番２６号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１５ 昭和53年3月15日

草津市渋川二丁目４番２６号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１５ 平成13年3月12日 メゾン・ド・ボヌール

草津市渋川二丁目４番２７号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１４ 平成4年9月8日 プライズ　カワナベ

草津市渋川二丁目４番２７号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１４ 昭和47年8月日不詳

草津市渋川二丁目４番２９号 草津市渋川二丁目１０１０番地１３ 平成28年3月17日 ＳＯＬ

草津市渋川二丁目４番３０号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１３ 昭和51年8月2日 北川ハイツ

草津市渋川二丁目４番３０号 草津市渋川二丁目１０１０番地の３９ 昭和55年3月15日

草津市渋川二丁目４番３０号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１３ 昭和51年8月日不詳

草津市渋川二丁目４番３２号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１２ 昭和45年5月日不詳

草津市渋川二丁目４番３３号 草津市渋川二丁目１０１０番地の１７ 昭和63年10月26日

草津市渋川二丁目５番８号
草津市渋川二丁目２９１番地１、２８７番地
６、２８７番地１５

令和元年6月19日

草津市渋川二丁目５番９号 草津市渋川二丁目２９２番地 昭和60年9月13日

草津市渋川二丁目５番１１号 草津市渋川二丁目２９２番地 平成25年12月17日 ジェイグラン・エル　草津

草津市渋川二丁目６番１１号 草津市渋川二丁目１８５番地の１ 平成9年9月1日

草津市渋川二丁目６番１３号 草津市渋川二丁目１８５番地の５ 平成9年9月1日

草津市渋川二丁目６番２４号 草津市渋川二丁目１９１番地の２ 平成5年3月8日 グランドメゾン草津東

草津市渋川二丁目６番２９号 草津市渋川二丁目２７９番地 昭和52年6月28日

草津市渋川二丁目７番７号 草津市渋川二丁目１０１０番地の２０ 平成19年4月20日

草津市渋川二丁目７番２４号 草津市渋川二丁目１０１３番地の４ 昭和56年3月23日

草津市渋川二丁目７番２４号 草津市渋川二丁目１０１０番地の４ 平成3年1月29日

草津市渋川二丁目７番２４号
草津市渋川二丁目１０１０番地の２・渋川２
丁目１０１２番地の７

平成4年4月20日 モア草津

草津市渋川二丁目７番２４号 草津市渋川二丁目１０１３番地の２９ 平成17年3月3日

草津市渋川二丁目７番２４号 草津市渋川二丁目１０１３番地の３ 昭和50年10月17日

草津市渋川二丁目７番２７号 草津市渋川二丁目１０１３番地の２ 平成5年3月3日 フレールロック

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の２５ 昭和51年3月6日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の１９ 昭和51年3月15日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の１６ 昭和51年3月23日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地 昭和51年4月20日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の３０ 昭和52年2月28日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目データ無又は無番地 昭和52年3月2日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の１０ 昭和52年8月31日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の３２ 昭和52年9月12日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の１８ 昭和52年9月27日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の３３ 昭和56年1月23日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の１４ 昭和57年6月30日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の３４ 昭和59年1月6日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の３５ 昭和60年4月1日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の２１ 昭和60年9月4日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の１７ 昭和62年4月1日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の７ 平成1年5月11日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の２７ 平成2年2月19日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の３６ 平成14年2月13日

58 / 112 ページ



草津市　住居表示番号付定一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市渋川二丁目７番２８号
草津市渋川二丁目１０１３番地１２の一部他
一筆

平成28年1月20日 エスペランサ

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地８ 平成28年8月8日

草津市渋川二丁目７番２８号
草津市渋川二丁目１０１３番地１２、１０２
６番地２、１０２５番地２、１０１３番地４
２の一部

平成30年9月27日 エスペランサ

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地 昭和51年12月27日

草津市渋川二丁目７番２８号 草津市渋川二丁目１０１３番地の２３ 昭和51年1月日不詳

草津市渋川二丁目７番２９－１号 草津市渋川二丁目１０１３番地２６ 令和2年10月5日 パークコート渋川

草津市渋川二丁目７番２９－１６号 草津市渋川二丁目１０１３番地１７ 令和元年7月12日

草津市渋川二丁目７番３０号 草津市渋川二丁目１０３０番地の１ 昭和61年4月30日

草津市渋川二丁目７番３３号 草津市渋川二丁目１０２３番地 平成3年10月11日

草津市渋川二丁目７番３９号 草津市渋川二丁目１０２５番地 平成30年2月8日 ヴィラ渋川

草津市渋川二丁目７番４３号 草津市渋川二丁目１０３１番地 平成15年5月27日 ミラージュ

草津市渋川二丁目７番４６－１号 草津市渋川二丁目１０２９番地８ 平成25年10月25日

草津市渋川二丁目７番４６－２号 草津市渋川二丁目１０２９番地９ 平成25年6月21日

草津市渋川二丁目７番４６－３号 草津市渋川二丁目１０２９番地１０ 平成25年4月1日

草津市渋川二丁目７番４６－４号 草津市渋川二丁目１０２９番地１１ 平成26年12月11日

草津市渋川二丁目７番４６－５号 草津市渋川二丁目１０２９番地１２ 平成25年11月11日

草津市渋川二丁目７番４７－１号 草津市渋川二丁目１０２９番地２１ 平成25年9月19日

草津市渋川二丁目７番４７－２号 草津市渋川二丁目１０２９番地２０ 平成25年4月1日

草津市渋川二丁目７番４７－３号 草津市渋川二丁目１０２９番地１９ 平成25年1月7日

草津市渋川二丁目７番４７－４号 草津市渋川二丁目１０２９番地１８ 平成25年6月7日

草津市渋川二丁目７番４７－５号 草津市渋川二丁目１０２９番地１７ 平成25年5月7日

草津市渋川二丁目７番４７－６号 草津市渋川二丁目１０２９番地１６ 平成25年4月1日

草津市渋川二丁目７番４７－７号 草津市渋川二丁目１０２９番地１５ 平成25年3月4日

草津市渋川二丁目７番４７－８号 草津市渋川二丁目１０２９番地１４ 平成25年3月25日

草津市渋川二丁目７番４７－９号 草津市渋川二丁目１０２９番地１３ 平成25年4月1日

草津市渋川二丁目７番５０号
草津市渋川二丁目１０３３番地・１０３３番
地の１

平成1年3月31日 ＹＯＳＩＤＡハイツ

草津市渋川二丁目７番７２号 草津市渋川二丁目１０１０番地の４２ 昭和54年5月14日

草津市渋川二丁目７番７２号 草津市渋川二丁目１０１０番地の３ 平成3年3月13日

草津市渋川二丁目７番７３号 草津市渋川二丁目１０１２番地の５ 昭和54年6月27日

草津市渋川二丁目７番７３号 草津市渋川二丁目１０１２番地の３ 昭和46年8月日不詳

草津市渋川二丁目７番７３号 草津市渋川二丁目１０１２番地の１ 昭和58年11月25日

草津市渋川二丁目８番１号 草津市渋川二丁目１０３７番地 平成18年1月12日

草津市渋川二丁目８番１２号 草津市渋川二丁目データ無又は無番地 昭和46年7月日不詳

草津市渋川二丁目８番１２号 草津市渋川二丁目１０４０番地 昭和47年5月日不詳

草津市渋川二丁目８番１３号 草津市渋川二丁目１０３８番地２５ 平成31年4月27日

草津市渋川二丁目８番１４－１０号 草津市渋川二丁目１０３８番地２０ 平成30年1月15日

草津市渋川二丁目８番１４－８号 草津市渋川二丁目１０３８番地１６ 平成30年1月12日

草津市渋川二丁目８番１４－１４号 草津市渋川二丁目１０３８番地２１ 平成30年6月1日

草津市渋川二丁目８番１４－３号 草津市渋川二丁目１０３８番地１１ 平成30年5月21日

草津市渋川二丁目８番１４－１１号 草津市渋川二丁目１０３８番地２４ 平成31年3月6日

草津市渋川二丁目８番１４－１２号 草津市渋川二丁目１０３８番地２３ 平成30年12月12日

草津市渋川二丁目８番１４－１３号 草津市渋川二丁目１０３８番地２２ 平成30年12月12日

草津市渋川二丁目８番１４－６号 草津市渋川二丁目１０３８番地１４ 平成31年3月28日

草津市渋川二丁目８番１８－３号 草津市渋川二丁目１０４２番地の２ 平成20年1月11日

草津市渋川二丁目８番１８－５号 草津市渋川二丁目１０４２番地の１９ 平成20年9月12日

草津市渋川二丁目８番１８号 草津市渋川二丁目１０４２番地の９ 昭和57年9月29日

草津市渋川二丁目８番１８号 草津市渋川二丁目１０４２番地の７ 昭和58年9月22日

草津市渋川二丁目８番１９－１号 草津市渋川二丁目１０４４番地１１ 平成24年2月16日

草津市渋川二丁目８番１９－２号 草津市渋川二丁目１０４４番地１０ 平成23年11月21日

草津市渋川二丁目８番１９－３号 草津市渋川二丁目１０４４番地９ 平成24年5月21日

草津市渋川二丁目８番１９－４号 草津市渋川二丁目１０４４番地８ 平成24年1月25日

草津市渋川二丁目８番２０号 草津市渋川二丁目１０４５番地 昭和57年3月6日

草津市渋川二丁目８番２６号 草津市渋川二丁目１０４４番地の２ 平成3年4月15日

草津市渋川二丁目８番２７号 草津市渋川二丁目１０４４番地の３ 平成8年5月31日

草津市渋川二丁目８番３１号 草津市渋川二丁目１０４３番地 昭和62年10月12日 メゾンキタガワ

草津市渋川二丁目８番３８－７号 草津市西渋川二丁目２２０番地２１ 平成25年12月20日

草津市渋川二丁目８番４５号 草津市渋川二丁目１０３４番地１ 平成24年1月19日

草津市渋川二丁目９番６号 草津市渋川二丁目１０４８番地他 平成14年3月28日 メゾンフェリシテ

草津市渋川二丁目９番７号 草津市渋川二丁目１０４８番地の１ 平成16年5月7日

草津市渋川二丁目９番２８号 草津市渋川二丁目１０５６番地の１ 昭和58年8月11日 美城マンシヨン

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地の８ 昭和45年4月20日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地の１ 昭和50年4月17日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地の５ 昭和50年11月4日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地の９ 昭和52年6月28日
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草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地の６ 昭和53年3月20日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地の７ 昭和53年9月16日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地の１０ 昭和53年10月4日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５４番地の１ 平成17年8月12日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５４番地の８ 平成18年2月17日

草津市渋川二丁目９番３０号 草津市渋川二丁目１０５５番地１１他１筆 平成26年3月28日

草津市渋川二丁目９番３１号 草津市渋川二丁目１０５３番地の１ 昭和43年3月日不詳

草津市渋川二丁目９番３３号
草津市渋川二丁目１０５２番地・１０５１番
地の１

平成3年1月10日 グランドム－ル草津

草津市西渋川一丁目１番３号 草津市西渋川一丁目７６３番地の５ 昭和61年10月30日 リバティーハウスビル

草津市西渋川一丁目１番４号 草津市西渋川一丁目７６３番地の３ 昭和62年3月25日

草津市西渋川一丁目１番４号 草津市西渋川一丁目７６２番地１ 令和2年1月15日

草津市西渋川一丁目１番５号 草津市西渋川一丁目７６１番地の１ 昭和56年5月12日

草津市西渋川一丁目１番５号 草津市西渋川一丁目７５１番地の４ 昭和63年3月11日

草津市西渋川一丁目１番５号 草津市西渋川一丁目７５９番地の１３ 平成4年8月18日

草津市西渋川一丁目１番５号 草津市西渋川一丁目７６２番地の１ 平成10年8月28日

草津市西渋川一丁目１番５号 草津市西渋川一丁目７５９番地の１ 平成14年4月11日

草津市西渋川一丁目１番１４号 草津市西渋川一丁目７４５番地の１ 平成11年2月8日

草津市西渋川一丁目１番１７号 草津市西渋川一丁目７４８番地 平成9年6月11日

草津市西渋川一丁目１番１８号
草津市西渋川一丁目７４９番地の１、同番地
の３

平成16年5月17日 イーカムビル

草津市西渋川一丁目１番２０号 草津市西渋川一丁目７５０番地の１ 平成15年1月22日

草津市西渋川一丁目１番２６号 草津市西渋川一丁目７５２番地１ 平成27年3月20日 プレサンスロジェ草津駅前

草津市西渋川一丁目１番３３号 草津市西渋川一丁目７５４番地の１０ 平成8年11月18日

草津市西渋川一丁目２番４号 草津市西渋川一丁目７５４番地の１ 平成6年10月13日

草津市西渋川一丁目２番１０号 草津市西渋川一丁目５９３番地の２ 昭和60年10月21日

草津市西渋川一丁目２番１１号 草津市西渋川一丁目５８７番地の１ 平成13年1月18日 グラン・ブルー草津

草津市西渋川一丁目２番１６号 草津市西渋川一丁目５９４番地 昭和43年3月日不詳

草津市西渋川一丁目２番２２号 草津市西渋川一丁目６００番地の５ 昭和57年7月28日

草津市西渋川一丁目２番２５号 草津市西渋川一丁目６００番地の１ 昭和62年4月17日 カワナベパーク

草津市西渋川一丁目２番３４号 草津市西渋川一丁目データ無又は無番地 昭和45年12月日不詳

草津市西渋川一丁目２番３８号
草津市西渋川一丁目５８２番地・５８３番地
の１

平成13年1月30日

草津市西渋川一丁目２番４１号 草津市西渋川一丁目５８５番地１ 平成30年9月11日 グレイスコート草津

草津市西渋川一丁目２番４１号 草津市西渋川一丁目データ無又は無番地 昭和47年2月2日

草津市西渋川一丁目２番４１号 草津市西渋川一丁目５８５番地の１ 平成5年10月5日 プログレス北川

草津市西渋川一丁目２番４３号 草津市西渋川一丁目５８６番地の１ 昭和53年1月13日

草津市西渋川一丁目３番２号 草津市西渋川一丁目５７０番地の１ 昭和63年7月29日 カーサ・ジヨイナス

草津市西渋川一丁目３番３号 草津市西渋川一丁目５７０番地の２ 昭和43年2月日不詳

草津市西渋川一丁目３番８号 草津市西渋川一丁目５７０番地の３ 昭和62年2月16日

草津市西渋川一丁目３番１３号 草津市西渋川一丁目５６９番地の４ 昭和60年7月27日

草津市西渋川一丁目３番１４号 草津市西渋川一丁目５６６番地の２ 昭和46年7月15日

草津市西渋川一丁目３番１５号 草津市西渋川一丁目５６５番地の５ 昭和58年5月16日

草津市西渋川一丁目３番１６号 草津市西渋川一丁目５７１番地の７ 昭和62年4月3日 コーポ西渋川

草津市西渋川一丁目３番１６号 草津市西渋川一丁目５７１番地の１ 平成4年10月2日 コーポ西渋川Ⅱ

草津市西渋川一丁目３番１７号 草津市西渋川一丁目５７４番地の４ 昭和52年8月23日

草津市西渋川一丁目３番１７号 草津市西渋川一丁目５７４番地の５ 昭和52年9月28日

草津市西渋川一丁目３番１７号 草津市西渋川一丁目５７４番地の６ 昭和54年10月2日

草津市西渋川一丁目３番１７号 草津市西渋川一丁目５７４番地の３ 昭和52年10月18日

草津市西渋川一丁目３番１８号 草津市西渋川一丁目５６４番地の１ 平成14年7月9日

草津市西渋川一丁目３番２０号 草津市西渋川一丁目５７４番地の２ 昭和57年12月22日

草津市西渋川一丁目３番２２号 草津市西渋川一丁目５５９番地の１ 昭和58年5月26日

草津市西渋川一丁目３番２５号 草津市西渋川一丁目４６３番地の３ 平成11年1月26日 サンライズ　西田

草津市西渋川一丁目３番３０号 草津市西渋川一丁目４６２番地の１ 平成8年2月2日 杉江ハイツ

草津市西渋川一丁目３番３８号 草津市西渋川一丁目４５８番地の１ 昭和53年1月27日

草津市西渋川一丁目３番４１号 草津市西渋川一丁目４５９番地の３ 昭和54年8月23日 マンション中村

草津市西渋川一丁目３番４４号 草津市西渋川一丁目５７７番地 昭和56年8月20日 草津アーバンライフ

草津市西渋川一丁目３番４５号
草津市西渋川一丁目５７３番地の１・５７５
番地の１

平成14年6月14日 ジュネス草津

草津市西渋川一丁目４番５号 草津市西渋川一丁目８３７番地 平成4年4月19日

草津市西渋川一丁目４番１２号 草津市西渋川一丁目８３５番地 昭和58年8月16日

草津市西渋川一丁目４番２２号 草津市西渋川一丁目５８０番４他６筆 平成22年1月19日

草津市西渋川一丁目５番１２号 草津市西渋川一丁目４５２番地 昭和51年6月17日

草津市西渋川一丁目６番３号 草津市西渋川一丁目４５１番地 昭和62年8月7日

草津市西渋川一丁目６番９号 草津市西渋川一丁目４５０番地の２ 平成1年7月31日

草津市西渋川一丁目６番９号 草津市西渋川一丁目４５０番地の３ 平成3年12月18日

草津市西渋川一丁目６番９号 草津市西渋川一丁目４５０番地の４ 平成4年12月19日

草津市西渋川一丁目６番１３号 草津市西渋川一丁目４４４番地の４ 平成11年1月28日 グロ―バルライフ
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草津市西渋川一丁目６番６９号 草津市西渋川二丁目４４番地の１２ 平成6年3月7日

草津市西渋川一丁目７番３７号 草津市西渋川一丁目４１３番地６ 平成30年7月6日

草津市西渋川一丁目７番３８号 草津市西渋川一丁目４１３番地１ 平成30年7月17日

草津市西渋川一丁目８番１ー１号 草津市西渋川一丁目３０７番地の３ 平成11年10月18日

草津市西渋川一丁目８番１－１号 草津市西渋川一丁目３０７番地の３ 平成11年10月18日

草津市西渋川一丁目８番１－２号 草津市西渋川一丁目３０７番地の１７ 平成11年11月15日

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３０７番地の６ 昭和57年5月25日

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３０８番地の１ 昭和60年4月16日

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３０９番地 昭和61年3月3日

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３１１番地の９ 平成6年7月25日

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３０９番地の３ 平成7年2月8日

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３１１番地 昭和43年2月日不詳

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３０９番地の３ 昭和44年10月日不詳

草津市西渋川一丁目８番２号 草津市西渋川一丁目３０７番地６ 平成26年11月10日

草津市西渋川一丁目８番４号 草津市西渋川一丁目３１２番地８ 平成27年1月22日

草津市西渋川一丁目８番５－１号 草津市西渋川一丁目３１２番地７ 平成27年1月22日

草津市西渋川一丁目８番５－２号 草津市西渋川一丁目３１２番地６ 平成26年9月9日

草津市西渋川一丁目８番５－４号 草津市西渋川一丁目３１２番地４ 平成26年7月28日

草津市西渋川一丁目８番５－５号 草津市西渋川一丁目３１２番地３ 平成26年10月3日

草津市西渋川一丁目８番５－６号 草津市西渋川一丁目３１３番地３ 平成27年3月24日

草津市西渋川一丁目８番６号 草津市西渋川一丁目３１３番地の１ 昭和62年10月5日 ハイツズイコウ

草津市西渋川一丁目８番８号 草津市西渋川一丁目３１６番地の１ 平成9年8月29日 マンションきのこの森

草津市西渋川一丁目８番４４号 草津市西渋川一丁目３０６番地の４ 平成12年8月28日 郁文館Ⅱ

草津市西渋川一丁目８番４８号 草津市西渋川一丁目３０６番地の３他 平成12年8月30日 サニープレイス中西

草津市西渋川一丁目９番２７号 草津市西渋川一丁目データ無又は無番地 昭和47年2月29日

草津市西渋川一丁目９番３０号 草津市西渋川一丁目３１７番地１０ 平成26年5月23日

草津市西渋川一丁目９番３８号 草津市西渋川一丁目３２０番地の５ 昭和52年9月27日

草津市西渋川一丁目９番３８号 草津市西渋川一丁目３２０番地の６ 昭和53年2月3日

草津市西渋川一丁目９番３８号 草津市西渋川一丁目３７０番地の２ 昭和61年5月9日

草津市西渋川一丁目９番３９－２号 草津市西渋川一丁目３２２番地の３ 平成17年12月7日

草津市西渋川一丁目９番３９号 草津市西渋川一丁目３３２番地の３ 昭和45年2月日不詳

草津市西渋川一丁目９番４１号 草津市西渋川一丁目３２３番地の１ 昭和42年9月12日

草津市西渋川一丁目９番４３号 草津市西渋川一丁目３２５番地の１ 平成8年12月9日

草津市西渋川一丁目９番４４号 草津市西渋川一丁目３２４番地の１ 平成14年3月11日

草津市西渋川一丁目１０番５号 草津市西渋川一丁目３９９番地の１ 平成14年3月5日 エクセレント中村３号棟

草津市西渋川一丁目１０番３３号 草津市西渋川一丁目４０８番地の６ 昭和47年8月日不詳

草津市西渋川一丁目１０番３４号 草津市西渋川一丁目３９７番地 昭和59年3月17日

草津市西渋川一丁目１０番３４号 草津市西渋川一丁目４０７番地の５ 平成1年3月23日

草津市西渋川一丁目１０番３４号 草津市西渋川一丁目４０７番地の８ 平成1年3月27日

草津市西渋川一丁目１０番４３号 草津市西渋川一丁目３９８番地 平成8年9月24日 エクセレント中村

草津市西渋川一丁目１１番３号 草津市西渋川一丁目３９１番地 昭和56年9月29日 せせらマンション

草津市西渋川一丁目１１番７号 草津市西渋川一丁目３８９番地の３ 昭和60年1月16日 ビューラー西渋川

草津市西渋川一丁目１１番８号 草津市西渋川一丁目３８９番地の１ 昭和61年3月8日 バーディーハイツ

草津市西渋川一丁目１１番１１号
草津市西渋川一丁目３８９番地５、３８９番
地６

平成22年10月5日

草津市西渋川一丁目１１番１７号 草津市西渋川一丁目３９３番地の１ 昭和62年1月28日 中村ハイツ

草津市西渋川一丁目１１番１７号 草津市西渋川一丁目３９３番地の５ 昭和57年10月26日

草津市西渋川一丁目１１番１８号 草津市西渋川一丁目３９４番地の１ 昭和61年11月5日 ＫＭハイツ

草津市西渋川一丁目１１番２０号 草津市西渋川一丁目３９６番地の１ 平成6年1月18日 ラ・シャンブル　ナカムラ

草津市西渋川一丁目１１番２１号 草津市西渋川一丁目３９６番地 昭和57年3月11日

草津市西渋川一丁目１１番２３号 草津市西渋川一丁目３２７番地の１ 平成10年8月3日

草津市西渋川一丁目１１番２４号 草津市西渋川一丁目３３０番地の１ 平成18年5月8日 アウルコート草津

草津市西渋川一丁目１１番２７号 草津市西渋川一丁目３２番地の４ 昭和45年2月日不詳

草津市西渋川一丁目１１番２８号 草津市西渋川一丁目３３２番地の３ 昭和59年3月7日

草津市西渋川一丁目１１番２９号 草津市西渋川一丁目３３２番地５ 令和元年6月14日

草津市西渋川一丁目１１番２９号 草津市西渋川一丁目３３２番地の５ 昭和61年3月5日

草津市西渋川一丁目１２番１号 草津市西渋川一丁目３３３番地の７ 昭和55年5月20日

草津市西渋川一丁目１２番２号 草津市西渋川一丁目３３３番地の８ 昭和55年6月3日

草津市西渋川一丁目１２番２号 草津市西渋川一丁目３３３番地８他１筆 平成28年4月18日

草津市西渋川一丁目１２番３号 草津市西渋川一丁目３３３番地の１２ 昭和55年5月21日

草津市西渋川一丁目１２番４号 草津市西渋川一丁目３３３番地の９ 昭和55年6月6日

草津市西渋川一丁目１２番５号 草津市西渋川一丁目３３３番地の２ 昭和57年1月11日

草津市西渋川一丁目１２番８号 草津市西渋川一丁目３３４番地の２ 昭和44年2月日不詳

草津市西渋川一丁目１２番１３号 草津市西渋川一丁目３３４番地の１２ 平成12年2月15日 イーストピア

草津市西渋川一丁目１２番１５号 草津市西渋川一丁目３３４番地の１３ 昭和55年5月21日

草津市西渋川一丁目１２番２０号 草津市西渋川一丁目３３５番地の３ 平成20年7月14日 デフィ川那辺

草津市西渋川一丁目１２番２１号 草津市西渋川一丁目３５５番地の１ 昭和50年4月21日
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草津市西渋川一丁目１２番２７号 草津市西渋川一丁目３３６番地の２ 平成10年3月9日 七つの海

草津市西渋川一丁目１３番３号 草津市西渋川一丁目３４１番地 昭和53年1月10日

草津市西渋川一丁目１３番３号 草津市西渋川一丁目３４２番地の１０ 平成20年7月8日

草津市西渋川一丁目１３番５号 草津市西渋川一丁目３４５番地の３ 昭和61年9月20日

草津市西渋川一丁目１３番６－２号 草津市西渋川一丁目３４６番地９ 令和元年11月11日

草津市西渋川一丁目１３番６－６号
草津市西渋川一丁目３４５番地１、３４６番
地２

令和2年11月18日

草津市西渋川一丁目１３番６号 草津市西渋川一丁目３４６番地の４ 昭和53年8月22日

草津市西渋川一丁目１３番６号 草津市西渋川一丁目３４６番地の１ 昭和56年3月11日

草津市西渋川一丁目１３番６号 草津市西渋川一丁目３４６番地の９ 昭和56年6月20日

草津市西渋川一丁目１３番６号 草津市西渋川一丁目３４６番地の５ 昭和61年1月18日

草津市西渋川一丁目１３番８号 草津市西渋川一丁目３４６番地の６ 昭和56年5月26日

草津市西渋川一丁目１３番１５号 草津市西渋川一丁目３４７番地の５ 昭和52年12月7日

草津市西渋川一丁目１３番１５号 草津市西渋川一丁目３４７番地の４ 昭和53年2月21日

草津市西渋川一丁目１３番１５号 草津市西渋川一丁目３４７番地の６ 昭和53年6月5日

草津市西渋川一丁目１３番１６号 草津市西渋川一丁目３４７番地の３ 昭和53年8月2日

草津市西渋川一丁目１３番１８号 草津市西渋川一丁目３３８番地の７ 昭和61年5月22日

草津市西渋川一丁目１３番２６号 草津市西渋川一丁目３３９番地の２ 昭和45年4月日不詳

草津市西渋川一丁目１３番２７号 草津市西渋川一丁目３４４番地の４ 平成9年3月28日 リブュール草津

草津市西渋川一丁目１３番２７号 草津市西渋川一丁目３４４番地２ 平成28年4月8日 リュエル　カルム

草津市西渋川一丁目１３番２７号 草津市西渋川一丁目３４４番地の２ 昭和46年12月23日 上田アパート

草津市西渋川一丁目１４番９号 草津市西渋川一丁目３８３番地の８ 平成8年7月24日 ＡＰＥＸ　ＦＬＡＴ

草津市西渋川一丁目１４番１０号 草津市西渋川一丁目３７９番地の２ 昭和56年10月5日

草津市西渋川一丁目１４番１０号 草津市西渋川一丁目３７０番地 昭和59年11月9日

草津市西渋川一丁目１４番１０号 草津市西渋川一丁目３７９番地の２ 平成19年2月28日 レックス草津

草津市西渋川一丁目１４番１１号 草津市西渋川一丁目３８０番地の１ 平成9年8月1日

草津市西渋川一丁目１４番１２号 草津市西渋川一丁目３８３番地の１ 平成10年3月11日 ＡＰＥＸ　ＦＬＡＴ．Ｒ

草津市西渋川一丁目１４番２０号 草津市西渋川一丁目３８０番地の７ 昭和56年7月30日

草津市西渋川一丁目１４番２１号 草津市西渋川一丁目３８０番地の６ 昭和56年7月2日

草津市西渋川一丁目１４番２２号 草津市西渋川一丁目３７８番地１７ 平成31年4月16日

草津市西渋川一丁目１４番２６号 草津市西渋川一丁目３７５番地の３ 昭和46年8月5日

草津市西渋川一丁目１４番２７号 草津市西渋川一丁目３７５番地の１２ 昭和47年3月21日

草津市西渋川一丁目１４番２８号 草津市西渋川一丁目３７５番地の４ 昭和46年11月15日

草津市西渋川一丁目１４番２９号 草津市西渋川一丁目３７５番地の２３ 昭和46年4月19日

草津市西渋川一丁目１４番３０号 草津市西渋川一丁目３７５番地の６ 昭和46年4月7日

草津市西渋川一丁目１４番３１号 草津市西渋川一丁目３７５番地の７ 昭和46年10月29日

草津市西渋川一丁目１４番３３号 草津市西渋川一丁目３７５番地の８ 昭和46年11月5日

草津市西渋川一丁目１４番３５号 草津市西渋川一丁目データ無又は無番地 昭和47年2月9日

草津市西渋川一丁目１４番３５号 草津市西渋川一丁目３７５番地の２６ 昭和47年2月日不詳

草津市西渋川一丁目１４番３６号 草津市西渋川一丁目３７５番地の２２ 昭和46年10月12日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の２ 昭和46年4月28日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の１０ 昭和46年7月13日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地 昭和46年7月22日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の１３ 昭和46年7月30日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地の４ 昭和46年8月3日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の１２ 昭和46年8月23日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の５ 昭和46年9月11日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地の９ 昭和46年10月6日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地の１３ 昭和47年1月5日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地の１２ 昭和47年2月8日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地の８ 昭和47年2月18日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の２ 昭和47年3月13日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の２ 平成6年7月5日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地の８他１筆 平成15年12月1日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地１０ 平成26年6月30日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の８ 昭和46年10月22日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７８番地の１１ 昭和46年10月23日

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７７番地の４ 昭和46年7月日不詳

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７６番地の３ 昭和47年7月日不詳

草津市西渋川一丁目１４番３７号 草津市西渋川一丁目３７５番地２４他３筆 平成27年11月30日

草津市西渋川一丁目１５番１号 草津市西渋川一丁目３５２番地 平成2年4月9日

草津市西渋川一丁目１５番２号 草津市西渋川一丁目３５３番地の１０ 昭和59年11月7日

草津市西渋川一丁目１５番６号 草津市西渋川一丁目３５４番地の１５ 昭和51年2月26日

草津市西渋川一丁目１５番７号 草津市西渋川一丁目３５４番地の２８ 昭和52年5月11日

草津市西渋川一丁目１５番８号 草津市西渋川一丁目３５４番地の２７ 昭和52年6月13日

草津市西渋川一丁目１５番９号 草津市西渋川一丁目３５４番地の２ 昭和52年3月9日

草津市西渋川一丁目１５番１０号 草津市西渋川一丁目３５４番地の３ 平成4年3月13日
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草津市西渋川一丁目１５番１０号 草津市西渋川一丁目３５４番地の３ 平成18年11月30日

草津市西渋川一丁目１５番１６号 草津市西渋川一丁目３５０番地の８ 昭和50年8月11日

草津市西渋川一丁目１５番１６号 草津市西渋川一丁目３５０番地の７ 昭和51年2月6日

草津市西渋川一丁目１５番１６号 草津市西渋川一丁目３５４番地の１３ 昭和51年6月10日

草津市西渋川一丁目１５番１６号 草津市西渋川一丁目３５４番地の１１ 昭和58年1月29日

草津市西渋川一丁目１５番１６号 草津市西渋川一丁目３５４番地の６ 平成16年8月17日

草津市西渋川一丁目１５番１６号 草津市西渋川一丁目３５４番地の２３ 昭和51年10月16日

草津市西渋川一丁目１５番１６号 草津市西渋川一丁目３５０番地の９ 昭和51年12月17日

草津市西渋川一丁目１５番２０号 草津市西渋川一丁目３５０番地の５ 平成13年10月16日

草津市西渋川一丁目１５番２２号 草津市西渋川一丁目３４９番地の１３ 平成18年8月25日

草津市西渋川一丁目１５番２２号 草津市西渋川一丁目３４９番地の２ 昭和43年11月日不詳

草津市西渋川一丁目１５番２３号 草津市西渋川一丁目３４９番地の１４ 平成18年5月15日

草津市西渋川一丁目１５番２４号 草津市西渋川一丁目３４９番地の１５ 平成18年2月27日

草津市西渋川一丁目１５番２５号 草津市西渋川一丁目３４９番地の２ 平成17年6月28日

草津市西渋川一丁目１５番２７号 草津市西渋川一丁目３４９番地の８ 昭和50年4月18日

草津市西渋川一丁目１５番２７号 草津市西渋川一丁目３４９番地８ 平成27年6月15日 フォレストコート

草津市西渋川一丁目１５番２８号 草津市西渋川一丁目３４９番地の１ 平成12年4月5日

草津市西渋川一丁目１５番２９号 草津市西渋川一丁目３４９番地の１２ 平成12年2月4日

草津市西渋川一丁目１５番３０号 草津市西渋川一丁目３４９番地の１１ 平成11年9月1日

草津市西渋川一丁目１５番３３－１号 草津市西渋川一丁目３５０番地 平成27年10月5日

草津市西渋川一丁目１５番３３－２号 草津市西渋川一丁目３５０番地１０ 平成26年9月29日

草津市西渋川一丁目１５番３３－３号 草津市西渋川一丁目３５０番地１１ 平成28年3月31日

草津市西渋川一丁目１５番３７号 草津市西渋川一丁目３５１番地の１ 平成19年10月1日 メゾン　ソレイユ

草津市西渋川一丁目１５番３８－２号
草津市西渋川１丁目３５３番地５、３５３番
地９

令和2年4月27日

草津市西渋川一丁目１５番３８－４号
草津市西渋川１丁目３５３番地５、３５３番
地９

令和2年4月27日

草津市西渋川一丁目１５番３９号 草津市西渋川一丁目３５２番地の１ 昭和52年12月7日

草津市西渋川一丁目１５番３９号 草津市西渋川一丁目３５３番地の８ 平成2年6月12日

草津市西渋川一丁目１５番３９号 草津市西渋川一丁目３５３番地 昭和47年8月日不詳

草津市西渋川一丁目１６番５号 草津市西渋川一丁目３６６番地の２ 昭和46年4月16日

草津市西渋川一丁目１６番５号 草津市西渋川一丁目３６６番地の２ 平成14年2月25日 エトワール

草津市西渋川一丁目１６番６号 草津市西渋川一丁目３６４番地の１ 昭和47年4月日不詳

草津市西渋川一丁目１６番７号 草津市西渋川一丁目３６４番地 昭和47年4月日不詳

草津市西渋川一丁目１６番１０号 草津市西渋川一丁目３６４番地の４ 昭和46年6月29日

草津市西渋川一丁目１６番１１号 草津市西渋川一丁目３６４番地の１ 昭和43年9月日不詳

草津市西渋川一丁目１６番１２号 草津市西渋川一丁目３６８番地の１ 平成14年3月11日 グランメール

草津市西渋川一丁目１６番１７－１号 草津市西渋川一丁目３５９番地の１ 平成17年6月9日

草津市西渋川一丁目１６番１７－２号 草津市西渋川一丁目３５９番地の１５ 平成17年1月25日

草津市西渋川一丁目１６番１７－３号 草津市西渋川一丁目３５９番地の１４ 平成17年7月1日

草津市西渋川一丁目１６番１７－４号 草津市西渋川一丁目３５９番地の１３ 平成17年1月25日

草津市西渋川一丁目１６番１７－５号 草津市西渋川一丁目３５９番地の１２ 平成17年5月16日

草津市西渋川一丁目１６番１７－６号 草津市西渋川一丁目３５９番地の８ 平成17年5月24日

草津市西渋川一丁目１６番１７－７号 草津市西渋川一丁目３５９番地の７ 平成17年2月16日

草津市西渋川一丁目１６番１７－８号 草津市西渋川一丁目３５９番地の６ 平成17年9月2日

草津市西渋川一丁目１６番２０号 草津市西渋川一丁目３７４番地の４ 平成1年2月22日 プチシヤトーＹＯＵ

草津市西渋川一丁目１６番３５号 草津市西渋川一丁目３５６番地 昭和63年12月27日

草津市西渋川一丁目１６番３８号
草津市西渋川一丁目３５９番地の１・３６０
番地の１

平成14年10月4日

草津市西渋川一丁目１６番３８号 草津市西渋川一丁目３５９番地の５ 平成16年7月2日

草津市西渋川一丁目１６番４１号 草津市西渋川一丁目３６１番地の１ 平成6年1月27日

草津市西渋川一丁目１６番４３号 草津市西渋川一丁目３６２番地の１ 平成2年3月27日 ハイツマルイチ２

草津市西渋川一丁目１６番４４号 草津市西渋川一丁目３７１番地の９ 平成19年4月2日

草津市西渋川一丁目１６番４６号 草津市西渋川一丁目３７３番地の３ 平成6年7月20日

草津市西渋川一丁目１６番４７号 草津市西渋川一丁目３７３番地の４ 平成18年12月13日

草津市西渋川一丁目１６番４８号 草津市西渋川一丁目３７３番地５ 平成21年10月5日

草津市西渋川一丁目１６番４９号 草津市西渋川一丁目３７３番地の６ 平成18年12月12日

草津市西渋川一丁目１６番５０号 草津市西渋川一丁目３７１番地の２ 平成11年3月16日

草津市西渋川一丁目１６番５０号 草津市西渋川一丁目３２１番地 昭和61年10月18日

草津市西渋川一丁目１６番５１号 草津市西渋川一丁目３７２番地の１ 平成5年8月3日 パステルエイト

草津市西渋川一丁目１６番５８号 草津市西渋川一丁目３７２番地の３ 昭和45年2月日不詳

草津市西渋川一丁目１６番６０号 草津市西渋川一丁目３７０番地の５ 昭和51年9月26日

草津市西渋川一丁目１６番６０号 草津市西渋川一丁目３７０番地の８ 昭和52年1月10日

草津市西渋川一丁目１６番６０号 草津市西渋川一丁目３７０番地の４ 昭和52年3月9日

草津市西渋川一丁目１６番６０号 草津市西渋川一丁目３７０番地の６ 昭和52年3月14日

草津市西渋川一丁目１６番６０号 草津市西渋川一丁目３７０番地の１０ 昭和53年2月2日

草津市西渋川一丁目１６番６０号 草津市西渋川一丁目３７０番地の７ 昭和58年10月1日

草津市西渋川一丁目１６番６２－１号 草津市西渋川一丁目３６９番地の８ 平成16年4月26日
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草津市西渋川一丁目１６番６２－２号 草津市西渋川一丁目３６９番地の７ 平成14年6月25日

草津市西渋川一丁目１６番６２－３号 草津市西渋川一丁目３６９番地の２ 平成14年10月18日

草津市西渋川一丁目１６番６２－４号 草津市西渋川一丁目３６９番地の５ 平成15年3月25日

草津市西渋川一丁目１６番６２－５号 草津市西渋川一丁目３６９番地の４ 平成15年2月24日

草津市西渋川一丁目１６番６３号 草津市西渋川一丁目３６７番地の６ 昭和46年9月25日

草津市西渋川一丁目１６番６３号 草津市西渋川一丁目３６７番地の１０ 昭和51年8月4日

草津市西渋川一丁目１６番６３号 草津市西渋川一丁目３６７番地の７ 昭和52年3月19日

草津市西渋川一丁目１６番６３号 草津市西渋川一丁目３６７番地の４ 昭和44年8月日不詳

草津市西渋川一丁目１６番６４－１号 草津市西渋川一丁目３６７番地の３ 平成15年8月12日

草津市西渋川一丁目１６番６４号 草津市西渋川一丁目３６７番地の５ 昭和44年1月日不詳

草津市西渋川一丁目１６番６５号 草津市西渋川一丁目３６６番地の８ 平成15年11月4日

草津市西渋川一丁目１６番６５号 草津市西渋川一丁目３６６番地の１ 昭和45年9月日不詳

草津市西渋川一丁目１７番７号 草津市西渋川一丁目４５３番地 昭和58年4月2日

草津市西渋川一丁目１７番１１号 草津市西渋川一丁目４５５番地 平成11年3月30日 エスペランス

草津市西渋川一丁目１７番１４号 草津市西渋川一丁目４５６番地の３ 昭和53年3月6日

草津市西渋川一丁目１７番１４号 草津市西渋川一丁目４５７番地５他２筆 平成27年9月25日

草津市西渋川一丁目１７番１５号 草津市西渋川一丁目４６３番地の６ 平成10年8月3日 ルミエール吉岡

草津市西渋川一丁目１７番１８号 草津市西渋川一丁目４６９番地の５ 平成4年8月17日

草津市西渋川一丁目１７番２０号 草津市西渋川一丁目４６９番地の４ 昭和59年9月7日

草津市西渋川一丁目１７番２２号 草津市西渋川一丁目４６９番地の６ 平成11年2月2日 アヤハマンション

草津市西渋川一丁目１７番２５号 草津市西渋川一丁目４７１番地の１ 平成13年7月10日

草津市西渋川一丁目１７番２７号 草津市西渋川一丁目４７３番地８ 平成30年12月21日

草津市西渋川一丁目１７番２７号 草津市西渋川一丁目４７３番地の８ 昭和53年4月22日

草津市西渋川一丁目１７番２８号 草津市西渋川一丁目４７３番地の７ 昭和52年10月13日

草津市西渋川一丁目１７番２９号 草津市西渋川一丁目４７３番地の６ 昭和54年1月25日

草津市西渋川一丁目１７番２９号 草津市西渋川一丁目４７３番地の１４ 昭和54年5月10日

草津市西渋川一丁目１７番２９号 草津市西渋川一丁目４７３番地１４ 平成27年12月10日

草津市西渋川一丁目１７番３０号 草津市西渋川一丁目４７３番地の１１ 昭和53年7月7日

草津市西渋川一丁目１７番３２号
草津市西渋川一丁目４７３番地１６、４７３
番地１７

令和2年11月11日

草津市西渋川一丁目１７番３２号 草津市西渋川一丁目４７３番地の１６ 昭和55年11月18日

草津市西渋川一丁目１７番３３号 草津市西渋川一丁目４７３番地の３０ 平成6年3月4日

草津市西渋川一丁目１７番３３号 草津市西渋川一丁目４７３番地の２９ 平成6年4月6日

草津市西渋川一丁目１７番３４号 草津市西渋川一丁目４７３番地の２７ 平成6年3月4日

草津市西渋川一丁目１７番３４号 草津市西渋川一丁目４７３番地の２８ 平成6年3月11日

草津市西渋川一丁目１７番３５号 草津市西渋川一丁目４７３番地の５ 昭和54年5月8日

草津市西渋川一丁目１７番３５号 草津市西渋川一丁目４７３番地の５ 平成6年1月10日

草津市西渋川一丁目１７番３８号 草津市西渋川一丁目４７３番地 昭和60年8月19日

草津市西渋川一丁目１７番４０号 草津市西渋川一丁目４８１番地の２１ 昭和63年5月31日 コーポ　コスモ

草津市西渋川一丁目１７番４１号 草津市西渋川一丁目４８１番地の１５ 昭和57年10月1日

草津市西渋川一丁目１７番４２号 草津市西渋川一丁目４８１番地の５ 昭和53年12月25日

草津市西渋川一丁目１７番４３号 草津市西渋川一丁目４８１番地の６ 昭和53年8月9日

草津市西渋川一丁目１７番４４号 草津市西渋川一丁目４８１番地の７ 昭和53年8月日不詳

草津市西渋川一丁目１７番４５号 草津市西渋川一丁目４８１番地の８ 昭和54年1月24日

草津市西渋川一丁目１７番４５号 草津市西渋川一丁目４８１番地の１１ 昭和56年9月30日

草津市西渋川一丁目１７番４６号 草津市西渋川一丁目４８１番地の１２ 昭和56年5月30日

草津市西渋川一丁目１７番４６号 草津市西渋川一丁目４８１番地の１３ 昭和56年10月26日

草津市西渋川一丁目１７番４７号 草津市西渋川一丁目４８１番地の１４ 昭和56年9月1日

草津市西渋川一丁目１７番４９号 草津市西渋川一丁目４９１番地２ 平成28年4月12日

草津市西渋川一丁目１７番５３号 草津市西渋川一丁目４９０番地 平成16年8月23日 サニー・レジデンス

草津市西渋川一丁目１７番５５号 草津市西渋川一丁目４９２番地 平成7年9月21日 リバーコート

草津市西渋川一丁目１７番６０号 草津市西渋川一丁目４９３番地の２ 平成16年1月22日

草津市西渋川一丁目１８番２５号 草津市西渋川一丁目５５８番地の１ 平成10年10月21日

草津市西渋川一丁目１８番３３号 草津市西渋川一丁目５４６番地 平成10年10月21日

草津市西渋川一丁目１８番３８号 草津市西渋川一丁目５４６番地の７ 平成18年10月16日

草津市西渋川一丁目１８番３９号 草津市西渋川一丁目５３５番地 平成10年10月21日

草津市西渋川一丁目１８番５１号 草津市西渋川一丁目４９５番地の１ 平成10年10月21日

草津市西渋川一丁目１８番５７号 草津市西渋川一丁目６４３番地の１９ 平成5年12月13日

草津市西渋川一丁目１８番５９号 草津市西渋川一丁目６４３番地の２ 昭和54年7月25日

草津市西渋川一丁目１８番６０号 草津市西渋川一丁目６４３番地の３ 昭和55年2月16日

草津市西渋川一丁目１８番６３号 草津市西渋川一丁目６４３番地の１ 昭和54年10月15日

草津市西渋川一丁目１８番６４号 草津市西渋川一丁目６４３番地の５ 昭和54年11月7日

草津市西渋川一丁目１８番６５号 草津市西渋川一丁目６４３番地の１ 昭和55年3月15日

草津市西渋川一丁目１８番６６号 草津市西渋川一丁目６４３番地の７ 昭和54年10月16日

草津市西渋川一丁目１８番６７号 草津市西渋川一丁目６４３番地の８ 昭和55年8月15日

草津市西渋川一丁目１８番６８号 草津市西渋川一丁目６４３番地の１０ 昭和54年9月17日

草津市西渋川一丁目１８番６８号 草津市西渋川一丁目６４３番地１０ 平成23年8月30日
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草津市西渋川一丁目１８番６９号 草津市西渋川一丁目６４３番地の１１ 昭和54年10月25日

草津市西渋川一丁目１８番７０号 草津市西渋川一丁目６４３番地１２ 平成31年1月21日

草津市西渋川一丁目１８番７０号 草津市西渋川一丁目６４３番地の１２ 昭和55年5月2日

草津市西渋川一丁目１８番７１号 草津市西渋川一丁目６２１番地の８ 昭和55年1月9日

草津市西渋川一丁目１８番７２号 草津市西渋川一丁目６２１番地の８ 昭和55年9月27日

草津市西渋川一丁目１８番７３号 草津市西渋川一丁目６２１番地の９ 昭和54年8月6日

草津市西渋川一丁目１８番７４号 草津市西渋川一丁目６２１番地の１１ 昭和54年4月6日

草津市西渋川一丁目１８番７４号 草津市西渋川一丁目６２１番地１１ 平成28年6月27日

草津市西渋川一丁目１８番７５号 草津市西渋川一丁目６２１番地の１２ 昭和54年10月31日

草津市西渋川一丁目１８番７６号 草津市西渋川一丁目６２１番地の１３ 昭和54年6月1日

草津市西渋川一丁目１８番７７号 草津市西渋川一丁目６２１番地の１４ 昭和55年3月11日

草津市西渋川一丁目１８番１０２号 草津市西渋川一丁目４９４番地 平成5年1月8日 アメニティパンション

草津市西渋川一丁目１８番１２１号 草津市西渋川一丁目４８１番地の１ 平成4年3月10日 アヤハイツ

草津市西渋川一丁目１９番１号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３２ 平成12年2月15日

草津市西渋川一丁目１９番２号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３１ 平成11年12月7日

草津市西渋川一丁目１９番３号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３０ 平成11年12月7日

草津市西渋川一丁目１９番５号 草津市西渋川一丁目６４３番地の２４ 平成9年3月11日

草津市西渋川一丁目１９番６号 草津市西渋川一丁目６４３番地の２３ 平成9年3月11日

草津市西渋川一丁目１９番７号 草津市西渋川一丁目６４３番地の２２ 平成9年3月11日

草津市西渋川一丁目１９番８号 草津市西渋川一丁目６４３番地の２１ 平成9年3月11日

草津市西渋川一丁目１９番９号 草津市西渋川一丁目６４３番地の２０ 平成7年2月3日

草津市西渋川一丁目２０番２号 草津市西渋川一丁目６２１番地の２６ 平成8年3月4日 アーバンウエスト

草津市西渋川一丁目２０番８号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３６ 平成14年2月14日

草津市西渋川一丁目２０番８号 草津市西渋川一丁目６２１番地３６ 平成30年9月14日

草津市西渋川一丁目２０番１０号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３９ 平成14年9月10日

草津市西渋川一丁目２０番１１号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３８ 平成14年4月18日

草津市西渋川一丁目２０番１２号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３７ 平成14年7月8日

草津市西渋川一丁目２０番１３号 草津市西渋川一丁目６２１番地の３５ 平成14年1月24日

草津市西渋川一丁目２０番２２号 草津市西渋川一丁目６２１番地の４０ 平成13年11月29日

草津市西渋川一丁目２０番２３号 草津市西渋川一丁目６２１番地の４１ 平成14年9月27日

草津市西渋川一丁目２０番２４号 草津市西渋川一丁目６２１番地の６ 平成17年2月28日

草津市西渋川一丁目２１番７号 草津市西渋川一丁目４９６番地の６ 平成12年9月7日 ユニハイム草津キララ・スクエア

草津市西渋川一丁目２１番１０号 草津市西渋川一丁目４９６番地の８ 平成19年3月2日 アヴァンセ草津２

草津市西渋川一丁目２１番１４号 草津市西渋川一丁目４９６番地の３ 平成17年2月23日

草津市西渋川一丁目２１番１８号 草津市西渋川一丁目４９６番地の７ 平成12年9月25日

草津市西渋川一丁目２３番３号 草津市西渋川一丁目７３５番地 平成8年1月12日

草津市西渋川一丁目２３番３０号 草津市西渋川一丁目６１２番地 平成8年1月12日

草津市西渋川一丁目２３番１１０号
草津市西渋川一丁目６０１番地１、５９４番
地１

平成28年7月8日

草津市西渋川二丁目１番２３号 草津市西渋川二丁目１９０番地６ 平成27年9月3日

草津市西渋川二丁目１番２４号 草津市西渋川二丁目１９０番地７ 平成28年2月6日

草津市西渋川二丁目１番２５号 草津市西渋川二丁目１９０番地１ 平成28年7月11日

草津市西渋川二丁目２番２号 草津市西渋川二丁目２６７番地６ 平成30年4月26日 Ｐａｒｋ　Ｃｏｕｒｔ

草津市西渋川二丁目２番３号 草津市西渋川二丁目２６７番地 昭和47年2月2日

草津市西渋川二丁目２番４号 草津市西渋川二丁目２７０番地２ 令和2年7月30日

草津市西渋川二丁目２番５号 草津市西渋川二丁目２７０番地１ 令和2年7月3日

草津市西渋川二丁目２番６号
草津市西渋川二丁目２７３番地１、２７２番
地８

平成26年10月24日

草津市西渋川二丁目２番１４号 草津市西渋川二丁目２００番地１ 平成30年12月12日

草津市西渋川二丁目２番３３－１０号 草津市西渋川二丁目２００番地４６ 平成27年7月8日

草津市西渋川二丁目２番３３－１１号 草津市西渋川二丁目２００番地３９ 平成28年3月18日

草津市西渋川二丁目２番３３－１２号 草津市西渋川二丁目２００番地３８ 平成26年7月14日

草津市西渋川二丁目２番３３－１３号 草津市西渋川二丁目２００番地３７ 平成26年4月14日

草津市西渋川二丁目２番３３－１４号 草津市西渋川二丁目２００番地３６ 平成26年5月12日

草津市西渋川二丁目２番３３－１５号 草津市西渋川二丁目２００番地３５ 平成26年2月10日

草津市西渋川二丁目２番３３－１６号 草津市西渋川二丁目２００番地２２ 平成27年1月16日

草津市西渋川二丁目２番３３－１７号 草津市西渋川二丁目２００番地２３ 平成26年9月25日

草津市西渋川二丁目２番３３－１８号 草津市西渋川二丁目２００番地２４ 平成26年9月4日

草津市西渋川二丁目２番３３－２１号 草津市西渋川二丁目２００番地２７ 平成28年2月3日

草津市西渋川二丁目２番３３－２２号 草津市西渋川二丁目２００番地２８ 平成26年3月6日

草津市西渋川二丁目２番３３－２３号 草津市西渋川二丁目２００番地２９ 平成26年12月4日

草津市西渋川二丁目２番３３－２４号 草津市西渋川二丁目２００番地３０ 平成26年4月1日

草津市西渋川二丁目２番３３－３号 草津市西渋川二丁目２００番地６０ 平成26年10月24日

草津市西渋川二丁目２番３３－４号 草津市西渋川二丁目２００番地５９ 平成27年2月20日

草津市西渋川二丁目２番３３－５号 草津市西渋川二丁目２００番地５８ 平成27年3月6日

草津市西渋川二丁目２番３３－６号 草津市西渋川二丁目２００番地５７ 平成26年1月30日

草津市西渋川二丁目２番３３－７号 草津市西渋川二丁目２００番地４３ 平成26年7月1日
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草津市西渋川二丁目２番３３－８号 草津市西渋川二丁目２００番地４４ 平成25年11月28日

草津市西渋川二丁目２番３３－９号 草津市西渋川二丁目２００番地４５ 平成26年10月3日

草津市西渋川二丁目２番４５－１号
草津市西渋川二丁目２７２番地５、２７２番
地２

平成22年8月23日

草津市西渋川二丁目２番４５号 草津市西渋川二丁目２７２番地の２ 昭和43年5月日不詳

草津市西渋川二丁目２番４６号 草津市西渋川二丁目２７２番地１他２筆 平成28年8月29日

草津市西渋川二丁目２番４７号 草津市西渋川二丁目２７１番地の３ 昭和51年7月15日

草津市西渋川二丁目２番４７号 草津市西渋川二丁目２７１番地の１ 平成5年6月14日 フレグランス西渋川

草津市西渋川二丁目２番４８号 草津市西渋川二丁目２６８番地の１ 平成9年1月23日

草津市西渋川二丁目３番８号 草津市西渋川二丁目５７０番地の３ 昭和62年2月16日

草津市西渋川二丁目４番５－１号 草津市西渋川二丁目８２番地１１他６筆 平成26年2月12日

草津市西渋川二丁目４番５号 草津市西渋川二丁目８３番地 昭和51年6月8日

草津市西渋川二丁目４番５号 草津市西渋川二丁目８３番地 昭和51年7月6日

草津市西渋川二丁目４番５号 草津市西渋川二丁目８２番地 昭和51年7月日不詳

草津市西渋川二丁目４番６号 草津市西渋川二丁目８２番地の４ 昭和52年4月19日

草津市西渋川二丁目４番７号 草津市西渋川二丁目８２番地の３ 昭和46年10月11日

草津市西渋川二丁目４番６７号 草津市西渋川二丁目７６番地の１ 昭和55年12月8日

草津市西渋川二丁目４番７０号 草津市西渋川二丁目７６番地の１ 昭和56年3月14日

草津市西渋川二丁目６番５号 草津市西渋川二丁目１４番地の１ 昭和55年3月6日

草津市西渋川二丁目６番８号 草津市西渋川二丁目１２番地の１０ 昭和56年8月21日 西渋川リビング

草津市西渋川二丁目６番８号 草津市西渋川二丁目１２番地の９ 平成17年3月28日

草津市西渋川二丁目６番８号 草津市西渋川二丁目１２番地の１ 昭和43年12月日不詳

草津市西渋川二丁目６番８号 草津市西渋川二丁目１２番地 昭和45年11月日不詳

草津市西渋川二丁目６番８号 草津市西渋川二丁目１２番地の６ 昭和46年11月29日

草津市西渋川二丁目６番８号 草津市西渋川二丁目１２番地の２８ 昭和57年12月13日

草津市西渋川二丁目６番２８号 草津市西渋川二丁目１８番地の１２ 平成7年10月13日

草津市西渋川二丁目６番２８号 草津市西渋川二丁目１８番地の９ 平成8年4月8日

草津市西渋川二丁目６番３０号 草津市西渋川二丁目２０番地の２１ 平成7年10月13日

草津市西渋川二丁目６番３２号 草津市西渋川二丁目２０番地１１ 平成30年11月29日

草津市西渋川二丁目６番３２号 草津市西渋川二丁目２０番地１０ 平成30年4月9日

草津市西渋川二丁目６番３２号 草津市西渋川二丁目２０番地の３ 平成2年5月25日

草津市西渋川二丁目６番３２号 草津市西渋川二丁目２０番地の１１ 平成2年7月13日

草津市西渋川二丁目６番３２号 草津市西渋川二丁目２０番地の１０ 平成2年8月21日

草津市西渋川二丁目６番３２号 草津市西渋川二丁目２０番地の１２ 平成2年11月14日

草津市西渋川二丁目６番３２号 草津市西渋川二丁目２２番地の４ 平成4年7月2日

草津市西渋川二丁目６番３３号 草津市西渋川二丁目２０番地の７ 平成2年4月6日

草津市西渋川二丁目６番３３号 草津市西渋川二丁目２０番地の２ 平成2年4月11日

草津市西渋川二丁目６番３３号 草津市西渋川二丁目２０番地の６ 平成2年4月28日

草津市西渋川二丁目６番３５号 草津市西渋川二丁目２４番地の８ 昭和52年7月13日

草津市西渋川二丁目６番３５号 草津市西渋川二丁目２４番地の４ 昭和54年3月15日

草津市西渋川二丁目６番３５号 草津市西渋川二丁目２４番地の６ 平成6年4月26日

草津市西渋川二丁目６番３５号 草津市西渋川二丁目２４番地の３ 平成14年9月11日

草津市西渋川二丁目６番３６－５号 草津市西渋川二丁目２６番地７ 平成30年5月14日

草津市西渋川二丁目６番３６号 草津市西渋川二丁目２６番地の４ 昭和53年1月10日

草津市西渋川二丁目６番３９－１号 草津市西渋川二丁目２６番地９ 平成23年12月21日

草津市西渋川二丁目６番３９－５号 草津市西渋川二丁目２６番地１３ 平成26年1月30日

草津市西渋川二丁目６番３９号 草津市西渋川二丁目２６番地の１３ 昭和50年6月23日

草津市西渋川二丁目６番４０号 草津市西渋川二丁目２７番地の２７ 昭和58年8月8日

草津市西渋川二丁目６番４０号 草津市西渋川二丁目２７番地の２５ 平成6年2月14日

草津市西渋川二丁目６番４０号 草津市西渋川二丁目２７番地の２６ 平成16年1月8日

草津市西渋川二丁目６番４０号 草津市西渋川二丁目２７番地の１３ 昭和58年12月14日

草津市西渋川二丁目６番４０号 草津市西渋川二丁目２７番地の１０ 平成13年10月15日

草津市西渋川二丁目６番４３号 草津市西渋川二丁目３０番地１６ 平成30年2月9日

草津市西渋川二丁目６番４３号 草津市西渋川二丁目３０番地の５ 昭和59年9月1日

草津市西渋川二丁目６番４３号 草津市西渋川二丁目３０番地 昭和60年2月14日

草津市西渋川二丁目６番４３号 草津市西渋川二丁目３０番地の１２ 昭和60年3月14日

草津市西渋川二丁目６番４３号 草津市西渋川二丁目３０番地の１０ 昭和59年12月17日

草津市西渋川二丁目６番４５号 草津市西渋川二丁目３１番地の１ 昭和64年1月4日

草津市西渋川二丁目６番４５号 草津市西渋川二丁目３１番地 平成1年1月11日

草津市西渋川二丁目６番４５号 草津市西渋川二丁目３１番地の５ 平成1年2月4日

草津市西渋川二丁目６番４５号 草津市西渋川二丁目３１番地の７ 平成1年2月14日

草津市西渋川二丁目６番４５号 草津市西渋川二丁目３１番地 平成1年4月20日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３３番地の５ 昭和51年2月20日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３５番地の８ 昭和54年11月5日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３５番地の５ 昭和55年3月17日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３３番地の１ 昭和56年12月1日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３５番地の１３ 昭和58年6月7日
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草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３３番地の９ 平成1年8月21日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３３番地の７ 昭和50年11月18日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３３番地の８ 昭和50年11月19日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３５番地の７ 昭和54年10月15日

草津市西渋川二丁目６番４８号 草津市西渋川二丁目３５番地の１２ 昭和54年12月20日

草津市西渋川二丁目６番５０号 草津市西渋川二丁目４３番地の３０ 昭和58年3月26日

草津市西渋川二丁目６番５１号 草津市西渋川二丁目４３番地の２９ 昭和58年2月12日

草津市西渋川二丁目６番５２号 草津市西渋川二丁目４３番地の２８ 昭和58年6月27日

草津市西渋川二丁目６番５４号 草津市西渋川二丁目４３番地の２７ 昭和58年7月12日

草津市西渋川二丁目６番５５号 草津市西渋川二丁目４３番地の２６ 昭和58年1月17日

草津市西渋川二丁目６番５６号 草津市西渋川二丁目４３番地の３２ 昭和58年3月28日

草津市西渋川二丁目６番５６号 草津市西渋川二丁目４３番地の３１ 昭和58年4月1日

草津市西渋川二丁目６番５６号 草津市西渋川二丁目４３番地の３５ 昭和58年4月22日

草津市西渋川二丁目６番５６号 草津市西渋川二丁目４３番地の３４ 昭和58年5月12日

草津市西渋川二丁目６番５６号 草津市西渋川二丁目４４番地の５ 昭和59年10月1日

草津市西渋川二丁目６番５６号 草津市西渋川二丁目４３番地の３３ 昭和57年10月22日

草津市西渋川二丁目６番５６号 草津市西渋川二丁目４３番地３４ 平成26年10月21日

草津市西渋川二丁目６番６８号 草津市西渋川二丁目４４番地の２１ 平成5年2月15日

草津市西渋川二丁目６番６９号 草津市西渋川二丁目４４番地の１５ 平成5年2月15日

草津市西渋川二丁目６番６９号 草津市西渋川二丁目４４番地の１１ 平成5年7月27日

草津市西渋川二丁目６番６９号 草津市西渋川二丁目４４番地の１２ 平成6年3月7日

草津市西渋川二丁目６番６９号 草津市西渋川二丁目４４番地の１３ 平成6年5月23日

草津市西渋川二丁目６番６９号 草津市西渋川二丁目４４番地の１３ 平成6年5月26日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４５番地の９ 昭和57年12月7日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４５番地の１２ 昭和58年1月17日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４５番地の８ 昭和58年1月21日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４５番地の１０ 昭和59年2月23日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４３番地の２２ 昭和57年10月22日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４３番地の２１ 昭和57年12月22日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４３番地の２４ 昭和58年10月31日

草津市西渋川二丁目６番７１号 草津市西渋川二丁目４５番地１２ 平成23年12月19日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４３番地の４ 昭和58年1月26日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４３番地の１９ 昭和58年3月3日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４５番地の１５ 昭和58年3月10日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４３番地の６ 昭和58年3月12日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４５番地の１６ 昭和58年6月14日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４３番地の５ 昭和58年6月25日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４３番地の２ 昭和62年4月6日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４５番地の１５ 平成2年8月10日

草津市西渋川二丁目６番７２号 草津市西渋川二丁目４３番地の３ 昭和57年10月22日

草津市西渋川二丁目６番７７号 草津市西渋川二丁目４３番地の１０ 昭和58年3月24日

草津市西渋川二丁目６番７８号 草津市西渋川二丁目４３番地の１１ 昭和57年12月7日

草津市西渋川二丁目６番７９号 草津市西渋川二丁目４３番地の１２ 昭和58年1月27日

草津市西渋川二丁目６番８０号 草津市西渋川二丁目４３番地の１３ 昭和57年12月8日

草津市西渋川二丁目６番８２号 草津市西渋川二丁目４３番地の１４ 昭和57年10月22日

草津市西渋川二丁目６番８３号 草津市西渋川二丁目４３番地の１５ 昭和57年12月8日

草津市西渋川二丁目６番８４号 草津市西渋川二丁目４３番地の１６ 昭和57年12月9日

草津市西渋川二丁目６番８５号 草津市西渋川二丁目４３番地の１７ 昭和57年10月22日

草津市西渋川二丁目６番８７号 草津市西渋川二丁目４３番地の３８ 昭和58年4月4日

草津市西渋川二丁目６番８７号 草津市西渋川二丁目４３番地の３６ 昭和58年5月13日

草津市西渋川二丁目６番８７号 草津市西渋川二丁目４３番地の４０ 昭和58年8月19日

草津市西渋川二丁目６番８７号 草津市西渋川二丁目４３番地の３７ 昭和57年10月22日

草津市西渋川二丁目６番８７号 草津市西渋川二丁目４３番地の３９ 昭和58年12月10日

草津市西渋川二丁目６番８８号 草津市西渋川二丁目４３番地の４１ 昭和58年3月16日

草津市西渋川二丁目６番９０号 草津市西渋川二丁目４３番地の４４ 平成4年6月18日

草津市西渋川二丁目７番７号 草津市西渋川二丁目５０番地４２ 平成27年1月21日

草津市西渋川二丁目７番８号 草津市西渋川二丁目５０番地の２ 平成15年1月23日

草津市西渋川二丁目７番１６号 草津市西渋川二丁目５０番地１ 平成26年4月8日 セントロイエル草津ガーデン

草津市西渋川二丁目７番１６号 草津市西渋川二丁目５５番地 昭和53年11月27日

草津市西渋川二丁目７番２０号 草津市西渋川二丁目４９番地の２ 昭和61年10月7日 第二西村ハイツ

草津市西渋川二丁目７番２０号 草津市西渋川二丁目５０番地の２３ 平成6年6月14日

草津市西渋川二丁目７番２１号 草津市西渋川二丁目５０番地の２９ 昭和54年8月23日

草津市西渋川二丁目７番２１号 草津市西渋川二丁目５０番地の３０ 昭和55年4月4日

草津市西渋川二丁目７番２１号 草津市西渋川二丁目４９番地の２ 昭和59年10月15日 ハイツ西村

草津市西渋川二丁目７番２４号 草津市西渋川二丁目４９番地８ 平成30年9月3日

草津市西渋川二丁目７番２５号 草津市西渋川二丁目４９番地９ 平成30年9月11日 グランツコート

草津市西渋川二丁目７番２８号 草津市西渋川二丁目１０１３番地の３１ 昭和51年4月12日
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草津市西渋川二丁目７番５５号 草津市西渋川二丁目５０番地の２７ 昭和53年7月24日

草津市西渋川二丁目７番５５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の４６ 昭和53年8月28日

草津市西渋川二丁目７番５５号 草津市西渋川二丁目５０番地の２８ 昭和54年9月8日

草津市西渋川二丁目７番５５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の４５ 昭和57年2月18日

草津市西渋川二丁目７番５５号 草津市西渋川二丁目５０番地の２５ 昭和57年9月8日

草津市西渋川二丁目７番５５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の４７ 昭和56年10月29日

草津市西渋川二丁目７番５６号 草津市西渋川二丁目５０番地の２２ 昭和53年7月22日

草津市西渋川二丁目７番５６号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３７ 昭和53年8月29日

草津市西渋川二丁目７番５６号 草津市西渋川二丁目５０番地の２０ 昭和54年3月29日

草津市西渋川二丁目７番５６号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３５ 昭和55年11月6日

草津市西渋川二丁目７番５６号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３６ 昭和62年1月10日

草津市西渋川二丁目７番５６号 草津市西渋川二丁目１２９番地３８ 平成26年8月21日

草津市西渋川二丁目７番５６号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３８ 昭和52年3月日不詳

草津市西渋川二丁目７番５９号 草津市西渋川二丁目５０番地の１９ 昭和53年8月8日

草津市西渋川二丁目７番５９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２９ 昭和53年8月28日

草津市西渋川二丁目７番５９号 草津市西渋川二丁目５０番地の１７ 昭和54年2月5日

草津市西渋川二丁目７番５９号 草津市西渋川二丁目５０番地の１８ 昭和54年3月6日

草津市西渋川二丁目７番５９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３ 昭和55年2月9日

草津市西渋川二丁目７番５９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３０ 昭和63年2月6日

草津市西渋川二丁目７番６１号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２１ 昭和53年11月9日

草津市西渋川二丁目７番６１号 草津市西渋川二丁目５０番地の１５ 昭和54年3月28日

草津市西渋川二丁目７番６１号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２２ 昭和55年3月29日

草津市西渋川二丁目７番６１号 草津市西渋川二丁目５０番地の１４ 昭和58年1月13日

草津市西渋川二丁目７番６１号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３ 昭和60年12月27日

草津市西渋川二丁目７番６１号 草津市西渋川二丁目５０番地１３ 平成25年12月16日

草津市西渋川二丁目７番６４号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３ 昭和53年3月18日

草津市西渋川二丁目７番６４号 草津市西渋川二丁目１２９番地の１２ 昭和53年3月27日

草津市西渋川二丁目７番６４号 草津市西渋川二丁目５０番地の８ 昭和54年3月31日

草津市西渋川二丁目７番６４号 草津市西渋川二丁目５０番地の９ 昭和57年4月22日

草津市西渋川二丁目７番６４号 草津市西渋川二丁目５０番地の１１ 昭和59年4月12日

草津市西渋川二丁目７番６４号 草津市西渋川二丁目５０番地９ 平成21年10月5日

草津市西渋川二丁目７番６４号 草津市西渋川二丁目５０番地１１ 平成26年2月27日

草津市西渋川二丁目７番６５号 草津市西渋川二丁目５０番地の７ 昭和53年5月9日

草津市西渋川二丁目７番６５号 草津市西渋川二丁目５０番地の６ 昭和54年9月5日

草津市西渋川二丁目７番６５号 草津市西渋川二丁目５０番地の５ 平成2年1月30日

草津市西渋川二丁目７番６５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３ 昭和60年11月15日

草津市西渋川二丁目８番２号 草津市西渋川二丁目３０８番地の１ 昭和60年4月16日

草津市西渋川二丁目８番３番３４－２号 草津市西渋川二丁目２４８番地６３ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１０号 草津市西渋川二丁目２４８番地７１ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１１号 草津市西渋川二丁目２４８番地７２ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１２号 草津市西渋川二丁目２４８番地７３ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１３号 草津市西渋川二丁目２４８番地７４ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１４号 草津市西渋川二丁目２４８番地７５ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１５号 草津市西渋川二丁目２４８番地７６ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１６号 草津市西渋川二丁目２４８番地７７ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１７号 草津市西渋川二丁目２４８番地７８ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１８号 草津市西渋川二丁目２４８番地７９他２筆 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１９号 草津市西渋川二丁目２５９番地６５ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－１号 草津市西渋川二丁目２２０番地２２他１筆 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－２０号 草津市西渋川二丁目２５９番地６６ 平成26年2月20日

草津市西渋川二丁目８番３４－２１号 草津市西渋川二丁目２５９番地６７ 平成26年2月20日

草津市西渋川二丁目８番３４－２２号 草津市西渋川二丁目２５９番地６８ 平成26年2月20日

草津市西渋川二丁目８番３４－２３号 草津市西渋川二丁目２５９番地６９ 平成26年2月20日

草津市西渋川二丁目８番３４－２４号 草津市西渋川二丁目２５９番地７０ 平成26年2月20日

草津市西渋川二丁目８番３４－２５号 草津市西渋川二丁目２５９番地の７１ 平成26年10月23日

草津市西渋川二丁目８番３４－２６号 草津市西渋川二丁目２５９番地７２ 平成26年10月3日

草津市西渋川二丁目８番３４－２号 草津市渋川二丁目２４８番地６３ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－３号 草津市西渋川二丁目２４８番地６４ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－４号 草津市西渋川二丁目２４８番地６５ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－５号 草津市西渋川二丁目２４８番地６６ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－６号 草津市西渋川二丁目２４８番地６７ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－７号 草津市西渋川二丁目２４８番地６８ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－８号 草津市西渋川二丁目２４８番地６９ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３４－９号 草津市西渋川二丁目２４８番地７０ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－１０号 草津市西渋川二丁目２５９番地４５ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－１１号 草津市西渋川二丁目２５９番地４９ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－１２号 草津市西渋川二丁目２５９番地５０ 平成26年7月1日
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草津市西渋川二丁目８番３５－１３号 草津市西渋川二丁目２５９番地５１ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－１４号 草津市西渋川二丁目２５９番地５２ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－１５号 草津市西渋川二丁目２５９番地５３ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－１６号 草津市西渋川二丁目２５９番地５４ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－１号 草津市西渋川二丁目２４８番地４７ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－２１号 草津市西渋川二丁目２５９番地５９ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－２２号 草津市西渋川二丁目２５９番地５８ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－２３号 草津市西渋川二丁目２５９番地５７ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－２４号 草津市西渋川二丁目２５９番地５６ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－２５号 草津市西渋川二丁目２５９番地５５ 平成26年7月1日

草津市西渋川二丁目８番３５－２６号 草津市西渋川二丁目２５９番地４８ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－２７号 草津市西渋川二丁目２５９番地４７ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－２８号 草津市西渋川二丁目２４８番地６１他２筆 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－２９号 草津市西渋川二丁目２４８番地６０ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－２号 草津市西渋川二丁目２４８番地４８ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－３０号 草津市西渋川二丁目２４８番地５９ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－３１号 草津市西渋川二丁目２４８番地５８ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－３２号 草津市西渋川二丁目２４８番地５７ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－３３号 草津市西渋川二丁目２４８番地５６ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－３４号 草津市西渋川二丁目２４８番地５５ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－３号 草津市西渋川二丁目２４８番地４９ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－４号 草津市西渋川二丁目２４８番地５０ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－５号 草津市西渋川二丁目２４８番地５１ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－６号 草津市西渋川二丁目２４８番地５２ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－７号 草津市西渋川二丁目２４８番地５３ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－８号 草津市西渋川二丁目２４８番地５４他２筆 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３５－９号 草津市西渋川二丁目２５９番地４４ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－１０号 草津市西渋川二丁目２５９番地２４他１筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－１１号 草津市西渋川二丁目２５９番地２５他１筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－１２号 草津市西渋川二丁目２５９番地２６他１筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－１３号 草津市西渋川二丁目２５９番地２７他１筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－１４号 草津市西渋川二丁目２５９番地２８他１筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－１６号 草津市西渋川二丁目２５９番地３０他１筆 平成27年10月30日

草津市西渋川二丁目８番３６－１９号 草津市西渋川二丁目２５９番地３３他 平成28年6月10日

草津市西渋川二丁目８番３６－１号 草津市西渋川二丁目２４８番地３２ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－２０号 草津市西渋川二丁目２６７番地１８ 平成28年6月10日

草津市西渋川二丁目８番３６－２６号 草津市西渋川二丁目２５９番地３７ 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－２８号 草津市西渋川二丁目２５９番地３５ 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－２９号 草津市西渋川二丁目２５９番地３４ 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－２号 草津市西渋川二丁目２４８番地３３ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３０号 草津市西渋川二丁目２４８番地４６他２筆 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３１号 草津市西渋川二丁目２４８番地４５ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３２号 草津市西渋川二丁目２４８番地４４ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３３号 草津市西渋川二丁目２４８番地４３ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３４号 草津市西渋川二丁目２４８番地４２ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３５号 草津市西渋川二丁目２４８番地４１ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３６号 草津市西渋川二丁目２４８番地４０ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－３号 草津市西渋川二丁目２４８番地３４ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－４号 草津市西渋川二丁目２４８番地３５ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－６号 草津市西渋川二丁目２４８番地３７ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－７号 草津市西渋川二丁目２４８番地３８ 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－８号 草津市西渋川二丁目２４８番地３９他４筆 平成25年10月24日

草津市西渋川二丁目８番３６－９号 草津市西渋川二丁目２５９番地２３他１筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３７－１０号 草津市西渋川二丁目２０９番地２３ 平成26年1月6日

草津市西渋川二丁目８番３７－１１号 草津市西渋川二丁目２０９番地２４ 平成25年10月28日

草津市西渋川二丁目８番３７－１２号 草津市西渋川二丁目２０９番地２５ 平成25年11月11日

草津市西渋川二丁目８番３７－１３号 草津市西渋川二丁目２０９番地２６ 平成25年10月31日

草津市西渋川二丁目８番３７－１４号 草津市西渋川二丁目２０９番地２７ 平成25年10月31日

草津市西渋川二丁目８番３７－１５号 草津市西渋川二丁目２０９番地２８ 平成25年10月28日

草津市西渋川二丁目８番３７－１６号 草津市西渋川二丁目２０９番地２９ 平成26年1月30日

草津市西渋川二丁目８番３７－１７号 草津市西渋川二丁目２０９番地３０ 平成26年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３７－１８号 草津市西渋川二丁目２０９番地３１他２筆 平成26年2月24日

草津市西渋川二丁目８番３７－１９号 草津市西渋川二丁目２００番地６８他２筆 平成26年1月17日

草津市西渋川二丁目８番３７－１号 草津市西渋川二丁目２２０番地２３ 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－２０号 草津市西渋川二丁目２００番地６９他 平成28年6月10日

草津市西渋川二丁目８番３７－２１号 草津市西渋川二丁目２５８番地２他 平成28年6月10日

草津市西渋川二丁目８番３７－２２号 草津市西渋川二丁目２５６番地１４他３筆 平成27年10月30日
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草津市西渋川二丁目８番３７－２３号 草津市西渋川二丁目２５６番地１３他２筆 平成27年10月30日

草津市西渋川二丁目８番３７－２４号 草津市西渋川二丁目２５６番地１２他２筆 平成27年10月30日

草津市西渋川二丁目８番３７－２５号 草津市西渋川二丁目２５６番地１１他２筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３７－２６号 草津市西渋川二丁目２５６番地１０他２筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３７－２７号 草津市西渋川二丁目２５６番地９他２筆 平成27年3月24日

草津市西渋川二丁目８番３７－２８号 草津市西渋川二丁目２０９番地４６他２筆 平成26年2月27日

草津市西渋川二丁目８番３７－２９号 草津市西渋川二丁目２５６番地７他２筆 平成25年12月20日

草津市西渋川二丁目８番３７－２号 草津市西渋川二丁目２２０番地２４ 平成25年12月20日

草津市西渋川二丁目８番３７－３０号 草津市西渋川二丁目２０９番地３３他６筆 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－３１号 草津市西渋川二丁目２４８番地３０他１筆 平成25年12月20日

草津市西渋川二丁目８番３７－３２号 草津市西渋川二丁目２２０番地３４他１筆 平成25年12月9日

草津市西渋川二丁目８番３７－３３号 草津市西渋川二丁目２２０番地３３他１筆 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－３４号 草津市西渋川二丁目２２０番地３２他１筆 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－３５号 草津市西渋川二丁目２２０番地３１他１筆 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－３６号 草津市西渋川二丁目２２０番地３０他１筆 平成25年11月14日

草津市西渋川二丁目８番３７－３号 草津市西渋川二丁目２２０番地２５ 平成25年12月24日

草津市西渋川二丁目８番３７－４号 草津市西渋川二丁目２２０番地２６ 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－５号 草津市西渋川二丁目２２０番地の２７ 平成25年12月20日

草津市西渋川二丁目８番３７－６号 草津市西渋川二丁目２２０番地２８ 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－７号 草津市西渋川二丁目２２０番地２９他２筆 平成26年3月6日

草津市西渋川二丁目８番３７－８号 草津市西渋川二丁目２０９番地２１ 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３７－９号 草津市西渋川二丁目２０９番地２２ 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３８－１号 草津市西渋川二丁目２２０番地１５ 平成26年1月15日

草津市西渋川二丁目８番３８－２号 草津市西渋川二丁目２２０番地１６ 平成26年5月26日

草津市西渋川二丁目８番３８－３号 草津市西渋川二丁目２２０番地１７ 平成26年9月1日

草津市西渋川二丁目８番３８－４号 草津市西渋川二丁目２２０番地１８ 平成26年6月27日

草津市西渋川二丁目８番３８－５号 草津市西渋川二丁目２２０番地１９ 平成26年6月27日

草津市西渋川二丁目８番３８－６号 草津市西渋川二丁目２２０番地２０ 平成25年12月20日

草津市西渋川二丁目８番３９－１０号 草津市西渋川二丁目２０９番地１８他２筆 平成26年9月22日

草津市西渋川二丁目８番３９－１１号 草津市西渋川二丁目２００番地５２他２筆 平成25年11月19日

草津市西渋川二丁目８番３９－１２号 草津市西渋川二丁目２００番地５３ 平成25年12月16日

草津市西渋川二丁目８番３９－１３号 草津市西渋川二丁目２００番地５１ 平成26年9月22日

草津市西渋川二丁目８番３９－１４号 草津市西渋川二丁目２００番地４９、５０ 平成26年1月17日

草津市西渋川二丁目８番３９－１６号 草津市西渋川二丁目２００番地４８ 平成26年4月14日

草津市西渋川二丁目８番３９－１７号 草津市西渋川二丁目２００番地４７ 平成26年4月14日

草津市西渋川二丁目８番３９－１８号 草津市西渋川二丁目２００番地５の一部 平成26年12月8日

草津市西渋川二丁目８番３９－１９号 草津市西渋川二丁目２００番地１８ 平成26年5月20日

草津市西渋川二丁目８番３９－１号 草津市西渋川二丁目２０９番地９ 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３９－２０号 草津市西渋川二丁目２００番地１９ 平成26年9月11日

草津市西渋川二丁目８番３９－２１号 草津市西渋川二丁目２００番地２０ 平成26年9月25日

草津市西渋川二丁目８番３９－２２号 草津市西渋川二丁目２００番地２１ 平成26年1月30日

草津市西渋川二丁目８番３９－２３号 草津市西渋川二丁目２００番地３４ 平成26年11月7日

草津市西渋川二丁目８番３９－２４号 草津市西渋川二丁目２００番地３３ 平成25年10月25日

草津市西渋川二丁目８番３９－２５号 草津市西渋川二丁目２００番地３２ 平成25年10月25日

草津市西渋川二丁目８番３９－２６号 草津市西渋川二丁目２００番地３１ 平成25年11月20日

草津市西渋川二丁目８番３９－２７号 草津市西渋川二丁目２００番地４０ 平成26年9月22日

草津市西渋川二丁目８番３９－２８号 草津市西渋川二丁目２００番地４１ 平成25年12月19日

草津市西渋川二丁目８番３９－２９号 草津市西渋川二丁目２００番地４２ 平成25年11月25日

草津市西渋川二丁目８番３９－２号 草津市西渋川二丁目２０９番地１０ 平成25年12月12日

草津市西渋川二丁目８番３９－３０号 草津市西渋川二丁目２００番地５６ 平成26年8月29日

草津市西渋川二丁目８番３９－３１号 草津市西渋川二丁目２００番地５５ 平成26年1月14日

草津市西渋川二丁目８番３９－３２号 草津市西渋川二丁目２００番地５４ 平成26年1月17日

草津市西渋川二丁目８番３９－３３号 草津市西渋川二丁目２００番地６３ 平成26年12月11日

草津市西渋川二丁目８番３９－３４号 草津市西渋川二丁目２００番地６４ 平成25年11月11日

草津市西渋川二丁目８番３９－３５号 草津市西渋川二丁目２００番地６５ 平成26年1月20日

草津市西渋川二丁目８番３９－３６号 草津市西渋川二丁目２００番地６６ 平成28年6月10日

草津市西渋川二丁目８番３９－３７号 草津市西渋川二丁目２００番地６７ 平成28年6月10日

草津市西渋川二丁目８番３９－３９号 草津市西渋川二丁目２５９番地１９他２筆 平成26年11月14日

草津市西渋川二丁目８番３９－３号 草津市西渋川二丁目２０９番地１１ 平成26年5月23日

草津市西渋川二丁目８番３９－４号 草津市西渋川二丁目２０９番地１２ 平成26年2月6日

草津市西渋川二丁目８番３９－５号 草津市西渋川二丁目２０９番地１３ 平成25年11月11日

草津市西渋川二丁目８番３９－６号 草津市西渋川二丁目２０９番地１４ 平成26年1月30日

草津市西渋川二丁目８番３９－７号 草津市西渋川二丁目２０９番地１５ 平成25年10月31日

草津市西渋川二丁目８番３９－８号 草津市西渋川二丁目２０９番地１６ 平成26年5月19日

草津市西渋川二丁目８番３９－９号 草津市西渋川二丁目２０９番地１７ 平成25年10月21日

草津市西渋川二丁目８番５５号 草津市西渋川二丁目１４７番地の１ 平成13年12月12日

草津市西渋川二丁目８番６５号 草津市西渋川二丁目１１９番地 昭和54年4月19日
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草津市西渋川二丁目９番１号 草津市西渋川二丁目２４７番地の１０ 平成11年5月19日

草津市西渋川二丁目９番２号 草津市西渋川二丁目２４７番地の１ 平成16年3月18日

草津市西渋川二丁目９番３号 草津市西渋川二丁目２４７番地の８ 平成6年6月22日

草津市西渋川二丁目９番４号 草津市西渋川二丁目２４７番地の７ 平成6年6月22日

草津市西渋川二丁目９番３８号 草津市西渋川二丁目２３０番地の２ 平成18年7月21日

草津市西渋川二丁目９番４７－１号 草津市西渋川二丁目２４０番地１４ 平成26年4月24日

草津市西渋川二丁目９番４７－２号 草津市西渋川二丁目２４０番地１７ 平成26年3月7日

草津市西渋川二丁目９番４７－３号 草津市西渋川二丁目２４０番地１６ 平成27年1月8日

草津市西渋川二丁目９番４７－４号 草津市西渋川二丁目２４０番地１３ 平成27年5月25日

草津市西渋川二丁目９番４７－５号 草津市西渋川二丁目２４０番地１２ 平成26年11月19日

草津市西渋川二丁目９番４７－６号 草津市西渋川二丁目２４０番地１５ 平成25年12月9日

草津市西渋川二丁目９番４７－７号 草津市西渋川二丁目２４０番地９ 平成26年3月5日

草津市西渋川二丁目９番４７－８号 草津市西渋川二丁目２４０番地１０ 平成28年1月8日

草津市西渋川二丁目９番４７－９号 草津市西渋川二丁目２４０番地１１ 平成25年12月5日

草津市西渋川二丁目９番４８－１０号 草津市西渋川二丁目２４０番地２０ 平成26年4月24日

草津市西渋川二丁目９番４８－１１号 草津市西渋川二丁目２３０番地３ 平成28年5月31日

草津市西渋川二丁目９番４８－１号 草津市西渋川二丁目２４０番地２８ 平成25年12月26日

草津市西渋川二丁目９番４８－２号 草津市西渋川二丁目２４０番地２７ 平成27年7月9日

草津市西渋川二丁目９番４８－３号 草津市西渋川二丁目２４０番地２６ 平成27年12月7日

草津市西渋川二丁目９番４８－５号 草津市西渋川二丁目２４０番地２５ 平成27年2月24日

草津市西渋川二丁目９番４８－６号 草津市西渋川二丁目２４０番地２４ 平成26年4月24日

草津市西渋川二丁目９番４８－７号 草津市西渋川二丁目２４０番地２３ 平成27年8月31日

草津市西渋川二丁目９番４８－８号 草津市西渋川二丁目２４０番地２２ 平成26年11月5日

草津市西渋川二丁目９番４８－９号 草津市西渋川二丁目２４０番地２１ 平成26年3月7日

草津市西渋川二丁目９番５０号 草津市西渋川二丁目２４７番地の９ 平成11年2月26日

草津市西渋川二丁目１０番２０号 草津市西渋川二丁目１４３番地の６ 平成5年1月12日 グリンベル西渋川

草津市西渋川二丁目１０番２２－１号 草津市西渋川二丁目１４３番地の１７ 平成12年11月10日

草津市西渋川二丁目１０番２２－２号 草津市西渋川二丁目１４３番地の１６ 平成12年11月10日

草津市西渋川二丁目１０番２２－３号 草津市西渋川二丁目１４３番地の１５ 平成12年11月10日

草津市西渋川二丁目１０番２２－５号 草津市西渋川二丁目１４３番地の１２ 平成12年11月10日

草津市西渋川二丁目１０番２２－６号 草津市西渋川二丁目１４３番地の１１ 平成12年11月10日

草津市西渋川二丁目１０番２４号 草津市西渋川二丁目１４３番地１８他一筆 平成27年4月10日 ＮＳ８８

草津市西渋川二丁目１０番２５－１号 草津市西渋川二丁目１４３番地の２４ 平成14年3月7日

草津市西渋川二丁目１０番２５－２号 草津市西渋川二丁目１４３番地の２３ 平成13年11月9日

草津市西渋川二丁目１０番２５－３号 草津市西渋川二丁目１４３番地の２２ 平成12年12月6日

草津市西渋川二丁目１０番２９号 草津市西渋川二丁目１４３番地の２ 平成6年1月20日 西田ハイツ

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の１１ 昭和53年2月27日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の８ 昭和53年5月27日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１３７番地の１１ 昭和53年8月22日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の７ 昭和53年9月23日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１３７番地の１２ 昭和54年3月14日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１３７番地の１０ 昭和55年1月4日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１３７番地の６ 昭和55年3月3日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１２９番地１０ 平成26年1月28日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の１０ 昭和53年10月27日

草津市西渋川二丁目１１番２５号 草津市西渋川二丁目１２９番地の６ 昭和55年10月29日

草津市西渋川二丁目１１番２９－２号 草津市西渋川二丁目１２９番地の１５ 平成18年1月10日

草津市西渋川二丁目１１番２９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の１９ 昭和53年4月3日

草津市西渋川二丁目１１番２９号 草津市西渋川二丁目１３７番地の８ 昭和53年8月14日

草津市西渋川二丁目１１番２９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の８ 昭和54年3月8日

草津市西渋川二丁目１１番２９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２０ 昭和63年10月4日

草津市西渋川二丁目１１番２９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の７ 平成6年4月11日

草津市西渋川二丁目１１番２９号 草津市西渋川二丁目１２９番地の１６ 平成8年6月18日

草津市西渋川二丁目１１番２９号 草津市西渋川二丁目１３７番地の９ 昭和56年11月10日

草津市西渋川二丁目１１番３０号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２７ 昭和53年9月18日

草津市西渋川二丁目１１番３０号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２５ 昭和53年12月1日

草津市西渋川二丁目１１番３０号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２８ 昭和54年2月2日

草津市西渋川二丁目１１番３０号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２４ 昭和54年7月30日

草津市西渋川二丁目１１番３０号 草津市西渋川二丁目１２９番地の２６ 昭和56年8月29日

草津市西渋川二丁目１１番３０号 草津市西渋川二丁目１３７番地の１８ 平成6年5月23日

草津市西渋川二丁目１１番３０号 草津市西渋川二丁目１２９番地２６ 平成26年2月17日

草津市西渋川二丁目１１番３１号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３２ 平成11年11月1日

草津市西渋川二丁目１１番３２号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３４ 昭和53年10月24日

草津市西渋川二丁目１１番３２号 草津市西渋川二丁目１２９番地の３３ 昭和53年10月日不詳

草津市西渋川二丁目１１番３３号 草津市西渋川二丁目１２９番地の４１ 昭和54年3月17日

草津市西渋川二丁目１１番３３号 草津市西渋川二丁目１２９番地の４３ 昭和56年7月25日

草津市西渋川二丁目１１番３４号 草津市西渋川二丁目１２９番地の４０ 平成12年1月12日
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草津市西渋川二丁目１１番５６号 草津市西渋川二丁目１３９番地 平成5年9月29日 レックスアルティ草津

草津市西渋川二丁目１２番１５号 草津市西渋川二丁目２３９番地の１９ 昭和58年11月9日

草津市西渋川二丁目１２番１５号 草津市西渋川二丁目３６番地 昭和61年3月8日 ハイツ　エフライム

草津市西渋川二丁目１２番１５号
草津市西渋川二丁目２３９番地の１１、－１
５、－２０

平成20年9月18日

草津市西渋川二丁目１２番１５号 草津市西渋川二丁目２３９番地 昭和51年12月27日

草津市西渋川二丁目１２番１６号
草津市西渋川二丁目２３９番地１０、２４０
番地１

平成30年8月6日 ローズマリーコート

草津市西渋川二丁目１２番１９号 草津市西渋川二丁目２３３番地の８ 昭和50年4月1日

草津市西渋川二丁目１２番１９号 草津市西渋川二丁目２３８番地の４ 昭和59年7月2日

草津市西渋川二丁目１２番１９号 草津市西渋川二丁目２３８番地の１１ 平成4年11月13日

草津市西渋川二丁目１２番１９号 草津市西渋川二丁目２３５番地の２ 平成7年11月7日

草津市西渋川二丁目１２番１９号 草津市西渋川二丁目２３５番地の１２ 平成8年2月23日

草津市西渋川二丁目１２番２２号 草津市西渋川二丁目２３６番地 昭和56年2月13日

草津市西渋川二丁目１２番３２号 草津市西渋川二丁目２３５番地の１４ 平成8年2月23日

草津市西渋川二丁目１２番３４号 草津市西渋川二丁目２３５番地の１６ 平成8年3月21日

草津市西渋川二丁目１２番３５号 草津市西渋川二丁目２３５番地の１５ 平成8年3月21日

草津市西渋川二丁目１２番３８号 草津市西渋川二丁目１６番地 昭和58年12月2日

草津市西渋川二丁目１２番３８号 草津市西渋川二丁目２３２番地の１ 昭和59年2月27日

草津市西渋川二丁目１２番３８号 草津市西渋川二丁目２３２番地の７ 昭和58年10月11日

草津市西渋川二丁目１２番４０号 草津市西渋川二丁目２４０番地の１ 昭和59年2月2日 ハイツ中村

草津市西渋川二丁目１２番４９号 草津市西渋川二丁目２４５番地の１ 昭和40年1月18日

草津市西渋川二丁目１２番４９号 草津市西渋川二丁目２４５番地の２ 昭和54年9月1日

草津市西渋川二丁目１２番４９号 草津市西渋川二丁目２４５番地の４ 昭和56年9月29日

草津市西渋川二丁目１２番４９号 草津市西渋川二丁目２４５番地の３ 平成1年8月22日

草津市若竹町１番２号 草津市若竹町２９６番地の５ 平成11年3月15日

草津市若竹町１番３号 草津市若竹町２９５番地１ 平成25年8月20日 ＬＡＰＩＳＣＯＵＲＴ草津駅前

草津市若竹町１番１０号 草津市若竹町２８９番地 昭和45年10月日不詳

草津市若竹町１番１０号 草津市若竹町２８８番地 昭和57年12月16日

草津市若竹町１番１３号 草津市若竹町２８６番地の２ 昭和51年8月2日

草津市若竹町１番１８号 草津市若竹町２８６番地の１ 昭和51年8月2日 吉岡マンション

草津市若竹町１番２３号 草津市若竹町２８７番地の４ 平成20年4月28日

草津市若竹町１番３０号 草津市若竹町２９１番地の２ 平成18年4月25日

草津市若竹町１番３１号 草津市若竹町２９２番地の３ 昭和58年7月26日

草津市若竹町１番３２号 草津市若竹町２９２番地の１ 昭和44年11月日不詳

草津市若竹町１番３４号 草津市若竹町２９３番地 昭和43年11月日不詳

草津市若竹町１番３８号
草津市若竹町２９３番地の１・２９７番地の
３

平成13年6月29日 ロイヤルアーク草津

草津市若竹町１番４０号
草津市若竹町２９４番地の１、３、４・２９
７番地の８

平成13年10月24日

草津市若竹町１番４６号 草津市若竹町２９６番地３ 平成6年10月4日 ライフコート草津

草津市若竹町２番３号 草津市若竹町２８２番地の１ 昭和52年7月19日

草津市若竹町２番７号 草津市若竹町２７９番地の１ 平成5年7月6日 エステート・ミナミ

草津市若竹町２番８号 草津市若竹町２７６番地の２ 昭和53年9月2日

草津市若竹町２番２１号 草津市若竹町２７５番地の１ 昭和55年3月27日 コーポ前田

草津市若竹町２番２２－１号 草津市若竹町２７５番地の３ 平成11年5月28日

草津市若竹町２番２２－２号 草津市若竹町２７５番地の４ 平成11年3月15日

草津市若竹町２番２３号 草津市若竹町２８０番地の１ 昭和50年4月28日

草津市若竹町２番２３号 草津市若竹町２７６番地の３ 昭和54年6月8日

草津市若竹町２番２３号 草津市若竹町２７６番地の３ 昭和61年2月14日 ベアハイツ

草津市若竹町２番２４号 草津市若竹町２８０番地１ 平成24年1月10日

草津市若竹町２番２７号 草津市若竹町２３８番地の１ 昭和47年5月日不詳 西田マンション

草津市若竹町２番３２号 草津市若竹町２８３番地 昭和59年10月3日

草津市若竹町２番３３号 草津市若竹町２８４番地の１５ 昭和60年1月14日

草津市若竹町２番３５号 草津市若竹町２８３番地の２ 平成19年9月25日

草津市若竹町３番２号 草津市若竹町２６９番地の１ 平成7年1月10日 ユニハイム草津

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の３３ 昭和46年9月2日

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の２１ 昭和47年3月27日

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の３６ 昭和51年7月23日

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の４２ 昭和43年11月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の２９ 昭和43年12月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の３２ 昭和43年5月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地 昭和44年10月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の４４ 昭和44年3月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６５番地の２ 昭和44年4月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町データ無又は無番地 昭和45年11月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２２８番地 昭和45年6月日不詳

草津市若竹町３番５号 草津市若竹町２６４番地の２７ 昭和46年11月15日
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草津市若竹町３番７号 草津市若竹町２６４番地の１０ 昭和44年1月日不詳

草津市若竹町３番７号 草津市若竹町２６４番地 昭和45年10月日不詳

草津市若竹町３番７号 草津市若竹町２６４番地１６ 平成27年10月20日

草津市若竹町３番１２号 草津市若竹町２６２番地の１ 昭和57年3月1日 大村ハイツ

草津市若竹町３番１３号 草津市若竹町２６２番地の１ 昭和57年3月1日 大村ハイツ

草津市若竹町３番１４号 草津市若竹町２６２番地の１ 昭和60年1月21日 大村ハイツ　Ｃ棟

草津市若竹町３番１４号 草津市若竹町２６３番地の１ 昭和55年10月27日 コーポ　ナカハラ

草津市若竹町３番２２号 草津市若竹町２６２番地５、２６３番 平成23年5月27日

草津市若竹町４番３号 草津市若竹町２６１番地 昭和53年12月27日 コーポ若竹

草津市若竹町４番１２号 草津市若竹町２５２番地の２５ 昭和58年6月7日

草津市若竹町４番１６号 草津市若竹町２５１番地の１ 昭和55年4月12日

草津市若竹町４番１７号 草津市若竹町２５１番地の１ 昭和55年4月12日

草津市若竹町４番１９号 草津市若竹町２４９番地１ 平成30年11月5日 Ｔ　ｍａｉｓｏｎ　妙田

草津市若竹町４番２１号 草津市若竹町２４８番地の５ 昭和55年2月1日

草津市若竹町４番２１号 草津市若竹町２４２番地の５ 昭和43年4月日不詳

草津市若竹町４番２１号 草津市若竹町２４７番地 昭和54年10月19日 エクセルハイツ

草津市若竹町４番２２号 草津市若竹町２４８番地５ 平成23年1月18日

草津市若竹町４番２８号 草津市若竹町２６０番地の１ 昭和60年8月19日 プリンスハイツ

草津市若竹町５番５号 草津市若竹町２４２番地の９ 昭和60年9月17日

草津市若竹町５番６号 草津市若竹町２４２番地の１１ 昭和54年9月10日

草津市若竹町５番６号 草津市若竹町２４２番地の１２ 昭和55年12月1日

草津市若竹町５番６号 草津市若竹町２４２番地の９ 昭和55年11月10日

草津市若竹町５番７号 草津市若竹町２４０番地 昭和51年4月13日

草津市若竹町５番８号 草津市若竹町２４２番地の３ 平成18年10月30日

草津市若竹町５番１０号 草津市若竹町２４２番地の３ 昭和46年4月1日

草津市若竹町５番１０号 草津市若竹町２４２番地の３ 平成2年4月9日 マイネブルク

草津市若竹町５番３０－８号
草津市若竹町２３９番地１６、２３９番地１
７

平成30年10月10日

草津市若竹町５番３０号 草津市若竹町２３９番地の２ 昭和46年7月15日

草津市若竹町５番３０号 草津市若竹町２３９番地の１１ 昭和57年4月13日

草津市若竹町５番３０号 草津市若竹町２３９番地の２１ 平成17年11月16日

草津市若竹町６番１号 草津市若竹町２２７番地 昭和44年11月日不詳

草津市若竹町６番１号 草津市若竹町２２７番地の１９ 昭和44年9月日不詳

草津市若竹町６番５号
草津市若竹町２２７番地３４、２２７番地３
５

令和2年12月28日

草津市若竹町６番５号 草津市若竹町２２７番地の１７ 昭和45年8月日不詳

草津市若竹町６番６号 草津市若竹町２２７番地３２ 平成27年8月10日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地３２ 平成30年8月3日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３７番地の１１ 昭和46年3月31日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３３番地の１ 昭和46年5月26日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３７番地の５ 昭和46年6月5日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３７番地の１７ 昭和53年1月10日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地の６ 昭和56年4月18日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地の４ 昭和58年8月13日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２２６番地 昭和62年8月6日 若竹グランドハイツ

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地の２３ 平成4年2月27日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地１５ 平成25年4月17日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３３番地３ 平成26年9月12日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３３番地４ 平成27年9月15日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２２７番地３２ 平成27年12月2日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３３番地２ 平成28年4月14日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２２７番地の８ 昭和44年8月日不詳

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町データ無又は無番地 昭和45年10月日不詳

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町９３４番地 昭和46年11月29日

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地の２９ 昭和47年4月日不詳

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地の２２ 昭和47年7月日不詳

草津市若竹町６番７号 草津市若竹町２３４番地 昭和51年10月25日

草津市若竹町６番８号 草津市若竹町２２７番地の３０ 昭和57年11月1日

草津市若竹町６番８号 草津市若竹町２２７番地の１０ 昭和45年4月日不詳

草津市若竹町６番９号 草津市若竹町２２７番地の３１ 昭和57年11月1日

草津市若竹町６番１０号 草津市若竹町２３８番２０ 令和元年6月14日

草津市若竹町６番１０号 草津市若竹町２３７番地の１８ 昭和46年6月22日

草津市若竹町６番１０号 草津市若竹町２３８番地の１６ 昭和52年11月8日

草津市若竹町６番１０号 草津市若竹町２３８番地の２０ 昭和44年11月日不詳

草津市若竹町６番１０号 草津市若竹町データ無又は無番地 昭和45年8月日不詳

草津市若竹町６番１０号 草津市若竹町２３４番地の１１ 昭和47年4月日不詳

草津市若竹町７番１０号 草津市若竹町２２０番地の１ 昭和63年2月17日
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草津市若竹町７番１８号 草津市若竹町２２０番地の４ 昭和42年1月日不詳

草津市若竹町７番４３号 草津市若竹町２２０番地の１６ 昭和55年8月20日

草津市若竹町７番４３号 草津市若竹町２２０番地の１５ 昭和63年3月30日

草津市若竹町７番４３号 草津市若竹町２２０番地の８ 平成15年10月7日

草津市若竹町７番４３号 草津市若竹町２２０番地の９ 昭和42年6月日不詳

草津市若竹町７番４３号 草津市若竹町２２０番地の１１ 昭和47年5月日不詳 正田マンション

草津市若竹町８番６号 草津市若竹町２１０番地 昭和52年7月20日

草津市若竹町８番８号 草津市若竹町２１２番地の１ 平成4年3月5日 ヴィラ・フルーレ

草津市若竹町８番９号 草津市若竹町２１２番地の１ 昭和44年6月日不詳

草津市若竹町８番１０号 草津市若竹町２１３番地の１ 昭和50年7月24日

草津市若竹町８番２３号 草津市若竹町２０９番地の２１ 平成18年8月21日

草津市若竹町８番２４号 草津市若竹町２０９番地の２２ 平成19年2月20日

草津市若竹町８番２５号 草津市若竹町２０９番地の２３ 平成18年11月17日

草津市若竹町８番３０号 草津市若竹町２０６番地１ 令和2年7月15日

草津市若竹町８番３１号 草津市若竹町１７３番地４ 令和2年7月15日

草津市若竹町８番３８号 草津市若竹町２０６番地の２ 昭和53年4月28日

草津市若竹町８番４１号 草津市若竹町２０５番地の１ 平成13年2月26日

草津市若竹町８番４３号 草津市若竹町２０５番地３の一部 平成23年3月23日

草津市若竹町８番４４号 草津市若竹町２０５番地３他一筆 平成26年12月8日 （仮称）プレサンスロジェ草津市若竹町

草津市若竹町８番４５号 草津市若竹町２０５番地の７他 平成7年12月14日

草津市若竹町８番４７号 草津市若竹町２０９番地の５ 平成19年3月12日

草津市若竹町８番４８号 草津市若竹町２０９番地の６ 平成19年3月12日

草津市若竹町８番４９号 草津市若竹町２０９番地の７ 平成17年12月13日

草津市若竹町８番５０号 草津市若竹町２０９番地の８ 平成19年2月13日

草津市若竹町８番５１号 草津市若竹町２０９番地の１０ 平成18年8月21日

草津市若竹町８番５３号 草津市若竹町２０９番地の１１ 平成18年2月6日

草津市若竹町８番５４号 草津市若竹町２０９番地の１２ 平成18年9月27日

草津市若竹町８番５６号 草津市若竹町２０９番地の１５ 平成18年7月3日

草津市若竹町８番５７号 草津市若竹町２０９番地の１６ 平成18年2月6日

草津市若竹町８番５８号 草津市若竹町２０９番地の１７ 平成17年12月8日

草津市若竹町８番５９号 草津市若竹町２０９番地の１８ 平成18年1月6日

草津市若竹町８番６２号 草津市若竹町２０９番地の２４ 平成18年8月10日

草津市若竹町８番６３号 草津市若竹町２０９番地の２５ 平成18年2月1日

草津市若竹町８番６４号 草津市若竹町２０９番地の２６ 平成19年7月5日

草津市若竹町８番６８号 草津市若竹町２０９番地の２０ 平成18年2月6日

草津市若竹９番８－５号
草津市若竹１６９番地１３　１６９番地１２
の一部

令和元年12月23日

草津市若竹町９番８－１号 草津市若竹町１６９番地の１ 平成19年7月3日

草津市若竹町９番８－２号 草津市若竹町１６９番地の３ 平成19年7月3日

草津市若竹町９番８－３号 草津市若竹町１６９番地の５ 平成19年9月18日

草津市若竹町９番８－４号 草津市若竹町１６９番地の６ 平成19年5月29日

草津市若竹町９番１０号 草津市若竹町１６７番地の３ 昭和58年8月26日

草津市若竹町９番２８号 草津市若竹町１６８番地の２ 平成8年7月22日

草津市若竹町９番２９号 草津市若竹町１６８番地の２ 平成9年1月17日

草津市若竹町９番３３号 草津市若竹町１７２番地 平成3年12月24日 フレマリール　若竹

草津市若竹町９番３７号 草津市若竹町１７４番地の１，－４ 平成20年8月7日

草津市若竹町９番４０号 草津市若竹町１７３番地の２ 昭和53年9月7日

草津市若竹町１０番６号 草津市若竹町１５９番地の１ 昭和60年1月8日

草津市若竹町１０番７号 草津市若竹町１５９番地の１ 昭和60年2月4日

草津市若竹町１０番１２号 草津市若竹町１６４番地 昭和43年4月日不詳

草津市若竹町１０番１３号 草津市若竹町１６４番地 昭和43年4月日不詳

草津市若竹町１０番１４号 草津市若竹町１４６番地 昭和43年8月日不詳

草津市若竹町１０番１５号 草津市若竹町１６４番地の６ 昭和43年11月日不詳

草津市若竹町１０番１８号 草津市若竹町１６４番地の８ 昭和50年12月4日

草津市若竹町１０番２０号 草津市若竹町１６３番地の１ 昭和57年7月13日

草津市若竹町１０番２５号 草津市若竹町１６１番地の１ 昭和60年1月21日 山本ハイツ

草津市若竹町１０番２６号 草津市若竹町１６１番地の１ 平成16年9月28日 サニーフラット

草津市若竹町１０番２７号 草津市若竹町１５９番地の３ 昭和53年10月2日

草津市若竹町１０番２７号 草津市若竹町１５９番地３ 平成27年4月27日

草津市若竹町１０番３３号 草津市若竹町１５５番地１ 平成24年4月18日

草津市若竹町１０番３４号 草津市若竹町１５５番地の１ 平成9年6月17日

草津市若竹町１０番３８号 草津市若竹町１５３番地の３ 昭和56年3月20日

草津市若竹町１０番３９号 草津市大路二丁目１５３番地３ 令和元年8月14日

草津市野路一丁目２番１０号 草津市野路一丁目１０番地１ 平成24年4月27日

草津市野路一丁目６番２１号 草津市野路一丁目１３番地７、１３番地８ 平成21年10月6日

草津市野路一丁目９番１３号 草津市野路一丁目７番地３他一筆 平成27年1月19日

草津市野路一丁目１１番２号 草津市野路一丁目２番地４，２番地５ 平成26年1月30日 エンゼルプラザＥａｓｔⅢ
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草津市野路一丁目１２番１６号 草津市野路一丁目３番地４ 令和元年8月29日

草津市野路一丁目１４番３６－１号 草津市野路一丁目１６番地３ 平成23年8月11日

草津市野路一丁目１７番９号 草津市野路一丁目４番地１２ 平成25年9月26日 プレサンス　ロジェ　南草津

草津市野路一丁目１７番１２号 草津市野路一丁目４番地１６ 平成25年9月4日 ユニハイム南草津

草津市野路一丁目１７番２７号 草津市野路一丁目４番地４他２筆 平成21年10月9日

草津市野路一丁目１７番３０号 草津市野路一丁目４番地７ 令和2年11月6日 ファインレジデンス南草津

草津市野路二丁目３番４号 草津市野路二丁目１０８４番地１２、１４ 平成27年9月17日

草津市野路二丁目３番６号 草津市野路二丁目１０８４番地１１ 平成30年12月5日

草津市野路二丁目４番３号 草津市野路二丁目１０７０番地５　他４筆 平成30年12月18日

草津市野路二丁目６番８号 草津市野路二丁目１０８３番地２３ 平成21年1月9日

草津市野路二丁目７番２号 草津市野路二丁目１０８５番地２５ 平成24年10月22日

草津市野路二丁目７番５号 草津市野路二丁目１０８５番地１ 平成21年1月15日

草津市野路二丁目９番４号
草津市野路二丁目８９７番地８４、８９７番
地８５

令和2年12月22日

草津市野路二丁目９番１８号 草津市野路二丁目８９７番地７８ 平成25年10月24日

草津市野路二丁目９番２２号 草津市野路二丁目８９７番地８１ 令和2年1月9日

草津市野路二丁目１０番５号
草津市野路二丁目８９７番地９３、８９７番
地９２

平成28年4月26日

草津市野路二丁目１０番１８号 草津市野路二丁目８９７番地６４ 令和元年10月31日

草津市野路二丁目１４番１号 草津市野路二丁目８７３番地３３ 平成24年8月29日

草津市野路二丁目１４番８号
草津市野路二丁目８７３番地２６、８７３番
地２７

平成30年2月22日

草津市野路二丁目１８番１６号 草津市野路二丁目８９２番地９ 平成31年3月25日

草津市野路二丁目１８番１８号
草津市野路二丁目８９２番地８、１０８６番
地３８

平成26年3月7日

草津市野路二丁目２４番３号 草津市野路二丁目１９２番地８ 平成26年3月7日

草津市野路四丁目１番７号 草津市野路四丁目１１００番地１ 平成26年6月12日

草津市野路四丁目３番１２－９号
草津市野路四丁目１１２３番地１５、１１２
３番地１７

令和元年11月19日

草津市野路四丁目３番１８号
草津市野路四丁目１１１６番地、１１５４番
地３

平成23年2月17日

草津市野路四丁目３番１９号 草津市野路四丁目１１１６番地８ 平成23年2月17日

草津市野路四丁目３番２０号 草津市野路四丁目１１１６番地７ 平成22年10月15日

草津市野路四丁目３番２７号
草津市野路町四丁目１１１５番地１の一部、
１１１７番地１の一部

令和元年8月29日 ロベリアNAKANO

草津市野路四丁目３番３１－５号 草津市野路四丁目１１１７番地７ 平成30年4月6日

草津市野路四丁目３番３１－７号 草津市野路四丁目１１１６番地２２ 令和2年12月22日

草津市野路四丁目３番３１－８号 草津市野路四丁目１１１６番地２１ 令和2年12月4日

草津市野路四丁目３番３１－２号 草津市野路四丁目１１１７番地６ 平成30年4月6日

草津市野路四丁目３番３２－５号 草津市野路四丁目１１１７番地２１ 令和元年12月9日

草津市野路四丁目３番３２－６号 草津市野路四丁目１１２３番地１２ 平成31年2月19日

草津市野路四丁目３番３２－７号 草津市野路四丁目１１２３番地１３ 令和元年7月26日

草津市野路四丁目３番３２－８号 草津市野路四丁目１１２３番地１４ 令和元年7月17日

草津市野路四丁目３番３５－１号 草津市野路四丁目１１４０番地２０ 令和元年6月12日

草津市野路四丁目３番３５－３号
草津市野路四丁目１１４０番地８、１２、１
３、１６、１７、

令和2年2月21日

草津市野路四丁目４番１号
草津市野路四丁目１１５１番地、１１５１番
地４

令和元年11月19日

草津市野路四丁目４番１１号 草津市野路町１１５１番地の一部 平成21年3月25日

草津市野路四丁目４番１３号 草津市野路四丁目１１５２番地他３筆 平成21年1月13日 エンゼルプラザ　ＷＥＳＴ　Ⅰ

草津市野路四丁目４番２３号 草津市野路四丁目１１１６番地１２ 令和2年12月25日

草津市野路四丁目４番２４号 草津市野路四丁目１１１６番地１ 令和2年12月25日

草津市野路四丁目８番５８－１号 草津市野路四丁目１１２４番地１６ 令和2年5月14日

草津市野路四丁目８番６０号 草津市野路四丁目１１２４番地１４ 令和2年4月6日

草津市野路四丁目８番６１号 草津市野路四丁目１１２４番地２ 令和2年3月9日 ミランダ玉水２

草津市野路四丁目９番８号 草津市野路四丁目１１２８番地１、他２筆 平成22年2月16日 レオネクスト　玉水

草津市野路四丁目１０番１２号 草津市野路四丁目１３６８番地１５ 令和2年11月17日 ＧＫ広野

草津市野路四丁目１０番１３号 草津市野路町１３６８番地１５、 平成22年2月18日 フォロ・マローネＧ．Ｋ

草津市野路四丁目１２番２０号 草津市野路四丁目１３７７番地１ 平成24年4月27日

草津市野路五丁目２番１４号 草津市野路五丁目１５３０番地２他１筆 平成25年1月18日 ベルメゾンＦⅡ

草津市野路五丁目４番２５号
草津市野路五丁目１５０７番地、１５０８番
地

平成30年10月17日

草津市野路五丁目７番１４号 草津市野路五丁目１０３６番地５他１筆 平成24年11月13日

草津市野路五丁目７番１５号 草津市野路五丁目１０３４番地１ 平成30年11月29日

草津市野路五丁目１１番７号
草津市野路５丁目１４７８番地の一部、１４
７７番地の一部、１４７７番地１の一部

令和元年8月29日

草津市野路五丁目１３番２２号 草津市野路五丁目１０７５番地８ 平成21年4月9日

草津市野路五丁目１３番２６号 草津市野路五丁目１０７３番地８ 平成23年1月24日

草津市野路六丁目１２番１０号
草津市野路六丁目１５５０番地２、１５５６
番地６

令和元年7月31日 Kon Court

草津市野路七丁目８番２３号 草津市野路七丁目１５８４番地 平成26年10月20日
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草津市野路七丁目１６番３号 草津市野路七丁目１４４９番地２ 平成25年6月11日 Ｂｉｅｎｖｅｎｕｅ

草津市野路七丁目１６番５号 草津市野路七丁目１４４９番地１ 平成23年3月7日 Ｗｉｓｔｅｒｉａ　Ｐｌｕｓ

草津市野路七丁目１７番２３－１号 草津市野路七丁目１４５３番地１他１筆 平成28年3月25日 （仮称）レイモンド玉川

草津市野路七丁目１９番８号 草津市野路七丁目１４０８番地１他１筆 平成22年6月16日

草津市野路七丁目２０番１２号 草津市野路七丁目１４２３番地５ 平成30年9月13日

草津市野路七丁目２０番１３号 草津市野路七丁目１４２３番地２ 令和元年6月10日

草津市野路七丁目２０番１５号 草津市野路七丁目１４２０番地８ 平成30年10月22日

草津市野路七丁目２０番１６号 草津市野路七丁目１４２０番地7 平成31年2月12日

草津市野路七丁目２０番１７号 草津市野路七丁目１４２０番地１ 平成31年2月12日

草津市野路七丁目２０番２１号 草津市野路七丁目１４２０番地９ 令和元年5月24日

草津市野路七丁目２０番２２号 草津市野路七丁目１４２２番地２ 平成23年6月7日

草津市野路八丁目１番１１号 草津市野路八丁目１６４５番地 平成23年9月29日

草津市野路八丁目４番１１号
草津市野路八丁目１７９９番地２、１８０１
番地１、１８０２番地１

平成30年10月17日

草津市野路八丁目５番２号 草津市野路八丁目１７６１番地１７ 令和2年11月16日

草津市野路八丁目５番３号 草津市野路八丁目１７６１番地２ 令和2年11月16日

草津市野路八丁目５番４号 草津市野路八丁目１７６１番地２０ 令和2年11月16日

草津市野路八丁目５番１７号 草津市野路八丁目１７５７番地１３ 令和2年11月6日

草津市野路八丁目６番１９号 草津市野路八丁目１７６８番地１他２筆 平成28年5月30日

草津市野路八丁目６番３０号
草津市野路八丁目１７６４番地１、１７６４
番地２、１７６４番地３、１７６４番地４、
１７６４番地６

令和2年2月5日 カーシモン南草津

草津市野路八丁目８番７－４号 草津市野路八丁目１６４３番地１０ 令和2年12月22日

草津市野路八丁目８番７－２号 草津市野路八丁目１６４３番地８ 令和2年10月21日

草津市野路八丁目８番７－３号 草津市野路八丁目１６４３番地９ 令和2年12月4日

草津市野路八丁目８番１０号 草津市野路八丁目１６３２番地１他２筆 平成26年6月16日 カーサ　ミーア

草津市野路八丁目１０番１号 草津市野路八丁目１６２３番地２３ 令和2年11月13日

草津市野路八丁目１２番１１－２号 草津市野路八丁目１７３２番地２０ 平成30年5月1日

草津市野路八丁目１３番１０－２号 草津市野路八丁目１７４７番地６ 平成25年8月22日

草津市野路八丁目１３番１１号 草津市野路八丁目１７４７番地４ 平成24年6月4日

草津市野路八丁目１３番１２－１号 草津市野路八丁目１７４７番地３ 平成24年7月17日

草津市野路八丁目１３番１２－２号 草津市野路八丁目１７４７番地２ 平成24年12月17日

草津市野路八丁目１３番１３号 草津市野路八丁目１７４７番地１ 平成24年10月5日

草津市野路八丁目１４番２号 草津市野路八丁目１７３４番地２０ 平成22年5月27日

草津市野路八丁目１４番３号 草津市野路八丁目１７３４番地１９ 平成22年1月12日

草津市野路八丁目１４番４－１号 草津市野路八丁目１７３４番地１８ 平成21年8月17日

草津市野路八丁目１４番４－２号 草津市野路八丁目１７３４番地１７ 平成22年1月7日

草津市野路八丁目１４番５－１号 草津市野路八丁目１７３４番地１６ 平成22年1月25日

草津市野路八丁目１４番５－２号 草津市野路八丁目１７３４番地１５ 平成22年8月18日

草津市野路八丁目１４番７号 草津市野路八丁目１７３４番地５ 平成21年12月7日

草津市野路八丁目１４番９号 草津市野路八丁目１７３４番地１３ 平成22年2月12日

草津市野路八丁目１４番１０号 草津市野路八丁目１７３４番地１４ 平成23年2月21日

草津市野路八丁目１５番１６号 草津市野路八丁目１７３５番地５ 平成22年9月21日

草津市野路八丁目１５番１８号 草津市野路八丁目１７３５番地３ 平成22年2月4日

草津市野路八丁目１５番２３号 草津市野路八丁目１７３５番地７ 平成20年12月5日

草津市野路八丁目１５番２３号 草津市野路八丁目１７３５番地６ 平成20年12月15日

草津市野路八丁目１５番２７号 草津市野路八丁目１７３５番地９ 平成22年1月15日

草津市野路八丁目１５番３０号 草津市野路八丁目１７３５番地２ 平成23年10月31日

草津市野路八丁目２０番３５号 草津市野路八丁目２１４９番地６ 令和2年2月5日

草津市野路八丁目２２番１３号 草津市野路八丁目１４２４番地８ 平成25年9月25日

草津市野路八丁目２２番１９号 草津市野路八丁目１４２４番地１０ 平成30年9月13日

草津市野路八丁目２２番２９号 草津市野路八丁目１４２４番地７ 平成25年9月4日

草津市野路八丁目２２番３０号
草津市野路八丁目２１５０番地１の一部他１
筆

平成25年10月15日

草津市野路九丁目１番９号 草津市野路九丁目１４０４番地７ 平成21年6月23日

草津市野路九丁目１番１０号 草津市野路九丁目１４０１番地１ 平成30年9月13日 メゾン大ノ口

草津市野路九丁目１番１２号 草津市野路九丁目１４０６番地１４ 平成28年5月12日

草津市野路九丁目１番１５号 草津市野路九丁目１４０６番地１２ 平成28年6月2日

草津市野路九丁目１番１６号 草津市野路九丁目１４０６番地 平成28年4月7日

草津市野路九丁目１番１７－１号 草津市野路九丁目１４０６番地３ 平成26年4月28日

草津市野路九丁目１番１７－２号 草津市野路九丁目１４０６番地７ 平成26年5月13日

草津市野路九丁目１番１７－３号 草津市野路九丁目１４０６番地６ 平成27年2月17日

草津市野路九丁目１番１７－４号 草津市野路九丁目１４０６番地５ 平成27年3月25日

草津市野路九丁目１番１７－５号 草津市野路九丁目１４０６番地１１ 平成27年4月23日

草津市野路九丁目１番１７－６号 草津市野路九丁目１４０６番地１５ 平成28年6月2日

草津市野路九丁目２番５号 草津市野路九丁目１３９７番地１他１筆 平成26年1月27日 ファミーユ玉川

草津市野路九丁目３番５－１号 草津市野路九丁目１３８１番地１の一部 平成23年6月13日

草津市野路九丁目３番５号 草津市野路九丁目１３８１番地１他３筆 平成21年7月21日
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草津市野路九丁目３番１４号 草津市野路九丁目１３８９番地４ 平成23年7月19日

草津市野路九丁目４番１４号
草津市野路九丁目１３８２番地２、１３８２
番地１の一部

平成20年12月12日

草津市野路九丁目６番４号 草津市野路九丁目１３９１番地１１ 平成27年10月30日

草津市野路九丁目７番２－１号 草津市野路九丁目２２１０番地６ 平成26年8月11日

草津市野路九丁目７番４７号 草津市野路九丁目２１６１番地３ 平成31年1月25日

草津市野路九丁目８番１０号 草津市野路九丁目２１３５番地１ 平成26年6月2日

草津市野路九丁目１０番１９号 草津市野路九丁目２２００番地１７ 平成27年3月2日

草津市桜ケ丘一丁目１番２号
草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地１３７他一
筆

平成27年6月19日

草津市桜ケ丘一丁目１番１９号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地８４ 令和元年10月1日

草津市桜ケ丘一丁目２番２３号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地１０１ 平成28年2月26日

草津市桜ケ丘一丁目２番３２号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地１０６ 平成30年4月24日

草津市桜ケ丘一丁目４番１０号 草津市桜ケ丘一丁目１９１５番地５７ 平成28年3月22日

草津市桜ケ丘一丁目４番２５号 草津市桜ケ丘一丁目１９１５番地の４０ 平成9年10月6日 メゾンエテルノ

草津市桜ケ丘一丁目５番４号 草津市桜ケ丘一丁目１９１５番地の４６ 平成10年10月5日

草津市桜ケ丘一丁目６番１９号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地２１ 平成26年6月24日

草津市桜ケ丘一丁目７番７号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地１１ 平成27年10月8日

草津市桜ケ丘一丁目７番８号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地２７ 平成24年5月10日

草津市桜ケ丘一丁目７番９号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地１７ 平成24年6月11日

草津市桜ケ丘一丁目７番２２－１号 草津市桜ケ丘一丁目１９２２番地５４０ 平成27年6月1日

草津市桜ケ丘一丁目７番２２－２号 草津市桜ケ丘一丁目１９２１番地７他一筆 平成27年7月23日

草津市桜ケ丘一丁目７番２２－３号
草津市桜ケ丘一丁目１９２２番地５３７他２
筆

平成28年2月24日

草津市桜ケ丘一丁目７番２２－４号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地３３ 平成28年6月17日

草津市桜ケ丘一丁目７番２２－５号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地３２ 平成28年2月1日

草津市桜ケ丘一丁目７番２３－１号 草津市桜ケ丘一丁目１９２１番地４他２筆 平成28年3月31日

草津市桜ケ丘一丁目７番２３－２号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地３８他一筆 平成27年4月13日

草津市桜ケ丘一丁目７番２３－３号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地３６他３筆 平成28年6月6日

草津市桜ケ丘一丁目７番２３－４号 草津市桜ケ丘一丁目１９２０番地３１ 平成27年10月8日

草津市桜ケ丘一丁目９番５号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地５５ 平成27年7月30日

草津市桜ケ丘一丁目１０番７号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地の４８ 平成9年3月31日

草津市桜ケ丘一丁目１０番８号 草津市桜ケ丘一丁目１９０６番地の２４ 平成10年3月3日

草津市桜ケ丘一丁目１０番１１号 草津市桜ケ丘一丁目１９０６番地の２６ 平成10年11月2日

草津市桜ケ丘一丁目１０番２５号 草津市桜ケ丘一丁目１９０６番地３１ 平成21年8月24日

草津市桜ケ丘一丁目１０番２８号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地３９ 平成30年8月22日

草津市桜ケ丘一丁目１３番５号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地の２０ 平成16年1月29日

草津市桜ケ丘一丁目１３番１９号 草津市桜ケ丘一丁目１９０３番地の１５１ 平成10年9月17日

草津市桜ケ丘二丁目１番５号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地６８ 平成27年11月6日

草津市桜ケ丘二丁目１番７号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地の７０ 平成14年5月27日

草津市桜ケ丘二丁目２番２号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地７１ 平成25年5月24日

草津市桜ケ丘二丁目２番１１号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地７８ 平成30年5月31日

草津市桜ケ丘二丁目３番２９号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地１０１ 平成25年3月13日

草津市桜ケ丘二丁目４番４号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地２３１ 平成23年1月11日

草津市桜ケ丘二丁目４番５号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地２３０ 平成23年1月12日

草津市桜ケ丘二丁目４番６号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地２２９ 平成23年3月14日

草津市桜ケ丘二丁目４番７号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地２２８ 平成23年1月7日

草津市桜ケ丘二丁目４番８号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地１８０ 平成22年11月8日

草津市桜ケ丘二丁目７番６号 草津市桜ケ丘二丁目１９１５番地１１２ 令和元年8月19日

草津市桜ケ丘三丁目１番２５号 草津市野路町１９２２番地の 平成9年2月12日

草津市桜ケ丘三丁目３番５号 草津市桜ケ丘三丁目１９１９番地の２２ 平成10年9月1日

草津市桜ケ丘三丁目３番２５号 草津市桜ケ丘三丁目１９１９番地の１３ 平成10年10月13日

草津市桜ケ丘三丁目４番１４号 草津市桜ケ丘三丁目１９１８番地の２９ 平成9年7月28日

草津市桜ケ丘三丁目４番２５号 草津市桜ケ丘三丁目１９１５番地３４ 平成25年8月20日

草津市桜ケ丘三丁目５番６号 草津市桜ケ丘三丁目１９１８番地の４６ 平成19年6月14日

草津市桜ケ丘三丁目５番９号 草津市桜ケ丘三丁目１９１８番地４９ 平成13年3月23日

草津市桜ケ丘三丁目５番１２号 草津市桜ケ丘三丁目１９１７番地の８ 平成11年2月9日

草津市桜ケ丘三丁目５番２４号 草津市桜ケ丘三丁目１９１７番地の９ 平成12年8月7日

草津市桜ケ丘三丁目８番７号
草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地４５７他１
筆

平成24年11月9日

草津市桜ケ丘三丁目８番１２号
草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地４４９，５
３３

平成25年6月7日

草津市桜ケ丘三丁目１０番６号 草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地２１０ 平成26年4月14日

草津市桜ケ丘三丁目１０番１５号 草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地５４９ 平成31年4月2日

草津市桜ケ丘三丁目１０番１６号 草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地２１７ 令和元年10月31日

草津市桜ケ丘三丁目１１番８号 草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地の７５ 平成14年10月8日

草津市桜ケ丘三丁目１１番１２号 草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地７８ 平成28年5月11日

草津市桜ケ丘三丁目１２番２１号 草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地の８９ 平成13年11月6日

草津市桜ケ丘三丁目１２番２２号 草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地の８８ 平成9年3月7日
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草津市桜ケ丘三丁目１２番２３号
草津市桜ケ丘三丁目１９２２番地８６、他一
筆

平成23年10月12日

草津市桜ケ丘三丁目１３番１３号 草津市桜ケ丘三丁目１９１８番地１０ 令和2年7月6日

草津市桜ケ丘四丁目３番９号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地３２１ 令和元年9月4日

草津市桜ケ丘四丁目５番１７号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地２９８ 令和2年10月21日

草津市桜ケ丘四丁目６番４４号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地２８２ 令和元年9月19日

草津市桜ケ丘四丁目６番４８号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地２８６ 令和2年12月16日

草津市桜ケ丘四丁目６番５１号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地の２８９ 平成20年9月5日

草津市桜ケ丘四丁目８番１２号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地２４２ 平成27年3月23日

草津市桜ケ丘四丁目１０番６号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地３３０ 令和元年9月18日

草津市桜ケ丘四丁目１０番１９号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地３３８ 平成26年8月7日

草津市桜ケ丘四丁目１２番８号 草津市桜ケ丘四丁目１９２２番地３６３ 平成26年8月6日

草津市桜ケ丘四丁目１３番１２号 草津市桜ケ丘四丁目２３２８番地１８他二筆 平成28年1月4日

草津市桜ケ丘五丁目３番７号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地１１３ 平成26年6月26日

草津市桜ケ丘五丁目４番１号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地１２８ 平成23年12月8日

草津市桜ケ丘五丁目４番２号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５０９ 平成23年9月13日

草津市桜ケ丘五丁目４番３号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５１０ 平成23年1月31日

草津市桜ケ丘五丁目４番４号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５１０ 平成23年1月24日

草津市桜ケ丘五丁目４番４号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５１１ 平成23年12月5日

草津市桜ケ丘五丁目４番８号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５１２ 平成25年3月25日

草津市桜ケ丘五丁目４番１１号
草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５１３他１
筆

平成25年1月22日

草津市桜ケ丘五丁目４番１３号
草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５１５他１
筆

平成23年12月27日

草津市桜ケ丘五丁目５番２号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地の５０７ 平成18年6月7日

草津市桜ケ丘五丁目５番３号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地の１２９ 平成18年7月6日

草津市桜ケ丘五丁目６番４号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地５０８ 平成23年3月1日

草津市桜ケ丘五丁目６番５号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地４９９ 平成23年3月1日

草津市桜ケ丘五丁目７番３７号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地１６０ 平成31年4月16日

草津市桜ケ丘五丁目８番４号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地１７５ 平成27年9月28日

草津市桜ケ丘五丁目８番１５号 草津市桜ケ丘五丁目１９２２番地１８０ 平成28年8月31日

草津市野路東二丁目２番１２号 草津市野路東二丁目２３２７番地の４ 平成16年2月17日 ドーミトゥリィ南草津

草津市野路東二丁目２番１５号 草津市野路東二丁目２３２７番地の５ 平成16年2月17日 ミツボシ佐わらび

草津市野路東二丁目３番２１７号 草津市野路東二丁目２２９０番地の６ 平成17年8月22日

草津市野路東二丁目４番１０号 草津市野路東二丁目２３５０番地１ 平成28年4月19日

草津市野路東二丁目５番５号 草津市野路東二丁目２３４９番地 平成22年12月22日

草津市野路東二丁目６番５３号 草津市野路東二丁目２３４９番地の３９ 平成19年11月21日 モデルノ南草津

草津市野路東二丁目７番１０号 草津市野路東二丁目２２７５番地４ 平成22年12月8日 エコウイング草津

草津市野路東三丁目１番７号 草津市野路東三丁目１８８５番地 平成13年3月14日 Ｒａｃｏｏｎ　Ｄ－３

草津市野路東三丁目１番１０号 草津市野路東三丁目１８８３番地 平成13年2月26日 メゾンクレールⅡ

草津市野路東三丁目１番１２号 草津市野路東三丁目１８７３番地の６ 平成13年4月2日 ソフィア

草津市野路東三丁目１番１３号 草津市野路東三丁目１８７３番地 平成11年3月25日 センチュリー玉川

草津市野路東三丁目４番３５号 草津市野路東三丁目２０８６番地の１０９ 平成19年1月31日 コモド南草津３番館

草津市野路東三丁目４番４５号 草津市野路東三丁目２０８６番地の１０８ 平成19年1月31日 コモド南草津２番館

草津市野路東三丁目４番５５号 草津市野路東三丁目２０８６番地の１０５ 平成19年1月31日 コモド南草津１番館

草津市野路東三丁目４番６６号 草津市野路東三丁目２０８６番地の５５ 平成19年11月30日

草津市野路東三丁目７番１４号 草津市野路東三丁目２０８６番地１１５ 平成23年3月11日

草津市野路東三丁目７番１５号 草津市野路東三丁目２０８６番地１１６ 平成23年7月11日

草津市野路東三丁目７番１６号 草津市野路東三丁目２０８６番地１１７ 平成23年8月23日

草津市野路東三丁目７番１７号 草津市野路東三丁目２０８６番地１１８ 平成24年7月2日

草津市野路東三丁目７番１８号 草津市野路東三丁目２０８６番地１１９ 平成23年12月7日

草津市野路東三丁目７番１９号 草津市野路東三丁目２０８６番地１２０ 平成24年1月24日

草津市野路東三丁目７番２０－１号 草津市野路東三丁目２０８６番地１２１ 平成24年7月17日

草津市野路東三丁目７番２０－２号 草津市野路東三丁目２０１１番地１０他１筆 平成24年11月19日

草津市野路東三丁目７番２２号 草津市野路東三丁目２０１１番地の９ 平成19年8月9日

草津市野路東三丁目７番２４号
草津市野路東三丁目２０１０番地５、２０１
１番地、２０８６番地１１１

平成30年11月29日

草津市野路東三丁目７番３１号 草津市野路東三丁目２００９番地 平成19年2月15日

草津市野路東三丁目８番１－１４号 草津市野路東三丁目１９５１番地２３ 平成30年6月28日

草津市野路東三丁目８番１－１０号 草津市野路東三丁目１９５１番地２０ 平成30年10月22日

草津市野路東三丁目８番１－３号 草津市野路東三丁目１９５１番地１３ 平成28年8月8日

草津市野路東三丁目８番１－５号 草津市野路東三丁目１９５１番地１５ 平成28年7月7日

草津市野路東三丁目８番１－９号 草津市野路東三丁目１９５１番地１９ 平成28年6月17日

草津市野路東三丁目８番２－２号 草津市野路東三丁目１９５１番地２６ 平成28年6月27日

草津市野路東三丁目８番５号 草津市野路東三丁目１９５０番地の１ 平成18年2月7日 レオパレス　Ｒａｃｏｏｎ　Ｄ－５

草津市野路東三丁目８番１０号 草津市野路東三丁目１９４７番地の２ 平成11年3月2日

草津市野路東三丁目９番７号 草津市野路東三丁目 平成10年3月24日 サンセール加藤Ⅰ

草津市野路東三丁目９番１３号 草津市野路東三丁目１８７８番地の１ 平成10年3月24日 サンセール加藤Ⅱ
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草津市野路東三丁目９番２６号 草津市野路東三丁目 平成10年3月24日 アミティ

草津市野路東三丁目９番３８号 草津市野路東三丁目１８７４番地の５ 平成10年3月23日 Ｒａｃｏｏｎ　Ｄ１

草津市野路東三丁目９番３９号 草津市野路東三丁目１８７４番地の１ 平成12年2月4日 ＲＡＣＯＯＮ　Ｄ２

草津市野路東五丁目１１番３７号 草津市野路東五丁目２０２８番地５ 平成22年4月2日

草津市野路東四丁目２番１８号 草津市野路東四丁目１８２８番地３ 平成23年12月2日

草津市野路東四丁目５番４号 草津市野路町１８２７番地３３ 平成22年1月27日

草津市野路東四丁目５番７号 草津市野路東四丁目１８２７番地３ 平成26年8月7日 ペフィーズⅢ

草津市野路東四丁目５番１０号 草津市野路東四丁目１８５５番地１ 平成22年12月13日 シャルマンソシア

草津市野路東四丁目７番５号 草津市野路東四丁目１９６９番地１３ 平成23年3月3日

草津市野路東四丁目９番７号 草津市野路東四丁目１８６７番地９他１筆 平成24年1月19日

草津市野路東四丁目９番８号 草津市野路東四丁目１８６７番地１０ 平成25年1月17日

草津市野路東四丁目９番９号 草津市野路東四丁目１８６７番地１１他１筆 平成24年12月17日

草津市野路東四丁目９番１５号 草津市野路東四丁目１８５４番地１６ 平成25年9月30日

草津市野路東四丁目９番１６号 草津市野路東四丁目１８５４番地１７ 平成26年8月11日

草津市野路東四丁目９番１７号 草津市野路東四丁目１８５４番地１８ 平成24年10月11日

草津市野路東四丁目１０番６号 草津市野路東四丁目１８６８番地２８ 平成22年9月13日

草津市野路東四丁目１０番１１号 草津市野路東四丁目１８６８番地３８ 平成22年11月25日

草津市野路東四丁目１０番１８号 草津市野路東四丁目１８６８番地４２他３筆 平成22年9月8日

草津市野路東四丁目１１番３７号 草津市野路東四丁目１８６７番地５ 平成23年6月3日

草津市野路東四丁目１１番３８号 草津市野路東四丁目１８６７番地１６ 平成22年12月17日

草津市野路東四丁目１１番４０号 草津市野路東四丁目１８６７番地４ 平成27年8月4日 シュシュ　ロジュマン

草津市野路東四丁目１１番４７号 草津市野路東四丁目１８６８番地３０ 平成28年8月22日

草津市野路東四丁目１３番３５号 草津市野路東四丁目１９５９番地３０ 平成30年4月10日

草津市野路東四丁目１３番４５号 草津市野路東四丁目１９５９番地４５ 平成30年5月25日

草津市野路東四丁目１３番４６号 草津市野路東四丁目１９５９番地２８ 平成30年3月20日

草津市野路東四丁目１８番２４号 草津市野路東四丁目１８１３番地３の一部 平成22年1月18日

草津市野路東四丁目１９番１０－９号 草津市野路東四丁目１９７４番地６ 平成30年12月7日

草津市野路東四丁目１９番１０－１１号 草津市野路東四丁目１９７４番地８ 平成31年1月28日

草津市野路東四丁目１９番１０－１２号
草津市野路東四丁目１９７４番地１０　他４
筆

平成31年1月28日

草津市野路東四丁目１９番１０－６号
草津市野路東四丁目１９７４番地１７、１７
５０番地３０

平成31年1月28日

草津市野路東四丁目１９番１０－１９号 草津市野路東四丁目１７５０番地４０ 平成30年12月25日

草津市野路東四丁目１９番１０－３号 草津市野路東四丁目１７５０番地３３ 平成30年12月25日

草津市野路東四丁目１９番１０－１８号 草津市野路東四丁目１７５０番地４１ 令和2年2月5日

草津市野路東四丁目１９番１０－１３号
草津市野路東四丁目１９７４番地１２、１７
５０番地２７

令和元年5月13日

草津市野路東四丁目１９番１０－１０号 草津市野路東四丁目１９７４番地７ 令和元年8月20日

草津市野路東四丁目１９番１０－１４号
草津市野路東四丁目１９７４番地１３、１９
７４番地１５、１９７４番地１９、１７５０
番地２８

令和元年7月17日

草津市野路東四丁目１９番１０－１５号
草津市野路東四丁目１９７４番地１６、１７
５０番地２９

令和元年7月17日

草津市野路東四丁目１９番１０－１６号 草津市野路東四丁目１７５０番地４３ 平成31年2月28日

草津市野路東四丁目１９番１０－１７号 草津市野路東四丁目１７５０番地４２ 平成31年3月19日

草津市野路東四丁目１９番１０－１号 草津市野路東四丁目１７５０番地３５ 令和元年6月11日

草津市野路東四丁目１９番１０－４号 草津市野路東四丁目１７５０番地３２ 平成31年2月28日

草津市野路東四丁目１９番１０－５号
草津市野路東四丁目１７５０番地３１、１９
７４番地１８

平成31年2月28日

草津市野路東四丁目１９番１０－7号 草津市野路東四丁目１９７４番地３ 平成31年2月28日

草津市野路東四丁目１９番１２号 草津市野路東四丁目１７５０番地３６ 平成30年12月25日

草津市野路東四丁目１９番１３号
草津市野路東四丁目１７５０番地３７、１７
５０番地３８

平成31年3月29日

草津市野路東四丁目２０番１８号 草津市野路東四丁目１９５９番地９ 平成30年2月15日

草津市野路東四丁目２０番２１号 草津市野路東四丁目１９５９番地６ 平成30年2月27日

草津市野路東四丁目２０番２６号 草津市野路東四丁目１９５９番地４ 平成30年5月14日

草津市野路東四丁目２０番２７号 草津市野路東四丁目１９５９番地５ 平成30年3月20日

草津市野路東四丁目２０番３０号 草津市野路東四丁目１９６１番地９ 令和元年12月27日

草津市野路東四丁目２０番３４号 草津市野路東四丁目１９６２番地１の一部 令和2年1月21日 Rainbow City RECⅢ

草津市野路東四丁目２０番３５号
草津市野路東四丁目１９６２番地１の一部、
１９７２番地２７

令和2年1月21日 Rainbow City RECⅡ

草津市野路東四丁目２０番４０号 草津市野路東四丁目１９７２番地 平成27年9月18日

草津市野路東四丁目２０番４１－１号 草津市野路東四丁目１９７２番地１１ 平成27年4月28日

草津市野路東四丁目２０番４１－２号 草津市野路東四丁目１９７２番地１２ 平成27年1月16日

草津市野路東四丁目２０番４１－３号 草津市野路東四丁目１９７２番地１３ 平成27年1月16日

草津市野路東四丁目２０番４１－４号 草津市野路東四丁目１９７２番地１４ 平成27年1月16日

草津市野路東四丁目２０番４３－１号 草津市野路東四丁目１９７２番地６ 平成27年1月16日

草津市野路東四丁目２０番４３－２号 草津市野路東四丁目１９７２番地７ 平成27年1月16日

草津市野路東四丁目２０番４３－３号 草津市野路東四丁目１９７２番地８ 平成27年2月17日

草津市野路東四丁目２０番４３－４号 草津市野路東四丁目１９７２番地１０ 平成27年1月16日
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草津市野路東四丁目２０番４６号 草津市野路東四丁目１９７５番地１他１筆 平成24年2月9日

草津市野路東五丁目５番３号 草津市野路東五丁目１９６０番地４ 平成30年10月18日

草津市野路東五丁目５番１６号
草津市野路東五丁目１９８１番地７５、１９
８１番地７２、１９８５番地５

令和元年8月2日

草津市野路東五丁目５番１７号 草津市野路東五丁目１９８１番地６９他１筆 平成26年2月3日

草津市野路東五丁目７番１号 草津市野路東五丁目１９８１番地３４ 令和2年1月15日

草津市野路東五丁目７番１０号 草津市野路東五丁目１９８１番地２２ 平成24年3月12日

草津市野路東五丁目８番１３号 草津市野路東五丁目１９９３番地１１ 平成27年6月5日

草津市野路東五丁目１１番３３号 草津市野路町２０２６番地３、２ 平成22年3月8日 グリーンパル

草津市野路東五丁目１１番３５号 草津市野路東五丁目２０２６番地１他１筆 平成22年11月5日

草津市野路東五丁目１４番２２号 草津市野路東五丁目２０４７番地７ 平成27年5月22日

草津市野路東五丁目１５番４号 草津市野路東五丁目２０４９番地２９ 平成23年1月12日

草津市野路東五丁目１９番２９号 草津市野路東五丁目２０４９番地８８ 令和元年12月27日

草津市野路東五丁目２１番２５号 草津市野路東五丁目２０７７番地２他１筆 平成28年3月1日

草津市野路東五丁目２１番２６号 草津市野路東五丁目２０７７番地１６他１筆 平成28年5月16日

草津市野路東五丁目２１番２７号 草津市野路東五丁目２０７７番地１５ 平成27年12月3日

草津市野路東五丁目２１番２８号 草津市野路東五丁目２０７７番地１４ 平成28年8月12日

草津市野路東五丁目２１番２９号 草津市野路東五丁目２０７７番地１３ 平成28年7月26日

草津市野路東五丁目２１番３０号 草津市野路東五丁目２０７７番地１２ 平成27年3月3日

草津市野路東五丁目２３番２１号 草津市野路東五丁目２０４９番地５１ 令和元年11月11日

草津市野路東五丁目２３番２４号 草津市野路東五丁目２０４９番地５４ 平成27年10月13日

草津市野路東五丁目２６番３２号 草津市野路東五丁目２０９７番地１ 平成26年10月27日

草津市野路東六丁目１番５号 草津市野路東六丁目２１２２番地 平成24年1月6日 ＵＥ草津

草津市野路東六丁目１番７号 草津市野路東六丁目２１２２番地２ 平成30年12月10日 学生会館　Uni E'meal草津野路

草津市野路東六丁目３番４号 草津市野路東六丁目２０９３番地１ 平成26年2月10日 ブレジオ　３

草津市野路東六丁目３番２１号 草津市野路東六丁目２１９０番地１５ 平成22年3月25日

草津市野路東六丁目３番２６号 草津市野路東六丁目２１９０番地１０ 令和2年4月27日

草津市野路東六丁目５番７号 草津市野路町２１７２番地２他２ 平成22年1月5日

草津市野路東六丁目５番１２号 草津市野路東六丁目２１７６番地１ 平成26年4月10日 ル・パルファン

草津市野路東六丁目５番１５号 草津市野路東六丁目２１７７番地１ 平成22年3月29日 ジラソーレⅡ

草津市野路東六丁目５番１７号 草津市野路東六丁目２１７９番地１ 平成22年3月23日

草津市野路東六丁目５番２１号 草津市野路東六丁目２１８４番地 令和2年11月2日 メゾン・ド・シャンス

草津市野路東六丁目６番３１号 草津市野路東六丁目２１９５番地他１筆 平成24年2月9日 ブッシュクローバー

草津市野路東七丁目４番３８号 草津市野路東七丁目２２７６番地４他４筆 平成26年5月20日

草津市南笠東一丁目１番５５号 草津市南笠東一丁目６０２番地 平成28年4月26日

草津市南笠東一丁目５番１１号 草津市南笠東一丁目５３７番地１３ 平成25年3月26日

草津市南笠東一丁目５番２３号 草津市南笠東一丁目５３７番地１２ 平成25年4月23日

草津市南笠東一丁目５番２７号 草津市南笠東一丁目５３７番地１５ 平成31年1月21日

草津市南笠東一丁目６番２３号 草津市南笠東一丁目５３６番地８ 平成23年8月1日

草津市南笠東一丁目７番１４号 草津市南笠東一丁目５３６番地３８ 令和2年2月10日

草津市南笠東一丁目７番２０号 草津市南笠東一丁目５３６番地の３５ 平成18年3月3日

草津市南笠東一丁目７番４０号 草津市南笠東一丁目５３６番地の１６４ 平成11年8月19日

草津市南笠東一丁目７番４１号 草津市南笠東一丁目５３６番地の３１ 平成11年10月19日

草津市南笠東一丁目７番４４号 草津市南笠東一丁目５３６番地３２ 平成25年11月5日

草津市南笠東一丁目８番１２号 草津市南笠東一丁目５３６番地１１８ 平成28年1月14日

草津市南笠東一丁目８番１３号 草津市南笠東一丁目５３６番地１１７ 平成27年9月3日

草津市南笠東一丁目９番６号 草津市南笠東一丁目５３６番地９７ 平成30年1月15日

草津市南笠東一丁目９番１３号 草津市南笠東一丁目５３６番地９４ 令和2年3月3日

草津市南笠東一丁目９番１６号 草津市南笠東一丁目５３６番地９３ 平成26年5月16日

草津市南笠東一丁目９番１７号 草津市南笠東一丁目５３６番地の９２ 平成14年4月9日

草津市南笠東一丁目９番４１号 草津市南笠東一丁目５３６番地の１６３ 平成10年12月8日

草津市南笠東一丁目９番４３号 草津市南笠東一丁目５３６番地の８８ 平成10年12月8日

草津市南笠東一丁目１０番１０号 草津市南笠東一丁目５３６番地の１６５ 平成19年5月22日

草津市南笠東一丁目１０番１１号 草津市南笠東一丁目５３６番地の１１０ 平成20年5月21日

草津市南笠東一丁目１０番４０号 草津市南笠東一丁目５３６番地１０４ 平成28年8月24日

草津市南笠東一丁目１１番１３号 草津市南笠東一丁目５３４番地６ 令和元年12月5日

草津市南笠東一丁目１２番２７号
草津市南笠東一丁目５３３番地の４２・４
３・４４

平成13年2月13日 グローバル南草津

草津市南笠東一丁目１３番４号 草津市南笠東一丁目５３３番地４７ 平成23年8月9日

草津市南笠東一丁目１３番５号 草津市南笠東一丁目５３３番地４６ 平成23年8月18日

草津市南笠東一丁目１３番６号 草津市南笠東一丁目５３３番地４５ 平成24年1月16日

草津市南笠東一丁目１５番２１－２号 草津市南笠東一丁目５２４番地の２８ 平成17年1月18日

草津市南笠東一丁目１５番２１－３号 草津市南笠東一丁目５２４番地の２７ 平成17年1月18日

草津市南笠東一丁目１５番２１－４号 草津市南笠東一丁目５２４番地の２６ 平成17年1月18日

草津市南笠東一丁目１５番２１－５号 草津市南笠東一丁目５２４番地の２５ 平成17年1月18日

草津市南笠東一丁目１５番２１－６号 草津市南笠東一丁目５２４番地の２２ 平成17年1月18日

草津市南笠東一丁目１６番１２号 草津市南笠東一丁目５３６番地１２３ 平成30年8月5日
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草津市南笠東一丁目１６番１５号 草津市南笠東一丁目５２４番地の１７ 平成12年11月17日

草津市南笠東一丁目１６番２４号 草津市南笠東一丁目５２４番地の４ 平成19年10月30日 ウェルライフヴィラ南草津

草津市南笠東一丁目１６番４０－１号 草津市南笠東一丁目５２２番地１６ 平成23年6月28日

草津市南笠東一丁目１６番４０－２号 草津市南笠東一丁目５２２番地１７ 平成23年11月10日

草津市南笠東一丁目１６番４０－３号 草津市南笠東一丁目５２２番地１８ 平成23年4月4日

草津市南笠東一丁目１６番４０－４号 草津市南笠東一丁目５２２番地１９ 平成23年10月3日

草津市南笠東一丁目１６番４１－１号 草津市南笠東一丁目５２２番地２０ 平成23年12月13日

草津市南笠東一丁目１６番４１－２号 草津市南笠東一丁目５２２番地２１ 平成23年5月12日

草津市南笠東一丁目１６番４１－３号 草津市南笠東一丁目５２２番地２２ 平成23年10月21日

草津市南笠東一丁目１６番４７－１号 草津市南笠東一丁目５２２番地２５ 平成23年1月31日

草津市南笠東一丁目１６番４７－２号 草津市南笠東一丁目５２２番地２４ 平成23年3月4日

草津市南笠東一丁目１６番４７－３号 草津市南笠東一丁目５２２番地２３ 平成23年8月19日

草津市南笠東一丁目１６番４８－１号 草津市南笠東一丁目５２２番地１１ 平成23年5月31日

草津市南笠東一丁目１６番４８－２号 草津市南笠東一丁目５２２番地１２ 平成23年5月16日

草津市南笠東一丁目１６番４８－３号 草津市南笠東一丁目５２２番地１３ 平成24年1月4日

草津市南笠東一丁目１６番４８－４号 草津市南笠東一丁目５２２番地１４ 平成23年6月28日

草津市南笠東一丁目１６番４８－５号 草津市南笠東一丁目５２２番地１５ 平成23年10月3日

草津市南笠東一丁目１６番６０号 草津市南笠東一丁目５２２番地の３ 平成15年10月20日 アートプラザ・ユー

草津市南笠東一丁目１６番６１号 草津市南笠東一丁目５２２番地の４、５ 平成16年11月4日 アートプラザ・ミー

草津市南笠東一丁目１７番１９号 草津市南笠東一丁目５３６番地の１６６ 平成19年7月26日

草津市南笠東一丁目１７番２０号 草津市南笠東一丁目５３６番地の４６ 平成19年6月25日

草津市南笠東一丁目１７番２６号 草津市南笠東一丁目５３６番地１６７ 平成27年1月22日

草津市南笠東一丁目１８番１４号 草津市南笠東一丁目５３６番地１３９ 平成24年4月26日

草津市南笠東一丁目１９番２号 草津市南笠東一丁目５３６番地７４ 令和元年8月30日

草津市南笠東一丁目１９番３号
草津市南笠東一丁目５３６番地７５、５３６
番地１２７

平成21年1月30日

草津市南笠東一丁目１９番３１号 草津市南笠東一丁目５３６番地６９ 平成27年10月5日

草津市南笠東一丁目１９番３２号 草津市南笠東一丁目５３６番地の６８ 平成19年6月15日

草津市南笠東二丁目１番１１号 草津市南笠東二丁目１４８１番地１４ 平成30年2月1日

草津市南笠東二丁目１番１２号 草津市南笠東二丁目１４８１番地１５ 令和2年11月10日

草津市南笠東二丁目１番２８号
草津市南笠東二丁目１４７９番地２１、１４
１８番地１４

令和2年3月12日

草津市南笠東二丁目１番２９号 草津市南笠東二丁目１４１８番地１３ 平成25年4月4日

草津市南笠東二丁目２番１８号 草津市南笠東二丁目１４７２番地の６７ 平成11年3月30日

草津市南笠東二丁目２番２１号 草津市南笠東二丁目１４７９番地１４ 令和元年9月4日

草津市南笠東二丁目２番２４号 草津市南笠東二丁目１４７９番地１６ 令和2年2月26日

草津市南笠東二丁目４番１３号 草津市南笠東二丁目１４８１番地の８３ 平成12年3月28日

草津市南笠東二丁目５番１２号 草津市南笠東二丁目１４８１番地の６８ 平成12年4月10日

草津市南笠東二丁目５番２８号 草津市南笠東二丁目１４８１番地７７ 平成28年4月28日

草津市南笠東二丁目８番２５号 草津市南笠東二丁目１４３７番地 平成18年3月2日

草津市南笠東二丁目１１番５号 草津市南笠東二丁目１４２７番地の６ 平成16年8月26日

草津市南笠東二丁目１１番６号 草津市南笠東二丁目１４２７番地の１８ 平成15年7月28日

草津市南笠東二丁目１１番７号 草津市南笠東二丁目１４２７番地の１９ 平成16年3月2日

草津市南笠東二丁目１２番１０号 草津市南笠東二丁目１４７２番地４８ 平成25年7月26日

草津市南笠東二丁目１３番２号 草津市南笠東二丁目１４７２番地４３ 平成25年11月5日

草津市南笠東二丁目１３番１６号 草津市南笠東二丁目１４７２番地の３９ 平成11年9月1日

草津市南笠東二丁目１３番１７号 草津市南笠東二丁目１４７２番地４０ 平成27年11月25日

草津市南笠東二丁目１３番１９号 草津市南笠東二丁目１４７２番地４１ 平成27年11月25日

草津市南笠東二丁目１４番１０号 草津市南笠東二丁目１４７２番地２２ 平成24年10月1日

草津市南笠東二丁目１４番１３号 草津市南笠東二丁目１４７２番地の２４ 平成14年4月3日

草津市南笠東二丁目１４番２１号 草津市草津南笠東二丁目１４７２番地２９ 令和元年10月24日

草津市南笠東二丁目１５番８号 草津市南笠東二丁目１４７２番地８６他２筆 平成26年5月9日

草津市南笠東二丁目１６番６号 草津市南笠東二丁目１４５９番地の１４ 平成14年11月11日

草津市南笠東二丁目１６番１３号 草津市南笠東二丁目１４５９番地の２８ 平成18年7月18日

草津市南笠東二丁目１６番２０号 草津市南笠東二丁目１４５９番地の７０ 平成14年2月25日

草津市南笠東二丁目１６番２１号 草津市南笠東二丁目１４８９番地の６９ 平成16年10月14日

草津市南笠東二丁目１７番１号 草津市南笠東二丁目１４３１番地の８ 平成20年6月18日

草津市南笠東三丁目２番１５号 草津市南笠東三丁目１４９４番地９２ 平成22年7月30日

草津市南笠東三丁目３番１号 草津市南笠東三丁目１４９４番地の１３ 平成20年6月23日

草津市南笠東三丁目４番１３号 草津市南笠町１４９４番地の１１７ 平成11年6月9日

草津市南笠東三丁目４番１７号 草津市南笠東三丁目１４９４番地の６８ 平成11年7月6日

草津市南笠東三丁目４番１８号 草津市南笠東三丁目１４９４番地６７ 平成27年5月19日

草津市南笠東三丁目６番２２号 草津市南笠東三丁目１５２０番地５０ 令和元年11月19日

草津市南笠東三丁目６番２５号 草津市南笠東三丁目１５２０番地４８ 平成24年9月11日

草津市南笠東三丁目７番２５号 草津市南笠町１４９４番地の 平成11年4月22日

草津市南笠東三丁目８番４号 草津市南笠東三丁目１５２０番地５８ 令和2年12月10日

草津市南笠東三丁目８番５号 草津市南笠東三丁目１５２０番地５８ 令和2年11月17日
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草津市南笠東三丁目９番１号 草津市南笠町１５４７番地の２ 平成14年1月10日

草津市南笠東三丁目１１番７号 草津市南笠東三丁目１５２０番地の２１ 平成16年2月17日

草津市南笠東三丁目１１番８号 草津市南笠東三丁目１５２０番地の２２ 平成15年11月4日

草津市南笠東三丁目１１番１２号 草津市南笠東三丁目１５２０番地の３３ 平成15年11月27日

草津市南笠東三丁目１１番１６号 草津市南笠東三丁目１５２０番地の３２ 平成15年7月18日

草津市南笠東三丁目１３番２１号 草津市南笠東三丁目１４９４番地１０９ 平成30年8月6日

草津市南笠東三丁目１３番２７号 草津市南笠東三丁目１４９４番地１１２ 平成23年3月22日

草津市南笠東三丁目１４番１６号 草津市南笠東三丁目１５２０番地９６ 平成24年6月21日

草津市南笠東三丁目１４番２９号 草津市南笠東三丁目１５２０番地８４ 平成30年4月12日

草津市南笠東三丁目１５番２２号 草津市南笠東三丁目１４６３番地５他１筆 平成22年11月26日

草津市南笠東三丁目１９番２７号 草津市南笠東三丁目１６１５番地１ 平成23年7月21日

草津市南笠東三丁目１９番３０号 草津市南笠東三丁目１６１５番地の３ 平成20年11月10日

草津市南笠東三丁目１９番３２－１号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の３ 平成18年2月6日

草津市南笠東三丁目１９番３２－２号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の５ 平成17年10月27日

草津市南笠東三丁目１９番３２－３号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の６ 平成17年10月27日

草津市南笠東三丁目１９番３２－４号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の７ 平成17年10月27日

草津市南笠東三丁目１９番３２－５号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の８ 平成17年10月27日

草津市南笠東三丁目１９番３２－６号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の１０ 平成18年4月20日

草津市南笠東三丁目１９番３２－７号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の１１ 平成17年10月27日

草津市南笠東三丁目１９番３２－８号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の１２ 平成17年10月27日

草津市南笠東三丁目１９番３２－９号 草津市南笠東三丁目１６１１番地の１３ 平成17年10月27日

草津市南笠東三丁目１９番４０号 草津市南笠東三丁目１６１０番地 平成30年9月18日

草津市南笠東三丁目１９番４９号 草津市南笠東三丁目１５４４番地１他一筆 平成27年12月14日 メゾン・クレール

草津市南笠東三丁目２０番２０号 草津市南笠東三丁目１５５８番地２ 平成27年2月23日

草津市南笠東三丁目２０番２１－６号 草津市南笠東三丁目１５５０番１２ 平成30年4月24日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１５号 草津市南笠東三丁目１５５０番地２１ 平成30年3月1日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１０号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１６ 平成27年4月6日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１１号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１７ 平成27年7月14日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１２号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１８ 平成27年3月23日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１３号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１９ 平成26年10月24日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１４号 草津市南笠東三丁目１５５０番地２０ 平成26年11月17日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１６号 草津市南笠東三丁目１５５０番地２２ 平成27年1月21日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１７号 草津市南笠東三丁目１５５０番地２３ 平成27年1月26日

草津市南笠東三丁目２０番２１－１号 草津市南笠東三丁目１５５０番地７ 平成27年1月21日

草津市南笠東三丁目２０番２１－２号 草津市南笠東三丁目１５５０番地８ 平成26年10月28日

草津市南笠東三丁目２０番２１－３号 草津市南笠東三丁目１５５０番地９ 平成26年11月27日

草津市南笠東三丁目２０番２１－４号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１０ 平成27年10月5日

草津市南笠東三丁目２０番２１－７号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１３ 平成27年8月3日

草津市南笠東三丁目２０番２１－８号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１４ 平成28年3月28日

草津市南笠東三丁目２０番２１－９号 草津市南笠東三丁目１５５０番地１５ 平成27年9月1日

草津市南笠東三丁目２０番２４号 草津市南笠東三丁目１６０８番地２他１筆 平成23年5月23日

草津市南笠東三丁目２１番５号 草津市南笠東三丁目１５９６番地１他１筆 平成28年2月9日 シャーメゾン　ヒラソール

草津市南笠東三丁目２１番５３号 草津市南笠東三丁目１５８６番地１３ 平成21年8月10日

草津市南笠東三丁目２１番６０号 草津市南笠東三丁目１５８６番地５２他３筆 平成23年7月26日 パークピア

草津市南笠東三丁目２２番４３号 草津市南笠東三丁目１５８６番地の１６ 平成20年1月10日

草津市南笠東三丁目２２番４６号 草津市南笠東三丁目１５８６番地の１７ 平成18年2月16日

草津市南笠東三丁目２２番４６号 草津市南笠東三丁目１５８６番地の１７ 平成19年7月17日

草津市南笠東三丁目２２番９７－２号 草津市南笠東三丁目１５８３番地２０ 令和2年5月21日

草津市南笠東三丁目２２番９７－１０号 草津市南笠東三丁目１５８３番地４４ 令和2年10月23日

草津市南笠東三丁目２２番９７－１１号 草津市南笠東三丁目１５８３番地４５ 平成31年4月4日

草津市南笠東三丁目２２番９７－１３号 草津市南笠東三丁目１５８３番地４８ 令和元年10月7日

草津市南笠東三丁目２２番９７－１４号 草津市南笠東三丁目１５８３番地４７ 平成27年12月25日

草津市南笠東三丁目２２番９７－１８号 草津市南笠東三丁目１５８３番地４０ 平成31年2月6日

草津市南笠東三丁目２２番９７－１９号 草津市南笠東三丁目１５８３番地３８ 平成27年7月28日

草津市南笠東三丁目２２番９７-２０号 草津市南笠東三丁目１５８３番地３７ 平成31年3月26日

草津市南笠東三丁目２２番９７－２１号 草津市南笠東三丁目１５８３番地３６ 平成31年2月6日

草津市南笠東三丁目２２番９７－２２号 草津市南笠東三丁目１５８３番地３５ 平成31年2月6日

草津市南笠東三丁目２２番９７－２３号 草津市南笠東三丁目１５８３番地１６ 平成27年11月13日

草津市南笠東三丁目２２番９７－２４号 草津市南笠東三丁目１１５８３番地３３ 平成31年4月4日

草津市南笠東三丁目２２番９７－３号 草津市南笠東三丁目１５８３番地２１ 平成30年10月1日

草津市南笠東三丁目２２番９７－４号 草津市南笠東三丁目１５８３番地２２ 令和元年10月25日

草津市南笠東三丁目２２番９７－６号 草津市南笠東三丁目１５８３番地２４ 平成27年11月10日

草津市南笠東三丁目２２番９７－７号 草津市南笠東三丁目１５８３番地１８ 平成27年10月29日

草津市南笠東三丁目２２番９７－９号 草津市南笠東三丁目１５８３番地２８ 平成27年10月1日

草津市南笠東四丁目３番３２号 草津市南笠東四丁目３４５番地１ 平成27年7月2日 ショコラ岡田

草津市南笠東四丁目５番２９号
草津市南笠東四丁目３７０番地１、３７０番
地３

令和元年5月24日
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草津市南笠東四丁目５番３０号 草津市南笠東四丁目３７０番地２ 平成25年10月24日

草津市南笠東四丁目５番４６号 草津市南笠東四丁目３６３番地の１１ 平成12年8月7日

草津市南笠東四丁目５番４７号 草津市南笠東四丁目３６３番地の１０ 平成13年6月25日

草津市南笠東四丁目５番４８号 草津市南笠東四丁目３６３番地の１３ 平成12年8月7日

草津市南笠東四丁目５番４９号 草津市南笠東四丁目３６３番地の９ 平成12年8月7日

草津市南笠東四丁目５番５０号 草津市南笠東四丁目３６３番地の７ 平成12年8月7日

草津市南笠東四丁目５番５１号 草津市南笠東四丁目３６３番地の６ 平成12年8月7日

草津市南笠東四丁目５番５２号 草津市南笠東四丁目３６３番地の５ 平成12年8月7日

草津市南笠東四丁目６番２１号 草津市南笠東四丁目２９２番地１ 平成25年1月10日 コルボリウム南笠

草津市南笠東四丁目６番２４号
草津市南笠東四丁目２９２番地８,１７,１３
の一部

平成30年6月26日 Ｕｎｉｖａｌｙ　誠

草津市南笠東四丁目８番１８号 草津市南笠東四丁目２９９番地３３ 平成24年9月19日

草津市南笠東四丁目８番１９号 草津市南笠東四丁目２９９番地３５ 平成24年9月19日

草津市南笠東四丁目８番２０号 草津市南笠東四丁目２２９番地２５他２筆 平成21年6月8日

草津市南笠東四丁目８番２１号 草津市南笠東四丁目２９９番地５他１筆 平成22年10月12日

草津市南笠東四丁目８番２２－１号 草津市南笠東四丁目３００番地１ 平成24年1月6日

草津市南笠東四丁目８番２２－２号 草津市南笠東四丁目３００番地３ 平成23年12月26日

草津市南笠東四丁目８番４５号 草津市南笠東四丁目３１７番地の２ 平成18年12月11日

草津市南笠東四丁目８番５４号 草津市南笠東四丁目３１７番地１他５筆 平成22年1月13日 フィオーレ・オカダ

草津市南笠東四丁目８番７０号 草津市南笠東四丁目３２０番地の２他 平成12年1月21日 アートプラザ南笠

草津市南笠東四丁目９番２２号 草津市南笠東四丁目３２３番地の２ 平成17年11月18日 ウィンオカダヤ

草津市南笠東四丁目９番７４号 草津市南笠東四丁目３３２番地の２ 平成15年3月3日

草津市南笠東四丁目９番８１号 草津市南笠東四丁目３２６番地の３ 平成16年1月16日

草津市南笠東四丁目９番８２号 草津市南笠東四丁目３２６番地の４ 平成16年8月2日

草津市南笠東四丁目９番８３号 草津市南笠東四丁目３２６番地の５ 平成16年1月16日

草津市南笠東四丁目９番８４号 草津市南笠東四丁目３２６番地１６ 平成25年4月10日

草津市南笠東四丁目９番８５号 草津市南笠東四丁目３２６番地の１０ 平成16年8月2日

草津市南笠東四丁目９番８６号 草津市南笠東四丁目３２６番地の１３ 平成17年4月4日

草津市南笠東四丁目９番８７号 草津市南笠東四丁目３２６番地の１４ 平成17年4月4日

草津市南笠東四丁目９番８９号 草津市南笠東四丁目３２６番地の７ 平成16年1月16日

草津市南笠東四丁目９番９１号 草津市南笠東四丁目３２６番地の６ 平成16年8月2日

草津市笠山一丁目１番３３号 草津市笠山一丁目５１４番地 平成25年3月1日 シャルマン笠山Ａ棟

草津市笠山一丁目１番３４号 草津市笠山一丁目５１４番地 平成25年3月1日 シャルマン笠山Ｂ棟

草津市笠山一丁目２番１１２号 草津市笠山一丁目５０７番地の１ 平成16年12月27日 ｐｒｏｎｉｔｙ　ｈｉｌｌ

草津市笠山一丁目３番３３号 草津市笠山一丁目４１６番地２他２筆 平成28年8月3日 レガロアコンフォート草津

草津市笠山一丁目４番６０号 草津市笠山一丁目４０９番地の８ 平成14年7月18日

草津市笠山一丁目５番１７号 草津市笠山一丁目４３３番地の４ 平成16年11月4日

草津市笠山一丁目５番２３号 草津市笠山一丁目４３３番地１ 平成25年9月9日 フォー　クローバー

草津市笠山一丁目６番６号 草津市笠山一丁目４２７番地の１ 平成13年4月2日 ラヴイニア北村Ⅱ

草津市笠山一丁目７番３３号 草津市笠山一丁目４２５番地の８ 平成13年6月28日

草津市笠山一丁目７番３４号 草津市笠山一丁目４２５番地の９ 平成14年1月23日

草津市笠山一丁目７番３５号 草津市笠山一丁目４２５番地の１０ 平成14年1月22日

草津市笠山一丁目７番３８号 草津市笠山一丁目４２５番地の１１ 平成14年10月9日

草津市笠山一丁目７番６０号 草津市笠山一丁目４０６番地 平成30年10月19日

草津市笠山一丁目８番４３号 草津市笠山一丁目４０１番地１５ 令和元年8月20日

草津市笠山一丁目８番４６号 笠山一丁目４０１番地１０ 令和元年8月30日

草津市笠山一丁目８番８０号 草津市笠山一丁目３９８番地の１他 平成15年12月16日 サニーサイドテラス－Ｋ

草津市笠山一丁目９番２８号 草津市笠山一丁目３８１番地１、他１筆 平成22年8月17日

草津市笠山二丁目１番１１号 草津市笠山二丁目２７９番地の３ 平成17年1月7日 プリムローズ・Ｊ

草津市笠山二丁目２番１４号 草津市笠山二丁目２６５番地２ 令和2年9月25日

草津市笠山二丁目２番１５号 草津市笠山二丁目２６５番地６ 令和2年9月25日

草津市笠山二丁目２番５８号 草津市笠山二丁目２７４番地１６ 令和元年12月18日

草津市笠山二丁目３番８号 草津市南笠町２５２番地 平成11年12月16日

草津市笠山二丁目３番１７号 草津市笠山二丁目２５１番地の６ 平成17年10月24日

草津市笠山二丁目３番１８号 草津市笠山二丁目２５１番地３ 令和元年6月21日

草津市笠山二丁目３番４０－１号 草津市笠山二丁目２４９番地１ 平成24年11月6日

草津市笠山二丁目３番４０－２号 草津市笠山二丁目２４９番地２ 平成24年11月6日

草津市笠山二丁目３番４０－３号 草津市笠山二丁目２４９番地３ 平成24年11月6日

草津市笠山二丁目３番４０－４号 草津市笠山二丁目２４９番地５ 平成24年11月6日

草津市笠山二丁目３番４０－５号 草津市笠山二丁目２４９番地６ 平成24年11月6日

草津市笠山二丁目３番４０－６号 草津市笠山二丁目２４９番地７ 平成24年11月6日

草津市笠山二丁目３番４０－７号 草津市笠山二丁目２４９番地８ 平成24年11月6日

草津市笠山二丁目３番４４号 草津市笠山二丁目２５４番地の１３ 平成19年11月26日

草津市笠山二丁目３番４５号 草津市笠山二丁目２５４番地の９ 平成20年2月12日

草津市笠山二丁目３番４６号 草津市笠山二丁目２５４番地の７ 平成15年2月6日

草津市笠山二丁目３番４７号 草津市笠山二丁目２５４番地の８ 平成13年4月2日

草津市笠山二丁目３番４８号 草津市笠山二丁目２５４番地の６ 平成14年1月29日
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草津市笠山二丁目３番４９号 草津市笠山二丁目２５４番地の５ 平成13年12月13日

草津市笠山二丁目４番４０号 草津市笠山二丁目１６２１番地２６ 平成26年11月27日

草津市笠山二丁目４番４１号 草津市笠山二丁目１６２１番地２７ 平成26年11月27日

草津市笠山二丁目４番５３号 草津市笠山二丁目２４４番地の２２ 平成18年1月13日

草津市笠山二丁目４番５６号 草津市笠山二丁目２４４番地の２３ 平成18年10月30日

草津市笠山二丁目４番５７号 草津市笠山二丁目２４４番地の３ 平成18年10月2日

草津市笠山二丁目４番５８－２号 草津市笠山二丁目２４４番地の８ 平成18年12月4日

草津市笠山二丁目４番６２号 草津市笠山二丁目２４４番地の１０ 平成13年4月12日

草津市笠山二丁目４番６３号 草津市笠山二丁目２４４番地の１５ 平成14年6月4日

草津市笠山二丁目４番６４号 草津市笠山二丁目２４４番地の１４ 平成13年7月19日

草津市笠山二丁目４番６５号 草津市笠山二丁目２４４番地の１ 平成13年1月26日

草津市笠山二丁目４番６６号 草津市笠山二丁目２４４番地の１３ 平成12年12月21日

草津市笠山二丁目４番６７号 草津市笠山二丁目２４４番地の１２ 平成13年1月26日

草津市笠山二丁目４番６８号 草津市笠山二丁目２４５番地の２８ 平成12年9月20日

草津市笠山二丁目４番６９－１号 草津市笠山二丁目２４５番地の２７・３０ 平成12年9月20日

草津市笠山二丁目４番６９－２号 草津市笠山二丁目２４５番地の２０ 平成13年5月24日

草津市笠山二丁目４番７７号 草津市笠山二丁目２４８番地の１ 平成14年3月22日 セジュール笠山

草津市笠山二丁目５番３７号 草津市笠山二丁目２３３番地２８他一筆 平成27年11月13日

草津市笠山二丁目５番４４号 草津市笠山二丁目２３３番地３０ 平成27年9月11日

草津市笠山二丁目６番４３－１号 草津市笠山二丁目２４２番地１８他１筆 平成27年8月3日

草津市笠山二丁目７番１７号 草津市笠山二丁目１６３０番地の３０、３５ 平成13年11月29日

草津市笠山二丁目９番４６号 草津市笠山二丁目２５８番地の６ 平成15年12月1日

草津市笠山二丁目９番４７号 草津市笠山二丁目２５８番地の７ 平成20年7月15日

草津市笠山三丁目１番２号 草津市笠山三丁目２２８番地５他４筆 平成25年3月5日 Ｎａｓｉｃ　Ｍａｔｅ　梨園

草津市笠山三丁目１番２２号 草津市笠山三丁目２１５番地の１ 平成18年6月14日

草津市笠山三丁目２番７号 草津市笠山三丁目１６３８番地５ 平成25年7月4日

草津市笠山三丁目４番１０号 草津市笠山三丁目１６４１番地２ 平成30年3月27日

草津市笠山三丁目５番７号 草津市笠山三丁目３２２番地１５３ 平成25年8月20日

草津市笠山三丁目６番１５号 草津市笠山三丁目３２２番地６３ 令和2年3月23日

草津市笠山三丁目６番１６号 草津市笠山三丁目３２２番地４５１ 平成31年3月15日

草津市笠山三丁目６番１７号 草津市笠山三丁目３２２番地４５０ 平成31年3月15日

草津市笠山三丁目６番１８号 草津市笠山三丁目３２２番地１９６ 平成27年1月6日

草津市笠山三丁目７番２７号 草津市笠山三丁目３２２番地１３９ 平成28年2月24日

草津市笠山三丁目１２番１１号 草津市笠山三丁目３２２番地３１３、他１筆 平成22年2月16日 レオパレス　ルーチェ笠山

草津市笠山三丁目１２番２５号 草津市笠山三丁目３２２番地３１０ 平成23年4月5日

草津市笠山三丁目１２番３４号 草津市笠山三丁目３２２番地の１０ 平成14年9月27日

草津市笠山三丁目１２番３５号 草津市笠山三丁目３２２番地の４１２ 平成13年6月21日

草津市笠山三丁目１４番１６号 草津市笠山三丁目３２２番地３１９他一筆 平成24年1月10日

草津市笠山三丁目１５番３号 草津市笠山三丁目３２２番地の４３３ 平成20年9月16日

草津市笠山三丁目１５番５－１０号 草津市笠山三丁目３２２番地４３６ 平成20年11月25日

草津市笠山三丁目１５番５－１１号 草津市笠山三丁目３２２番地４３５ 平成21年4月15日

草津市笠山三丁目１５番５－１２号 草津市笠山三丁目３２２番地の４３４ 平成20年10月20日

草津市笠山三丁目１５番５－１号 草津市笠山三丁目３２２番地４３２ 平成22年7月20日

草津市笠山三丁目１５番５－２号 草津市笠山三丁目３２２番地４３１ 平成22年2月1日

草津市笠山三丁目１５番５－３号 草津市笠山三丁目３２２番地４３０ 平成21年8月10日

草津市笠山三丁目１５番５－４号 草津市笠山三丁目３２２番地の４２９ 平成20年8月29日

草津市笠山三丁目１５番５－５号 草津市笠山三丁目３２２番地の４２８ 平成20年7月29日

草津市笠山三丁目１５番５－６号 草津市笠山三丁目３２２番地の４２７ 平成20年7月29日

草津市笠山三丁目１５番５－７号 草津市笠山三丁目３２２番地４２６ 平成22年4月16日

草津市笠山三丁目１５番５－８号 草津市笠山三丁目３２２番地４２３ 平成21年10月6日

草津市笠山三丁目１５番５－９号 草津市笠山三丁目３２２番地４３７ 平成22年1月12日

草津市笠山三丁目１５番１２号 草津市笠山三丁目３２２番地の４２ 平成14年4月19日

草津市笠山三丁目１５番４０号 草津市笠山三丁目３２２番地４３８ 平成23年3月15日

草津市笠山三丁目１５番４１号 草津市笠山三丁目３２２番地の４３９ 平成20年7月18日

草津市笠山三丁目１５番４３号 草津市笠山三丁目３２２番地４１９ 平成22年1月19日

草津市笠山三丁目１５番４４号 草津市笠山三丁目３２２番地の４４０ 平成20年7月31日

草津市笠山三丁目１５番４５号 草津市笠山三丁目２２６番地９８他１筆 平成22年2月8日

草津市笠山三丁目１７番２２号 草津市笠山三丁目２３７番地１ 平成21年3月6日 レオパレス　ベルハイム笠山

草津市笠山三丁目１８番９号 草津市笠山三丁目２２６番地の１２７ 平成12年6月22日

草津市笠山三丁目１８番１４号 草津市笠山三丁目２２６番地の１３０ 平成16年9月17日

草津市笠山三丁目１８番１６号 草津市笠山三丁目２２６番地の１２８他 平成13年2月14日

草津市笠山三丁目１８番１７号 草津市笠山三丁目２２４番地の１６ 平成13年3月19日

草津市笠山三丁目１８番１８号 草津市笠山三丁目２４４番地の１５ 平成14年10月31日

草津市笠山三丁目１８番１９号 草津市笠山三丁目２２４番地の１３ 平成16年8月10日

草津市笠山三丁目１８番２０号 草津市笠山三丁目２２４番地の１２ 平成12年5月30日

草津市笠山三丁目１８番２１号 草津市笠山三丁目２２４番地の１１ 平成12年5月29日

草津市笠山三丁目１８番２４号 草津市笠山三丁目２２４番地の６ 平成12年3月28日
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草津市笠山三丁目１８番２５号 草津市笠山三丁目２２４番地の４ 平成14年1月11日

草津市笠山三丁目１８番２６号
草津市笠山三丁目２２６番地の１２４・２２
６番地の１４１

平成13年11月19日

草津市笠山四丁目２番６３号 草津市笠山四丁目４９０番地の８ 平成18年4月17日

草津市笠山四丁目４番２１号 草津市笠山四丁目４６３番地の１ 平成14年6月19日 ビラ・カサレリア

草津市笠山四丁目５番２号 草津市笠山四丁目４４９番地の４９ 平成13年12月10日

草津市笠山四丁目５番２０号 草津市笠山四丁目４４９番地の９２ 平成15年1月22日

草津市笠山四丁目５番２１号 草津市笠山四丁目４４９番地の９３ 平成14年1月9日

草津市笠山四丁目５番２３号 草津市笠山四丁目４４９番地の９４、１０１ 平成13年11月27日

草津市笠山四丁目５番２４号 草津市笠山四丁目４４９番地の９１ 平成12年11月13日

草津市笠山四丁目５番２５号 草津市笠山四丁目４４９番地の９０ 平成12年9月28日

草津市笠山四丁目５番２６号 草津市笠山四丁目４４９番地の８９ 平成12年9月1日

草津市笠山四丁目６番１２号 草津市笠山四丁目４５９番地の９ 平成12年2月28日

草津市笠山四丁目７番４号 草津市笠山四丁目４５２番地８ 平成24年2月21日

草津市笠山四丁目７番９号 草津市笠山四丁目４５２番地２ 令和2年8月19日

草津市笠山四丁目７番１０号 草津市笠山四丁目４５２番地２４ 令和2年2月27日

草津市笠山四丁目７番１１号 草津市笠山四丁目４５２番地２５ 令和2年2月27日

草津市笠山四丁目７番１２号 草津市笠山四丁目４５２番地２６ 令和2年2月27日

草津市笠山四丁目７番２０－１号 草津市笠山四丁目４５２番地１０ 平成25年4月4日

草津市笠山四丁目８番２６号 草津市笠山四丁目４４９番地３２ 平成26年12月26日 メディカル松下南＋

草津市笠山四丁目９番８号 草津市笠山四丁目４４９番地の６６ 平成15年10月6日

草津市笠山四丁目１０番２７号 草津市笠山四丁目４４９番地の１３ 平成13年1月10日

草津市笠山四丁目１０番２９号 草津市笠山四丁目４４９番地の１２ 平成12年12月4日

草津市笠山四丁目１０番３８号 草津市笠山四丁目４４９番地の５ 平成17年12月5日 ＳＡＲＡＮ

草津市笠山四丁目１０番３９号 草津市笠山四丁目４４９番地の１０２ 平成15年4月15日

草津市笠山四丁目１２番２７号
草津市笠山四丁目４３７番地３、４３７番地
４

平成28年1月18日 メディカル松下南ＥＸ

草津市笠山四丁目１２番４３号 草津市笠山四丁目４４２番地の４ 平成12年3月6日 ニューマリッチ安達

草津市笠山四丁目１２番４５号 草津市笠山四丁目４５２番地の１１ 平成14年7月12日

草津市笠山四丁目１２番５５号 草津市笠山四丁目４４２番地４他７筆 平成24年1月6日 メディカル　松下南

草津市笠山四丁目１２番５７号 草津市笠山四丁目４４２番地の６ 平成13年1月11日

草津市笠山四丁目１２番５８号 草津市笠山四丁目４４２番地の７ 平成13年1月11日

草津市笠山四丁目１２番６５号 草津市笠山四丁目４３４番地の４他 平成12年2月16日 パレ南笠

草津市笠山四丁目１３番３１号 草津市笠山四丁目４３４番地２８ 平成22年10月15日 レオパレス　ＧＵＡＲＤ１

草津市笠山四丁目１５番１７号 草津市笠山四丁目４３７番地の３５ 平成19年10月23日

草津市笠山四丁目１５番２２号 草津市笠山四丁目４３７番地の４２ 平成18年3月30日

草津市笠山四丁目１５番２３号 草津市笠山四丁目４３７番地の６０ 平成12年2月28日

草津市笠山四丁目１５番３２号 草津市笠山四丁目４３７番地の８１ 平成17年9月6日

草津市笠山四丁目５５番３号 草津市笠山四丁目４４９番地の８８ 平成13年2月7日

草津市笠山四丁目５番３号 草津市笠山四丁目４４９番地の８８ 平成13年2月7日

草津市笠山五丁目１番４８号 草津市笠山五丁目１０５番地の８ 平成12年8月9日

草津市笠山五丁目１番７１号
草津市笠山五丁目４８３番地１、４８３番地
８

令和2年12月4日

草津市笠山五丁目１番７６号 草津市笠山五丁目４７４番地３　外１０筆 平成30年6月21日

草津市笠山五丁目１番７６号 草津市笠山五丁目４７７番地 平成11年12月22日

草津市笠山五丁目２番６１号 草津市笠山五丁目１２１番地の３ 平成18年11月2日

草津市笠山五丁目３番２５号 草津市笠山五丁目４８０番地の２ 平成17年8月31日

草津市笠山五丁目３番２８号 草津市笠山五丁目１０６番地の３７ 平成19年8月14日

草津市笠山五丁目３番２９号 草津市笠山五丁目１０６番地の３６ 平成19年2月15日

草津市笠山五丁目３番３０号 草津市笠山五丁目１０６番地の３５ 平成18年10月4日

草津市笠山五丁目３番３１号 草津市笠山五丁目１０６番地の３８ 平成18年12月11日

草津市笠山五丁目３番３２号 草津市笠山五丁目１０６番地の３９ 平成18年10月4日

草津市笠山五丁目３番３３号 草津市笠山五丁目１０６番地の３４ 平成19年5月17日

草津市笠山五丁目３番３４号 草津市笠山五丁目１０６番地の３３ 平成19年6月4日

草津市笠山五丁目３番３５号 草津市笠山五丁目１０６番地の３２ 平成19年3月20日

草津市笠山五丁目３番３７号 草津市笠山五丁目１０６番地の２５ 平成12年10月2日

草津市笠山五丁目３番３８号 草津市笠山五丁目１０６番地の４ 平成15年12月16日

草津市笠山五丁目３番５０号 草津市笠山五丁目１０６番地の２６ 平成17年9月16日

草津市笠山五丁目４番１４号 草津市笠山五丁目１５７番地２５ 平成25年11月5日

草津市笠山五丁目５番６号 草津市笠山五丁目１５７番地２４ 平成30年8月21日

草津市笠山五丁目６番３号 草津市笠山五丁目１５７番地１７ 平成26年2月13日

草津市笠山五丁目８番６号 草津市笠山五丁目４６１番地２１ 平成27年3月6日

草津市笠山五丁目１０番３４号
草津市笠山五丁目４６１番地４４、４６１番
地５０

平成21年11月6日

草津市笠山六丁目５番８号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１２ 平成16年10月5日

草津市笠山六丁目５番１０号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１１ 平成14年2月20日

草津市笠山六丁目５番１３号 草津市笠山六丁目３２２番地の４２７ 平成15年8月12日

草津市笠山六丁目５番１５号 草津市笠山六丁目３２２番地の４２８ 平成16年1月26日
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草津市笠山六丁目５番１６号 草津市笠山六丁目３２２番地の４２９ 平成15年11月14日

草津市笠山六丁目５番１７号 草津市笠山六丁目３２２番地の４３０ 平成15年10月8日

草津市笠山六丁目５番１８号 草津市笠山六丁目３２２番地の４３１ 平成15年10月27日

草津市笠山六丁目５番２０号 草津市笠山六丁目３２２番地の４３２ 平成16年4月13日

草津市笠山六丁目５番２１号 草津市笠山六丁目３２２番地の４３３ 平成17年1月11日

草津市笠山六丁目５番２２号 草津市笠山六丁目３２２番地の４３４ 平成16年8月5日

草津市笠山六丁目５番２６号 草津市笠山六丁目３２２番地の４２１ 平成15年1月28日

草津市笠山六丁目５番２８号 草津市笠山六丁目３２２番地の４２０ 平成16年3月4日

草津市笠山六丁目５番２９号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１９ 平成16年8月24日

草津市笠山六丁目５番３０号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１８ 平成15年1月28日

草津市笠山六丁目５番３２号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１７ 平成15年4月25日

草津市笠山六丁目５番３３号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１６ 平成16年7月30日

草津市笠山六丁目５番３５号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１５ 平成16年3月1日

草津市笠山六丁目５番３６号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１４ 平成15年3月31日

草津市笠山六丁目５番３７号 草津市笠山六丁目３２２番地の４１３ 平成16年11月5日

草津市笠山六丁目５番４０号 草津市笠山六丁目３２２番地の４５０ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４１号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４９ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４３号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４８ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４４号 草津市笠山六丁目３２２番地の４５１ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４５号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４７ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４６号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４６ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４７号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４５ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４８号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４４ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番４９号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４３ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番５０号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４２ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番５１号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４１ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番５２号 草津市笠山六丁目３２２番地の４４０ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目５番５３号 草津市笠山六丁目３２２番地の４３９ 平成16年7月5日

草津市笠山六丁目８番３号 草津市笠山六丁目３２２番地の２６４ 平成17年5月10日

草津市笠山六丁目９番２９－１号 草津市笠山六丁目３２２番地の４０４ 平成12年3月14日

草津市笠山六丁目９番４６号 草津市笠山六丁目３２２番地の４０７ 平成12年3月14日

草津市笠山六丁目１４番１１号 草津市笠山六丁目１５６番地４５ 平成22年2月12日

草津市笠山六丁目１４番１９号 草津市笠山六丁目１５６番地３６ 令和2年7月22日

草津市上笠一丁目１番１６号 草津市上笠一丁目１３番地の一部他７筆 平成23年4月7日 介護老人福祉施設　なみき

草津市上笠一丁目１番２２号 草津市上笠一丁目１１番地 平成16年1月19日 特別養護老人ホーム　ぽぷら

草津市上笠一丁目１番２４号 草津市上笠一丁目１０番地の１ 平成2年11月22日

草津市上笠一丁目１番２５号 草津市上笠一丁目９番地６ 平成27年7月21日

草津市上笠一丁目１番２６号 草津市上笠一丁目９番地５ 平成27年7月21日

草津市上笠一丁目１番２７号 草津市上笠一丁目９番地１ 平成27年7月21日

草津市上笠一丁目２番１１号 草津市上笠一丁目２３番地の３ 平成13年3月13日

草津市上笠一丁目２番２１号 草津市上笠一丁目３１番地の１ 平成8年11月26日

草津市上笠一丁目３番１号 草津市上笠一丁目４１番地１１ 令和2年10月9日

草津市上笠一丁目３番２号 草津市上笠一丁目４０番地２１ 平成24年9月25日

草津市上笠一丁目３番３号 草津市上笠一丁目４０番地２０ 平成23年1月7日

草津市上笠一丁目３番４号 草津市上笠一丁目４０番地１９ 平成23年5月26日

草津市上笠一丁目３番５号 草津市上笠一丁目４０番地１８ 平成22年8月2日

草津市上笠一丁目３番６号 草津市上笠一丁目４０番地１７ 平成22年8月24日

草津市上笠一丁目３番７号 草津市上笠一丁目４０番地１６ 平成23年3月3日

草津市上笠一丁目３番８号 草津市上笠一丁目４０番地１５ 平成30年3月15日

草津市上笠一丁目３番１５号 草津市上笠一丁目４０番地１１ 平成28年7月13日

草津市上笠一丁目３番１６号 草津市上笠一丁目４０番地１０ 平成22年5月31日

草津市上笠一丁目３番１７号 草津市上笠一丁目４０番地８ 平成27年3月2日

草津市上笠一丁目３番１９号 草津市上笠一丁目４０番地６ 平成25年10月21日

草津市上笠一丁目３番２０号 草津市上笠一丁目４０番地５ 平成27年3月2日

草津市上笠一丁目３番２１号 草津市上笠一丁目４０番地１ 平成24年9月5日

草津市上笠一丁目３番２３号 草津市上笠一丁目４０番地３６ 平成21年6月8日

草津市上笠一丁目３番２４号 草津市上笠一丁目４０番地３７ 平成24年12月17日

草津市上笠一丁目３番２５号 草津市上笠一丁目４０番地３８ 平成23年2月14日

草津市上笠一丁目３番２６号 草津市上笠一丁目４０番地３９ 平成24年9月3日

草津市上笠一丁目３番２７号 草津市上笠一丁目４０番地４０ 平成28年7月13日

草津市上笠一丁目３番２８号 草津市上笠一丁目４０番地３２ 平成21年10月30日

草津市上笠一丁目３番２９号 草津市上笠一丁目４０番地３３ 平成28年7月13日

草津市上笠一丁目３番３０号 草津市上笠一丁目４０番地３４ 平成28年3月31日

草津市上笠一丁目３番３１号 草津市上笠一丁目４０番地３５ 平成21年3月3日

草津市上笠一丁目３番３２号 草津市上笠一丁目４０番地２７ 平成23年11月1日

草津市上笠一丁目３番３３号 草津市上笠一丁目４０番地２８ 平成23年8月29日

草津市上笠一丁目３番３４号 草津市上笠一丁目４０番地２９ 平成24年10月9日
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草津市上笠一丁目３番３５号 草津市上笠一丁目４０番地３ 平成24年2月10日

草津市上笠一丁目３番３６号 草津市上笠一丁目４０番地３１ 平成28年8月8日

草津市上笠一丁目３番３８号 草津市上笠一丁目４０番地２３ 平成24年12月27日

草津市上笠一丁目３番３９号 草津市上笠一丁目４０番地２４ 平成26年6月27日

草津市上笠一丁目３番４０号 草津市上笠一丁目４０番地２５ 平成22年7月23日

草津市上笠一丁目３番４１号 草津市上笠一丁目４０番地４８ 平成26年9月8日

草津市上笠一丁目３番４２号 草津市上笠一丁目４０番地４７ 平成24年3月1日

草津市上笠一丁目３番４３号 草津市上笠一丁目４０番地４６ 平成23年2月4日

草津市上笠一丁目３番４４号 草津市上笠一丁目４０番地４５ 平成22年7月21日

草津市上笠一丁目３番４５号 草津市上笠一丁目４０番地４３ 平成24年9月3日

草津市上笠一丁目３番４６号 草津市上笠一丁目４０番地４２ 平成24年1月19日

草津市上笠一丁目４番２０－１号 草津市上笠一丁目１７９番地の１ 平成13年8月22日

草津市上笠一丁目５番１８号 草津市上笠一丁目２７２番地２ 平成28年2月12日

草津市上笠一丁目５番１９号 草津市上笠一丁目２７２番地６他２筆 平成27年9月3日

草津市上笠一丁目５番２０号 草津市上笠一丁目２７２番地５ 平成28年5月30日

草津市上笠一丁目５番２２号 草津市上笠一丁目２７２番地１０ 平成28年2月5日

草津市上笠一丁目６番１号
草津市上笠一丁目１７２番地３の一部、他１
筆

平成24年7月2日

草津市上笠一丁目７番１３号 草津市上笠一丁目２４８番地１ 平成22年11月8日

草津市上笠一丁目８番１９号 草津市上笠一丁目２４６番地１ 平成24年6月4日

草津市上笠一丁目８番２０号 草津市上笠一丁目２４６番地１の一部 平成23年6月3日

草津市上笠一丁目９番１１号 草津市上笠一丁目２００番地 平成8年3月1日

草津市上笠一丁目１１番２５号 草津市上笠一丁目２２５番地１ 平成23年1月31日

草津市上笠一丁目１２番１９号 草津市上笠一丁目２２１番地の４ 平成19年2月28日

草津市上笠一丁目１２番３０号 草津市上笠一丁目２２２番地 平成17年3月4日

草津市上笠一丁目１５番１１号 草津市上笠一丁目４４４番地 平成2年11月20日

草津市上笠一丁目１６番３号 草津市上笠一丁目４２１番地２ 平成23年10月6日

草津市上笠一丁目１６番９－１号 草津市上笠一丁目４２３番地１ 平成22年1月19日

草津市上笠一丁目１７番１６号 草津市上笠一丁目５０３番地５ 令和元年5月16日

草津市上笠一丁目１７番１７－１号 草津市上笠一丁目５０３番地４ 令和元年11月18日

草津市上笠一丁目１７番１７－２号 草津市上笠一丁目５０３番地３ 令和元年6月6日

草津市上笠一丁目１７番１７－３号 草津市上笠一丁目５０３番地２ 令和2年11月10日

草津市上笠一丁目１７番１７－４号
草津市上笠一丁目５０２番地１、５０３番地
１

令和元年7月2日

草津市上笠一丁目１７番１８号 草津市上笠一丁目５０２番地の一部 平成30年7月17日

草津市上笠一丁目１７番１９－１号 草津市上笠一丁目５０２番地３ 平成31年2月26日

草津市上笠一丁目１７番１９－２号 草津市上笠一丁目５０２番地４ 平成31年3月29日

草津市上笠一丁目１７番２０－３号 草津市上笠一丁目５０２番地７ 平成30年12月21日

草津市上笠一丁目１７番２０－１号 草津市上笠一丁目５０２番地５ 令和元年9月10日

草津市上笠一丁目１７番２０－２号 草津市上笠一丁目５０２番地６ 令和元年5月14日

草津市上笠一丁目１７番３３号 草津市上笠一丁目４１７番地の１ 平成14年8月29日

草津市上笠一丁目１８番１６号
草津市上笠一丁目３９８番地１、３９９番地
２

令和元年11月26日

草津市上笠一丁目１８番２５号 草津市上笠一丁目４０２番地８ 平成27年2月3日

草津市上笠一丁目１８番２９号 草津市上笠一丁目４０２番地５ 平成25年7月3日

草津市上笠一丁目２０番１２号 草津市上笠一丁目５５５番地１ 平成27年4月30日

草津市上笠一丁目２０番１３号 草津市上笠一丁目５５５番地２ 平成24年3月28日

草津市上笠一丁目２１番３号 草津市上笠一丁目５０５番地の１１ 平成1年3月20日

草津市上笠一丁目２１番２１－２号 草津市上笠一丁目５０５番地の７ 昭和63年11月24日

草津市上笠一丁目２１番２２号 草津市上笠一丁目５０５番地８ 令和2年9月23日

草津市上笠一丁目２２番１０号 草津市上笠一丁目５２０番地の１ 平成20年7月31日

草津市上笠一丁目２２番１４号 草津市上笠一丁目５２４番地４ 平成23年11月1日

草津市上笠一丁目２２番１５号 草津市上笠一丁目５２４番地 平成24年3月5日

草津市上笠一丁目２２番１９号
草津市上笠一丁目５２０番地２、５２４番地
３

平成21年1月13日

草津市上笠一丁目２２番２６号 草津市上笠一丁目４９８番地 平成11年8月20日 ウエストグロウヴ

草津市上笠一丁目２３番３２号 草津市上笠一丁目５１８番地１ 平成30年11月26日

草津市上笠一丁目２３番３３号 草津市上笠一丁目５２１番地の１ 平成4年9月11日

草津市上笠一丁目２３番３４号 草津市上笠一丁目５１３番地２ 平成25年12月16日

草津市上笠一丁目２３番３５号 草津市上笠一丁目５１３番地１ 平成25年9月9日

草津市上笠一丁目２４番２０号 草津市上笠一丁目５２９番地 平成7年11月21日 ヴィラ・ディアマンテⅡ

草津市上笠一丁目２４番３１号 草津市上笠一丁目４９１番地１ 平成22年3月17日

草津市上笠一丁目２４番３２号 草津市上笠一丁目４９１番地３ 平成21年10月2日

草津市上笠一丁目２４番３３号 草津市上笠一丁目４９１番地２ 平成25年4月5日

草津市上笠一丁目２５番２号 草津市上笠町４４４番地 平成2年11月20日

草津市上笠一丁目２５番５号 草津市上笠一丁目４８９番地の１ 平成6年3月8日 レイクシティ上笠

草津市上笠一丁目２６番１号 草津市上笠一丁目６８１番地の３ 平成18年3月30日

草津市上笠一丁目２７番３１号 草津市上笠一丁目５３２番地の１ 平成6年10月13日 エミール上笠
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草津市上笠一丁目２７番３２号 草津市上笠一丁目５３２番地の２ 平成1年6月5日

草津市上笠一丁目２７番３２号 草津市上笠一丁目５３２番地の２ 平成1年6月8日

草津市上笠一丁目２９番９号 草津市上笠一丁目６５２番地の３ 平成7年1月20日

草津市上笠一丁目３０番３４号 草津市上笠一丁目６４５番地２５ 平成22年8月9日

草津市上笠一丁目３０番３５号 草津市上笠一丁目６４５番地２４ 平成21年11月30日

草津市上笠一丁目３０番３６号 草津市上笠一丁目６４５番地２３ 平成21年5月22日

草津市上笠一丁目３０番３７号 草津市上笠一丁目６４５番地２２ 平成21年5月7日

草津市上笠一丁目３０番３８号 草津市上笠一丁目６４５番地２１ 平成21年2月16日

草津市上笠一丁目３０番４３号 草津市上笠一丁目６４５番地５ 平成24年5月21日

草津市上笠一丁目３０番４４号 草津市上笠一丁目６４５番地６ 平成21年5月7日

草津市上笠一丁目３０番４５号 草津市上笠一丁目６４５番地７ 令和元年8月30日

草津市上笠一丁目３０番４８号 草津市上笠一丁目６４５番地２０ 平成23年9月26日

草津市上笠一丁目３０番４９号 草津市上笠一丁目６４５番地１９ 平成21年7月13日

草津市上笠一丁目３０番５０号 草津市上笠一丁目６４５番地１８ 平成23年8月18日

草津市上笠一丁目３０番５１号 草津市上笠一丁目６４５番地１７ 平成25年2月22日

草津市上笠一丁目３０番５２号 草津市上笠一丁目６４５番地１６ 平成25年2月18日

草津市上笠一丁目３０番５５号 草津市上笠一丁目６４５番地１５ 平成22年3月25日

草津市上笠一丁目３０番５６号 草津市上笠一丁目６４５番地１４ 平成23年8月17日

草津市上笠一丁目３０番５７号 草津市上笠一丁目６４５番地１３ 平成23年3月25日

草津市上笠一丁目３０番５８号 草津市上笠一丁目６４５番地１２ 平成22年6月22日

草津市上笠一丁目３０番５９号 草津市上笠一丁目６４５番地１１ 平成21年9月28日

草津市上笠二丁目１番４号 草津市上笠二丁目５０番地２１ 平成21年2月17日

草津市上笠二丁目１番１４号 草津市上笠二丁目５０番地１０ 令和元年7月29日

草津市上笠二丁目１番１５号 草津市上笠二丁目５０番地の２ 平成8年8月12日

草津市上笠二丁目１番１６号 草津市上笠二丁目５０番地の２ 平成9年3月25日

草津市上笠二丁目２番８号 草津市上笠二丁目５０番３５ 令和元年10月28日

草津市上笠二丁目２番１３号 草津市上笠二丁目５０番地３３ 平成27年12月4日

草津市上笠二丁目３番１７－１号 草津市上笠二丁目５０番地４４ 平成24年10月29日

草津市上笠二丁目４番１７号 草津市上笠二丁目５０番地の７ 平成11年1月7日

草津市上笠二丁目５番１５号 草津市上笠二丁目６１番地の９ 平成11年10月14日

草津市上笠二丁目５番１６号 草津市上笠二丁目６１番地の１ 平成11年11月15日

草津市上笠二丁目５番１９号 草津市上笠二丁目５０番地の５４ 平成11年9月27日

草津市上笠二丁目５番２０号 草津市上笠二丁目５０番地の９５ 平成11年9月27日

草津市上笠二丁目５番２２－１号 草津市上笠二丁目５０番地の９４ 平成11年7月16日

草津市上笠二丁目５番２２－２号 草津市上笠二丁目６１番地の１１ 平成12年1月13日

草津市上笠二丁目５番２２－３号 草津市上笠二丁目６１番地の１０ 平成12年3月14日

草津市上笠二丁目５番２２－４号 草津市上笠二丁目６１番地の５ 平成12年10月24日

草津市上笠二丁目５番２２－５号 草津市上笠二丁目６１番地の３ 平成12年1月13日

草津市上笠二丁目５番２２－６号 草津市上笠二丁目６１番地の２ 平成12年1月13日

草津市上笠二丁目５番２２－７号 草津市上笠二丁目５０番地の８６ 平成11年9月27日

草津市上笠二丁目５番２３号 草津市上笠二丁目５０番地の８５ 平成11年7月16日

草津市上笠二丁目５番２４－１号 草津市上笠二丁目６０番地の８ 平成14年5月21日

草津市上笠二丁目６番５号 草津市上笠二丁目６６番地２１ 平成26年4月17日

草津市上笠二丁目６番１４号 草津市上笠二丁目６４番地の４ 平成4年1月13日 ヴィラ　上笠

草津市上笠二丁目６番１６号 草津市上笠二丁目６４番地の１０ 平成6年1月11日

草津市上笠二丁目７番１２号 草津市上笠二丁目７０番地４９ 平成27年7月13日

草津市上笠二丁目７番１３－２号 草津市上笠二丁目７０番地５１ 平成24年1月25日

草津市上笠二丁目７番２８号 草津市上笠二丁目６６番地１０ 令和2年1月24日

草津市上笠二丁目７番３０号 草津市上笠二丁目６６番地の１３ 平成1年3月6日

草津市上笠二丁目７番３１号 草津市上笠二丁目６６番地１３ 令和元年7月4日

草津市上笠二丁目８番２号 草津市上笠二丁目７４番地２５ 平成22年4月9日

草津市上笠二丁目８番８号 草津市上笠二丁目７０番地の５４ 平成14年9月27日

草津市上笠二丁目９番１４－１号 草津市上笠二丁目７０番地の３６ 平成13年6月6日

草津市上笠二丁目１０番１８－２号 草津市上笠二丁目７４番地２２ 平成31年2月26日

草津市上笠二丁目１１番２０－２号 草津市上笠二丁目７４番地１６ 平成30年4月25日

草津市上笠二丁目１２番６号 草津市上笠二丁目１４０番地の２０ 平成19年1月9日

草津市上笠二丁目１２番７号 草津市上笠二丁目１３９番地の１５ 平成15年2月25日

草津市上笠二丁目１２番８号 草津市上笠二丁目１３９番地の１３ 平成15年7月14日

草津市上笠二丁目１２番９号 草津市上笠二丁目１３９番地の１２ 平成16年4月16日

草津市上笠二丁目１２番１３号 草津市上笠二丁目１３９番地の１４ 平成15年3月19日

草津市上笠二丁目１２番１４号 草津市上笠二丁目１３９番地の６ 平成15年5月27日

草津市上笠二丁目１３番１号
草津市上笠二丁目１４２番地１３、１４１番
地１１

平成30年3月5日

草津市上笠二丁目１３番４－１号 草津市上笠二丁目１４３番地の５ 平成16年8月23日

草津市上笠二丁目１４番１３号 草津市上笠二丁目１４０番地３ 平成26年3月25日 ケアホーム若竹

草津市上笠二丁目１５番１号 草津市上笠二丁目１５１番地の１８ 平成9年1月23日

草津市上笠二丁目１５番１２号 草津市上笠二丁目１４８番地１他７筆 平成27年9月9日 コンフォート上笠
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草津市上笠二丁目１５番１３号
草津市上笠二丁目１４９番地５、１５０番地
４

平成24年3月19日 サンヴェール　上笠Ⅱ

草津市上笠二丁目１５番１５号 草津市上笠二丁目１４８番地の１ 平成7年4月11日 レイクシティ上笠二番館

草津市上笠二丁目１５番２２号 草津市上笠二丁目１４７番地の１０ 平成10年11月9日

草津市上笠二丁目１５番２４－２号 草津市上笠二丁目１４６番地の１３ 平成7年7月3日

草津市上笠二丁目１６番６－１号 草津市上笠二丁目１５１番地の２０ 平成14年8月5日

草津市上笠二丁目１６番６－１号 草津市上笠二丁目１５１番地２０ 平成22年2月3日

草津市上笠二丁目１６番６－２号 草津市上笠町１５１番地の２１ 平成2年12月17日

草津市上笠二丁目１６番７号
草津市上笠二丁目１５１番地２２、１５５番
地３

平成23年1月24日

草津市上笠二丁目１７番２号 草津市上笠二丁目１５７番地の３ 平成12年9月28日

草津市上笠二丁目１７番５号 草津市上笠二丁目１５４番地１他２筆 平成25年10月4日 シエロ・ガーデン

草津市上笠二丁目１７番６－５号 草津市上笠二丁目１５５番地の１ 平成16年2月10日

草津市上笠二丁目１７番６号 草津市上笠二丁目１５５番地の１ 平成2年10月1日

草津市上笠二丁目１７番６号 草津市上笠二丁目１５５番地の１ 平成12年11月30日 アーバス草津

草津市上笠二丁目１９番１号 草津市上笠二丁目１５９番地の２ 平成1年8月7日

草津市上笠二丁目１９番１１号
草津市上笠二丁目１６４番地６、１６３番地
３

平成24年10月5日

草津市上笠二丁目１９番２２号 草津市上笠二丁目１６５番地の５ 平成8年7月23日

草津市上笠二丁目１９番２８号 草津市上笠二丁目１６５番地の６ 平成14年6月20日

草津市上笠二丁目２２番６号
草津市上笠二丁目２８１番地８、２８２番地
１０

平成25年1月23日

草津市上笠二丁目２３番８号 草津市上笠二丁目２８３番地の３ 平成4年8月25日 サークル　キューブ

草津市上笠二丁目２３番１０号 草津市上笠二丁目２８３番地の２ 平成4年12月8日 クローバー草津

草津市上笠二丁目２４番１０号 草津市上笠二丁目２８８番地２６ 平成30年6月11日

草津市上笠二丁目２４番１２号 草津市上笠二丁目２８５番地３ 令和2年2月17日

草津市上笠二丁目２４番１７号
草津市上笠二丁目２８５番地２４、２８５番
地２５

平成24年6月1日

草津市上笠二丁目２４番２４号 草津市上笠二丁目２８５番地２６ 平成21年2月16日

草津市上笠二丁目２５番４号 草津市上笠二丁目２９１番地８ 平成31年3月6日

草津市上笠二丁目２６番１９号 草津市上笠二丁目２９１番地２１ 平成24年2月20日

草津市上笠二丁目２６番２１号 草津市上笠二丁目２９１番地２３ 平成28年3月16日

草津市上笠二丁目２６番２２号 草津市上笠二丁目２９１番地２４ 令和2年7月7日

草津市上笠二丁目２７番１号 草津市上笠二丁目２９７番地の２ 平成7年5月9日

草津市上笠二丁目２８番１０号 草津市上笠二丁目３７４番地１１他２筆 平成26年8月8日 メゾン上笠

草津市上笠二丁目２８番２３号 草津市上笠二丁目３７７番地９ 平成23年7月7日

草津市上笠二丁目２９番１６号 草津市上笠二丁目３７９番地１５ 平成25年6月3日

草津市上笠二丁目３０番９号 草津市上笠二丁目３８０番地１６ 令和2年8月20日

草津市上笠二丁目３０番１０－１号 草津市上笠二丁目３８０番地１７ 令和2年2月18日

草津市上笠二丁目３０番１０号 草津市上笠二丁目３８０番地の１８ 平成19年5月28日

草津市上笠二丁目３１番１５号 草津市上笠二丁目３８５番地の２５ 平成18年7月10日

草津市上笠二丁目３１番１６号 草津市上笠二丁目３８５番地の２５ 平成17年12月2日

草津市上笠二丁目３１番２２号 草津市上笠二丁目３８５番地の２０ 平成16年1月27日

草津市上笠二丁目３１番２４号 草津市上笠二丁目３８５番地の６ 平成15年10月30日

草津市上笠二丁目３１番２５号 草津市上笠二丁目３８５番地の２７ 平成16年2月12日

草津市上笠二丁目３１番２７号 草津市上笠二丁目３８５番地の２８ 平成15年7月31日

草津市上笠二丁目３２番５号 草津市上笠二丁目３８５番地１２ 平成30年4月12日

草津市上笠二丁目３２番９号 草津市上笠二丁目３８５番地８ 平成24年7月24日

草津市上笠二丁目３３番４号 草津市上笠二丁目３９２番地の１ 平成16年1月22日 土肥マンション

草津市上笠二丁目３３番１２号 草津市上笠二丁目３８９番地２、他３筆 平成21年3月13日

草津市上笠三丁目１番４号 草津市上笠三丁目８０番地５９ 平成24年9月4日

草津市上笠三丁目１番７号 草津市上笠三丁目８０番地２６ 平成25年2月21日 ソシアスクエア

草津市上笠三丁目１番１３号 草津市上笠三丁目８０番地の４１ 平成19年6月29日 セジュール井原

草津市上笠三丁目２番８号 草津市上笠三丁目８０番地の１ 平成4年12月3日 上笠東ハイツ

草津市上笠三丁目２番１０号 草津市上笠三丁目８０番地の１ 平成7年2月21日 プラザ上笠

草津市上笠三丁目３番６号 草津市上笠三丁目８４番地１３ 平成26年2月14日

草津市上笠三丁目３番１０号 草津市上笠三丁目８０番地の７２ 平成1年3月28日 上笠南ハイツ

草津市上笠三丁目３番２５号 草津市上笠三丁目８０番地の６ 平成6年5月26日

草津市上笠三丁目３番２７号 草津市上笠三丁目８０番地の３９ 平成17年6月30日

草津市上笠三丁目４番３－１号 草津市上笠三丁目８５番地の２ 平成9年2月19日

草津市上笠三丁目４番７－２号 草津市上笠町８５番地の４５ 平成2年12月11日

草津市上笠三丁目４番１０号 草津市上笠三丁目８５番地の３１ 平成1年9月29日

草津市上笠三丁目５番１１号 草津市上笠三丁目８５番地の７ 平成2年4月23日

草津市上笠三丁目５番１２号 草津市上笠三丁目８５番地の８２ 平成2年4月23日

草津市上笠三丁目５番１３号 草津市上笠三丁目８５番地の８３ 平成2年4月23日

草津市上笠三丁目５番２１号 草津市上笠三丁目８５番地７０ 平成26年3月4日

草津市上笠三丁目５番２２号 草津市上笠三丁目８５番地７１ 平成26年3月4日

草津市上笠三丁目６番４号 草津市上笠三丁目１００番地１９ 平成31年4月3日

草津市上笠三丁目６番８号 草津市上笠三丁目１００番地の６９ 平成3年10月16日
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草津市上笠三丁目６番１４－１号 草津市上笠三丁目１００番地７他３筆 平成25年3月29日

草津市上笠三丁目６番１７号 草津市上笠三丁目１００番地４９ 令和元年7月9日

草津市上笠三丁目６番１８号 草津市上笠三丁目１００番地１３ 平成31年4月3日

草津市上笠三丁目７番５号 草津市上笠三丁目１００番地の３７ 平成3年4月5日

草津市上笠三丁目７番９－１号 草津市上笠三丁目１００番地の２８ 平成1年11月28日

草津市上笠三丁目７番９－２号 草津市上笠三丁目１００番地の７５ 平成1年11月28日

草津市上笠三丁目７番９－３号 草津市上笠三丁目１００番地の７６ 平成1年11月28日

草津市上笠三丁目７番９－４号 草津市上笠三丁目１００番地の７７ 平成1年11月28日

草津市上笠三丁目７番２１号 草津市上笠三丁目１００番地の７８ 平成3年12月25日

草津市上笠三丁目８番７号 草津市上笠三丁目９１３番地の２ 平成7年3月7日

草津市上笠三丁目８番１３号 草津市上笠三丁目１０８番地の１０ 平成17年2月14日

草津市上笠三丁目８番１５号 草津市上笠三丁目１０８番地の１ 平成17年9月15日

草津市上笠三丁目８番２０号 草津市上笠三丁目１０８番地の１１ 平成20年7月15日

草津市上笠三丁目８番２３－１号 草津市上笠三丁目１０８番地７ 平成30年7月17日

草津市上笠三丁目８番２３－３号 草津市上笠三丁目９１５番地 平成26年7月16日

草津市上笠三丁目１０番２０号 草津市上笠三丁目９２８番地の１ 平成12年10月6日 オレンジヒルズ

草津市上笠三丁目１０番２５号 草津市上笠三丁目９２７番地の２ 平成1年3月20日

草津市上笠三丁目１０番３５号 草津市上笠三丁目９２１番地の４ 平成10年2月27日

草津市上笠三丁目１０番３６号 草津市上笠三丁目９２１番地の１ 平成10年2月27日

草津市上笠三丁目１１番１－１号 草津市上笠三丁目１１５番地４８ 平成26年3月18日

草津市上笠三丁目１１番１－２号 草津市上笠三丁目１１５番地６１ 平成26年2月3日

草津市上笠三丁目１１番１０号 草津市上笠三丁目１１２番地の１３ 平成7年2月24日

草津市上笠三丁目１１番１２号 草津市上笠三丁目１１２番地の１４ 平成7年10月6日

草津市上笠三丁目１１番１３号 草津市上笠三丁目１１２番地の１５ 平成7年7月7日

草津市上笠三丁目１１番２５号 草津市上笠三丁目９０９番地 平成17年11月28日

草津市上笠三丁目１２番１１号 草津市上笠三丁目１１５番地４４ 平成30年6月11日

草津市上笠三丁目１２番２０号 草津市上笠三丁目１２７番地の２ 平成9年10月20日

草津市上笠三丁目１２番２１号 草津市上笠三丁目１２７番地の３ 平成8年11月18日

草津市上笠三丁目１４番２号 草津市上笠三丁目１１５番地６０ 平成24年6月5日

草津市上笠三丁目１４番２３号 草津市上笠三丁目１１５番地２２ 平成24年6月11日

草津市上笠三丁目１６番３号 草津市上笠三丁目１３２番地 平成3年9月12日

草津市上笠三丁目１６番４号
草津市上笠三丁目１３２番地１、１３２番地
３

平成22年2月22日 プリエ　ボヌール

草津市上笠三丁目１６番２０号 草津市上笠三丁目１１５番地１ 平成27年4月20日

草津市上笠三丁目１６番２３号 草津市上笠三丁目１３６番地１３ 平成23年11月25日

草津市上笠三丁目１８番１２号 草津市上笠三丁目３０１番地１他二筆 平成28年1月14日

草津市上笠三丁目１８番２４号 草津市上笠三丁目３０１番地の５ 平成9年9月8日

草津市上笠三丁目１８番２５号 草津市上笠三丁目３０１番地の１６ 平成9年7月8日

草津市上笠三丁目１８番２６号 草津市上笠三丁目３０３番地の６ 平成3年5月1日

草津市上笠三丁目１９番２号 草津市上笠三丁目３０３番地の６８ 平成17年2月28日

草津市上笠三丁目１９番３号 草津市上笠三丁目３０３番地の２７ 平成17年2月28日

草津市上笠三丁目２０番１４号 草津市上笠三丁目３０３番地２６ 平成22年11月22日

草津市上笠三丁目２２番６号 草津市上笠三丁目３０３番地３９ 令和元年9月13日

草津市上笠三丁目２２番１７号 草津市上笠三丁目３０３番地４３ 平成24年12月3日

草津市上笠三丁目２２番１８号 草津市上笠三丁目３０３番地４３の一部 平成24年10月5日

草津市上笠三丁目２３番１３号 草津市上笠三丁目３０３番地５１ 平成21年5月14日

草津市上笠三丁目２３番１５号 草津市上笠三丁目３０３番地６９ 平成22年3月2日

草津市上笠三丁目２３番１７号 草津市上笠三丁目３０３番地５３ 令和2年8月6日

草津市上笠三丁目２３番１８号 草津市上笠三丁目３０３番地５３ 令和2年7月31日

草津市上笠三丁目２３番１９号 草津市上笠三丁目３０３番地の５４ 平成13年8月31日

草津市上笠三丁目２４番２６号 草津市上笠三丁目３０３番地の６４ 平成11年5月12日

草津市上笠三丁目２４番２７号 草津市上笠三丁目３０３番地の６７ 平成11年5月12日

草津市上笠三丁目２５番２４号 草津市上笠三丁目９３２番地の８ 平成6年3月9日

草津市上笠三丁目２５番３１号 草津市上笠三丁目９２９番地の２ 平成3年11月22日 ハイツ　ヒロノ　２

草津市上笠三丁目２５番３１号 草津市上笠三丁目９２９番地の２ 平成18年8月21日 シャーメゾン　ヒロノ

草津市上笠三丁目２５番４０号
草津市上笠三丁目９２８難治４、９２８番地
１７

平成30年10月10日

草津市上笠三丁目２５番４１号
草津市上笠三丁目９２８番地１１、９２８番
地１６

平成30年12月5日

草津市上笠三丁目２５番４４号 草津市上笠三丁目９３２番地の８ 平成6年3月9日

草津市上笠三丁目２６番１６号 草津市上笠三丁目９９６番地の１ 平成5年3月23日

草津市上笠三丁目２６番１６号 草津市上笠三丁目９９６番地の３ 平成5年8月3日

草津市上笠三丁目２６番２７ 草津市上笠三丁目９３３番地１０ 令和元年11月6日

草津市上笠三丁目２６番２９号 草津市上笠三丁目９３３番地６ 令和2年9月11日

草津市上笠三丁目２６番３３号 草津市上笠三丁目９３３番地２５ 平成30年1月23日

草津市上笠三丁目２６番３４号
草津市上笠三丁目９３３番地７、９３３番地
２６

平成30年9月11日

草津市上笠三丁目２６番３５号 草津市上笠三丁目９３３番地２７ 令和2年7月7日
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草津市上笠三丁目２７番２１号 草津市上笠三丁目８９４番地の１ 平成13年11月15日

草津市上笠三丁目２７番２２号 草津市上笠三丁目８９５番地４他２筆 平成27年3月24日

草津市上笠三丁目２８番１－１号 草津市上笠三丁目３５７番地の３ 平成15年12月8日

草津市上笠三丁目２８番１－２号 草津市上笠三丁目８９３番地の５ 平成15年3月12日

草津市上笠三丁目２８番１－３号
草津市上笠三丁目８９３番地の６・８９９番
地の７

平成13年6月5日

草津市上笠三丁目２８番１－４号
草津市上笠三丁目８９３番地の７・８９９番
地の８

平成15年5月12日

草津市上笠三丁目２８番１－５号 草津市上笠三丁目８９３番地の８ 平成15年5月12日

草津市上笠三丁目２８番１－６号 草津市上笠三丁目８９３番地の９ 平成15年7月23日

草津市上笠三丁目２８番１－７号 草津市上笠三丁目８９３番地の１０ 平成14年2月14日

草津市上笠三丁目２８番２号 草津市上笠三丁目３５８番地の１ 平成1年8月26日 グリーンハイツ

草津市上笠三丁目２８番２号 草津市上笠三丁目３５８番地 平成6年5月9日

草津市上笠三丁目２８番３号 草津市上笠三丁目３５８番地１ 平成23年6月24日

草津市上笠三丁目２８番４－１号 草津市上笠三丁目３５８番地６ 平成22年5月17日

草津市上笠三丁目２８番４－２号 草津市上笠三丁目３５８番地７ 平成22年6月11日

草津市上笠三丁目２８番４－３号 草津市上笠三丁目３５８番地８ 平成22年4月27日

草津市上笠三丁目２８番４－４号 草津市上笠三丁目３５８番地１０ 平成22年5月17日

草津市上笠三丁目２８番４－５号 草津市上笠三丁目３５８番地１１ 平成22年5月17日

草津市上笠三丁目２８番１７号 草津市上笠三丁目３５３番地の１４ 平成18年7月18日

草津市上笠三丁目２９番３－１号 草津市上笠三丁目３６１番地の１０ 平成3年9月18日

草津市上笠三丁目２９番８号 草津市上笠三丁目３５１番地２ 平成27年12月14日

草津市上笠三丁目２９番１９号 草津市上笠三丁目３５３番地１０ 平成23年11月28日

草津市上笠三丁目３１番１７号 草津市上笠三丁目３７２番地の３ 平成17年11月30日 イーシスコート　Ｋ

草津市上笠三丁目３１番２５号 草津市上笠三丁目３７２番地 平成4年1月16日

草津市上笠三丁目３１番２６号 草津市上笠三丁目３７０番地の２ 平成6年9月16日

草津市上笠三丁目３１番２７号
草津市上笠三丁目３６９番地５、３６９番地
６

平成25年4月30日

草津市上笠三丁目３１番３２－２号 草津市上笠三丁目３６１番地２４ 平成23年4月28日

草津市上笠三丁目３１番３５号
草津市上笠三丁目３６１番地５、３６１番地
１７

平成30年4月25日

草津市上笠四丁目１番１号 草津市上笠四丁目５６１番地１ 令和2年2月25日

草津市上笠四丁目１番２号 草津市上笠四丁目５６１番地７ 令和2年8月6日

草津市上笠四丁目１番２２号 草津市上笠四丁目５６５番地の５ 昭和63年12月20日

草津市上笠四丁目１番２４号 草津市上笠四丁目５６５番地の５ 平成1年7月14日

草津市上笠四丁目１番２５号 草津市上笠四丁目５６２番地３ 平成28年7月25日

草津市上笠四丁目１番２６号 草津市上笠四丁目５６２番地４ 平成28年2月19日

草津市上笠四丁目１番２７号 草津市上笠四丁目５６２番地５ 平成28年5月6日

草津市上笠四丁目２番２５号 草津市上笠四丁目５６６番地の１他７筆 平成20年5月21日

草津市上笠四丁目２番２８号 草津市上笠町５６６番地の１ 平成3年4月5日

草津市上笠四丁目３番２９号 草津市上笠四丁目５７９番地の３ 平成5年11月29日 センチュリーハイツ

草津市上笠四丁目４番６号 草津市上笠四丁目５８９番地９他１筆 平成22年11月4日

草津市上笠四丁目４番９号 草津市上笠四丁目５８９番地 平成16年8月19日 リジエール　Ｎ

草津市上笠四丁目４番３１－２号 草津市上笠四丁目５８３番地の１８ 昭和63年12月9日

草津市上笠四丁目５番２号 草津市上笠四丁目６１２番地１７ 平成21年1月23日

草津市上笠四丁目５番４号 草津市上笠四丁目６１２番地の１６ 平成20年9月8日

草津市上笠四丁目６番４号 草津市上笠四丁目６００番地 平成11年9月7日

草津市上笠四丁目６番１４号 草津市上笠四丁目８２２番地 平成6年6月9日

草津市上笠四丁目６番３３号 草津市上笠四丁目６１４番地の３４ 平成3年4月12日

草津市上笠四丁目６番３４号 草津市上笠四丁目６１４番地の３５ 平成8年10月4日

草津市上笠四丁目６番３８－２号 草津市上笠四丁目８７０番地３ 平成23年7月25日

草津市上笠四丁目６番３８－３号 草津市上笠四丁目８７０番地２ 平成26年5月27日

草津市上笠四丁目６番３９号 草津市上笠四丁目６１２番地１２ 平成21年4月2日

草津市上笠四丁目６番４０号 草津市上笠四丁目６１２番地１３ 平成21年5月21日

草津市上笠四丁目６番４１号 草津市上笠四丁目６１２番地１４ 平成22年3月23日

草津市上笠四丁目６番４３－４号 草津市上笠四丁目５９２番地の１２ 昭和63年12月27日

草津市上笠四丁目８番１号 草津市上笠四丁目９４２番地の２ 平成10年3月17日

草津市上笠四丁目８番２号 草津市上笠四丁目９４２番地の３ 平成10年2月27日

草津市上笠四丁目８番３号 草津市上笠四丁目９４２番地の４ 平成10年4月10日

草津市上笠四丁目８番４号 草津市上笠四丁目９４２番地の５ 平成10年3月6日

草津市上笠四丁目８番５号 草津市上笠四丁目９４２番地の６ 平成10年4月10日

草津市上笠四丁目８番３６号 草津市上笠四丁目９４５番地１ 平成21年5月11日 レオパレス　ツツミ館

草津市上笠四丁目９番１号 草津市上笠四丁目８６３番地７ 平成23年3月23日

草津市上笠四丁目９番３号 草津市上笠四丁目８００番地７ 平成24年11月12日

草津市上笠四丁目９番４－１号 草津市上笠四丁目８００番地１７ 平成24年11月12日

草津市上笠四丁目９番４－７号 草津市上笠四丁目８６５番地の１ 平成2年5月25日

草津市上笠四丁目１０番３－１号
草津市上笠四丁目６１４番地３０，６１４番
地５５

平成27年1月28日

草津市上笠四丁目１０番１０号 草津市上笠四丁目６１４番地の７４ 平成13年4月20日
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草津市上笠四丁目１０番１１号 草津市上笠四丁目６１４番地の２１ 平成13年4月20日

草津市上笠四丁目１０番１７号 草津市上笠四丁目６１４番地の７２ 平成3年3月15日

草津市上笠四丁目１０番１９号 草津市上笠四丁目６１４番地の２５ 平成3年9月24日

草津市上笠四丁目１０番２１号 草津市上笠四丁目６１４番地３１ 令和元年7月24日

草津市上笠四丁目１１番２号 草津市上笠四丁目６１４番地の１９ 平成15年5月12日

草津市上笠四丁目１１番９号 草津市上笠四丁目６１４番地１４ 平成24年12月14日

草津市上笠四丁目１３番９号 草津市上笠四丁目６２５番地の１４ 平成9年3月11日

草津市上笠四丁目１３番１９号
草津市上笠四丁目６２４番地１６、６２４番
地２４

令和2年10月29日

草津市上笠四丁目１４番３号
草津市上笠四丁目６２４番地の４・６２５番
地の２７

平成4年1月13日 コーポ　まつのき

草津市上笠四丁目１４番１２号 草津市上笠四丁目６２６番地の４ 平成1年6月2日

草津市上笠四丁目１５番１０号 草津市上笠四丁目６３０番地５５ 平成26年3月24日

草津市上笠四丁目１６番４－１号 草津市上笠四丁目６３０番地５１ 平成24年10月22日

草津市上笠四丁目１６番６－１号 草津市上笠四丁目６３０番地の４８ 平成18年12月8日

草津市上笠四丁目１６番１３－２号 草津市上笠四丁目６３０番地４２ 平成21年2月18日

草津市上笠四丁目１６番１４号 草津市上笠四丁目６３０番地４３ 平成28年7月26日

草津市上笠四丁目１６番１６号 草津市上笠四丁目６３０番地の４５ 平成6年4月16日

草津市上笠四丁目１９番３－１号 草津市上笠四丁目６３８番地１９ 平成22年12月17日

草津市上笠四丁目１９番４号 草津市上笠四丁目６３８番地の１７ 平成13年8月24日

草津市上笠四丁目２０番１３号 草津市上笠四丁目７８０番地３６ 平成28年8月16日

草津市上笠四丁目２１番５－２号 草津市上笠四丁目７７７番地４ 平成28年2月8日

草津市上笠四丁目２１番１１号 草津市上笠四丁目７７７番地の２ 平成5年7月9日

草津市上笠四丁目２２番１５号 草津市上笠四丁目７６８番地２９ 平成24年1月20日

草津市上笠四丁目２２番１６号 草津市上笠四丁目７６８番地２８ 平成24年9月21日

草津市上笠四丁目２２番１７号 草津市上笠四丁目７６８番地２７ 平成24年2月13日

草津市上笠四丁目２２番１８号 草津市上笠四丁目７６８番地２６ 平成23年9月15日

草津市上笠四丁目２２番１９号 草津市上笠四丁目７６８番地２５ 平成23年10月27日

草津市上笠四丁目２２番２０号 草津市上笠四丁目７６８番地２４ 平成23年9月12日

草津市上笠四丁目２２番２１号 草津市上笠四丁目７６８番地２３ 平成21年6月19日

草津市上笠四丁目２２番２５号 草津市上笠四丁目７６８番地２２ 平成23年7月28日

草津市上笠四丁目２２番２６号 草津市上笠四丁目７６８番地２１ 平成23年12月2日

草津市上笠四丁目２２番２７号 草津市上笠四丁目７６８番地２０ 平成23年10月27日

草津市上笠四丁目２２番２８号 草津市上笠四丁目７６８番地１９ 平成24年4月23日

草津市上笠四丁目２２番２９号 草津市上笠四丁目７６８番地１８ 平成23年12月19日

草津市上笠四丁目２２番３０号 草津市上笠四丁目７６８番地１７ 平成23年12月19日

草津市上笠四丁目２２番３１号 草津市上笠四丁目７６８番地１６ 平成24年4月6日

草津市上笠四丁目２２番３３号 草津市上笠四丁目７６８番地６ 平成21年3月25日

草津市上笠四丁目２２番３４号 草津市上笠四丁目７６８番地７ 平成22年1月26日

草津市上笠四丁目２２番３５号 草津市上笠四丁目７６８番地８ 平成22年6月14日

草津市上笠四丁目２２番３６号 草津市上笠四丁目７６８番地９ 平成21年3月6日

草津市上笠四丁目２２番３７号 草津市上笠四丁目７６８番地１０ 平成21年7月17日

草津市上笠四丁目２２番３８号 草津市上笠四丁目７６８番地１１ 平成23年1月21日

草津市上笠四丁目２２番３９号 草津市上笠四丁目７６８番地１２ 平成22年1月13日

草津市上笠四丁目２２番４０号 草津市上笠四丁目７６８番地１３ 平成21年4月20日

草津市上笠四丁目２２番４１号 草津市上笠四丁目７６８番地１４ 平成21年6月11日

草津市上笠四丁目２２番４２号 草津市上笠四丁目７６８番地１５ 平成21年7月7日

草津市上笠四丁目２２番４５号 草津市上笠四丁目７６８番地３５ 平成23年10月25日

草津市上笠四丁目２２番４６号 草津市上笠四丁目７６８番地３４ 平成23年4月11日

草津市上笠四丁目２２番４７号 草津市上笠四丁目７６８番地３３ 平成22年11月22日

草津市上笠四丁目２２番４８号 草津市上笠四丁目７６８番地３２ 平成22年11月19日

草津市上笠四丁目２２番４９号 草津市上笠四丁目７６８番地３１ 平成23年9月9日

草津市上笠四丁目２２番５０号 草津市上笠四丁目７６８番地３０ 平成22年6月14日

草津市上笠四丁目２３番１０号 草津市上笠四丁目８２４番地１７ 平成26年1月29日

草津市上笠四丁目２３番１１号 草津市上笠四丁目８２４番地１６ 平成24年11月5日

草津市上笠四丁目２３番１２号 草津市上笠四丁目８２４番地１５ 平成24年5月24日

草津市上笠四丁目２３番１３号 草津市上笠四丁目１８２４番地１４ 平成24年9月19日

草津市上笠四丁目２３番１４号 草津市上笠四丁目８２４番地１３ 平成23年12月26日

草津市上笠四丁目２３番１５号 草津市上笠四丁目８２４番地１２ 平成24年9月24日

草津市上笠四丁目２３番１６号 草津市上笠四丁目８２４番地１１ 平成24年9月24日

草津市上笠四丁目２３番１９号 草津市上笠四丁目８２４番地１０ 令和2年5月8日

草津市上笠四丁目２３番２０号 草津市上笠四丁目８２４番地９ 平成24年11月12日

草津市上笠四丁目２３番２１号 草津市上笠四丁目８２４番地８ 平成24年7月26日

草津市上笠四丁目２３番２２号 草津市上笠四丁目８２４番地７ 平成25年2月25日

草津市上笠四丁目２３番２３号 草津市上笠四丁目８２４番地６ 平成21年9月14日

草津市上笠四丁目２３番２５号 草津市上笠四丁目８２４番地５６ 平成21年2月27日

草津市上笠四丁目２３番２６号 草津市上笠四丁目８２４番地５７ 平成23年1月31日
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草津市上笠四丁目２３番２７号 草津市上笠四丁目８２４番地５８ 平成23年8月4日

草津市上笠四丁目２３番２８号 草津市上笠四丁目８２４番地５９ 平成21年7月6日

草津市上笠四丁目２３番２９号
草津市上笠四丁目８２４番地６０、８２４番
地６１

平成21年10月15日

草津市上笠四丁目２３番３１号 草津市上笠四丁目８２４番地６２ 平成21年1月30日

草津市上笠四丁目２３番３７号 草津市上笠四丁目８２４番地４２ 平成22年3月17日

草津市上笠四丁目２３番３８号 草津市上笠四丁目８２４番地５４ 平成21年2月18日

草津市上笠四丁目２３番３９号 草津市上笠四丁目８２４番地５５ 平成24年3月22日

草津市上笠四丁目２３番４１号 草津市上笠四丁目８２４番地５３ 平成21年1月19日

草津市上笠四丁目２３番４２号 草津市上笠四丁目８２４番地５２ 平成25年3月4日

草津市上笠四丁目２３番４３号 草津市上笠四丁目８２４番地４８ 平成22年6月4日

草津市上笠四丁目２３番４４号 草津市上笠四丁目８２４番地４７ 平成23年2月4日

草津市上笠四丁目２３番４５号 草津市上笠四丁目８２４番地４６ 平成23年2月3日

草津市上笠四丁目２３番４６号 草津市上笠四丁目８２４番地４５ 平成23年9月2日

草津市上笠四丁目２３番４９号 草津市上笠四丁目８２４番地４１ 平成23年8月16日

草津市上笠四丁目２３番５０号 草津市上笠四丁目８２４番地４０ 平成22年3月19日

草津市上笠四丁目２３番５１号 草津市上笠四丁目８２４番地３９ 平成22年10月15日

草津市上笠四丁目２３番５２号 草津市上笠四丁目８２４番地３８ 平成21年10月23日

草津市上笠四丁目２３番５３号 草津市上笠四丁目８２４番地５１ 平成24年7月2日

草津市上笠四丁目２３番５４号 草津市上笠四丁目８２４番地５０ 平成22年5月17日

草津市上笠四丁目２３番６１号 草津市上笠四丁目８２４番地３７ 平成24年7月18日

草津市上笠四丁目２３番６２号 草津市上笠四丁目８２４番地３６ 平成23年6月9日

草津市上笠四丁目２３番６３号 草津市上笠四丁目８２４番地３５ 平成24年9月14日

草津市上笠四丁目２３番６４号 草津市上笠四丁目８２４番地３４ 平成22年3月12日

草津市上笠四丁目２３番６８号 草津市上笠四丁目８２４番地３２ 平成22年11月15日

草津市上笠四丁目２３番６９号 草津市上笠四丁目８２４番地３１ 平成24年3月30日

草津市上笠四丁目２３番７０号 草津市上笠四丁目８２４番地３０ 平成23年6月13日

草津市上笠四丁目２３番７１号 草津市上笠四丁目８２４番地２９ 平成23年10月3日

草津市上笠四丁目２３番７２号 草津市上笠四丁目８２４番地２８ 平成24年1月20日

草津市上笠四丁目２３番７３号 草津市上笠四丁目８２４番地２７ 平成24年6月22日

草津市上笠四丁目２３番７４号 草津市上笠四丁目８２４番地２６ 平成23年2月23日

草津市上笠四丁目２３番７５号 草津市上笠四丁目８２４番地２５ 平成23年7月19日

草津市上笠四丁目２３番７６号 草津市上笠四丁目８２４番地２４ 平成23年3月28日

草津市上笠四丁目２３番７７号 草津市上笠四丁目８２４番地２３ 平成25年3月5日

草津市上笠四丁目２３番７８号 草津市上笠四丁目８２４番地２２ 平成23年9月15日

草津市上笠四丁目２３番７９号 草津市上笠四丁目８２４番地２１ 平成23年11月18日

草津市上笠四丁目２３番８０号 草津市上笠四丁目８２４番地２０ 平成24年5月7日

草津市上笠四丁目２３番８１号 草津市上笠四丁目８２４番地１９ 平成22年12月10日

草津市上笠四丁目２３番８２号 草津市上笠四丁目８２４番地１８ 平成31年2月4日

草津市上笠四丁目２４番１１号 草津市上笠四丁目８２０番地４ 平成30年1月30日

草津市上笠四丁目２４番１３号 草津市上笠四丁目８２０番地３ 平成30年5月14日

草津市上笠四丁目２４番１４号 草津市上笠四丁目８２０番地２ 平成30年2月27日

草津市上笠四丁目２４番１６号
草津市上笠四丁目８２０番地１、下笠町８１
番地６

令和2年9月28日

草津市上笠四丁目２４番１９号 草津市上笠四丁目８２１番地他２筆 平成23年1月14日 グループホーム　クローバー

草津市上笠四丁目２４番２２号
草津市上笠四丁目８２２番地２、８２３番地
１

平成30年10月5日

草津市上笠四丁目２５番２０－１号 草津市上笠四丁目８１６番地 令和元年7月16日

草津市上笠四丁目２５番２０－２号 草津市上笠四丁目８１６番地３ 平成31年3月13日

草津市上笠四丁目２５番２２号
草津市上笠四丁目８１７番地１６、下笠町８
３番地２

平成30年5月25日

草津市上笠四丁目２５番２３号
草津市上笠四丁目８１７番地１５、下笠町８
３番地３

令和元年7月16日

草津市上笠四丁目２５番２４号
草津市上笠四丁目８１７番地１４、下笠町８
３番地４

令和元年7月29日

草津市上笠四丁目２５番２６号
草津市上笠四丁目８１７番地１３、下笠町８
３番地５

令和2年6月10日

草津市上笠四丁目２５番２９－４号 草津市上笠四丁目８１７番地１２ 平成30年4月19日

草津市上笠四丁目２５番２９－１号 草津市上笠四丁目８１７番地９ 平成30年4月10日

草津市上笠四丁目２５番２９－３号 草津市上笠四丁目８１７番地１１ 平成30年9月11日

草津市上笠四丁目２５番２９－２号 草津市上笠四丁目８１７番地１０ 平成31年3月26日

草津市上笠四丁目２５番３０－１号
草津市上笠四丁目８１２番地８、８２０番地
１２

平成30年4月10日

草津市上笠四丁目２５番３０－４号 草津市上笠四丁目８１２番地５ 平成30年6月25日

草津市上笠四丁目２５番３０－３号 草津市上笠四丁目８１２番地６ 平成30年10月11日

草津市上笠四丁目２５番３０－５号 草津市上笠四丁目８１２番地４ 令和元年5月14日

草津市上笠四丁目２６番２４号 草津市上笠四丁目７８７番地の２０ 平成1年8月30日

草津市上笠四丁目２６番２５号 草津市上笠四丁目７８７番地の１８ 平成1年9月29日

草津市上笠四丁目２６番２５号 草津市上笠四丁目７８７番地の１９ 平成2年3月17日

草津市上笠四丁目２６番２６号 草津市上笠四丁目７８７番地の１７ 平成1年12月13日
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草津市上笠四丁目２６番２７号 草津市上笠四丁目７８７番地の１５ 平成1年10月19日

草津市上笠四丁目２６番２７号 草津市上笠四丁目７８７番地の１６ 平成1年11月1日

草津市上笠四丁目２６番２８号 草津市上笠四丁目７８７番地の１４ 平成2年2月21日

草津市上笠四丁目２６番２９号 草津市上笠四丁目７８７番地１３他２筆 平成23年10月21日 プリマ草津壱番館

草津市上笠四丁目２９番２号 草津市上笠四丁目７８５番地の６２ 平成1年2月1日

草津市上笠四丁目２９番６号 草津市上笠四丁目７８５番地の１９ 平成18年6月22日

草津市上笠四丁目３０番７号 草津市上笠四丁目７８５番地の１１ 平成2年3月8日 ヴィラ　上笠

草津市上笠四丁目３０番１８号 草津市上笠町７８５番地の３５ 平成2年8月21日

草津市上笠四丁目３０番１９号 草津市上笠四丁目７８５番地３４ 平成30年5月1日

草津市上笠四丁目３１番４号 草津市上笠四丁目７８６番地２０ 平成30年8月23日

草津市上笠四丁目３１番７号 草津市上笠四丁目７８６番地の３１ 平成8年11月11日

草津市上笠四丁目３１番１７－２号 草津市上笠四丁目７８６番地２８ 平成25年9月12日

草津市上笠四丁目３２番７号 草津市上笠四丁目８０８番地の５ 平成3年1月10日

草津市上笠四丁目３２番８－２号
草津市上笠四丁目８０８番地３、８０８番地
６

平成31年2月26日

草津市上笠四丁目３２番１１－２号 草津市上笠四丁目７９２番地の５ 平成17年12月7日

草津市上笠四丁目３２番１２号 草津市上笠四丁目７９２番地の７ 平成17年10月17日

草津市上笠四丁目３２番１５号 草津市上笠四丁目７９２番地の６ 平成7年11月20日

草津市上笠四丁目３２番１８号
草津市上笠四丁目８０１番地８、８０１番地
９

平成25年2月8日

草津市上笠四丁目３２番２２－６号 草津市上笠四丁目８０１番地の１１ 平成12年2月1日

草津市上笠四丁目３２番２５号 草津市上笠四丁目８６１番地の５ 平成18年7月28日

草津市上笠四丁目３２番２６号 草津市上笠四丁目８６１番地の３ 平成19年10月23日

草津市上笠四丁目３２番２７号 草津市上笠四丁目８６１番地１ 平成30年4月16日

草津市上笠四丁目３３番９号 草津市上笠四丁目８０１番地の４０ 平成11年7月6日

草津市上笠四丁目３３番１１号 草津市上笠四丁目８０１番地の３８ 平成10年11月11日

草津市上笠四丁目３３番１５号 草津市上笠四丁目６１４番地３９ 令和2年8月6日

草津市上笠四丁目３３番１９号 草津市上笠四丁目８００番地１他１筆 平成28年6月17日

草津市上笠四丁目３３番２０号 草津市上笠四丁目８００番地２ 令和元年7月24日

草津市上笠四丁目３３番２２号 草津市上笠四丁目８００番地１５ 平成27年3月3日

草津市上笠四丁目３３番２３号 草津市上笠四丁目８００番地１８ 平成27年3月3日

草津市上笠四丁目３３番２４－３号 草津市上笠四丁目８６３番地５ 平成25年3月14日

草津市上笠四丁目３４番２３号 草津市上笠四丁目９５１番地の２ 平成19年7月17日

草津市上笠四丁目３４番２４－６号 草津市上笠四丁目９５１番地５２ 令和2年5月14日

草津市上笠四丁目３４番２４－１１号 草津市上笠四丁目９５１番地４３ 令和2年6月8日

草津市上笠四丁目３４番２４－１３号 草津市上笠四丁目９５１番地４５ 令和2年5月1日

草津市上笠四丁目３４番２４－１５号 草津市上笠四丁目９５１番地３８ 令和元年10月28日

草津市上笠四丁目３４番２４－１６号 草津市上笠四丁目９５１番地３９ 令和2年11月10日

草津市上笠四丁目３４番２４－２号 草津市上笠四丁目９５１番地４８ 令和2年10月29日

草津市上笠四丁目３４番２４－３号 草津市上笠四丁目９５１番地４９ 平成30年10月18日

草津市上笠四丁目３４番２４－４号 草津市上笠四丁目９５１番地５０ 令和元年5月16日

草津市上笠四丁目３４番２４－５号 草津市上笠四丁目９５１番地５１ 平成30年10月18日

草津市上笠四丁目３４番２４－７号 草津市上笠四丁目９５１番地５３ 平成31年1月23日

草津市上笠四丁目３４番２４－８号 草津市上笠四丁目９５１番地５４ 令和2年12月3日

草津市上笠四丁目３４番２４－９号 草津市上笠四丁目９５１番地４１ 令和2年2月19日

草津市上笠四丁目３４番３０－６号 草津市上笠四丁目９５１番地１１ 令和2年4月2日

草津市上笠四丁目３４番３０－１号 草津市上笠四丁目９５１番地６ 令和2年2月17日

草津市上笠四丁目３４番３０－２号 草津市上笠四丁目９５１番地７ 平成30年12月12日

草津市上笠四丁目３４番３０－３号 草津市上笠四丁目９５１番地８ 平成30年12月12日

草津市上笠四丁目３４番３０－５号 草津市上笠四丁目９５１番地１０ 令和元年11月26日

草津市上笠四丁目３４番３０－７号 草津市上笠四丁目９５１番地１２ 令和元年8月6日

草津市上笠四丁目３４番３３－２号 草津市上笠四丁目９５１番地２３ 令和2年6月18日

草津市上笠四丁目３４番３３－５号 草津市上笠四丁目９５１番地２０ 令和2年6月25日

草津市上笠四丁目３４番３３－１号 草津市上笠四丁目９５１番地２４ 令和2年11月10日

草津市上笠四丁目３４番３３－３号 草津市上笠四丁目９５１番地２２ 令和2年6月8日

草津市上笠四丁目３４番３３－６号
草津市上笠四丁目９５１番地１９、上笠五丁
目１２０番地１３

令和2年5月18日

草津市上笠四丁目３４番３３－７号
草津市上笠四丁目９５１番地１８、上笠五丁
目１２０番地１２

令和元年9月10日

草津市上笠四丁目３４番３３－８号
草津市上笠四丁目９５１番地１７、上笠五丁
目１２０番地１１

令和2年6月26日

草津市上笠四丁目３４番３７－８号 草津市上笠四丁目９５１番地３０ 令和元年8月9日

草津市上笠四丁目３４番３７－２号 草津市上笠四丁目９５１番地３３ 令和2年11月13日

草津市上笠四丁目３４番３７－６号 草津市上笠四丁目９５１番地２６ 平成31年2月12日

草津市上笠四丁目３４番３７－７号 草津市上笠四丁目９５１番地２５ 平成31年2月22日

草津市上笠四丁目３４番３７－９号 草津市上笠四丁目９５１番地２９ 令和元年7月16日

草津市上笠五丁目３番１３号 草津市上笠五丁目９６３番地５ 平成30年6月29日

草津市上笠五丁目４番１－１号 草津市上笠五丁目９６３番地１５ 平成25年2月18日
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草津市上笠五丁目５番１０号
草津市上笠五丁目９７５番地３５、９７６番
地３６

平成21年9月24日

草津市上笠五丁目５番１２号 草津市上笠五丁目９７５番地の２８ 平成10年2月17日

草津市上笠五丁目５番１７号 草津市上笠五丁目９７５番地の１２ 平成6年12月16日

草津市上笠五丁目６番１２－１号
草津市上笠五丁目１２０番地１８、１２０番
地２２

平成31年2月26日

草津市上笠五丁目６番１５－１号 草津市上笠五丁目１２０番地３ 平成30年11月16日

草津市上笠五丁目６番１５－３号 草津市上笠五丁目１２０番地９ 令和2年4月6日

草津市上笠五丁目６番１５－４号 草津市上笠五丁目１２０番地１０ 令和元年9月13日

草津市上笠五丁目６番１５－５号
草津市上笠四丁目９５１番地５、上笠五丁目
１２０番地１５

令和元年9月13日

草津市上笠五丁目６番１５－６号
草津市上笠四丁目９５１番地１、上笠五丁目
１２０番地１４

平成31年3月15日

草津市野村一丁目１番３号 草津市野村一丁目２８番地の２ 平成7年4月28日 ロイヤルハイツ吉田

草津市野村一丁目２番５号 草津市野村町１４番地の６ 平成11年7月27日

草津市野村一丁目３番２号 草津市野村町９番地 平成10年12月11日

草津市野村一丁目３番６号 草津市野村町７５番地の１ 平成12年6月5日

草津市野村一丁目４番１号 草津市野村町７７番地の３ 平成11年11月22日

草津市野村一丁目４番１０号 草津市野村一丁目８０番地の５ 平成7年3月14日

草津市野村一丁目４番１２号 草津市野村一丁目７９番地の２ 平成9年10月14日 セラー野村

草津市野村一丁目５番２号 草津市野村一丁目５番地２ 令和元年9月24日 シャーメゾン　羽高

草津市野村一丁目５番３号 草津市野村一丁目７８番地 平成6年2月16日 コモド羽高

草津市野村一丁目５番１３号 草津市野村一丁目８０番地の１ 平成7年2月9日 クランドハイツ高田　壱番館

草津市野村一丁目６番１２号 草津市野村一丁目８５番地の５ 平成3年11月21日

草津市野村一丁目７番７号 草津市野村町８４番地の１０ 平成12年3月15日

草津市野村一丁目７番８－１号 草津市野村町８４番地の１ 平成13年5月22日

草津市野村一丁目７番８－３号 草津市野村町８４番地の９ 平成12年6月28日

草津市野村一丁目７番１０号 草津市野村一丁目８４番地３ 令和2年1月28日

草津市野村一丁目９番１４号 草津市野村町１番地の２０ 平成3年11月15日

草津市野村一丁目１０番３号 草津市野村一丁目１番地の１１ 平成12年4月24日

草津市野村一丁目１１番４号 草津市野村一丁目９番地１３ 平成30年8月21日

草津市野村一丁目１２番１号 草津市野村町８５番地の３ 平成11年3月25日

草津市野村一丁目１２番７号 草津市野村一丁目１２番地８ 平成7年1月19日

草津市野村一丁目１２番１０号 草津市野村町８９番地の５ 平成7年3月7日 ハイムフジイ

草津市野村一丁目１３番９号 草津市野村一丁目１３番地８ 平成7年1月25日 メゾン晴風

草津市野村一丁目１３番１４号 草津市野村町８９番地の６ 平成4年10月20日

草津市野村一丁目１４番２－１号 草津市野村町８２１番地の７ 平成12年4月24日

草津市野村一丁目１４番２－２号 草津市野村町８２１番地の６ 平成11年6月21日

草津市野村一丁目１４番３－１号 草津市野村町８３９番地の２ 平成11年6月21日

草津市野村一丁目１４番６号 草津市野村一丁目１４番地１１ 平成30年8月29日 NOMURA HOUSE Ⅲ

草津市野村一丁目１４番２０号 草津市野村一丁目１４番地２１ 平成30年3月23日

草津市野村一丁目１４番２２号 草津市野村町８２１番地の１ 平成12年4月24日

草津市野村一丁目１５番６号 草津市野村町８９番地の３ 平成14年6月3日

草津市野村一丁目１８番１６号 草津市野村町８１３番地の２ 平成7年6月20日

草津市野村一丁目２０番２２号 草津市野村町８１７番地 平成12年3月9日 グラスコート

草津市野村一丁目２０番２７号 草津市野村一丁目８１７番地 平成5年4月1日 セレーブルメゾン

草津市野村一丁目２０番２８号 草津市野村町８４０番地 平成10年9月22日

草津市野村一丁目２１番１号 草津市野村町９５番地 平成4年9月1日

草津市野村一丁目２１番７号 草津市野村一丁目９４番地 平成5年9月17日

草津市野村一丁目２１番８号 草津市野村町９４番地 平成14年3月20日

草津市野村一丁目２１番９号 草津市野村町９９番地の１ 平成14年5月10日

草津市野村一丁目２１番２７号 草津市野村一丁目８１２番地の２ 平成5年2月3日

草津市野村一丁目２２番３号 草津市野村町９１番地の５ 平成12年10月5日 ルームコノミⅡ

草津市野村一丁目２２番２２号 草津市野村一丁目１０３番地 平成4年9月10日 パークハイツ　Ｙ

草津市野村一丁目２２番２５号 草津市野村町１０１番地の１ 平成6年12月1日

草津市野村一丁目２２番２８号 草津市野村町９２番地の２ 平成10年7月9日

草津市野村一丁目２３番３号 草津市野村町１００番地 平成8年8月29日 ヴィラ・サマールＵ

草津市野村一丁目２３番８号 草津市野村一丁目１０６番地の１ 平成6年10月11日 メゾン・髙田

草津市野村一丁目２３番１０号 草津市野村区画整理内５４ 平成4年10月6日

草津市野村一丁目２３番１１号 草津市野村町１１０番地の１、５ 平成13年5月15日

草津市野村一丁目２３番１２－１号 草津市野村町１１０番地の６ 平成13年8月23日

草津市野村一丁目２３番１２－２号 草津市野村町１１０番地の７ 平成13年8月23日

草津市野村一丁目２３番１３号 草津市野村一丁目１１０番地の１０ 平成13年6月5日

草津市野村一丁目２３番１５号 草津市野村一丁目１１２番地の１ 平成4年6月8日 ＭＡＲＩＣＨ・Ｕ２１

草津市野村一丁目２３番１６号 草津市野村一丁目１０６番地 平成4年10月6日

草津市野村一丁目２３番２１号 草津市野村一丁目１１４番地 平成5年3月24日 ツインコーポ　Ｕ

草津市野村一丁目２３番２６号 草津市野村区画整理内５４０ 平成4年10月6日

草津市野村一丁目２４番７号 草津市野村一丁目１０５番地 平成5年8月3日 ＲＯＹＡＬＱＵＥＥＮ　東レ草津寮
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草津市野村一丁目２４番１１号 草津市野村一丁目１０７番地 平成4年12月18日 ガーデンハイツタカダ

草津市野村一丁目２４番１３号 草津市野村一丁目１１３番地の１ 平成4年12月1日 ＣＡＬＭ・Ｕ２１

草津市野村一丁目２４番１４号 草津市野村町１１１番地の７ 平成10年6月15日

草津市野村一丁目２４番１５号 草津市野村町１１１番地の８ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２４番１６号 草津市野村町１１１番地の９ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２４番１７号 草津市野村町１１１番地の１０ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２４番１８号 草津市野村町１１１番地の１１ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２４番１９号 草津市野村町１１１番地の６ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２４番２０号 草津市野村町１１１番地の４ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２４番２２号 草津市野村町１１１番地の１ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２４番２３号 草津市野村町１１１番地の５ 平成10年3月9日

草津市野村一丁目２５番１２号 草津市野村町８０７番地 平成13年9月4日 草津西谷ワンルームマンション

草津市野村一丁目２５番２２号 草津市野村町８０６番地の１ 平成12年3月27日 ウッドハイツ

草津市野村一丁目２５番２４号 草津市野村一丁目２５番地１６ 平成30年11月7日

草津市野村一丁目２６番４号 草津市野村一丁目２６番地５、２６番地１５ 令和2年10月28日 ソルトレーク　レジデンス

草津市野村一丁目２６番６号 草津市野村町７９９番地 平成4年8月21日 メソン・ト・エトワール

草津市野村一丁目２６番１１号 草津市野村町８０３番地 平成7年6月2日 パステルエイトⅡ

草津市野村二丁目１番９号 草津市野村二丁目２９番地の３ 平成11年6月9日 グランシティ西大路

草津市野村二丁目１番１１号 草津市野村町１８番地の２ 平成10年3月30日

草津市野村二丁目１番１２号 草津市野村二丁目２２番地 平成7年8月8日 バンジャール西大路

草津市野村二丁目１番１４号 草津市二丁目１番地１０ 平成7年10月12日

草津市野村二丁目１番２０号 草津市野村二丁目１２番地の１ 平成4年1月24日

草津市野村二丁目３番２号 草津市野村町１１番地の３他 平成12年5月19日

草津市野村二丁目３番８号 草津市野村町１７番地の１９ 平成13年6月5日

草津市野村二丁目４番１４号 草津市野村二丁目１７番地の１０ 平成6年1月6日

草津市野村二丁目４番１５号 草津市野村二丁目１７番地の１７ 平成6年1月11日

草津市野村二丁目４番１６号 草津市野村二丁目１７番地の１３ 平成6年4月28日

草津市野村二丁目５番１９号 草津市野村二丁目５番地１５ 平成7年9月11日

草津市野村二丁目５番２０号 草津市野村二丁目７４番地の８ 平成8年9月18日

草津市野村二丁目５番２３号 草津市野村二丁目２４番地 平成10年1月13日 リバティ野村　Ａ

草津市野村二丁目５番２４号 草津市野村二丁目２４番地 平成10年1月13日 リバティ野村　Ｂ

草津市野村二丁目５番２６号 草津市野村二丁目２４番地 平成7年7月31日

草津市野村二丁目６番８号 草津市野村二丁目６０番地他２筆 平成24年1月5日

草津市野村二丁目６番１４－４号 草津市野村二丁目６０番地の９ 平成18年9月14日

草津市野村二丁目６番２３号 草津市野村二丁目６２番地９、６２番地１６ 平成23年6月7日

草津市野村二丁目７番１号 草津市野村二丁目６３番地の４ 平成18年3月1日

草津市野村二丁目７番６号 草津市野村二丁目６３番地９ 平成28年8月29日

草津市野村二丁目８番１７号 草津市野村二丁目６４番地の９ 平成10年7月13日

草津市野村二丁目８番１８号 草津市野村二丁目６４番地の１３ 平成10年7月13日

草津市野村二丁目１０番２号 草津市野村二丁目７０番地の１ 平成3年9月25日

草津市野村二丁目１０番３号 草津市野村町７２番地の４ 平成8年7月29日

草津市野村二丁目１０番１０号 草津市野村二丁目１０番地２４ 令和2年5月29日

草津市野村二丁目１０番１１号 草津市野村二丁目１９番地８ 令和2年8月6日

草津市野村二丁目１０番１６号 草津市野村町２８９番地の６の一部 平成14年12月6日

草津市野村二丁目１０番１７号 草津市野村町７２番地の４ 平成6年10月27日

草津市野村二丁目１０番２１号 草津市野村町７２番地の１ 平成7年6月26日

草津市野村二丁目１１番１９号 草津市野村二丁目１９４番地の６、９、11 平成8年5月8日

草津市野村二丁目１１番２０号 草津市野村二丁目１９４番地の５ 平成5年1月28日

草津市野村二丁目１１番２３号 草津市野村町１９６番地の５ 平成7年4月6日 クレベール

草津市野村二丁目１２番１号 草津市野村二丁目１９６番地の４ 平成8年7月22日

草津市野村二丁目１２番２４号 草津市野村区画整理内８０街 平成4年10月6日

草津市野村二丁目１２番２５号 草津市野村二丁目１９６番地の４ 平成3年11月12日

草津市野村二丁目１２番２６号 草津市野村町２８９番地の５ 平成8年3月11日

草津市野村二丁目１３番１２号 草津市野村町２００番地の３ 平成7年4月26日

草津市野村二丁目１３番１３号 草津市野村二丁目２００番地の３ 平成8年4月10日

草津市野村二丁目１３番１９号 草津市野村二丁目２００番地の２ 平成19年6月7日 グランスイート草津

草津市野村二丁目１３番２７号 草津市野村二丁目１９９番地１ 平成22年6月2日

草津市野村二丁目１３番２８号 草津市野村二丁目１９９番地 平成3年5月31日

草津市野村二丁目１３番３１号 草津市野村二丁目１９９番地の１２ 平成19年11月6日

草津市野村二丁目１４番１１－１号 草津市野村二丁目２７５番地１４ 平成25年1月21日

草津市野村二丁目１４番１１－２号 草津市野村二丁目２７５番地１３ 平成25年1月21日

草津市野村二丁目１４番１２－２号 草津市野村二丁目２７５番地１１ 平成26年6月10日

草津市野村二丁目１４番１３－１号 草津市野村二丁目２７５番地９ 平成26年7月7日

草津市野村二丁目１４番１３－２号 草津市野村二丁目２７５番地１８ 平成26年7月7日

草津市野村二丁目１４番１４号 草津市野村二丁目２７５番地１７ 平成25年10月22日

草津市野村二丁目１４番１６号 草津市野村二丁目２７５番地２ 平成25年1月21日

草津市野村二丁目１４番１７－１号 草津市野村二丁目２７５番地７ 平成26年5月2日
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草津市野村二丁目１４番１７－２号 草津市野村二丁目２７５番地８ 平成26年5月2日

草津市野村二丁目１４番２０号 草津市野村二丁目２７８番地１ 平成22年7月30日

草津市野村二丁目１４番２２号 草津市野村二丁目２７８番地１６ 平成25年6月28日

草津市野村二丁目１４番２４号 草津市野村二丁目２７８番地１０ 平成25年6月5日

草津市野村二丁目１４番２７号 草津市野村二丁目２７７番地の２ 平成7年9月8日

草津市野村二丁目１５番１３号 草津市野村二丁目２７９番地３ 平成22年5月26日

草津市野村二丁目１６番４号 草津市野村二丁目２８０番地９ 令和元年9月4日

草津市野村二丁目１６番８号 草津市野村二丁目２８１番地７,１０ 平成30年5月30日

草津市野村二丁目１７番８号 草津市野村二丁目２８２番地２２ 平成27年5月27日

草津市野村二丁目１８番１６号 草津市野村二丁目２８６番地の７ 平成12年6月19日

草津市野村二丁目１８番１８－２号 草津市野村町２８６番地の９ 平成16年4月28日

草津市野村二丁目２０番２０号 草津市野村二丁目４５０番地の１ 平成10年2月23日

草津市野村二丁目２０番２１号 草津市野村二丁目４５１番地の１ 平成10年4月20日

草津市野村二丁目２０番２５号 草津市野村町４５０番地の１ 平成7年11月30日

草津市野村二丁目２０番３１号
草津市野村二丁目４４４番地３の一部、４４
４番地８の一部

平成31年2月26日

草津市野村二丁目２０番３２号 草津市野村二丁目４４４番地 平成4年8月19日

草津市野村二丁目２１番１３号
草津市野村二丁目４５９番地１９、４５９番
地２６

平成30年2月23日

草津市野村二丁目２１番１９号
草津市野村二丁目４５９番地１３、４５９番
地１４

平成25年8月19日

草津市野村二丁目２１番２１号 草津市野村二丁目４５７番地の２ 平成12年5月29日

草津市野村二丁目２１番２３－１０号 草津市野村二丁目４５４番地８ 令和元年10月21日

草津市野村二丁目２１番２３－２号 草津市野村二丁目４５２番地の１１ 平成17年7月4日

草津市野村二丁目２１番２３－３号 草津市野村二丁目４５２番地の８、１２ 平成16年3月25日

草津市野村二丁目２１番２３－４号 草津市野村二丁目４５２番地の１３、９ 平成17年7月4日

草津市野村二丁目２１番２３－５号 草津市野村二丁目４５２番地の１０ 平成16年5月10日

草津市野村二丁目２１番２３－６号 草津市野村二丁目４５２番地の２ 平成16年5月10日

草津市野村二丁目２１番２３－７号 草津市野村二丁目４５６番地の１ 平成16年6月14日

草津市野村二丁目２１番２３－７号 草津市野村二丁目４５４番地８ 令和元年9月13日

草津市野村二丁目２１番２３－８号 草津市野村二丁目４５５番地の３ 平成16年6月14日

草津市野村二丁目２１番２３－９号 草津市野村二丁目４５８番地１ 平成23年11月21日

草津市野村二丁目２１番２４号 草津市野村二丁目４５２番地の５ 平成15年10月30日

草津市野村二丁目２１番３２号
草津市野村二丁目４５４番地３、４５４番地
５

平成31年3月22日

草津市野村二丁目２２番１号 草津市野村二丁目４６３番地の２ 平成20年1月21日 グランドール

草津市野村二丁目２２番６号 草津市野村二丁目４６４番地の４ 平成16年12月1日

草津市野村二丁目２２番８号 草津市野村二丁目４６２番地の１ 平成3年6月5日 サイプリス　コーポ　野村

草津市野村二丁目２２番１８号 草津市野村二丁目４６２番地の３ 平成20年8月22日

草津市野村二丁目２２番２０号 草津市野村二丁目４６２番地５ 平成25年6月4日

草津市野村二丁目２２番２２号 草津市野村二丁目４６５番地 平成3年6月5日 サイプリス　コーポ　野村

草津市野村二丁目２３番１７号
草津市野村二丁目５６２番地の９・同番地の
８、５６４番地の２

平成14年11月15日

草津市野村三丁目１番１１号
草津市野村三丁目５８番地３、西大路町８８
８番地　他

令和2年9月24日

草津市野村三丁目３番２１号 草津市野村三丁目２０９番地の２ 平成7年9月19日

草津市野村三丁目３番２７号
草津市野村三丁目２０８番地１、２０８番地
１５、２２１番地１、２２１番地７

平成31年3月8日

草津市野村三丁目７番１５号 草津市野村三丁目２６１番地１７他一筆 平成27年6月2日

草津市野村三丁目８番５－２号 草津市野村三丁目４８０番地の６４ 平成18年9月25日

草津市野村三丁目９番５－１号 草津市野村三丁目４８０番地４４ 平成26年4月3日

草津市野村三丁目９番１４号 草津市野村三丁目４８０番地２５ 平成22年5月13日

草津市野村三丁目１０番５号 草津市野村三丁目４８０番地の６９ 平成6年3月23日

草津市野村三丁目１０番５号 草津市野村三丁目４８０番地の３１ 平成6年5月24日

草津市野村三丁目１０番１５－２号 草津市野村三丁目４８０番地２ 令和2年6月1日

草津市野村三丁目１０番１５－１号 草津市野村三丁目４８０番地６８ 平成26年10月14日

草津市野村三丁目１０番１５号 草津市野村三丁目４８０番地の２ 平成4年2月17日

草津市野村三丁目１３番１号 草津市野村三丁目４９９番地 令和元年7月11日

草津市野村三丁目１３番９－１号 草津市野村三丁目４８３番地１ 平成26年4月8日

草津市野村三丁目１３番１０－２号 草津市野村三丁目４８３番地６ 平成26年7月4日

草津市野村三丁目１３番１２号 草津市野村三丁目４８５番地３ 平成7年9月21日

草津市野村三丁目１４番４４号 草津市野村三丁目５０５番地９ 平成25年3月4日

草津市野村三丁目１５番８号 草津市野村三丁目５０５番地の４ 平成4年2月10日

草津市野村三丁目１６番２１号 草津市野村三丁目４６８番地の１ 平成5年11月11日 ヴィラ　ディアマンテ

草津市野村三丁目１８番５号 草津市野村三丁目５３１番地４他４筆 平成25年2月5日

草津市野村四丁目１番４号 草津市野村四丁目５６７番地の１ 平成19年6月12日

草津市野村四丁目１番１３号 草津市野村四丁目５６９番地の１ 平成19年6月12日

草津市野村四丁目１番１８号 草津市野村四丁目５６２番地の１ 平成5年12月3日

草津市野村四丁目１番１９号 草津市野村四丁目５６２番地の１ 平成18年2月22日
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草津市野村四丁目２番７号 草津市野村四丁目５５９番地の２ 平成15年7月23日

草津市野村四丁目３番３号 草津市野村四丁目６６３番地１の－部他２筆 平成26年7月24日

草津市野村四丁目３番１１号 草津市野村四丁目６７３番地１の一部他３筆 平成25年5月2日

草津市野村四丁目４番２号
草津市野村四丁目６７０番地１２，６７０番
地１３

平成27年7月14日

草津市野村四丁目５番２－１号 草津市野村四丁目６６９番地２０ 平成25年7月31日

草津市野村四丁目５番１０－１号 草津市野村四丁目６６７番地２７ 平成22年10月12日

草津市野村四丁目５番１３－１号 草津市野村四丁目６６７番地３０ 平成24年5月14日

草津市野村四丁目５番１３－２号 草津市野村四丁目６６７番地の３２ 平成13年2月23日

草津市野村四丁目６番１号 草津市野村四丁目６６９番地の２５ 平成16年1月27日

草津市野村四丁目６番４号 草津市野村四丁目６６７番地２１ 平成27年3月9日

草津市野村四丁目６番１４号 草津市野村四丁目６６７番地６ 平成27年2月10日

草津市野村四丁目６番２０号 草津市野村四丁目６６４番地１５ 平成23年9月29日

草津市野村四丁目６番２７号 草津市野村四丁目６６４番地２２ 平成27年12月28日

草津市野村四丁目７番１６号 草津市野村四丁目６６３番地の５ 平成15年3月19日

草津市野村四丁目８番１０号 草津市野村四丁目６５５番地の８ 平成9年2月7日

草津市野村四丁目９番２２号 草津市野村四丁目６５５番地の３２ 平成5年4月15日

草津市野村四丁目９番２４号 草津市野村四丁目６５５番地の３５ 平成3年7月17日

草津市野村四丁目１０番６号 草津市野村四丁目７６４番地２１ 平成22年2月17日

草津市野村四丁目１０番８号 草津市野村四丁目７６４番地の１９ 平成6年8月25日

草津市野村四丁目１１番４号 草津市野村四丁目７６４番地の１０ 平成11年10月8日

草津市野村四丁目１１番１６号 草津市野村四丁目１８６番地の１他 平成15年12月5日 リフレ

草津市野村四丁目１３番３号 草津市野村四丁目７５７番地の１ 平成6年2月1日

草津市野村四丁目１３番２１－２号 草津市野村四丁目７５４番地の１４ 平成15年2月13日

草津市野村四丁目１３番２１－３号 草津市野村四丁目７５４番地の１５ 平成15年2月21日

草津市野村四丁目１３番２２号 草津市野村四丁目７５４番地の５ 平成14年12月24日

草津市野村四丁目１４番８号 草津市野村四丁目７３５番地２ 平成30年2月27日

草津市野村四丁目１４番１８号 草津市野村四丁目７５０番地１６ 平成30年6月18日

草津市野村四丁目１５番１号 草津市野村四丁目７４３番地３他４筆 平成22年12月17日 メゾン野村

草津市野村四丁目１５番５号 草津市野村四丁目７４５番地の３９ 平成16年9月16日

草津市野村四丁目１５番８号 草津市野村四丁目７４５番地の２９ 平成16年3月17日

草津市野村四丁目１５番２０号
草津市野村四丁目７５０番地１４、７５０番
地２５

令和元年6月14日

草津市野村四丁目１６番１号
草津市野村四丁目７４２番地２、７４２番地
５

平成22年3月17日 さつき

草津市野村四丁目１６番１０号
草津市野村四丁目７４５番地４５，７４５番
地４８

平成26年8月25日

草津市野村四丁目１７番２０号 草津市野村四丁目７４０番地他 平成21年8月28日 テオリア

草津市野村四丁目１８番１号 草津市野村四丁目７３６番地５ 平成23年7月11日

草津市野村四丁目１８番２号 草津市野村四丁目７３６番地７ 平成23年9月29日

草津市野村四丁目１８番１０号 草津市野村四丁目７３７番地１、他６筆 平成26年4月24日 Ｎ

草津市野村四丁目１９番１号 草津市野村町７３５番地の１２ 平成4年10月12日

草津市野村四丁目１９番３号 草津市野村町７３５番地の１３ 平成4年10月12日

草津市野村四丁目１９番４号 草津市野村町７３５番地の７ 平成4年10月12日

草津市野村四丁目１９番７号
草津市野路四丁目７３３番地３，７３５番地
１

平成26年3月19日

草津市野村四丁目２０番１３号 草津市野村四丁目７３０番地１１，１２ 平成30年6月28日

草津市野村四丁目２３番１号 草津市野村四丁目５２４番地 平成11年3月4日 エスポワール

草津市野村四丁目２３番１５号 草津市野村四丁目７０６番地 平成24年5月10日 グランシャトー

草津市野村四丁目２３番２０号 草津市野村四丁目７２０番地 平成12年10月6日

草津市野村四丁目２３番２４号 草津市野村四丁目７０８番地 平成6年2月28日

草津市野村四丁目７３５番１２号 草津市野村四丁目１９番地の１ 平成4年10月12日

草津市野村五丁目１番１６号 草津市野村五丁目５６４番地の４ 平成5年5月26日

草津市野村五丁目２番３号 草津市野村町６５５番地の１６ 平成7年7月10日

草津市野村五丁目３番１号 草津市野村五丁目６５５番地の５４ 平成6年4月22日

草津市野村五丁目３番１０号
草津市野村五丁目６５５番地４６、７６４番
地５８、７６４番地５９

令和元年11月8日

草津市野村五丁目３番１１号
草津市野村五丁目６５２番地２、６５５番地
６６、７７３番地３４

令和2年9月24日

草津市野村五丁目３番１６号 草津市野村五丁目６５２番地６ 平成25年8月13日

草津市野村五丁目３番１８号 草津市野村五丁目６５２番地８他３筆 平成28年6月9日

草津市野村五丁目４番３号 草津市野村五丁目６５５番地３９他５筆 平成26年7月16日

草津市野村五丁目４番５号 草津市野村五丁目６５５番地の３９ 平成6年4月14日

草津市野村五丁目５番４号 草津市野村五丁目７６４番地の３５ 平成3年7月20日

草津市野村五丁目５番６号 草津市野村五丁目７６４番地の３３ 平成9年4月22日

草津市野村五丁目６番１４号 草津市野村五丁目７７３番地８ 平成30年5月14日

草津市野村五丁目８番６号 草津市野村五丁目７７３番地の１４ 平成15年2月17日

草津市野村五丁目８番１５号 草津市野村五丁目７７３番地の２２ 平成16年2月23日

草津市野村五丁目９番３４号
草津市野村五丁目７７８番地・７８３番地の
１

平成5年1月21日 シャルマンコーポ草津野村
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草津市野村五丁目１０番１－１号 草津市野村五丁目６５０番地の１０ 平成11年6月2日

草津市野村五丁目１０番２号 草津市野村五丁目６５０番地の５ 平成10年3月3日 疋田マンション　Ⅱ

草津市野村五丁目１０番３号 草津市野村五丁目６４９番地の７ 平成8年8月29日

草津市野村五丁目１０番３号 草津市野村五丁目６４９番地の６ 平成8年11月8日

草津市野村五丁目１０番３号 草津市野村五丁目６４９番地の１４ 平成9年2月3日

草津市野村五丁目１０番４号 草津市野村五丁目６４９番地の５ 平成10年3月17日

草津市野村五丁目１０番５号 草津市野村五丁目４８０番地の６９ 平成6年3月23日

草津市野村五丁目１０番１６号 草津市野村五丁目６４５番地１８ 令和元年6月26日

草津市野村五丁目１１番２０号
草津市野村二丁目１９４番地の５・１９４番
地の８

平成5年1月28日

草津市野村五丁目１２番９号 草津市野村五丁目５７６番地３ 平成30年1月11日

草津市野村五丁目１４番３号 草津市野村五丁目５７６番地３２ 令和2年8月27日

草津市野村五丁目１４番４号 草津市野村五丁目５７６番地３３ 平成28年8月4日

草津市野村五丁目１６番１１号 草津市野村五丁目６３７番地３９ 平成26年12月1日

草津市野村五丁目１７番７－１号
草津市野村五丁目７８７番地１、７８７番地
８

平成24年7月9日

草津市野村五丁目１７番８－１１号 草津市野村五丁目７８４番地 令和2年12月23日

草津市野村五丁目１７番８－１３号 草津市野村五丁目７８４番地４ 令和2年12月3日

草津市野村五丁目１７番８－１９号 草津市野村五丁目７８４番地６ 令和2年12月3日

草津市野村五丁目１７番８－７号 草津市野村五丁目７８４番地１６ 令和2年9月28日

草津市野村五丁目１７番８－９号 草津市野村五丁目７８４番地１４ 令和2年10月8日

草津市野村五丁目１８番１０号 草津市野村五丁目６３７番地の２ 平成10年10月22日

草津市野村五丁目１８番１２号 草津市野村五丁目６２８番地１５ 平成31年1月23日

草津市野村五丁目１８番３３号 草津市野村五丁目６３７番地７ 平成27年9月29日

草津市野村五丁目２２番１号 草津市野村五丁目５９５番地１１ 令和元年5月8日

草津市野村五丁目２２番１５号 草津市野村五丁目５９４番地の２ 平成8年11月29日 メゾンＨＩＲＯ

草津市野村五丁目２２番１６号 草津市野村五丁目５９４番地７ 平成27年8月24日

草津市野村五丁目２２番１７号 草津市野村五丁目５９４番地１ 平成28年3月25日

草津市野村五丁目２３番３号 草津市野村五丁目６０５番地２ 平成23年2月8日

草津市野村五丁目２３番５号 草津市野村五丁目６０１番地１ 令和元年10月17日

草津市野村五丁目２３番９号 草津市野村五丁目６０１番地３ 令和元年8月20日

草津市野村五丁目２３番１０－１号 草津市野村五丁目６０１番地４ 令和元年6月21日

草津市野村五丁目２３番１０－２号 草津市野村五丁目６０１番地５ 令和元年7月3日

草津市野村五丁目２３番１０号 草津市野村五丁目５９７番地 平成4年5月13日

草津市野村五丁目２３番１１号 草津市野村五丁目５９７番地 平成31年2月12日

草津市野村五丁目２３番１４号
草津市野村五目５９７番地１、５９７番地
２、５９７番地３

平成30年3月19日

草津市野村五丁目２３番２８号 草津市野村五丁目６０３番地 平成14年3月7日 グランドゥール

草津市野村五丁目２６番１号 草津市野村五丁目６１８番地の１５ 平成8年5月30日

草津市野村五丁目２６番１号 草津市野村五丁目６１８番地の１８ 平成8年7月31日

草津市野村五丁目２６番１号 草津市野村五丁目６１８番地の２２ 平成8年8月8日

草津市野村五丁目２６番１号 草津市野村五丁目６１８番地の１９ 平成8年10月2日

草津市野村五丁目２６番１号 草津市野村五丁目６１８番地の１３ 平成14年1月15日

草津市野村五丁目２６番４号 草津市野村五丁目６１７番地の５ 平成15年7月11日

草津市野村五丁目２６番５号 草津市野村五丁目６１７番地の７ 平成16年5月12日

草津市野村五丁目２６番６号 草津市野村五丁目６１７番地の１４ 平成17年8月26日

草津市野村五丁目２６番１１号 草津市野村五丁目６１７番地の５ 平成15年8月7日

草津市野村五丁目２６番１２号 草津市野村五丁目６１７番地の６ 平成18年8月28日

草津市野村五丁目２６番１３号 草津市野村五丁目６１７番地の１２ 平成19年5月8日

草津市野村五丁目２６番１５号 草津市野村五丁目６１７番地の１３ 平成15年11月6日

草津市野村五丁目２６番１７号 草津市野村五丁目６１８番地の３１ 平成12年1月11日

草津市野村五丁目２６番１８号 草津市野村五丁目６１８番地の３０ 平成12年5月15日

草津市野村五丁目２６番１９－１号 草津市野村五丁目６１８番地の２９ 平成12年1月11日

草津市野村五丁目２６番１９－２号 草津市野村五丁目６１８番地の２８ 平成12年2月3日

草津市野村五丁目２６番１９－３号 草津市野村五丁目６１８番地の２ 平成12年12月8日

草津市野村五丁目２９番９号 草津市野村五丁目６２０番地２５ 平成26年7月14日

草津市野村五丁目２９番２１－１０号 草津市野村五丁目６２３番地の１４ 平成11年3月30日

草津市野村五丁目２９番２１－１号 草津市野村五丁目６２３番地の１１ 平成11年3月1日

草津市野村五丁目２９番２１－２号 草津市野村五丁目６２３番地の１２ 平成11年7月6日

草津市野村五丁目２９番２１－３号 草津市野村五丁目６２３番地の１３ 平成11年6月14日

草津市野村五丁目２９番２１－４号 草津市野村五丁目６２３番地の１４ 平成11年2月8日

草津市野村五丁目２９番２１－５号 草津市野村五丁目６２３番地の１５ 平成11年2月17日

草津市野村五丁目２９番２１－６号 草津市野村五丁目６２３番地の１６ 平成11年2月15日

草津市野村五丁目２９番２１－７号 草津市野村五丁目６２３番地の１７ 平成11年3月18日

草津市野村五丁目２９番２１－８号 草津市野村五丁目６２３番地の１８ 平成11年3月8日

草津市野村五丁目２９番２１－９号 草津市野村五丁目６２３番地の１９ 平成11年1月21日

草津市野村五丁目３０番２号 草津市野村町６２８番地３ 平成21年12月24日

草津市野村五丁目３１番２号 草津市野村五丁目３２番地の４ 平成20年2月14日
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草津市野村五丁目３１番３号 草津市野村五丁目３２番地の５ 平成20年3月11日

草津市野村五丁目３１番５号 草津市野村五丁目３２番地の６ 平成20年4月18日

草津市野村五丁目３１番１０号 草津市野村五丁目３２番地の３ 平成19年7月31日

草津市野村五丁目３１番１８号
草津市野村五丁目３５番地１９、３５番地２
０

平成22年8月6日

草津市野村五丁目３１番２９号 草津市野村五丁目３５番地３ 平成21年11月20日

草津市野村五丁目３１番３０号 草津市野村五丁目３５番地２ 平成23年3月22日

草津市野村五丁目３１番３１号 草津市野村五丁目３５番地１ 平成21年8月10日

草津市野村五丁目３１番３２号 草津市野村五丁目３５番地５ 平成21年8月7日

草津市野村五丁目３１番３３号 草津市野村五丁目３５番地６ 平成25年7月22日

草津市野村五丁目３１番３４号 草津市野村五丁目３５番地７ 平成22年8月6日

草津市野村五丁目３１番３６号 草津市野村五丁目３５番地９ 平成21年3月9日

草津市野村五丁目３１番３７号 草津市野村五丁目３５番地１０ 平成21年2月23日

草津市野村五丁目３１番３８号 草津市野村五丁目３５番地１１ 平成24年9月28日

草津市野村五丁目３１番３９号 草津市野村五丁目３５番地１２ 平成22年9月6日

草津市野村五丁目３１番４０号 草津市野村五丁目３５番地１３ 平成24年2月13日

草津市野村五丁目３１番４１号 草津市野村五丁目３５番地１４ 平成21年10月19日

草津市野村五丁目３１番４２号 草津市野村五丁目３５番地１５ 平成21年4月27日

草津市野村五丁目３１番４３号 草津市野村五丁目３５番地１６ 平成28年7月13日

草津市野村五丁目３１番４５号 草津市野村五丁目３５番地２２ 平成24年11月15日

草津市野村五丁目３１番４６号 草津市野村五丁目３５番地２３ 平成25年9月2日

草津市野村五丁目３１番４７号 草津市野村五丁目３５番地２４ 平成24年12月18日

草津市野村五丁目３１番４８号 草津市野村五丁目３５番地２５ 平成24年9月10日

草津市野村五丁目３１番４９号 草津市野村五丁目３５番地２６ 平成25年2月1日

草津市野村五丁目３１番５０号 草津市野村五丁目３５番地２７ 平成24年10月31日

草津市野村五丁目３１番５１号 草津市野村五丁目３５番地２８ 平成21年7月24日

草津市野村五丁目３２番４号 草津市野村五丁目７９２番地の１０ 平成4年12月8日

草津市野村五丁目３２番５号 草津市野村五丁目７９２番地の１０ 平成4年9月7日

草津市野村五丁目３２番５号 草津市野村五丁目７９２番地の７ 平成4年12月28日

草津市野村五丁目３２番５号 草津市野村五丁目７９２番地の６ 平成5年2月5日

草津市野村五丁目３２番５号 草津市野村五丁目７９２番地の６ 平成6年8月26日

草津市野村五丁目３２番６号 草津市野村五丁目７９２番地の９ 平成4年12月28日

草津市野村五丁目３２番９号 草津市野村五丁目７９１番地 平成17年12月2日

草津市野村五丁目３２番１３号 草津市野村五丁目７９２番地の８ 平成5年5月26日

草津市野村五丁目３２番１４－２号 草津市野村五丁目７９２番地１７ 令和2年5月1日

草津市野村五丁目３２番１４号 草津市野村五丁目７９２番地の５ 平成5年6月21日

草津市野村五丁目３２番１４号 草津市野村五丁目７９２番地の４ 平成5年8月5日

草津市野村五丁目３２番１９－１０号 草津市野村五丁目７９５番地１０ 平成22年9月3日

草津市野村五丁目３２番１９－１１号 草津市野村五丁目７９５番地２２ 平成23年8月23日

草津市野村五丁目３２番１９－１２号 草津市野村五丁目７９５番地２３ 平成22年10月12日

草津市野村五丁目３２番１９－１４号 草津市野村五丁目７９５番地２６ 平成22年2月22日

草津市野村五丁目３２番１９－１５号 草津市野村五丁目７９５番地２７ 平成22年11月25日

草津市野村五丁目３２番１９－１６号 草津市野村五丁目７９５番地２８ 平成24年7月27日

草津市野村五丁目３２番１９－１７号 草津市野村五丁目７９５番地２９ 平成23年4月11日

草津市野村五丁目３２番１９－１８号 草津市野村五丁目７９５番地２５ 平成24年3月5日

草津市野村五丁目３２番１９－１９号 草津市野村五丁目７９５番地２４ 平成24年1月20日

草津市野村五丁目３２番１９－１号 草津市野村五丁目７９５番１２ 平成21年12月15日

草津市野村五丁目３２番１９－２号 草津市野村五丁目７９５番地１３ 平成24年3月23日

草津市野村五丁目３２番１９－３号 草津市野村五丁目７９５番地１４ 平成22年4月19日

草津市野村五丁目３２番１９－４号 草津市野村五丁目７９５番地１５ 平成24年6月12日

草津市野村五丁目３２番１９－５号 草津市野村五丁目７９５番地１６ 平成23年9月26日

草津市野村五丁目３２番１９－６号 草津市野村五丁目７９５番地１７ 平成22年2月22日

草津市野村五丁目３２番１９－７号 草津市野村五丁目７９５番地１８ 平成23年11月18日

草津市野村五丁目３２番１９－９号 草津市野村五丁目７９５番地１１ 平成24年1月18日

草津市野村五丁目３３番２号 草津市野村五丁目３６５番地３他２筆 平成22年6月14日

草津市野村五丁目３３番３号 草津市野村五丁目３６５番地５他１筆 平成22年4月8日

草津市野村五丁目３３番４号
草津市野村五丁目３６５番地６、７９５番地
５

平成22年11月18日

草津市野村五丁目３３番５号
草津市野村五丁目３６５番地７、７９５番地
４

平成22年2月22日

草津市野村五丁目３３番６号 草津市野村五丁目３６５番地８他１筆 平成22年4月26日

草津市野村五丁目３３番８号
草津市野村五丁目３６７番地５、７９１番地
７

平成30年6月15日

草津市野村六丁目１番３号 草津市野村六丁目１９０番地の１ 平成9年10月15日 コンフォーレ・ティワン

草津市野村六丁目１番９号 草津市野村町１７９番地の４ 平成12年5月30日

草津市野村六丁目１番１３号 草津市野村六丁目１９１番地の１ 平成8年3月26日 エスペランサ

草津市野村六丁目１番１６号 草津市野村六丁目１９２番地の１ 平成7年7月4日 髙田グランドハイツ　弐番館

草津市野村六丁目１番１７号 草津市野村町１９０番地の３ 平成6年9月9日
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草津市野村六丁目２番３号 草津市野村六丁目２９０番地 平成8年12月9日

草津市野村六丁目２番７号 草津市野村六丁目２９１番地の１ 平成3年9月11日

草津市野村六丁目２番９号 草津市野村町２９１番地の１ 平成3年5月8日

草津市野村六丁目３番５号 草津市野村六丁目４４１番地４ 平成30年8月23日 フェイバル壱番館

草津市野村六丁目３番６号 草津市野村六丁目４４３番地１ 平成24年2月9日

草津市野村六丁目３番１０号 草津市野村六丁目４４３番地６ 平成30年11月26日

草津市野村六丁目３番１７号 草津市野村六丁目４４４番地９、他２筆 平成22年4月1日

草津市野村六丁目３番１９号 草津市野村六丁目４４４番地の１ 平成10年3月20日

草津市野村六丁目３番２５号 草津市野村六丁目４５１番地の３ 平成17年4月25日

草津市野村六丁目４番３号 草津市野村六丁目４４０番地 平成11年12月9日 グランシャリオ草津

草津市野村六丁目４番１１号 草津市野村六丁目４３９番地１８ 平成22年1月7日

草津市野村六丁目４番１９号 草津市野村六丁目４３９番地１２ 平成27年2月9日

草津市野村六丁目６番１号 草津市野村六丁目４３８番地の２ 平成9年11月11日

草津市野村六丁目６番５－１号 草津市野村六丁目４３８番地８ 平成22年4月20日

草津市野村六丁目６番８－１号 草津市野村六丁目４３８番地１４ 平成27年12月14日

草津市野村六丁目７番６号 草津市野村六丁目３００番地の５ 平成5年12月17日 グリーンハウスＪ・Ｙ

草津市野村六丁目７番１１号 草津市野村六丁目３０１番地の１ 平成5年3月16日 グランディ　オール

草津市野村六丁目７番１４号 草津市野村六丁目７番地９ 令和2年3月19日

草津市野村六丁目７番１５号 草津市野村六丁目７番地１３ 令和2年3月19日

草津市野村六丁目８番４号 草津市野村六丁目８番地３ 令和2年9月7日

草津市野村六丁目９番３号 草津市野村町２９４番地の１ 平成14年12月5日

草津市野村六丁目９番７号 草津市野村町２９２番地の１０ 平成13年8月8日

草津市野村六丁目９番１１号 草津市野村六丁目７７３番地の２５ 平成5年8月10日

草津市野村六丁目９番３１号 草津市野村町２９６番地 平成11年3月5日 セコンダリー　谷畑

草津市野村六丁目９番３３号 草津市野村六丁目２９４番地の２ 平成14年3月11日 野々村アパート

草津市野村六丁目１０番３号 草津市野村町１９１番地の２ 平成6年7月27日

草津市野村六丁目１０番３号 草津市野村六丁目１９１番地の２ 平成6年12月15日

草津市野村六丁目１０番１２号 草津市野村六丁目２９３番地 平成8年1月17日 アーバンパレス

草津市野村六丁目１０番１６号 草津市野村町１８０番地の１ 平成3年6月10日

草津市野村六丁目１０番１６号 草津市野村六丁目１８０番地 平成8年4月4日

草津市野村六丁目１０番２１号 草津市野村六丁目１８０番地の２ 平成3年6月10日

草津市野村六丁目１０番２７号 草津市野村六丁目２９５番地 平成7年4月27日 エクセルコート

草津市野村六丁目１０番３０号 草津市野村町２７０番地の８ 平成4年8月19日 グラン　エクレール

草津市野村六丁目１１番１１号 草津市野村町１８５番地の２ 平成6年10月4日

草津市野村六丁目１１番１１号 草津市野村六丁目１８５番地の２ 平成7年10月4日

草津市野村六丁目１１番１５号 草津市野村町１８２番地の３ 平成7年3月7日

草津市野村六丁目１１番１６号 草津市野村六丁目１８２番地の２ 平成6年9月30日

草津市野村六丁目１１番１７号 草津市野村町１８２番地の１ 平成4年4月23日 ステージ　ワイズ

草津市野村六丁目１１番１９号 草津市野村六丁目１９４番地の６ 平成8年5月8日

草津市野村六丁目１１番３１号 草津市野村町１８６番地 平成3年10月14日

草津市野村六丁目１１番３１号 草津市野村六丁目１１番地１５ 平成30年12月12日 シャーメゾン　絆

草津市野村六丁目１１番３２号 草津市野村六丁目１１番地５ 令和2年11月4日 プレサンスロジェ草津野村

草津市野村六丁目１２番４号 草津市野村町１７９番地の６ 平成6年8月1日

草津市野村六丁目１２番５号 草津市野村六丁目１１９番地 平成6年8月8日

草津市野村六丁目１２番１１号 草津市野村六丁目１２番地１２ 平成6年9月9日 リバテイ・ツクダ

草津市野村六丁目１２番１３号 草津市野村六丁目１６９番地 平成9年2月25日 フレグランス・ケン

草津市野村六丁目１２番１８号 草津市野村町１７５番地の１ 平成11年10月25日 ろっこいち

草津市野村六丁目１２番２０号 草津市野村町１７５番地の４ 平成11年10月13日

草津市野村六丁目１２番２２号 草津市野村町１７５番地の２ 平成6年4月26日

草津市野村六丁目１２番２３号 草津市野村六丁目１７５番地の３ 平成5年8月6日

草津市野村六丁目１３番１３号 草津市野村六丁目１３番地２０ 平成28年12月26日

草津市野村六丁目１３番２２号 草津市野村六丁目２９５番地の１ 平成15年1月21日 リバティー・ツクダ

草津市野村六丁目１３番２５号 草津市野村六丁目１７８番地の１ 平成6年1月25日

草津市野村六丁目１４番６号 草津市野村町３０５番地の１ 平成8年10月21日

草津市野村六丁目１４番７号 草津市野村町３０７番地の５ 平成11年5月10日

草津市野村六丁目１４番１０号 草津市野村六丁目１４番地３４ 平成30年1月19日 エスベランサＵ　Ｅ棟

草津市野村六丁目１４番１７号 草津市野村六丁目３１１番地の１０ 平成5年3月1日

草津市野村六丁目１４番３８号 草津市野村町３０７番地 平成10年4月21日

草津市野村六丁目１４番３９号 草津市野村六丁目３０７番地の６ 平成9年10月27日

草津市野村六丁目１５番１２号 草津市野村六丁目３０３番地の３ 平成9年3月11日

草津市野村六丁目１５番１９号 草津市野村六丁目 平成9年9月8日

草津市野村六丁目１５番２０号 草津市野村町３０５番地の３ 平成8年12月4日

草津市野村六丁目１５番２１号 草津市野村町３０４番地 平成10年4月6日 レオパレス　山本

草津市野村六丁目１７番１１号
草津市野村六丁目４２４番地３、４２４番地
６

平成28年5月6日

草津市野村六丁目１７番１３－４号 草津市野村六丁目４２３番地７ 平成30年6月15日

草津市野村六丁目１７番１３－６号 草津市野村六丁目４２３番地５ 平成30年6月18日
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草津市野村六丁目１７番１３－３号 草津市野村六丁目４２３番地４ 平成30年11月26日

草津市野村六丁目１７番１３－５号 草津市野村六丁目４２３番地６ 令和元年6月6日

草津市野村六丁目１７番１５号
草津市野村六丁目４２２番地の１・４２１番
地他２筆

平成15年1月30日 ｍｔ　ｇｒａｄｅ．Ⅰ

草津市野村六丁目１７番２５号 草津市野村六丁目４３０番地 平成24年12月27日

草津市野村六丁目２２番２５号 草津市野村六丁目１０１番地の１ 平成6年12月1日

草津市野村七丁目１番３号 草津市野村七丁目１６８番地 平成10年2月16日 コモド弐番館

草津市野村七丁目１番８号 草津市野村七丁目１６７番地の２ 平成5年3月12日 ファミール・コート

草津市野村七丁目１番１０号 草津市野村七丁目１番地９ 平成6年9月9日 グランドハウスＪＹ

草津市野村七丁目１番１３号 草津市野村七丁目１番地１０ 平成7年1月24日 バ－トラムＵ

草津市野村七丁目１番２１号 草津市野村七丁目１６０番地の１ 平成5年10月22日

草津市野村七丁目１番２７号 草津市野村七丁目１番地１５ 平成6年9月9日 ファミール・ＳＹ

草津市野村七丁目２番１号 草津市野村七丁目１６７番地の３ 平成5年4月23日 ヴィラー　ヤマナカ

草津市野村七丁目２番２号 草津市野村七丁目１６７番地の４ 平成8年3月18日

草津市野村七丁目２番３号 草津市野村町１６６番地 平成14年1月24日

草津市野村七丁目２番５号 草津市野村町１６６番地 平成14年1月24日

草津市野村七丁目２番６号 草津市野村町１６７番地 平成10年3月24日

草津市野村七丁目２番１０号 草津市野村町１５９番地の３ 平成11年5月20日

草津市野村七丁目２番１１号 草津市野村七丁目１５９番地の２ 平成10年10月20日

草津市野村七丁目２番１３号 草津市野村七丁目１５８番地の２ 平成10年10月30日

草津市野村七丁目２番１４号 草津市野村町１５７番地の１ 平成13年7月4日

草津市野村七丁目２番１７号 草津市野村町１５７番地の１ 平成14年9月10日

草津市野村七丁目２番１８－○○○号 草津市野村七丁目１５７番地の２ 平成6年3月1日 カレッジハウスオクイ

草津市野村七丁目５番１５号 草津市野村七丁目５番地２８ 令和2年2月4日

草津市野村七丁目５番１６号 草津市野村七丁目５番地２６ 令和2年2月18日

草津市野村七丁目５番１８号 草津市野村七丁目５番地２７ 令和2年2月4日

草津市野村七丁目５番２０号 草津市野村七丁目５番地２５ 令和2年11月10日

草津市野村七丁目５番２２号 草津市野村七丁目５番地１２ 令和2年3月19日

草津市野村七丁目５番２３－１号 草津市野村七丁目５番地２１ 平成30年5月11日 サンセリテ　１号館

草津市野村七丁目５番２３－２号 草津市野村七丁目５番地２２ 平成30年5月11日 サンセリテ　２号館

草津市野村七丁目５番２４号 草津市野村七丁目５番地１５ 平成30年5月11日 Favorita

草津市野村七丁目５番２８号 草津市野村七丁目５番地１９ 平成30年4月16日

草津市野村七丁目５番３０号 草津市野村七丁目３２０番地 平成31年3月8日

草津市野村七丁目８番１３号 草津市野村七丁目４１９番地 平成26年3月6日

草津市野村七丁目８番１６号 草津市野村七丁目４１８番地 平成27年3月19日

草津市野村七丁目９番１号 草津市野村七丁目４１１番地 平成16年10月5日

草津市野村七丁目９番５号 草津市野村七丁目４１３番地の４ 平成15年7月28日

草津市野村七丁目９番９号 草津市野村七丁目４１６番地の一部 平成23年10月24日

草津市野村七丁目９番３２号 草津市野村七丁目４０２番地 平成28年7月1日

草津市野村七丁目１３番１０号 草津市野村七丁目３８７番地 令和元年10月29日

草津市野村七丁目１６番６号 草津市野村七丁目１５６番地 平成9年2月10日 アネックスＹ

草津市野村七丁目１６番８号 草津市野村町３４４番地 平成12年3月6日 ヤングＵ・２１

草津市野村七丁目１６番１３号 草津市野村町３４６番地の２ 平成8年7月15日

草津市野村七丁目１６番１５号 草津市野村七丁目３４６番地の２ 平成4年2月18日 Ｕ　コート

草津市野村七丁目１６番１９号 草津市野村七丁目１４７番地の３ 平成5年7月7日

草津市野村七丁目１６番２４号 草津市野村町３４９番地 平成6年6月10日

草津市野村七丁目１６番２５号 草津市野村七丁目３４９番地の２ 平成6年6月7日

草津市野村七丁目１６番２８号 草津市野村七丁目１５２番地の２ 平成5年9月16日 シャルム　ヤマモト

草津市野村七丁目１７番３号 草津市野村七丁目１１５番地の２ 平成6年8月21日

草津市野村七丁目１７番４号 草津市野村町１５５番地の１ 平成6年6月10日

草津市野村七丁目１７番５号 草津市野村町１５５番地の４ 平成6年6月10日

草津市野村七丁目１７番７号 草津市野村町１５５番地の３ 平成6年6月10日

草津市野村七丁目１７番１４号 草津市野村七丁目１７番地２２ 令和2年1月28日

草津市野村七丁目１７番２０号 草津市野村七丁目１４８番地 平成5年12月14日

草津市野村八丁目１番１２号 草津市野村八丁目１１９番地 平成6年7月27日

草津市野村八丁目２番５号 草津市平井町１４１番地の３ 平成12年11月27日

草津市野村八丁目２番７号 草津市野村八丁目１２６番地の５ 平成9年8月1日

草津市野村八丁目２番８号 草津市野村八丁目１２６番地の４ 平成9年12月5日

草津市野村八丁目２番１０号 草津市野村八丁目１２６番地の３ 平成10年1月6日

草津市野村八丁目２番１３号 草津市野村町１２６番地 平成12年3月15日

草津市野村八丁目３番１０号 草津市野村町１２５番地 平成9年12月8日

草津市野村八丁目４番１号 草津市野村八丁目４番地５の一部 平成30年11月26日

草津市野村八丁目４番３号 草津市野村八丁目１３８番地の５ 平成9年2月20日

草津市野村八丁目４番５号 草津市野村町１３４番地の２ 平成10年10月27日

草津市野村八丁目４番８号 草津市野村八丁目１３５番地 平成4年3月6日 シャトー・プリローダⅡ

草津市野村八丁目４番１５号 草津市野村八丁目４番地１４ 平成30年9月18日

草津市野村八丁目４番２０号 草津市野村町１３４番地の２ 平成10年10月8日
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草津市野村八丁目４番２１号 草津市野村町１３８番地 平成13年1月10日

草津市野村八丁目５番１７号 草津市野村町１３６番地 平成12年9月26日

草津市野村八丁目５番１９号 草津市野村町６４０番地の２ 平成4年8月17日 サニーハイツ　ピア

草津市野村八丁目５番２５号 草津市野村町１２８番地 平成10年4月21日

草津市野村八丁目６番８号 草津市野村八丁目１４４番地 平成4年5月25日 ルーム・コノミ

草津市野村八丁目６番１１号 草津市野村町３５２番地 平成8年1月17日

草津市野村八丁目６番２１号 草津市野村町１５２番地の３ 平成13年7月31日

草津市野村八丁目６番２５号 草津市野村町３５１番地 平成10年6月10日

草津市野村八丁目６番２６号 草津市野村町３５４番地 平成4年3月6日

草津市野村八丁目６番３２号 草津市野村八丁目６番地９ 令和2年6月3日

草津市野村八丁目７番２号 草津市野村八丁目１４１番地 平成14年3月7日 クレストコート

草津市野村八丁目７番１８号 草津市野村町３５６番地 平成4年9月9日

草津市野村八丁目７番２３号 草津市野村八丁目３５１番地の３ 平成15年1月15日 ディア　コート

草津市野村八丁目７番２４－２号 草津市野村八丁目７番地３８ 令和2年9月11日

草津市野村八丁目７番３４号 草津市野村八丁目 平成6年1月28日 プリムラＵ２１

草津市野村八丁目７番３６号 草津市野村八丁目１４２番地 平成5年6月24日 セジュール　Ｙ・Ｎ

草津市野村八丁目７番３７号 草津市野村町１４１番地の３ 平成6年9月9日

草津市野村八丁目７番４０号 草津市野村八丁目１４０番地の３ 平成10年9月14日

草津市野村八丁目７番４１号 草津市野村八丁目１４０番地の５ 平成6年12月14日

草津市野村八丁目８番１６号
草津市野村八丁目３５６番地の３・３５６番
地の２

平成4年7月9日 ハウス　ノーブル　サイト

草津市野村八丁目８番２６号 草津市野村八丁目３５４番地 平成4年3月6日

草津市野村八丁目９番１号 草津市野村町３６１番地の２ 平成4年9月2日

草津市野村八丁目９番９号 草津市野村八丁目３６１番地の１１ 平成6年1月26日

草津市野村八丁目９番１０号 草津市野村八丁目３６１番地の１２ 平成14年1月16日

草津市野村八丁目９番３４号 草津市野村八丁目３６１番地の３ 平成3年5月8日 フエルテヒロ

草津市野村八丁目９番３７号 草津市野村八丁目３６１番地の３０ 平成10年1月22日

草津市野村八丁目１０番２１号 草津市野村八丁目３６１番地の２３ 平成20年7月14日 ローレルコート・Ｙ

草津市野村八丁目１０番２２－１号 草津市野村八丁目３６１番地２４ 平成31年2月12日

草津市野村八丁目１０番２２－２号 草津市野村八丁目３６１番地２４ 平成31年2月12日

草津市野村八丁目１０番２７号
草津市野村八丁目３６６番地３の一部、３６
４番地６の一部、３６４番地２の一部

令和元年12月13日 Ｕ－Ｈｅｉｍ

草津市平井一丁目１番４号 草津市平井一丁目３２番地３ 令和2年8月6日

草津市平井一丁目１番１２号 草津市平井一丁目３１番地５ 平成31年2月25日

草津市平井一丁目１番１３号 草津市平井一丁目３０番地の１４ 平成7年12月25日

草津市平井一丁目２番１号 草津市平井一丁目２９番地の７ 平成1年2月1日 ハイツ青山

草津市平井一丁目２番４号 草津市平井一丁目２９番地の２ 平成16年2月27日

草津市平井一丁目２番６号 草津市平井一丁目２８番地の７ 昭和63年6月13日

草津市平井一丁目２番１１号 草津市平井一丁目１４３番地の６ 平成5年1月14日

草津市平井一丁目２番１２号 草津市平井一丁目２７番地３ 平成31年3月12日

草津市平井一丁目２番１４号 草津市平井町２７番地の１０ 平成2年4月11日

草津市平井一丁目２番１６号 草津市平井一丁目２７番地の１２ 平成7年11月6日

草津市平井一丁目２番１７号 草津市平井一丁目２６番地２ 平成27年11月9日

草津市平井一丁目２番１７号 草津市平井一丁目２６番地１４ 平成27年10月23日

草津市平井一丁目２番１８号 草津市平井一丁目２６番地の３ 平成7年9月4日

草津市平井一丁目３番１４号 草津市平井一丁目２４番地３ 平成22年11月9日

草津市平井一丁目３番１６－１号 草津市平井一丁目２４番地１４ 平成23年2月22日

草津市平井一丁目３番１６－２号 草津市平井一丁目２４番地１５ 平成23年8月26日

草津市平井一丁目４番４号 草津市平井一丁目５４番地の２９ 平成2年3月1日

草津市平井一丁目４番８号 草津市平井一丁目５４番地の３１ 平成2年8月22日

草津市平井一丁目４番９号 草津市平井一丁目５４番地の３０ 平成7年9月11日

草津市平井一丁目４番９号 草津市平井一丁目５４番地の３５ 平成8年2月2日

草津市平井一丁目４番１３号 草津市平井一丁目５４番地６ 令和2年1月31日

草津市平井一丁目４番１５号 草津市平井一丁目５４番地５ 平成25年5月10日

草津市平井一丁目５番４－１号 草津市平井町５１番地１５ 平成30年4月19日

草津市平井一丁目５番４－２号 草津市平井一丁目５１番地１ 平成30年4月3日

草津市平井一丁目５番４号 草津市平井一丁目４９番地の８ 平成3年6月20日

草津市平井一丁目５番４号 草津市平井一丁目４９番地の７ 平成3年6月24日

草津市平井一丁目５番４号 草津市平井一丁目４９番地の９・１０ 平成3年7月12日

草津市平井一丁目５番４号 草津市平井一丁目４９番地の５ 平成3年8月23日

草津市平井一丁目５番４号 草津市平井一丁目４９番地の６ 平成3年10月1日

草津市平井一丁目５番５号 草津市平井一丁目５１番地５ 平成30年10月1日

草津市平井一丁目５番８号 草津市平井一丁目５２番地１ 平成30年10月3日

草津市平井一丁目５番１３号 草津市平井一丁目５３番地６ 平成25年1月18日

草津市平井一丁目６番１号 草津市平井一丁目３５番地の２ 平成19年10月23日

草津市平井一丁目６番４号 草津市平井一丁目３５番地の５ 平成14年9月2日

草津市平井一丁目６番１５－１号 草津市平井一丁目４６番地の１３ 平成16年12月3日
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草津市平井一丁目６番１６号 草津市平井一丁目４６番地１４ 平成31年3月12日

草津市平井一丁目７番１２号 草津市平井一丁目１６０番地の２ 平成9年12月12日

草津市平井一丁目７番１４号 草津市平井一丁目３９番地の６ 昭和63年6月4日

草津市平井一丁目７番１６号 草津市平井一丁目３９番地の１８ 平成20年7月25日

草津市平井一丁目８番２号 草津市平井一丁目４２番地の１８ 平成6年11月1日

草津市平井一丁目８番８号 草津市平井一丁目４２番地の２６ 昭和64年1月7日

草津市平井一丁目８番８号 草津市平井一丁目４２番地２６ 平成24年6月27日

草津市平井一丁目８番１０号 草津市平井一丁目４２番地７ 令和2年8月5日

草津市平井一丁目９番５号 草津市平井一丁目４５番地１・４６番地１ 令和2年8月5日

草津市平井一丁目９番６号 草津市平井一丁目４４番地の１６ 平成18年2月22日

草津市平井一丁目９番７号 草津市平井一丁目４４番地の１６ 平成18年10月16日

草津市平井一丁目９番１１号 草津市平井一丁目４６番地４ 平成23年1月13日

草津市平井一丁目９番１２号 草津市平井一丁目４６番地１５ 平成22年10月18日

草津市平井一丁目９番１６号 草津市平井一丁目４７番地１ 平成28年5月30日

草津市平井一丁目１０番２号 草津市平井一丁目１３９番地 平成7年2月3日

草津市平井一丁目１１番４号 草津市平井一丁目１４１番地の２ 昭和63年8月8日

草津市平井一丁目１１番４号 草津市平井一丁目１４１番地 平成5年6月17日

草津市平井一丁目１１番５号 草津市平井一丁目１４１番地の２ 平成10年3月30日

草津市平井一丁目１１番６号 草津市平井一丁目１４１番地の２ 平成10年3月30日

草津市平井一丁目１２番２号 草津市平井一丁目１４７番地の９ 平成9年3月11日

草津市平井一丁目１２番７号 草津市平井一丁目１４７番地の５ 平成7年6月5日

草津市平井一丁目１２番１２号 草津市平井一丁目１４８番地の２ 昭和63年8月26日 くさつセンチユリー

草津市平井一丁目１２番２１号 草津市平井一丁目１４８番地の１５ 平成9年3月11日

草津市平井一丁目１３番４号 草津市平井一丁目１３６番地の１０ 平成13年3月27日

草津市平井一丁目１３番５号 草津市平井一丁目１４５番地の３ 平成6年3月17日

草津市平井一丁目１３番１０号 草津市平井一丁目１４３番地３ 平成30年1月24日

草津市平井一丁目１３番１２号 草津市平井一丁目１４３番地１，４ 平成30年6月11日

草津市平井一丁目１３番１４号 草津市平井一丁目１４３番地６ 平成30年2月26日

草津市平井一丁目１３番１５号 草津市平井一丁目１４３番地７ 平成30年2月26日

草津市平井一丁目１３番１８号 草津市平井一丁目１４３番地９ 平成30年7月17日

草津市平井一丁目１４番５号 草津市平井町１６１番地 平成13年2月13日

草津市平井一丁目１４番６号 草津市平井一丁目１６３番地の７ 平成7年11月16日

草津市平井一丁目１４番７号 草津市平井一丁目１６３番地の６ 平成7年11月16日

草津市平井一丁目１４番１０号 草津市平井一丁目１３０番地 平成4年10月23日 シャトールネサンス

草津市平井一丁目１４番１０号 草津市平井一丁目１６３番地の９ 平成8年2月15日

草津市平井一丁目１４番１０号 草津市平井町１６３番地の２ 平成9年3月11日

草津市平井一丁目１４番１１号 草津市平井町１３０番地 平成4年10月20日

草津市平井一丁目１４番１５号 草津市平井一丁目１３０番地の１９ 平成5年1月4日

草津市平井一丁目１４番１５号 草津市平井一丁目１３０番地の３２ 平成5年2月18日

草津市平井一丁目１４番１７号
草津市平井一丁目１３０番地２１、１３０番
地３５

平成25年3月12日

草津市平井一丁目１４番１８号 草津市平井一丁目１３０番地４１ 平成25年8月27日

草津市平井一丁目１４番２２号 草津市平井一丁目１３０番地４２ 平成25年8月12日

草津市平井一丁目１４番２４－１号 草津市平井一丁目１３１番地の１０ 平成14年11月5日

草津市平井一丁目１４番２４－２号 草津市平井一丁目１３１番地の１１ 平成14年11月26日

草津市平井一丁目１４番２４－３号 草津市平井一丁目１３１番地の１２ 平成14年11月26日

草津市平井一丁目１４番２４－５号 草津市平井一丁目１３１番地の３ 平成14年9月27日

草津市平井一丁目１４番２４－６号 草津市平井一丁目１３１番地の１５ 平成15年2月3日

草津市平井一丁目１４番２４－７号 草津市平井一丁目１３１番地の１６ 平成15年10月1日

草津市平井一丁目１４番２４－８号 草津市平井一丁目１３１番地の１７ 平成14年12月20日

草津市平井一丁目１４番２４－９号 草津市平井一丁目１３１番地の１８ 平成14年11月5日

草津市平井一丁目１４番２４号 草津市平井一丁目１３１番地の１３ 平成15年2月27日

草津市平井一丁目１４番２５－１号 草津市平井一丁目１３３番地２ 平成25年11月15日

草津市平井一丁目１４番２５－２号 草津市平井一丁目１３３番地８ 平成25年10月11日

草津市平井一丁目１４番２５－３号 草津市平井一丁目１３３番地９ 平成25年7月5日

草津市平井一丁目１４番２６－５号 草津市平井一丁目１３３番地１６ 令和2年9月28日

草津市平井一丁目１４番２６－１４号 草津市平井一丁目１３３番地１５ 令和2年3月5日

草津市平井一丁目１４番２６－１号 草津市平井一丁目１３３番地１２ 令和2年7月28日

草津市平井一丁目１４番２６－２号 草津市平井一丁目１３３番地１３ 令和元年8月16日

草津市平井一丁目１４番２６－３号 草津市平井1丁目133番地14 令和元年7月17日

草津市平井一丁目１４番２６－６号 草津市平井一丁目１３３番地1７ 令和元年10月15日

草津市平井一丁目１５番３１号 草津市平井一丁目１２７番地３ 令和2年4月6日

草津市平井一丁目１６番２－１
草津市平井一丁目１６番地１１、１６番地１
２

令和元年5月29日

草津市平井一丁目１６番４号
草津市平井一丁目１６番地１７、１６番地１
８

平成30年10月3日

草津市平井一丁目１６番１５号 草津市平井一丁目２５０番地 昭和63年9月6日 ハイツ三上

草津市平井一丁目１６番２３号 草津市平井一丁目１５３番地の２ 平成4年12月1日 横山ハイツ
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草津市平井一丁目１７番２－３０６号 草津市平井一丁目１４９番地 平成3年2月25日

草津市平井一丁目１７番３号 草津市平井一丁目１５１番地 平成3年10月30日

草津市平井一丁目１７番６号 草津市平井一丁目１５１番地 平成1年11月24日

草津市平井一丁目１７番８号 草津市平井一丁目１５８番地の２ 平成10年10月5日 ロイヤルレインボー草津

草津市平井一丁目１７番１２号 草津市平井町１６０番地の２ 平成9年12月12日

草津市平井一丁目１７番１３号 草津市平井町１６２番地の３ 平成9年7月3日

草津市平井一丁目１７番１４号 草津市平井一丁目１６２番地の４ 平成9年4月17日

草津市平井一丁目１７番１５号 草津市平井町１６３番地の８ 平成8年6月17日

草津市平井一丁目１７番１８号 草津市平井一丁目１６３番地の４ 平成8年7月5日

草津市平井一丁目１７番１９号 草津市平井町１６３番地の１ 平成14年8月5日

草津市平井一丁目１７番２０号 草津市平井町１６３番地の５ 平成8年6月4日

草津市平井一丁目１７番２１号 草津市平井一丁目１６３番地の１ 平成9年10月29日

草津市平井一丁目１７番２２号 草津市平井一丁目１６２番地の１ 平成10年2月18日 中村　俊彦

草津市平井一丁目１７番２３号 草津市平井町１６２番地の５ 平成9年2月25日

草津市平井一丁目１８番６号 草津市平井一丁目１８番地５ 平成31年3月19日

草津市平井一丁目１８番１０号 草津市平井町２５６番地 平成2年6月1日

草津市平井一丁目１８番２５号 草津市平井町２５２番地の２ 平成12年1月14日

草津市平井一丁目１８番２６号 草津市平井町２５２番地の４ 平成13年1月23日

草津市平井一丁目１８番２７号 草津市平井町２５２番地の３ 平成13年8月2日

草津市平井一丁目１９番３号 草津市野村町１３７番地の８ 平成12年8月8日

草津市平井一丁目１９番４号 草津市野村町１２６番地の２ 平成12年11月10日

草津市平井一丁目１９番５号 草津市野村町１２６番地の７ 平成12年9月4日

草津市平井一丁目１９番７号 草津市平井一丁目１２１番地 平成4年5月12日 エクセレント　Ｕ

草津市平井一丁目１９番９号 草津市平井一丁目２６２番地の３ 平成2年10月16日

草津市平井一丁目１９番１１号 草津市平井一丁目２６２番地の２ 平成2年10月16日

草津市平井一丁目１９番１２号 草津市平井町２６２番地の１８ 平成9年8月26日

草津市平井一丁目１９番１３号 草津市平井一丁目２６２番地の１７ 平成9年8月26日

草津市平井一丁目１９番１４号 草津市平井町２６２番地の４ 平成9年8月26日

草津市平井一丁目１９番１７号 草津市野村町１３７番地の４ 平成12年7月24日

草津市平井一丁目１９番１８号 草津市平井町１５３番地の２他 平成12年2月22日

草津市平井一丁目１９番１９号 草津市平井町１５３番地他 平成12年2月22日

草津市平井一丁目１９番２０号 草津市平井町１５２番地 平成12年2月22日

草津市平井一丁目１９番２３号 草津市平井町１５４番地 平成8年11月6日

草津市平井二丁目１番３号 草津市平井町２６２番地の２０ 平成11年8月23日

草津市平井二丁目１番４号 草津市平井二丁目２６２番地の１９ 平成11年4月16日

草津市平井二丁目１番５号 草津市平井町２６２番地の１ 平成10年2月27日

草津市平井二丁目１番８号 草津市平井町２６２番地の１ 平成10年5月22日

草津市平井二丁目１番１４号 草津市平井町２６６番地の１９ 平成11年12月17日

草津市平井二丁目１番１６号 草津市平井二丁目２６６番地の２２ 平成11年2月24日

草津市平井二丁目１番２３号 草津市平井二丁目２６７番地の１ 平成7年9月5日

草津市平井二丁目１番２４号 草津市平井二丁目２６７番地の２ 平成7年9月5日

草津市平井二丁目１番２６号 草津市平井町２６６番地の２１ 平成10年11月30日

草津市平井二丁目１番３０号 草津市平井二丁目３５７番地 平成5年8月26日 ハウスソレイユ

草津市平井二丁目１番３１－１号 草津市平井町２６６番地の２０ 平成13年4月3日

草津市平井二丁目１番３１－１号 草津市平井町２６６番地の２４ 平成13年5月11日

草津市平井二丁目１番３１－２号 草津市平井町２６６番地の２４、２５ 平成13年5月11日

草津市平井二丁目１番３４－１号 草津市平井町２６６番地の２３ 平成13年5月11日

草津市平井二丁目１番３２－１号 草津市平井町２６６番地の２６ 平成13年4月3日

草津市平井二丁目１番３２－２号 草津市平井町２６６番地の２６ 平成13年4月3日

草津市平井二丁目１番３３－１号 草津市平井町２６６番地の２８ 平成13年7月31日

草津市平井二丁目１番３３－２号 草津市平井町２６６番地の２９ 平成13年5月11日

草津市平井二丁目１番３８号 草津市平井二丁目２６２番地の２２ 平成9年10月31日

草津市平井二丁目１番３９号 草津市平井町２６２番地の２２ 平成9年10月31日

草津市平井二丁目２番４号 草津市平井町２６６番地の１２ 平成14年7月5日

草津市平井二丁目２番９－３号 草津市平井二丁目２番地２１ 令和2年12月16日

草津市平井二丁目３番５号 草津市平井二丁目３番地１１ 令和元年12月5日

草津市平井二丁目３番１８号 草津市平井二丁目２７２番地の３ 平成7年5月17日

草津市平井二丁目３番１９号 草津市平井町２７２番地の５ 平成3年8月12日

草津市平井二丁目３番２０号 草津市平井二丁目２８６番地の２ 平成1年5月24日

草津市平井二丁目５番９号 草津市平井二丁目１５０番地の５ 平成5年4月9日

草津市平井二丁目５番１０号 草津市平井二丁目１５０番地の５ 平成5年4月9日

草津市平井二丁目５番１３号 草津市平井二丁目１５０番地の３ 平成1年5月15日

草津市平井二丁目５番１４号 草津市平井二丁目１５０番地の３ 平成1年5月15日

草津市平井二丁目５番１５号 草津市平井町２５７番地の１２ 平成10年6月29日

草津市平井二丁目６番８号 草津市平井二丁目２７３番地の２ 平成3年3月27日

草津市平井二丁目６番１０号 草津市平井二丁目２７３番地の１ 昭和63年5月16日

草津市平井二丁目６番１６号 草津市平井二丁目２７８番地の１ 平成6年6月28日
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草津市平井二丁目６番１８号 草津市平井町２６５番地の３ 平成9年9月1日

草津市平井二丁目６番１９号 草津市平井町２６５番地の２ 平成9年9月1日

草津市平井二丁目６番２０号 草津市平井二丁目２６５番地の１ 平成9年4月16日

草津市平井二丁目６番２１号 草津市平井二丁目２７６番地 昭和63年7月22日

草津市平井二丁目７番２号 草津市平井二丁目７番地３３ 令和2年7月29日

草津市平井二丁目７番６号 草津市平井二丁目２５３番地の４ 平成3年3月29日

草津市平井二丁目７番７号 草津市平井町２５３番地の５ 平成4年2月19日

草津市平井二丁目７番１０号 草津市平井町２５４番地の６ 平成8年8月22日 プリマベラ

草津市平井二丁目７番２３号 草津市平井二丁目２５４番地の１ 平成2年5月14日

草津市平井二丁目８番４号 草津市平井二丁目２４９番地の１ 平成2年4月2日 プチメゾン平井

草津市平井二丁目８番５号 草津市平井二丁目１５３番地 平成1年6月17日

草津市平井二丁目８番７号 草津市平井二丁目１５３番地の３ 平成1年2月20日

草津市平井二丁目８番１０号 草津市平井二丁目２８３番地の３ 平成9年11月7日

草津市平井二丁目８番２０号 草津市平井二丁目２８４番地の１他 平成1年10月12日

草津市平井二丁目８番２０号 草津市平井二丁目２８４番地の１ 平成1年10月13日

草津市平井二丁目８番２４号 草津市平井二丁目２４８番地の３ 昭和63年7月14日

草津市平井二丁目８番２９号 草津市平井町２４９番地 平成2年11月6日

草津市平井二丁目９番６号 草津市平井二丁目９番地１１、９番地２７ 令和2年10月27日

草津市平井二丁目９番７号 草津市平井二丁目２７７番地の１６ 平成8年12月2日

草津市平井二丁目９番８号 草津市平井二丁目１０番地の２５ 昭和63年9月12日

草津市平井二丁目９番１０号 草津市平井町２８０番地の１ 平成14年4月10日 ハイツＮｉｓｓｙ

草津市平井二丁目９番１１号 草津市平井町２８０番地の１、３ 平成14年7月11日 エスポワール髙谷

草津市平井二丁目９番２６号 草津市平井二丁目２７７番地の６ 平成1年9月13日

草津市平井二丁目１０番５号 草津市平井二丁目２９３番地の７ 平成20年3月11日

草津市平井二丁目１０番６号 草津市平井二丁目２９３番地の５ 平成20年2月18日

草津市平井二丁目１０番７号 草津市平井二丁目２９３番地８ 平成31年4月12日

草津市平井二丁目１０番８号 草津市平井二丁目２９３番地６ 平成31年3月4日

草津市平井二丁目１０番１０号
の草津市平井二丁目２９２番地の１・２９３
番地２

平成13年12月5日 リュミエール髙谷

草津市平井二丁目１０番２３号
草津市平井二丁目２９０番地３、２９１番地
３

平成28年8月19日 シャーメゾン・ウエスト

草津市平井二丁目１１番１－１号 草津市平井二丁目２８５番地１６ 平成26年9月12日

草津市平井二丁目１１番１－２号 草津市平井二丁目２８５番地１５ 平成24年12月19日

草津市平井二丁目１１番１－３号 草津市平井二丁目２８５番地１３ 平成24年12月19日

草津市平井二丁目１１番１－４号 草津市平井二丁目２８５番地１２ 平成24年8月8日

草津市平井二丁目１１番４号 草津市平井二丁目２８８番地１２ 平成27年12月10日

草津市平井二丁目１１番６号 草津市平井二丁目２８８番地１１ 平成27年12月10日

草津市平井二丁目１１番７－２号 草津市平井二丁目２８８番地１４ 令和2年3月26日

草津市平井二丁目１１番７号 草津市平井二丁目２８８番地１０ 平成27年12月10日

草津市平井二丁目１１番１６号 草津市平井二丁目２８８番地８他１筆 平成21年6月11日

草津市平井二丁目１１番１８号 草津市平井二丁目２８７番地１１ 平成21年6月11日

草津市平井二丁目１２番４号 草津市平井二丁目２３５番地 平成7年7月31日 ヌーベルシャトーⅡ

草津市平井二丁目１２番５号 草津市平井二丁目２３５番地７の一部他２筆 平成24年12月13日 グランシャトー・ピエール

草津市平井二丁目１２番１２号 草津市平井二丁目２３５番地の１ 平成4年11月27日 ヌーヴェル　シャトー

草津市平井二丁目１２番２３号
草津市平井二丁目２３６番地５、２３６番地
２

平成28年8月5日 ヴィラ　ブレイブ

草津市平井二丁目１２番２４号 草津市平井二丁目２３６番地の１ 平成17年11月28日 プラシード・カーサ

草津市平井二丁目１２番２５号 草津市平井二丁目２３８番地５ 平成25年5月30日

草津市平井二丁目１２番２７号 草津市平井二丁目２３８番地の４ 平成5年8月23日 グリーンハイツ草津

草津市平井二丁目１３番１９号 草津市平井二丁目２４０番地の１ 平成17年9月8日

草津市平井三丁目１番１号 草津市平井三丁目１９０番地２９他２筆 平成25年1月30日

草津市平井三丁目１番２号 草津市平井三丁目１９０番地の１１ 平成16年11月29日

草津市平井三丁目１番８号 草津市平井三丁目１９２番地の１ 平成6年10月29日

草津市平井三丁目１番８号 草津市平井三丁目６２１番地の２６ 平成8年3月1日

草津市平井三丁目１番１９号 草津市平井三丁目１８４番地の９ 平成12年3月21日

草津市平井三丁目１番２０号 草津市平井三丁目１８４番地の８ 平成3年2月15日

草津市平井三丁目１番２０号 草津市平井三丁目１８４番地の８ 平成12年3月24日

草津市平井三丁目３番３号 草津市平井三丁目２２９番地 令和2年11月11日

草津市平井三丁目４番８号 草津市平井三丁目２３番地 平成1年4月25日

草津市平井三丁目４番１６号
草津市平井三丁目２１２番地４、２１２番地
８

平成30年2月8日

草津市平井三丁目４番１８号
草津市平井三丁目２１２番地６、２１２番地
１０

平成30年5月1日

草津市平井三丁目５番１０号
草津市平井三丁目２２２番地１、２２２番地
３

平成25年2月18日

草津市平井三丁目５番２７－１号 草津市平井三丁目２１３番地３ 平成21年3月31日

草津市平井三丁目５番２７－２号 草津市平井三丁目２１３番地２ 平成22年3月2日

草津市平井三丁目５番２７－３号 草津市平井三丁目２１３番地４ 平成22年11月30日

草津市平井三丁目５番３３号 草津市平井三丁目２２６番地の２ 平成18年11月8日
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草津市平井三丁目５番３４号 草津市平井三丁目２２５番地の１ 平成10年7月2日

草津市平井三丁目６番５号 草津市平井三丁目２９４番地の１１ 平成14年12月19日

草津市平井三丁目６番１３号 草津市平井三丁目２９４番地７ 平成21年9月2日

草津市平井三丁目６番１６号 草津市平井三丁目２９４番地の８ 平成5年7月9日

草津市平井三丁目６番１７号 草津市平井三丁目２９４番地の１９ 平成6年3月7日

草津市平井三丁目６番１８号 草津市平井三丁目２９４番地の２０ 平成5年7月9日

草津市平井三丁目６番１９号 草津市平井三丁目２９４番地の９ 平成1年12月26日

草津市平井三丁目６番２０号 草津市平井三丁目２９４番地の１０ 平成14年11月22日

草津市平井三丁目６番２１号 草津市平井三丁目２９４番地の２４ 平成15年2月6日

草津市平井三丁目６番２２号 草津市平井三丁目２９４番地の２３ 平成15年8月13日

草津市平井三丁目６番２３号 草津市平井三丁目２９４番地の２２ 平成14年12月19日

草津市平井三丁目６番２４号 草津市平井三丁目２９４番地の１８ 平成5年4月2日

草津市平井三丁目６番２５号 草津市平井三丁目２９４番地の１７ 平成5年4月2日

草津市平井三丁目６番２６号 草津市平井三丁目２９４番地の１６ 平成5年7月13日

草津市平井三丁目６番２７号 草津市平井三丁目２９４番地の１４ 平成5年2月18日

草津市平井三丁目６番４３号 草津市平井三丁目２３１番地 令和2年5月1日

草津市平井三丁目７番６号 草津市平井三丁目２９４番地の３ 平成10年10月13日

草津市平井三丁目９番５－１号 草津市平井三丁目２０６番地 平成31年4月24日

草津市平井三丁目９番７号
草津市平井三丁目２０７番地２，３８３番地
２

平成25年9月26日

草津市平井三丁目９番８－１号 草津市平井三丁目２０８番地の５ 平成12年12月8日

草津市平井三丁目９番１０号 草津市平井三丁目２０９番地の６ 平成18年3月9日

草津市平井三丁目９番１１号 草津市平井三丁目２０９番地の５ 平成18年5月1日

草津市平井三丁目９番１２号 草津市平井三丁目２０９番地の４ 平成18年5月9日

草津市平井三丁目９番１３号 草津市平井三丁目２０９番地３ 平成25年2月25日

草津市平井三丁目９番１５号 草津市平井三丁目３４２番地の６ 昭和63年10月11日

草津市平井三丁目９番１８号 草津市平井三丁目３４２番地の４ 平成1年3月27日

草津市平井三丁目９番２０号 草津市平井三丁目３４２番地の７ 昭和63年10月31日

草津市平井三丁目９番２１号 草津市平井三丁目３４２番地の８ 平成1年3月16日

草津市平井三丁目９番２８号 草津市平井三丁目３８３番地の７ 平成2年10月11日

草津市平井三丁目９番３０号 草津市平井三丁目３８３番地の１０ 平成8年4月25日

草津市平井三丁目９番３１号 草津市平井三丁目３８３番地の１１ 平成8年4月25日

草津市平井三丁目９番３９号 草津市平井三丁目２０５番地の一部 平成28年5月12日 仮称）Ｄ－Ｒｏｏｍ平井３丁目ハイツ

草津市平井三丁目１０番２号 草津市平井三丁目１９６番地５ 平成23年5月7日

草津市平井三丁目１０番５－１号 草津市平井三丁目１９７番地７ 平成23年9月30日

草津市平井三丁目１０番５－２号 草津市平井三丁目１９７番地１ 平成24年8月20日

草津市平井三丁目１０番５号 草津市平井三丁目１９７番地の３ 平成13年9月3日

草津市平井三丁目１０番６－１号 草津市平井三丁目１９９番地１ 平成23年12月20日

草津市平井三丁目１０番２０号 草津市平井三丁目３８７番地の４ 平成5年2月19日

草津市平井三丁目１０番２４号 草津市平井三丁目３８７番地の６ 平成4年3月18日

草津市平井三丁目１０番２５号 草津市平井三丁目３８７番地７の一部 平成24年6月12日

草津市平井四丁目１番７号 草津市平井四丁目１２６番地の１２ 平成13年9月25日

草津市平井四丁目１番８号 草津市平井四丁目１２６番地の６ 平成13年9月25日

草津市平井四丁目１番１２号 草津市平井四丁目１２３番地１７ 平成25年11月15日

草津市平井四丁目１番１３号 草津市平井四丁目１２３番地１１ 平成21年6月1日

草津市平井四丁目１番１５号 草津市平井四丁目１２２番地２ 平成28年5月10日 アンソレイエ

草津市平井四丁目１番２９－１号 草津市平井四丁目１２２番地１５ 平成25年5月13日

草津市平井四丁目２番２－１号 草津市平井四丁目１７０番地５ 平成25年7月1日

草津市平井四丁目２番２－２号 草津市平井四丁目１７０番地１２ 平成25年7月1日

草津市平井四丁目２番８号 草津市平井四丁目１６７番地の１ 平成18年12月4日

草津市平井四丁目２番１０号 草津市平井四丁目１６７番地の２２ 平成18年8月22日

草津市平井四丁目２番１１号 草津市平井四丁目１６７番地の２１ 平成18年10月6日

草津市平井四丁目２番１４号 草津市平井四丁目１６８番地の６ 平成2年10月2日 ＫＣハイツ

草津市平井四丁目２番１８号 草津市平井四丁目１６７番地１６ 平成24年12月25日

草津市平井四丁目２番１９号 草津市平井四丁目１６７番地の２０ 平成13年7月13日

草津市平井四丁目２番２０号 草津市平井四丁目１６７番地の９ 平成13年7月13日

草津市平井四丁目３番１号 草津市平井四丁目１７１番地の１８ 平成10年12月11日

草津市平井四丁目３番２号 草津市平井四丁目１７１番地の２１ 平成10年10月14日

草津市平井四丁目３番３号 草津市平井四丁目１６９番地の２２ 平成8年11月11日

草津市平井四丁目３番４号 草津市平井四丁目１６９番地の７ 平成8年10月25日

草津市平井四丁目３番１３号 草津市平井四丁目１７１番地の２６ 平成4年2月25日

草津市平井四丁目３番１４号 草津市平井四丁目１７１番地の１９ 平成6年1月24日

草津市平井四丁目３番３６号 草津市平井四丁目１７２番地２ 平成24年6月27日

草津市平井四丁目３番３９号 草津市平井四丁目１７２番地５ 平成31年3月20日

草津市平井四丁目４番２－１号 草津市平井四丁目１１９番地の１３ 平成11年6月15日

草津市平井四丁目４番２－２号 草津市平井四丁目１１９番地の３ 平成11年6月7日

草津市平井四丁目４番２－３号 草津市平井四丁目１１９番地の１５ 平成11年6月15日
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草津市平井四丁目５番１４－１号 草津市平井四丁目１１５番地の７ 平成13年7月2日

草津市平井四丁目５番１４－２号 草津市平井四丁目１１５番地の８ 平成13年7月23日

草津市平井四丁目５番１４－３号 草津市平井四丁目１１５番地の９ 平成13年6月18日

草津市平井四丁目５番１４－４号 草津市平井四丁目１１５番地の１０ 平成14年1月24日

草津市平井四丁目５番１５号 草津市平井四丁目１１４番地の７ 平成2年6月4日

草津市平井四丁目５番１５号 草津市平井四丁目１１４番地６ 平成22年1月19日

草津市平井四丁目５番１６－１号 草津市平井四丁目１１３番地５ 平成24年6月11日

草津市平井四丁目５番２０号 草津市平井四丁目１１０番地の１ 平成1年4月17日 ハイツ三喜

草津市平井四丁目５番２６号 草津市平井四丁目１０８番地６ 平成28年8月22日

草津市平井四丁目５番２９号 草津市平井四丁目１０９番地の７ 平成18年10月11日

草津市平井四丁目５番３８号 草津市平井四丁目１１３番地の１ 平成5年3月17日 ユーリ　一番館

草津市平井四丁目５番３９号 草津市平井四丁目１１４番地の９ 平成12年2月17日

草津市平井四丁目６番９号
草津市平井四丁目１０６番地３、１０７番地
３

平成23年4月1日

草津市平井四丁目６番１２号 草津市平井四丁目１０２番地の１ 平成3年10月23日 第二　宇久ハイツ

草津市平井四丁目７番２号
草津市平井四丁目９９番地・９８番地の１
１・９９番地の３

平成15年2月17日

草津市平井四丁目７番１３号 草津市平井四丁目１００番地の７ 平成7年6月7日

草津市平井四丁目７番１３号 草津市平井四丁目９８番地の２ 平成8年10月31日

草津市平井四丁目７番１３号 草津市平井四丁目９８番地の７ 平成9年6月20日

草津市平井四丁目７番１３号 草津市平井四丁目９８番地の１４ 平成10年6月12日

草津市平井四丁目７番１３号 草津市平井四丁目９８番地の１５ 平成11年3月19日

草津市平井四丁目７番１３号 草津市平井四丁目１００番地の５ 平成14年7月5日

草津市平井四丁目７番１４－３号 草津市平井四丁目１００番地１１ 令和2年5月15日

草津市平井四丁目７番１４－２号 草津市平井四丁目１００番地１０ 令和元年10月4日

草津市平井四丁目７番２０号 草津市平井四丁目４２３番地の３ 平成4年2月27日

草津市平井四丁目７番２１－１号 草津市平井四丁目４２３番地１０ 平成24年11月2日

草津市平井四丁目７番２５号 草津市平井四丁目４２３番地の７ 昭和63年10月11日

草津市平井四丁目７番２７号 草津市平井四丁目４２３番地の８ 昭和63年10月11日

草津市平井四丁目７番３１号 草津市平井四丁目８９番地１ 平成22年7月6日

草津市平井四丁目７番３２号 草津市平井四丁目９１番地の１ 昭和63年4月21日 第二平井マンション

草津市平井四丁目７番３２号 草津市平井四丁目８９番地４、９１番地１ 平成21年11月30日

草津市平井四丁目７番３３号 草津市平井四丁目９１番地９ 平成22年7月30日

草津市平井四丁目７番３４号 草津市平井四丁目９８番地４ 平成21年10月15日

草津市平井四丁目８番２号 草津市平井四丁目４１９番地の１２ 平成12年7月17日

草津市平井四丁目８番３－２号 草津市平井四丁目４１９番地の１０ 平成12年2月15日

草津市平井四丁目８番３－３号 草津市平井四丁目４１９番地の１１ 平成15年5月26日

草津市平井四丁目８番３－４号 草津市平井四丁目４１９番地の１６ 平成14年11月20日

草津市平井四丁目８番３－５号 草津市平井四丁目４１９番地の２３ 平成16年1月19日

草津市平井四丁目８番３－６号 草津市平井四丁目４１９番地の１９ 平成14年11月13日

草津市平井四丁目８番３－７号 草津市平井四丁目４１９番地の１３ 平成13年3月14日

草津市平井四丁目８番８号 草津市平井四丁目４２２番地の６ 昭和63年5月10日

草津市平井四丁目８番１２号 草津市平井四丁目４２１番地の６ 平成6年5月6日

草津市平井四丁目８番１３号 草津市平井四丁目４２１番地の８ 平成5年8月26日

草津市平井四丁目８番１３号 草津市平井四丁目４２１番地の７ 平成6年5月6日

草津市平井四丁目８番１３号 草津市平井四丁目４２１番地の１０ 平成7年11月15日

草津市平井四丁目８番１３号 草津市平井四丁目４２１番地の９ 平成9年6月20日

草津市平井四丁目８番１４号 草津市平井四丁目４１７番地の７ 平成9年6月20日

草津市平井四丁目８番１５号 草津市平井四丁目４１７番地の１７ 平成11年11月30日

草津市平井四丁目８番１６号 草津市平井四丁目４１７番地の６ 平成13年4月12日

草津市平井四丁目８番１９号 草津市平井四丁目４１７番地の９ 平成5年8月26日

草津市平井四丁目８番１９号 草津市平井四丁目４１７番地の８ 平成5年11月2日

草津市平井四丁目８番１９号 草津市平井四丁目４１７番地の１０ 平成6年5月6日

草津市平井四丁目８番１９号 草津市平井四丁目４１７番地の１５ 平成7年1月26日

草津市平井四丁目８番２２号 草津市平井四丁目４１９番地の３ 昭和63年7月16日

草津市平井四丁目８番２８号 草津市平井四丁目４１９番地の５ 平成18年5月2日

草津市平井四丁目８番２９号 草津市平井四丁目４１９番地の２５ 平成18年8月28日

草津市平井五丁目１番２号 草津市平井五丁目２２番地の１３ 平成4年5月8日

草津市平井五丁目１番７号 草津市平井五丁目２２番地８ 平成28年1月18日

草津市平井五丁目１番７号 草津市平井五丁目２２番地２１ 平成28年1月21日

草津市平井五丁目２番２号 草津市平井五丁目１８番地の６ 平成3年3月11日

草津市平井五丁目２番１２号 草津市平井五丁目１６番地８ 平成21年4月13日

草津市平井五丁目２番１３号 草津市平井五丁目１６番地１８ 平成26年5月22日

草津市平井五丁目２番１３号 草津市平井五丁目１６番地の１９ 平成20年11月21日

草津市平井五丁目２番１４号 草津市平井五丁目１６番地の５ 平成1年4月12日

草津市平井五丁目２番１５号 草津市平井五丁目１６番地の６ 平成16年8月5日

草津市平井五丁目２番１６号 草津市平井五丁目１６番地の２６ 平成16年8月16日
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草津市平井五丁目２番１７号 草津市平井五丁目１６番地の２５ 平成16年3月30日

草津市平井五丁目２番１８号 草津市平井五丁目１６番地の２０ 平成16年9月7日

草津市平井五丁目２番１９号 草津市平井五丁目１６番地の２１ 平成16年6月14日

草津市平井五丁目３番１号 草津市平井五丁目１４番地の３ 平成11年1月6日 スチューデント平井町

草津市平井五丁目３番３－１号 草津市平井五丁目１４番地８ 令和2年10月5日

草津市平井五丁目３番９－２号 草津市平井五丁目１３番地２４ 平成30年5月11日

草津市平井五丁目４番１号 草津市平井五丁目８番地１５ 平成24年9月24日

草津市平井五丁目５番６号 草津市平井五丁目１０番地の２１ 平成18年8月11日

草津市平井五丁目５番７号 草津市平井五丁目１０番地の２７ 平成16年2月2日

草津市平井五丁目５番１１号 草津市平井五丁目１番地の２５ 平成2年12月6日

草津市平井五丁目５番１４号 草津市平井五丁目１番地の４６ 平成9年10月20日

草津市平井五丁目５番２２号 草津市平井五丁目１番地の３３ 平成8年4月25日

草津市平井五丁目５番３１号 草津市平井五丁目１０番地２４ 平成25年5月13日

草津市平井五丁目６番１－１号 草津市平井五丁目１０番地の１８ 平成1年2月20日

草津市平井五丁目６番１－２号 草津市平井五丁目１０番地の１８ 平成1年2月20日

草津市平井五丁目６番７号 草津市平井五丁目１０番地の１４ 平成3年1月14日

草津市平井五丁目６番８号 草津市平井五丁目１番地の１３ 平成11年4月6日

草津市平井五丁目６番９号 草津市平井五丁目１番地の４８ 平成11年4月6日

草津市平井五丁目６番１７－１号 草津市平井五丁目１番地１８ 平成28年1月14日

草津市平井五丁目６番１７－２号 草津市平井五丁目１番地５０ 平成28年2月25日

草津市平井五丁目７番１１号 草津市平井五丁目１番地の５ 昭和63年4月15日

草津市平井五丁目８番６号 草津市平井五丁目２番地の１ 昭和63年12月19日 平井ハイツＡ棟

草津市平井五丁目８番８号 草津市平井五丁目２番地の１ 昭和63年12月19日 平井ハイツＢ棟

草津市平井五丁目８番１８号 草津市平井五丁目４２４番地２０ 平成25年5月13日

草津市平井五丁目１０番２０号 草津市平井五丁目４２４番地の１ 平成2年5月15日 ディオフェルティ草津

草津市平井五丁目１１番５号 草津市平井五丁目８７番地６ 平成21年11月30日

草津市平井五丁目１１番７号 草津市平井五丁目８８番地の１ 昭和63年8月6日 サンホームズ草津

草津市平井五丁目１１番１８号 草津市平井五丁目８７番地７ 平成21年11月30日

草津市平井五丁目１１番２０号 草津市平井五丁目８７番地８ 平成21年5月13日

草津市平井五丁目１２番２０－１号 草津市平井五丁目７６番地３ 平成25年3月19日

草津市平井五丁目１３番２６号 草津市平井五丁目８３番地の５ 平成19年3月12日

草津市平井五丁目１３番２９号 草津市平井五丁目８３番地２ 令和元年11月6日

草津市平井五丁目１４番３号 草津市平井五丁目７９番地の２ 平成7年6月15日

草津市平井五丁目１５番２－１号 草津市平井五丁目６８番地の１３ 平成11年9月17日

草津市平井五丁目１５番６－１号 草津市平井五丁目７０番地１ 平成26年10月6日

草津市平井五丁目１５番６－３号 草津市平井五丁目７０番地７ 平成26年9月16日

草津市平井五丁目１５番６－４号 草津市平井五丁目７０番地８ 平成26年9月1日

草津市平井五丁目１５番７号 草津市平井五丁目７２番地の５ 平成2年7月12日

草津市平井五丁目１５番２０号 草津市平井五丁目７４番地の３ 平成4年7月18日

草津市平井五丁目１５番２１号 草津市平井五丁目７４番地の３ 平成4年7月17日

草津市平井五丁目１５番２８号 草津市平井五丁目６９番地１３ 平成25年9月30日

草津市平井五丁目１５番３１号 草津市平井五丁目６９番地の１０ 平成5年10月12日

草津市平井五丁目１６番７号 草津市平井五丁目６５番地１６ 平成30年2月19日

草津市平井五丁目１６番８号 草津市平井五丁目６５番地の９ 平成15年4月25日

草津市平井五丁目１６番１１号 草津市平井五丁目６５番地１４ 平成30年3月19日

草津市平井五丁目１６番１２号 草津市平井五丁目６５番地１５ 平成30年3月1日

草津市平井五丁目１６番１３号 草津市平井五丁目６５番地１３ 平成30年2月5日

草津市平井五丁目１６番２１号 草津市平井五丁目６５番地１０他２筆 平成24年1月10日

草津市平井五丁目１７番８号 草津市平井五丁目５９番地６ 令和2年3月26日

草津市平井五丁目１７番９号 草津市平井五丁目５９番地５ 令和2年2月4日

草津市平井五丁目１７番１３号 草津市平井五丁目６２番地１、６２番地１０ 平成21年12月4日

草津市平井五丁目１７番２０号 草津市平井五丁目６３番地の１ 平成5年10月28日

草津市平井五丁目１７番３０号 草津市平井五丁目６１番地２他２筆 平成26年8月21日 セントロイエル平井

草津市平井五丁目１８番５号 草津市平井五丁目５７番地４ 平成25年8月20日

草津市平井五丁目１８番１７－２号 草津市平井五丁目５８番地４ 令和元年7月26日

草津市平井五丁目１８番１９号 草津市平井五丁目５８番地の１０ 平成17年9月22日

草津市平井五丁目１８番２０－１号 草津市平井五丁目５８番地１２ 平成25年1月25日

草津市平井五丁目１８番２４号 草津市平井五丁目５９番地１９ 平成31年2月8日

草津市平井五丁目１８番２７号
草津市平井五丁目５６番地の１、５６番地の
３、５６番地の４

平成15年11月18日 グランドアモ－レ

草津市平井六丁目１番６号 草津市平井六丁目４３８番地の２４ 平成20年3月14日

草津市平井六丁目２番１３号 草津市平井六丁目４３８番地の３３ 平成15年1月7日

草津市平井六丁目３番１０号 草津市平井六丁目４２５番地の２６ 平成7年2月16日

草津市平井六丁目３番１４号 草津市平井六丁目４４０番地の１６ 昭和63年5月9日

草津市平井六丁目３番３３－１号 草津市平井六丁目４３８番地５ 平成30年4月2日

草津市平井六丁目３番３３－２号 草津市平井六丁目４３８番地３４ 平成30年10月17日

草津市平井六丁目５番７号 草津市平井六丁目４４０番地の９ 平成1年2月8日
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草津市平井六丁目５番９号 草津市平井六丁目４４０番地７ 令和2年5月1日

草津市平井六丁目５番１４号 草津市平井六丁目４２５番地１４ 平成31年2月5日

草津市平井六丁目８番１６号 草津市平井六丁目４０８番地の１ 昭和63年4月6日

草津市平井六丁目８番２６号 草津市平井六丁目４０５番地の１６ 平成3年7月24日

草津市平井六丁目８番２６号 草津市平井六丁目４０５番地の１８ 平成5年4月2日

草津市平井六丁目８番２７号 草津市平井六丁目４０５番地の２８ 平成6年3月25日

草津市平井六丁目９番８号 草津市平井六丁目４０５番地の７ 平成4年2月3日

草津市平井六丁目９番９号 草津市平井六丁目４０５番地６ 令和元年8月14日

草津市川原一丁目１番８号 草津市川原一丁目３７６番地の２７ 平成1年2月25日

草津市川原一丁目２番３号 草津市川原一丁目３７６番地２０ 平成26年2月7日

草津市川原一丁目２番１３号 草津市川原一丁目３６７番地１５ 平成25年1月29日

草津市川原一丁目３番４号 草津市川原一丁目４５７番地の３ 平成2年9月26日

草津市川原一丁目４番３号 草津市川原一丁目４６２番地の５ 平成7年7月14日

草津市川原一丁目４番３号 草津市川原一丁目４６０番地１６ 平成27年5月15日

草津市川原一丁目４番２７号 草津市川原一丁目４６４番地の５ 昭和63年4月27日

草津市川原一丁目４番２７号 草津市川原一丁目４６４番地の３ 昭和63年7月5日

草津市川原一丁目４番２７号 草津市川原一丁目４６４番地の４ 昭和63年7月11日

草津市川原一丁目４番２７号 草津市川原一丁目４６４番地の６ 平成2年2月6日

草津市川原一丁目４番２７号 草津市川原一丁目４６４番地４ 平成22年2月19日

草津市川原一丁目４番２８号 草津市川原一丁目４６３番地の１２ 昭和63年4月20日

草津市川原一丁目４番２８号 草津市川原一丁目４３６番地の１ 昭和63年7月14日

草津市川原一丁目４番２８号 草津市川原一丁目４６３番地の３ 昭和63年8月9日

草津市川原一丁目４番３０号 草津市川原一丁目４６２番地の１ 平成11年7月8日 レオパレス　Ｏｌｉｖｅ

草津市川原一丁目５番３号 草津市川原一丁目４７０番地の６ 平成3年11月29日

草津市川原一丁目５番３号 草津市川原一丁目４７０番地６ 平成23年3月4日

草津市川原一丁目５番８号 草津市川原一丁目４７０番地の７ 平成20年10月28日

草津市川原一丁目５番９号・１２号 草津市川原町４７０番地の７ 平成3年7月15日 木津荘西　木津荘東

草津市川原一丁目５番１０号 草津市川原一丁目４７０番地 平成20年3月25日

草津市川原一丁目５番１１号 草津市川原一丁目４７０番地の１０ 平成20年9月22日

草津市川原一丁目５番１２号 草津市川原町４７０番地の７ 平成3年7月15日 プラザ　キムラ

草津市川原一丁目６番３－１０号 草津市川原一丁目４７１番地の１７ 平成11年7月21日

草津市川原一丁目６番３－１号 草津市川原一丁目４７１番地の２０ 平成14年9月2日

草津市川原一丁目６番３－２号 草津市川原一丁目４７１番地の１９ 平成11年5月6日

草津市川原一丁目６番３－３号 草津市川原一丁目４７１番地の１８ 平成11年5月6日

草津市川原一丁目６番３－５号 草津市川原一丁目４７１番地の２８ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番３－６号 草津市川原一丁目４７１番地の２９ 平成11年5月6日

草津市川原一丁目６番３－７号 草津市川原一丁目４７１番地の１４ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番３－８号 草津市川原一丁目４７１番地の１５ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番３－９号 草津市川原一丁目４７１番地の１６ 平成12年1月20日

草津市川原一丁目６番７－１号 草津市川原一丁目４７１番地の１３ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番７－２号 草津市川原一丁目４７１番地の１２ 平成11年7月7日 山本　裕彦

草津市川原一丁目６番７－３号 草津市川原一丁目４７１番地の１１ 平成11年6月9日

草津市川原一丁目６番７－４号 草津市川原一丁目４７１番地の１０ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番７－５号 草津市川原一丁目４７１番地の６ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番７－７号 草津市川原一丁目４７１番地の８ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番７－８号 草津市川原一丁目４７１番地の９ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番２６号 草津市川原一丁目４８１番地の１ 平成7年2月10日

草津市川原一丁目６番２７号 草津市川原一丁目４８１番地の１ 平成7年11月7日

草津市川原一丁目６番２８号 草津市川原一丁目４８１番地の４ 平成7年2月9日

草津市川原一丁目６番３１号 草津市川原一丁目４７１番地の２５ 平成11年9月30日

草津市川原一丁目６番３２号 草津市川原一丁目４７１番地の２４ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番３３号 草津市川原一丁目４７１番地の２３ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番３４号 草津市川原一丁目４７１番地の２２ 平成11年5月12日

草津市川原一丁目６番３５号 草津市川原一丁目４７１番地の２１ 平成19年4月25日

草津市川原一丁目７番９号 草津市川原一丁目４７８番地４ 平成21年11月10日

草津市川原一丁目７番３１号 草津市川原一丁目１番地の３ 昭和63年9月7日

草津市川原一丁目７番３３号 草津市川原一丁目１番地の４ 平成1年6月19日

草津市川原一丁目７番３４号 草津市川原一丁目１番地の４ 平成18年4月10日

草津市川原一丁目７番３９号 草津市川原一丁目１番地７ 平成30年1月12日 フェアリーⅡ

草津市川原一丁目７番４０号 草津市川原一丁目１番地の７ 平成8年6月28日 ビオラＮ

草津市川原一丁目８番９号
草津市川原一丁目２番地、２番地８、２番地
１０

平成26年1月23日

草津市川原一丁目８番１０号 草津市川原一丁目２番地の３ 平成18年12月28日

草津市川原一丁目８番１２号 草津市川原一丁目３番地の１ 平成20年3月28日

草津市川原一丁目８番２０号 草津市川原一丁目７番地１ 平成26年10月20日

草津市川原一丁目８番２１号 草津市川原一丁目７番地５ 平成27年5月11日

草津市川原一丁目８番４６号 草津市川原一丁目４２２番地 昭和63年11月1日
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草津市川原二丁目１番２８号 草津市川原二丁目３７９番地の４ 平成14年7月17日

草津市川原二丁目１番３１号 草津市川原二丁目３７３番地２４ 令和2年11月4日

草津市川原二丁目１番３６号 草津市川原二丁目３７８番地の２ 平成13年2月23日 セレブハイツ

草津市川原二丁目３番５号 草津市川原二丁目３７６番地５８ 平成28年3月1日

草津市川原二丁目５番３号 草津市川原二丁目３８２番地の２ 平成2年9月28日

草津市川原二丁目６番４号 草津市川原二丁目４４８番地２６ 平成26年10月30日

草津市川原二丁目７番１３号 草津市川原二丁目４４８番地１６ 平成26年4月25日

草津市川原二丁目９番８号 草津市川原二丁目３８７番地 平成13年5月10日 シャーメゾン　Ｋ

草津市川原二丁目９番１１号
草津市川原二丁目３８８番地の１・３８９番
地・３９０番地

平成1年8月31日

草津市川原二丁目９番１３号 草津市川原二丁目３９１番地の１ 平成6年10月19日

草津市川原二丁目９番１５号 草津市川原二丁目３９８番地 平成4年2月6日

草津市川原二丁目１０番１３号 草津市川原二丁目４４１番地の１ 平成3年2月16日 ハイツ　キムラ

草津市川原二丁目１０番２４号 草津市川原二丁目４４６番地の１ 平成16年8月9日 ブランコカメーリア

草津市川原二丁目１１番６号 草津市川原二丁目４００番地の５ 平成16年10月12日

草津市川原二丁目１１番７号 草津市川原二丁目４００番地の４ 平成16年11月9日

草津市川原二丁目１１番１１号 草津市川原二丁目３９９番地の４ 平成17年2月3日

草津市川原二丁目１２番１号 草津市川原二丁目３１５番地の６ 平成17年12月6日

草津市川原二丁目１２番２号 草津市川原二丁目３１５番地の７ 平成17年9月26日

草津市川原二丁目１２番３－１号 草津市川原二丁目３１３番地 平成26年4月9日

草津市川原二丁目１２番３号 草津市川原二丁目３１５番地他２筆 平成24年1月16日

草津市川原二丁目１２番５号 草津市川原二丁目３１３番地２ 平成25年3月29日

草津市川原二丁目１２番６号 草津市川原二丁目３１５番地，３１５番地３ 平成21年6月18日

草津市川原二丁目１２番７号 草津市川原二丁目３１４番地他２筆 平成21年10月9日

草津市川原二丁目１２番８号 草津市川原二丁目２９９番地の２ 平成2年3月20日

草津市川原二丁目１２番３３号 草津市川原二丁目３１５番地の５ 平成17年11月29日

草津市川原二丁目１４番３号 草津市川原二丁目３７３番地の６ 平成15年3月24日

草津市川原二丁目１５番１０号 草津市川原二丁目３６０番地 平成17年2月23日

草津市川原二丁目１６番１号 草津市川原二丁目３７０番地１ 平成31年2月4日

草津市川原二丁目１６番３３号 草津市川原二丁目２番地の１ 平成19年8月8日

草津市川原三丁目１番９号 草津市川原三丁目４３９番地の４ 平成11年6月8日

草津市川原三丁目１番１０号 草津市川原三丁目４３９番地の３ 平成11年2月12日

草津市川原三丁目１番１１号 草津市川原三丁目４３９番地２ 令和元年11月18日

草津市川原三丁目１番１５号 草津市川原三丁目４１７番地の６他３筆 平成15年12月1日

草津市川原三丁目１番１７号 草津市川原三丁目４１７番地の５ 平成15年6月10日

草津市川原三丁目１番１８号 草津市川原三丁目４１７番地の２ 平成15年3月13日

草津市川原三丁目１番２０号 草津市川原三丁目８３番地５の一部他１筆 平成25年6月27日

草津市川原三丁目１番３２－１号 草津市川原三丁目４２１番地の２ 平成20年7月22日

草津市川原三丁目１番３２－２号 草津市川原三丁目４２１番地の３ 平成19年12月17日

草津市川原三丁目１番３５号 草津市川原三丁目４２０番地 昭和63年7月27日 ジャンポールⅠ

草津市川原三丁目２番１０号 草津市川原三丁目４１４番地の１ 平成8年11月8日

草津市川原三丁目２番１２号 草津市川原三丁目４１４番地の４ 平成8年11月18日

草津市川原三丁目２番１３号 草津市川原町９５番地の３ 平成2年5月30日

草津市川原三丁目２番１３号 草津市川原三丁目９５番地の７ 平成9年2月21日

草津市川原三丁目２番１４号 草津市川原三丁目４１４番地の８他 平成8年10月7日

草津市川原三丁目２番１６号 草津市川原三丁目４１５番地２、９５番地８ 令和2年2月17日

草津市川原三丁目４番２号 草津市川原三丁目９４番地６ 令和2年11月30日

草津市川原三丁目４番３号 草津市川原三丁目４６２番地の５ 平成7年7月14日

草津市川原三丁目４番３号 草津市川原三丁目９４番地７、９４番地５ 平成30年7月31日

草津市川原三丁目４番８号 草津市川原町９６番地の３ 平成7年3月8日

草津市川原三丁目４番１６号 草津市川原三丁目９７番地の６ 平成13年3月2日

草津市川原三丁目４番１７号 草津市川原三丁目９７番地の５ 平成16年7月26日 クレストールＳＴ山形

草津市川原三丁目４番１８－１号 草津市川原三丁目９７番地の１ 平成12年3月1日

草津市川原三丁目４番１８－２号 草津市川原三丁目９７番地の４ 平成11年11月1日

草津市川原三丁目４番１８－３号 草津市川原三丁目９７番地の１０ 平成13年3月9日

草津市川原三丁目４番１８－４号 草津市川原三丁目９７番地の９ 平成11年11月19日

草津市川原三丁目４番１８－５号 草津市川原三丁目９７番地の８ 平成11年11月11日

草津市川原三丁目４番４２号 草津市川原三丁目９２番地３ 平成24年2月6日

草津市川原三丁目４番４３－１号 草津市川原三丁目９２番地３ 平成24年2月22日

草津市川原三丁目４番４３号 草津市川原三丁目９２番地 平成23年11月7日

草津市川原三丁目７番５号 草津市川原三丁目１１９番地の７ 平成19年5月24日

草津市川原三丁目７番７号 草津市川原三丁目１１９番地の５ 平成19年5月24日

草津市川原三丁目７番８号 草津市川原三丁目１１９番地の１ 平成19年5月28日

草津市川原三丁目７番９号 草津市川原三丁目１１８番地の５ 平成19年5月24日

草津市川原三丁目７番１０号 草津市川原三丁目１１８番地の６ 平成19年5月25日

草津市川原三丁目７番１０号 草津市川原三丁目１１７番地の６ 平成19年10月18日

草津市川原三丁目７番１１号 草津市川原三丁目１１７番地の５ 平成19年9月5日
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草津市川原四丁目１番１５号 草津市川原四丁目１８７番地 平成10年9月8日

草津市川原四丁目５番３号 草津市川原四丁目４７０番地の６ 平成3年11月29日

草津市川原四丁目７番１号 草津市川原四丁目１６７番地の２ 昭和63年7月18日

草津市川原四丁目７番１号 草津市川原四丁目１６７番地の６ 昭和63年9月14日

草津市川原四丁目７番１号 草津市川原四丁目１６７番地の３ 昭和64年1月7日

草津市川原四丁目７番１号 草津市川原四丁目１６７番地の８ 平成1年2月3日

草津市川原四丁目７番１号 草津市川原四丁目１６７番地の７ 平成1年3月9日

草津市川原四丁目７番２－１号 草津市川原四丁目１６７番地１８ 平成30年10月4日

草津市川原四丁目７番２号 草津市川原四丁目１６７番地の１３ 平成1年3月6日

草津市川原四丁目７番２号 草津市川原四丁目１６７番地の１５ 平成1年3月8日

草津市川原四丁目７番２号 草津市川原四丁目１６７番地の１７ 平成1年5月13日

草津市川原四丁目７番２号 草津市川原四丁目１６７番地の１０ 平成1年6月28日

草津市川原四丁目７番２号 草津市川原四丁目１６７番地の１４ 昭和63年10月19日

草津市川原四丁目７番２号 草津市川原四丁目１６７番地の１６ 昭和63年11月11日

草津市川原四丁目７番２号 草津市川原四丁目１６７番地の１２ 昭和63年11月17日

草津市川原四丁目７番５号 草津市川原四丁目１７１番地の３ 平成7年6月30日

草津市川原四丁目７番７号 草津市川原四丁目１７２番地の４ 平成7年2月27日

草津市川原四丁目７番７号 草津市川原四丁目１７２番地の３ 平成7年6月6日

草津市川原四丁目７番８号 草津市川原四丁目１７５番地 平成17年11月14日

草津市川原四丁目７番９号 草津市川原四丁目１７５番地の１ 平成17年5月13日

草津市川原四丁目８番５号 草津市川原四丁目１６２番地の１２ 平成18年1月11日

草津市川原四丁目８番８号 草津市川原四丁目１６２番地の１１ 平成17年6月23日

草津市川原四丁目８番９号
草津市川原四丁目１６２番地の６、１６２番
地の９

平成20年5月21日

草津市川原四丁目８番１２号 草津市川原四丁目１６６番地の２ 平成18年8月18日

草津市川原四丁目８番１３号
草津市川原四丁目１６６番地１、１６６番地
４

平成26年1月31日
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