
草津市　住居表示実施一覧表

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１番１５号 草津市追分町１５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目１番３３号 草津市追分町１７番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目３番３０号 草津市追分町５番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目４番２０号 草津市追分町６６番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目４番２３号 草津市追分町６３番地１ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目５番９号 草津市追分町６０番地９ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目５番１１号 草津市追分町６０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目５番１２号 草津市追分町６０番地６ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目５番１４号 草津市追分町６０番地５ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目５番１５号 草津市追分町６０番地１ 平成24年11月26日 サンロイヤル草津
草津市追分一丁目５番１８号 草津市追分町５６番地６ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目５番２１号 草津市追分町５５番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目５番２９号 草津市追分町５３番地１ 平成24年11月26日 ルネス・アン
草津市追分一丁目６番６号 草津市追分町８１番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目６番７号 草津市追分町８０番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目６番１２号 草津市追分町７９番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目７番１号 草津市追分町７９番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目７番２号 草津市追分町７７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目７番７号 草津市追分町７６番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目７番１１号 草津市追分町６７番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目７番２９号 草津市追分町７８番地３ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目８番３４号 草津市追分町７０番地 平成24年11月26日
草津市追分一丁目８番３８号 草津市追分町７３番地２ 平成24年11月26日
草津市追分一丁目９番１号 草津市追分町６９番地１ 平成24年11月26日 リバーサイドカフェーＡ
草津市追分一丁目９番２号 草津市追分町６９番地１ 平成24年11月26日 リバーサイドカフェーＢ
草津市追分二丁目１番４号 草津市追分町１３１７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１番５号 草津市追分町１３１７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１番１４号 草津市追分町８４番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１番１９号 草津市追分町８５番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１番２０号 草津市追分町８８番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１番２６号 草津市追分町８９番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１番２８号 草津市追分町９０番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２番１１号 草津市追分町１３１３番地 平成24年11月26日 リヴェール
草津市追分二丁目２番２２号 草津市追分町１３０９番地 平成24年11月26日 ファミールシャトー
草津市追分二丁目２番２５号 草津市追分町２６３番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２番２８号 草津市追分町２６４番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２番３０号 草津市追分町２６４番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目４番６号 草津市追分町１３２０番地 平成24年11月26日 グランステージ大将軍
草津市追分二丁目４番１０号 草津市追分町１３２１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目４番１１号 草津市追分町１３２２番地 平成24年11月26日

草津市追分二丁目４番１９号
追分二丁目１３２３番地１、追分二丁目１３
２４番地

平成24年11月26日 デン・エデン

草津市追分二丁目４番２２号 草津市追分町１３２５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目４番２３号 草津市追分町１３２５番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目４番２４号 草津市追分町１３２６番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目４番３５号 草津市追分町１３１９番地１ 平成24年11月26日 レオパレスサニーヒルズ
草津市追分二丁目５番１１号 草津市追分町１３３２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番１２号 草津市追分町１３３２番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番１３号 草津市追分町１３３２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番１４号 草津市追分町１３３２番地４ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番１６号 草津市追分町１３３２番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番１７号 草津市追分町１３３２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番１９号 草津市追分町１３３２番地７ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番２０号 草津市追分町１３３２番地８ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目５番２１号 草津市追分町１３３２番地９ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目６番２５号 草津市追分町１３４１番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目６番３１号 草津市追分町１３３６番地 平成24年11月26日 グローヴィングヒルズＡ
草津市追分二丁目６番３２号 草津市追分町１３４２番地 平成24年11月26日 グローヴィングヒルズＢ
草津市追分二丁目７番２８号 草津市追分町１３４７番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目８番７号 草津市追分町１２８２番地 平成24年11月26日 レオパレスＥｆｉｎｉⅡ
草津市追分二丁目８番３５号 草津市追分町１２８１番地 平成24年11月26日 レオパレスＥｆｉｎｉⅠ
草津市追分二丁目９番１号 草津市追分町１２９２番地 平成24年11月26日 デンメゾン
草津市追分二丁目９番５号 草津市追分町１２９３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目９番６号 草津市追分町１２９５番地１ 平成24年11月26日 アルステージ太田
草津市追分二丁目９番２０号 草津市追分町４５９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番２号 草津市追分町１３４９番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番３号 草津市追分町１３５０番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番５号 草津市追分町１３５１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番６号 草津市追分町１３５２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番７号 草津市追分町１３５２番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番１９号 草津市追分町１３５５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番２０号 草津市追分町１３５５番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番２１号 草津市追分町１３５５番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番２３号 草津市追分町１３５７番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番２４号 草津市追分町１３５８番地 平成24年11月26日
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草津市追分二丁目１０番２５号 草津市追分町１３５９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１０番２９号 草津市追分町１３４８番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１１番３号 草津市追分町１３６６番地 平成24年11月26日 ｓｕｎｄａｎｃｅ
草津市追分二丁目１１番１１号 草津市追分町１３６３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１３番６号 草津市追分町１４４１番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１３番８号 草津市追分町１４４２番地 平成24年11月26日 ソレイユ
草津市追分二丁目１３番２２号 草津市追分町１４４７番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１４番６号 草津市追分町１４３５番地 平成24年11月26日 コンフォート
草津市追分二丁目１４番１８号 草津市追分町１４３６番地 平成24年11月26日 プリヴェール
草津市追分二丁目１５番７号 草津市追分町３８３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１５番８号 草津市追分町３８３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１５番１０号 草津市追分町１４５０番地７ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１５番１６号 草津市追分町１４５１番地 平成24年11月26日 パティオ
草津市追分二丁目１５番１７号 草津市追分町１４５０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１５番１８号 草津市追分町１４５０番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１５番１９号 草津市追分町１４５０番地４ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１５番２０号 草津市追分町１４５０番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番１号 草津市追分町１４０６番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２号 草津市追分町１４０６番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番３号 草津市追分町１４０７番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番４号 草津市追分町１４０７番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番５号 草津市追分町１４０８番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番６号 草津市追分町１４０９番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番７号 草津市追分町１４１０番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番８号 草津市追分町１４１１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番９号 草津市追分町１４１１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番１０号 草津市追分町１４１３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番１１号 草津市追分町１４１４番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番１２号 草津市追分町１４１６番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番１６号 草津市追分町１４１８番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番１８号 草津市追分町１４１９番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番１９号 草津市追分町１４１９番地４ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２０号 草津市追分町１４１９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２１号 草津市追分町１４１９番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２２号 草津市追分町１４１９番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２３号 草津市追分町１４２０番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２４号 草津市追分町１４２１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２５号 草津市追分町１４２３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２６号 草津市追分町１４２４番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２７号 草津市追分町１４２５番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２８号 草津市追分町１４２６番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番２９号 草津市追分町１４２７番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番３０号 草津市追分町１４２８番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番３１号 草津市追分町１４３０番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番３２号 草津市追分町１４３１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番３３号 草津市追分町１４３２番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番３４号 草津市追分町１４３３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１６番３６号 草津市追分町１４０６番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番１号 草津市追分町１３８９番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番３号 草津市追分町１３９２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番４号 草津市追分町１３９２番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番５号 草津市追分町１３９３番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番６号 草津市追分町１３９５番地 平成24年11月26日 サンガーデン追分Ａ
草津市追分二丁目１７番８号 草津市追分町１３９５番地 平成24年11月26日 サンガーデン追分Ｂ
草津市追分二丁目１７番９号 草津市追分町１３９６番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番１０号 草津市追分町１３９７番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番１１号 草津市追分町１３９８番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番１９号 草津市追分町１４００番地 平成24年11月26日 グランメール
草津市追分二丁目１７番２３号 草津市追分町１４０２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番２４号 草津市追分町１４０２番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番２５号 草津市追分町１４０２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番２６号 草津市追分町１４０３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１７番３５号 草津市追分町１４０５番地 平成24年11月26日 シャン・ド・フルール竹村
草津市追分二丁目１８番４号 草津市追分町１３８５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１８番５号 草津市追分町１３８５番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１８番７号 草津市追分町１３８７番地２ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１８番８号 草津市追分町１３８７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１８番９号 草津市追分町１３８７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１８番１１号 草津市追分町１３８７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１８番１２号 草津市追分町１３８７番地１ 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番３号 草津市追分町１４７６番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番４号 草津市追分町１４７５番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番５号 草津市追分町１４７３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番８号 草津市追分町１４７２番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番１０号 草津市追分町１４７１番地 平成24年11月26日

2 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市追分二丁目１９番１１号 草津市追分町１４７０番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番１３号 草津市追分町１４６９番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番１４号 草津市追分町１４６８番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番１５号 草津市追分町１４６７番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目１９番１６号 草津市追分町１４６６番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番３号 草津市追分町１４８５番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番４号 草津市追分町１４８４番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番６号 草津市追分町１４８３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番７号 草津市追分町１４８２番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番８号 草津市追分町１４８１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番９号 草津市追分町１４８０番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番１０号 草津市追分町１４７９番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番１１号 草津市追分町１４７８番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２０番１２号 草津市追分町１４７７番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２１番１号 草津市追分町１４６５番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２１番３号 草津市追分町１４６４番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２１番４号 草津市追分町１４６３番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２１番５号 草津市追分町１４６２番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２１番６号 草津市追分町１４６１番地 平成24年11月26日
草津市追分二丁目２１番７号 草津市追分町１４６０番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番７号 草津市追分町９７番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番１４号 草津市追分町９２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番１６号 草津市追分町９３番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番２９号 草津市追分町９３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番３０号 草津市追分町９３番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番３３号 草津市追分町９８番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番３５号 草津市追分町９８番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番３６号 草津市追分町９８番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番３７号 草津市追分町９８番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番４１号 草津市追分町９８番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番４３号 草津市追分町９８番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１番４４号 草津市追分町９８番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番３号 草津市追分町９８番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番５号 草津市追分町９８番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番８号 草津市追分町９８番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番９号 草津市追分町９８番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番１０号 草津市追分町９８番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番１１号 草津市追分町９８番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番１５号 草津市追分町９８番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番１６号 草津市追分町９８番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番１７号 草津市追分町９８番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番１８号 草津市追分町９８番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番２１号 草津市追分町９３番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番２３号 草津市追分町９３番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番２４号 草津市追分町９３番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番２５号 草津市追分町９３番地２７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番２７号 草津市追分町９３番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番２８号 草津市追分町９３番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番３１号 草津市追分町９３番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番３２号 草津市追分町９３番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２番３４号 草津市追分町９３番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目３番２号 草津市追分町１０４番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番２号 草津市追分町１０７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番３号 草津市追分町１０７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番４号 草津市追分町１０７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番５号 草津市追分町１０７番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番６号 草津市追分町１０７番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番１０号 草津市追分町１０７番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番１２号 草津市追分町１０７番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番１３号 草津市追分町１０７番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目４番１４号 草津市追分町１０７番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目５番７号 草津市追分町１１２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目５番８号 草津市追分町１１５番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目５番１０号 草津市追分町１１５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目７番１６号 草津市追分町１２１番地３ 平成24年11月26日 クレ・ドミールⅡ
草津市追分三丁目７番２１号 草津市追分町１２１番地３ 平成24年11月26日 クレ・ドミールⅠ
草津市追分三丁目７番２２号 草津市追分町１２１番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目７番２３号 草津市追分町１２１番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目７番２４号 草津市追分町１２１番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目７番２５号 草津市追分町１２１番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目７番２６号 草津市追分町１２１番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目７番２７号 草津市追分町１２１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目８番６号 草津市追分町１１９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目８番７号 草津市追分町１２０番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目８番８号 草津市追分町１２０番地７ 平成24年11月26日
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草津市追分三丁目８番９号 草津市追分町１２０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目８番１０号 草津市追分町１２０番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目８番１１号 草津市追分町１２０番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目８番１７号 草津市追分町１２０番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目８番１９号 草津市追分町１２０番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番３号 草津市追分町１１３番地３１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番５号 草津市追分町１１３番地３０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番６号 草津市追分町１１３番地２９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番８号 草津市追分町１１３番地２８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番１０号 草津市追分町１１３番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番１１号 草津市追分町１１３番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番１２号 草津市追分町１１３番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番１４号 草津市追分町１１３番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目９番１６号 草津市追分町１１３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１号 草津市追分町２００番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番２号 草津市追分町１９７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番３号 草津市追分町１９７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番６号 草津市追分町１９７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番７号 草津市追分町１９７番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１１号 草津市追分町１１３番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１２号 草津市追分町１１３番地２７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１３号 草津市追分町１１３番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１４号 草津市追分町１１３番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１５号 草津市追分町１１３番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１６号 草津市追分町１１３番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１８号 草津市追分町１１３番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番１９号 草津市追分町１１３番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番２０号 草津市追分町１１３番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番２１号 草津市追分町１１３番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番２２号 草津市追分町１１３番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番２３号 草津市追分町１１３番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１０番２４号 草津市追分町１１３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番２号 草津市追分町２０３番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番３号 草津市追分町２０３番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番４号 草津市追分町２０３番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番５号 草津市追分町２０３番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番６号 草津市追分町２０２番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番７号 草津市追分町２０２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番８号 草津市追分町２０２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番９号 草津市追分町２０２番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番１０号 草津市追分町２０２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番１２号 草津市追分町２０２番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番１３号 草津市追分町２０３番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番１５号 草津市追分町２０３番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番１６号 草津市追分町１９５番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番１７号 草津市追分町２０３番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番１９号 草津市追分町２０３番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番２０号 草津市追分町２０３番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番２１号 草津市追分町２０３番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番２３号 草津市追分町２０３番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番２４号 草津市追分町２０３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１１番３４号 草津市追分町２０４番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番１号 草津市追分町２０４番地９ 平成24年11月26日 ハイム　アルシオネ
草津市追分三丁目１２番３号 草津市追分町１９３番地 平成24年11月26日 追分エイト
草津市追分三丁目１２番７号 草津市追分町１８０番地６ 平成24年11月26日 メゾン大将軍
草津市追分三丁目１２番８号 草津市追分町１８０番地１０ 平成24年11月26日 メゾン大将軍Ⅱ
草津市追分三丁目１２番１３号 草津市追分町１８０番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番１４号 草津市追分町１８０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番１５号 草津市追分町１９２番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番１６号 草津市追分町１９２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番１７号 草津市追分町１９２番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番２３号 草津市追分町１９１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番２６号 草津市追分町１９２番地２ 平成24年11月26日 ベルクレール
草津市追分三丁目１２番２８号 草津市追分町１９５番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番２９号 草津市追分町１９５番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１２番３１号 草津市追分町１９５番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１３番６号 草津市追分町１３０８番地 平成24年11月26日 メルベーユ
草津市追分三丁目１４番２号 草津市追分町１２７１番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番４号 草津市追分町１２７１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番８号 草津市追分町１２７３番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番９号 草津市追分町１２７３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番１０号 草津市追分町１２７３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番２７号 草津市追分町１２７３番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番２８号 草津市追分町１２７３番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番２９号 草津市追分町１２７３番地１ 平成24年11月26日
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草津市追分三丁目１４番３１号 草津市追分町１２７３番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番３３号 草津市追分町２６１番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１４番３４号 草津市追分町１２７１番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番２号 草津市追分町１８１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番４号 草津市追分町１８１番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番５号 草津市追分町１８１番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番６号 草津市追分町１８１番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番９号 草津市追分町１８１番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番１０号 草津市追分町２０９番地１ 平成24年11月26日 ヴィラタッツミーＢ
草津市追分三丁目１５番１１号 草津市追分町２０９番地１ 平成24年11月26日 ヴィラタッツミーＡ
草津市追分三丁目１５番１３号 草津市追分町２１０番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番１４号 草津市追分町２１０番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番１５号 草津市追分町２１０番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番１７号 草津市追分町２１０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番１８号 草津市追分町２１０番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番１９号 草津市追分町２１０番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番２３号 草津市追分町２１１番地１ 平成24年11月26日 レオーネＫ
草津市追分三丁目１５番２５号 草津市追分町１８２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番２６号 草津市追分町１８３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番３１号 草津市追分町１８３番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番３３号 草津市追分町１８３番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番３４号 草津市追分町１８３番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番３７号 草津市追分町１８２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番３８号 草津市追分町１８１番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番３９号 草津市追分町１８１番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１５番４０号 草津市追分町１８１番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１６番１号 草津市追分町１８４番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１６番２号 草津市追分町１８４番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１６番５号 草津市追分町１８４番地３ 平成24年11月26日 ピシックＫⅡ
草津市追分三丁目１６番７号 草津市追分町１８４番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１６番１３号 草津市追分町１８４番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１６番１５号 草津市追分町１８４番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１６番１６号 草津市追分町１８４番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番２号 草津市追分町１２２番地１ 平成24年11月26日 山本ハイツ
草津市追分三丁目１７番３号 草津市追分町１２２番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番６号 草津市追分町１２２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番１１号 草津市追分町１２２番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番１２号 草津市追分町１２２番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番１４号 草津市追分町１２２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番１５号 草津市追分町１２２番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番１６号 草津市追分町１２２番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番１９号 草津市追分町１２２番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番２０号 草津市追分町１２２番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番２２号 草津市追分町１２２番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番２４号 草津市追分町１２２番地１０ 平成24年11月26日 ラティエ・ドミールⅢ
草津市追分三丁目１７番２５号 草津市追分町１２２番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１７番２６号 草津市追分町１２２番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番６号 草津市追分町１２６番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番７号 草津市追分町１２６番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番８号 草津市追分町１２６番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番９号 草津市追分町１２６番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番１０号 草津市追分町１２６番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番１６号 草津市追分町１２６番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番２１号 草津市追分町１２６番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１８番２２号 草津市追分町１２６番地５ 平成24年11月26日 ラティエ・ドミールⅡ
草津市追分三丁目１８番２５号 草津市追分町１２６番地５ 平成24年11月26日 ラティエ・ドミールⅠ
草津市追分三丁目１９番１号 草津市追分町１２９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番２号 草津市追分町１２９番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番３号 草津市追分町１２９番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番４号 草津市追分町１２９番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番５号 草津市追分町１２９番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番６号 草津市追分町１２９番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番７号 草津市追分町１２９番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番１０号 草津市追分町１２９番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番１３号 草津市追分町１２９番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番１４号 草津市追分町１２９番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番１７号 草津市追分町１２９番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目１９番１８号 草津市追分町１２９番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番１号 草津市追分町１３０番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番４号 草津市追分町１３０番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番６号 草津市追分町１３０番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番７号 草津市追分町１３０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番８号 草津市追分町１３０番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番９号 草津市追分町１３０番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番１４号 草津市追分町１４２番地２ 平成24年11月26日
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草津市追分三丁目２０番１７号 草津市追分町１４２番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番２１号 草津市追分町１４１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２０番３２号 草津市追分町１３０番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番４号 草津市追分町１２５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番５号 草津市追分町１２５番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番６号 草津市追分町１２５番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番７号 草津市追分町１２５番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番８号 草津市追分町１２５番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番９号 草津市追分町１２５番地７ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番１０号 草津市追分町１２５番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番１１号 草津市追分町１２５番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２１番２２号 草津市追分町１２５番地５ 平成24年11月26日 マンション宇野
草津市追分三丁目２２番６号 草津市追分町１２４番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２２番９号 草津市追分町１２４番地２ 平成24年11月26日 エステート高穂Ｃ棟
草津市追分三丁目２２番１１号 草津市追分町１２４番地２ 平成24年11月26日 エステート高穂Ｂ棟
草津市追分三丁目２２番１２号 草津市追分町１２４番地２ 平成24年11月26日 エステート高穂Ａ棟
草津市追分三丁目２２番１９号 草津市追分町１２４番地４ 平成24年11月26日 草津ロイヤルマンション
草津市追分三丁目２２番２２号 草津市追分町１２４番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２２番２３号 草津市追分町１２４番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２２番２５号 草津市追分町１２４番地６ 平成24年11月26日 メゾン・アイリス
草津市追分三丁目２３番３号 草津市追分町１２３番地１ 平成24年11月26日 弥生荘
草津市追分三丁目２３番７号 草津市追分町１２３番地２ 平成24年11月26日 マノワール鳰
草津市追分三丁目２３番８号 草津市追分町１２３番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２３番１２号 草津市追分町１２３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２３番１３号 草津市追分町１２３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２３番１８号 草津市追分町１２３番地８ 平成24年11月26日 サンクリエート追分
草津市追分三丁目２３番２２号 草津市追分町１２３番地１３ 平成24年11月26日 レオパレスＬｉｎｅ
草津市追分三丁目２３番３０号 草津市追分町１２３番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番１号 草津市追分町４９０番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番２号 草津市追分町４９０番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番３号 草津市追分町４９０番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番５号 草津市追分町４９０番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番６号 草津市追分町４９０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番９号 草津市追分町４９０番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番１６号 草津市追分町４９０番地６ 平成24年11月26日 ドミール中尾台Ａ
草津市追分三丁目２４番１７号 草津市追分町４９０番地６ 平成24年11月26日 ドミール中尾台Ｂ
草津市追分三丁目２４番１８号 草津市追分町４９０番地６ 平成24年11月26日 ドミール中尾台Ｃ
草津市追分三丁目２４番２０号 草津市追分町４９０番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番２１号 草津市追分町４９０番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２４番２２号 草津市追分町４９０番地９ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２５番２号 草津市追分町４８２番地 平成24年11月26日 クレストＫ
草津市追分三丁目２５番６号 草津市追分町４８１番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２５番１０号 草津市追分町４８３番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２５番１４号 草津市追分町４９９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２５番２２号 草津市追分町４９５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２５番２３号 草津市追分町４９５番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２５番２４号 草津市追分町４９５番地２ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２５番２６号 草津市追分町４８６番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２６番７号 草津市追分町１２７８番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２６番２１号 草津市追分町４７８番地 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２６番２３号 草津市追分町４７７番地６ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２６番２５号 草津市追分町４７７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２６番２６号 草津市追分町４７７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２６番２７号 草津市追分町４７７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分三丁目２６番２９号 草津市追分町４８０番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番１号 草津市追分町５５６番地７０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番２号 草津市追分町５５６番地６９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番３号 草津市追分町５５６番地６８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番４号 草津市追分町５５６番地６７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番５号 草津市追分町５５６番地６６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番６号 草津市追分町５５６番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番８号 草津市追分町５５６番地９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番９号 草津市追分町５５６番地２７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番１２号 草津市追分町５５６番地７５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番１３号 草津市追分町５５６番地７４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番１６号 草津市追分町５５６番地７３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番１７号 草津市追分町５５６番地７２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１番１８号 草津市追分町５５６番地７１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番３号 草津市追分町５６０番地１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番６号 草津市追分町５５６番地５６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番９号 草津市追分町５５６番地３７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番１１号 草津市追分町５５６番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番１３号 草津市追分町５５６番地４０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番１４号 草津市追分町５５６番地４１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番１８号 草津市追分町５５６番地７ 平成24年11月26日 エクセルナカムラ
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草津市追分四丁目２番２３号 草津市追分町５５６番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番２４号 草津市追分町５５６番地２９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番２８号 草津市追分町５５６番地６５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番２９号 草津市追分町５５６番地６４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番３０号 草津市追分町５５６番地６３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番３１号 草津市追分町５５６番地６２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番３２号 草津市追分町５５６番地６１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番３５ 草津市追分町４９１番地１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番３５号 草津市追分町４９１番地１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番３７号 草津市追分町４９１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目２番４０号 草津市追分町４９１番地３ 平成24年11月26日 バウムドルフ
草津市追分四丁目３番１号 草津市追分町４９１番地４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番５号 草津市追分町４９１番地５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番７号 草津市追分町４９１番地６ 平成24年11月26日 シャンポールｕ
草津市追分四丁目３番１４号 草津市追分町５６０番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番１５号 草津市追分町５６０番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番１６号 草津市追分町５６０番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番１７号 草津市追分町５６０番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番１８号 草津市追分町５６０番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番１９号 草津市追分町５６０番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目３番２１号 草津市追分町５６０番地３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番１号 草津市追分町５６０番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番２号 草津市追分町５６０番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番３号 草津市追分町５６０番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番６号 草津市追分町５６０番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番８号 草津市追分町５６０番地３０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番１０号 草津市追分町５６０番地２９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番１１号 草津市追分町５６０番地２８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目４番１４号 草津市追分町５６０番地２７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番２号 草津市追分町５６２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番３号 草津市追分町５６２番地５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番４号 草津市追分町５６２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番６号 草津市追分町５５８番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番７号 草津市追分町５５８番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番８号 草津市追分町５５８番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番９号 草津市追分町５５８番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番１０号 草津市追分町５５８番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番１２号 草津市追分町５５８番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番１４号 草津市追分町５６０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番１６号 草津市追分町５６０番地９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番１７号 草津市追分町５６０番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番１８号 草津市追分町５６０番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番１９号 草津市追分町５６０番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番２０号 草津市追分町５６０番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目５番２３号 草津市追分町５６０番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番１号 草津市追分町５５８番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番２号 草津市追分町５５８番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番３号 草津市追分町５５８番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番４号 草津市追分町５５８番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番７号 草津市追分町５５８番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番１０号 草津市追分町５５８番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番１１号 草津市追分町５５８番地２８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目６番１２号 草津市追分町５５８番地２７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番１号 草津市追分町５７０番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番２号 草津市追分町５７０番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番３号 草津市追分町５７０番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番４号 草津市追分町５７０番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番６号 草津市追分町５７０番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番７号 草津市追分町５７０番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番１０号 草津市追分町５７０番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番１２号 草津市追分町５７０番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番１３号 草津市追分町５７０番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目７番１５号 草津市追分町５７０番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目８番６号 草津市追分町５７１番地４ 平成24年11月26日 みのり荘
草津市追分四丁目８番９号 草津市追分町５７１番地５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目９番４号 草津市追分町５６８番地５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目９番６号 草津市追分町５６８番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目９番１０号 草津市追分町５７３番地４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目９番１５号 草津市追分町５７３番地１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目９番１７号 草津市追分町５６８番地７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目９番１８号 草津市追分町５６８番地１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目９番１９号 草津市追分町５６８番地４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番４号 草津市追分町５３２番地５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番５号 草津市追分町５３２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番６号 草津市追分町５３２番地７ 平成24年11月26日
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草津市追分四丁目１０番７号 草津市追分町５３２番地８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番９号 草津市追分町５３２番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番１０号 草津市追分町５３２番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番１１号 草津市追分町５３２番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番１２号 草津市追分町５３２番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番１３号 草津市追分町５３２番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番１５号 草津市追分町５３２番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番２１号 草津市追分町５１４番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番２４号 草津市追分町５１７番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番２７号 草津市追分町５３０番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番３７号 草津市追分町５６３番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番３８号 草津市追分町５６３番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番４１号 草津市追分町５６３番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番４３号 草津市追分町５６３番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番４５号 草津市追分町５６３番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番４６号 草津市追分町５６３番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番４７号 草津市追分町５６３番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番４８号 草津市追分町５６３番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番５０号 草津市追分町５６３番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１０番５１号 草津市追分町５３２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番２号 草津市追分町５４３番地３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３号 草津市追分町５４３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番４号 草津市追分町５４３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番５号 草津市追分町５４３番地７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番６号 草津市追分町５４３番地８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番７号 草津市追分町５４３番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番８号 草津市追分町５４２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番１０号 草津市追分町５３９番地９ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番１１号 草津市追分町５３９番地７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番１４号 草津市追分町５３２番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番１５号 草津市追分町５３９番地２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番１６号 草津市追分町５３９番地３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番１８号 草津市追分町５４２番地８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番１９号 草津市追分町５４２番地７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番２０号 草津市追分町５６３番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番２２号 草津市追分町５６３番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番２３号 草津市追分町５６３番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番２７号 草津市追分町５６３番地２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番２８号 草津市追分町５６３番地３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番２９号 草津市追分町５６３番地４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３０号 草津市追分町５６３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３２号 草津市追分町５６３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３３号 草津市追分町５６３番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３４号 草津市追分町５６３番地７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３５号 草津市追分町５６３番地８ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３７号 草津市追分町５６３番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３８号 草津市追分町５６３番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１１番３９号 草津市追分町５６３番地１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番２号 草津市追分町４９１番地７ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番３号 草津市追分町４９１番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番４号 草津市追分町４９１番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番７号 草津市追分町５５１番地１ 平成24年11月26日 レドンダカサ追分
草津市追分四丁目１２番８号 草津市追分町５５１番地４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番１４号 草津市追分町５４７番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番１９号 草津市追分町５０５番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番２１号 草津市追分町５４０番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番３１号 草津市追分町５４３番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番３４号 草津市追分町５４３番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番３５号 草津市追分町５４５番地２ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番３６号 草津市追分町５４５番地３ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１２番３７号 草津市追分町５４５番地４ 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１３番８号 草津市追分町５０１番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１３番１３号 草津市追分町５１２番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１４番９号 草津市追分町４６９番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１４番１２号 草津市追分町４６８番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１４番２０号 草津市追分町４６５番地 平成24年11月26日
草津市追分四丁目１４番２８号 草津市追分町４６７番地 平成24年11月26日 栄伸ハイツ
草津市追分五丁目１番７号 草津市追分町４４６番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１番１８号 草津市追分町４３４番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１番２０号 草津市追分町４３４番地３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１番２１号 草津市追分町４３４番地５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１番２９号 草津市追分町４４１番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１番３３号 草津市追分町４４３番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目２番２号 草津市追分町４５７番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目２番１２号 草津市追分町４１０番地９ 平成24年11月26日
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草津市追分五丁目２番１３号 草津市追分町４１０番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目２番１４号 草津市追分町４１０番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目２番１５号 草津市追分町４１０番地２ 平成24年11月26日 太陽ハイツ追分
草津市追分五丁目２番１６号 草津市追分町４１０番地７ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目２番１７号 草津市追分町４１０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目２番１９号 草津市追分町４１０番地６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目２番２２号 草津市追分町４５２番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番６号 草津市追分町４０５番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番７号 草津市追分町４０５番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番８号 草津市追分町４０８番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１０号 草津市追分町４０５番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１１号 草津市追分町４０５番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１４号 草津市追分町４０５番地２９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１５号 草津市追分町４０５番地３４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１６号 草津市追分町４０５番地３５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１７号 草津市追分町４０５番地３６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１８号 草津市追分町４０５番地３７ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番１９号 草津市追分町４０５番地３８ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番２１号 草津市追分町４０５番地３０ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番３４号 草津市追分町４０３番地７ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番３５号 草津市追分町４０３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番３６号 草津市追分町４０３番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番３８号 草津市追分町４０８番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番４１号 草津市追分町４０８番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番４３号 草津市追分町４０８番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番４４号 草津市追分町４０８番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番４５号 草津市追分町４０８番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番４６号 草津市追分町４０８番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番４９号 草津市追分町４０８番地３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番５０号 草津市追分町４０９番地３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番５１号 草津市追分町４０９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番５３号 草津市追分町４０９番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番５５号 草津市追分町４０９番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番５６号 草津市追分町４０９番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番５８号 草津市追分町４０９番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目３番５９号 草津市追分町４０７番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番７号 草津市追分町３７６番地７ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番８号 草津市追分町３７６番地８ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番９号 草津市追分町３７６番地９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番１１号 草津市追分町３７６番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番１３号 草津市追分町３７６番地６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番１８号 草津市追分町３９８番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番３２号 草津市追分町４００番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番３３号 草津市追分町４０１番地４ 平成24年11月26日 コーポ竹村
草津市追分五丁目４番３４号 草津市追分町４０１番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目４番３６号 草津市追分町４０２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番２号 草津市追分町４１０番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番７号 草津市追分町４１０番地１ 平成24年11月26日 コーポＵＮＯ
草津市追分五丁目５番８号 草津市追分町４１４番地９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番９号 草津市追分町４１４番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番１０号 草津市追分町４１４番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番１１号 草津市追分町４１４番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番１３号 草津市追分町４１６番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番１６号 草津市追分町４１６番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番１７号 草津市追分町４１６番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番２４号 草津市追分町４１６番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番２５号 草津市追分町４１６番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番２６号 草津市追分町４１６番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番２７号 草津市追分町４１６番地３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番２８号 草津市追分町４１６番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番３６号 草津市追分町４１７番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番４０号 草津市追分町４１７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目５番４７号 草津市追分町４１７番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目６番２号 草津市追分町４２０番地 平成24年11月26日 エクシード
草津市追分五丁目６番５号 草津市追分町４１９番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目６番６号 草津市追分町４１８番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目７番１号 草津市追分町４１９番地３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目７番８号 草津市追分町６０２番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目７番１５号 草津市追分町４１９番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目８番２号 草津市追分町４２３番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目８番１５号 草津市追分町６００番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目８番２５号 草津市追分町５９９番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目８番３０号 草津市追分町４２４番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目８番３１号 草津市追分町４２３番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目９番４号 草津市追分町６４７番地２ 平成24年11月26日
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草津市追分五丁目９番６号 草津市追分町６４７番地１ 平成24年11月26日 シャローム追分
草津市追分五丁目９番９号 草津市追分町６４７番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目９番２４号 草津市追分町６４９番地６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目９番２７号 草津市追分町６４９番地３５ 平成24年11月26日 フレンドリー・エデン・Ｂ
草津市追分五丁目９番３１号 草津市追分町６４９番地４ 平成24年11月26日 フレンドリー・エデン・Ａ
草津市追分五丁目１０番１６号 草津市追分町５９５番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１０番１７号 草津市追分町５９４番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番１０号 草津市追分町４１１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番１９号 草津市追分町４２１番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番２２号 草津市追分町４２８番地３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番２４号 草津市追分町４２７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番２５号 草津市追分町４２７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番２８号 草津市追分町４２７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番３２号 草津市追分町４２７番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番３７号 草津市追分町４２２番地９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番４０号 草津市追分町４２９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番４３号 草津市追分町４２２番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番４４号 草津市追分町４２２番地８ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番４６号 草津市追分町４１１番地８ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番４８号 草津市追分町４３０番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番４９号 草津市追分町４３０番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５０号 草津市追分町４３０番地９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５１号 草津市追分町４１１番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５２号 草津市追分町４１１番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５３号 草津市追分町４１１番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５４号 草津市追分町４１１番地９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５５号 草津市追分町４１１番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５６号 草津市追分町４１１番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５８号 草津市追分町４１１番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番５９号 草津市追分町４１１番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１１番６４号 草津市追分町４３３番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番５号 草津市追分町５１９番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番６号 草津市追分町５１９番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番１１号 草津市追分町５２２番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番１８号 草津市追分町５８５番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番２９号 草津市追分町５８７番地６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番３０号 草津市追分町５８７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番３１号 草津市追分町５８７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番３２号 草津市追分町５８７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番３７号 草津市追分町５８６番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番３８号 草津市追分町５８６番地９ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番４０号 草津市追分町５８６番地８ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番４１号 草津市追分町５８６番地７ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番４５号 草津市追分町５８６番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番５８号 草津市追分町５２４番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番６１号 草津市追分町５２７番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１２番６４号 草津市追分町５２６番地２ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１３番２号 草津市追分町５８０番地４ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１３番４号 草津市追分町５８０番地１ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１３番１２号 草津市追分町５８１番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１３番１５号 草津市追分町５８０番地６ 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１４番１３号 草津市追分町５７９番地 平成24年11月26日
草津市追分五丁目１４番１４号 草津市追分町５７８番地 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１番３号 草津市追分町６４９番地 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番３号 草津市追分町６２９番地７４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番４号 草津市追分町６２９番地７３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番６号 草津市追分町６２９番地７２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番７号 草津市追分町６２９番地７０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番８号 草津市追分町６２９番地６９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番９号 草津市追分町６２９番地６８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番１０号 草津市追分町６２９番地６７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番１１号 草津市追分町６２９番地６６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番１２号 草津市追分町６２９番地６５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目３番１３号 草津市追分町６２９番地６４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目４番３号 草津市追分町６２９番地１３４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目４番７号 草津市追分町６２９番地１２８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目４番９号 草津市追分町６２９番地１２９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目４番１０号 草津市追分町６２９番地１３１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目４番１２号 草津市追分町６２９番地１３２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番２号 草津市追分町６２９番地１２４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番４号 草津市追分町６２９番地１２５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番５号 草津市追分町６２９番地１２６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番６号 草津市追分町６２９番地１２７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番９号 草津市追分町６２９番地１１８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番１１号 草津市追分町６２９番地１１９ 平成24年11月26日
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草津市追分六丁目５番１２号 草津市追分町６２９番地１２０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番１４号 草津市追分町６２９番地１２１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番１５号 草津市追分町６２９番地１２２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目５番１６号 草津市追分町６２９番地１２３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番１号 草津市追分町６２９番地９３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番３号 草津市追分町６２９番地９１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番４号 草津市追分町６２９番地９０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番６号 草津市追分町６２９番地８９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番９号 草津市追分町６２９番地８６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番１３号 草津市追分町６２９番地８５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番１４号 草津市追分町６２９番地８４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番１５号 草津市追分町６２９番地８２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番１６号 草津市追分町６２９番地８１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番１７号 草津市追分町６２９番地８０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番１９号 草津市追分町６２９番地７９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番２０号 草津市追分町６２９番地７８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番２１号 草津市追分町６２９番地７７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目６番２２号 草津市追分町６２９番地７６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番１号 草津市追分町６２９番地１１３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番２号 草津市追分町６２９番地１１４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番４号 草津市追分町６２９番地１１５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番５号 草津市追分町６２９番地１１６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番８号 草津市追分町６２９番地１１７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番１０号 草津市追分町６２９番地１０８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番１１号 草津市追分町６２９番地１０９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番１２号 草津市追分町６２９番地１１０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番１３号 草津市追分町６２９番地１１１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目７番１５号 草津市追分町６２９番地１１２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目８番１号 草津市追分町６２９番地６３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目８番２号 草津市追分町６２９番地６２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目８番３号 草津市追分町６２９番地６１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目８番６号 草津市追分町６２９番地６０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番２号 草津市追分町６２９番地１０２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番３号 草津市追分町６２９番地１０３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番４号 草津市追分町６２９番地１０４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番５号 草津市追分町６２９番地１０５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番６号 草津市追分町６２９番地１０６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番９号 草津市追分町６２９番地１０７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番１１号 草津市追分町６２９番地９４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番１２号 草津市追分町６２９番地９５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番１４号 草津市追分町６２９番地９６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番１５号 草津市追分町６２９番地９７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番１６号 草津市追分町６２９番地９８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番１７号 草津市追分町６２９番地１００ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目９番１９号 草津市追分町６２９番地１０１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番２号 草津市追分町６２９番地５３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番４号 草津市追分町６２９番地５４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番５号 草津市追分町６２９番地５５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番６号 草津市追分町６２９番地５６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番７号 草津市追分町６２９番地５７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番８号 草津市追分町６２９番地５８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番１０号 草津市追分町６２９番地５９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番１２号 草津市追分町６２９番地４４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番１４号 草津市追分町６２９番地４５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番１５号 草津市追分町６２９番地４６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番１６号 草津市追分町６２９番地４７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番１７号 草津市追分町６２９番地４８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番１９号 草津市追分町６２９番地４９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番２０号 草津市追分町６２９番地５０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番２１号 草津市追分町６２９番地５１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１０番２３号 草津市追分町６２９番地５２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番２号 草津市追分町６２９番地４０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番３号 草津市追分町６２９番地４１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番４号 草津市追分町６２９番地４２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番７号 草津市追分町６２９番地４３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番１０号 草津市追分町６２９番地３５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番１１号 草津市追分町６２９番地３６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番１２号 草津市追分町６２９番地３７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番１４号 草津市追分町６２９番地３８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１１番１６号 草津市追分町６２９番地３９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１２番３号 草津市追分町６２９番地３３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１２番４号 草津市追分町６２９番地３４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１２番６号 草津市追分町６２９番地２９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１２番９号 草津市追分町６２９番地３０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１２番１０号 草津市追分町６２９番地３１ 平成24年11月26日
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草津市追分六丁目１２番１１号 草津市追分町６２９番地３２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番３号 草津市追分町６２９番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番５号 草津市追分町６２９番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番９号 草津市追分町６２９番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１１号 草津市追分町６２９番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１２号 草津市追分町６２９番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１３号 草津市追分町６２９番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１４号 草津市追分町６２９番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１５号 草津市追分町６２９番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１７号 草津市追分町６２９番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１８号 草津市追分町６２９番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番１９号 草津市追分町６２９番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１３番２０号 草津市追分町６２９番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番２号 草津市追分町６１７番地１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番３号 草津市追分町６１４番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番４号 草津市追分町６１４番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番５号 草津市追分町６１４番地１０４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番６号 草津市追分町６１４番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番８号 草津市追分町６１４番地１１７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番９号 草津市追分町６１４番地４１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１０号 草津市追分町６１４番地４２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１１号 草津市追分町６１４番地４３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１３号 草津市追分町６１４番地２８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１４号 草津市追分町６１４番地１３７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１５号 草津市追分町６１４番地６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１６号 草津市追分町６１４番地１３８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１８号 草津市追分町６１４番地１２９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番１９号 草津市追分町６１４番地１２８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番２４号 草津市追分町６１４番地 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番２７号 草津市追分町６１４番地１２０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番２８号 草津市追分町６１４番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番３１号 草津市追分町６１４番地７８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１４番３２号 草津市追分町６１４番地１０６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番２号 草津市追分町６１４番地４７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番４号 草津市追分町６１４番地１１５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番５号 草津市追分町６１４番地３０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番１１号 草津市追分町６１４番地３９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番１２号 草津市追分町６１４番地３８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番１３号 草津市追分町６１４番地３７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番１４号 草津市追分町６１４番地４８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１５番１５号 草津市追分町６１４番地３４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番２号 草津市追分町６１４番地４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番５号 草津市追分町６１４番地４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番７号 草津市追分町６１４番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番９号 草津市追分町６１４番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番１０号 草津市追分町６１４番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番１１号 草津市追分町６１４番地６９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番１２号 草津市追分町６１４番地９２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番１４号 草津市追分町６１４番地１１０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番１５号 草津市追分町６１４番地１１１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番１７号 草津市追分町６１４番地７０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番１８号 草津市追分町６１４番地１１４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番２２号 草津市追分町６１４番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番２４号 草津市追分町６１４番地１１９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番２８号 草津市追分町６１４番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番２９号 草津市追分町６１４番地４６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番３０号 草津市追分町６１４番地８７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番３１号 草津市追分町６１４番地８６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番３５号 草津市追分町６１４番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番３６号 草津市追分町６１４番地１２４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番３７号 草津市追分町６１４番地１２３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番３８号 草津市追分町６１４番地１２２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番３９号 草津市追分町６１４番地１２１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番４０号 草津市追分町６１４番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１６番４１号 草津市追分町６１７番地 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番１号 草津市追分町６１４番地１００ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番２号 草津市追分町６１４番地１０１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番３号 草津市追分町６１４番地１０２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番５号 草津市追分町６１４番地７７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番６号 草津市追分町６１４番地１０３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番７号 草津市追分町６１４番地９６ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番８号 草津市追分町６１４番地９７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番９号 草津市追分町６１４番地９８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１７番１０号 草津市追分町６１４番地９９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番１号 草津市追分町６１４番地５６ 平成24年11月26日
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草津市追分六丁目１８番３号 草津市追分町６１４番地９５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番４号 草津市追分町６１４番地９４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番７号 草津市追分町６１４番地５４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番８号 草津市追分町６１４番地９１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番９号 草津市追分町６１４番地９０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番１１号 草津市追分町６１４番地８８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番１２号 草津市追分町６１４番地１０８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番１３号 草津市追分町６１４番地５７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番１４号 草津市追分町６１４番地５３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番１５号 草津市追分町６１４番地５２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番２０号 草津市追分町６０８番地４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番２３号 草津市追分町６０８番地２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番２４号 草津市追分町６０８番地５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番２６号 草津市追分町６１４番地５８ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番３０号 草津市追分町６１４番地８２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番３３号 草津市追分町６１４番地８３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番３４号 草津市追分町６１４番地８４ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番３５号 草津市追分町６１４番地８５ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番３６号 草津市追分町６１４番地７２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番３８号 草津市追分町６１４番地３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番４０号 草津市追分町６０８番地９ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番４１号 草津市追分町６０８番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１８番４３号 草津市追分町６０８番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１９番１号 草津市追分町６０８番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１９番３号 草津市追分町６０８番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１９番６号 草津市追分町６０８番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分六丁目１９番７号 草津市追分町６０８番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目１番７号 草津市追分町６４９番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目１番１８号 草津市追分町６５４番地１ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目１番２１号 草津市追分町６５５番地６ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目３番７号 草津市追分町６６０番地 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番５号 草津市追分町６９３番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番８号 草津市追分町６９３番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番９号 草津市追分町６９３番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１０号 草津市追分町６９３番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１１号 草津市追分町６９３番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１２号 草津市追分町６９３番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１３号 草津市追分町６９３番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１４号 草津市追分町６９３番地９ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１５号 草津市追分町６９２番地８ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１６号 草津市追分町６９２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１７号 草津市追分町６９２番地９ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番１８号 草津市追分町６９２番地５ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番２０号 草津市追分町６９２番地４ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目４番２１号 草津市追分町６９３番地３ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目５番２号 草津市追分町６８０番地１ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番１号 草津市追分町６３１番地４ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番２号 草津市追分町６１６番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番３号 草津市追分町６１６番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番４号 草津市追分町６１６番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番５号 草津市追分町６１６番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番６号 草津市追分町６１６番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番７号 草津市追分町６１６番地９ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番９号 草津市追分町６１６番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番１１号 草津市追分町６１６番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番１４号 草津市追分町６１６番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番１５号 草津市追分町６１６番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番１８号 草津市追分町６１６番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番２０号 草津市追分町６１６番地８ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目７番２２号 草津市追分町６１６番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目１１番１号 草津市追分町６２４番地２ 平成24年11月26日
草津市追分七丁目１１番２号 草津市追分町６２３番地 平成24年11月26日
草津市追分七丁目１１番３５号 草津市追分町６１４番地 平成24年11月26日
草津市追分八丁目２番１８号 草津市追分町５９３番地 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番１号 草津市追分町７１５番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番２号 草津市追分町７０４番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番３号 草津市追分町７０４番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番５号 草津市追分町７０４番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番６号 草津市追分町７０４番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番８号 草津市追分町７０４番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番１１号 草津市追分町７０４番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番１３号 草津市追分町７０４番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番１５号 草津市追分町７０４番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番１６号 草津市追分町７０４番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目３番１８号 草津市追分町７１５番地９ 平成24年11月26日
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草津市追分八丁目３番２１号 草津市追分町７１５番地 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番３号 草津市追分町７１７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番４号 草津市追分町７１７番地９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番８号 草津市追分町７１７番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番９号 草津市追分町６８８番地５６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番１０号 草津市追分町６８８番地５７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番１１号 草津市追分町６８８番地 平成24年11月26日 ＭＯＮＥⅠ
草津市追分八丁目４番１２号 草津市追分町６８８番地１ 平成24年11月26日 ＭＯＮＥⅡ
草津市追分八丁目４番１３号 草津市追分町７１４番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番１５号 草津市追分町７１４番地１ 平成24年11月26日 エスポワールＮＡＫＡＪＩＭＡ

草津市追分八丁目４番１８号 草津市追分町７１３番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番２０号 草津市追分町７１０番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番２１号 草津市追分町７１０番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目４番２２号 草津市追分町７０９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目５番４号 草津市追分町７１７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目６番１号 草津市追分町７２０番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目６番２号 草津市追分町７２０番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目６番３号 草津市追分町７２０番地２５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目６番４号 草津市追分町７２０番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目６番１０号 草津市追分町７２７番地３３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目６番１３号 草津市追分町７２７番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目６番１９号 草津市追分町７２７番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目７番３号 草津市追分町７２７番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目７番５号 草津市追分町７２７番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目７番８号 草津市追分町７２７番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目７番１０号 草津市追分町７２７番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目７番１１号 草津市追分町７２７番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１号 草津市追分町７３０番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２号 草津市追分町７３０番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番３号 草津市追分町７３０番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番４号 草津市追分町７３０番地８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番７号 草津市追分町７２６番地７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１０号 草津市追分町７２６番地８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１３号 草津市追分町７２６番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１４号 草津市追分町７２６番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１５号 草津市追分町７２６番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１６号 草津市追分町７２６番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１７号 草津市追分町７２６番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１８号 草津市追分町７２６番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番１９号 草津市追分町７２６番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２０号 草津市追分町７２６番地９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２１号 草津市追分町７２７番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２４号 草津市追分町７２７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２５号 草津市追分町７２７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２６号 草津市追分町７２７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２８号 草津市追分町７２７番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目８番２９号 草津市追分町７２７番地３２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１号 草津市追分町７２０番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番２号 草津市追分町７２０番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番３号 草津市追分町７２０番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番４号 草津市追分町７２０番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番５号 草津市追分町７２０番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番６号 草津市追分町７２０番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番７号 草津市追分町７２０番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番８号 草津市追分町７２０番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１１号 草津市追分町７２２番地１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１３号 草津市追分町７２２番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１４号 草津市追分町７２２番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１６号 草津市追分町７２２番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１７号 草津市追分町７２２番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１８号 草津市追分町７２２番地７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番１９号 草津市追分町７２２番地８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番２１号 草津市追分町７２０番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１０番２２号 草津市追分町７２０番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１１番１号 草津市追分町６８５番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１１番２号 草津市追分町６８５番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１１番３号 草津市追分町６８５番地８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１１番４号 草津市追分町６８５番地７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１１番８号 草津市追分町６８５番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１２番１号 草津市追分町６８７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１２番２号 草津市追分町６８７番地 平成24年11月26日 サンガーデン高穂
草津市追分八丁目１２番３号 草津市追分町６８７番地 平成24年11月26日 サンガーデン高穂
草津市追分八丁目１２番４号 草津市追分町６８７番地 平成24年11月26日 サンガーデン高穂
草津市追分八丁目１２番８号 草津市追分町６８８番地４１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１２番９号 草津市追分町６８８番地４２ 平成24年11月26日
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草津市追分八丁目１２番２７号 草津市追分町６８６番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１２番２８号 草津市追分町６８６番地９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１２番２９号 草津市追分町６８６番地８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１２番３０号 草津市追分町６８６番地７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番２号 草津市追分町６８８番地１７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番４号 草津市追分町６８８番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番５号 草津市追分町６８８番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番６号 草津市追分町６８８番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番７号 草津市追分町６８８番地２６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番９号 草津市追分町６８８番地３９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番１０号 草津市追分町６８８番地３７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番１１号 草津市追分町６８８番地３５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番１３号 草津市追分町６８８番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１３番１４号 草津市追分町６８８番地１６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番１号 草津市追分町７０６番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２号 草津市追分町７０６番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番４号 草津市追分町７０６番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番６号 草津市追分町７０７番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番７号 草津市追分町７０７番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番８号 草津市追分町７０７番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番９号 草津市追分町７０７番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番１０号 草津市追分町７０７番地７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番１９号 草津市追分町６８８番地４８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２０号 草津市追分町６８８番地５０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２１号 草津市追分町６８８番地２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２５号 草津市追分町７０８番地７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２６号 草津市追分町７０８番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２７号 草津市追分町７０８番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２８号 草津市追分町７０８番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番２９号 草津市追分町７０８番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３０号 草津市追分町６８８番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３２号 草津市追分町６８８番地８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３３号 草津市追分町６８８番地９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３４号 草津市追分町６８８番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３５号 草津市追分町６８８番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３６号 草津市追分町６８８番地１２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３７号 草津市追分町６８８番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番３９号 草津市追分町６８８番地１５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１４番４０号 草津市追分町６８８番地３０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１号 草津市追分町６９９番地２０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番２号 草津市追分町６９９番地２１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番３号 草津市追分町６９９番地２２ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番５号 草津市追分町６９９番地２３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番７号 草津市追分町６９９番地１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１２号 草津市追分町６９９番地３８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１３号 草津市追分町６９９番地３７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１４号 草津市追分町６９９番地３６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１５号 草津市追分町６９９番地１３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１７号 草津市追分町６９９番地２８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１８号 草津市追分町６９９番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番１９号 草津市追分町６９８番地１４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番２４号 草津市追分町６９８番地１９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番２６号 草津市追分町６９８番地１８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１５番２７号 草津市追分町６９８番地１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番１号 草津市追分町７０４番地 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番４号 草津市追分町７０３番地３ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番５号 草津市追分町７０３番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番６号 草津市追分町７０３番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番７号 草津市追分町７０３番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番１２号 草津市追分町７００番地３０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番１３号 草津市追分町７００番地１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番１４号 草津市追分町７００番地２４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番２２号 草津市追分町７０６番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番２３号 草津市追分町７０６番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番２５号 草津市追分町７１０番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番２７号 草津市追分町７１０番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番２９号 草津市追分町７０４番地１１ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３０号 草津市追分町７０４番地１０ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３１号 草津市追分町７０４番地９ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３３号 草津市追分町７０４番地８ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３４号 草津市追分町７０４番地７ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３５号 草津市追分町７０４番地６ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３６号 草津市追分町７０４番地５ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３７号 草津市追分町７０４番地４ 平成24年11月26日
草津市追分八丁目１６番３９号 草津市追分町７０４番地３ 平成24年11月26日
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草津市追分南一丁目１番１号 草津市追分町１２２３番地 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目１番１１号 草津市追分町１２１８番地 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目１番１４号 草津市追分町１２２９番地 平成25年11月25日 えんビル
草津市追分南一丁目１番１９号 草津市追分町１２２０番地 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目１番２２号 草津市追分町１２２２番地 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目１番２４号 草津市追分町１２２２番地 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目１番２６号 草津市追分町１２２５番地 平成25年11月25日 メゾンエスプリ
草津市追分南一丁目２番３４号 草津市追分町１２３６番地 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目３番９号 草津市追分町１２０６番地 平成25年11月25日 パークサイド・ビュー
草津市追分南一丁目３番１０号 草津市追分町１２０６番地 平成25年11月25日 パークサイド・ビュー
草津市追分南一丁目４番６号 草津市追分町１２１３番地 平成25年11月25日 ルーセント南草津
草津市追分南一丁目４番７号 草津市追分町１２１４番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目４番１０号 草津市追分町１２１５番地 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目４番１２号 草津市追分町１２７０番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目４番１４号 草津市追分町１２７０番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目４番１５号 草津市追分町７３１番地１ 平成25年11月25日 クオーレ南草津
草津市追分南一丁目４番１６号 草津市追分町１２７０番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目４番１７号 草津市追分町１２７０番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南一丁目４番１８号 草津市追分町７３２番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１番５号 草津市追分町１２４８番地 平成25年11月25日 ファミールＤＡＮ
草津市追分南二丁目１番７号 草津市追分町１２４７番地 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１番９号 草津市追分町１２４５番地 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１番１４号 草津市追分町１２５４番地 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１番１７号 草津市追分町１２５２番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１番１８号 草津市追分町１２５２番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２番１１号 草津市追分町１２５９番地 平成25年11月25日 ライラック
草津市追分南二丁目２番１３号 草津市追分町１２６０番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２番１４号 草津市追分町１２６０番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２番１５号 草津市追分町１２６０番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目３番４号 草津市追分町１２６３番地 平成25年11月25日 ライラックⅡ
草津市追分南二丁目３番１４号 草津市追分町７７５番地６０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目３番１５号 草津市追分町７７５番地５９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番１号 草津市追分町７７１番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番２号 草津市追分町７７１番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番３号 草津市追分町７７１番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番４号 草津市追分町７７１番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番５号 草津市追分町７７１番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番６号 草津市追分町７７１番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番７号 草津市追分町７７２番地 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番９号 草津市追分町７７６番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番１０号 草津市追分町７７１番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番１１号 草津市追分町７７１番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番１２号 草津市追分町７７１番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番１３号 草津市追分町７７１番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番２０号 草津市追分町７７１番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番２１号 草津市追分町１２６８番地 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番２２号 草津市追分町１２６７番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目４番２３号 草津市追分町１２６７番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目５番３号 草津市追分町７７５番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目５番４号 草津市追分町７７５番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目５番５号 草津市追分町７７５番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目５番６号 草津市追分町７７５番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目５番７号 草津市追分町７７５番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目５番８号 草津市追分町７７５番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目５番９号 草津市追分町７７５番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番２号 草津市追分町７７５番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番３号 草津市追分町７７５番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番４号 草津市追分町１１８３番地５６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番５号 草津市追分町１１８３番地５５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番６号 草津市追分町１１８３番地５４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番７号 草津市追分町１１８３番地５３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番８号 草津市追分町１１８３番地５２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目６番９号 草津市追分町１１８３番地５１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番１号 草津市追分町７７５番地３７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２号 草津市追分町７７５番地３６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番３号 草津市追分町７７５番地３５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番４号 草津市追分町７７５番地３４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番６号 草津市追分町７７５番地３３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番７号 草津市追分町７７５番地３２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番８号 草津市追分町７７５番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番１０号 草津市追分町７７５番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番１１号 草津市追分町７７５番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番１２号 草津市追分町７７５番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番１３号 草津市追分町１１８３番地４７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番１５号 草津市追分町１１８３番地４６ 平成25年11月25日

16 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市追分南二丁目７番１９号 草津市追分町１１８３番地４５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２０号 草津市追分町７７５番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２１号 草津市追分町７７５番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２２号 草津市追分町７７５番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２３号 草津市追分町７７５番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２４号 草津市追分町７７５番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２６号 草津市追分町７７５番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２８号 草津市追分町７７５番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番２９号 草津市追分町７７５番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目７番３０号 草津市追分町７７５番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番１号 草津市追分町７７５番地５８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２号 草津市追分町７７５番地５７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番３号 草津市追分町７７５番地５６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番６号 草津市追分町７７５番地５４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番８号 草津市追分町７７５番地５３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番９号 草津市追分町７７５番地５２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番１１号 草津市追分町７７５番地５１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番１２号 草津市追分町７７５番地５０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番１６号 草津市追分町７７５番地４９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番１７号 草津市追分町７７５番地４８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番１８号 草津市追分町７７５番地４７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番１９号 草津市追分町７７５番地４６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２０号 草津市追分町７７５番地４５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２１号 草津市追分町７７５番地４４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２２号 草津市追分町７７５番地４３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２３号 草津市追分町７７５番地４２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２４号 草津市追分町７７５番地４１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２５号 草津市追分町７７５番地４０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２６号 草津市追分町７７５番地３９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目８番２７号 草津市追分町７７５番地３８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番１号 草津市追分町７７５番地８０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番２号 草津市追分町７７５番地７９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番４号 草津市追分町７７５番地７８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番５号 草津市追分町７７５番地７７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番６号 草津市追分町７７５番地７６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番８号 草津市追分町７７５番地７５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番９号 草津市追分町７７５番地７４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番１０号 草津市追分町７７５番地７３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番１２号 草津市追分町７７５番地７２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番１５号 草津市追分町７７５番地７１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番１８号 草津市追分町７７５番地６９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番１９号 草津市追分町７７５番地６８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番２０号 草津市追分町７７５番地６７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番２１号 草津市追分町７７５番地６６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番２２号 草津市追分町７７５番地６５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番２３号 草津市追分町７７５番地６４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番２４号 草津市追分町７７５番地６３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目９番２５号 草津市追分町７７５番地６２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１０番１号 草津市追分町７７５番地８７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１０番２号 草津市追分町７７５番地８６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１０番４号 草津市追分町７７５番地８５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１０番５号 草津市追分町７７５番地８４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１０番６号 草津市追分町７７５番地８３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１０番７号 草津市追分町７７５番地８２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１０番８号 草津市追分町７７５番地８１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１１番７号 草津市追分町１２４４番地 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１２番２号 草津市追分町１２４３番地 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番１号 草津市追分町１１８３番地７８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番２号 草津市追分町１１８３番地７７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番３号 草津市追分町１１８３番地７６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番４号 草津市追分町１１８３番地７５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番５号 草津市追分町１１８３番地７４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番６号 草津市追分町７７５番地９３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番７号 草津市追分町７７５番地９２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番８号 草津市追分町７７５番地９１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番９号 草津市追分町７７５番地９０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番１０号 草津市追分町７７５番地８９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番１１号 草津市追分町７７５番地８８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１４番１２号 草津市追分町７７５番地９５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１５番１号 草津市追分町１１８６番地３ 平成25年11月25日 ヴェル・ベルヴィ
草津市追分南二丁目１５番２号 草津市追分町１１８７番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１６番２号 草津市追分町１１８７番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１６番３号 草津市追分町１１８７番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１６番４号 草津市追分町１１８７番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１６番６号 草津市追分町１１８７番地１５ 平成25年11月25日
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草津市追分南二丁目１６番７号 草津市追分町１１８７番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１６番８号 草津市追分町１１８７番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１６番１０号 草津市追分町１１８７番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番１号 草津市追分町１１８７番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番２号 草津市追分町１１８７番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番４号 草津市追分町１１８７番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番６号 草津市追分町１１８７番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番８号 草津市追分町１１８７番地２５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番９号 草津市追分町１１８７番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番１１号 草津市追分町１１８７番地２７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番１２号 草津市追分町１１８７番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１７番１３号 草津市追分町１１８７番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番１号 草津市追分町１１９５番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番３号 草津市追分町１１９５番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番４号 草津市追分町１１９５番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番５号 草津市追分町１１９５番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番６号 草津市追分町１１８７番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番８号 草津市追分町１１８７番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番９号 草津市追分町１１８７番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番１１号 草津市追分町１１８７番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番１４号 草津市追分町１１８９番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番１６号 草津市追分町１１８９番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番１７号 草津市追分町１１８９番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番１８号 草津市追分町１１８９番地２５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番１９号 草津市追分町１１８９番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番２０号 草津市追分町１１８９番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１８番２１号 草津市追分町１１８９番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１９番１号 草津市追分町１１８９番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１９番３号 草津市追分町１１８９番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１９番７号 草津市追分町１１８９番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１９番９号 草津市追分町１１８９番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目１９番１０号 草津市追分町１１８９番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番２号 草津市追分町１１８９番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番５号 草津市追分町１１８９番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番６号 草津市追分町１１８９番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番８号 草津市追分町１１８９番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番１０号 草津市追分町１１８９番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番１１号 草津市追分町１１８９番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番１２号 草津市追分町１１８９番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２０番１４号 草津市追分町１１８９番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２１番３号 草津市追分町１１８９番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２１番４号 草津市追分町１１８９番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２１番５号 草津市追分町１１８９番地３２ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２１番６号 草津市追分町１１８９番地３３ 平成25年11月25日
草津市追分南二丁目２１番７号 草津市追分町１１８９番地３４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番５号 草津市追分町７９０番地３３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番６号 草津市追分町７９０番地３４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番７号 草津市追分町７９０番地５３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番８号 草津市追分町７９０番地５５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番９号 草津市追分町７９０番地５２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番１０号 草津市追分町７９０番地６６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番１１号 草津市追分町７９０番地６４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番１２号 草津市追分町７９０番地６３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番１３号 草津市追分町７９０番地６２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番１４号 草津市追分町７８３番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番１５号 草津市追分町７８３番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１番１６号 草津市追分町７８３番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番１号 草津市追分町７８４番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２号 草津市追分町７８４番地１４８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３号 草津市追分町７８４番地１４９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番４号 草津市追分町７８４番地１５０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番５号 草津市追分町７８４番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番６号 草津市追分町７８４番地１１０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番９号 草津市追分町７８４番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番１０号 草津市追分町７８４番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番１４号 草津市追分町１１５３番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番１５号 草津市追分町１１５３番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番１６号 草津市追分町１１５３番地６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番１８号 草津市追分町１１５３番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番１９号 草津市追分町１１５３番地３６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２０号 草津市追分町１１５３番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２１号 草津市追分町１１５３番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２２号 草津市追分町１１５３番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２３号 草津市追分町１１５３番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２４号 草津市追分町１１５３番地２４ 平成25年11月25日
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草津市追分南三丁目２番２５号 草津市追分町１１５３番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２６号 草津市追分町１１５３番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２７号 草津市追分町１１５３番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番２９号 草津市追分町７８４番地１５３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３０号 草津市追分町７８４番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３１号 草津市追分町７８４番地９３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３２号 草津市追分町７８４番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３３号 草津市追分町７８４番地１３６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３４号 草津市追分町７８４番地１８２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３５号 草津市追分町７８４番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３６号 草津市追分町７８４番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３７号 草津市追分町７９０番地４０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番３８号 草津市追分町７９０番地７６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２番４１号 草津市追分町７９０番地５１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番３号 草津市追分町７９０番地４６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番４号 草津市追分町７９０番地４９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番５号 草津市追分町７９０番地４１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番６号 草津市追分町７８４番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番７号 草津市追分町７８４番地１３１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番８号 草津市追分町７８４番地２５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番１０号 草津市追分町７８４番地１３８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番１１号 草津市追分町７８４番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番１３号 草津市追分町７８４番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番１６号 草津市追分町１１５３番地２５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番１８号 草津市追分町１１５３番地 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番１９号 草津市追分町１１５３番地２７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番２０号 草津市追分町１１５３番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番２１号 草津市追分町１１５３番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番２３号 草津市追分町１１５３番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番２４号 草津市追分町７８４番地３６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番２６号 草津市追分町７８４番地３５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番２７号 草津市追分町７８４番地３４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番２８号 草津市追分町７８４番地１２５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番３１号 草津市追分町７８４番地３２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番３２号 草津市追分町７８４番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番３３号 草津市追分町７８４番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番３４号 草津市追分町７８４番地１８７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番３５号 草津市追分町７８４番地１２２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番３９号 草津市追分町７８４番地１１４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番４０号 草津市追分町７８４番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目３番４１号 草津市追分町７９０番地３９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番３号 草津市追分町７８４番地１６７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番４号 草津市追分町７８４番地１６６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番５号 草津市追分町７８４番地３９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番６号 草津市追分町７８４番地１６４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番７号 草津市追分町７８４番地４０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番８号 草津市追分町７８４番地４１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番１０号 草津市追分町７８４番地１２４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番１１号 草津市追分町７８４番地５２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番１４号 草津市追分町７８４番地５１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番１５号 草津市追分町７８４番地１８５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番１６号 草津市追分町７８４番地５０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番１７号 草津市追分町７８４番地４９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番１８号 草津市追分町７８４番地１８３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番２０号 草津市追分町７８４番地４８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目４番２１号 草津市追分町７８４番地４７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番３号 草津市追分町７８４番地の４４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番４号 草津市追分町７８４番地１３０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番５号 草津市追分町７８４番地１２９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番６号 草津市追分町７８４番地１３２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番８号 草津市追分町７８４番地４５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番１３号 草津市追分町７８４番地１３４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番１５号 草津市追分町７８４番地５５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番１６号 草津市追分町７８４番地５４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番１７号 草津市追分町７８４番地５３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目５番２０号 草津市追分町７８４番地１３３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番３号 草津市追分町７８４番地６３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番４号 草津市追分町７８４番地１５６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番６号 草津市追分町７８４番地６５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番７号 草津市追分町７８４番地１５４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番８号 草津市追分町７８４番地１４２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番１１号 草津市追分町７８４番地７３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番１２号 草津市追分町７８４番地１２０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番１６号 草津市追分町７８４番地１７６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目６番１８号 草津市追分町７８４番地１７７ 平成25年11月25日

19 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市追分南三丁目６番２０号 草津市追分町７８４番地６２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番２号 草津市追分町７８４番地５７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番３号 草津市追分町７８４番地１２７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番６号 草津市追分町７８４番地５９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番１０号 草津市追分町７８４番地６１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番１５号 草津市追分町７８４番地１０９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番１６号 草津市追分町７８４番地１２３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番１７号 草津市追分町７８４番地１０８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番１８号 草津市追分町７８４番地１０７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番２０号 草津市追分町７８４番地１６３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番２２号 草津市追分町７８４番地１０５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目７番２３号 草津市追分町７８４番地１２８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番４号 草津市追分町７８４番地７６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番５号 草津市追分町７８４番地１８１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番６号 草津市追分町７８４番地１８０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番７号 草津市追分町７８４番地１７９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番８号 草津市追分町７８４番地１７８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番９号 草津市追分町７８４番地７７ 平成25年11月25日 ビューテラス
草津市追分南三丁目８番１２号 草津市追分町７８４番地７９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番１４号 草津市追分町１１７２番地６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番１５号 草津市追分町１１７２番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番２２号 草津市追分町１１７２番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番２４号 草津市追分町１１７２番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番２５号 草津市追分町１１７２番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番２６号 草津市追分町７８４番地１３９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番２７号 草津市追分町７８４番地８５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番２８号 草津市追分町７８４番地８４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番２９号 草津市追分町７８４番地１３７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３０号 草津市追分町７８４番地８３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３１号 草津市追分町７８４番地１８８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３２号 草津市追分町７８４番地８２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３３号 草津市追分町７８４番地８１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３４号 草津市追分町７８４番地１５１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３５号 草津市追分町７８４番地１５９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３６号 草津市追分町７８４番地１５８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目８番３９号 草津市追分町７８４番地７４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番４号 草津市追分町７８３番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番５号 草津市追分町７８３番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番６号 草津市追分町７８３番地２７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番１０号 草津市追分町７８３番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番１１号 草津市追分町７８３番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番１２号 草津市追分町７８３番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番１３号 草津市追分町７８３番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番１４号 草津市追分町７８３番地１１ 平成25年11月25日 カサベルデ追分
草津市追分南三丁目９番１５号 草津市追分町７８３番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番１６号 草津市追分町７８３番地１３ 平成25年11月25日 レオパレス　フォート向山
草津市追分南三丁目９番１７号 草津市追分町７８３番地１４ 平成25年11月25日 グリーンヒルズ・トキ
草津市追分南三丁目９番１９号 草津市追分町７８４番地８７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番２０号 草津市追分町７８４番地８８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番２１号 草津市追分町７８４番地８９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番２３号 草津市追分町７８４番地１０２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目９番２６号 草津市追分町７８４番地１８４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１０番６号 草津市追分町１１８３番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１０番１０号 草津市追分町１１８３番地４０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１０番１３号 草津市追分町１１８３番地３９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１０番１５号 草津市追分町１１８３番地３８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１０番１６号 草津市追分町１１８３番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１０番１９号 草津市追分町１１８３番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１０番２０号 草津市追分町１１８３番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１１番２号 草津市追分町１１８３番地４１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１１番４号 草津市追分町１１８３番地４２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１１番６号 草津市追分町１１８３番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１１番８号 草津市追分町１１８３番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１１番９号 草津市追分町１１８３番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番２号 草津市追分町１１７１番地３９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番３号 草津市追分町１１７１番地３８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番５号 草津市追分町１１７１番地３６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番６号 草津市追分町１１７１番地３５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番９号 草津市追分町１１７１番地３３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番１０号 草津市追分町１１７１番地３２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番１１号 草津市追分町１１７１番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番１２号 草津市追分町１１７１番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番１３号 草津市追分町１１７１番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番１４号 草津市追分町１１７１番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１４番１６号 草津市追分町１１７１番地２７ 平成25年11月25日
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草津市追分南三丁目１４番１７号 草津市追分町１１７１番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１号 草津市追分町１１７２番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番４号 草津市追分町１１７２番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番５号 草津市追分町１１７２番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番６号 草津市追分町１１７２番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番７号 草津市追分町１１７１番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番９号 草津市追分町１１７１番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１２号 草津市追分町１１７１番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１３号 草津市追分町１１７１番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１４号 草津市追分町１１７１番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１５号 草津市追分町１１７１番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１６号 草津市追分町１１７１番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１７号 草津市追分町１１７１番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１５番１９号 草津市追分町１１７１番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１６番７号 草津市追分町１１７１番地２５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１６番８号 草津市追分町１１７１番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１６番１１号 草津市追分町１１６０番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１６番１３号 草津市追分町１１６０番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１６番１５号 草津市追分町１１６０番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１６番１８号 草津市追分町１１６０番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１６番１９号 草津市追分町１１６０番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１７番３１号 草津市追分町１１６０番地６ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１７番３３号 草津市追分町１１６０番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１７番３５号 草津市追分町１１６０番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１７番３６号 草津市追分町１１７２番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目１７番３９号 草津市追分町１１７２番地２２ 平成25年11月25日 コーポサカエ
草津市追分南三丁目１７番４１号 草津市追分町１１７２番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２１番６号 草津市追分町１１５１番地 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２２番４号 草津市追分町１１４６番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２２番１１号 草津市追分町１５４１番地 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２５番４号 草津市追分町１５１９番地 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２６番１１号 草津市追分町１５１５番地 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２６番１３号 草津市追分町１５０８番地 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２６番２３号 草津市追分町１５０８番地 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２６番２５号 草津市追分町１５０３番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２６番２６号 草津市追分町１５０３番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南三丁目２６番２７号 草津市追分町１５０３番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目１番１号 草津市追分町７９０番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目３番６号 草津市追分町６７８番地 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目４番１０号 草津市追分町８２４番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目５番３号 草津市追分町８２２番地 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目５番７号 草津市追分町８１４番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目５番９号 草津市追分町８１４番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目５番１０号 草津市追分町８１４番地６ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目６番５号 草津市追分町８３１番地 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目６番１０号 草津市追分町８３４番地 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目８番７号 草津市追分町８４９番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目９番７号 草津市追分町８４５番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目９番８号 草津市追分町８４５番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南四丁目１１番５号 草津市追分町６７３番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１番１号 草津市追分町１１３３番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１番５号 草津市追分町１１３３番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１番６号 草津市追分町１１３３番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２番４号 草津市追分町９７４番地３３ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２番５号 草津市追分町９７４番地３２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２番７号 草津市追分町９７４番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２番８号 草津市追分町９７４番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２番９号 草津市追分町９７４番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２番１２号 草津市追分町９７４番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２番１５号 草津市追分町９７４番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番４号 草津市追分町９７４番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番５号 草津市追分町９７４番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番７号 草津市追分町９７４番地６ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番１１号 草津市追分町９７６番地５２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番１２号 草津市追分町９７６番地５３ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番１５号 草津市追分町９７６番地５５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番１６号 草津市追分町９７６番地５４ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番２１号 草津市追分町９７４番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目３番２２号 草津市追分町９７４番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番２号 草津市追分町９７６番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番３号 草津市追分町９７６番地６ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番４号 草津市追分町９７６番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番５号 草津市追分町９７６番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番６号 草津市追分町９７６番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番１０号 草津市追分町９７６番地１０ 平成25年11月25日
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草津市追分南五丁目５番１１号 草津市追分町９７６番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番１３号 草津市追分町９７６番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番１４号 草津市追分町９７６番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番１５号 草津市追分町９７６番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目５番１７号 草津市追分町９７６番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１号 草津市追分町９７６番地１９ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番３号 草津市追分町９７６番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番４号 草津市追分町９７６番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番５号 草津市追分町９７６番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番６号 草津市追分町９７６番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１０号 草津市追分町９７６番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１１号 草津市追分町９７６番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１２号 草津市追分町９７６番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１３号 草津市追分町９７６番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１４号 草津市追分町９７６番地２５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１５号 草津市追分町９７６番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目６番１８号 草津市追分町９７６番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目７番１号 草津市追分町９７６番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目７番２号 草津市追分町９７６番地２８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目７番５号 草津市追分町９７６番地２７ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目７番７号 草津市追分町９７６番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目７番８号 草津市追分町９７６番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目８番２号 草津市追分町９７６番地３７ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目８番４号 草津市追分町９７６番地３６ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目８番６号 草津市追分町９７６番地３５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目８番７号 草津市追分町９７６番地３４ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目８番８号 草津市追分町９７６番地３３ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目８番１０号 草津市追分町９７６番地３２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番４号 草津市追分町９７６番地３８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番５号 草津市追分町９７６番地３９ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番６号 草津市追分町９７６番地４０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番８号 草津市追分町９７６番地４５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番９号 草津市追分町９７６番地４６ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番１０号 草津市追分町９７６番地４７ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番１１号 草津市追分町９７６番地４８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番１２号 草津市追分町９７６番地５０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目９番１３号 草津市追分町９７６番地５１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１０番４号 草津市追分町１１２１番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１０番１２号 草津市追分町１１２４番地 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１０番１８号 草津市追分町１１３０番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１０番２４号 草津市追分町１１３１番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１０番２７号 草津市追分町１１３２番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１１番７号 草津市追分町９９８番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１１番１０号 草津市追分町１０８５番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１１番２３号 草津市追分町９９８番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１２番２号 草津市追分町９９７番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１２番５号 草津市追分町９９７番地２５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１２番１５号 草津市追分町丸尾１０００番１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１６番７号 草津市追分町９９１番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１６番８号 草津市追分町９９１番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１６番１２号 草津市追分町９９１番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１６番２１号 草津市追分町９９１番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１７番１５号 草津市追分町９５９番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１７番１７号 草津市追分町９５９番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１７番２０号 草津市追分町９５９番地６ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１８番８号 草津市追分町９５５番地１ 平成25年11月25日 第二菖蒲の郷
草津市追分南五丁目１９番４号 草津市追分町９８４番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１９番７号 草津市追分町９８８番地 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目１９番８号 草津市追分町９９０番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２０番１８号 草津市追分町８５８番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南五丁目２０番２１号 草津市追分町８５３番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１番６号 草津市追分町１５５９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１番１０号 草津市追分町１５４８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２番３号 草津市追分町１５５１番地１ 平成25年11月25日 シャイニング　ヒルズ
草津市追分南六丁目２番５号 草津市追分町１５５１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２番７号 草津市追分町１５５２番地 平成25年11月25日 Ｐｒｅｎｄｒｅかがやき
草津市追分南六丁目２番１０号 草津市追分町１５５３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２番１１号 草津市追分町１５５４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２番１５号 草津市追分町１５５５番地 平成25年11月25日 プリミエールかがやきの丘（Ｄ）

草津市追分南六丁目２番１６号 草津市追分町１５５６番地 平成25年11月25日 プリミエールかがやきの丘（Ｃ）

草津市追分南六丁目２番１７号 草津市追分町１５５７番地 平成25年11月25日 プリミエールかがやきの丘（Ｂ）

草津市追分南六丁目２番１８号 草津市追分町１５５８番地 平成25年11月25日 プリミエールかがやきの丘（Ａ）

草津市追分南六丁目２番２２号 草津市追分町１５６０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番２号 草津市追分町１５６１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番４号 草津市追分町１５６２番地 平成25年11月25日
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草津市追分南六丁目３番５号 草津市追分町１５６３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番６号 草津市追分町１５６４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番７号 草津市追分町１５６５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番８号 草津市追分町１５６６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番９号 草津市追分町１５６７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番１０号 草津市追分町１５６８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番１１号 草津市追分町１５６９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目３番１２号 草津市追分町１５７０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目４番１６号 草津市追分町１５７４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目４番１７号 草津市追分町１５７５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目４番１８号 草津市追分町１５７６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目４番１９号 草津市追分町１５７７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目４番２１号 草津市追分町１５７８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目４番２２号 草津市追分町１５７９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目４番２３号 草津市追分町１５８０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番３号 草津市追分町１５８５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番４号 草津市追分町１５８６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番５号 草津市追分町１５８７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番７号 草津市追分町１５８８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番９号 草津市追分町１５８９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番１０号 草津市追分町１５９０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番１１号 草津市追分町１５９１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番１２号 草津市追分町１５９２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番１３号 草津市追分町１５９３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番１６号 草津市追分町１５９５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目５番１８号 草津市追分町１５９６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番１号 草津市追分町１６１０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番３号 草津市追分町１６１１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番４号 草津市追分町１６１２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番６号 草津市追分町１６１３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番７号 草津市追分町１６１４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番８号 草津市追分町１６１５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番１０号 草津市追分町１６１６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番１２号 草津市追分町１６１７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番１５号 草津市追分町１６１８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番１７号 草津市追分町１６１９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番１８号 草津市追分町１６２０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番２０号 草津市追分町１６２１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番２１号 草津市追分町１６２２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番２３号 草津市追分町１６２３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目６番２４号 草津市追分町１６２４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番３号 草津市追分町１６４９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番５号 草津市追分町１６５０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番６号 草津市追分町１６５１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番７号 草津市追分町１６５２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番８号 草津市追分町１６５３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番９号 草津市追分町１６５４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番１０号 草津市追分町１６５５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番１１号 草津市追分町１６５６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番１２号 草津市追分町１６５７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番１６号 草津市追分町１６４０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番１８号 草津市追分町１６４１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番１９号 草津市追分町１６４２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番２０号 草津市追分町１６４３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番２１号 草津市追分町１６４４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番２２号 草津市追分町１６４５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番２３号 草津市追分町１６４６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番２４号 草津市追分町１６４７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目８番２６号 草津市追分町１６４８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番１号 草津市追分町１６２８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番４号 草津市追分町１６２９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番５号 草津市追分町１６３０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番７号 草津市追分町１６３２番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番８号 草津市追分町１６３３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番９号 草津市追分町１６３４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番１０号 草津市追分町１６３５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番１２号 草津市追分町１６３６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番１３号 草津市追分町１６３７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番１４号 草津市追分町１６３８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目９番１５号 草津市追分町１６３９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番３号 草津市追分町１６８９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番４号 草津市追分町１６９０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番５号 草津市追分町１６９１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番６号 草津市追分町１６９２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番７号 草津市追分町１６９３番地 平成25年11月25日
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草津市追分南六丁目１０番８号 草津市追分町１６９４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番９号 草津市追分町１６９５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番１０号 草津市追分町１６９６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番１１号 草津市追分町１６９７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番１２号 草津市追分町１６９８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番１４号 草津市追分町１６９９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１０番１５号 草津市追分町１７００番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番１号 草津市追分町１６７８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番２号 草津市追分町１６７９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番４号 草津市追分町１６８０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番６号 草津市追分町１６８１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番７号 草津市追分町１６８２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番８号 草津市追分町１６８３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番１１号 草津市追分町１６８４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番１３号 草津市追分町１６８５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番１５号 草津市追分町１６８６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番１６号 草津市追分町１６８７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１１番１８号 草津市追分町１６８８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番１号 草津市追分町１６６５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番２号 草津市追分町１６６６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番４号 草津市追分町１６６７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番５号 草津市追分町１６６８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番７号 草津市追分町１６６９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番８号 草津市追分町１６７０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番１０号 草津市追分町１６７１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番１３号 草津市追分町１６７２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番１５号 草津市追分町１６７３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番１６号 草津市追分町１６７４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番１８号 草津市追分町１６７５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番１９号 草津市追分町１６７６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１２番２１号 草津市追分町１６７７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１３番５号 草津市追分町１６６３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１３番７号 草津市追分町１６６４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１３番９号 草津市追分町１６６２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１３番１０号 草津市追分町１６６１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１３番１１号 草津市追分町１６６０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１３番１３号 草津市追分町１６５９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１３番１４号 草津市追分町１６５８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１４番１号 草津市追分町１７１４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１４番２号 草津市追分町１７１５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１４番３号 草津市追分町１７１６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１４番４号 草津市追分町１７１７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１４番８号 草津市追分町１８９８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番１号 草津市追分町１７２６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番３号 草津市追分町１７２７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番４号 草津市追分町１７２８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番６号 草津市追分町１７２９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番７号 草津市追分町１７３０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番８号 草津市追分町１７３１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番１０号 草津市追分町１７３２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番１１号 草津市追分町１７３３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番１４号 草津市追分町１７１８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番１６号 草津市追分町１７１９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番１７号 草津市追分町１７２０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番１９号 草津市追分町１７２１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番２０号 草津市追分町１７２２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番２２号 草津市追分町１７２３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番２３号 草津市追分町１７２４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１５番２５号 草津市追分町１７２５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番４号 草津市追分町１７４２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番６号 草津市追分町１７４３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番９号 草津市追分町１７４５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番１１号 草津市追分町１７３４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番１４号 草津市追分町１７３５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番１５号 草津市追分町１７３６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番１６号 草津市追分町１７３７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１６番１８号 草津市追分町１７３８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番１号 草津市追分町１７５２番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番２号 草津市追分町１７５３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番４号 草津市追分町１７５４番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番６号 草津市追分町１７５５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番７号 草津市追分町１７５６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番９号 草津市追分町１７５７番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番１２号 草津市追分町１７４６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番１４号 草津市追分町１７４７番地 平成25年11月25日
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草津市追分南六丁目１７番１５号 草津市追分町１７４８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番１７号 草津市追分町１７４９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番１９号 草津市追分町１７５０番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１７番２０号 草津市追分町１７５１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１９番１号 草津市追分町１１１９番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目１９番８号 草津市追分町１１１８番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２０番５号 草津市追分町１６０１番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２０番１０号 草津市追分町１０６３番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２０番１２号 草津市追分町１１２５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２０番１３号 草津市追分町１０６５番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２０番１７号 草津市追分町１０６６番地 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２１番４号 草津市追分町１０９２番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南六丁目２１番１０号 草津市追分町１０９１番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１番１号 草津市追分町１７８２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１番３号 草津市追分町１７８１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１番４号 草津市追分町１７８０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１番１５号 草津市追分町１７７６番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１番１６号 草津市追分町１７７６番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１番１７号 草津市追分町１７７５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番２号 草津市追分町１７９８番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３号 草津市追分町１７９７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番４号 草津市追分町１７９６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番５号 草津市追分町１７９５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番６号 草津市追分町１７９４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番７号 草津市追分町１７９３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番８号 草津市追分町１７９２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番９号 草津市追分町１７９１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番１０号 草津市追分町１７９０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番１１号 草津市追分町１７８９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番１２号 草津市追分町１７８８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番１３号 草津市追分町１７８７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番１４号 草津市追分町１７８６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番１６号 草津市追分町１７８５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番１７号 草津市追分町１７８４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番２３号 草津市追分町１８１２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番２４号 草津市追分町１８１１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番２６号 草津市追分町１８１０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番２７号 草津市追分町１８０９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番２８号 草津市追分町１８０８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番２９号 草津市追分町１８０７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３０号 草津市追分町１８０６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３３号 草津市追分町１８０４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３４号 草津市追分町１８０３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３５号 草津市追分町１８０２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３６号 草津市追分町１８０１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３７号 草津市追分町１８００番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番３９号 草津市追分町１７９９番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目２番４０号 草津市追分町１７９９番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目３番２号 草津市追分町１８１４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目３番３号 草津市追分町１８１５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目３番６号 草津市追分町１８１６番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目３番１４号 草津市追分町１８１８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目３番１５号 草津市追分町１８１９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目３番１６号 草津市追分町１８２０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目３番１８号 草津市追分町１８１３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番１号 草津市追分町１８２９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２号 草津市追分町１８２８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番５号 草津市追分町１８２６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番７号 草津市追分町１８２５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番８号 草津市追分町１８２４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番１０号 草津市追分町１８２３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番１１号 草津市追分町１８２２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番１４号 草津市追分町１８２１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番１５号 草津市追分町１８３８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番１８号 草津市追分町１８３７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２０号 草津市追分町１８３６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２１号 草津市追分町１８３５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２２号 草津市追分町１８３４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２４号 草津市追分町１８３３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２６号 草津市追分町１８３２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２７号 草津市追分町１８３１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目４番２９号 草津市追分町１８３０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番１号 草津市追分町１８３９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番３号 草津市追分町１８４０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番４号 草津市追分町１８４１番地 平成25年11月25日

25 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市追分南七丁目５番６号 草津市追分町１８４２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番７号 草津市追分町１８４３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番８号 草津市追分町１８４４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番１０号 草津市追分町１８４５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番１１号 草津市追分町１８４６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番１２号 草津市追分町１８４７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番１５号 草津市追分町１８４８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番１６号 草津市追分町１８４９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番１９号 草津市追分町１８５０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番２０号 草津市追分町１８５１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番２２号 草津市追分町１８５２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番２３号 草津市追分町１８５３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番２５号 草津市追分町１８５４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番２６号 草津市追分町１８５５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番２７号 草津市追分町１８５６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番２９号 草津市追分町１８５７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目５番３１号 草津市追分町１８５８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番１号 草津市追分町１８５９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番３号 草津市追分町１８６０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番４号 草津市追分町１８６１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番６号 草津市追分町１８６２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番７号 草津市追分町１８６３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番９号 草津市追分町１８６４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番１０号 草津市追分町１８６５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番１２号 草津市追分町１８６６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番１５号 草津市追分町１８６７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番１６号 草津市追分町１８６８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番１８号 草津市追分町１８６９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番２０号 草津市追分町１８７０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番２２号 草津市追分町１８７１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番２３号 草津市追分町１８７２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番２４号 草津市追分町１８７３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番２６号 草津市追分町１８７４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番２７号 草津市追分町１８７５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番２８号 草津市追分町１８７６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目６番３０号 草津市追分町１８７７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番１号 草津市追分町１８７８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番４号 草津市追分町１８８０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番５号 草津市追分町１８８１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番７号 草津市追分町１８８２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番８号 草津市追分町１８８３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番９号 草津市追分町１８８４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番１３号 草津市追分町１８８５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番１４号 草津市追分町１８８６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番１６号 草津市追分町１８８７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番１８号 草津市追分町１８８８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番１９号 草津市追分町１８８９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番２０号 草津市追分町１８９０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番２２号 草津市追分町１８９１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番２４号 草津市追分町１８９２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番２５号 草津市追分町１８９３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目７番２６号 草津市追分町１８９４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１号 草津市追分町１８９７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番２号 草津市追分町１８９６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番４号 草津市追分町１８９５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番８号 草津市追分町１９０７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１０号 草津市追分町１９０８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１１号 草津市追分町１９０９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１２号 草津市追分町１９１０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１３号 草津市追分町１９１１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１５号 草津市追分町１９１２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１６号 草津市追分町１９１３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１７号 草津市追分町１９１４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目８番１８号 草津市追分町１９１５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目９番４号 草津市追分町１９２２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目９番５号 草津市追分町１９２３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目９番８号 草津市追分町１９２４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目９番９号 草津市追分町１９２５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目９番１０号 草津市追分町１９２６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番３号 草津市追分町１９４５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番４号 草津市追分町１９４６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番５号 草津市追分町１９４７番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番８号 草津市追分町１９４９番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番９号 草津市追分町１９４９番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番１５号 草津市追分町１９３６番地 平成25年11月25日
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草津市追分南七丁目１０番１９号 草津市追分町１９３８番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番２１号 草津市追分町１９３８番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番２２号 草津市追分町１９３９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番２３号 草津市追分町１９４０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番２５号 草津市追分町１９４１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番２６号 草津市追分町１９４２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番２８号 草津市追分町１９４３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１０番３０号 草津市追分町１９４４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番１号 草津市追分町１９５８番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番３号 草津市追分町１９５９番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番４号 草津市追分町１９６０番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番６号 草津市追分町１９６１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番７号 草津市追分町１９６２番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番８号 草津市追分町１９６２番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番１０号 草津市追分町１９６３番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番１３号 草津市追分町１９６４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番１５号 草津市追分町１９５１番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番１７号 草津市追分町１９５２番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番１８号 草津市追分町１９５３番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番１９号 草津市追分町１９５３番地１ 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番２１号 草津市追分町１９５４番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番２２号 草津市追分町１９５５番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１１番２４号 草津市追分町１９５６番地 平成25年11月25日
草津市追分南七丁目１４番５号 草津市追分町１０２４番地 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目２番１３号 草津市追分町１００９番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番２号 草津市追分町１００８番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番４号 草津市追分町１００８番地７ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番５号 草津市追分町１００８番地８ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番６号 草津市追分町１００８番地９ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番８号 草津市追分町１００８番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番９号 草津市追分町１００８番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番１０号 草津市追分町１００８番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番１１号 草津市追分町１００８番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番１３号 草津市追分町１００８番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番１４号 草津市追分町１００８番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番１５号 草津市追分町１００８番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番１６号 草津市追分町１００８番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番２８号 草津市追分町１００９番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番３２号 草津市追分町１００９番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番３４号 草津市追分町１００９番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番３５号 草津市追分町１００９番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番３６号 草津市追分町１００９番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南八丁目３番３７号 草津市追分町１００９番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目１番１号 草津市追分町１００３番地 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目３番９号 草津市追分町９３４番地 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目３番１１号 草津市追分町９２２番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目４番３号 草津市追分町９０７番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目４番４号 草津市追分町９０７番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目４番５号 草津市追分町９０７番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目４番６号 草津市追分町９０７番地４８ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番３号 草津市追分町９０７番地５３ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番７号 草津市追分町９０７番地１０ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番８号 草津市追分町９０７番地５９ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番１２号 草津市追分町９０７番地１１ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番１３号 草津市追分町９０７番地１２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番１４号 草津市追分町９０７番地７６ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番１５号 草津市追分町９０７番地５２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番１６号 草津市追分町９０７番地１３ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目５番１７号 草津市追分町９０７番地１４ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１号 草津市追分町９０７番地３１ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番２号 草津市追分町９０７番地５５ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番３号 草津市追分町９０７番地８０ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番４号 草津市追分町９０７番地３０ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番６号 草津市追分町９０７番地２９ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１０号 草津市追分町９０７番地３６ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１３号 草津市追分町９０７番地６３ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１４号 草津市追分町９０７番地３５ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１５号 草津市追分町９０７番地３５ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１６号 草津市追分町９０７番地４９ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１８号 草津市追分町９０７番地７５ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番１９号 草津市追分町９０７番地３２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番２０号 草津市追分町９０７番地５４ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番２１号 草津市追分町９０７番地２７ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目６番２２号 草津市追分町９０７番地２６ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目７番１号 草津市追分町９０７番地２５ 平成25年11月25日
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草津市追分南九丁目７番３号 草津市追分町９０７番地６６ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目７番５号 草津市追分町９０７番地２２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目７番８号 草津市追分町９０７番地２３ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目７番１０号 草津市追分町９０７番地６１ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目７番１１号 草津市追分町９０７番地８１ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目７番１２号 草津市追分町９０７番地２４ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目７番１３号 草津市追分町９０７番地８２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番１号 草津市追分町９０７番地１８ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番２号 草津市追分町９０７番地５７ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番６号 草津市追分町９０７番地２１ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番７号 草津市追分町９０７番地６８ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番８号 草津市追分町９０７番地２０ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番９号 草津市追分町９０７番地１５ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番１０号 草津市追分町９０７番地７８ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番１１号 草津市追分町９０７番地７７ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番１２号 草津市追分町９０７番地１６ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番１３号 草津市追分町９０７番地６４ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目８番１４号 草津市追分町９０７番地１７ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番１号 草津市追分町９１６番地５ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番２号 草津市追分町９１６番地４ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番３号 草津市追分町９１６番地３ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番４号 草津市追分町９１６番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番８号 草津市追分町９０７番地４２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番９号 草津市追分町９０７番地５１ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番１１号 草津市追分町９０７番地４０ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番１２号 草津市追分町９０７番地３９ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番１３号 草津市追分町９０７番地３８ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目９番１４号 草津市追分町９０７番地３７ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目１１番１号 草津市追分町８９７番地２ 平成25年11月25日
草津市追分南九丁目１１番６号 草津市追分町８７０番地７ 平成25年11月25日
草津市東草津一丁目１番１５号 草津市草津町２９番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番２５号 草津市草津町２３番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番３２号 草津市草津町２０番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番３８号 草津市草津町２３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番４０号 草津市草津町２３番地の４ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番４１号 草津市草津町２３番地の７ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番４３号 草津市草津町２３番地の６ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番４４号 草津市草津町２３番地の２ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番４５号 草津市草津町２４番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番４９号 草津市草津町２８番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番５９号 草津市草津町５２番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目１番６５号 草津市草津町５５番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番５号 草津市草津町５０番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番７号 草津市草津町５０番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番１３号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番４１号 草津市草津町９７番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番４４号 草津市草津町９７番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番４８号 草津市草津町９６番地の７ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番５０号 草津市草津町９７番地の５ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番５２号 草津市草津町４０番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番５５号 草津市草津町４６番地の５ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目２番５６号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番２号 草津市草津町９３番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番５号 草津市草津町９１番地の４ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番６号 草津市草津町９１番地の３ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番７号 草津市草津町１２３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番１１号 草津市草津町１２３番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番１２号 草津市草津町１２３番地の４ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番１８号 草津市草津町１２２番地の２ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番２７号 草津市草津町１２９番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番５０号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番５３号 草津市草津町８６番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番５５号 草津市草津町９３番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目３番５６号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目４番５号 草津市草津町４７番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目４番１０号 草津市草津町２８８番地の３ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目５番３号 草津市草津町１１８２番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目６番１８号 草津市草津町４９０番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目６番４１号 草津市草津町１３３番地の３ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目６番４３号 草津市草津町５８番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番４号 草津市草津町１００番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番６号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番８号 草津市草津町２２番地の２ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番９号 草津市草津町２１番地の１ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番１０号 草津市草津町２１番地の３ 昭和40年4月1日
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草津市東草津一丁目７番１１号 草津市草津町２０番地の３ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番１５号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番２７号 草津市草津町１３９番地の３ 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番３４号 草津市草津町４６番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番４１号 草津市草津町１４２番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番４３号 草津市草津町１４２番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番４４号 草津市草津町１０２番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番４５号 草津市草津町１４２番地 昭和40年4月1日
草津市東草津一丁目７番４６号 草津市草津町１４２番地 昭和40年4月1日
草津市東草津二丁目１番４１号 草津市草津町３２１番地の２ 昭和40年4月1日
草津市東草津二丁目１番４５号 草津市草津町３０９番地の３ 昭和40年4月1日
草津市東草津二丁目３番３８号 草津市草津町５８４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市東草津二丁目３番４８号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津二丁目３番５７号 草津市草津町５９４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市東草津二丁目５番３２号 草津市追分町４２番地の３ 昭和40年4月1日
草津市東草津二丁目６番１－３２号 草津市東草津二丁目２７０番地の２２ 昭和52年8月1日
草津市東草津二丁目８番１号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東草津三丁目２番１６号 草津市草津町１４７番地の９ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２番１９号 草津市草津町１４７番地の１０ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２番２０号 草津市草津町１４７番地の１３ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２番２１号 草津市草津町１４７番地の１１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２番２８号 草津市草津町１４６番地の６ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番６号 草津市草津町１５０番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番１２号 草津市草津町１５１番地の２０ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番１４号 草津市草津町１５１番地の１９ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番１５号 草津市草津町１５１番地の１７ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番１７号 草津市草津町１５１番地の１０ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番１９号 草津市草津町１５１番地の９ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番２０号 草津市草津町１５１番地の８ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番２１号 草津市草津町１５１番地の６ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番２２号 草津市草津町１５２番地 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番２５号 草津市草津町１５１番地の１４ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目３番２７号 草津市草津町１５１番地の３ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目４番６号 草津市草津町１５３番地の５ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目５番１０号 草津市草津町１５９番地 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目５番２５号 草津市草津町１６３番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目５番２７号 草津市草津町１６３番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目５番２８号 草津市草津町１６０番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目６番２６号 草津市草津町１６４番地の３ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目８番１８号 草津市草津町２３３番地の４ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目８番１９号 草津市草津町２３４番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目８番２０号 草津市草津町２３３番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１４番２号 草津市草津町２０１番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１４番５号 草津市草津町２０１番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１４番９号 草津市草津町２０１番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１４番１３号 草津市草津町２０１番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１５番５号 草津市草津町２０１番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１５番８号 草津市草津町２０１番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１５番１４号 草津市草津町２０１番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１６番１９号 草津市草津町２０１番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１６番２１号 草津市草津町２０１番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１７番３号 草津市草津町１９６番地の４ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１７番６号 草津市草津町１９６番地の５ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１７番８号 草津市草津町２０４番地 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番１号 草津市草津町１９０番地の４ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番４号 草津市草津町１９０番地の３ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番８号 草津市草津町１９０番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番１０号 草津市草津町１９０番地の９ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番１１号 草津市草津町１９０番地の６ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番２２号 草津市草津町１９２番地の１ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番２４号 草津市草津町１９２番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目１８番３０号 草津市草津町１９３番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２１番１４号 草津市草津町１８２番地 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２２番１４号 草津市草津町１７８番地 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２２番３２号 草津市草津町１４９番地 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２３番９号 草津市草津町１番地 昭和52年8月1日
草津市東草津三丁目２３番１１号 草津市草津町１番地 昭和52年8月1日
草津市東草津四丁目１番１８号 草津市草津町６８４番地 昭和52年8月1日
草津市東草津四丁目３番２７号 草津市草津町６９０番地 昭和52年8月1日
草津市東草津四丁目４番４３号 草津市草津町６８６番地の２ 昭和52年8月1日
草津市東草津四丁目４番４４号 草津市草津町６８６番地の２ 昭和52年8月1日
草津市草津一丁目１番１０号 草津市草津町１２４８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１番１４号 草津市草津町１２４３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１番１５号 草津市草津町１２４３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１番２２号 草津市草津町１２３９番地 昭和40年4月1日
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草津市草津一丁目２番２号 草津市草津町１２０８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番３号 草津市草津町１２１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番５号 草津市草津町１２２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番６号 草津市草津町１２２２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番７号 草津市草津町１２３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番８号 草津市草津町１２３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番１４号 草津市草津町１２３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番１５号 草津市草津町１２３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番１６号 草津市草津町１２３２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番１７号 草津市草津町１２３４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２番１８号 草津市草津町１１３４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番１号 草津市草津町１１８１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番２号 草津市草津町１１８２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番３号 草津市草津町１１８７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番４号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番５号 草津市草津町１１９１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番６号 草津市草津町１１９１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番７号 草津市草津町１１９５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番８号 草津市草津町１１９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番９号 草津市草津町１１９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番１０号 草津市草津町１１９９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番１２号 草津市草津町１２００番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番１３号 草津市草津町１２００番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番１４号 草津市草津町１２０５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目３番１５号 草津市草津一丁目１７２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番３号 草津市草津町１２０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番４号 草津市草津町１１９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番５号 草津市草津町１１９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番６号 草津市草津町１１９７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番９号 草津市草津町１１９８番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１０号 草津市草津町１１４４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１１号 草津市草津町１１４４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１２号 草津市草津町１１４４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１４号 草津市草津町１１５４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１５号 草津市草津町１１９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１７号 草津市草津町１１９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１８号 草津市草津町１２２９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番１９号 草津市草津町１１４４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番２０号 草津市草津町１１４４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番２１号 草津市草津町１１４４番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番２２号 草津市草津町１２２７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番２３号 草津市草津町１２２７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番２７号 草津市草津町１２２９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番２８号 草津市草津町１２２７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番２９号 草津市草津町１２２４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番３０号 草津市草津町１２２０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目４番３３号 草津市草津町１２０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番６号 草津市草津町１１５０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番７号 草津市草津町１１６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番８号 草津市草津町１１５４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番９号 草津市草津町１１５４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番１０号 草津市草津町１１５５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番１２号 草津市草津町１１５２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番２４号 草津市草津町１１５０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番２５号 草津市草津町１１４９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目５番２６号 草津市草津町１１５０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番２号 草津市草津町１１９３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番３号 草津市草津町１１９０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番４号 草津市草津町１１９０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番５号 草津市草津町１１８９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番６号 草津市草津町１１８５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番７号 草津市草津町１１８３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番８号 草津市草津町１１８０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番９号 草津市草津町１１７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番１３号 草津市草津町１１６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番１４号 草津市草津町１１６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番１６号 草津市草津町１１６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番１７号 草津市草津町１１８３番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番１８号 草津市草津町１１８９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番２０号 草津市草津町１１９０番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番２２号 草津市草津町１１９３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番２３号 草津市草津町１１９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目６番２４号 草津市草津町１１９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１号 草津市草津町４４７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番２号 草津市草津町４４８番地 昭和40年4月1日
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草津市草津一丁目７番３号 草津市草津町４４８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番６号 草津市草津町４４７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番７号 草津市草津町４５１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番８号 草津市草津町４５２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番９号 草津市草津町４５６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１０号 草津市草津町４５７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１１号 草津市草津町４５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１２号 草津市草津町４６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１３号 草津市草津一丁目９５３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１５号 草津市草津町４６４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１６号 草津市草津町４６５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１７号 草津市草津町４６６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１８号 草津市草津町１１７２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番１９号 草津市草津町１１７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番２０号 草津市草津町１１７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番２１号 草津市草津町１１７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番２２号 草津市草津町１１７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番２４号 草津市草津町１１７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目７番２５号 草津市草津町１１７８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１号 草津市草津町１１６４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２号 草津市草津町１１４９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番３号 草津市草津町１１６６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番４号 草津市草津町１１６７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番５号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番７号 草津市草津町１１７１番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番８号 草津市草津町４６７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番９号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１０号 草津市草津町４７１番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１１号 草津市草津町４７１番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１２号 草津市草津町４７２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１３号 草津市草津町４７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１４号 草津市草津町４７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１５号 草津市草津町４７６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番１９号 草津市草津町４７６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２０号 草津市草津町４７８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２１号 草津市草津町４７４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２３号 草津市草津町４７９番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２４号 草津市草津町４７９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２５号 草津市草津町４７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２６号 草津市草津町４８５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２７号 草津市草津町４９０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番２９号 草津市草津町４８７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番３０号 草津市草津町４８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番３１号 草津市草津町１１７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番３５号 草津市草津町４９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番３６号 草津市草津町４９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番３８号 草津市草津町１１５７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番３９号 草津市草津町１１６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番４０号 草津市草津町１１６５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番４３号 草津市草津町１１８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番４４号 草津市草津町１１６３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目８番４６号 草津市草津町１１６４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番７号 草津市草津町４９０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番９号 草津市草津町４９０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番１０号 草津市草津町４８５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番１２号 草津市草津町４８０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番１３号 草津市草津町４８０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番１５号 草津市草津町４８０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番２１号 草津市草津町４８２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目９番２７号 草津市草津町４９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番４号 草津市草津町３７７番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番５号 草津市草津町３７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番９号 草津市草津町３８０番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番１０号 草津市草津町３８０番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番１２号 草津市草津町３８０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番２２号 草津市草津町３７８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番２５号 草津市草津町７３５番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番２９号 草津市草津町４７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番３０号 草津市草津町４７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１０番３１号 草津市草津町４７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番１号 草津市草津町３９５番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番３号 草津市草津町３９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番４号 草津市草津町３８８番地の６ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番５号 草津市草津町３８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番６号 草津市草津町３８８番地 昭和40年4月1日
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草津市草津一丁目１１番７号 草津市草津町３８９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番８号 草津市草津町３８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番９号 草津市草津町３８８番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番１２号 草津市草津町３８８番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番１５号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番１８号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番２２号 草津市草津町３８８番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番２７号 草津市草津町３９５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１１番２９号 草津市草津町３９５番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１号 草津市草津町３９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番２号 草津市草津町３９９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番３号 草津市草津町４００番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番５号 草津市草津町４０１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番６号 草津市草津町４０１番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番７号 草津市草津町４０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番８号 草津市草津町４０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番９号 草津市草津町４３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１０号 草津市草津町４３２番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１２号 草津市草津町４７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１４号 草津市草津町４０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１５号 草津市草津町４０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１６号 草津市草津町４０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１７号 草津市草津町４０３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番１８号 草津市草津町４０３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番２０号 草津市草津町４０３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番２１号 草津市草津町４０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番２２号 草津市草津町３８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番２３号 草津市草津町３２６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１２番３０号 草津市草津町４６８番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番２号 草津市草津町４２７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番３号 草津市草津町４２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番５号 草津市草津町４３０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番６号 草津市草津町４３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番８号 草津市草津町４３２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番９号 草津市草津町４３２番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番１０号 草津市草津町４３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番１３号 草津市草津町４３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番１４号 草津市草津町４４０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番１５号 草津市草津町４４０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番１６号 草津市草津町４３２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番１７号 草津市草津町４４２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番１８号 草津市草津町４４６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番２２号 草津市草津町４５０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１３番２３号 草津市草津町４４５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番２号 草津市草津町４３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番３号 草津市草津町４１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番５号 草津市草津町４１３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番６号 草津市草津町４１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番７号 草津市草津町４２２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番８号 草津市草津町４２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番９号 草津市草津町４２２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番１０号 草津市草津町４２４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番１２号 草津市草津町４２４番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番１４号 草津市草津町４２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番１７号 草津市草津町４１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番１８号 草津市草津町４２０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番１９号 草津市草津町４２０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番２０号 草津市草津町４１６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番２１号 草津市草津町４１５番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番２２号 草津市草津町４１２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１４番２５号 草津市草津町４０８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番５号 草津市草津町５２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番９号 草津市草津町６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番１０号 草津市草津町５７番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番１１号 草津市草津町５８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番１４号 草津市草津町５８番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番１９号 草津市草津町６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番２０号 草津市草津町６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番２１号 草津市草津町５９番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番２３号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１５番２４号 草津市草津町５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番１号 草津市草津町４１０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番５号 草津市草津町４２２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番６号 草津市草津町４１９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番７号 草津市草津町４１９番地 昭和40年4月1日
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草津市草津一丁目１６番８号 草津市草津町４１９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番９号 草津市草津町６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番１２号 草津市草津町６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番１３号 草津市草津町６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番１５号 草津市草津町４６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１６番１８号 草津市草津町１４３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１７番６号 草津市草津町４３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１７番１１号 草津市草津町９４番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１７番１６号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１７番２３号 草津市草津町１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番１３号 草津市草津町６２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番１４号 草津市草津町７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番１６号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番１９号 草津市草津町７２番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番２０号 草津市草津町７３番地の１０ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番２２号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番２３号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番２４号 草津市草津町７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番２６号 草津市草津町７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番２７号 草津市草津町７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１８番２８号 草津市草津町６３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番１６号 草津市草津町７３番地の１１ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番１８号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番１９号 草津市草津町７３番地の９ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番２０号 草津市草津町７３番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番２１号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番２２号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番２３号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番２４号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目１９番２７号 草津市草津町７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番１号 草津市草津町７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番２号 草津市草津町７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番３号 草津市草津町７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番４号 草津市草津町７９番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番５号 草津市草津町７９番地の１４ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番６号 草津市草津町７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番８号 草津市草津町７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番９号 草津市草津町９４番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番１４号 草津市草津町９４番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番２１号 草津市草津町８６番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番２７号 草津市草津町７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番３４号 草津市草津町８１番地の１２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番３５号 草津市草津町８１番地の１２ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番３９号 草津市草津町８１番地の１３ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番４１号 草津市草津町８１番地の１４ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番４３号 草津市草津町７９番地の１６ 昭和40年4月1日
草津市草津一丁目２０番４５号 草津市草津町７９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番５号 草津市草津町１１１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番６号 草津市草津町１３９９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番７号 草津市草津町１１１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番８号 草津市草津町１１１９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番１０号 草津市草津町１４０１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番１１号 草津市草津町１４０１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番１３号 草津市草津町１４０３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番１９号 草津市草津町１３８９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番２０号 草津市草津町１３９７番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番２１号 草津市草津町１３９７番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１番２２号 草津市草津町１３９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番３号 草津市草津町１３９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番４号 草津市草津町１３９７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番６号 草津市草津町１３９７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番８号 草津市草津町１１３０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番９号 草津市草津町１３８９番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番１１号 草津市草津町１４０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番１２号 草津市草津町１３９３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番１３号 草津市草津町１０７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番１４号 草津市草津町１１３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番１６号 草津市草津町１４０８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目２番１７号 草津市草津町１３８４番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番５号 草津市草津町１４１１番地の８ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番６号 草津市草津町１４１４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番７号 草津市草津町１４１２番地の９ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番８号 草津市草津町１４１１番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番９号 草津市草津町１１０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番１１号 草津市草津町１４０９番地 昭和40年4月1日
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草津市草津二丁目３番１２号 草津市草津町１４０９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番１３号 草津市草津町１４１２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番１５号 草津市草津町１４１５番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番１７号 草津市草津町１４１５番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番１８号 草津市草津町１４１５番地の８ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番１９号 草津市草津町１４１６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番２０号 草津市草津町１４１７番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目３番２１号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１号 草津市草津町１０７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番３号 草津市草津町１０７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番４号 草津市草津町１０７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番５号 草津市草津町１０７６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番６号 草津市草津町１０８５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番７号 草津市草津町１０８２番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番８号 草津市草津町１０８４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１１号 草津市草津町１０８５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１２号 草津市草津町１０８４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１３号 草津市草津町１０８３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１４号 草津市草津町１０７０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１５号 草津市草津町１０７２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１６号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１７号 草津市草津町１０６７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１８号 草津市草津町１０６４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番１９号 草津市草津町１０５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番２０号 草津市草津町１０５７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番２１号 草津市草津町１０５７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番２８号 草津市草津町１０２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番３２号 草津市草津町１０１９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番３５号 草津市草津町１０１８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番３６号 草津市草津町１０１８番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番３７号 草津市草津町１０１８番地の６ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番３９号 草津市草津町１０２１番地の８ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番４０号 草津市草津町１０６５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番４１号 草津市草津町１０７４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番４３号 草津市草津町１０７４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目４番４４号 草津市草津町１０７６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番３号 草津市草津町１１３０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番４号 草津市草津町１１３２番地の８ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番５号 草津市草津町１１３２番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番７号 草津市草津町１１３０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番１１号 草津市草津町１１２７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番１２号 草津市草津町１１２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番１３号 草津市草津町１１１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番１５号 草津市草津町１１１７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番１６号 草津市草津町１１１８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番１７号 草津市草津町１１００番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番１９号 草津市草津町１１０９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番２０号 草津市草津町１１１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番２２号 草津市草津町１１１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番２４号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番２５号 草津市草津町１１１０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番２６号 草津市草津町１１１０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番２８号 草津市草津町１１１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番２９号 草津市草津町１１１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番３０号 草津市草津町１１１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番３１号 草津市草津町１０７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番３２号 草津市草津町１１１３番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目５番３４号 草津市草津町１１３２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番４３号 草津市草津町７０３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番１号 草津市草津町１１３４番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番２号 草津市草津町１１３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番５号 草津市草津町１１３５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番６号 草津市草津町１１３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番７号 草津市草津町１１３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番８号 草津市草津町１１３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番１１号 草津市草津町１１３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番１２号 草津市草津町１１３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番２１号 草津市草津町１１３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目６番２３号 草津市草津町１４０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番４号 草津市草津町１１４１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番５号 草津市草津町１１４１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番６号 草津市草津町１１４３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番１２号 草津市草津町１１０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番１４号 草津市草津町１１０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番１８号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
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草津市草津二丁目７番１９号 草津市草津町１１００番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番２０号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番２１号 草津市草津町１１００番地の５２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番２２号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番２５号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番２６号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番２９号 草津市草津町１１１０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番３０号 草津市草津町１１２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番３１号 草津市草津町１１２６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番３２号 草津市草津町１１２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番３３号 草津市草津町１１２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目７番３４号 草津市草津町１１４０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番３号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番４号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番５号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番６号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番７号 草津市草津町１１００番地の２５ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番８号 草津市草津町１１１０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番９号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番１１号 草津市草津町１１００番地の３０ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番１４号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番１５号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番１９号 草津市草津町１１０７番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番２０号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番２１号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番２５号 草津市草津町１１００番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目８番２６号 草津市草津町１１００番地の１９ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番１号 草津市草津町１０９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番２号 草津市草津町１０９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番３号 草津市草津町１０８９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番４号 草津市草津町１０９９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番５号 草津市草津町１０４９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番１１号 草津市草津町１０９０番地の６ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番１３号 草津市草津町１０９８番地の９ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番１５号 草津市草津町１０９７番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番１７号 草津市草津町１０９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番１８号 草津市草津町１０６９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番１９号 草津市草津町１０９６番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番２０号 草津市草津町１０９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目９番２１号 草津市草津町１０９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番３号 草津市草津町１０８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番４号 草津市草津町１０８０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番５号 草津市草津町１０８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番６号 草津市草津町１０９０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番７号 草津市草津町１０９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番９号 草津市草津町１０９７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番１１号 草津市草津町１２２０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番１２号 草津市草津町１０８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番１３号 草津市草津町１０８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番１４号 草津市草津町１０８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番２１号 草津市草津町１０６８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番２２号 草津市草津町１０６９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番２３号 草津市草津町１０８０番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番２４号 草津市草津町１０８１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番２５号 草津市草津町１０８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番２６号 草津市草津町１０８８番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１０番２７号 草津市草津町１０９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番４号 草津市草津町１０６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番７号 草津市草津町１０９５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番９号 草津市草津町１０４９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番１０号 草津市草津町１０９７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番１２号 草津市草津町１０４８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番１３号 草津市草津町１０４９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番１７号 草津市草津町１０４４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番１８号 草津市草津町１０４５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番１９号 草津市草津町１０４６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２０号 草津市草津町１０５０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２１号 草津市草津町１０５３番地の９ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２２号 草津市草津町１０５３番地の８ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２３号 草津市草津町１０５３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２４号 草津市草津町１０５３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２７号 草津市草津町１０５３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２８号 草津市草津町１０５３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番２９号 草津市草津町１０６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１１番３０号 草津市草津町１０６０番地 昭和40年4月1日
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草津市草津二丁目１２番３号 草津市草津町５３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番６号 草津市草津町５２４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番７号 草津市草津町５２３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番８号 草津市草津町５２３番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番１０号 草津市草津町５２６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番１１号 草津市草津町５２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番１３号 草津市草津町５２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番１４号 草津市草津町５２９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番１５号 草津市草津町５３８番地の１０ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番１６号 草津市草津町５４１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番１７号 草津市草津町４４４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番２０号 草津市草津町５４３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番２５号 草津市草津町５４３番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番２６号 草津市草津町５４４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番２７号 草津市草津町５５０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番２９号 草津市草津町５５０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番３０号 草津市草津町５５０番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番３１号 草津市草津町５４９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番３２号 草津市草津町５４８番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番３４号 草津市草津町５４７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１２番３６号 草津市草津町５３４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番３号 草津市草津町５１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番９号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番１４号 草津市草津町５０８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番１５号 草津市草津町５０６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番１９号 草津市草津町５２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番２０号 草津市草津町５２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番２３号 草津市草津町５１９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番２４号 草津市草津町５０６番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番２７号 草津市草津町５１６番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番２８号 草津市草津町５１６番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番２９号 草津市草津町５１４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番３０号 草津市草津町５０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番３１号 草津市草津町５１３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番３２号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番３３号 草津市草津町５１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１３番３４号 草津市草津町５１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番１９号 草津市草津町５０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番２０号 草津市草津町５０２番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番２２号 草津市草津町５０２番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番２６号 草津市草津町５０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番２７号 草津市草津町５０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番２８号 草津市草津町５０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番２９号 草津市草津町５０５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番３２号 草津市草津町５０５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番３３号 草津市草津町５０５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番３４号 草津市草津町５０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番３５号 草津市草津町５０１番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１４番３９号 草津市草津町４９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番２号 草津市草津町３５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番３号 草津市草津町３６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番４号 草津市草津町３６１番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番７号 草津市草津町３６２番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番８号 草津市草津町３６２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番１１号 草津市草津町３６５番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番１３号 草津市草津町３４８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番１４号 草津市草津町７０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番２４号 草津市草津町３３９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番２５号 草津市草津町６３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番２６号 草津市草津町３３６番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番２７号 草津市草津町３３６番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番２９号 草津市草津町３３９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番３０号 草津市草津町３３９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番３４号 草津市草津町３３９番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番３９号 草津市草津町５６７番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１５番４０号 草津市草津町３５７番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番８号 草津市草津町３３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番２１号 草津市草津町３３０番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番２３号 草津市草津町３３０番地の６ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番２５号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番２６号 草津市草津町３２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番２８号 草津市草津町３７６番地の６ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番２９号 草津市草津町３６８番地の６ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番３１号 草津市草津町３６８番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番３６号 草津市草津町３７１番地の９ 昭和40年4月1日
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草津市草津二丁目１６番３７号 草津市草津町３７４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番４７号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番４９号 草津市草津町３７２番地 昭和40年4月1日
草津市草津二丁目１６番５０号 草津市草津町３７２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番２号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番３号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番４号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番５号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番６号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番７号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番８号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番９号 草津市草津町１６０２番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１０号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１１号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１２号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１４号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１５号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１６号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１７号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１８号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番１９号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１番２０号 草津市草津町１６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番６号 草津市草津町１６０６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番７号 草津市草津町９３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番８号 草津市草津町１６０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番９号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番１０号 草津市草津町１６０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番１１号 草津市草津町１６０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番１２号 草津市草津町１６０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番１３号 草津市草津町１６０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番１４号 草津市草津町１６０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目２番１５号 草津市草津町１６０７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番４号 草津市草津町１７１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番６号 草津市草津町１７１７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番７号 草津市草津町１７１７番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番９号 草津市草津町１７１４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番１０号 草津市草津町１７１８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番１１号 草津市草津町１７１９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番１５号 草津市草津町１７２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番１７号 草津市草津町１７２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目３番１８号 草津市草津町１７１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２号 草津市草津町９０５番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番３号 草津市草津町９０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番５号 草津市草津町９００番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番６号 草津市草津町９００番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番９号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番１２号 草津市草津町８９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番１３号 草津市草津町８９２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番１４号 草津市草津町８９３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番１５号 草津市草津町８９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番１６号 草津市草津町８８７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番１８号 草津市草津町８８９番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２０号 草津市草津町８８７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２１号 草津市草津町８０８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２２号 草津市草津町８８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２３号 草津市草津町９０１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２４号 草津市草津町９０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２５号 草津市草津町９０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２６号 草津市草津町９０２番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２７号 草津市草津町９０３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目４番２８号 草津市草津町１７２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番３号 草津市草津町９３９番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番５号 草津市草津町９３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番６号 草津市草津町９３８番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番７号 草津市草津町９３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番９号 草津市草津町９２４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番１３号 草津市草津町９２４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番１４号 草津市草津町９２２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番１５号 草津市草津町９２１番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番１６号 草津市草津町９１７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番１７号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番２０号 草津市草津町９１３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番２４号 草津市草津町９１０番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目５番２９号 草津市草津町９０８番地 昭和40年4月1日
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草津市草津三丁目５番３２号 草津市草津町９０７番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番６号 草津市草津町９４５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番７号 草津市草津町９４７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番８号 草津市草津町９４７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番９号 草津市草津町９４９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番１０号 草津市草津町９４９番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番１４号 草津市草津町９４２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番１５号 草津市草津町９４１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目６番１９号 草津市草津町９４５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番１号 草津市草津町９６８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番２号 草津市草津町９６８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番３号 草津市草津町９６７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番４号 草津市草津町９７０番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番８号 草津市草津町９６８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番９号 草津市草津町９６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番１０号 草津市草津町９７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番１１号 草津市草津町９７４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番１２号 草津市草津町９６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番１３号 草津市草津町９６３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番１５号 草津市草津町９５４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番２０号 草津市草津町９３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番２６号 草津市草津町９６３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目７番２８号 草津市草津町９６４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番２号 草津市草津町１０１４番地の２８ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番４号 草津市草津町１０１４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番５号 草津市草津町１０１４番地の１３ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番７号 草津市草津町１０１４番地の３０ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番８号 草津市草津町１０１４番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番１０号 草津市草津町１０１４番地の２７ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番１３号 草津市草津町９６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番１４号 草津市草津町１０１４番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目８番１５号 草津市草津町１０１４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番１号 草津市草津町１０１８番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番２号 草津市草津町１０１８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番６号 草津市草津町１０２６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番７号 草津市草津町１０２１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番１４号 草津市草津町１０３５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番１５号 草津市草津町１０３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番１６号 草津市草津町１０３０番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番１７号 草津市草津町１０３２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番１８号 草津市草津町１０２６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番１９号 草津市草津町１０２６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番２０号 草津市草津町１０２７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番２１号 草津市草津町１００９番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番２２号 草津市草津町１０１３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番２３号 草津市草津町９９１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番２４号 草津市草津町９９１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番２５号 草津市草津町９８７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番３０号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番３６号 草津市草津町１０１４番地の２１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番３７号 草津市草津町１０１４番地の３１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番３８号 草津市草津町１０１４番地の３２ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番３９号 草津市草津町１０１４番地の３３ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番４３号 草津市草津町１０１４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番４５号 草津市草津町１０１７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番４６号 草津市草津町１０１７番地の６ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目９番４７号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番４号 草津市草津町１０３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番５号 草津市草津町１０３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番６号 草津市草津町１０４０番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番７号 草津市草津町１０９０番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番８号 草津市草津町１０４２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番９号 草津市草津町１０４３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番１１号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番１６号 草津市草津町１００１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番１７号 草津市草津町１００１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番１８号 草津市草津町１０００番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番１９号 草津市草津町９９６番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番２０号 草津市草津町９９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番２４号 草津市草津町９８５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番３７号 草津市草津町９８７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番３８号 草津市草津町１０１２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番３９号 草津市草津町１０１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番４０号 草津市草津町１０１０番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番４１号 草津市草津町１００５番地 昭和40年4月1日
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草津市草津三丁目１０番４４号 草津市草津町１０２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番４５号 草津市草津町１０３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番４６号 草津市草津町１０３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１０番４７号 草津市草津町１０３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番１６号 草津市草津町９７８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番１９号 草津市草津町９２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番２７号 草津市草津町９２８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番２８号 草津市草津町８８２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番２９号 草津市草津町９３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３０号 草津市草津町９３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３３号 草津市草津町８７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３４号 草津市草津町９５５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３５号 草津市草津町９５７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３６号 草津市草津町９５５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３７号 草津市草津町９７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３８号 草津市草津町９４７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番３９号 草津市草津町９７６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１１番４０号 草津市草津町９８１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３号 草津市草津町９２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番７号 草津市草津町８７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番９号 草津市草津町９２９番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番１２号 草津市草津町８７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番１４号 草津市草津町８７８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番１５号 草津市草津町８７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番１６号 草津市草津町８７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番１７号 草津市草津町８７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２０号 草津市草津町８７４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２１号 草津市草津町８８２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２２号 草津市草津町８８２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２３号 草津市草津町８８１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２４号 草津市草津町８８２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２５号 草津市草津町８８２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２６号 草津市草津町８３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２８号 草津市草津町８８４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番２９号 草津市草津町８９５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３０号 草津市草津町８９５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３１号 草津市草津町８９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３２号 草津市草津町８９７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３３号 草津市草津町９１４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３４号 草津市草津町９１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３５号 草津市草津町９２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３６号 草津市草津町９２５番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３７号 草津市草津町９２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１２番３８号 草津市草津町９２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番２号 草津市草津町５５１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番３号 草津市草津町５５２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番４号 草津市草津町５６８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番５号 草津市草津町５６８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番６号 草津市草津町５５５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番７号 草津市草津町５６９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番８号 草津市草津町５６９番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番９号 草津市草津町５６９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番１０号 草津市草津町５６９番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番１１号 草津市草津町５７３番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番１２号 草津市草津町５７３番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番１３号 草津市草津町５７０番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番１４号 草津市草津町５７０番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番１５号 草津市草津町５７０番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番１７号 草津市草津町５７１番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番３３号 草津市草津町５７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番３５号 草津市草津町５７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番３６号 草津市草津町５７５番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番４４号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番４５号 草津市草津町５７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番４７号 草津市草津町５７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番５０号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番５１号 草津市草津町５７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番５２号 草津市草津町５７６番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番５５号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番６５号 草津市草津町５７２番地の９ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番６９号 草津市草津町５７２番地の１１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番７２号 草津市草津町５７２番地の１３ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番８１号 草津市草津町５６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番８４号 草津市草津町５５２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１３番８５号 草津市草津町５５２番地 昭和40年4月1日
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草津市草津三丁目１４番５号 草津市草津町６０４番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番２５号 草津市草津町６１６番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番４０号 草津市草津町５９１番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番４６号 草津市草津町５８８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番４７号 草津市草津町５４２番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番４８号 草津市草津町５４１番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番６２号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番６３号 草津市草津町５７８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番６４号 草津市草津町５７８番地 昭和40年4月1日
草津市草津三丁目１４番６５号 草津市草津町５７９番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目１番３号 草津市草津町８４７番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目１番６号 草津市草津町８４８番地の１４ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目１番７号 草津市草津町８５１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目１番８号 草津市草津町８４１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目１番１４号 草津市草津町８４８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目１番１８号 草津市草津町８４８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目１番４５号 草津市草津町８５８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番２３号 草津市草津町８３５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番２４号 草津市草津町８３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番２５号 草津市草津町８１３番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番２８号 草津市草津町８３５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番２９号 草津市草津町８３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番３０号 草津市草津町８３５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番３２号 草津市草津町８１１番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番３３号 草津市草津町８１１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番３６号 草津市草津町１７６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目２番３７号 草津市草津町１７６１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番３号 草津市草津町１７６６番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番４号 草津市草津町１７６６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番５号 草津市草津町１７６６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番６号 草津市草津町１７６６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番７号 草津市草津町１７６４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番１０号 草津市草津町１７６２番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番１３号 草津市草津町８３６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番１７号 草津市草津町８０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番２４号 草津市草津町８１５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番２５号 草津市草津町８１６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番２６号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番２８号 草津市草津町８１８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番２９号 草津市草津町８０２番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番３０号 草津市草津町７９８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番３１号 草津市草津町７９７番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目３番３２号 草津市草津町７９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番２号 草津市草津町８３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番７号 草津市草津町８３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番８号 草津市草津町８３１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番９号 草津市草津町８４１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番１０号 草津市草津町８３０番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番１１号 草津市草津町８２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番１３号 草津市草津町８２５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番１４号 草津市草津町８２４番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番２２号 草津市草津町７９５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番２５号 草津市草津町７９４番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番２６号 草津市草津町７９５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番２７号 草津市草津町８１９番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番３０号 草津市草津町８２０番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番３３号 草津市草津町８３２番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番３４号 草津市草津町８３３番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目４番３５号 草津市草津町８３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番２号 草津市草津町８７３番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番３号 草津市草津町８７２番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番５号 草津市草津町８６１番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番６号 草津市草津町７５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番７号 草津市草津町８４２番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番９号 草津市草津町８３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１１号 草津市草津町８３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１２号 草津市草津町８３７番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１３号 草津市草津町８３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１４号 草津市草津町８３８番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１６号 草津市草津町８４０番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１７号 草津市草津町８４２番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１８号 草津市草津町８４５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番１９号 草津市草津町８４５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番２１号 草津市草津町８６６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目５番２３号 草津市草津町８６７番地 昭和40年4月1日
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草津市草津四丁目６番２号 草津市草津町７５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番７号 草津市草津町７５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番２３号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番３３号 草津市草津町７６８番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番３４号 草津市草津町７６６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番３５号 草津市草津町７６５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番３６号 草津市草津町７６５番地の１ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番３８号 草津市草津町７６０番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目６番３９号 草津市草津町７５９番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番１号 草津市草津町７７６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番３号 草津市草津町７７４番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番４号 草津市草津町７７４番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番６号 草津市草津町７７７番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番２２号 草津市草津町７２３番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番３５号 草津市草津町７１４番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番４０号 草津市草津町７１４番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番６０号 草津市草津町７９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番６３号 草津市草津町７９６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番６５号 草津市草津町７８９番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番６７号 草津市草津町７７６番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番６８号 草津市草津町８６５番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番７０号 草津市草津町７７４番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目７番７２号 草津市草津町７７１番地 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目８番１２号 草津市草津町７４６番地の２ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目８番１３号 草津市草津町７４６番地の５ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目８番１４号 草津市草津町７４６番地の３ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目８番１５号 草津市草津町７４６番地の４ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目８番１６号 草津市草津町７４６番地の７ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目８番１８号 草津市草津町７４６番地の８ 昭和40年4月1日
草津市草津四丁目８番４５号 草津市草津町７５０番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番３号 草津市草津町１３９８番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番１２号 草津市草津町１２６０番地の２ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番１４号 草津市草津町１２６６番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番１７号 草津市草津町１２９９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番２１号 草津市草津町１２７２番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番２２号 草津市草津町１２６４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番２８号 草津市草津町１２６６番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番２９号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番３０号 草津市草津町１２８３番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目１番３２号 草津市草津町１２６４番地の２ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目２番１１号 草津市草津町１３０９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目２番１５号 草津市草津町１２７２番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目２番２１号 草津市草津町１２６９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目３番２号 草津市草津町１２７４番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目３番５号 草津市草津町１２８２番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目３番６号 草津市草津町１２６７番地の１ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目３番８号 草津市草津町１２８４番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目３番１０号 草津市草津町１２８７番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目３番１１号 草津市草津町１２７８番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目３番１７号 草津市草津町１２８９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番１２号 草津市草津町１２６５番地の３ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番１３号 草津市草津町１２６５番地の２ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番１５号 草津市草津町１２６５番地の１ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番１７号 草津市草津町１２８０番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番１９号 草津市草津町１２７５番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番２０号 草津市草津町１２７５番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番２３号 草津市草津町１２７５番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番２４号 草津市草津町１２６８番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番２９号 草津市草津町１２８６番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番３０号 草津市草津町１２８６番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番３１号 草津市草津町１２８９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番３３号 草津市草津町１２８９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番３６号 草津市草津町１２９１番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番３７号 草津市草津町１３２８番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番４０号 草津市草津町１３２８番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目４番４３号 草津市草津町１２７２番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番２号 草津市草津町１３０７番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番７号 草津市草津町１３０１番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番９号 草津市草津町１３０４番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番１０号 草津市草津町１４０４番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番１９号 草津市草津町１２６７番地の１ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番２２号 草津市草津町１３４１番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番３５号 草津市草津町１２７８番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番３８号 草津市草津町１２９７番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番４０号 草津市草津町１２７８番地 昭和40年4月1日
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草津市西草津一丁目５番４４号 草津市草津町１２６６番地の４ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目５番４５号 草津市草津町１３４１番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目６番２５号 草津市草津町１３０４番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目６番２７号 草津市草津町１３０９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目６番３３号 草津市草津町１３０９番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目７番１２号 草津市草津町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目７番１３号 草津市草津町１４３９番地の１ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目７番２３号 草津市草津町１３５９番地の３ 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目７番２４号 草津市草津町１４８４番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目７番２９号 草津市草津町１３６４番地 昭和40年4月1日
草津市西草津一丁目８番４３号 草津市草津町１２６５番地の１ 昭和40年4月1日
草津市西草津二丁目２番１号 草津市草津町１７００番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番２６号 草津市矢倉町７１４番地の１ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番２７号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番２８号 草津市矢倉町７１５番地の１ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番２９号 草津市矢倉町７１４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番３０号 草津市矢倉町７１８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番３１号 草津市矢倉町７１９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番３２号 草津市矢倉町７２０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番３３号 草津市矢倉町７２１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番３４号 草津市矢倉町７２２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目１番３５号 草津市矢倉町７２３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番１９号 草津市矢倉町７２６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番２６号 草津市矢倉町７２６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番２９号 草津市矢倉町７２７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番３０号 草津市矢倉町７３０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番３１号 草津市矢倉町７３２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番３２号 草津市矢倉町７３３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番３３号 草津市矢倉町７３４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番３４号 草津市矢倉町７３４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番３６号 草津市矢倉町７３６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番４５号 草津市矢倉町８４４番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目２番４６号 草津市矢倉町８４４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番２４号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番２８号 草津市矢倉町７３７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番２９号 草津市矢倉町７３８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番３０号 草津市矢倉町７３９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番３１号 草津市矢倉町７４０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番３２号 草津市矢倉町７４１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番３３号 草津市矢倉町７４２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番３５号 草津市矢倉町７４３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番３６号 草津市矢倉町７４５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目３番３８号 草津市矢倉町６７８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番３９号 草津市矢倉町１９４番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番４５号 草津市矢倉町６７９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番４８号 草津市矢倉町６７９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番４９号 草津市矢倉町６８０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番５０号 草津市矢倉町６８４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番５２号 草津市矢倉町６８２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番５３号 草津市矢倉町６８３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番５４号 草津市矢倉町６８４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番５５号 草津市矢倉町６８５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目４番５６号 草津市矢倉町６８６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３０号 草津市矢倉町６８７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３２号 草津市矢倉町６８８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３３号 草津市矢倉町６８９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３４号 草津市矢倉町６９０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３５号 草津市矢倉町６９３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３６号 草津市矢倉町６９４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３７号 草津市矢倉町６９６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番３９号 草津市矢倉町６４４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番４０号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番４１号 草津市矢倉町７０１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番４３号 草津市矢倉町７０２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目５番４４号 草津市矢倉町７０５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目６番１８号 草津市矢倉町１６８番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目６番２８号 草津市矢倉町１７２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目６番３３号 草津市矢倉町１７４番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番７号 草津市矢倉町１２９番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番８号 草津市矢倉町１２９番地の４ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番１９号 草津市矢倉町１２１番地の４ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番２２号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番２５号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番２９号 草津市矢倉町１７番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番３８号 草津市矢倉町１２５番地 昭和40年4月1日
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草津市矢倉一丁目７番５９号 草津市矢倉町１４０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目７番６０号 草津市矢倉町１４０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番２号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番３号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番１１号 草津市矢倉町７０９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番１９号 草津市矢倉町７０７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番２０号 草津市矢倉町７０８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番２１号 草津市矢倉町７０９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番２２号 草津市矢倉町７１０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番２４号 草津市矢倉町７１１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番２５号 草津市矢倉町７１２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉一丁目８番２６号 草津市矢倉町７１３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番２８号 草津市矢倉町７４７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番２９号 草津市矢倉町７４８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番３０号 草津市矢倉町７５１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番３１号 草津市矢倉町７２３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番３２号 草津市矢倉町７５３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番３５号 草津市矢倉町７５４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番４１号 草津市矢倉町８０６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番４４号 草津市矢倉町８０７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番４５号 草津市矢倉町８０８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番４８号 草津市矢倉町８０９番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１番４９号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番１号 草津市矢倉町６６７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番６号 草津市矢倉町７５７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番７号 草津市矢倉町７５８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番８号 草津市矢倉町７５９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番９号 草津市矢倉町７６０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番１２号 草津市矢倉町７５７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番１３号 草津市矢倉町７８８番地の１ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番４９号 草津市矢倉町７９３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番５２号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番５５号 草津市矢倉町７９９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目２番５７号 草津市矢倉町７５５番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目３番１号 草津市矢倉町１０１０番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番４号 草津市矢倉町７８３番地の１ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番５号 草津市矢倉町７８５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番８号 草津市矢倉町７６２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番１０号 草津市矢倉町７６２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番１２号 草津市矢倉町７６４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番１３号 草津市矢倉町７６５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番１６号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番１８号 草津市矢倉町７６７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番１９号 草津市矢倉町７６８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番２２号 草津市矢倉町７６９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番３３号 草津市野路町８２番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番３４号 草津市野路町８２番地の３ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番３５号 草津市野路町８５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番３６号 草津市野路町８５番地の１ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番３７号 草津市野路町８５番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番３８号 草津市野路町８５番地の３ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番３９号 草津市野路町８６番地の３ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番４０号 草津市野路町８６番地の４ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目４番４７号 草津市矢倉町７６５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目５番１５号 草津市野路町７０番地の４ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目５番２６号 草津市野路町８１番地の３ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目５番２７号 草津市野路町８１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目５番３０号 草津市野路町８１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目５番３１号 草津市矢倉町７３３番地の３ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目５番３４号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目５番３５号 草津市野路町３５番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目６番１号 草津市矢倉町５８６番地の３ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目６番１８号 草津市矢倉町５８５番地の１ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番２７号 草津市矢倉町６３６番地の２ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番４７号 草津市矢倉町６５３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番５０号 草津市矢倉町７６９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番５１号 草津市矢倉町５６５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番５４号 草津市矢倉町７６８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番６１号 草津市矢倉町６５９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番６２号 草津市矢倉町６５９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番６５号 草津市矢倉町６６１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番６８号 草津市矢倉町６６４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番６９号 草津市矢倉町６６５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目７番７１号 草津市矢倉町６６６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番８号 草津市矢倉町６７７番地 昭和40年4月1日

43 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市矢倉二丁目８番９号 草津市矢倉町１９５番地の３ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番１０号 草津市矢倉町１９５番地の４ 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番１２号 草津市矢倉町１９６番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番１３号 草津市矢倉町１９９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番４７号 草津市矢倉町６６８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５０号 草津市矢倉町６６７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５１号 草津市矢倉町６６８番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５２号 草津市矢倉町６６９番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５３号 草津市矢倉町６７１番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５６号 草津市矢倉町６７２番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５７号 草津市矢倉町６７３番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５８号 草津市矢倉町６７４番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番５９号 草津市矢倉町６７５番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目８番６１号 草津市矢倉町６６７番地 昭和40年4月1日
草津市矢倉二丁目１３番３２号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和40年4月1日
草津市東矢倉一丁目１番１３号 草津市矢倉町６番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１番１５号 草津市矢倉町１７番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２番１号 草津市矢倉町１３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２番４号 草津市矢倉町２３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２番７号 草津市矢倉町２４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目３番１０号 草津市矢倉町９７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目３番１３号 草津市矢倉町１０２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目５番２号 草津市矢倉町８７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目５番１８号 草津市矢倉町８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目５番２３号 草津市矢倉町８３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目５番２８号 草津市矢倉町１９０番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目５番３０号 草津市矢倉町１９０番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目５番３２号 草津市矢倉町１９０番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目６番６号 草津市矢倉町９５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目６番１７号 草津市矢倉町７５番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目６番１８号 草津市矢倉町７５番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目６番１９号 草津市矢倉町７５番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目６番２０号 草津市矢倉町７５番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目６番２４号 草津市矢倉町７５番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目６番２８号 草津市矢倉町７８番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目７番３号 草津市矢倉町７５番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目７番４号 草津市矢倉町７５番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目７番７号 草津市矢倉町７５番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目７番９号 草津市矢倉町７５番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目７番１１号 草津市矢倉町７５番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目７番１３号 草津市矢倉町７５番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目８番２号 草津市矢倉町６４番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目８番４号 草津市矢倉町３４番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目８番６号 草津市矢倉町３４番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目８番７号 草津市矢倉町７４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目８番２１号 草津市矢倉町７２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目８番２２号 草津市矢倉町７２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目８番３３号 草津市矢倉町７３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番２号 草津市矢倉町６３番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番６号 草津市矢倉町６５番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番７号 草津市矢倉町６６番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番８号 草津市矢倉町６６番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１０号 草津市矢倉町６３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１１号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１２号 草津市矢倉町６６番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１３号 草津市矢倉町６３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１４号 草津市矢倉町６３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１５号 草津市矢倉町６３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１８号 草津市矢倉町６２番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番１９号 草津市矢倉町６２番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番２０号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6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 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番２４号 草津市矢倉町６２番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番２７号 草津市矢倉町６７番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番２９号 草津市矢倉町７０番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番３４号 草津市矢倉町７０番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番３６号 草津市矢倉町６７番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目９番３７号 草津市矢倉町６７番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１０番８号 草津市矢倉町３８５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１０番１１号 草津市矢倉町３８５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１０番１８号 草津市矢倉町２５８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１１番４号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１１番８号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１２番３号 草津市矢倉町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１２番４号 草津市矢倉町１３５番地 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉一丁目１２番５号 草津市矢倉町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１２番６号 草津市矢倉町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１２番９号 草津市矢倉町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１２番１０号 草津市矢倉町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１２番１２号 草津市追分町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１２番１３号 草津市追分町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１３番８号 草津市追分町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１３番９号 草津市追分町１３５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１４番４号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１４番５号 草津市矢倉町５８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１４番６号 草津市矢倉町５８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１４番１０号 草津市矢倉町５８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１４番１２号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１４番１３号 草津市矢倉町５８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１５番２号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１５番３号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１５番６号 草津市矢倉町５８番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１５番１０号 草津市矢倉町６２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１５番１３号 草津市矢倉町３４番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１６番１号 草津市矢倉町３４番地の５５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１６番２号 草津市矢倉町３４番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１６番４号 草津市矢倉町３４番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１６番７号 草津市矢倉町３４番地の２９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１７番２号 草津市矢倉町３４番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１７番４号 草津市矢倉町３４番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１７番５号 草津市矢倉町３４番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１７番６号 草津市矢倉町３４番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１７番７号 草津市矢倉町３４番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１８番１号 草津市矢倉町３４番地の６５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１８番２号 草津市矢倉町３４番地の４７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１８番３号 草津市矢倉町３４番地の４８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１８番４号 草津市矢倉町３４番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１８番７号 草津市矢倉町３４番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１８番１１号 草津市矢倉町３４番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１９番２号 草津市矢倉町３４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１９番３号 草津市矢倉町３４番地の５１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１９番６号 草津市矢倉町３４番地の５０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１９番７号 草津市矢倉町３４番地の４９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目１９番１０号 草津市矢倉町３４番地の５３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番１号 草津市矢倉町４０番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番３号 草津市矢倉町４０番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番４号 草津市矢倉町４０番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番５号 草津市矢倉町４０番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番６号 草津市矢倉町４０番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番８号 草津市矢倉町４２番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番１２号 草津市矢倉町５３番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番１３号 草津市矢倉町５３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番１５号 草津市矢倉町３４番地の３３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番１６号 草津市矢倉町３４番地の３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番１８号 草津市矢倉町３４番地の３８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番１９号 草津市矢倉町３４番地の４０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番２０号 草津市矢倉町３２番地の４１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番２２号 草津市矢倉町３４番地の４３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番２３号 草津市矢倉町３４番地の６２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２０番２５号 草津市矢倉町３４番地の６４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２１番３号 草津市矢倉町４２番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２１番４号 草津市矢倉町４２番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２１番６号 草津市矢倉町４２番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２１番８号 草津市矢倉町４０番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２１番９号 草津市矢倉町４０番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２１番１１号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２２番６号 草津市矢倉町４３番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２２番７号 草津市矢倉町４３番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２２番８号 草津市矢倉町４３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２３番２号 草津市矢倉町４７番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２３番３号 草津市矢倉町４７番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２３番５号 草津市矢倉町４７番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２３番７号 草津市矢倉町４９番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２４番９号 草津市矢倉町５８番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２４番１０号 草津市矢倉町５８番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２４番１１号 草津市矢倉町５８番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２４番１５号 草津市矢倉町４８番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２４番１６号 草津市矢倉町４７番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２４番１８号 草津市矢倉町４７番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉一丁目２４番１９号 草津市矢倉町４７番地の８ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉二丁目１番１号 草津市矢倉町２０１番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１番１７号 草津市矢倉町２３５番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１番２０号 草津市矢倉町２３５番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２番１号 草津市矢倉町２３９番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２番２号 草津市矢倉町２３９番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２番３４号 草津市矢倉町２３８番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３番１２号 草津市矢倉町３０３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３番３２号 草津市矢倉町２９４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３番３５号 草津市矢倉町２９５番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３番３７号 草津市矢倉町３１８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３番４５号 草津市矢倉町３１８番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３番４６号 草津市矢倉町３１８番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３番５３号 草津市矢倉町３１１番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番３号 草津市矢倉町６１３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番２５号 草津市矢倉町６１０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番２８号 草津市矢倉町６１０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番２９号 草津市矢倉町６１０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番３０号 草津市矢倉町６０４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番３２号 草津市矢倉町６１０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番３３号 草津市矢倉町６０２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番３８号 草津市矢倉町６０４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番３９号 草津市矢倉町６０５番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番４０号 草津市矢倉町６０５番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目４番４１号 草津市矢倉町６０６番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目５番１３号 草津市矢倉町６２５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目５番１８号 草津市矢倉町６２８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目５番２４号 草津市矢倉町６２９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目５番２６号 草津市矢倉町６３１番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目５番２７号 草津市矢倉町６３１番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目５番２８号 草津市矢倉町６５０番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目５番３５号 草津市矢倉町６３３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目６番２号 草津市矢倉町５８７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目６番５号 草津市矢倉町５７８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目６番１０号 草津市矢倉町５８７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目６番１７号 草津市矢倉町５９１番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目８番５号 草津市野路町７番地の５７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目８番６号 草津市野路町７番地の５９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目８番７号 草津市野路町７番地の６１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目８番８号 草津市野路町７番地の６２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目８番９号 草津市野路町７番地の６３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目８番１０号 草津市野路町７番地の６４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番１号 草津市野路町７番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番３号 草津市野路町７番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番４号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番５号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番６号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番７号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番１１号 草津市野路町７番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番１３号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番１４号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番１５号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目９番１６号 草津市野路町７番地の３４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番２号 草津市野路町７番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番３号 草津市野路町７番地の３５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番４号 草津市矢倉町５８０番地の１８４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番５号 草津市矢倉町５８０番地の１８５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番９号 草津市矢倉町５８０番地の１４５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番１０号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番１１号 草津市野路町７番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番１２号 草津市野路町７番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番１３号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番１４号 草津市野路町７番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１０番１７号 草津市矢倉町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１号 草津市矢倉町５８０番地の１９５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番３号 草津市矢倉町５８０番地の２２２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番４号 草津市矢倉町５８０番地の２２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番５号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番６号 草津市矢倉町５８０番地の１９３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番７号 草津市矢倉町５８０番地の１９１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番８号 草津市矢倉町５８０番地の１９０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番９号 草津市矢倉町５８０番地の１７０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１０号 草津市矢倉町５８０番地の１７１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１１号 草津市矢倉町５８０番地の２０７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１３号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１４号 草津市矢倉町５８０番地の１７６ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉二丁目１１番１５号 草津市矢倉町５８０番地の１７８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１６号 草津市矢倉町５８０番地の１８０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１７号 草津市矢倉町５８０番地の１８１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１８号 草津市矢倉町５８０番地の１４８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番１９号 草津市矢倉町５８０番地の２１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番２３号 草津市野路町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１１番２５号 草津市野路町７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番４号 草津市矢倉町５８０番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番５号 草津市矢倉町５８０番地の１５７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番６号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番８号 草津市矢倉町５８０番地の１４１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番１０号 草津市矢倉町５８０番地の１４９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番１３号 草津市矢倉町５８０番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番１４号 草津市矢倉町５８０番地の１５１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番１５号 草津市矢倉町５８０番地の１５３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１２番１６号 草津市矢倉町５８０番地の１５４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１３番３号 草津市矢倉町５９３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１３番１４号 草津市矢倉町５８０番地の２３２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１３番１５号 草津市矢倉町５８０番地の２３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１３番１６号 草津市矢倉町５８０番地の２３０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番１号 草津市矢倉町５８０番地の１６１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番２号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番３号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番５号 草津市矢倉町５８０番地の１６５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番６号 草津市矢倉町５８０番地の１９６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番７号 草津市矢倉町５８０番地の１９７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番８号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番９号 草津市矢倉町５８０番地の１９９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番１２号 草津市矢倉町５８０番地の２００ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番１５号 草津市矢倉町５８０番地の２０５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番１６号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番１７号 草津市矢倉町５８０番地の２０３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番１９号 草津市矢倉町５８０番地の２１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番２０号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番２１号 草津市矢倉町５８０番地の１４２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番２２号 草津市矢倉町５８０番地の１６７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１４番２４号 草津市矢倉町５８０番地の１６６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番１号 草津市矢倉町５８０番地の８７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番２号 草津市矢倉町５８０番地の８６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番３号 草津市矢倉町５８０番地の８５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番４号 草津市矢倉町５８０番地の８４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番５号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番７号 草津市矢倉町５８０番地の８２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番８号 草津市矢倉町５８０番地の８１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番９号 草津市矢倉町５８０番地の８０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番１０号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番１５号 草津市矢倉町５８０番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番１６号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番１７号 草津市矢倉町５８０番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番１８号 草津市矢倉町５８０番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番２０号 草津市矢倉町５８０番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番２１号 草津市矢倉町５８０番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番２２号 草津市矢倉町５８０番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番２３号 草津市矢倉町５８０番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１５番２４号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番１号 草津市矢倉町５８０番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番２号 草津市矢倉町５８０番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番４号 草津市矢倉町５８０番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番５号 草津市矢倉町５８０番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番７号 草津市矢倉町５８０番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番８号 草津市矢倉町５８０番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番９号 草津市矢倉町５８０番地の２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番１０号 草津市矢倉町５８０番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番１４号 草津市矢倉町５８０番地の２６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番１７号 草津市矢倉町５８０番地の２８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番１９号 草津市矢倉町５８０番地の３０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番２１号 草津市矢倉町５８０番地の３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１６番２２号 草津市矢倉町５８０番地の３２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番１号 草津市矢倉町５８０番地の３６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番３号 草津市矢倉町５８０番地の３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番４号 草津市矢倉町５８０番地の３８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番５号 草津市矢倉町５８０番地の３９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番６号 草津市矢倉町５８０番地の４０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番７号 草津市矢倉町５８０番地の４１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番９号 草津市矢倉町５８０番地の４２ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉二丁目１７番１２号 草津市矢倉町５８０番地の４３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番１４号 草津市矢倉町５８０番地の４５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番１５号 草津市矢倉町５８０番地の４６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番１６号 草津市矢倉町５８０番地の４７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番１７号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番１８号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番１９号 草津市矢倉町５８０番地の５０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１７番２０号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番１号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番２号 草津市矢倉町５８０番地の５４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番３号 草津市矢倉町５８０番地の５５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番４号 草津市矢倉町５８０番地の５６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番５号 草津市矢倉町５８０番地の５８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番７号 草津市矢倉町５８０番地の８８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番８号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番１３号 草津市矢倉町５８０番地の６４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番１４号 草津市矢倉町５８０番地の６５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番１５号 草津市矢倉町５８０番地の６６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番１７号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番１８号 草津市矢倉町５８０番地の６９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１８番２０号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番１号 草津市矢倉町５８０番地の７２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番２号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番３号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番４号 草津市矢倉町５８０番地の７６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番６号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番７号 草津市矢倉町５８０番地の６２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番１１号 草津市矢倉町５８０番地の６３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番１３号 草津市矢倉町５８０番地の２２８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番１４号 草津市矢倉町５８０番地の７０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目１９番１６号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２０番２号 草津市矢倉町５８０番地の７１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２０番４号 草津市矢倉町５８０番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２１番１５号 草津市矢倉町５７５番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２１番１６号 草津市矢倉町５７５番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２１番１８号 草津市矢倉町５７５番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２１番１９号 草津市矢倉町５７５番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２１番２１号 草津市矢倉町４７１番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２２番２号 草津市矢倉町４７１番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２２番５号 草津市矢倉町４７１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２３番５号 草津市矢倉町４６８番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２３番６号 草津市矢倉町４６８番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２３番８号 草津市矢倉町４６８番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２３番９号 草津市矢倉町４６８番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２３番１３号 草津市矢倉町４６８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番１号 草津市矢倉町５７８番地の１１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番２号 草津市矢倉町５７８番地の１１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番３号 草津市矢倉町５７８番地の１１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番４号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番５号 草津市矢倉町５７８番地の１１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番６号 草津市矢倉町５７８番地の１１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番７号 草津市矢倉町５７８番地の１２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番９号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番１２号 草津市矢倉町５７８番地の１６９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番１３号 草津市矢倉町５７８番地の１６６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番１４号 草津市矢倉町５７８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番１５号 草津市矢倉町５７８番地の１６１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番１６号 草津市矢倉町５７８番地の１６０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２４番１７号 草津市矢倉町５７８番地の１５８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番１号 草津市矢倉町５７８番地の５９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番２号 草津市矢倉町５７８番地の４４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番３号 草津市矢倉町５７８番地の６９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番４号 草津市矢倉町５７８番地の６８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番５号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番６号 草津市矢倉町５７８番地の６５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番８号 草津市矢倉町５７８番地の３８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番９号 草津市矢倉町５７８番地の６３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番１４号 草津市矢倉町５７８番地の７４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番１５号 草津市矢倉町５７８番地の７２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番１６号 草津市矢倉町５７８番地の５４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番１７号 草津市矢倉町５７８番地の７１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番１８号 草津市矢倉町５７８番地の７０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番１９号 草津市矢倉町５７８番地の５１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番２０号 草津市矢倉町５７８番地の４５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番２１号 草津市矢倉町５７８番地の６２ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉二丁目２５番２２号 草津市矢倉町５７８番地の６１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２５番２６号 草津市矢倉町５７８番地の６０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番２号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番３号 草津市矢倉町５７８番地の８２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番４号 草津市矢倉町５７８番地の８１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番５号 草津市矢倉町５７８番地の７９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番７号 草津市矢倉町５７８番地の７８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番８号 草津市矢倉町５７８番地の７７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番９号 草津市矢倉町５７８番地の７６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番１０号 草津市矢倉町５７８番地の７５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番１３号 草津市矢倉町５７８番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番１５号 草津市矢倉町５７８番地の９３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番１６号 草津市矢倉町５７８番地の９１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番１８号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番１９号 草津市矢倉町５７８番地の８８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番２０号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番２２号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２６番２６号 草津市矢倉町５８０番地の９９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番１号 草津市矢倉町５８０番地の９２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番２号 草津市矢倉町５８０番地の９１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番３号 草津市矢倉町５８０番地の９０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番４号 草津市矢倉町５７８番地の９６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番５号 草津市矢倉町５７８番地の９５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番６号 草津市矢倉町５７８番地の１０８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番７号 草津市矢倉町５７８番地の１２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番９号 草津市矢倉町５７８番地の１２５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番１４号 草津市矢倉町５７８番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番１５号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番１６号 草津市矢倉町５７８番地の１０４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番１７号 草津市矢倉町５７８番地の１０２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番１９号 草津市矢倉町５７８番地の１０１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番２０号 草津市矢倉町５７８番地の１００ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番２１号 草津市矢倉町５７８番地の９９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番２２号 草津市矢倉町５８０番地の９５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番２３号 草津市矢倉町５８０番地の９４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２７番２７号 草津市矢倉町５７８番地の９３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１号 草津市矢倉町５８０番地の１０８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番２号 草津市矢倉町５８０番地の１０９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番３号 草津市矢倉町５８０番地の１４０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番４号 草津市矢倉町５８０番地の１１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番５号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番７号 草津市矢倉町５８０番地の１１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番８号 草津市矢倉町５７８番地の１３６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番９号 草津市矢倉町５７８番地の１３８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１２号 草津市矢倉町５７８番地の１３２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１３号 草津市矢倉町５７８番地の１３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１４号 草津市矢倉町５７８番地の１３０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１５号 草津市矢倉町５７８番地の１２９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１６号 草津市矢倉町５７８番地の１２８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１７号 草津市矢倉町５８０番地の１０４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番１８号 草津市矢倉町５８０番地の１０５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番２０号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２８番２１号 草津市矢倉町５８０番地の１０７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番１号 草津市矢倉町５８０番地の１２７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番２号 草津市矢倉町５８０番地の１２６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番３号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番４号 草津市矢倉町５８０番地の１２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番５号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番６号 草津市矢倉町５７９番地の２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番７号 草津市矢倉町５７９番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番８号 草津市矢倉町５７９番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番１１号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番１３号 草津市矢倉町５８０番地の１２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番１４号 草津市矢倉町５８０番地の１１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番１６号 草津市矢倉町５８０番地の１１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番１７号 草津市矢倉町５８０番地の１１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番１９号 草津市矢倉町５８０番地の１１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目２９番２１号 草津市矢倉町５８０番地の１２８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番２号 草津市矢倉町５８０番地の１３５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番３号 草津市矢倉町５８０番地の１３４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番４号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番５号 草津市矢倉町５７９番地の３６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番６号 草津市矢倉町５７９番地の３４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番７号 草津市矢倉町５７９番地の３３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番１０号 草津市矢倉町５７９番地の３２ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉二丁目３０番１１号 草津市矢倉町５７９番地の３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番１２号 草津市矢倉町５７９番地の２９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番１３号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番１４号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番１５号 草津市矢倉町５８０番地の１３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番１６号 草津市矢倉町５８０番地の１３０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３０番１９号 草津市矢倉町５８０番地の１３６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番１号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番２号 草津市矢倉町５７９番地の５２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番４号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番５号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番６号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番９号 草津市矢倉町５７９番地の４６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番１０号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番１１号 草津市矢倉町５７９番地の４４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番１２号 草津市矢倉町５７９番地の４３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番１３号 草津市矢倉町５７９番地の４２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３１番１４号 草津市矢倉町５８０番地の１３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番３号 草津市矢倉町５９９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番８号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番１０号 草津市矢倉町５７９番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番１１号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番１４号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番１５号 草津市矢倉町５７９番地の１８５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番１６号 草津市矢倉町５７９番地の１８３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３２番１８号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番３号 草津市矢倉町３２０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番４号 草津市矢倉町３２０番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番６号 草津市矢倉町３２０番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番２０号 草津市矢倉町５７９番地の１８０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番２１号 草津市矢倉町５７９番地の１７８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番２５号 草津市矢倉町５７９番地の１７１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番２６号 草津市矢倉町５７９番地の１７０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番２７号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番２８号 草津市矢倉町５７９番地の１６８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３３番２９号 草津市矢倉町２７９番地の１９０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番２号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番３号 草津市矢倉町５７９番地の６２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番４号 草津市矢倉町５７９番地の６３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番６号 草津市矢倉町５７９番地の６４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番７号 草津市矢倉町５７９番地の６５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番８号 草津市矢倉町５７９番地の６７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番９号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１３号 草津市矢倉町５７９番地の１６６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１４号 草津市矢倉町５７９番地の１６５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１５号 草津市矢倉町５７９番地の１６４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１６号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１７号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１８号 草津市矢倉町５７９番地の１６０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番１９号 草津市矢倉町５７９番地の１５９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番２０号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番２１号 草津市矢倉町５７９番地の１５７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番４８号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番５０号 草津市矢倉町５７９番地の５５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番５２号 草津市矢倉町５７９番地の５７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３４番５３号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３号 草津市矢倉町５７８番地の１９２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番５号 草津市矢倉町５７８番地の１９１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番７号 草津市矢倉町５７８番地の１８９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番９号 草津市矢倉町５７８番地の１８８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番２８号 草津市矢倉町４７１番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番２９号 草津市矢倉町４７１番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３０号 草津市矢倉町４７１番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３１号 草津市矢倉町４７１番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３２号 草津市矢倉町４７１番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３３号 草津市矢倉町４６８番地の２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３４号 草津市矢倉町４６８番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３５号 草津市矢倉町４６８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３６号 草津市矢倉町５７８番地の１９８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３７号 草津市矢倉町５７８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３８号 草津市矢倉町５７８番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番３９号 草津市矢倉町５７８番地の１５２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４０号 草津市矢倉町５７８番地の１５０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４１号 草津市矢倉町５７８番地の１４９ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉二丁目３５番４２号 草津市矢倉町５７８番地の１４８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４３号 草津市矢倉町５７８番地の１４７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４４号 草津市矢倉町５７８番地の１４５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４５号 草津市矢倉町５７８番地の１４４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４６号 草津市矢倉町５７８番地の１４３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４７号 草津市矢倉町５７８番地の１４２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉二丁目３５番４８号 草津市矢倉町５７８番地の１４１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番１号 草津市矢倉町２４１番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番３号 草津市矢倉町２５１番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番４号 草津市矢倉町２５１番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番５号 草津市矢倉町２５１番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番９号 草津市矢倉町２５２番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番１０号 草津市矢倉町２７４番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番１４号 草津市矢倉町２７４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番１６号 草津市矢倉町２７４番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１番１７号 草津市矢倉町２８７番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番７号 草津市矢倉町２７４番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番９号 草津市矢倉町２７４番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番１０号 草津市矢倉町２６９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番１６号 草津市矢倉町２６９番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番２４号 草津市矢倉町２７７番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番２５号 草津市矢倉町２７６番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番２７号 草津市矢倉町２７６番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番２９号 草津市矢倉町２７６番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番３２号 草津市矢倉町２７５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番３３号 草津市矢倉町２７５番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番３４号 草津市矢倉町２７３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番３６号 草津市矢倉町２７４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２番３８号 草津市矢倉町２７４番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３番１０号 草津市矢倉町２６３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３番２９号 草津市矢倉町３８５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３番３２号 草津市矢倉町２６６番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４番７号 草津市矢倉町２７６番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４番１２号 草津市矢倉町２７１番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４番１６号 草津市矢倉町３２６番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４番１８号 草津市矢倉町３２６番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番１８号 草津市矢倉町５７９番地の８９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２０号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２１号 草津市矢倉町５７９番地の８６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２２号 草津市矢倉町５７９番地の８４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２３号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２４号 草津市矢倉町５７９番地の８１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２５号 草津市矢倉町５７９番地の７９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２６号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２７号 草津市矢倉町５７９番地の７５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番２８号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番３０号 草津市矢倉町５７９番地の７３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番３１号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番３２号 草津市矢倉町５７９番地の２０２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目５番３３号 草津市矢倉町５７９番地の１９７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番２号 草津市矢倉町５７９番地の１０３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番３号 草津市矢倉町５８０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番４号 草津市矢倉町５７９番地の１０６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番５号 草津市矢倉町５７９番地の１０８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番６号 草津市矢倉町５７９番地の１０９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番７号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番９号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番１２号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番１４号 草津市矢倉町５７９番地の１１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番１５号 草津市矢倉町５７９番地の１１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番１６号 草津市矢倉町５７９番地の１１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番１７号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目６番１９号 草津市矢倉町５７９番地の１０２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番２号 草津市矢倉町５７９番地の１２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番３号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番４号 草津市矢倉町５７９番地の１２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番５号 草津市矢倉町５７９番地の１２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番６号 草津市矢倉町５７９番地の１２６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番７号 草津市矢倉町５７９番地の１２７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番９号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番１１号 草津市矢倉町５７９番地の１３４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番１２号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番１３号 草津市矢倉町５７９番地の１３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番１４号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番１５号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉三丁目７番１６号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目７番２０号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番２号 草津市矢倉町５７９番地の１４８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番３号 草津市矢倉町５７９番地の１４６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番４号 草津市矢倉町５７９番地の１４４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番６号 草津市矢倉町５７９番地の１４３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番７号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番８号 草津市矢倉町５７９番地の１４０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番９号 草津市矢倉町５７９番地の１３９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１０号 草津市矢倉町５７９番地の１４７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１１号 草津市矢倉町５７９番地の１３６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１２号 草津市矢倉町５７９番地の１６１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１３号 草津市矢倉町５７９番地の９９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１４号 草津市矢倉町５７９番地の９８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１５号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１６号 草津市矢倉町５７９番地の３３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１７号 草津市矢倉町５７９番地の９４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１８号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目８番１９号 草津市矢倉町５７９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目９番４８号 草津市矢倉町４４０番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目９番５０号 草津市矢倉町３８５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目９番５３号 草津市矢倉町４５１番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目９番５４号 草津市矢倉町４５４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目９番５６号 草津市矢倉町４５４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１０番８号 草津市矢倉町３３９番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１１番４５号 草津市矢倉町３４７番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１１番４６号 草津市矢倉町３４７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１１番５０号 草津市矢倉町３３９番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１１番５５号 草津市矢倉町３５２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１１番７０号 草津市矢倉町３３３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１１番７１号 草津市矢倉町３３１番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１３番１１号 草津市矢倉町３６１番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１３番１３号 草津市矢倉町３６１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１３番１８号 草津市矢倉町３６３番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１４番１号 草津市矢倉町３６４番地の２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１４番４号 草津市矢倉町３６４番地の２６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１４番８号 草津市矢倉町３６４番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１４番９号 草津市矢倉町３６４番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１４番１０号 草津市矢倉町３６４番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１４番１１号 草津市矢倉町３６４番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番１号 草津市東矢倉三丁目３６４番地の３８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番３号 草津市矢倉町３６４番地の４６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番４号 草津市矢倉町３６４番地の４４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番６号 草津市矢倉町３６４番地の４３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番９号 草津市矢倉町３６４番地の６０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番１０号 草津市矢倉町３６４番地の６１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番１７号 草津市矢倉町３６４番地の５４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番１８号 草津市矢倉町３６４番地の５２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１７番１９号 草津市矢倉町３６４番地の５０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番１号 草津市矢倉町３６４番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番３号 草津市矢倉町３６４番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番４号 草津市矢倉町３６４番地の３３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番６号 草津市矢倉町３６４番地の３５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番８号 草津市矢倉町３６４番地の３６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番９号 草津市矢倉町３６４番地の３７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番１６号 草津市矢倉町３６４番地の３０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番１７号 草津市矢倉町３６４番地の３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１８番１８号 草津市矢倉町３６４番地の４９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番２号 草津市矢倉町３６４番地の２７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番３号 草津市矢倉町３６４番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番４号 草津市矢倉町３６４番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番５号 草津市矢倉町３６４番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番６号 草津市矢倉町３６４番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番７号 草津市矢倉町３６４番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番８号 草津市矢倉町３６４番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目１９番９号 草津市矢倉町３６４番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２０番１号 草津市矢倉町３８５番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２１番５号 草津市矢倉町３９７番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２１番７号 草津市矢倉町３９７番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２１番８号 草津市矢倉町３９７番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２１番１０号 草津市矢倉町３９７番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２１番１２号 草津市矢倉町３９７番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２１番１３号 草津市矢倉町３９７番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２１番１５号 草津市矢倉町３９７番地の１０ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉三丁目２２番３号 草津市矢倉町３９７番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番４号 草津市矢倉町３９７番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番６号 草津市矢倉町３９７番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番７号 草津市矢倉町３９７番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番８号 草津市矢倉町３９７番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番１０号 草津市矢倉町３７８番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番１２号 草津市矢倉町３７８番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番１４号 草津市矢倉町３７８番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番１６号 草津市矢倉町３７８番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番１８号 草津市矢倉町３７８番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番２０号 草津市矢倉町３７８番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番２１号 草津市矢倉町３７８番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番３０号 草津市矢倉町４０３番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番３１号 草津市矢倉町４０３番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２２番３４号 草津市矢倉町４０３番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番３号 草津市矢倉町３７７番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番４号 草津市矢倉町３７７番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番５号 草津市矢倉町３７７番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番６号 草津市矢倉町３７７番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番７号 草津市矢倉町３７７番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番８号 草津市矢倉町３７７番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番１１号 草津市矢倉町３７７番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番１２号 草津市矢倉町３７７番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番１４号 草津市矢倉町３７７番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番１５号 草津市矢倉町３７７番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番１７号 草津市矢倉町３７７番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２３番１８号 草津市矢倉町３７７番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番２号 草津市矢倉町３７７番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番３号 草津市矢倉町３７７番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番４号 草津市矢倉町３７７番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番５号 草津市矢倉町３７７番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番６号 草津市矢倉町３７７番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番１２号 草津市矢倉町３７７番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番１８号 草津市矢倉町３７７番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番１９号 草津市矢倉町３７７番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番２０号 草津市矢倉町３７７番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番２２号 草津市矢倉町４０１番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番２４号 草津市矢倉町４０１番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番２６号 草津市矢倉町４０１番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番２８号 草津市矢倉町４０１番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２４番３６号 草津市矢倉町４０１番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番２０号 草津市矢倉町４０９番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番２３号 草津市矢倉町４０９番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番２６号 草津市矢倉町４０９番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番２７号 草津市矢倉町４０９番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番２８号 草津市矢倉町４０９番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番３２号 草津市矢倉町４０９番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番３４号 草津市矢倉町４０９番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２６番３５号 草津市矢倉町４０９番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番５号 草津市矢倉町４０９番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番６号 草津市矢倉町４０９番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番９号 草津市矢倉町４０９番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番１２号 草津市矢倉町４０９番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番１４号 草津市矢倉町４０９番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番２０号 草津市矢倉町４０９番地の２６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番２２号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番２７号 草津市矢倉町４０９番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番２８号 草津市矢倉町４０９番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番３０号 草津市矢倉町４０９番地の９５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番３１号 草津市矢倉町４０９番地の９３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番３２号 草津市矢倉町４０９番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２７番３４号 草津市矢倉町４０９番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２８番４号 草津市矢倉町４０９番地の２７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２８番６号 草津市矢倉町４０９番地の２８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２８番８号 草津市矢倉町データ無又は無番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２８番２７号 草津市矢倉町４０９番地の３４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２８番２８号 草津市矢倉町４０９番地の３２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２８番３０号 草津市矢倉町４０９番地の３１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２８番３３号 草津市矢倉町４０９番地の２９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２９番１号 草津市矢倉町４２９番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２９番２号 草津市矢倉町４２９番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２９番４号 草津市矢倉町４２９番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２９番１５号 草津市矢倉町４０９番地の４４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２９番１８号 草津市矢倉町４０９番地の５５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目２９番２０号 草津市矢倉町４２９番地の１１ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉三丁目３０番７号 草津市矢倉町４３１番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３０番９号 草津市矢倉町４３２番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３０番１１号 草津市矢倉町４３２番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３０番１３号 草津市矢倉町４３２番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３０番１４号 草津市矢倉町４３４番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３０番１５号 草津市矢倉町４３４番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３１番１号 草津市矢倉町４３２番地の８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３１番５号 草津市矢倉町４３２番地の９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３１番７号 草津市矢倉町４３２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３１番９号 草津市矢倉町４３２番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３１番１０号 草津市矢倉町４３２番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３１番１２号 草津市矢倉町４３４番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３２番４号 草津市矢倉町４３４番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３２番５号 草津市矢倉町４３４番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３２番７号 草津市矢倉町４３２番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３２番９号 草津市矢倉町４３２番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３２番１７号 草津市矢倉町４３９番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番１号 草津市矢倉町４５６番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番１７号 草津市矢倉町４２５番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番２６号 草津市矢倉町４２９番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番２７号 草津市矢倉町４２９番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番２９号 草津市矢倉町４２９番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番３１号 草津市矢倉町４２８番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番３５号 草津市矢倉町４２６番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番４０号 草津市矢倉町４２５番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番４７号 草津市矢倉町４６２番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３３番４８号 草津市矢倉町４６１番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番１号 草津市矢倉町４１２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２号 草津市矢倉町４６２番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２３号 草津市矢倉町４０９番地の８０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２６号 草津市矢倉町４０９番地の５６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３４号 草津市矢倉町４０９番地の４８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３８号 草津市矢倉町４０９番地の５１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番１０１号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番１０２号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番１０３号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番１０４号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番１０５号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番１０６号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２０１号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２０２号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２０３号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２０４号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２０５号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番２０６号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３０１号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３０２号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３０３号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３０４号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３０５号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番３０６号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番４０１号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番４０２号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番４０３号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番４０４号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番４０５号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３４番４０６号 草津市矢倉町４９８番地の１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３５番１号 草津市矢倉町５７８番地の１７７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３５番２号 草津市矢倉町５７８番地の１８０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３５番３５号 草津市矢倉町４８７番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３５番４０号 草津市矢倉町４７８番地の４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３６番４号 草津市矢倉町４７７番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３６番１６号 草津市矢倉町４９０番地の７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３６番１８号 草津市矢倉町４９０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３６番２０号 草津市矢倉町４９０番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番２号 草津市矢倉町４８９番地の３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番４号 草津市矢倉町４８９番地の５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番５号 草津市矢倉町４９２番地の６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番６号 草津市矢倉町４９０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番９号 草津市矢倉町４８８番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番１５号 草津市矢倉町４９２番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番１６号 草津市矢倉町４９２番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番１７号 草津市矢倉町４９２番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番１８号 草津市矢倉町４９２番地の２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３７番２４号 草津市矢倉町４８９番地の２ 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉三丁目３８番１号 草津市矢倉町４９０番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番２号 草津市矢倉町４９０番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番３号 草津市矢倉町４９０番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番４号 草津市矢倉町４９０番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番５号 草津市矢倉町４９０番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番６号 草津市矢倉町４９０番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番８号 草津市矢倉町４９０番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番９号 草津市矢倉町４９０番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番１２号 草津市矢倉町４９０番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番１５号 草津市矢倉町４９０番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番１６号 草津市矢倉町４９０番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番１７号 草津市矢倉町４９０番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番１９号 草津市矢倉町４９０番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番２０号 草津市矢倉町４９０番地の２４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３８番２２号 草津市矢倉町４９０番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１１１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１１２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１１３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１１４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１１５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１１６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１２１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１２２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１２３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１２４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１２５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１２６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１３１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１３２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１３３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１３４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１３５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１３６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１４１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１４２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１４３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１４４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１４５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１４６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１５１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１５２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１５３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１５４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１５５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番１５６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２１１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２１２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２１３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２１４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２１５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２１６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２２１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２２２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２２３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２２４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２２５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２２６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２３１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２３２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２３３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２３４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２３５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２３６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２４１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２４２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２４３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２４４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２４５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２４６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２５１号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２５２号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２５３号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２５４号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２５５号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目３９番２５６号 草津市矢倉町５００番地 昭和53年6月5日
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草津市東矢倉三丁目４０番６号 草津市矢倉町４０９番地の７２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４０番７号 草津市矢倉町４０９番地の６９ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４０番１０号 草津市矢倉町４０９番地の７５ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４１番７号 草津市矢倉町４０９番地の８２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４１番１４号 草津市矢倉町４０９番地の７０ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４１番１７号 草津市矢倉町４０９番地の６７ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４１番１８号 草津市矢倉町４０９番地の６６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４１番１９号 草津市矢倉町４０９番地の６６ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４２番１３号 草津市矢倉町４０９番地の６４ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４２番１５号 草津市矢倉町４０９番地の６２ 昭和53年6月5日
草津市東矢倉三丁目４２番１６号 草津市矢倉町４０９番地の６１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１０号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１１号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１２号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１３号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１４号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１５号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１６号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１７号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１８号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－１９号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－２０号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－２１号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－２２号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－２３号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－２４号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－２号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－３号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－４号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－５号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－６号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－７号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－８号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番１－９号 草津市矢倉町９１１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１０号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１１号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１２号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１３号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１４号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１５号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１６号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１７号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１８号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１９号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－１号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－２０号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－２１号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－２２号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－２３号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－２号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－３号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－４号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－５号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－６号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－７号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－８号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２－９号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目２番２４号 草津市矢倉町９１１番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目４番１０号 草津市矢倉町９７１番地の３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目５番８号 草津市矢倉町１１１０番地の４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目５番９号 草津市矢倉町１１１０番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目７番１０号 草津市矢倉町１２１０番地の５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目７番１２号 草津市矢倉町１２１０番地の４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目７番１８号 草津市矢倉町１２０４番地の３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉二丁目１０番３３号 草津市矢倉町１４１４番地の２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目３番３６号 草津市矢倉町１０７７番地の１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目３番３７号 草津市矢倉町１０７７番地の３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目４番２２号 草津市矢倉町１２３９番地の１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目４番３１号 草津市矢倉町１３３１番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目４番３４号 草津市矢倉町１３３１番地の６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目４番３６号 草津市矢倉町１３３１番地の５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目４番３７号 草津市矢倉町１３３１番地の４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目５番３号 草津市矢倉町１２４４番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目５番９号 草津市矢倉町１２４７番地の１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目５番１７号 草津市矢倉町１３３１番地の９ 昭和53年6月5日
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草津市西矢倉三丁目５番１８号 草津市矢倉町１３３１番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目５番１９号 草津市矢倉町１３３１番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目５番２０号 草津市矢倉町１３３１番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目６番１２号 草津市矢倉町１０７０番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目６番１７号 草津市矢倉町１０４７番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目６番２０号 草津市矢倉町１０６３番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目７番１８号 草津市矢倉町１０６３番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目７番３２号 草津市矢倉町１２５０番地の１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目７番３４号 草津市矢倉町１０６５番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目７番３５号 草津市矢倉町１０６５番地の３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目７番３６号 草津市矢倉町１２８０番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番３２号 草津市矢倉町１２８２番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番３４号 草津市矢倉町１２６１番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番３７号 草津市矢倉町１２６０番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番３９号 草津市矢倉町１２５９番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番４０号 草津市矢倉町１２５８番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番４３号 草津市矢倉町１２５７番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番４５号 草津市矢倉町１２５６番地の１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番４８号 草津市矢倉町１２５５番地の１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番４９号 草津市矢倉町１２５４番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番５１号 草津市矢倉町１２５３番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目８番５４号 草津市矢倉町１２５２番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目９番５号 草津市矢倉町１２７７番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目９番１０号 草津市矢倉町１２７４番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目９番１２号 草津市矢倉町１２７３番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目９番１３号 草津市矢倉町１２７３番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目９番１５号 草津市矢倉町１２７０番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目９番１６号 草津市矢倉町１２６８番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目９番１８号 草津市矢倉町１２６６番地の４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１０番１号 草津市矢倉町１２８７番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１０番７号 草津市矢倉町１２８６番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１０番９号 草津市矢倉町１２８５番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１０番１２号 草津市矢倉町１２８０番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１０番１４号 草津市矢倉町１２７８番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１０番１９号 草津市矢倉町１２９３番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１１番６号 草津市矢倉町１２９７番地の３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１１番７号 草津市矢倉町１２９７番地の２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１１番１１号 草津市矢倉町１２９８番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１１番２６号 草津市矢倉町１３０５番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１２番３１号 草津市矢倉町１３６０番地 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１３番１号 草津市矢倉町１３４０番地の６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１３番１６号 草津市矢倉町１３３９番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１３番１８号 草津市矢倉町１３３９番地の６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１３番１９号 草津市矢倉町１３３９番地の５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１４番１号 草津市矢倉町１３３９番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１４番２号 草津市矢倉町１３３９番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１４番３号 草津市矢倉町１３３９番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１４番５号 草津市矢倉町１３３９番地の９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１４番９号 草津市矢倉町１３３９番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番２号 草津市矢倉町１３３５番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番３号 草津市矢倉町１３３５番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番４号 草津市矢倉町１３３９番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番９号 草津市矢倉町１３３９番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番１１号 草津市矢倉町１３３９番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番１４号 草津市矢倉町１３３５番地の５１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番１５号 草津市矢倉町１３３５番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番１６号 草津市矢倉町１３３９番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番１７号 草津市矢倉町１３３９番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番１９号 草津市矢倉町１３３９番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番２０号 草津市矢倉町１３３９番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番３２号 草津市矢倉町１３３５番地の３７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番３５号 草津市矢倉町１３３５番地の２９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番３８号 草津市矢倉町１３３５番地の４５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番３９号 草津市矢倉町１３３５番地の２７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番４１号 草津市矢倉町１３３５番地の２６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１５番４４号 草津市矢倉町１３３５番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番２号 草津市矢倉町１２００番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番４号 草津市矢倉町１２００番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番５号 草津市矢倉町１３３５番地の４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番７号 草津市矢倉町１３３５番地の５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番９号 草津市矢倉町１３３５番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番１４号 草津市矢倉町１２００番地の２０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番１６号 草津市矢倉町１２００番地の２１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１６番１８号 草津市矢倉町１２００番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１７番４号 草津市矢倉町１２００番地の５ 昭和53年6月5日
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草津市西矢倉三丁目１７番６号 草津市矢倉町１２００番地の７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１７番１２号 草津市矢倉町１２００番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１７番１３号 草津市矢倉町１２００番地の１２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１７番１６号 草津市矢倉町１２００番地の１０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１７番１７号 草津市矢倉町１２００番地の９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１７番１９号 草津市矢倉町１２００番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１７番２２号 草津市矢倉町１２００番地の７８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番１号 草津市矢倉町１２００番地の２２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番２号 草津市矢倉町１２００番地の２３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番４号 草津市矢倉町１２００番地の２４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番６号 草津市矢倉町１２００番地の３６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番７号 草津市矢倉町１２００番地の２８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番１６号 草津市矢倉町１２００番地の３０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番１８号 草津市矢倉町１２００番地の２７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１８番１９号 草津市矢倉町１２００番地の２５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番１号 草津市矢倉町１２００番地の３２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番２号 草津市矢倉町１２００番地の４３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番５号 草津市矢倉町１２００番地の４２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番７号 草津市矢倉町１２００番地の４１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番８号 草津市矢倉町１２００番地の４０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番９号 草津市矢倉町１２００番地の３９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番１３号 草津市矢倉町１２００番地の３８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番１４号 草津市矢倉町１２００番地の３７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番１６号 草津市矢倉町１２００番地の３６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番１７号 草津市矢倉町１２００番地の３５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目１９番２０号 草津市矢倉町１２００番地の３３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２０番７号 草津市矢倉町１２００番地の６２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２０番１０号 草津市矢倉町１２００番地の６６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２０番１４号 草津市矢倉町１２００番地の６５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２０番１６号 草津市矢倉町１２００番地の６４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２０番１７号 草津市矢倉町１２００番地の６３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２０番１９号 草津市矢倉町１２００番地の６１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番１号 草津市矢倉町１３３５番地の８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番４号 草津市矢倉町１３３５番地の１９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番５号 草津市矢倉町１３３５番地の１８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番７号 草津市矢倉町１３３５番地の１７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番８号 草津市矢倉町１３３５番地の１６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番９号 草津市矢倉町１３３５番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番１１号 草津市矢倉町１３３５番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番１５号 草津市矢倉町１３３５番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番１７号 草津市矢倉町１３３５番地の１１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２１番２０号 草津市矢倉町１３３５番地の９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２２番２号 草津市矢倉町１３３５番地の３１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２２番７号 草津市矢倉町１３３５番地の３４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２２番８号 草津市矢倉町１３３５番地の３３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番２号 草津市矢倉町１３３５番地の４４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番３号 草津市矢倉町１３３５番地の４３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番５号 草津市矢倉町１３３５番地の４２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番６号 草津市矢倉町１３３５番地の４１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番７号 草津市矢倉町１３３５番地の４０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番８号 草津市矢倉町１３３５番地の３９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番９号 草津市矢倉町１３３５番地の３８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番１９号 草津市矢倉町１３６２番地の２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番２０号 草津市矢倉町１３６３番地の１５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番２８号 草津市矢倉町１３６３番地の１４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番２９号 草津市矢倉町１３６３番地の１３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番３２号 草津市矢倉町１２００番地の７５ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番３３号 草津市矢倉町１２００番地の７４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番３５号 草津市矢倉町１２００番地の７３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２３番３８号 草津市矢倉町１２００番地の６９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番１号 草津市矢倉町１２００番地の４４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番３号 草津市矢倉町１２００番地の５９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番５号 草津市矢倉町１２００番地の５８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番６号 草津市矢倉町１２００番地の５７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番７号 草津市矢倉町１２００番地の５６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番１０号 草津市矢倉町１２００番地の５４ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番１１号 草津市矢倉町１２００番地の５３ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番１２号 草津市矢倉町１２００番地の５２ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番１５号 草津市矢倉町１３６４番地の１ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番２４号 草津市矢倉町１２００番地の５０ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番２５号 草津市矢倉町１２００番地の４９ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番２６号 草津市矢倉町１２００番地の４８ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番２８号 草津市矢倉町１２００番地の４７ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番２９号 草津市矢倉町１２００番地の４６ 昭和53年6月5日
草津市西矢倉三丁目２４番３０号 草津市矢倉町１２００番地の４５ 昭和53年6月5日
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草津市大路一丁目１番１号 草津市大路井町７１２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番２号 草津市大路井町７１２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番３号 草津市大路井町７１２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番４号 草津市大路井町７１３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番５号 草津市大路井町７１３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番６号 草津市大路井町７１５番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番７号 草津市大路井町７１５番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番８号 草津市大路井町７１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番９号 草津市大路井町７２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１０号 草津市大路井町７０６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１２号 草津市大路井町７０６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１３号 草津市大路井町７０６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１４号 草津市大路井町６１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１５号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１６号 草津市大路井町７０６番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１７号 草津市大路井町７０６番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１８号 草津市大路井町７０６番地の７ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１番１９号 草津市大路井町７１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番１号 草津市大路井町５６２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番２号 草津市大路井町５６１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番３号 草津市大路井町５６２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番４号 草津市大路井町５６２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番５号 草津市大路井町５５６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番６号 草津市大路井町５５５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番７号 草津市大路井町５５７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番８号 草津市大路井町５５５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番９号 草津市大路井町５５５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番１２号 草津市大路井町５７７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番１４号 草津市大路井町５４４番地の６ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番１９号 草津市大路井町５５４番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番２０号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番２１号 草津市大路井町５４４番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番２４号 草津市大路井町５４３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番２７号 草津市大路井町５５９番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目２番２８号 草津市大路井町５６１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目３番３号 草津市大路井町５６０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目３番５号 草津市大路井町５４０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目３番６号 草津市大路井町５４０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目３番１０号 草津市大路井町５３９番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目３番１２号 草津市大路井町５３９番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目３番１３号 草津市大路井町５３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目３番１４号 草津市大路井町５４１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番２号 草津市大路井町５３８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番３号 草津市大路井町５３８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番４号 草津市大路井町５３８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番１１号 草津市大路井町５０６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番１３号 草津市大路井町５０６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番１４号 草津市大路井町５２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番１５号 草津市大路井町５１５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番１６号 草津市大路井町５２５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番１８号 草津市大路井町５３２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番２５号 草津市大路井町５３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番２６号 草津市大路井町５３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番２７号 草津市大路井町５３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番２８号 草津市大路井町５３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番３０号 草津市大路井町５３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番３１号 草津市大路井町５３７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番３２号 草津市大路井町５３８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目４番３３号 草津市大路井町５３８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番２号 草津市大路井町５４７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番３号 草津市大路井町５４７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番４号 草津市大路井町５４７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番９号 草津市大路井町５１１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番１１号 草津市大路井町５４７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番１２号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番１４号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番１５号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番１６号 草津市大路井町５４７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目５番１７号 草津市大路井町５４７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番２号 草津市大路井町５１１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番４号 草津市大路井町５００番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番５号 草津市大路井町５００番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番７号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番８号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番１２号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
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草津市大路一丁目６番１３号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番１４号 草津市大路井町５０１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番１５号 草津市大路井町５０１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番１６号 草津市大路井町５１１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番１７号 草津市大路井町５１１番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目６番２１号 草津市大路井町５１２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１号 草津市大路井町５５４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番２号 草津市大路井町５５４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番４号 草津市大路井町５５４番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番５号 草津市大路井町５５４番地の８ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番６号 草津市大路井町５５３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番７号 草津市大路井町４９１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番８号 草津市大路井町４８３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１１号 草津市大路井町４９０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１２号 草津市大路井町４９３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１３号 草津市大路井町４９３番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１４号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１７号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１８号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番１９号 草津市大路井町４９８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番２０号 草津市大路井町５４９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番２２号 草津市大路井町５５０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番２３号 草津市大路井町５５０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番２５号 草津市大路井町５５０番地の８ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番２８号 草津市大路井町５５０番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番２９号 草津市大路井町５５０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番３１号 草津市大路井町５５１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目７番３２号 草津市大路井町５５１番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番２号 草津市大路井町７２２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番５号 草津市大路井町７２２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番８号 草津市大路井町７２１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１２号 草津市大路井町７２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１４号 草津市大路井町７２０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１５号 草津市大路井町７２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１６号 草津市大路井町７２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１７号 草津市大路井町７２０番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１８号 草津市大路井町７２０番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番１９号 草津市大路井町７２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番２１号 草津市大路井町７２０番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番２２号 草津市大路井町７２０番地の６ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番２４号 草津市大路井町７２２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目８番２５号 草津市大路井町７２２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番５号 草津市大路井町４７１番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番６号 草津市大路井町４７６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番７号 草津市大路井町４７９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番８号 草津市大路井町４７９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番９号 草津市大路井町４８０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番１０号 草津市大路井町４８３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番１１号 草津市大路井町４８３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番１３号 草津市大路井町４８３番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番１４号 草津市大路井町４８２番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番１５号 草津市大路井町４８２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番１７号 草津市大路井町４８２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番２０号 草津市大路井町４７９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目９番２１号 草津市大路井町４７７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番１号 草津市大路井町７２５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番２号 草津市大路井町７２６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番３号 草津市大路井町７２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番５号 草津市大路井町７２６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番６号 草津市大路井町７２６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番７号 草津市大路井町７２６番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番８号 草津市大路井町４６０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番９号 草津市大路井町４６７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番１１号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番１２号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番１３号 草津市大路井町４６８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番１４号 草津市大路井町４６８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番１５号 草津市大路井町４７０番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番１９号 草津市大路井町４７０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番２０号 草津市大路井町７２５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番２１号 草津市大路井町７２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番２６号 草津市大路井町７２４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１０番２７号 草津市大路井町７２４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番１号 草津市大路井町７２７番地の２ 昭和39年7月1日
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草津市大路一丁目１１番２号 草津市大路井町７２９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番３号 草津市大路井町７３３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番９号 草津市大路井町４５１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番１０号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番１４号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番１６号 草津市渋川町８９０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番１７号 草津市大路井町４４７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番１８号 草津市大路井町４４９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２０号 草津市大路井町４５０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２１号 草津市大路井町４５１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２２号 草津市大路井町４５２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２５号 草津市大路井町４５８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２６号 草津市大路井町４５８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２７号 草津市大路井町４５８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２８号 草津市大路井町７２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番２９号 草津市大路井町７２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１１番３０号 草津市大路井町７２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１２番２号 草津市渋川町８９１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１２番３号 草津市渋川町８９１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１２番１７号 草津市渋川町８９２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１２番１８号 草津市渋川町８９１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１２番２２号 草津市渋川町８９１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１２番２５号 草津市渋川町８９１番地の７ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番７号 草津市大路井町４４２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１０号 草津市大路井町４４１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１１号 草津市大路井町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１２号 草津市大路井町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１３号 草津市大路井町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１４号 草津市大路井町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１６号 草津市大路井町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１７号 草津市大路井町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１８号 草津市大路井町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番１９号 草津市大路井町４４１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番２０号 草津市大路井町４４１番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番２２号 草津市大路井町４４２番地の２３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１３番２３号 草津市大路井町４４２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番３号 草津市大路井町４５３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番４号 草津市大路井町４４４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番５号 草津市大路井町４４４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番６号 草津市大路井町４４４番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番９号 草津市大路井町４４４番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番１１号 草津市大路井町４４３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番１２号 草津市大路井町４４３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番１３号 草津市大路井町４３７番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番１４号 草津市大路井町４３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番１５号 草津市大路井町４４４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番１６号 草津市大路井町４３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番１９号 草津市大路井町４３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番２１号 草津市大路井町４３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番２３号 草津市大路井町４３７番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１４番２４号 草津市大路井町４３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番４号 草津市大路井町４６３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番５号 草津市大路井町４６４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番６号 草津市大路井町４６４番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番７号 草津市大路井町４３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番８号 草津市大路井町４３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番９号 草津市大路井町４３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１０号 草津市大路井町４３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１２号 草津市大路井町４３５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１４号 草津市大路井町４３５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１５号 草津市大路井町４３４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１６号 草津市大路井町４３４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１７号 草津市大路井町４３４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１８号 草津市大路井町４３４番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番１９号 草津市大路井町４３２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番２１号 草津市大路井町４３１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番２２号 草津市大路井町４２９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番２５号 草津市大路井町４２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番２６号 草津市大路井町４２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番２８号 草津市大路井町４２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番３３号 草津市大路井町４８４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番３４号 草津市大路井町４８４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番３５号 草津市大路井町４８４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番３６号 草津市大路井町４８４番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番３７号 草津市大路井町４７５番地 昭和39年7月1日
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草津市大路一丁目１５番３８号 草津市大路井町４７５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番３９号 草津市大路井町４７５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番４０号 草津市大路井町４７２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番４１号 草津市大路井町４７３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番４３号 草津市大路井町４６５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番４４号 草津市大路井町４６６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１５番４５号 草津市大路井町４６６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番３号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番４号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番６号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番７号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番８号 草津市大路井町４２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番９号 草津市大路井町４２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番１０号 草津市大路井町４２３番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番１１号 草津市大路井町４２３番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番１２号 草津市大路井町４２３番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番１８号 草津市大路井町４２４番地の７ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番１９号 草津市大路井町４２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番２０号 草津市大路井町４２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番２１号 草津市大路井町４２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番２２号 草津市大路井町４２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番２３号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番２４号 草津市大路井町４９４番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番２５号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番２７号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番３０号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番３１号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番３２号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番３３号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１６番３４号 草津市大路井町４８９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番４号 草津市大路井町５０２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番５号 草津市大路井町５０２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番６号 草津市大路井町５０３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番７号 草津市大路井町５０３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番９号 草津市大路井町４２２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番１１号 草津市大路井町４２５番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番１７号 草津市大路井町４２５番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番１８号 草津市大路井町４２５番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番１９号 草津市大路井町４２１番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番２２号 草津市大路井町４２０番地の２４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番２５号 草津市大路井町４２０番地の２３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番３５号 草津市大路井町５０３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番３６号 草津市大路井町５０３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番３７号 草津市大路井町５０３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番３８号 草津市大路井町５０３番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番３９号 草津市大路井町５０２番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１７番４１号 草津市大路井町５０２番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番１２号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番１３号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番１４号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番１６号 草津市大路井町５７９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番１７号 草津市大路井町５２９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番１８号 草津市大路井町５３２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番１９号 草津市大路井町５２９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２０号 草津市大路井町５２９番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２３号 草津市大路井町５２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２４号 草津市大路井町５２８番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２５号 草津市大路井町５３２番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２６号 草津市大路井町５２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２７号 草津市大路井町５１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２８号 草津市大路井町５０６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番２９号 草津市大路井町５０６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番３０号 草津市大路井町５０６番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番３１号 草津市大路井町５０９番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番３２号 草津市大路井町５１０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１８番３３号 草津市大路井町５１０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１９番１号 草津市大路井町５３１番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１９番７号 草津市大路井町５３０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１９番８号 草津市大路井町４２０番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１９番１０号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１９番１１号 草津市大路井町４２０番地の１７ 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１９番１２号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路一丁目１９番１４号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１番２号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１番３号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
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草津市大路二丁目１番４号 草津市大路井町３２１番地の７ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１番５号 草津市大路井町３２１番地の４８ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１番２５号 草津市大路井町３０７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１番３５号 草津市大路井町３０７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番１号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番３号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番４号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番７号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番８号 草津市大路井町４３７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番１３号 草津市大路井町３２０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番１８号 草津市大路井町３２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２０号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２１号 草津市大路井町４０８番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２２号 草津市大路井町４０８番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２３号 草津市大路井町４０８番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２５号 草津市大路井町４０８番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２６号 草津市大路井町４０９番地の６ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２７号 草津市大路井町４０９番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番２８号 草津市大路井町４０９番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番３３号 草津市大路井町４２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番４３号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番４５号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目２番４６号 草津市大路井町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１号 草津市大路井町４２４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番２号 草津市大路井町４２４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番３号 草津市大路井町４２４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番５号 草津市大路井町４１４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番８号 草津市大路井町４０９番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１０号 草津市大路井町４１０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１１号 草津市大路井町３９３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１２号 草津市大路井町３９７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１３号 草津市大路井町３９７番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１４号 草津市大路井町３６７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１５号 草津市大路井町３５８番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１６号 草津市大路井町３６７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番１７号 草津市大路井町４２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番２１号 草津市大路井町３５７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番２２号 草津市大路井町３２６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番２５号 草津市大路井町３２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番２６号 草津市大路井町３２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番２８号 草津市大路井町３５４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番４５号 草津市大路井町４１８番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番４６号 草津市大路井町４１８番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番４７号 草津市大路井町４２４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番５０号 草津市大路井町４２４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目３番５４号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目４番１号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目４番２号 草津市大路井町４２０番地の１２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目４番３号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目４番５号 草津市大路井町４２０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目４番７号 草津市大路井町４２０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目４番９号 草津市大路井町４２０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目４番１０号 草津市大路井町４２０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番２号 草津市大路井町３２５番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番３号 草津市大路井町３２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番４号 草津市大路井町３４４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番７号 草津市大路井町３３８番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番８号 草津市大路井町３３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番９号 草津市大路井町３３９番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１０号 草津市大路井町３２２番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１２号 草津市大路井町３２１番地の９ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１３号 草津市大路井町３２１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１４号 草津市大路井町３２１番地の３８ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１５号 草津市大路井町３２１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１７号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１８号 草津市大路井町８４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番１９号 草津市大路井町８３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目５番２１号 草津市大路井町８３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目６番２号 草津市大路井町３６３番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目６番３号 草津市大路井町３６４番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目６番４号 草津市大路井町３６７番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目６番６号 草津市大路井町３９９番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目６番７号 草津市大路井町４００番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目６番９号 草津市大路井町４００番地の３ 昭和39年7月1日
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草津市大路二丁目７番１号 草津市大路井町８７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番６号 草津市大路井町８６番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番７号 草津市大路井町８６番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番８号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番９号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１０号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１１号 草津市大路井町３２１番地の５３ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１２号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１５号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１６号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１７号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１８号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番１９号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番２０号 草津市大路井町３２１番地の６７ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番２２号 草津市大路井町３２１番地の６ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番２３号 草津市大路二丁目データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目７番２６号 草津市大路井町３２１番地の６ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目８番１号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目８番４号 草津市大路井町３２１番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目８番６号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目８番８号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目８番９号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目８番１０号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目８番１３号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目９番３９号 草津市大路井町１８０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１１番１６号 草津市大路井町１２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１１番３４号 草津市大路井町１２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１２番３号 草津市大路井町１５２番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１２番６号 草津市大路井町１５３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１２番７号 草津市大路井町１５３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１２番８号 草津市大路井町１５１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１２番１０号 草津市大路井町１５０番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１３番２号 草津市大路井町１１３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１３番３号 草津市大路井町１１１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１３番４号 草津市大路井町１１２番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１３番５号 草津市大路井町１１０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１３番１９号 草津市大路井町１４９番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１３番２５号 草津市大路井町１４５番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１３番２７号 草津市大路井町１１０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１４番４号 草津市大路井町１１５番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１４番７号 草津市大路井町１１８番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１４番９号 草津市大路井町１１８番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１４番１０号 草津市大路井町１１９番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１４番１１号 草津市大路井町１２０番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番６号 草津市大路井町１２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番１０号 草津市大路井町１２７番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番１３号 草津市大路井町１２６番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番１８号 草津市大路井町１２３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番１９号 草津市大路井町１２１番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番２０号 草津市大路井町１２１番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番２２号 草津市大路井町９３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番２３号 草津市大路井町９３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番２５号 草津市大路井町９２番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番２７号 草津市大路井町９１番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番２８号 草津市大路井町９０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番２９号 草津市大路井町９０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３０号 草津市大路井町９０番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３１号 草津市大路井町９０番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３２号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３３号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３４号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３５号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３７号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番３９号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番４０号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１５番４１号 草津市大路井町３２１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番６号 草津市大路井町７６番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番１０号 草津市大路井町７６番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番１５号 草津市大路井町８１番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番２０号 草津市大路井町７８番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番２２号 草津市大路井町７４番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番２５号 草津市大路井町７３番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番２７号 草津市大路井町９５番地 昭和39年7月1日
草津市大路二丁目１６番３０号 草津市大路井町７１番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目１番１４号 草津市大路井町１３６番地の４ 昭和39年7月1日
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草津市大路三丁目１番３２号 草津市大路井町１０６番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目１番３６号 草津市大路井町１１０番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目１番３７号 草津市大路井町１３６番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目１番３９号 草津市大路井町１３８番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目２番１０号 草津市大路井町４１０番地の８ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目２番１３号 草津市大路井町１０１番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目２番２７号 草津市大路井町１００番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目３番５号 草津市大路井町６９番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目３番１０号 草津市大路井町６７番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目３番１１号 草津市大路井町６６番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目３番１２号 草津市大路井町６５番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目３番１３号 草津市大路井町６３番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目３番４０号 草津市大路井町６３番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目３番４７号 草津市大路井町７０番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番３号 草津市大路井町２６番地の６ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番４号 草津市大路井町２６番地の６ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番５号 草津市大路井町２６番地の７ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番６号 草津市大路井町３３番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番７号 草津市大路井町３３番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番１１号 草津市大路井町３６番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番２０号 草津市大路井町４３番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番２９号 草津市大路井町４７番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番４５号 草津市大路井町４３番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番４６号 草津市大路井町５５番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番６２号 草津市大路井町５９番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番６９号 草津市大路井町２６番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目４番７２号 草津市大路井町２６番地の３ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番１号 草津市大路井町２２番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番１３号 草津市大路井町８番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番５１号 草津市大路井町３５番地の２ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番５２号 草津市大路井町３５番地の７ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番５７号 草津市大路井町３４番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番５８号 草津市大路井町２５番地の１ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番６０号 草津市大路井町２５番地 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番６１号 草津市大路井町２５番地の７ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番６２号 草津市大路井町２５番地の４ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番６３号 草津市大路井町２５番地の５ 昭和39年7月1日
草津市大路三丁目５番６４号 草津市大路井町２４番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１番５号 草津市大路井町７００番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町２番２１号 草津市大路井町７００番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町３番５号 草津市大路井町７５５番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町３番１２号 草津市大路井町７５６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町３番１６号 草津市大路井町７５７番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町６番２号 草津市渋川町６５２番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町６番２６号 草津市渋川町６６５番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町６番２８号 草津市渋川町６７１番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町６番３０号 草津市渋川町６７１番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町６番３１号 草津市渋川町６７１番地の１３ 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番１０号 草津市渋川町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番１１号 草津市渋川町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番１２号 草津市渋川町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番１３号 草津市渋川町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番１５号 草津市渋川町６１７番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番１６号 草津市渋川町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番２１号 草津市渋川町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町７番２２号 草津市渋川町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町８番８号 草津市大路井町６７７番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町８番１０号 草津市大路井町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町８番１２号 草津市大路井町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町８番１４号 草津市大路井町６７５番地の４ 昭和39年7月1日
草津市西大路町８番１５号 草津市大路井町６８７番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町８番１６号 草津市大路井町６７５番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町９番６号 草津市大路井町７６３番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町９番１９号 草津市大路井町６８７番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町９番２８号 草津市大路井町６８５番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１０番１号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１０番７号 草津市大路井町５７４番地の２ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１０番２２号 草津市大路井町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１０番２５号 草津市大路井町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１０番２９号 草津市大路井町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１０番３９号 草津市大路井町６７６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１１番１号 草津市渋川町６７５番地の３ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１１番３号 草津市渋川町６７５番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１１番５号 草津市渋川町６７５番地の３ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１１番６号 草津市渋川町８２４番地 昭和39年7月1日
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草津市西大路町１１番１８号 草津市大路井町７０７番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１１番２６号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１１番２７号 草津市大路井町７０６番地 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番１９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番２０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番２１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番２２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番２３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１２番２４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番１９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番２９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番３９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番４９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番５０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
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草津市西大路町１３番５１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番５２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番６９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番７９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番８９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１３番９０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１５号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１６号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１７号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１８号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番１９号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番２０号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番２１号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番２２号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番２３号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西大路町１４番２４号 草津市野村町３２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１番１５号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１番１６号 草津市大路井町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目２番２号 草津市大路井町７７８番地の３ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目２番８号 草津市大路井町８８４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目２番９号 草津市渋川町８８５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目２番１１号 草津市渋川町８８５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目２番１２号 草津市渋川町８８９番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番３号 草津市渋川町８９５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番４号 草津市渋川町８９９番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番５号 草津市渋川町８９９番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番６号 草津市渋川町９００番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番１７号 草津市渋川町５０５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番２４号 草津市渋川町９０２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番２８号 草津市渋川町８９８番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番３１号 草津市渋川町８９５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目３番３２号 草津市渋川町８９１番地の１６ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番１号 草津市渋川町９５３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番４号 草津市渋川町９５４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番６号 草津市渋川町９５５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番８号 草津市渋川町９５５番地 昭和39年7月1日
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草津市渋川一丁目４番９号 草津市渋川町９５７番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番１０号 草津市渋川町９５８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番１１号 草津市渋川町９５８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番１３号 草津市渋川町９５８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番１６号 草津市渋川町９４８番地の２ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番１７号 草津市渋川町９４８番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番３４号 草津市渋川町９０５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番３６号 草津市渋川町９０６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番３８号 草津市渋川町９０６番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番４０号 草津市渋川町９０５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番４１号 草津市渋川町９０５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番４３号 草津市渋川町９５２番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目４番４５号 草津市渋川町９６１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１号 草津市渋川町８７５番地の２ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番５号 草津市渋川町８７５番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番７号 草津市渋川町８７６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番８号 草津市渋川町８８５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番９号 草津市渋川町８７７番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１０号 草津市渋川町８７８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１１号 草津市渋川町８８０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１２号 草津市渋川町８８１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１３号 草津市渋川町８８２番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１４号 草津市渋川町８８３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１５号 草津市渋川町８８３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番１８号 草津市渋川町７８０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目５番２１号 草津市渋川町７８１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番３号 草津市渋川町８５２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番５号 草津市渋川町８５３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番７号 草津市渋川町８６１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番９号 草津市渋川町８６１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番１０号 草津市渋川町８６２番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番１２号 草津市渋川町８６４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番１４号 草津市渋川町８６６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番１５号 草津市渋川町８６７番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番１６号 草津市渋川町８６８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番１７号 草津市渋川町８６９番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番２０号 草津市渋川町８７０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番２２号 草津市渋川町８７４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番２３号 草津市渋川町８７４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番２６号 草津市渋川町８７４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目６番２７号 草津市渋川町８７３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番１号 草津市渋川町９５９番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番２号 草津市渋川町９６０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番３号 草津市渋川町９６１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番４号 草津市渋川町９６１番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番５号 草津市渋川町９６１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番６号 草津市渋川町９６１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番７号 草津市渋川町９４３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番８号 草津市渋川町９６３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番９号 草津市渋川町９６４番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番１０号 草津市渋川町９６５番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番１２号 草津市渋川町９６６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番１４号 草津市渋川町９６６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番１５号 草津市渋川町９４１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番１８号 草津市渋川町９４１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番３２号 草津市渋川町９４７番地の２ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番３３号 草津市渋川町９４５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目７番３４号 草津市渋川町８５９番地の２ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目８番３４号 草津市渋川町８７５番地の３ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番１号 草津市渋川町９６７番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番３号 草津市渋川町９６８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番５号 草津市渋川町９７６番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番７号 草津市渋川町９７１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番１１号 草津市渋川町９３３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番１５号 草津市渋川町９３６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番１６号 草津市渋川町９３３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目９番４２号 草津市渋川町９２１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番１号 草津市渋川町３００番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番２号 草津市渋川町８５６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番３号 草津市渋川町８５７番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番５号 草津市渋川町８５７番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番６号 草津市渋川町８６８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番９号 草津市渋川町９５２番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番１０号 草津市渋川町８６０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１０番１４号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
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草津市渋川一丁目１１番１号 草津市渋川町９７４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１１番２号 草津市渋川町９７４番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１１番２０号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１１番２７号 草津市渋川町８６０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１１番３０号 草津市渋川町９２８番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１１番３２号 草津市渋川町９７５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１１番３３号 草津市渋川町９２８番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川一丁目１１番３４号 草津市渋川町９７３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目１番８号 草津市渋川町４３０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目１番１０号 草津市渋川町４３１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目１番１２号 草津市渋川町４３３番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目１番１４号 草津市渋川町４４０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目１番１５号 草津市渋川町４３８番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目１番１６号 草津市渋川町４３５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目１番１７号 草津市渋川町４３６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目２番１号 草津市渋川町９７５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目２番９号 草津市渋川町９９３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目２番１３号 草津市渋川町９９５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番１号 草津市渋川町９７７番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番２号 草津市渋川町９７６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番３号 草津市渋川町９８０番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番１５号 草津市渋川町１００８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番２３号 草津市渋川町１００５番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番２９号 草津市渋川町１００６番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番３２号 草津市渋川町９８９番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目３番３３号 草津市渋川町９８８番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目４番４号 草津市渋川町１０１０番地の１１ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目４番２２号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目４番２５号 草津市渋川町１０１１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目４番３３号 草津市渋川町１０１０番地の１８ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目４番３６号 草津市渋川町９８４番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目４番４０号 草津市渋川町９８１番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目５番９号 草津市渋川町２９２番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目５番１５号 草津市渋川町２９２番地の５ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目６番１９号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目６番３２号 草津市渋川町２８６番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目６番３４号 草津市渋川町２８６番地の１ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目７番３号 草津市渋川町１０１２番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目７番１８号 草津市渋川町１０１０番地の８ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目７番２１号 草津市渋川町１０１５番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目７番３１号 草津市渋川町１０２３番地の２ 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目７番３２号 草津市渋川町１０２３番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目８番１号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市渋川二丁目９番７号 草津市渋川町１０４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１番１７号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１番１８号 草津市渋川町７５９番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目２番１９号 草津市渋川町５９７番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目４番１号 草津市渋川町８４６番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目４番４号 草津市渋川町４５０番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目４番６号 草津市渋川町８３５番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目５番２号 草津市渋川町８４４番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目５番３号 草津市渋川町８４３番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目５番７号 草津市渋川町８３８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目５番８号 草津市渋川町８３９番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目６番１号 草津市渋川町データ無又は無番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目６番７号 草津市渋川町４５１番地の８ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目６番９号 草津市渋川町４４６番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目６番１２号 草津市渋川町４４３番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目６番１８号 草津市渋川町４４３番地の４ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番２号 草津市渋川町４１２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番４号 草津市渋川町４１３番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番５号 草津市渋川町４０９番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番２２号 草津市渋川町３０５番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番３０号 草津市渋川町８８２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番３２号 草津市渋川町９８４番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番３３号 草津市渋川町４１６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目７番３９号 草津市渋川町４１３番地の４ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目８番１号 草津市渋川町８０６番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目８番１６号 草津市渋川町３１６番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目９番２６号 草津市渋川町３１７番地の５ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目９番２７号 草津市渋川町３１８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目９番２８号 草津市渋川町３１７番地の４ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目９番２９号 草津市渋川町３１７番地の４ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目９番３１号 草津市渋川町３１７番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１０番３２号 草津市渋川町４０８番地 昭和39年7月1日
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草津市西渋川一丁目１０番３３号 草津市渋川町４０８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１０番３６号 草津市渋川町４０６番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１０番３８号 草津市渋川町４０３番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１２番２７号 草津市渋川町３３６番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１６番１号 草津市渋川町３６５番地の２ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１６番４号 草津市渋川町３６５番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番５号 草津市渋川町８３９番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番８号 草津市渋川町４５３番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番１５号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番１６号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番１７号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番１８号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番２５号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番３０号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番３２号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番４０号 草津市渋川町４９３番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番４１号 草津市渋川町４９３番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番４８号 草津市渋川町４９１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番５１号 草津市渋川町４９１番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番５２号 草津市渋川町４９１番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番５４号 草津市渋川町４９２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番５５号 草津市渋川町４９２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１７番５９号 草津市渋川町４９４番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１８番１号 草津市渋川町７４８番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川一丁目１８番２号 草津市渋川町４９４番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目１番９号 草津市渋川町２８１番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目２番３号 草津市渋川町２６７番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目２番５号 草津市渋川町２７０番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目２番５１号 草津市渋川町２６８番地の５ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目２番５３号 草津市渋川町２６８番地の６ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目２番５４号 草津市渋川町２６８番地の３ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目２番５７号 草津市渋川町４１６番地の２ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目３番１号 草津市渋川町１０１番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目４番２号 草津市渋川町７９番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目４番４号 草津市渋川町８０番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目４番５号 草津市渋川町８２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目４番７号 草津市渋川町８２番地の５ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目４番８号 草津市渋川町８２番地の２ 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目４番９号 草津市渋川町８７番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目４番１４号 草津市渋川町８７番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目５番３号 草津市渋川町２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目５番１０号 草津市渋川町２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目８番４号 草津市渋川町２６２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目８番２３号 草津市渋川町２６２番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目９番１号 草津市渋川町２４７番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目９番５号 草津市渋川町２４７番地 昭和39年7月1日
草津市西渋川二丁目９番６号 草津市渋川町２４７番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町１番５号 草津市大路井町２９５番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町１番８号 草津市大路井町２９０番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町２番９号 草津市大路井町２７６番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３号 草津市大路井町２７１番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３１号 草津市大路井町２７３番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３２号 草津市大路井町２７３番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３３号 草津市大路井町２７３番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３４号 草津市大路井町２７３番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３５号 草津市大路井町２７２番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３７号 草津市大路井町２７２番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町３番３９号 草津市大路井町２７２番地の１ 昭和39年7月1日
草津市若竹町４番１７号 草津市大路井町２５１番地の２ 昭和39年7月1日
草津市若竹町５番９号 草津市大路井町２４２番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町８番３０号 草津市大路井町２０６番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町８番３１号 草津市大路井町２０３番地 昭和39年7月1日
草津市若竹町９番９号 草津市大路井町１６９番地 昭和39年7月1日
草津市野路一丁目１番１号 草津市野路一丁目１１番地４ 平成20年12月1日 サンコート南草津Ⅱ
草津市野路一丁目１番１０号 草津市野路一丁目１１番地１ 平成20年12月1日 アメニティ南草津Ⅵ
草津市野路一丁目１番１４号 草津市野路一丁目１２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目３番３号 草津市野路一丁目１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目４番７号 草津市野路一丁目９番地６ 平成20年12月1日 コミュニティ南草津ビル
草津市野路一丁目４番１５号 草津市野路一丁目９番地９ 平成20年12月1日 センシブルＢＬＤＧ　ＺＥＮ

草津市野路一丁目４番１６号 草津市野路一丁目９番地１０ 平成20年12月1日 ＭＮＫ－３
草津市野路一丁目４番１９号 草津市野路一丁目９番地４ 平成20年12月1日 アメニティ南草津Ⅲ
草津市野路一丁目４番２０号 草津市野路一丁目９番地１ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目５番１５号 草津市野路一丁目１４番地５ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目５番２４号 草津市野路一丁目１４番地２ 平成20年12月1日 サンシャイン
草津市野路一丁目６番５号 草津市野路一丁目１３番地３ 平成20年12月1日 サンコート南草津
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草津市野路一丁目６番２７号 草津市野路一丁目１３番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目７番１３号 草津市野路一丁目１５番地４ 平成20年12月1日 アメニティ南草津Ⅹ　ルクセア

草津市野路一丁目７番２１号 草津市野路一丁目１５番地３ 平成20年12月1日 リベリー南草津
草津市野路一丁目８番５号 草津市野路一丁目８番地４ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目８番６号 草津市野路一丁目８番地７ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目８番７号 草津市野路一丁目８番地８ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目８番９号 草津市野路一丁目８番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目８番１２号 草津市野路一丁目８番地１１ 平成20年12月1日 Ｍ．Ｐｌａｚａ
草津市野路一丁目８番１８号 草津市野路一丁目８番地１２ 平成20年12月1日 ｅ・ｅ　ビルディング
草津市野路一丁目８番２２号 草津市野路一丁目８番地１６ 平成20年12月1日 南草津森ビル
草津市野路一丁目８番２３号 草津市野路一丁目８番地１ 平成20年12月1日 Ｉ．０．Ｒビル
草津市野路一丁目９番１４号 草津市野路一丁目７番地４ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目９番１７号 草津市野路一丁目７番地５ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目９番１８号 草津市野路一丁目７番地６ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目９番１９号 草津市野路一丁目７番地７ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目９番２０号 草津市野路一丁目７番地８ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目９番２１号 草津市野路一丁目７番地９ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目９番２３号 草津市野路一丁目７番地１０ 平成20年12月1日 ＭＮＫ－６
草津市野路一丁目１０番１号 草津市野路一丁目２番地１１ 平成20年12月1日 ＭＮＫ－５
草津市野路一丁目１０番９号 草津市野路一丁目２番地１７ 平成20年12月1日 エランビタールⅢ
草津市野路一丁目１０番１８号 草津市野路一丁目２番地２ 平成20年12月1日 アメニティ南草津Ⅶ
草津市野路一丁目１１番２号 草津市野路一丁目２番地４ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１１番４号 草津市野路一丁目２番地６ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１１番５号 草津市野路一丁目２番地７ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１１番６号 草津市野路一丁目２番地８ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１１番７号 草津市野路一丁目２番地９ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１１番１０号 草津市野路一丁目２番地１０ 平成20年12月1日 レジデンス寿
草津市野路一丁目１２番２号 草津市野路一丁目３番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１２番１１号 草津市野路一丁目３番地２ 平成20年12月1日 アメニティ南草津Ⅳ
草津市野路一丁目１２番１５号 草津市野路一丁目３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１２番１８号 草津市野路一丁目３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１２番２３号 草津市野路一丁目３番地９ 平成20年12月1日 エスポワール
草津市野路一丁目１２番２８号 草津市野路一丁目３番地１１ 平成20年12月1日 ＷＩＮＧ南草津
草津市野路一丁目１２番４１号 草津市野路一丁目３番地１８ 平成20年12月1日 クレアトゥール２１
草津市野路一丁目１３番６号 草津市野路一丁目６番地３ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１３番８号 草津市野路町９７９番地２ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１３番３６号 草津市野路一丁目６番地３ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１３番４６号 草津市野路一丁目６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１４番１号 草津市野路町９２２番地５ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１４番３６号 草津市野路一丁目１６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１４番３８号 草津市野路一丁目１６番地５ 平成20年12月1日 サンマール南草津
草津市野路一丁目１４番４６号 草津市野路一丁目１６番地４ 平成20年12月1日 フクイビル
草津市野路一丁目１４番４７号 草津市野路一丁目１６番地１ 平成20年12月1日 南草津ＮＴビル
草津市野路一丁目１５番５号 草津市野路一丁目１７番地２ 平成20年12月1日 フェリエ南草津
草津市野路一丁目１５番１５号 草津市野路一丁目１７番地４ 平成20年12月1日 ローレルコート南草津
草津市野路一丁目１５番１９号 草津市野路町９１２番地４ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１６番１号 草津市野路町９１２番地４ 平成20年12月1日 アメニティ南草津Ⅷ
草津市野路一丁目１６番１３号 草津市野路一丁目５番地１ 平成20年12月1日 アメニティ南草津Ⅴ
草津市野路一丁目１７番１７号 草津市野路一丁目４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１７番２９号 草津市野路一丁目４番地７ 平成20年12月1日
草津市野路一丁目１７番３４号 草津市野路町１０５９番地６ 平成20年12月1日 グッドウィル
草津市野路一丁目１７番３８号 草津市野路町１０６０番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番１号 草津市野路町８６８番地２３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番３号 草津市野路町８６８番地２４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番４号 草津市野路町８６８番地２５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番５号 草津市野路町８６８番地２６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番６号 草津市野路町８６８番地２７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番７号 草津市野路町８６８番地３１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番８号 草津市野路町８６８番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１番９号 草津市野路町８６８番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番１号 草津市野路町８９７番地１０５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番２号 草津市野路町８９７番地１０３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番３号 草津市野路町８９７番地１０１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番４号 草津市野路町８９２番地６４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番５号 草津市野路町９０８番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番６号 草津市野路町９０８番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番７号 草津市野路町９０８番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２番９号 草津市野路町９０８番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番１号 草津市野路町１０８４番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番２号 草津市野路町１０８４番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番３号 草津市野路町１０８４番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番５号 草津市野路町１０８４番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番７号 草津市野路町１０８５番地３５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番８号 草津市野路町１０８５番地３４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番９号 草津市野路町１０８５番地３３ 平成20年12月1日
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草津市野路二丁目３番１０号 草津市野路町１０８５番地３２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番１１号 草津市野路町１０８５番地３１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番１２号 草津市野路町１０８５番地３０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番１３号 草津市野路町１０８５番地２９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目３番１４号 草津市野路町８９７番地１０６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目４番１号 草津市野路町１０７０番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目４番３号 草津市野路町１０８３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１号 草津市野路町１０８４番地６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番２号 草津市野路町１０８４番地５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番３号 草津市野路町１０８３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番４号 草津市野路町１０８３番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番５号 草津市野路町１０８３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１１号 草津市野路町１０８３番地３５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１２号 草津市野路町１０８３番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１３号 草津市野路町１０８３番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１４号 草津市野路町１０８３番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１５号 草津市野路町１０８４番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１６号 草津市野路町１０８４番地９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１７号 草津市野路町１０８４番地８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目５番１８号 草津市野路町１０８４番地７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１号 草津市野路町１０８５番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番２号 草津市野路町１０８５番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番３号 草津市野路町１０８５番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番４号 草津市野路町１０８５番地９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番６号 草津市野路町１０８５番地４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番７号 草津市野路町１０８３番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番９号 草津市野路町１０８３番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１２号 草津市野路町１０８３番地２６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１３号 草津市野路町１０８５番地４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１４号 草津市野路町１０８５番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１５号 草津市野路町１０８５番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１６号 草津市野路町１０８５番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１７号 草津市野路町１０８５番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目６番１９号 草津市野路町１０８５番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番１号 草津市野路町１０８５番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番２号 草津市野路町１０８５番地２５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番３号 草津市野路町１０８５番地２６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番４号 草津市野路町１０８５番地２７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番９号 草津市野路町１０８５番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番１０号 草津市野路町１０８５番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番１１号 草津市野路町１０８５番地２３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目７番１２号 草津市野路町１０８５番地２４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番２号 草津市野路町１０８６番地７０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番３号 草津市野路町１０８６番地６９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番４号 草津市野路町１０８６番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番５号 草津市野路町１０８６番地６７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番７号 草津市野路町１０８６番地６５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番９号 草津市野路町１０８６番地６４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番１１号 草津市野路町１０８６番地６３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番１２号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番１４号 草津市野路町８９７番地５２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番１５号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番１６号 草津市野路町８９７番地５４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目８番１７号 草津市野路町１０８７番地２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１号 草津市野路町８９７番地８２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番２号 草津市野路町８９７番地８３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番３号 草津市野路町８９７番地８４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番４号 草津市野路町８９７番地８５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番５号 草津市野路町８９７番地８６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番６号 草津市野路町８９７番地８７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番７号 草津市野路町８９７番地９９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番８号 草津市野路町８９７番地１０９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番９号 草津市野路町８９７番地６１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１２号 草津市野路町８９７番地９７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１３号 草津市野路町８９７番地９８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１４号 草津市野路町８９７番地７４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１５号 草津市野路町８９７番地７５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１６号 草津市野路町８９７番地７６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１７号 草津市野路町８９７番地７７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１８号 草津市野路町８９７番地７８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番１９号 草津市野路町８９７番地７９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番２０号 草津市野路町８９７番地８０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目９番２２号 草津市野路町８９７番地８１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１号 草津市野路町８９７番地７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番２号 草津市野路町８９７番地９６ 平成20年12月1日
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草津市野路二丁目１０番３号 草津市野路町８９７番地９５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番４号 草津市野路町８９７番地９４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番６号 草津市野路町８９７番地９２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番７号 草津市野路町８９７番地９１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番９号 草津市野路町８９７番地７２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１０号 草津市野路町８９７番地７１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１３号 草津市野路町８９７番地７０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１４号 草津市野路町８９７番地６９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１５号 草津市野路町８９７番地８９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１６号 草津市野路町８９７番地６６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１７号 草津市野路町８９７番地６５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１８号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番１９号 草津市野路町８９７番地６２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１０番２０号 草津市野路町８９７番地６３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１号 草津市野路町９０８番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番２号 草津市野路町８９２番地５３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番３号 草津市野路町８９２番地５４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番５号 草津市野路町８９２番地５６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番６号 草津市野路町８９２番地５７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番７号 草津市野路町８９２番地５８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番８号 草津市野路町８９２番地５９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番９号 草津市野路町８９２番地６０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１１号 草津市野路町８９２番地６１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１２号 草津市野路町８９２番地４４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１３号 草津市野路町８９２番地４５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１４号 草津市野路町８９２番地４６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１５号 草津市野路町８９２番地４７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１６号 草津市野路町８９２番地４８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１７号 草津市野路町８９２番地４９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１８号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１１番１９号 草津市野路町９０８番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１号 草津市野路町８６８番地８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番２号 草津市野路町８６８番地９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番３号 草津市野路町８６８番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番４号 草津市野路町８９６番地９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番５号 草津市野路町８９６番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番６号 草津市野路町８９６番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番７号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番８号 草津市野路町８９６番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番９号 草津市野路町８９６番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１０号 草津市野路町８９６番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１１号 草津市野路町８９６番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１２号 草津市野路町８９６番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１３号 草津市野路町８９６番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１４号 草津市野路町８９６番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１５号 草津市野路町８９６番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１６号 草津市野路町８９６番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１７号 草津市野路町８６８番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１８号 草津市野路町８６８番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１２番１９号 草津市野路町８６８番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１３番２号 草津市野路町８６８番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１３番５号 草津市野路町８７３番地３６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１３番６号 草津市野路町８７３番地３５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１３番７号 草津市野路町８７３番地３７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１３番９号 草津市野路町８７３番地３８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１３番１０号 草津市野路町８７３番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番１号 草津市野路町８７３番地３３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番３号 草津市野路町８７３番地３２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番４号 草津市野路町８７３番地３１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番５号 草津市野路町８７３番地３０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番６号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番８号 草津市野路町８７３番地２６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番９号 草津市野路町８７３番地２５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番１０号 草津市野路町８７３番地２４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番１１号 草津市野路町８７３番地２３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１４番１２号 草津市野路町８７３番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番１号 草津市野路町８７３番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番３号 草津市野路町８７３番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番４号 草津市野路町８９２番地４２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番５号 草津市野路町８９２番地４１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番６号 草津市野路町８９２番地４０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番７号 草津市野路町８９２番地３８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番８号 草津市野路町８７３番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番９号 草津市野路町８７３番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番１０号 草津市野路町８７３番地 平成20年12月1日
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草津市野路二丁目１５番１１号 草津市野路町８７３番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番１２号 草津市野路町８７３番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番１３号 草津市野路町１０８６番地７２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１５番１５号 草津市野路町１０８６番地７３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番１号 草津市野路町８９２番地３１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番２号 草津市野路町８９２番地３０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番３号 草津市野路町８９２番地２９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番４号 草津市野路町８９２番地２８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番５号 草津市野路町８９２番地２７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番６号 草津市野路町８９２番地２６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番８号 草津市野路町８９２番地２５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番１０号 草津市野路町８９２番地３６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番１１号 草津市野路町８９２番地３４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番１２号 草津市野路町８９２番地３３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１６番１３号 草津市野路町８９２番地３２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番２号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番４号 草津市野路町８９２番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番５号 草津市野路町１０８６番地５４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番６号 草津市野路町１０８６番地５５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番７号 草津市野路町１０８６番地５６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番８号 草津市野路町１０８６番地５７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番１２号 草津市野路町１０８８番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番１３号 草津市野路町８９２番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番１５号 草津市野路町８９２番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番１６号 草津市野路町８９２番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１７番１７号 草津市野路町８９７番地 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番１号 草津市野路町１０８６番地３８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番２号 草津市野路町１０８６番地３９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番３号 草津市野路町１０８６番地４０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番４号 草津市野路町１０８６番地４１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番５号 草津市野路町１０８６番地４２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番６号 草津市野路町１０８６番地４３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番８号 草津市野路町１０８９番地１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番１１号 草津市野路町１０８６番地４６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番１２号 草津市野路町１０８６番地４７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番１３号 草津市野路町１０８６番地４９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番１４号 草津市野路町１０８６番地５０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番１５号 草津市野路町８９０番地１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１８番１６号 草津市野路町８９２番地９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番２号 草津市野路町１０８６番地３５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番３号 草津市野路町１０８６番地３４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番４号 草津市野路町１０８６番地３３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番５号 草津市野路町１０８６番地３２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番６号 草津市野路町１０８６番地３１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番７号 草津市野路町１０８６番地３０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番８号 草津市野路町１０８６番地２９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１１号 草津市野路町１０８６番地２８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１２号 草津市野路町１０８６番地２７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１３号 草津市野路町１０８６番地２６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１４号 草津市野路町１０８６番地２５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１５号 草津市野路町１０８６番地２４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１６号 草津市野路町１０８６番地２３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１７号 草津市野路町１０８６番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目１９番１９号 草津市野路町１０８６番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番１号 草津市野路町１０９５番地３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番３号 草津市野路町１０８９番地２７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番４号 草津市野路町１０８９番地５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番５号 草津市野路町１０８９番地２５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番６号 草津市野路町１０８９番地２４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番８号 草津市野路町１０８９番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番１０号 草津市野路町１０８９番地５３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番１２号 草津市野路町１０８９番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番１３号 草津市野路町１０８９番地５２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番１４号 草津市野路町１０８９番地４６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２０番１５号 草津市野路町１０８９番地４５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番１号 草津市野路町１０８３番地２９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番２号 草津市野路町１０８９番地３７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番３号 草津市野路町１０８９番地３６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番４号 草津市野路町１０８９番地３５ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番５号 草津市野路町１０８９番地３４ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番７号 草津市野路町１０８９番地３３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番８号 草津市野路町１０８９番地３２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番１０号 草津市野路町１０８９番地３０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番１１号 草津市野路町１０８９番地２９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２１番１２号 草津市野路町１０８９番地２８ 平成20年12月1日
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草津市野路二丁目２２番１号 草津市野路町１０８３番地３１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番２号 草津市野路町１０８３番地３３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番３号 草津市野路町１０８９番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番５号 草津市野路町１０８９番地４３ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番７号 草津市野路町１０８９番地４１ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番８号 草津市野路町１０８９番地４０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番９号 草津市野路町１０８９番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番１０号 草津市野路町１０８９番地３８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２２番１１号 草津市野路町１０８３番地３６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２３番１号 草津市野路町１０８２番地７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２３番２号 草津市野路町１０８２番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２３番７号 草津市野路町１０８２番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２３番９号 草津市野路町１０９８番地２ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２３番１４号 草津市野路町１０８９番地４７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２３番１５号 草津市野路町１０８９番地４８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２３番１６号 草津市野路町１０８２番地８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２４番２号 草津市野路町１０９２番地９ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２４番３号 草津市野路町１０９２番地８ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２４番４号 草津市野路町１０９２番地７ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２４番５号 草津市野路町１０９２番地６ 平成20年12月1日
草津市野路二丁目２４番８号 草津市野路町１０９２番地３ 平成20年12月1日
草津市野路三丁目１番５号 草津市野路町１１７６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路三丁目１番６号 草津市野路町１１６０番地１ 平成20年12月1日
草津市野路三丁目１番１１号 草津市野路町１１６１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路三丁目１番１４号 草津市野路町１１６２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路三丁目１番１５号 草津市野路町１１６２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路三丁目１番１６号 草津市野路町１１７０番地 平成20年12月1日
草津市野路三丁目２番１７号 草津市野路町１１６２番地 平成20年12月1日 インプルーブＫＫ
草津市野路三丁目２番１８号 草津市野路町１３５０番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１番７号 草津市野路町１１００番地１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１番８号 草津市野路町１１００番地１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目２番２号 草津市野路町１１１１番地４ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目２番５号 草津市野路町１１１１番地２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目２番７号 草津市野路町１１１０番地３ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目２番１１号 草津市野路町１１１４番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番２号 草津市野路町１１４０番地５ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番５号 草津市野路町１１４０番地３ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番７号 草津市野路町１１４０番地２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番２２号 草津市野路町１１１６番地５ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番２６号 草津市野路町１１１４番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番３０号 草津市野路町１１１９番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番３４号 草津市野路町１１２１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目３番３６号 草津市野路町１１２３番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目５番３号 草津市野路町１１５０番地３ 平成20年12月1日 太陽ハイツ南草津
草津市野路四丁目５番６号 草津市野路町１１５９番地２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目５番７号 草津市野路町１１５９番地１ 平成20年12月1日 第Ⅱ太陽ハイツ南草津
草津市野路四丁目６番１号 草津市野路町１１４４番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目７番２号 草津市野路町１３５８番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目７番６号 草津市野路町１３５４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目７番８号 草津市野路町１３５３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目７番１１号 草津市野路町１１４８番地２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目８番２号 草津市野路町１５７２番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目８番６号 草津市野路町１１２４番地２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目９番６号 草津市野路町１１２６番地１ 平成20年12月1日 エムエフ
草津市野路四丁目１０番３号 草津市野路町１３７２番地 平成20年12月1日 ＹＯＫＯＹＡＭＡ１１
草津市野路四丁目１０番９号 草津市野路町１３６８番地５ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番１０号 草津市野路町１３６８番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番１１号 草津市野路町１３６８番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番１５号 草津市野路町１３６８番地７ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番１６号 草津市野路町１３６８番地３０ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番１７号 草津市野路町１３６８番地３１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番１８号 草津市野路町１３６８番地３２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番１９号 草津市野路町１３６８番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１０番２４号 草津市野路町１３７０番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１１番１号 草津市野路町１３６８番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１１番２号 草津市野路町１３６８番地２９ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１１番３号 草津市野路町１３６８番地２７ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１１番５号 草津市野路町１３６８番地２６ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１１番６号 草津市野路町１３６８番地２５ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１１番１３号 草津市野路町１３６８番地２８ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番２号 草津市野路町１３６８番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番３号 草津市野路町１３６８番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番５号 草津市野路町１３６８番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番６号 草津市野路町１３６８番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番７号 草津市野路町１３６８番地２０ 平成20年12月1日
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草津市野路四丁目１２番９号 草津市野路町１３６８番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番１０号 草津市野路町１３６８番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番１３号 草津市野路町１３６８番地２４ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番１８号 草津市野路町１３７３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番２１号 草津市野路町１３７７番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１２番２２号 草津市野路町１３６８番地２３ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１３番１号 草津市野路町１３６３番地 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１３番６号 草津市野路町１３５８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路四丁目１３番７号 草津市野路町１３５８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番３号 草津市野路町１５３２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番７号 草津市野路町１００５番地５ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番８号 草津市野路町１００５番地３ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番１５号 草津市野路町１５３１番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番１６号 草津市野路町１５３０番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番１８号 草津市野路町１５２８番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番２１号 草津市野路町１５２７番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番２３号 草津市野路町１５２６番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番３９号 草津市野路町１５２９番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２番４３号 草津市野路町９６３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目３番３０号 草津市野路町１０１５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目３番３４号 草津市野路町１０００番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番１号 草津市野路町１０１１番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番２号 草津市野路町１０１０番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番３号 草津市野路町１５２３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番１０号 草津市野路町１５２５番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番１２号 草津市野路町１５２４番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番１４号 草津市野路町１５１８番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番１５号 草津市野路町１５１６番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番１８号 草津市野路町１５１６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番１９号 草津市野路町１５１６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番２１号 草津市野路町１５１０番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番２５号 草津市野路町１５０７番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目４番２９号 草津市野路町１５０３番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目５番６号 草津市野路町１５１２番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目５番１０号 草津市野路町１５１４番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目５番１２号 草津市野路町１５１３番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目５番１８号 草津市野路町１１４５番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目５番２１号 草津市野路町１５０５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番４号 草津市野路町１０２０番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番５号 草津市野路町１４９２番地８ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番７号 草津市野路町１５０２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番９号 草津市野路町１５００番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番１３号 草津市野路町１４９９番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番１６号 草津市野路町１４９８番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番１９号 草津市野路町１４９８番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番２１号 草津市野路町１４９７番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番２２号 草津市野路町１４９６番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番２３号 草津市野路町１４９３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番２５号 草津市野路町１４９５番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番３２号 草津市野路町１４９２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目６番３８号 草津市野路町１０２２番地 平成20年12月1日 ＥＭ１０２２
草津市野路五丁目６番４３号 草津市野路町１０２４番地 平成20年12月1日 エリートナカノ　Ⅵ
草津市野路五丁目７番２号 草津市野路町１０２６番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目７番３号 草津市野路町１０３７番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目７番５号 草津市野路町１０４１番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目７番７号 草津市野路町１０４２番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目７番１２号 草津市野路町１０４６番地１ 平成20年12月1日 エフティコート
草津市野路五丁目７番１３号 草津市野路町１０３６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目８番３号 草津市野路町１０４４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目９番２号 草津市野路町１４８８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目９番３号 草津市野路町１４８８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目９番５号 草津市野路町１４８６番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目９番６号 草津市野路町１４８４番地３ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目９番１２号 草津市野路町１４８４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目９番１３号 草津市野路町１４８３番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目９番２１号 草津市野路町１４８０番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１０番７号 草津市野路町１４８２番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１０番８号 草津市野路町１４８１番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１０番１２号 草津市野路町１４８０番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１１番５号 草津市野路町１４７４番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１１番７号 草津市野路町１４７９番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１１番１２号 草津市野路町１４７９番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１１番１３号 草津市野路町１４７２番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１１番１９号 草津市野路町１４７１番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１１番２０号 草津市野路町１４７０番地 平成20年12月1日
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草津市野路五丁目１１番３１号 草津市野路町１４６４番地 平成20年12月1日 アネシス南草津
草津市野路五丁目１２番５号 草津市野路町１０６１番地３ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１２番７号 草津市野路町１０６２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１２番９号 草津市野路町１０６２番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１２番１３号 草津市野路町１０６７番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１２番１６号 草津市野路町１０６６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１２番１８号 草津市野路町１０６４番地４ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１２番２０号 草津市野路町１０６４番地５ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１２番２２号 草津市野路町１０６４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番１号 草津市野路町１０７０番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番７号 草津市野路町１０６８番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番８号 草津市野路町１０６９番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番１９号 草津市野路町１０７５番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番２０号 草津市野路町１０７５番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番２１号 草津市野路町１０７５番地９ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番２４号 草津市野路町１０７３番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１３番２８号 草津市野路町１０７３番地７ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番１号 草津市野路町１４６０番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番３号 草津市野路町１４５９番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番５号 草津市野路町１４５８番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番６号 草津市野路町１４５７番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番９号 草津市野路町１０７４番地５ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番１０号 草津市野路町１０７３番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番１２号 草津市野路町１０７３番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番１４号 草津市野路町１０７３番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番１７号 草津市野路町１０７５番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番１９号 草津市野路町１０７５番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１４番２２号 草津市野路町１０７５番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１５番１号 草津市野路町１０７３番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１５番３号 草津市野路町１０７３番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１５番６号 草津市野路町１０７３番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１５番９号 草津市野路町１０７３番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１５番１２号 草津市野路町１０７３番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１５番１４号 草津市野路町１０７３番地２２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１６番１号 草津市野路町１４５５番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１７番１号 草津市野路町１０７３番地５ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１７番２号 草津市野路町１０７３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１７番６号 草津市野路町１０７３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１７番１４号 草津市野路町１０９８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目１７番２１号 草津市野路町１０８１番地 平成20年12月1日 メゾンロワールⅡ
草津市野路五丁目１７番２２号 草津市野路町１０８１番地 平成20年12月1日 メゾンロワールⅠ
草津市野路五丁目１８番５号 草津市野路町１０９８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番１号 草津市野路町１１０５番地６ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番２号 草津市野路町１１０５番地５ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番３号 草津市野路町１１０５番地４ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番４号 草津市野路町１１０５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番７号 草津市野路町１１０６番地６ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番８号 草津市野路町１１０６番地３ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番１０号 草津市野路町１１０６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番１１号 草津市野路町１１０８番地 平成20年12月1日
草津市野路五丁目２０番１２号 草津市野路町１１０８番地１ 平成20年12月1日 サンライフ野路
草津市野路六丁目２番１号 草津市野路町１５番地７ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目２番４号 草津市野路町１５番地６ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目２番５号 草津市野路町１５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目３番１７号 草津市野路町２３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目４番５号 草津市野路町２３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目４番９号 草津市野路町２３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目４番１２号 草津市野路町２３番地５ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目５番１号 草津市野路町２３番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目５番３号 草津市野路町２３番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目５番１０号 草津市野路町２３番地７ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目５番１３号 草津市野路町２３番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目５番１６号 草津市野路町２３番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目６番１号 草津市野路町１６９１番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番１号 草津市野路町１５３９番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番３号 草津市野路町１５３８番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番５号 草津市野路町１５３７番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番８号 草津市野路町１５３４番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番１０号 草津市野路町１５３５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番２２号 草津市野路町１６９４番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番２８号 草津市野路町１５４１番地３ 平成20年12月1日 マンションＭＮＫ－２
草津市野路六丁目８番３４号 草津市野路町１６８６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番４１号 草津市野路町１５４６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目８番４３号 草津市野路町１５４０番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目９番２３号 草津市野路町１６８６番地１ 平成20年12月1日
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草津市野路六丁目１０番２号 草津市野路町１５４５番地６ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１０番３号 草津市野路町１５４５番地７ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１０番６号 草津市野路町１５４５番地４ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１０番７号 草津市野路町１５４８番地１ 平成20年12月1日 ネオコーポ萩
草津市野路六丁目１０番８号 草津市野路町１５４８番地４ 平成20年12月1日 コーポ萩Ⅱ
草津市野路六丁目１０番１０号 草津市野路町１５４８番地５ 平成20年12月1日 プチメゾン
草津市野路六丁目１０番１１号 草津市野路町１５４７番地２ 平成20年12月1日 プチメゾンⅡ
草津市野路六丁目１０番１２号 草津市野路町１５４７番地４ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１０番１４号 草津市野路町１５４７番地３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番５号 草津市野路町１５５１番地３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番６号 草津市野路町１５５１番地３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番８号 草津市野路町１５５１番地２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番９号 草津市野路町１６８５番地３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番１０号 草津市野路町１６８５番地４ 平成20年12月1日 スチューデントＨＩＲＯＳＥ

草津市野路六丁目１１番１１号 草津市野路町１６８５番地４ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番２５号 草津市野路町１５５２番地２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番２６号 草津市野路町１５５４番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１１番３６号 草津市野路町１５４９番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１２番１５号 草津市野路町１５５０番地３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１２番１７号 草津市野路町１５５０番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１３番１号 草津市野路町１５６０番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１３番５号 草津市野路町１５５９番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１３番６号 草津市野路町１５５８番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１３番８号 草津市野路町１５５７番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番１２号 草津市野路町１６７４番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番１３号 草津市野路町１６７４番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番１４号 草津市野路町１６７３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番１５号 草津市野路町１６７３番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番１６号 草津市野路町１６７６番地３ 平成20年12月1日 プラザダイエー草津
草津市野路六丁目１４番１８号 草津市野路町１６７６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番１９号 草津市野路町１６７６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番２０号 草津市野路町１６７６番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番２５号 草津市野路町１６７８番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番２６号 草津市野路町１６７８番地 平成20年12月1日 中野アパート
草津市野路六丁目１４番２９－４号 草津市野路町１６７８番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１４番３１－３号 草津市野路町１６７８番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１５番１１号 草津市野路町１６８１番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１６番２号 草津市野路町１７０９番地 平成20年12月1日 西川マンション１
草津市野路六丁目１６番８号 草津市野路町１７１１番地１ 平成20年12月1日 西川マンション２
草津市野路六丁目１６番２５号 草津市野路町１７１９番地３ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１６番２７号 草津市野路町１７１９番地５ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１６番２８号 草津市野路町１７１８番地 平成20年12月1日 コーポ吉井
草津市野路六丁目１６番３１号 草津市野路町１７１９番地４ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１６番３５号 草津市野路町１７１９番地６ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１６番４０号 草津市野路町１７０８番地２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１６番４１号 草津市野路町１７０８番地４ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１７番３号 草津市野路町１７８３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１７番５号 草津市野路町１７８２番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１７番７号 草津市野路町１７８０番地２ 平成20年12月1日 ミヤマハイツ
草津市野路六丁目１７番１７号 草津市野路町１７９４番地２ 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１７番２０号 草津市野路町１７０１番地 平成20年12月1日
草津市野路六丁目１７番２３号 草津市野路町１７７９番地１ 平成20年12月1日 グレースフル１８
草津市野路七丁目１番３号 草津市野路町１５６６番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１番５号 草津市野路町１５６６番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１番９号 草津市野路町１５６２番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１番１７号 草津市野路町１５６８番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１番１８号 草津市野路町１５６７番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２番５号 草津市野路町１５６５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２番１３号 草津市野路町１５７４番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２番２０号 草津市野路町１５７０番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２番２２号 草津市野路町１５６９番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目３番２号 草津市野路町１５６１番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目３番３号 草津市野路町１５６３番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目３番１１号 草津市野路町１６７２番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目３番１２号 草津市野路町１６７２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目３番２７号 草津市野路町１５６３番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目４番７号 草津市野路町１６６５番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目４番１４号 草津市野路町１６５７番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目４番１５号 草津市野路町１６５７番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目４番１９号 草津市野路町１６６１番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目４番２０号 草津市野路町１６６２番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目５番９号 草津市野路町１６５８番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目５番１２号 草津市野路町１５７７番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目５番１７号 草津市野路町１５７６番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目６番５号 草津市野路町１５７３番地 平成20年12月1日
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草津市野路七丁目６番１５号 草津市野路町１５７８番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目６番２１号 草津市野路町１５７２番地３ 平成20年12月1日 フィールド・ロード
草津市野路七丁目６番２１号 草津市野路町１５７２番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目７番１４号 草津市野路町１５８２番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番１号 草津市野路町１５７９番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番２号 草津市野路町１６１５番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番３号 草津市野路町１６１５番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番４号 草津市野路町１６１５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番５号 草津市野路町１５８９番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番１１号 草津市野路町１６１０番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番１２号 草津市野路町１６１０番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番１５号 草津市野路町１５８７番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番２２号 草津市野路町１５８５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番２３号 草津市野路町１５８４番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番２５号 草津市野路町１５８３番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番３１号 草津市野路町１５８１番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目８番３２号 草津市野路町１５８１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番３号 草津市野路町１５７９番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番５号 草津市野路町１５７９番地１ 平成20年12月1日 メゾン中村Ⅰ
草津市野路七丁目９番６号 草津市野路町１５７９番地１ 平成20年12月1日 メゾン中村Ⅱ
草津市野路七丁目９番７号 草津市野路町１５７９番地１ 平成20年12月1日 メゾン中村Ⅲ
草津市野路七丁目９番１１号 草津市野路町１６５５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１２号 草津市野路町１５７９番地５ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１３号 草津市野路町１５７９番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１４号 草津市野路町１６５５番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１５号 草津市野路町１６５４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１６号 草津市野路町１６５４番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１７号 草津市野路町１６５４番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１８号 草津市野路町１６５４番地４ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番１９号 草津市野路町１６５４番地５ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目９番２３号 草津市野路町１５７９番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１０番１号 草津市野路町１６５６番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１０番３号 草津市野路町１６５３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１０番５号 草津市野路町１６５３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１１番７号 草津市野路町１６１８番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１１番９号 草津市野路町１６１７番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１１番１１号 草津市野路町１６１８番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１２番１１号 草津市野路町１６０６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１３番２号 草津市野路町１５９３番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１３番５号 草津市野路町１５９０番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１３番６号 草津市野路町１５９１番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１３番８号 草津市野路町１５８６番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１４番１号 草津市野路町１５９７番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１４番３号 草津市野路町１５９４番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１４番９号 草津市野路町１５９５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１４番１３号 草津市野路町１５８９番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１５番５号 草津市野路町１６０７番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１６番８号 草津市野路町１４４６番地 平成20年12月1日 ヴィラ蓮池
草津市野路七丁目１６番１１号 草津市野路町１４４６番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１６番１３号 草津市野路町１４４５番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１６番１９号 草津市野路町１４４４番地５ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１６番２１号 草津市野路町１４４４番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１６番２２号 草津市野路町１４４４番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番９号 草津市野路町１４４３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番１７号 草津市野路町１４４１番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２１号 草津市野路町１４４２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２２号 草津市野路町１４５３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２３号 草津市野路町１４５２番地５ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２５号 草津市野路町１４５１番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２６号 草津市野路町１４５５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２７－１号 草津市野路町１４５５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２７－２号 草津市野路町１４５５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２７－３号 草津市野路町１４５５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２７号 草津市野路町１４５５番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１７番２９号 草津市野路町１４５４番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１８番１号 草津市野路町１４３８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１８番１４号 草津市野路町１４３６番地７ 平成20年12月1日 サンライフ野路Ⅴ
草津市野路七丁目１８番１５号 草津市野路町１４３６番地７ 平成20年12月1日 サンライフ野路Ⅲ
草津市野路七丁目１８番１６号 草津市野路町１４３６番地４ 平成20年12月1日 サンライフ野路Ⅱ
草津市野路七丁目１８番１８号 草津市野路町１４３６番地３ 平成20年12月1日 ハイツウイング
草津市野路七丁目１８番１９号 草津市野路町１４３６番地２ 平成20年12月1日 ハイツウイング２
草津市野路七丁目１９番２号 草津市野路町１４１０番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１９番５号 草津市野路町１４０９番地１ 平成20年12月1日 レーベンバンブーⅡ
草津市野路七丁目１９番６号 草津市野路町１４０９番地４ 平成20年12月1日 レーベンバンブーⅢ
草津市野路七丁目１９番９号 草津市野路町１４０８番地 平成20年12月1日
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草津市野路七丁目１９番１０号 草津市野路町１４０８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目１９番１２号 草津市野路町１４０８番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番１号 草津市野路町１４３４番地 平成20年12月1日 加藤マンション
草津市野路七丁目２０番３号 草津市野路町１４３２番地５ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番４号 草津市野路町１４３２番地６ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番５号 草津市野路町１４３２番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番６号 草津市野路町１４３２番地 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番８号 草津市野路町１４２３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番９号 草津市野路町１４２６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番１０号 草津市野路町１４２６番地３ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番１１号 草津市野路町１４２６番地５ 平成20年12月1日
草津市野路七丁目２０番２３号 草津市野路町１４２１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１番２号 草津市野路町１６４５番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１番１１号 草津市野路町１６６８番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２番２号 草津市野路町１７２２番地７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２番３号 草津市野路町１７２２番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２番４号 草津市野路町１７２２番地５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２番５号 草津市野路町１７２３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２番７号 草津市野路町１７２３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２番８号 草津市野路町１７２４番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２番１９号 草津市野路町１７２２番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番１号 草津市野路町１７７０番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番２号 草津市野路町１７２６番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番４号 草津市野路町１７２６番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番９号 草津市野路町１７２５番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番１５号 草津市野路町１７２４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番１６号 草津市野路町１７２４番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番１７号 草津市野路町１７２３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番１８号 草津市野路町１７２２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番１９号 草津市野路町１７２２番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番２１号 草津市野路町１７２２番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番２３号 草津市野路町１７２２番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番２５号 草津市野路町１７２１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番２８号 草津市野路町１７２０番地２ 平成20年12月1日 グレースコーポ萩の里
草津市野路八丁目３番３０号 草津市野路町１７７６番地 平成20年12月1日 メゾン・ド・アーサー
草津市野路八丁目３番３３号 草津市野路町１５０９番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目３番３６号 草津市野路町１７７４番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番１号 草津市野路町１７７２番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番３号 草津市野路町１７７３番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番６号 草津市野路町１７７３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番１０号 草津市野路町１７９９番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２０号 草津市野路町１８０３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２１号 草津市野路町１８０３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２２号 草津市野路町１８０３番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２３号 草津市野路町１８０３番地７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２４号 草津市野路町１８０３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２５号 草津市野路町１８０３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２６号 草津市野路町１８０３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目４番２７号 草津市野路町１７７１番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番３号 草津市野路町１７６１番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番７号 草津市野路町１７６０番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番８号 草津市野路町１７５７番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番１１号 草津市野路町１７５７番地７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番１２号 草津市野路町１７６１番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番１３号 草津市野路町１７６１番地５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番１４号 草津市野路町１７６１番地７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番１５号 草津市野路町１７５７番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番２２号 草津市野路町１７５９番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番２９号 草津市野路町１７５６番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番４５号 草津市野路町１７５２番地９ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番４７号 草津市野路町１７５２番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番４８号 草津市野路町１７５２番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番５１号 草津市野路町１７５２番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目５番５３号 草津市野路町１７５３番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番１号 草津市野路町１７５５番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番２号 草津市野路町１７５４番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番３号 草津市野路町１７６５番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番６号 草津市野路町１７６６番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番８号 草津市野路町１７２８番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番１１号 草津市野路町１７２８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番１７号 草津市野路町１７２７番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番１９号 草津市野路町１７６８番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目６番２１号 草津市野路町１７６７番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目７番１号 草津市野路町１７３０番地 平成20年12月1日 アイランド　ヨコデ
草津市野路八丁目７番８号 草津市野路町１７３１番地３ 平成20年12月1日
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草津市野路八丁目７番１０号 草津市野路町１７３１番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目７番１３号 草津市野路町１７５１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目８番１号 草津市野路町１６４３番地５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目８番２号 草津市野路町１６４３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目８番７号 草津市野路町１６４３番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目８番９号 草津市野路町１６３３番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目９番３号 草津市野路町１６４８番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目９番８号 草津市野路町１６４２番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目９番１０号 草津市野路町１６４２番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目９番１９号 草津市野路町１６５２番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目９番２１号 草津市野路町１６５１番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番１号 草津市野路町１６２３番地２３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番２号 草津市野路町１６２３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番４号 草津市野路町１６２３番地５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番５号 草津市野路町１６２３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番６号 草津市野路町１６２３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番７号 草津市野路町１６２３番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番９号 草津市野路町１６２３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番１０号 草津市野路町１６２０番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番１１号 草津市野路町１６６０番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番１６号 草津市野路町１６２１番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番１９号 草津市野路町１６２０番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番２２号 草津市野路町１６１９番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番３０号 草津市野路町１６３７番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１０番３８号 草津市野路町１６３０番地 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番１号 草津市野路町１６２３番地７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番３号 草津市野路町１６２３番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番５号 草津市野路町１６２３番地９ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番６号 草津市野路町１６２３番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番９号 草津市野路町１６２３番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番１２号 草津市野路町１６２３番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番１３号 草津市野路町１６２３番地１４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番１５号 草津市野路町１６２３番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１１番１６号 草津市野路町１６２３番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１２番１号 草津市野路町１６２３番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１２番２号 草津市野路町１６２３番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１２番３号 草津市野路町１６２３番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１２番５号 草津市野路町１６２３番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１２番６号 草津市野路町１６２３番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１２番７号 草津市野路町１６２３番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１２番９号 草津市野路町１７３２番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１３番１号 草津市野路町１７４８番地１ 平成20年12月1日 スイエルレヴエ
草津市野路八丁目１３番８号 草津市野路町１７４６番地５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１３番１４号 草津市野路町１７３２番地１８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１３番１５号 草津市野路町１７３２番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１３番１６号 草津市野路町１７３２番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１３番１７号 草津市野路町１７３２番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１３番１８号 草津市野路町１７３２番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１３番１９号 草津市野路町１７３２番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１４番１２号 草津市野路町１７４５番地 平成20年12月1日 レスポワール南草津
草津市野路八丁目１５番１号 草津市野路町１７３２番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番２号 草津市野路町１７３２番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番３号 草津市野路町１７３２番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番５号 草津市野路町１７３２番地９ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番６号 草津市野路町１７３２番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番８号 草津市野路町１７３４番地２ 平成20年12月1日 クラージュ２１
草津市野路八丁目１５番９号 草津市野路町１７３４番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番１１号 草津市野路町１７３４番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番１７号 草津市野路町１７３５番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番２４号 草津市野路町１７３５番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１５番２９号 草津市野路町１７３５番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１６番１０号 草津市野路町１４４８番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１６番１１号 草津市野路町１４４８番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目１８番１号 草津市野路町２０３９番地 平成20年12月1日 エリートＮＡＫＡＮＯ　Ａ棟

草津市野路八丁目１８番２号 草津市野路町２０３９番地 平成20年12月1日 エリートＮＡＫＡＮＯ　Ｂ棟

草津市野路八丁目１９番１５号 草津市野路町２１３６番地 平成20年12月1日 小野山マンション
草津市野路八丁目１９番１６号 草津市野路町２１４１番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番２号 草津市野路町２１４４番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３号 草津市野路町２１４４番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番５号 草津市野路町２１４４番地９ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番７号 草津市野路町２１４４番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番８号 草津市野路町２１４４番地２１ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番１０号 草津市野路町２１４４番地２０ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番１１号 草津市野路町２１４４番地１９ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番１３号 草津市野路町２１４４番地１８ 平成20年12月1日
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草津市野路八丁目２０番１４号 草津市野路町２１４４番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番１８号 草津市野路町２１４４番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番１９号 草津市野路町２１４４番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番２０号 草津市野路町２１４４番地７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番２２号 草津市野路町２１４４番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番２５号 草津市野路町２１４５番地２ 平成20年12月1日 ハイツＭＮＫ　Ⅰ
草津市野路八丁目２０番２６号 草津市野路町２１４８番地２ 平成20年12月1日 サンガーデン南草津
草津市野路八丁目２０番２８号 草津市野路町２１４９番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３０号 草津市野路町２１４９番地８ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３１号 草津市野路町２１４９番地９ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３２号 草津市野路町２１４９番地３ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３３号 草津市野路町２１４９番地４ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３４号 草津市野路町２１４９番地５ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３５号 草津市野路町２１４９番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２０番３６号 草津市野路町２１４９番地７ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２１番５号 草津市野路町１４２８番地１ 平成20年12月1日 ＰＡＬＡＣＩＯ・ＫⅠ
草津市野路八丁目２１番６号 草津市野路町１４２９番地 平成20年12月1日 ハイツ玉川Ⅶ
草津市野路八丁目２１番７号 草津市野路町１４２７番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２１番９号 草津市野路町１４２５番地２ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２１番１２号 草津市野路町１４３１番地１ 平成20年12月1日 ＨＯＥＩ　ＭＡＮＳＩＯＮ
草津市野路八丁目２２番３号 草津市野路町２１４３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路八丁目２２番６号 草津市野路町２１５０番地 平成20年12月1日 クレストビル
草津市野路八丁目２２番３２号 草津市野路町２１５０番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１番３号 草津市野路町１４０３番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１番５号 草津市野路町１４０３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１番７号 草津市野路町１４０４番地５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１番１５号 草津市野路町１４０６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１番１８号 草津市野路町１４０７番地 平成20年12月1日 サンレジデンス玉川
草津市野路九丁目１番２０号 草津市野路町１４０７番地４ 平成20年12月1日 アフロディーテ
草津市野路九丁目１番２４号 草津市野路町１４３９番地１ 平成20年12月1日 ソレイユヤマダ
草津市野路九丁目１番２９号 草津市野路町１４０８番地５ 平成20年12月1日 アフロディーテⅡ
草津市野路九丁目１番３５号 草津市野路町１４０５番地１ 平成20年12月1日 横山第１０マンション
草津市野路九丁目１番３８号 草津市野路町１４１０番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１番４０号 草津市野路町１４１１番地１ 平成20年12月1日 ハウスセゾン南草津
草津市野路九丁目１番４１号 草津市野路町１４１２番地５ 平成20年12月1日 ジュネス南草津
草津市野路九丁目１番４６号 草津市野路町１４１７番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目２番１号 草津市野路町１３９２番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目２番８号 草津市野路町１３９７番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目２番１６号 草津市野路町１４０２番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目３番６号 草津市野路町１３８０番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目３番９号 草津市野路町１３７９番地２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目３番１２号 草津市野路町１３７９番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目３番１３号 草津市野路町１３８９番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目３番１６号 草津市野路町１３９０番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目４番１号 草津市野路町１３８２番地６ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目４番３号 草津市野路町１３８２番地５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目４番７号 草津市野路町１３７８番地１ 平成20年12月1日 ＰＲＯＶＥＮＣＥ
草津市野路九丁目４番９号 草津市野路町１３７８番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目４番２１号 草津市野路町１３８４番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目４番２５号 草津市野路町１３８４番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目５番３号 草津市野路町１３９１番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目５番６号 草津市野路町１３８６番地３ 平成20年12月1日 ロベリアＮＡＫＡＮＯ　Ⅱ
草津市野路九丁目５番８号 草津市野路町１３８６番地３ 平成20年12月1日 ロベリアＮＡＫＡＮＯ　Ⅰ
草津市野路九丁目６番１２号 草津市野路町２２１８番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目６番６３号 草津市野路町２２１８番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番２号 草津市野路町２２１０番地４ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番５号 草津市野路町２２１１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番８号 草津市野路町２２１１番地５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番１０号 草津市野路町２２１１番地７ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番１１号 草津市野路町２２１４番地１ 平成20年12月1日 ネバーランドハウス
草津市野路九丁目７番１７号 草津市野路町２２１５番地７ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番１８号 草津市野路町２２１５番地６ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番１９号 草津市野路町２２１５番地５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番２０号 草津市野路町２２１５番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番２２号 草津市野路町２１５４番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番２３号 草津市野路町２１５３番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番２５号 草津市野路町２１５２番地２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番２６号 草津市野路町２１５２番地３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番２７号 草津市野路町２１５２番地１ 平成20年12月1日 コープ美山Ⅱ
草津市野路九丁目７番２９号 草津市野路町１４２０番地３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番３４号 草津市野路町２１５１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番３６号 草津市野路町２１５１番地４ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番３８号 草津市野路町２１５１番地４－１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番３９号 草津市野路町２１５４番地４ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番４１号 草津市野路町２１５５番地１ 平成20年12月1日
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草津市野路九丁目７番４２号 草津市野路町２１５６番地２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番４９号 草津市野路町２１６１番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目７番５１号 草津市野路町２１６４番地１ 平成20年12月1日 ベッラローゼ
草津市野路九丁目８番２号 草津市野路町２１４３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目８番３号 草津市野路町２１４２番地６ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目８番５号 草津市野路町２１４２番地７ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目８番８号 草津市野路町２１４２番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目８番１２号 草津市野路町２１３５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目９番３号 草津市野路町２１６５番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目９番８号 草津市野路町２１６８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目９番２２号 草津市野路町２１５９番地１ 平成20年12月1日 アイランド小野山
草津市野路九丁目９番２５号 草津市野路町２１５８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目９番２８号 草津市野路町２１５８番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番１号 草津市野路町２２０２番地４ 平成20年12月1日 ハイツ玉川Ⅳ
草津市野路九丁目１０番２号 草津市野路町２２０２番地３ 平成20年12月1日 玉川ハイツⅢ
草津市野路九丁目１０番３号 草津市野路町２２０２番地１ 平成20年12月1日 ラコーニアＧＫ
草津市野路九丁目１０番６号 草津市野路町２１９９番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番１４号 草津市野路町２２００番地４ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番１５号 草津市野路町２２００番地５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番１８号 草津市野路町２２００番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番１９号 草津市野路町２２００番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番２２号 草津市野路町２２２６番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番３３号 草津市野路町２２０３番地４ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番３４号 草津市野路町２２０３番地３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番３６号 草津市野路町２２０３番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番３７号 草津市野路町２２０３番地６ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番３８号 草津市野路町２２０３番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番３９号 草津市野路町２２０３番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番４０号 草津市野路町２２０３番地８ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番４１号 草津市野路町２２０３番地９ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番４３号 草津市野路町２２０３番地５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１０番４６号 草津市野路町２２０５番地３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番１号 草津市野路町２２０４番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番３号 草津市野路町２２０４番地９ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番４号 草津市野路町２２０４番地８ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番５号 草津市野路町２２２１番地３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番１９号 草津市野路町２２２５番地２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番２０号 草津市野路町２２２５番地３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番２１号 草津市野路町２２２５番地５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番２２号 草津市野路町２２２５番地６ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１１番２３号 草津市野路町２２２５番地８ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番１号 草津市野路町２２２４番地２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番５号 草津市野路町２２２５番地１０ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番８号 草津市野路町２２２５番地１１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番９号 草津市野路町２２２５番地１２ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番１０号 草津市野路町２２２５番地１３ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番１１号 草津市野路町２２２５番地１５ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番１２号 草津市野路町２２２５番地１６ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番１３号 草津市野路町２２２５番地１７ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１２番１５号 草津市野路町２２２７番地１ 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１３番１号 草津市野路町２２３１番地 平成20年12月1日
草津市野路九丁目１４番１号 草津市野路町２２５６番地２ 平成20年12月1日
草津市桜ケ丘一丁目１番２号 草津市野路町１９０３番地 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１番１９号 草津市野路町１９０３番地の８４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１番２０号 草津市野路町１９０３番地の８５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１番２２号 草津市野路町１９０３番地の８６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１番２４号 草津市野路町１９０３番地の８７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番１号 草津市野路町１９０３番地の８９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番３号 草津市野路町１９０３番地の９０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番５号 草津市野路町１９０３番地の９１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番６号 草津市野路町１９０３番地の９２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番７号 草津市野路町１９０３番地の９３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番１３号 草津市野路町１９０３番地の９６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番１４号 草津市野路町１９０３番地の９５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番１５号 草津市野路町１９０３番地の９４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番２０号 草津市野路町１９０３番地の９７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番２１号 草津市野路町１９０３番地の９８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番２２号 草津市野路町１９０３番地の１００ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番２３号 草津市野路町１９０３番地の１０１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番２５号 草津市野路町１９０３番地の１０２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番２６号 草津市野路町１９０３番地の１０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番２８号 草津市野路町１９０３番地の１０４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番３１号 草津市野路町１９０３番地の１０６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番３３号 草津市野路町１９０３番地の１０７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目２番３４号 草津市野路町１９０３番地の１０８ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘一丁目２番３６号 草津市野路町１９１５番地の６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目３番２号 草津市野路町１９０３番地の６４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目３番４号 草津市野路町１９０３番地の６９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目３番５号 草津市野路町１９０３番地の７２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目３番９号 草津市野路町１９１５番地の２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目３番１２号 草津市野路町１９１５番地の１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目３番１４号 草津市野路町１９１５番地の１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番１号 草津市野路町１９１５番地の６０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番３号 草津市野路町１９１５番地の５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番５号 草津市野路町１９１５番地の５３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番６号 草津市野路町１９１５番地の５２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番７号 草津市野路町１９１５番地の２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番８号 草津市野路町１９１５番地の５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番９号 草津市野路町１９１５番地の５８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番１０号 草津市野路町１９１５番地の５７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番１１号 草津市野路町１９１５番地の５６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番１２号 草津市野路町１９１５番地の５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番１４号 草津市野路町１９１５番地の２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番１５号 草津市野路町１９１５番地の３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番１７号 草津市野路町１９１５番地の３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番２０号 草津市野路町１９１５番地の３６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番２１号 草津市野路町１９１５番地の３７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番２４号 草津市野路町１９１５番地の３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番２７号 草津市野路町１９１５番地の４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番２８号 草津市野路町１９１５番地の４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番３０号 草津市野路町１９１５番地の４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目４番３２号 草津市野路町１９１５番地の４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番２号 草津市野路町１９１５番地の４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番５号 草津市野路町１９１５番地の４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番７号 草津市野路町１９１５番地の４８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番９号 草津市野路町１９１９番地の１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番１２号 草津市野路町１９１９番地の２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番１４号 草津市野路町１９１９番地の１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番１７号 草津市野路町１９１９番地の１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番１８号 草津市野路町１９１９番地の１７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番１９号 草津市野路町１９１５番地の４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目５番２１号 草津市野路町１９１５番地の５０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番１号 草津市野路町１９１５番地の１７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番３号 草津市野路町１９１５番地の１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番５号 草津市野路町１９１５番地の１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番７号 草津市野路町１９１５番地の１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番１０号 草津市野路町１９１９番地の２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番１２号 草津市野路町１９１９番地の３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番１３号 草津市野路町１９１９番地の４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番１８号 草津市野路町１９２０番地の２２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番１９号 草津市野路町１９２０番地の２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番２１号 草津市野路町１９２０番地の１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番２２号 草津市野路町１９２０番地の１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番２４号 草津市野路町１９１５番地の１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目６番２５号 草津市野路町１９１５番地の１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目７番９号 草津市野路町１９２０番地の１７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目７番１５号 草津市野路町１９２０番地の１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目７番１７号 草津市野路町１９２２番地の５１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番４号 草津市野路町１９０３番地の６３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番６号 草津市野路町１９０３番地の６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番７号 草津市野路町１９０３番地の６１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番９号 草津市野路町１９０６番地の３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番１０号 草津市野路町１９０６番地の４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番１１号 草津市野路町１９０６番地の５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番１３号 草津市野路町１９０６番地の６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番１４号 草津市野路町１９２２番地の３８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番１６号 草津市野路町１９２２番地の３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番１９号 草津市野路町１９２２番地の４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２０号 草津市野路町１９０６番地の４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２２号 草津市野路町１９０６番地の７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２３号 草津市野路町１９０６番地の８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２４号 草津市野路町１９０６番地の９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２５号 草津市野路町１９０６番地の６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２７号 草津市野路町１９０３番地の８２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２８号 草津市野路町１９０３番地の８１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番２９号 草津市野路町１９０３番地の８０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番３０号 草津市野路町１９０３番地の７９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目８番３１号 草津市野路町１９０３番地の５７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１号 草津市野路町１９０３番地の５２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２号 草津市野路町１９０３番地の５６ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘一丁目９番５号 草津市野路町１９０３番地の５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番７号 草津市野路町１９０３番地の５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番９号 草津市野路町１９０３番地の５３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１０号 草津市野路町１９０６番地の１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１１号 草津市野路町１９０６番地の１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１２号 草津市野路町１９０６番地の１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１４号 草津市野路町１９０６番地の１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１５号 草津市野路町１９０６番地の１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１６号 草津市野路町１９０６番地の４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番１９号 草津市野路町１９０６番地の１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２０号 草津市野路町１９０６番地の４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２３号 草津市野路町１９０６番地の１７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２４号 草津市野路町１９０６番地の１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２６号 草津市野路町１９０６番地の１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２７号 草津市野路町１９０６番地の２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２８号 草津市野路町１９０６番地の６４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番２９号 草津市野路町１９０６番地の６５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番３０号 草津市野路町１９０６番地の６６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番３１号 草津市野路町１９０３番地の７７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番３３号 草津市野路町１９０３番地の７６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目９番３４号 草津市野路町１９０３番地の４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番１号 草津市野路町１９０３番地の４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番３号 草津市野路町１９０３番地の４６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番６号 草津市野路町１９０３番地の４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番９号 草津市野路町１９０６番地の２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番１２号 草津市野路町１９０６番地の２７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番１４号 草津市野路町１９０６番地の２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番１６号 草津市野路町１９０６番地の２９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番１７号 草津市野路町１９０６番地の３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番１９号 草津市野路町１９０６番地の５１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番２２号 草津市野路町１９０６番地の３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番２３号 草津市野路町１９０６番地の３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番２５号 草津市野路町１９０６番地の３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番２７号 草津市野路町１９０３番地の３８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番２８号 草津市野路町１９０３番地の３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番２９号 草津市野路町１９０３番地の４０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番３０号 草津市野路町１９０３番地の４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番３２号 草津市野路町１９０３番地の４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番３３号 草津市野路町１９０３番地の４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１０番３４号 草津市野路町１９０３番地の４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番７号 草津市野路町１９０３番地の３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番８号 草津市野路町１９０３番地の３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番１０号 草津市野路町１９０３番地の３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番１１号 草津市野路町１９０３番地の３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番１２号 草津市野路町１９０３番地の３５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番１５号 草津市野路町１９０３番地の３６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番１６号 草津市野路町１９０３番地の３７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番１８号 草津市野路町１９０３番地の２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番２１号 草津市野路町１９０３番地の２６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番２２号 草津市野路町１９０３番地の２７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番２３号 草津市野路町１９０３番地の２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番２５号 草津市野路町１９０３番地の２９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１１番２６号 草津市野路町１９０３番地の３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番３号 草津市野路町１９０３番地の２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番６号 草津市野路町１９０３番地の２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番７号 草津市野路町１９０３番地の２２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番８号 草津市野路町１９０３番地の２３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番１０号 草津市野路町１９０３番地の２４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番１３号 草津市野路町１９０３番地の１４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番１５号 草津市野路町１９０３番地の１４８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番１６号 草津市野路町１９０３番地の１４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１３番１８号 草津市野路町１９０３番地の１５０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１４番２号 草津市野路町１９０３番地の１４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１４番７号 草津市野路町１９０３番地の１４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１４番８号 草津市野路町１９０３番地の１４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘一丁目１４番１０号 草津市野路町１９０３番地の１４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目１番２号 草津市野路町１９１５番地の６５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目１番３号 草津市野路町１９１５番地の６６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目１番４号 草津市野路町１９１５番地の６７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目１番５号 草津市野路町１９１５番地の６８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目１番６号 草津市野路町１９１５番地の６９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番３号 草津市野路町１９１５番地の７２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番４号 草津市野路町１９１５番地の７３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番６号 草津市野路町１９１５番地の７４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番７号 草津市野路町１９１５番地の７５ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘二丁目２番８号 草津市野路町１９１５番地の７６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番１０号 草津市野路町１９１５番地の７７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番１１号 草津市野路町１９１５番地の７８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番１２号 草津市野路町１９１５番地の７９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番１４号 草津市野路町１９１５番地の８０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番１９号 草津市野路町１９１５番地の８２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２０号 草津市野路町１９１５番地の８３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２１号 草津市野路町１９１５番地の８４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２３号 草津市野路町１９１５番地の８５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２４号 草津市野路町１９１５番地の８６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２５号 草津市野路町１９１５番地の８７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２６号 草津市野路町１９１５番地の８８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２７号 草津市野路町１９１５番地の８９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目２番２９号 草津市野路町１９１５番地の９０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番１号 草津市野路町１９１５番地の９１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番３号 草津市野路町１９１５番地の９２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番４号 草津市野路町１９１５番地の９３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番５号 草津市野路町１９１５番地の９４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番６号 草津市野路町１９１５番地の９５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番８号 草津市野路町１９１５番地の９６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番９号 草津市野路町１９１５番地の９７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番１０号 草津市野路町１９１５番地の９８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番１１号 草津市野路町１９１５番地の９９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番１６号 草津市野路町１９１５番地の１０９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番１７号 草津市野路町１９１５番地の１０８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番１８号 草津市野路町１９１５番地の１０７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番１９号 草津市野路町１９１５番地の１０６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番２０号 草津市野路町１９１５番地の１０５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番２１号 草津市野路町１９１５番地の１０４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番２２号 草津市野路町１９１５番地の１０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番２６号 草津市野路町１９１５番地の１０２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目３番２７号 草津市野路町１９１５番地の１００ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目５番１号 草津市野路町１９１５番地の１４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目５番８号 草津市野路町１９１５番地の１４６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目５番９号 草津市野路町１９１５番地の１４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目５番１５号 草津市野路町１９１５番地の１４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目５番１６号 草津市野路町１９１５番地の１４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目５番１７号 草津市野路町１９１５番地の１４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２号 草津市野路町１９１５番地の１２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番４号 草津市野路町１９１５番地の１４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番６号 草津市野路町１９１５番地の１３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番９号 草津市野路町１９１５番地の１３７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番１０号 草津市野路町１９１５番地の１３６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番１１号 草津市野路町１９１５番地の１３５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番１２号 草津市野路町１９１５番地の１３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番１３号 草津市野路町１９１５番地の１３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番１４号 草津市野路町１９１５番地の１３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番１７号 草津市野路町１９１５番地の１３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２０号 草津市野路町１９１５番地の１３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２１号 草津市野路町１９１５番地の１２９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２３号 草津市野路町１９１５番地の１２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２４号 草津市野路町１９１５番地の１２７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２５号 草津市野路町１９１５番地の１２６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２６号 草津市野路町１９１５番地の１２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２７号 草津市野路町１９１５番地の１２４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番２９号 草津市野路町１９１５番地の１２３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番３０号 草津市野路町１９１５番地の１２２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目６番３２号 草津市野路町１９１５番地の１２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番３号 草津市野路町１９１５番地の１１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番４号 草津市野路町１９１５番地の１１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番６号 草津市野路町１９１５番地の１１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番７号 草津市野路町１９１５番地の１１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番８号 草津市野路町１９１５番地の１１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番９号 草津市野路町１９１５番地の１１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番１０号 草津市野路町１９１５番地の１１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番１１号 草津市野路町１９１５番地の１１７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番１３号 草津市野路町１９１５番地の１１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番１４号 草津市野路町１９１８番地の５８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番１６号 草津市野路町１９１８番地の５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘二丁目７番１７号 草津市野路町１９１８番地の６０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番１号 草津市野路町１９２２番地の５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番２号 草津市野路町１９２２番地の５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番４号 草津市野路町１９２０番地の９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番９号 草津市野路町１９２２番地の５６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番１０号 草津市野路町１９２２番地の５９ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘三丁目１番１１号 草津市野路町１９２２番地の６０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番１２号 草津市野路町１９２２番地の６１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番１３号 草津市野路町１９２２番地の６４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番１４号 草津市野路町１９２２番地の６５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番１６号 草津市野路町１９２２番地の６７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番２１号 草津市野路町１９２２番地の６６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番２２号 草津市野路町１９２２番地の６３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番２３号 草津市野路町１９２２番地の６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１番２７号 草津市野路町１９２２番地の５７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番３号 草津市野路町１９１９番地の５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番１０号 草津市野路町１９１９番地の９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番１１号 草津市野路町１９１８番地の４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番１２号 草津市野路町１９１８番地の４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番１４号 草津市野路町１９１８番地の４０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番１８号 草津市野路町１９１８番地の４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番１９号 草津市野路町１９１８番地の４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番２１号 草津市野路町１９１８番地の４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番２３号 草津市野路町１９２０番地の２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番２４号 草津市野路町１９２０番地の３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番２５号 草津市野路町１９２０番地の４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番２７号 草津市野路町１９２０番地の５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目２番２８号 草津市野路町１９２０番地の６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番１号 草津市野路町１９１９番地の１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番３号 草津市野路町１９１９番地の２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番７号 草津市野路町１９１９番地の２３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番８号 草津市野路町１９１９番地の２４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番１０号 草津市野路町１９１９番地の２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番１１号 草津市野路町１９１８番地の３６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番１２号 草津市野路町１９１８番地の３５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番１４号 草津市野路町１９１８番地の３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番１７号 草津市野路町１９１８番地の３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番１８号 草津市野路町１９１８番地の３８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番２０号 草津市野路町１９１８番地の３７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番２１号 草津市野路町１９１９番地の１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番２３号 草津市野路町１９１９番地の１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目３番２４号 草津市野路町１９１９番地の１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番１号 草津市野路町１９１５番地の３５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番６号 草津市野路町１９１９番地の３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番８号 草津市野路町１９１９番地の３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番９号 草津市野路町１９１９番地の３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番１０号 草津市野路町１９１９番地の３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番１１号 草津市野路町１９１８番地の３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番１７号 草津市野路町１９１８番地の３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番１９号 草津市野路町１９１８番地の３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番２０号 草津市野路町１９１８番地の３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番２１号 草津市野路町１９１９番地の２７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番２２号 草津市野路町１９１９番地の２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番２４号 草津市野路町１９１９番地の２９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目４番２５号 草津市野路町１９１５番地の３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番３号 草津市野路町１９１８番地の２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番５号 草津市野路町１９１８番地の２４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番６号 草津市野路町１９１８番地の４６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番７号 草津市野路町１９１８番地の４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番８号 草津市野路町１９１８番地の４８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番１１号 草津市野路町１９１８番地の２３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番１４号 草津市野路町１９１７番地の７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番１７号 草津市野路町１９１７番地の６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番１９号 草津市野路町１９１７番地の５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番２１号 草津市野路町１９１７番地の１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番２３号 草津市野路町１９１７番地の１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番２５号 草津市野路町１９１８番地の２２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番２７号 草津市野路町１９１８番地の２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番２８号 草津市野路町１９１８番地の２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番２９号 草津市野路町１９１８番地の１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番３０号 草津市野路町１９１８番地の１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目５番３１号 草津市野路町１９１８番地の１７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番３号 草津市野路町１９２２番地の４７３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番４号 草津市野路町１９２２番地の４７２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番８号 草津市野路町１９２２番地の４７１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番９号 草津市野路町１９１８番地の５６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番１０号 草津市野路町１９１８番地の５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番１１号 草津市野路町１９１８番地の５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番１２号 草津市野路町１９１８番地の５２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目６番１６号 草津市野路町１９１８番地の５１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番２号 草津市野路町１９２２番地の４６６ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘三丁目７番３号 草津市野路町１９２２番地の４６７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番４号 草津市野路町１９２２番地の４６８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番５号 草津市野路町１９２２番地の４６９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番８号 草津市野路町１９２２番地の４７０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番１０号 草津市野路町１９２２番地の４５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番１１号 草津市野路町１９２２番地の４６０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番１２号 草津市野路町１９２２番地の４６１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番１３号 草津市野路町１９２２番地の４６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番１４号 草津市野路町１９２２番地の４６３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目７番１５号 草津市野路町１９２２番地の４６４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番２号 草津市野路町１９２２番地の４５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番３号 草津市野路町１９２２番地の４５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番４号 草津市野路町１９２２番地の４５６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番５号 草津市野路町１９２２番地の４５７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番６号 草津市野路町１９２２番地の４５８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番１１号 草津市野路町１９２２番地の４４８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番１２号 草津市野路町１９２２番地の４４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番１３号 草津市野路町１９２２番地の４５０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番１４号 草津市野路町１９２２番地の４５１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番１６号 草津市野路町１９２２番地の４５２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目８番１９号 草津市野路町１９２２番地の４５３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番７号 草津市野路町１９２２番地の２０６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番９号 草津市野路町１９２２番地の２０５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番１２号 草津市野路町１９２２番地の２０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番１３号 草津市野路町１９２２番地の２０２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番１５号 草津市野路町１９２２番地の２０１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番１６号 草津市野路町１９２２番地の２００ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番１８号 草津市野路町１９２２番地の１９９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番１９号 草津市野路町１９２２番地の１９８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番２０号 草津市野路町１９２２番地の１９７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目９番２１号 草津市野路町１９２２番地の１９６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番３号 草津市野路町１９２２番地の２０７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番４号 草津市野路町１９２２番地の２０８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番６号 草津市野路町１９２２番地の２１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番７号 草津市野路町１９２２番地の２１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番８号 草津市野路町１９２２番地の２１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番９号 草津市野路町１９２２番地の２１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番１０号 草津市野路町１９２２番地の２１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番１２号 草津市野路町１９２２番地の２１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番１３号 草津市野路町１９２２番地の２１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番１５号 草津市野路町１９２２番地の２１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１０番１７号 草津市野路町１９２２番地の２１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番２号 草津市野路町１９２２番地の６９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番３号 草津市野路町１９２２番地の７０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番４号 草津市野路町１９２２番地の７１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番５号 草津市野路町１９２２番地の７２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番６号 草津市野路町１９２２番地の７３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番７号 草津市野路町１９２２番地の７４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番１０号 草津市野路町１９２２番地の７６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番１１号 草津市野路町１９２２番地の７７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１１番１２号 草津市野路町１９２２番地の７８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番１１号 草津市野路町１９２２番地の９８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番１３号 草津市野路町１９２２番地の９９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番１４号 草津市野路町１９２２番地の９５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番１８号 草津市野路町１９２２番地の９０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番２５号 草津市野路町１９２２番地の８５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番２６号 草津市野路町１９２２番地の８４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番２７号 草津市野路町１９２２番地の８３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番２８号 草津市野路町１９２２番地の８２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番３０号 草津市野路町１９２２番地の８１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番３１号 草津市野路町１９２２番地の８０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１２番３２号 草津市野路町１９２２番地の７９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番５号 草津市野路町１９１８番地の１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番６号 草津市野路町１９１８番地の１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番８号 草津市野路町１９１８番地の１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番９号 草津市野路町１９１８番地の１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番１０号 草津市野路町１９１８番地の１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番１２号 草津市野路町１９１８番地の１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番１５号 草津市野路町１９１８番地の１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番１８号 草津市野路町１９１８番地の８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番１９号 草津市野路町１９１８番地の７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番２０号 草津市野路町１９１８番地の６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘三丁目１３番２２号 草津市野路町１９１８番地の５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番７号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番８号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘四丁目１番９号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番１０号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番１１号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番１２号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番１３号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番１４号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１番１５号 草津市野路町１９２２番地の５０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２号 草津市野路町１９２２番地の４２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番３号 草津市野路町１９２２番地の４２６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番５号 草津市野路町１９２２番地の４２７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番８号 草津市野路町１９２２番地の４２９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番１０号 草津市野路町１９２２番地の４２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２０号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２１号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２２号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２３号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２４号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２５号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２６号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目２番２７号 草津市野路町１９２２番地の４３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番４号 草津市野路町１９２２番地の３１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番６号 草津市野路町１９２２番地の３２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番９号 草津市野路町１９２２番地の３２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番１０号 草津市野路町１９２２番地の４１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番１７号 草津市野路町１９２２番地の４１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番１９号 草津市野路町１９２２番地の４１７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番２３号 草津市野路町１９２２番地の４１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番２４号 草津市野路町１９２２番地の４１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目３番２５号 草津市野路町１９２２番地の４１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番７号 草津市野路町１９２２番地の３０５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番８号 草津市野路町１９２２番地の３０６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番９号 草津市野路町１９２２番地の３０７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番１０号 草津市野路町１９２２番地の３０８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番１２号 草津市野路町１９２２番地の３０９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番１３号 草津市野路町１９２２番地の３１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番１４号 草津市野路町１９２２番地の３１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番１９号 草津市野路町１９２２番地の３１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番２０号 草津市野路町１９２２番地の３１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番２１号 草津市野路町１９２２番地の３１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番２３号 草津市野路町１９２２番地の３１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目４番２４号 草津市野路町１９２２番地の３１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番４号 草津市野路町１９２２番地の２９０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番５号 草津市野路町１９２２番地の２９１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番６号 草津市野路町１９２２番地の２９２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番７号 草津市野路町１９２２番地の２９３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番８号 草津市野路町１９２２番地の２９４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番１０号 草津市野路町１９２２番地の２９５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番１１号 草津市野路町１９２２番地の２９６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番１６号 草津市野路町１９２２番地の２９７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番１７号 草津市野路町１９２２番地の２９８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番１８号 草津市野路町１９２２番地の２９９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番１９号 草津市野路町１９２２番地の３００ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番２０号 草津市野路町１９２２番地の３０１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目５番２２号 草津市野路町１９２２番地の３０２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番２号 草津市野路町１９２２番地の２８８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番４号 草津市野路町１９２２番地の２８７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番７号 草津市野路町１９２２番地の２６９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番９号 草津市野路町１９２２番地の２３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番１８号 草津市野路町１９２２番地の２３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番１９号 草津市野路町１９２２番地の２３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番２０号 草津市野路町１９２２番地の２３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番２４号 草津市野路町１９２２番地の２７０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番２５号 草津市野路町１９２２番地の２７１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番２６号 草津市野路町１９２２番地の２７２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番２８号 草津市野路町１９２２番地の２７３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番３０号 草津市野路町１９２２番地の２７４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番３１号 草津市野路町１９２２番地の２７５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番３２号 草津市野路町１９２２番地の２７６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番３３号 草津市野路町１９２２番地の２７７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番３４号 草津市野路町１９２２番地の２７８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番３９号 草津市野路町１９２２番地の２７９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番４０号 草津市野路町１９２２番地の２８０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番４１号 草津市野路町１９２２番地の２８１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番４３号 草津市野路町１９２２番地の２８２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番４５号 草津市野路町１９２２番地の２８３ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘四丁目６番４６号 草津市野路町１９２２番地の２８４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番４７号 草津市野路町１９２２番地の２８５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番４８号 草津市野路町１９２２番地の２８６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目６番５１号 草津市野路町１９２２番地の２８９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２号 草津市野路町１９２２番地の２４６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番５号 草津市野路町１９２２番地の２４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番６号 草津市野路町１９２２番地の２４８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番７号 草津市野路町１９２２番地の２４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番８号 草津市野路町１９２２番地の２５０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番１０号 草津市野路町１９２２番地の２５１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番１２号 草津市野路町１９２２番地の２５３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番１４号 草津市野路町１９２２番地の２５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番１５号 草津市野路町１９２２番地の２５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番１７号 草津市野路町１９２２番地の２５６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２０号 草津市野路町１９２２番地の２５７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２２号 草津市野路町１９２２番地の２５８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２３号 草津市野路町１９２２番地の２５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２４号 草津市野路町１９２２番地の２６０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２５号 草津市野路町１９２２番地の２６１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２６号 草津市野路町１９２２番地の２６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２７号 草津市野路町１９２２番地の２６３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番２９号 草津市野路町１９２２番地の２６４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番３０号 草津市野路町１９２２番地の２６５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目７番３２号 草津市野路町１９２２番地の２６６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番２号 草津市野路町１９２２番地の２３５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番４号 草津市野路町１９２２番地の２３６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番５号 草津市野路町１９２２番地の２３７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番７号 草津市野路町１９２２番地の２３８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番８号 草津市野路町１９２２番地の２３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番９号 草津市野路町１９２２番地の２４０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番１０号 草津市野路町１９２２番地の２４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番１２号 草津市野路町１９２２番地の２４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番１３号 草津市野路町１９２２番地の２４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番１４号 草津市野路町１９２２番地の２４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目８番１５号 草津市野路町１９２２番地の２４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目９番１号 草津市野路町１９２２番地の３２２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目９番４号 草津市野路町１９２２番地の３２３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目９番５号 草津市野路町１９２２番地の３２４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目９番６号 草津市野路町１９２２番地の３２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目９番８号 草津市野路町１９２２番地の３２６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目９番１１号 草津市野路町１９２２番地の３２７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番３号 草津市野路町１９２２番地の３２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番５号 草津市野路町１９２２番地の３２９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番６号 草津市野路町１９２２番地の３３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番８号 草津市野路町１９２２番地の３３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番９号 草津市野路町１９２２番地の３３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番１０号 草津市野路町１９２２番地の３３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番１１号 草津市野路町１９２２番地の３３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番１５号 草津市野路町１９２２番地の３３５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番１７号 草津市野路町１９２２番地の３３６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番１８号 草津市野路町１９２２番地の３３７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番１９号 草津市野路町１９２２番地の３３８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番２０号 草津市野路町１９２２番地の３３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番２１号 草津市野路町１９２２番地の３４０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１０番２３号 草津市野路町１９２２番地の３４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番２号 草津市野路町１９２２番地の３４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番５号 草津市野路町１９２２番地の３４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番６号 草津市野路町１９２２番地の３４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番７号 草津市野路町１９２２番地の３４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番８号 草津市野路町１９２２番地の３４６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番９号 草津市野路町１９２２番地の３４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番１０号 草津市野路町１９２２番地の３４８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番１３号 草津市野路町１９２２番地の３４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番１７号 草津市野路町１９２２番地の３５０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番１８号 草津市野路町１９２２番地の３５１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番１９号 草津市野路町１９２２番地の３５２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番２０号 草津市野路町１９２２番地の３５３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番２１号 草津市野路町１９２２番地の３５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番２２号 草津市野路町１９２２番地の３５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番２３号 草津市野路町１９２２番地の３５６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番２４号 草津市野路町１９２２番地の３５７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１１番２５号 草津市野路町１９２２番地の３５８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番２号 草津市野路町１９２２番地の３５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番５号 草津市野路町１９２２番地の３６０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番６号 草津市野路町１９２２番地の３６１ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘四丁目１２番７号 草津市野路町１９２２番地の３６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番８号 草津市野路町１９２２番地の３６３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番９号 草津市野路町１９２２番地の３６４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番１０号 草津市野路町１９２２番地の３６５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番１２号 草津市野路町１９２２番地の３６６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番１３号 草津市野路町１９２２番地の３６７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番１６号 草津市野路町１９２２番地の３６８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番１８号 草津市野路町１９２２番地の３６９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番１９号 草津市野路町１９２２番地の３７０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番２１号 草津市野路町１９２２番地の３７１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番２２号 草津市野路町１９２２番地の３７２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番２３号 草津市野路町１９２２番地の３７３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番２４号 草津市野路町１９２２番地の３７４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番２５号 草津市野路町１９２２番地の３７５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１２番２６号 草津市野路町１９２２番地の３７６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番４号 草津市野路町１９２２番地の３７７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番５号 草津市野路町１９２２番地の４７８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番６号 草津市野路町１９２２番地の４７９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番８号 草津市野路町１９２２番地の３８１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番１１号 草津市野路町１９２２番地の３８２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番１３号 草津市野路町２３２８番地の１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番１５号 草津市野路町２３２８番地の１６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番１６号 草津市野路町２３２８番地の１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番１９号 草津市野路町１９２２番地の３８６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番２０号 草津市野路町１９２２番地の３８７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番２１号 草津市野路町１９２２番地の３８８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番２２号 草津市野路町１９２２番地の３８９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番２４号 草津市野路町１９２２番地の４８０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番２５号 草津市野路町１９２２番地の４８１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番２６号 草津市野路町１９２２番地の４８２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１３番２７号 草津市野路町１９２２番地の４８３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番４号 草津市野路町１９２２番地の３９４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番５号 草津市野路町１９２２番地の３９５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番６号 草津市野路町１９２２番地の３９６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番７号 草津市野路町１９２２番地の３９７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番８号 草津市野路町１９２２番地の３９８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番９号 草津市野路町１９２２番地の３９９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番１０号 草津市野路町１９２２番地の４００ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番１２号 草津市野路町１９２２番地の４０１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番１３号 草津市野路町２３２８番地の１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番１８号 草津市野路町１９２２番地の４０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番１９号 草津市野路町１９２２番地の４０４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番２０号 草津市野路町１９２２番地の４０５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番２１号 草津市野路町１９２２番地の４０６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番２２号 草津市野路町１９２２番地の４０７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番２３号 草津市野路町１９２２番地の４０８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番２４号 草津市野路町１９２２番地の４０９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番２５号 草津市野路町１９２２番地の４１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１４番２６号 草津市野路町１９２２番地の４１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１５番３号 草津市野路町１９２２番地の４１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１５番５号 草津市野路町１９２２番地の４１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１５番６号 草津市野路町１９２２番地の４２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１５番７号 草津市野路町１９２２番地の４２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１５番１２号 草津市野路町１９２２番地の４２２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１５番１３号 草津市野路町１９２２番地の４２３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘四丁目１５番１４号 草津市野路町１９２２番地の４２４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１番５号 草津市野路町２０８６番地 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１番５０号 草津市野路町２０８６番地の５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１番５２号 草津市野路町２０８６番地の５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番３号 草津市野路町１９２２番地の１０１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番４号 草津市野路町１９２２番地の１０２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番５号 草津市野路町１９２２番地の１０３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番６号 草津市野路町１９２２番地の１０４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番７号 草津市野路町１９２２番地の１０５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番９号 草津市野路町１９２２番地の１０６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番１０号 草津市野路町１９２２番地の１０７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目２番１３号 草津市野路町１９２２番地の１０８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番２号 草津市野路町１９２２番地の１０９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番３号 草津市野路町１９２２番地の１１０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番５号 草津市野路町１９２２番地の１１１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番６号 草津市野路町１９２２番地の１１２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番７号 草津市野路町１９２２番地の１１３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番９号 草津市野路町１９２２番地の１１４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番１０号 草津市野路町１９２２番地の１１５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番１６号 草津市野路町１９２２番地の１１７ 平成8年12月16日
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草津市桜ケ丘五丁目３番１７号 草津市野路町１９２２番地の１１８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番１８号 草津市野路町１９２２番地の１１９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番２０号 草津市野路町１９２２番地の１２０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目３番２１号 草津市野路町１９２２番地の１２１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目４番８号 草津市野路町１９２２番地の１２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目４番９号 草津市野路町１９２２番地の１２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目４番１０号 草津市野路町１９２２番地の１２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目４番１２号 草津市野路町１９２２番地の１２８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目５番５号 草津市野路町１９２２番地の１３０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目５番６号 草津市野路町１９２２番地の１３１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目５番８号 草津市野路町１９２２番地の１３２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目５番９号 草津市野路町１９２２番地の１３３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番１号 草津市野路町１９２２番地の１３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番２号 草津市野路町１９２２番地の１３４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番３号 草津市野路町１９２２番地の４９９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番６号 草津市野路町１９２２番地の１３５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番７号 草津市野路町１９２２番地の１３６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番９号 草津市野路町１９２２番地の１３７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番１０号 草津市野路町１９２２番地の１３８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番１５号 草津市野路町１９２２番地の１３９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番１６号 草津市野路町１９２２番地の１４０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番１７号 草津市野路町１９２２番地の１４１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目６番１８号 草津市野路町１９２２番地の１４２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２号 草津市野路町１９２２番地の１４７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番４号 草津市野路町１９２２番地の１４８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番６号 草津市野路町１９２２番地の１４９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番７号 草津市野路町１９２２番地の１５０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番８号 草津市野路町１９２２番地の１５１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番９号 草津市野路町１９２２番地の１５２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番１０号 草津市野路町１９２２番地の１５３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２０号 草津市野路町１９２２番地の１４３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２１号 草津市野路町１９２２番地の１４４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２２号 草津市野路町１９２２番地の１４５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２３号 草津市野路町１９２２番地の１４６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２５号 草津市野路町１９２２番地の１５４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２７号 草津市野路町１９２２番地の１５５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番２８号 草津市野路町１９２２番地の１５６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番３５号 草津市野路町１９２２番地の１５８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番３６号 草津市野路町１９２２番地の１５９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番３７号 草津市野路町１９２２番地の１６０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番３８号 草津市野路町１９２２番地の１６１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番３９号 草津市野路町１９２２番地の１６２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番４０号 草津市野路町１９２２番地の１６３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目７番４１号 草津市野路町１９２２番地の１６４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番３号 草津市野路町１９２２番地の１７４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番４号 草津市野路町１９２２番地の１７５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番８号 草津市野路町１９２２番地の１７６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番９号 草津市野路町１９２２番地の１７７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番１２号 草津市野路町１９２２番地の１７８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番１４号 草津市野路町１９２２番地の１７９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番１５号 草津市野路町１９２２番地の１８０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番１８号 草津市野路町１９２２番地の１８１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目８番１９号 草津市野路町１９２２番地の１７３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番５号 草津市野路町１９２２番地の１６７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番６号 草津市野路町１９２２番地の１６８ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番９号 草津市野路町１９２２番地の１６９ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番１２号 草津市野路町１９２２番地の１７０ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番１３号 草津市野路町１９２２番地の１７１ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番１５号 草津市野路町１９２２番地の１７２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番１６号 草津市野路町１９２２番地の１６６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目９番１７号 草津市野路町１９２２番地の１６５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番１号 草津市野路町１９２２番地の１２２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番３号 草津市野路町１９２２番地の１２３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番４号 草津市野路町１９２２番地の１２４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番５号 草津市野路町１９２２番地の１２５ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番６号 草津市野路町１９２２番地の１２６ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番７号 草津市野路町１９２２番地の１２７ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番９号 草津市野路町１９２２番地の１８２ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番１０号 草津市野路町１９２２番地の１８３ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番１４号 草津市野路町１９２２番地の１８４ 平成8年12月16日
草津市桜ケ丘五丁目１０番１５号 草津市野路町１９２２番地の１８５ 平成8年12月16日
草津市野路東一丁目１番１号 草津市野路町１９１６番地 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目１番６号 草津市野路町２０９０番地の１ 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目２番５号 草津市野路町２２７０番地の１ 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目３番１－１号 草津市野路町２２７５番地の３ 平成8年12月16日
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草津市野路東二丁目３番１－２号 草津市野路町２２７５番地 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目３番１－３号 草津市野路町２２７５番地 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目５番５号 草津市野路町２３４９番地 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目６番５５号 草津市野路町２３４９番地の２４ 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目７番１１号 草津市野路町２２７５番地の６ 平成8年12月16日
草津市野路東二丁目１２番１号 草津市野路町２２７５番地の２４ 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目２番１号 草津市野路町１９００番地 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目３番１１号 草津市野路町１９０３番地の８３ 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目３番１８号 草津市野路町１９０４番地 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目４番９号 草津市野路町２０１６番地 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目４番３２号 草津市野路町２０８６番地の５４ 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目４番７４号 草津市野路町２０８６番地 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目５番８号 草津市野路町２０８５番地の２ 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目６番１７号 草津市野路町２０８６番地 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目７番３１号 草津市野路町２００９番地 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目８番４号 草津市野路町１９５０番地の１ 平成8年12月16日
草津市野路東三丁目８番６号 草津市野路町１９５０番地 平成8年12月16日
草津市野路東四丁目１番２２号 草津市野路町１７８９番地２ 平成21年11月16日 カレッジコート福井
草津市野路東四丁目１番２７号 草津市野路町１７８８番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目２番２０号 草津市野路町１８２８番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目２番２３号 草津市野路町１８２８番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目２番２４号 草津市野路町１８２９番地１ 平成21年11月16日 メゾンファミーユ
草津市野路東四丁目２番２５号 草津市野路町１８２９番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目２番２６号 草津市野路町１８３０番地１ 平成21年11月16日 トップペア福甚№２
草津市野路東四丁目２番２７号 草津市野路町１８３１番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目２番３０号 草津市野路町１８３２番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目２番３２号 草津市野路町１８３３番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目２番３５号 草津市野路町１８３４番地 平成21年11月16日 トップペア福甚№１
草津市野路東四丁目３番１５号 草津市野路町１８２７番地１１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目３番１６号 草津市野路町１８２７番地１０ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目３番１８号 草津市野路町１８２７番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目３番２０号 草津市野路町１８２７番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目３番２２号 草津市野路町１８２７番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目３番２３号 草津市野路町１８２７番地５１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目３番２４号 草津市野路町１８２７番地５０ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番１号 草津市野路町１８２７番地４４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番３号 草津市野路町１８２７番地４３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番５号 草津市野路町１８２７番地４２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番６号 草津市野路町１８２７番地４１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番７号 草津市野路町１８２７番地４０ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番８号 草津市野路町１８２７番地３９ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番１１号 草津市野路町１８２７番地３８ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番１２号 草津市野路町１８２７番地３７ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番１３号 草津市野路町１８２７番地３６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番１７号 草津市野路町１８４５番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番２３号 草津市野路町１８４４番地１６ 平成21年11月16日 オプトニール
草津市野路東四丁目４番２６号 草津市野路町１８４３番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番２７号 草津市野路町１８４３番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番２８号 草津市野路町１８４３番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番３４号 草津市野路町１８４３番地１ 平成21年11月16日 マリーブ１８４３
草津市野路東四丁目４番３６号 草津市野路町１８２７番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目４番３９号 草津市野路町１８２７番地４５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番１号 草津市野路町１８２７番地３５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番２号 草津市野路町１８２７番地３４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番５号 草津市野路町１８２７番地３２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番６号 草津市野路町１８２７番地３１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番８号 草津市野路町１８２７番地２９ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番９号 草津市野路町１８２７番地２８ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番１８号 草津市野路町１８５５番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番１９号 草津市野路町１８５５番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番２１号 草津市野路町１８５１番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番２２号 草津市野路町１８５１番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目５番２５号 草津市野路町１８５０番地 平成21年11月16日 ペフィーズⅡ
草津市野路東四丁目５番２６号 草津市野路町１８５０番地 平成21年11月16日 ペフィーズ
草津市野路東四丁目５番２９号 草津市野路町１８４６番地 平成21年11月16日 エランビタール
草津市野路東四丁目５番３２号 草津市野路町１８４４番地１５ 平成21年11月16日 サニーハイツＢ棟
草津市野路東四丁目５番３３号 草津市野路町１８４４番地 平成21年11月16日 サニーハイツＡ棟
草津市野路東四丁目５番３５号 草津市野路町１８４４番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番２号 草津市野路町１８２７番地２０ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番３号 草津市野路町１８２７番地１９ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番４号 草津市野路町１８２７番地１８ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番５号 草津市野路町１８２７番地１７ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番８号 草津市野路町１８２７番地１６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番１０号 草津市野路町１８２７番地２７ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番１１号 草津市野路町１８２７番地２６ 平成21年11月16日
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草津市野路東四丁目６番１２号 草津市野路町１８２７番地２５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番１３号 草津市野路町１８２７番地２４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番１４号 草津市野路町１８２７番地２３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番１６号 草津市野路町１８２７番地２２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目６番１８号 草津市野路町１８２７番地２１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番８号 草津市野路町１８６９番地２６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番９号 草津市野路町１８５４番地１４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番１２号 草津市野路町１８５４番地１５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番１４号 草津市野路町１８５４番地１２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番１６号 草津市野路町１８２７番地１５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番１７号 草津市野路町１８２７番地１４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番１９号 草津市野路町１８２７番地１３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目７番２０号 草津市野路町１８２７番地１２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目８番２号 草津市野路町１８５４番地１１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目８番３号 草津市野路町１８５４番地１０ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目８番８号 草津市野路町１８５４番地９ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目８番９号 草津市野路町１８５４番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目８番１１号 草津市野路町１８５４番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目８番１３号 草津市野路町１８５４番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目９番１号 草津市野路町１８６８番地２１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目９番２号 草津市野路町１８６８番地３５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目９番３号 草津市野路町１８６８番地３４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目９番５号 草津市野路町１８６９番地３２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目９番１０号 草津市野路町１８６７番地１４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目９番１８号 草津市野路町１８５４番地１９ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目９番２３号 草津市野路町１８５４番地２１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番１号 草津市野路町１８６８番地４３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番２号 草津市野路町１８６８番地４４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番３号 草津市野路町１８６８番地４５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番４号 草津市野路町１８６８番地４６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番１０号 草津市野路町１８６８番地３７ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番１３号 草津市野路町１８６８番地３９ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番１４号 草津市野路町１８６８番地４０ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１０番１５号 草津市野路町１８６８番地５１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番３号 草津市野路町１８５７番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番４号 草津市野路町１８５７番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番５号 草津市野路町１８５７番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番６号 草津市野路町１８５７番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番７号 草津市野路町１８５７番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番１４号 草津市野路町１８６３番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番２６号 草津市野路町１９５７番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番２８号 草津市野路町１８６１番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１２番３５号 草津市野路町１８５７番地９ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１３番５号 草津市野路町１９６５番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１３番８号 草津市野路町１９６５番地 平成21年11月16日 アンビエンテ
草津市野路東四丁目１３番１０号 草津市野路町１９６５番地１３ 平成21年11月16日 アートプラザ野路
草津市野路東四丁目１３番１７号 草津市野路町１９５８番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１３番１８号 草津市野路町１９５８番地１ 平成21年11月16日 フィールドロードⅢ
草津市野路東四丁目１３番１９号 草津市野路町１９５８番地１ 平成21年11月16日 フィールドロードⅡ
草津市野路東四丁目１３番２０号 草津市野路町１９５６番地１ 平成21年11月16日 ダンディフクイ
草津市野路東四丁目１４番２号 草津市野路町１８２４番地６ 平成21年11月16日 リブマンション横土井Ⅲ
草津市野路東四丁目１４番５号 草津市野路町１９６８番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１４番７号 草津市野路町１９６７番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１４番１１号 草津市野路町１９６５番地１６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１４番１２号 草津市野路町１９６５番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１４番１８号 草津市野路町１９６４番地３ 平成21年11月16日 アートプラザ光
草津市野路東四丁目１４番２０号 草津市野路町１９６４番地２ 平成21年11月16日 アートプラザ１２４
草津市野路東四丁目１５番２号 草津市野路町１８２１番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１５番５号 草津市野路町１８２１番地８ 平成21年11月16日 コーポ野路６
草津市野路東四丁目１５番６号 草津市野路町１８２１番地８ 平成21年11月16日 コーポ野路５
草津市野路東四丁目１５番７号 草津市野路町１８２１番地８ 平成21年11月16日 コーポ野路３
草津市野路東四丁目１５番１０号 草津市野路町１８２４番地１０ 平成21年11月16日 コーポ野路２
草津市野路東四丁目１５番１４号 草津市野路町１８２４番地９ 平成21年11月16日 コーポ野路
草津市野路東四丁目１６番３号 草津市野路町１８２１番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１６番５号 草津市野路町１８２１番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１６番７号 草津市野路町１８２１番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１６番８号 草津市野路町１８２１番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１７番２号 草津市野路町１８０９番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１７番３号 草津市野路町１８１０番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１７番６号 草津市野路町１８１２番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１７番９号 草津市野路町１８１８番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１７番１２号 草津市野路町１８１９番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１７番２８号 草津市野路町１８０８番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１７番３３号 草津市野路町１８０９番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１８番３号 草津市野路町１８１５番地２ 平成21年11月16日
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草津市野路東四丁目１８番４号 草津市野路町１８０７番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１８番９号 草津市野路町１８０７番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１８番１５号 草津市野路町１８１６番地 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１８番２２号 草津市野路町１８１３番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１８番２５号 草津市野路町１８１３番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１８番２６号 草津市野路町１８１３番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１９番１号 草津市野路町１７５０番地２１ 平成21年11月16日
草津市野路東四丁目１９番２号 草津市野路町１７５０番地８ 平成21年11月16日 ハイライズ南草津
草津市野路東五丁目１番１０号 草津市野路町２０３２番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１番１１号 草津市野路町２０３２番地３６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１番１３号 草津市野路町２０３２番地３８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１番１５号 草津市野路町２０３２番地３９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１番１７号 草津市野路町２０３２番地４０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１番３０号 草津市野路町２０３６番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２番２号 草津市野路町２０３２番地４６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２番６号 草津市野路町２０３２番地４７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２番７号 草津市野路町２０３２番地１５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２番１０号 草津市野路町２０３２番地４４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２番１１号 草津市野路町２０３２番地４５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目３番２号 草津市野路町２０３２番地４１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目３番３号 草津市野路町２０３２番地４２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目３番５号 草津市野路町２０３２番地４３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目３番１１号 草津市野路町２０３１番地１ 平成21年11月16日 メゾン・クレール
草津市野路東五丁目３番１３号 草津市野路町２０３１番地１２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目３番１５号 草津市野路町２０３１番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目４番２１号 草津市野路町１９８１番地７７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目４番２２号 草津市野路町１９８１番地７８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目４番２３号 草津市野路町１９８０番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目４番２４号 草津市野路町１９８０番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目４番２５号 草津市野路町１９８１番地８１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目４番３４号 草津市野路町１９７６番地 平成21年11月16日 ニューサンライズ
草津市野路東五丁目５番２号 草津市野路町１９６０番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番３号 草津市野路町１９６０番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番４号 草津市野路町１９６０番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番５号 草津市野路町１９６０番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番７号 草津市野路町１９８１番地５２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番８号 草津市野路町１９８１番地５５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番９号 草津市野路町１９８１番地５６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番１０号 草津市野路町１９８１番地６１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番１３号 草津市野路町１９８１番地７３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番１４号 草津市野路町１９８１番地７４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番１６号 草津市野路町１９８１番地７５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番１７号 草津市野路町１９８１番地６９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番２０号 草津市野路町１９８１番地６８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目５番２１号 草津市野路町１９８１番地６７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番２号 草津市野路町１９８１番地３７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番３号 草津市野路町１９８１番地３９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番４号 草津市野路町１９８１番地４１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番５号 草津市野路町１９６０番地９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番６号 草津市野路町１９６０番地１０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番７号 草津市野路町１９８１番地４６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番１４号 草津市野路町１９８１番地４５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番１５号 草津市野路町１９８１番地４２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番１６号 草津市野路町１９８１番地４０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番１７号 草津市野路町１９８１番地３８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番１８号 草津市野路町１９８１番地３６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目６番２２号 草津市野路町１９８１番地３５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番１号 草津市野路町１９８１番地３４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番２号 草津市野路町１９８１番地３２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番３号 草津市野路町１９８１番地３０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番５号 草津市野路町１９８１番地２８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番６号 草津市野路町１９８１番地２６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番７号 草津市野路町１９８１番地２４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番１１号 草津市野路町１９８１番地２３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番１４号 草津市野路町１９８１番地２５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番１６号 草津市野路町１９８１番地２７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番１７号 草津市野路町１９８１番地２９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番１８号 草津市野路町１９８１番地３１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目７番２０号 草津市野路町１９８１番地３３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目８番３号 草津市野路町１９９３番地１４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目８番５号 草津市野路町１９９３番地１５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目８番６号 草津市野路町１９９３番地１６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目８番８号 草津市野路町１９９３番地１８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目８番９号 草津市野路町１９９３番地１７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目８番１０号 草津市野路町１９９３番地１３ 平成21年11月16日
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草津市野路東五丁目８番１３号 草津市野路町１９９３番地１１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目８番１５号 草津市野路町１９９３番地１０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番３号 草津市野路町１９９３番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番５号 草津市野路町１９９３番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番６号 草津市野路町１９９３番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番７号 草津市野路町１９９３番地９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番１０号 草津市野路町１９９３番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番１１号 草津市野路町１９９３番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番１２号 草津市野路町１９９３番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目９番１３号 草津市野路町１９９２番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番５号 草津市野路町１９８２番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番６号 草津市野路町１９８３番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番８号 草津市野路町１９８３番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番９号 草津市野路町１９８４番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番１０号 草津市野路町１９８４番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番１１号 草津市野路町１９８４番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番１２号 草津市野路町１９８４番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番１３号 草津市野路町１９８７番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番１９号 草津市野路町１９９２番地１８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番２１号 草津市野路町１９９２番地１４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番２２号 草津市野路町１９９２番地１５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番２５号 草津市野路町１９８７番地３ 平成21年11月16日 サンフレツェ２１
草津市野路東五丁目１０番２７号 草津市野路町１９８４番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番２８号 草津市野路町１９８４番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番２９号 草津市野路町１９８４番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番３０号 草津市野路町１９８４番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番３１号 草津市野路町１９８３番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番３２号 草津市野路町１９８３番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番３３号 草津市野路町１９８３番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番３４号 草津市野路町１９８３番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番３５号 草津市野路町１９８２番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１０番３７号 草津市野路町１９８２番地１ 平成21年11月16日 コーポ深尾
草津市野路東五丁目１０番４０号 草津市野路町１９７７番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番８号 草津市野路町１９９２番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番１０号 草津市野路町１９９３番地２１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番１１号 草津市野路町１９９３番地２２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番１２号 草津市野路町１９９３番地２３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番１３号 草津市野路町１９９３番地２４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番１４号 草津市野路町１９９３番地２５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番３１号 草津市野路町２０２２番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番３２号 草津市野路町２０２２番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１１番３６号 草津市野路町２０２８番地１ 平成21年11月16日 ＥＣＯＨ
草津市野路東五丁目１２番１号 草津市野路町２０３０番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１２番２号 草津市野路町２０３０番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１２番３号 草津市野路町２０３０番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１３番１号 草津市野路町２０５８番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１３番７号 草津市野路町２０５４番地７ 平成21年11月16日 梨桃館Ⅲ番館
草津市野路東五丁目１３番１１号 草津市野路町２０４９番地３５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１３番１２号 草津市野路町２０４９番地３４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１３番１５号 草津市野路町２０４９番地３３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１３番１６号 草津市野路町２０４９番地３２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１３番１７号 草津市野路町２０４９番地３１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１４番２１号 草津市野路町２０４７番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１４番２３号 草津市野路町２０４７番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１４番２４号 草津市野路町２０４７番地９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１４番２６号 草津市野路町２０４７番地４ 平成21年11月16日 マ・シャンプル
草津市野路東五丁目１４番３２号 草津市野路町２０４７番地１ 平成21年11月16日 エリート中野Ⅶ
草津市野路東五丁目１４番３３号 草津市野路町２０４６番地 平成21年11月16日 学生会館エリートナカノⅢ
草津市野路東五丁目１４番３４号 草津市野路町２０４４番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１５番３号 草津市野路町２０４９番地３０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１５番４号 草津市野路町２０４９番地２９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１５番５号 草津市野路町２０４９番地２８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１５番６号 草津市野路町２０４９番地２７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１５番７号 草津市野路町２０４９番地２６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１５番８号 草津市野路町２０４９番地２５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１号 草津市野路町２０４９番地２０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番２号 草津市野路町２０４９番地１９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番３号 草津市野路町２０４９番地１８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番５号 草津市野路町２０４９番地１７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番６号 草津市野路町２０４９番地１６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番７号 草津市野路町２０４９番地１５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番８号 草津市野路町２０４９番地１４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１０号 草津市野路町２０４９番地１３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１１号 草津市野路町２０４９番地１２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１３号 草津市野路町２０４９番地１１ 平成21年11月16日
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草津市野路東五丁目１６番１４号 草津市野路町２０４９番地１０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１５号 草津市野路町２０４９番地９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１６号 草津市野路町２０４９番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１７号 草津市野路町２０４９番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１８号 草津市野路町２０４９番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１６番１９号 草津市野路町２０４９番地５ 平成21年11月16日 サンロイヤルニシヤマ
草津市野路東五丁目１６番２３号 草津市野路町２０４９番地３ 平成21年11月16日 ルミナス古川
草津市野路東五丁目１６番２４号 草津市野路町２１２６番地３ 平成21年11月16日 ハイツ玉川Ⅰ
草津市野路東五丁目１６番２６号 草津市野路町２１２６番地１ 平成21年11月16日 ハイツ玉川Ⅵ
草津市野路東五丁目１６番２７号 草津市野路町２１２９番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１７番１号 草津市野路町２０４９番地２３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１７番２号 草津市野路町２０４９番地２２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１７番７号 草津市野路町２０４９番地２１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１７番９号 草津市野路町２０４９番地２４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番１号 草津市野路町２０４９番地３９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番２号 草津市野路町２０４９番地４０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番３号 草津市野路町２０４９番地４３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番７号 草津市野路町２０４９番地４４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番９号 草津市野路町２０４９番地４５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番１１号 草津市野路町２０４９番地４２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番１３号 草津市野路町２０４９番地３８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番１６号 草津市野路町２０４９番地３７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１８番１８号 草津市野路町２０４９番地３６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番１６号 草津市野路町２０４９番地７５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番１７号 草津市野路町２０４９番地７６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番１８号 草津市野路町２０４９番地７７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番１９号 草津市野路町２０４９番地７８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２０号 草津市野路町２０４９番地７９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２１号 草津市野路町２０４９番地８０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２２号 草津市野路町２０４９番地８１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２３号 草津市野路町２０４９番地８２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２４号 草津市野路町２０４９番地８３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２５号 草津市野路町２０４９番地８４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２６号 草津市野路町２０４９番地８５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２７号 草津市野路町２０４９番地８６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２８号 草津市野路町２０４９番地８７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番２９号 草津市野路町２０４９番地８８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番３０号 草津市野路町２０４９番地８９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番３７号 草津市野路町２０４９番地９１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目１９番３８号 草津市野路町２０４９番地９２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２０番１０号 草津市野路町２０６０番地１ 平成21年11月16日 グレースコーポ小野山
草津市野路東五丁目２０番１２号 草津市野路町２０６１番地１ 平成21年11月16日 スチューデント福井
草津市野路東五丁目２０番３５号 草津市野路町２０５４番地３ 平成21年11月16日 グリーン荘
草津市野路東五丁目２０番３７号 草津市野路町２０５４番地 平成21年11月16日 梨桃館Ⅰ番館
草津市野路東五丁目２０番４０号 草津市野路町２０５４番地 平成21年11月16日 梨桃館Ⅱ番館
草津市野路東五丁目２１番３５号 草津市野路町２０２４番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２１番３６号 草津市野路町２０２４番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２１番３７号 草津市野路町２０２４番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２２番１号 草津市野路町２０６２番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２２番４号 草津市野路町２０６２番地１ 平成21年11月16日 シェーネ
草津市野路東五丁目２２番５号 草津市野路町２０７１番地 平成21年11月16日 ピーチハイム福井
草津市野路東五丁目２２番６号 草津市野路町２０７５番地４ 平成21年11月16日 ピーチハイム福井２
草津市野路東五丁目２３番２号 草津市野路町２０４９番地５５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番５号 草津市野路町２０４９番地５６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番６号 草津市野路町２０４９番地５７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番７号 草津市野路町２０４９番地５８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番８号 草津市野路町２０４９番地５９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番９号 草津市野路町２０４９番地９７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番１０号 草津市野路町２０４９番地９８ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番１１号 草津市野路町２０４９番地９９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番１３号 草津市野路町２０４９番地６３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番１４号 草津市野路町２０４９番地４６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番１６号 草津市野路町２０４９番地４７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番１８号 草津市野路町２０４９番地９４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番１９号 草津市野路町２０４９番地９５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番２０号 草津市野路町２０４９番地９６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番２１号 草津市野路町２０４９番地５１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番２２号 草津市野路町２０４９番地５２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２３番２３号 草津市野路町２０４９番地５３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番１５号 草津市野路町２１２０番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番１７号 草津市野路町２０４９番地６４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２０号 草津市野路町２０４９番地６５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２１号 草津市野路町２０４９番地６６ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２２号 草津市野路町２０４９番地６７ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２３号 草津市野路町２０４９番地６８ 平成21年11月16日
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草津市野路東五丁目２４番２４号 草津市野路町２０４９番地６９ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２５号 草津市野路町２０４９番地７０ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２６号 草津市野路町２０４９番地７１ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２７号 草津市野路町２０４９番地７２ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２８号 草津市野路町２０４９番地７３ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２４番２９号 草津市野路町２０４９番地７４ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２５番１９号 草津市野路町２１１２番地２ 平成21年11月16日 ルーツⅡ
草津市野路東五丁目２５番２０号 草津市野路町２１１１番地 平成21年11月16日 マリーベル南草津
草津市野路東五丁目２５番２１号 草津市野路町２１１３番地４ 平成21年11月16日 マリーベルハイツＦ棟
草津市野路東五丁目２５番２２号 草津市野路町２１１３番地３ 平成21年11月16日 マリーベルハイツＡ棟
草津市野路東五丁目２５番２３号 草津市野路町２１１３番地３ 平成21年11月16日 マリーベルハイツＥ棟
草津市野路東五丁目２５番２４号 草津市野路町２１１３番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２５番２５号 草津市野路町２１１５番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２５番２６号 草津市野路町２０７２番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２６番３１号 草津市野路町２０９６番地１ 平成21年11月16日 レイクシャトーＫＹＯＷＡ
草津市野路東五丁目２６番３５号 草津市野路町２１００番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２６番３６号 草津市野路町２１００番地 平成21年11月16日 レイクランドマンション
草津市野路東五丁目２６番３８号 草津市野路町２１０３番地 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２６番４０号 草津市野路町２１０３番地１ 平成21年11月16日 ヴィラＫ＆Ｋ
草津市野路東五丁目２６番４３号 草津市野路町２１０３番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東五丁目２６番４４号 草津市野路町２０７９番地２ 平成21年11月16日 マリーベルハイツＤ棟
草津市野路東五丁目２６番４５号 草津市野路町２０７４番地１ 平成21年11月16日 マリーベルハイツＣ棟
草津市野路東五丁目２６番４６号 草津市野路町２１０６番地１ 平成21年11月16日 マリーベルハイツＢ棟
草津市野路東五丁目２６番４７号 草津市野路町２１０６番地 平成21年11月16日 十禅の里　
草津市野路東六丁目１番１０号 草津市野路町２１２１番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目１番１３号 草津市野路町２１１９番地３ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目１番１４号 草津市野路町２１１６番地１ 平成21年11月16日 Ｕｌｔｒａ　Ｏｎｅ
草津市野路東六丁目１番１５号 草津市野路町２１１０番地１ 平成21年11月16日 エミナール南草津
草津市野路東六丁目１番３２号 草津市野路町２１７８番地１ 平成21年11月16日 エフティ　シャンテ
草津市野路東六丁目１番４３号 草津市野路町２１７３番地２ 平成21年11月16日 コーポ田中
草津市野路東六丁目２番２号 草津市野路町２１０５番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目２番５号 草津市野路町２１０２番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目２番８号 草津市野路町２０９９番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目２番９号 草津市野路町２０９９番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番１号 草津市野路町２０９４番地４ 平成21年11月16日 ｓａｍ１
草津市野路東六丁目３番３号 草津市野路町２０９４番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番１５号 草津市野路町２０９０番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番１６号 草津市野路町２０９１番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番１７号 草津市野路町２０９２番地２ 平成21年11月16日 クーランディル
草津市野路東六丁目３番２２号 草津市野路町２１９０番地１３ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番２３号 草津市野路町２１９０番地１２ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番２５号 草津市野路町２１９０番地１１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番２６号 草津市野路町２１９０番地１０ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番２８号 草津市野路町２１９０番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番２９号 草津市野路町２１９０番地８ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３０号 草津市野路町２１９０番地９ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３１号 草津市野路町２１８９番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３２号 草津市野路町２１８９番地１７ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３３号 草津市野路町２１８９番地１６ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３４号 草津市野路町２１８９番地１５ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３５号 草津市野路町２１８９番地１４ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３６号 草津市野路町２１８９番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３７号 草津市野路町２１８９番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番３８号 草津市野路町２１８９番地５ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番４１号 草津市野路町２１８９番地１０ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番４３号 草津市野路町２０９４番地７ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目３番４５号 草津市野路町２０９４番地６ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目４番１号 草津市野路町２１９０番地２１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目４番３号 草津市野路町２１９０番地２２ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目４番５号 草津市野路町２１９０番地２３ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目４番７号 草津市野路町２１９０番地２４ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目４番１０号 草津市野路町２１９０番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目５番１号 草津市野路町２１６６番地１ 平成21年11月16日 ハイツウィング小野山
草津市野路東六丁目５番６号 草津市野路町２１７０番地１ 平成21年11月16日 ヴィーブルＮＡＫＡＮＯ
草津市野路東六丁目５番９号 草津市野路町２１７４番地 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目５番１０号 草津市野路町２１７５番地１ 平成21年11月16日 ＰＡＬＡＣＩＯ　Ｋ２
草津市野路東六丁目５番１４号 草津市野路町２１７７番地１ 平成21年11月16日 ジラソーレ

草津市野路東六丁目５番１８号
草津市野路東六丁目２１８２番地１、２１８
３番地

平成21年11月16日 ｓａｗａｒａｂｉうさぎ

草津市野路東六丁目６番３号 草津市野路町２１８５番地 平成21年11月16日 ブライト４５
草津市野路東六丁目６番１２号 草津市野路町２１９１番地２ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目６番２０号 草津市野路町２１９２番地１ 平成21年11月16日 ルミエール
草津市野路東六丁目６番２２号 草津市野路町２１９３番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目６番３８号 草津市野路町２１９６番地 平成21年11月16日 エンゼルプラザ南草津
草津市野路東六丁目６番３９号 草津市野路町２１９７番地 平成21年11月16日 ヴェルジュ南草津

98 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市野路東六丁目６番４１号 草津市野路町２１９８番地 平成21年11月16日 ハイツ玉川Ⅴ
草津市野路東六丁目６番４３号 草津市野路町２１７１番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東六丁目７番１９号 草津市野路町２２２８番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東七丁目１番５号 草津市野路町２２５６番地１２ 平成21年11月16日
草津市野路東七丁目２番１０号 草津市野路町２２５７番地２３ 平成21年11月16日
草津市野路東七丁目２番６２号 草津市野路町２２５７番地 平成21年11月16日
草津市野路東七丁目３番５号 草津市野路町２２５７番地１０ 平成21年11月16日 奥井ハイツ
草津市野路東七丁目３番６号 草津市野路町２２５７番地１１ 平成21年11月16日 砂池寮
草津市野路東七丁目３番９号 草津市野路町２２５７番地１１ 平成21年11月16日 カスティーリョ
草津市野路東七丁目３番２３号 草津市野路町２２６９番地１ 平成21年11月16日
草津市野路東七丁目３番４６号 草津市野路町２２５７番地４ 平成21年11月16日
草津市野路東七丁目３番４９号 草津市野路町２２５７番地３６ 平成21年11月16日
草津市野路東七丁目４番１号 草津市野路町２２４７番地 平成21年11月16日
草津市南笠東一丁目５番１０号 草津市南笠町５３７番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目５番１２号 草津市南笠町５３７番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目５番１３号 草津市南笠町５３７番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目５番１７号 草津市南笠町５３７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目５番２２号 草津市南笠町５３７番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番８号 草津市南笠町５３６番地の２４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番９号 草津市南笠町５３６番地の１３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番１０号 草津市南笠町５３６番地の２３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番１２号 草津市南笠町５３６番地の２２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番１３号 草津市南笠町５３６番地の２１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番１４号 草津市南笠町５３６番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番１６号 草津市南笠町５３６番地の１９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番１７号 草津市南笠町５３６番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番２２号 草津市南笠町５３６番地 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番２７号 草津市南笠町５３６番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番２８号 草津市南笠町５３６番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３０号 草津市南笠町５３６番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３１号 草津市南笠町５３６番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３３号 草津市南笠町５３６番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３５－１号 草津市南笠町５３６番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３５－２号 草津市南笠町５３６番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３５－６号 草津市南笠町５３６番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３５－７号 草津市南笠町５３６番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目６番３７号 草津市南笠町５３６番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番２号 草津市南笠町５３６番地の１２４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番３号 草津市南笠町５３６番地の１２５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番８号 草津市南笠町５３６番地の４１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番９号 草津市南笠町５３６番地の１４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番１０号 草津市南笠町５３６番地の３９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番１２号 草津市南笠町５３６番地の１４７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番１６号 草津市南笠町５３６番地の３７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番１７号 草津市南笠町５３６番地の１５３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番１８号 草津市南笠町５３６番地の３６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番２３号 草津市南笠町５３６番地の１５５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番２４号 草津市南笠町５３６番地の１５７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番２５号 草津市南笠町５３６番地の１５８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番３１号 草津市南笠町５３６番地の２６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番３２号 草津市南笠町５３６番地の１３８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番３３号 草津市南笠町５３６番地の２７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番３４号 草津市南笠町５３６番地の２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番３８号 草津市南笠町５３６番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番３９号 草津市南笠町５３６番地の１４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番４４号 草津市南笠町５３６番地の３２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目７番４５号 草津市南笠町５３６番地の３３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目８番１３号 草津市南笠町５３６番地の１１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目８番１４号 草津市南笠町５３６番地の１１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目８番１５号 草津市南笠町５３６番地の１１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目８番１８号 草津市南笠町５３６番地の１１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番３号 草津市南笠町５３６番地の８９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番５号 草津市南笠町５３６番地の９７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番８号 草津市南笠町５３６番地の９６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番１３号 草津市南笠町５３６番地の９４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番１５号 草津市南笠町５３６番地の１４１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番１６号 草津市南笠町５３６番地の９３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番１９号 草津市南笠町５３６番地の９１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番２２号 草津市南笠町５３６番地の９０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番２４号 草津市南笠町５３６番地の１２９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番２９号 草津市南笠町５３６番地の８２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番３０号 草津市南笠町５３６番地の８３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番３５号 草津市南笠町５３６番地の８５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番３６号 草津市南笠町５３６番地の１３３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番３９号 草津市南笠町５３６番地の１３２ 平成10年12月7日
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草津市南笠東一丁目９番４０号 草津市南笠町５３６番地の８７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目９番４４号 草津市南笠町５３６番地の１３７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番２号 草津市南笠町５３６番地 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番５号 草津市南笠町５３６番地の１１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番８号 草津市南笠町５３６番地の１１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番１２号 草津市南笠町５３６番地の１０９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番１５号 草津市南笠町５３６番地の１０８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番１７号 草津市南笠町５３６番地の１０７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番１９号 草津市南笠町５３６番地の１０６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番２４号 草津市南笠町５３６番地の９８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番２８号 草津市南笠町５３６番地の９９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番２９号 草津市南笠町５３６番地の１２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番３２号 草津市南笠町５３６番地の１４０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番３３号 草津市南笠町５３６番地の１０１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番３４号 草津市南笠町５３６番地の１０２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番３５号 草津市南笠町５３６番地の１３４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番３８号 草津市南笠町５３６番地の１０３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１０番３９号 草津市南笠町５３６番地の１０４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１１番１０号 草津市南笠町５３４番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１１番１２号 草津市南笠町５３４番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１１番１３号 草津市南笠町５３４番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１１番１６号 草津市南笠町５３６番地の１３５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１１番１７号 草津市南笠町５３６番地の１３６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１１番１８号 草津市南笠町５３６番地の１１９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１２番１号 草津市南笠町５３４番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１２番２号 草津市南笠町５３４番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１２番４号 草津市南笠町５３４番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１２番５号 草津市南笠町５３４番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１２番６号 草津市南笠町５３４番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１３番１３号 草津市南笠町５３３番地の２７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１３番１４号 草津市南笠町５３３番地の２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１３番１６号 草津市南笠町５３３番地の２９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１３番１７号 草津市南笠町５３３番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１３番１８号 草津市南笠町５３３番地の２２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１３番２２号 草津市南笠町５３３番地の２３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１３番２３号 草津市南笠町５３３番地の２４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番４号 草津市南笠町５３３番地の３５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番５号 草津市南笠町５３３番地の３４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番６号 草津市南笠町５３３番地の３３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番７号 草津市南笠町５３３番地の３２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番１０号 草津市南笠町５３３番地の３１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番１１号 草津市南笠町５３３番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番１２号 草津市南笠町５３３番地 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番１５号 草津市南笠町５２５番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番２６号 草津市南笠町５２４番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番２８号 草津市南笠町５２４番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番２９号 草津市南笠町５２４番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番３０号 草津市南笠町５２４番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番３１号 草津市南笠町５２５番地 平成10年12月7日 シティハイム月法
草津市南笠東一丁目１５番３３号 草津市南笠町５３３番地の２１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１５番３４号 草津市南笠町５３３番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１６番３号 草津市南笠町５３６番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１６番５号 草津市南笠町５３６番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１６番７号 草津市南笠町５３６番地の４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１６番９号 草津市南笠町５３６番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１６番１１号 草津市南笠町５３６番地の１２２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１６番３４号 草津市南笠町５２３番地 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１６番５９号 草津市南笠町５２２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番４号 草津市南笠町５３６番地の４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番５号 草津市南笠町５３６番地の１５９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番６号 草津市南笠町５３６番地の１６０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番７号 草津市南笠町５３６番地の４９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番９号 草津市南笠町５３６番地の５０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番１５号 草津市南笠町５３６番地の５１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番２２号 草津市南笠町５３６番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番２３号 草津市南笠町５３６番地の４４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番２８号 草津市南笠町５３６番地の１５２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１７番３１号 草津市南笠町５３６番地の４２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番４号 草津市南笠町５３６番地の６０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番５号 草津市南笠町５３６番地の６１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番８号 草津市南笠町５３６番地の６２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番１１号 草津市南笠町５３６番地の１５６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番１２号 草津市南笠町５３６番地の６４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番１３号 草津市南笠町５３６番地の１６１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番１４号 草津市南笠町５３６番地の１３９ 平成10年12月7日
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草津市南笠東一丁目１８番１８号 草津市南笠町５３６番地の６５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番２２号 草津市南笠町５３６番地の５８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番２４号 草津市南笠町５３６番地の５７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番２５号 草津市南笠町５３６番地の５６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番２８号 草津市南笠町５３６番地の５５ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番３１号 草津市南笠町５３６番地の１２６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番３２号 草津市南笠町５３６番地の５３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番３３号 草津市南笠町５３６番地の５２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番３４号 草津市南笠町５３６番地の１５４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番３９号 草津市南笠町５３６番地の１６２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１８番４０号 草津市南笠町５３６番地の５９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番１号 草津市南笠町５３６番地の７４ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番６号 草津市南笠町５３６番地の７６ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番１０号 草津市南笠町５３６番地の７８ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番１２号 草津市南笠町５３６番地の７９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番１４号 草津市南笠町５３６番地の８０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番１６号 草津市南笠町５３６番地の８１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番１９号 草津市南笠町５３６番地の７３ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番２４号 草津市南笠町５３６番地の７２ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番２５号 草津市南笠町５３６番地の７１ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番２８号 草津市南笠町５３６番地の７０ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３１－１０号 草津市南笠町５３６番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３１－３号 草津市南笠町５３６番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３１－６号 草津市南笠町５３６番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３１－７号 草津市南笠町５３６番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３１－８号 草津市南笠町５３６番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３１－９号 草津市南笠町５３６番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３４号 草津市南笠町５３６番地の６７ 平成10年12月7日
草津市南笠東一丁目１９番３６号 草津市南笠町５３６番地の６６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番３号 草津市南笠町１４８１番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番４号 草津市南笠町１４８１番地の８６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番６号 草津市南笠町１４８１番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番７号 草津市南笠町１４８１番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番９号 草津市南笠町１４８１番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番１１号 草津市南笠町１４８１番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番１２号 草津市南笠町１４８１番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番１３号 草津市南笠町１４８１番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番１４号 草津市南笠町１４８１番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番１６号 草津市南笠町１４８１番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番１８号 草津市南笠町１４８１番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番１９号 草津市南笠町１４８１番地の２１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２０号 草津市南笠町１４８１番地の２２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２１号 草津市南笠町１４８０番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２２号 草津市南笠町１４８０番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２３号 草津市南笠町１４８０番地の８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２４号 草津市南笠町１４８０番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２５号 草津市南笠町１４８０番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２６号 草津市南笠町１４７９番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２７号 草津市南笠町１４７９番地の２１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番２９号 草津市南笠町１４７９番地の２２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番３０号 草津市南笠町１４１８番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１番３１号 草津市南笠町１４１８番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番２号 草津市南笠町１４８１番地の２９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番４号 草津市南笠町１４８１番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番６号 草津市南笠町１４８１番地の３１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番７号 草津市南笠町１４８１番地の３２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番１２号 草津市南笠町１４７９番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番１３号 草津市南笠町１４７２番地の６５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番１９号 草津市南笠町１４７９番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番２０号 草津市南笠町１４７９番地の３６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番２１号 草津市南笠町１４７９番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番２３号 草津市南笠町１４７９番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番２４号 草津市南笠町１４７９番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番２５号 草津市南笠町１４７９番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目２番２７号 草津市南笠町１４８１番地の２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番６号 草津市南笠町１４８１番地の３７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番７号 草津市南笠町１４８１番地の３８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番８号 草津市南笠町１４８１番地の３９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番９号 草津市南笠町１４８１番地の４０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番１１号 草津市南笠町１４８１番地の４１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番１２号 草津市南笠町１４７９番地の４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番１３号 草津市南笠町１４７２番地の６０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番１８号 草津市南笠町１４７２番地の６２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番２０号 草津市南笠町１４７９番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番２２号 草津市南笠町１４７９番地の５ 平成10年12月7日
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草津市南笠東二丁目３番２３号 草津市南笠町１４８１番地の３５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目３番２５号 草津市南笠町１４８１番地の３６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番１号 草津市南笠町１４８１番地の７０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番９号 草津市南笠町１４８１番地の８２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番１０号 草津市南笠町１４８１番地の７３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番１１号 草津市南笠町１４８１番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番１２号 草津市南笠町１４８１番地の４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番１６号 草津市南笠町１４８１番地の４９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番１８号 草津市南笠町１４７２番地の５５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番２６号 草津市南笠町１４７２番地の５７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番２７号 草津市南笠町１４７２番地の５６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番２９号 草津市南笠町１４８１番地の４３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番３３号 草津市南笠町１４８１番地の４４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目４番３４号 草津市南笠町１４８１番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番１号 草津市南笠町１４８１番地の８０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番６号 草津市南笠町１４８１番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番８号 草津市南笠町１４８１番地の５３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番１０号 草津市南笠町１４８１番地の６６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番１１号 草津市南笠町１４８１番地の６７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番１３号 草津市南笠町１４８１番地の６０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番２１号 草津市南笠町１４８１番地の５１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番２４号 草津市南笠町１４８１番地の７４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番２５号 草津市南笠町１４８１番地の７５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番２６号 草津市南笠町１４８１番地の７６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番２８号 草津市南笠町１４８１番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番２９号 草津市南笠町１４８１番地の７８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目５番３０号 草津市南笠町１４８１番地の７９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目６番４号 草津市南笠町１４８１番地の９２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目６番６号 草津市南笠町１４８１番地の９０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目６番１４号 草津市南笠町１４９１番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目７番８号 草津市南笠町１４７２番地の９１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目７番９号 草津市南笠町１４７２番地の９０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目７番１８号 草津市南笠町１４５９番地の７６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目７番２０号 草津市南笠町１４５９番地の９２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目７番３０号 草津市南笠町１４５９番地の８７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目７番３３号 草津市南笠町１４５９番地の８４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目８番２３号 草津市南笠町１４５４番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目８番２８号 草津市南笠町１４５１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１号 草津市南笠町１４３１番地の４９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番３号 草津市南笠町１４３１番地の５１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番４号 草津市南笠町１４３１番地の４６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番５号 草津市南笠町１４３１番地の５３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番６号 草津市南笠町１４３１番地の５２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番７号 草津市南笠町１４３１番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番８号 草津市南笠町１４３１番地の４４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番９号 草津市南笠町１４３１番地の４３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１０号 草津市南笠町１４３１番地の４２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１１号 草津市南笠町１４３１番地の４１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１２号 草津市南笠町１４３１番地の４０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１３号 草津市南笠町１４３１番地の３９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１４号 草津市南笠町１４３１番地の４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１５号 草津市南笠町１４３１番地の４７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１７号 草津市南笠町１４５９番地の６６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１８号 草津市南笠町１４５９番地の６５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番１９号 草津市南笠町１４５９番地の６４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２０号 草津市南笠町１４５９番地の６３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２１号 草津市南笠町１４５９番地の６２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２２号 草津市南笠町１４５９番地の６１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２３号 草津市南笠町１４５９番地の６０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２４号 草津市南笠町１４５９番地の５９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２５号 草津市南笠町１４５９番地の５８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２６号 草津市南笠町１４５９番地の５７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２７号 草津市南笠町１４５９番地の５６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２８号 草津市南笠町１４５９番地の３４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目９番２９号 草津市南笠町１４５９番地の９３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１０番２号 草津市南笠町１４３１番地の３３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１０番３号 草津市南笠町１４３１番地の３２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１０番４号 草津市南笠町１４３１番地の３１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１０番５号 草津市南笠町１４３１番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１０番６号 草津市南笠町１４３１番地の２９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１０番８号 草津市南笠町１４３１番地の２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１０番２０号 草津市南笠町１４３１番地の３５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１１番１１号 草津市南笠町１４３１番地の５８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１１番１２号 草津市南笠町１４３１番地の５７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１１番１３号 草津市南笠町１４３１番地の５６ 平成10年12月7日
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草津市南笠東二丁目１１番１４号 草津市南笠町１４３１番地の６２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１１番１５号 草津市南笠町１４３１番地の６３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番２号 草津市南笠町１４２７番地 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番３号 草津市南笠町１４７２番地の４４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番７号 草津市南笠町１４７２番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番８号 草津市南笠町１４７２番地の４６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番９号 草津市南笠町１４７２番地の４７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番１０号 草津市南笠町１４７２番地の４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番１５号 草津市南笠町１４２７番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番１６号 草津市南笠町１４２７番地の４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１２番１７号 草津市南笠町１４２７番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１３番５号 草津市南笠町１４７２番地の３３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１３番７号 草津市南笠町１４７２番地の３４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１３番８号 草津市南笠町１４７２番地の３５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１３番１２号 草津市南笠町１４７２番地の３８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１３番２０号 草津市南笠町１４７２番地の４２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番７号 草津市南笠町１４７２番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番８号 草津市南笠町１４７２番地の２１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番１１号 草津市南笠町１４７２番地の２２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番１２号 草津市南笠町１４７２番地の２３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番１８号 草津市南笠町１４７２番地の２７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番２１号 草津市南笠町１４７２番地の２９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番２２号 草津市南笠町１４７２番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１４番２４号 草津市南笠町１４７２番地の３１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番１号 草津市南笠町１４７２番地の８４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番２号 草津市南笠町１４９１番地の２３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番７号 草津市南笠町１４７２番地の８７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番８号 草津市南笠町１４７２番地の８６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番９号 草津市南笠町１４７２番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番１０号 草津市南笠町１４７２番地の９２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番１２号 草津市南笠町１４７２番地の９３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番１３号 草津市南笠町１４７２番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番２１号 草津市南笠町１４７２番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番２２号 草津市南笠町１４７２番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番２３号 草津市南笠町１４７２番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番２５号 草津市南笠町１４７２番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１５番２７号 草津市南笠町１４７２番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番１号 草津市南笠町１４５９番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番３号 草津市南笠町１４５９番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番４号 草津市南笠町１４５９番地の９４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番６号 草津市南笠町１４５９番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番８号 草津市南笠町１４５９番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番９号 草津市南笠町１４５９番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番１３号 草津市南笠町１４５９番地の２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番１５号 草津市南笠町１４５９番地の７４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番１７号 草津市南笠町１４５９番地の７３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番１８号 草津市南笠町１４５９番地の７２ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番２０号 草津市南笠町１４５９番地の７０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番２１号 草津市南笠町１４５９番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１６番２４号 草津市南笠町１４５９番地の２７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番２号 草津市南笠町１４３１番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番３号 草津市南笠町１４３１番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番５号 草津市南笠町１４５９番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番７号 草津市南笠町１４５９番地の１９ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番８号 草津市南笠町１４５９番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番１２号 草津市南笠町１４５９番地の２６ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番１４号 草津市南笠町１４５９番地の２５ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番１５号 草津市南笠町１４５９番地の２４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番１７号 草津市南笠町１４５９番地の２３ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番１９号 草津市南笠町１４３１番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東二丁目１７番２０号 草津市南笠町１４３１番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番２号 草津市南笠町１４９４番地の１１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番３号 草津市南笠町１４９４番地の４０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番６号 草津市南笠町１４９４番地の３９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番７号 草津市南笠町１４９４番地の３８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番８号 草津市南笠町１４９４番地の３７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番９号 草津市南笠町１４９４番地の３６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番１１号 草津市南笠町１４９４番地の３５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番１２号 草津市南笠町１４９４番地の３４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番１４号 草津市南笠町１４９４番地の３３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番１５号 草津市南笠町１４９４番地の３２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番１７号 草津市南笠町１５０２番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番１８号 草津市南笠町１５０２番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番２０号 草津市南笠町１５０２番地の４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番２１号 草津市南笠町１５０２番地の３ 平成10年12月7日
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草津市南笠東三丁目１番２３号 草津市南笠町１５０２番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番２５号 草津市南笠町１４９４番地の５２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番２６号 草津市南笠町１４９４番地の５１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番２８号 草津市南笠町１４９４番地の５０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番２９号 草津市南笠町１４９４番地の４９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番３０号 草津市南笠町１４９４番地の４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番３１号 草津市南笠町１４９４番地の４７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番３２号 草津市南笠町１４９４番地の４６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番３４号 草津市南笠町１４９４番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１番３５号 草津市南笠町１４９４番地の４４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番１号 草津市南笠町１４９４番地の４１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番３号 草津市南笠町１４９４番地の８９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番６号 草津市南笠町１４９４番地の９０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番７号 草津市南笠町１４９４番地の９５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番１０号 草津市南笠町１４９４番地の９６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番１３号 草津市南笠町１４９４番地の９４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番１４号 草津市南笠町１４９４番地の９３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番１８号 草津市南笠町１４９４番地の９２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２番１９号 草津市南笠町１４９４番地の９１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番３号 草津市南笠町１４９４番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番４号 草津市南笠町１４９４番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番５号 草津市南笠町１４９４番地の１１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番１０号 草津市南笠町１４９４番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番１１号 草津市南笠町１４９４番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番１２号 草津市南笠町１４９４番地の１１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番１４号 草津市南笠町１４９４番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番１５号 草津市南笠町１４９４番地の１９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番１９号 草津市南笠町１４９４番地の１１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目３番２０号 草津市南笠町１４９４番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番１号 草津市南笠町１４９４番地の５４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番３号 草津市南笠町１４９４番地の５５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番５号 草津市南笠町１４９４番地の５６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番６号 草津市南笠町１４９４番地の５７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番７号 草津市南笠町１４９４番地の５８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番８号 草津市南笠町１４９４番地の５９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番１０号 草津市南笠町１４９４番地の６０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番１３号 草津市南笠町１４９４番地の６８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番１８号 草津市南笠町１４９４番地の６７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番２０号 草津市南笠町１４９４番地の６６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番２１号 草津市南笠町１４９４番地の６５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番２２号 草津市南笠町１４９４番地の６４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番２４号 草津市南笠町１４９４番地の６３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番２５号 草津市南笠町１４９４番地の６２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目４番２６号 草津市南笠町１４９４番地の６１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番６号 草津市南笠町１４９４番地の８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番７号 草津市南笠町１４９４番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番９号 草津市南笠町１４９４番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番１０号 草津市南笠町１４９４番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番１３号 草津市南笠町１５２０番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番１４号 草津市南笠町１５２０番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番１５号 草津市南笠町１５２０番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番２２号 草津市南笠町１５２０番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番２３号 草津市南笠町１５２０番地の８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番２５号 草津市南笠町１５２０番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番２７号 草津市南笠町１５２０番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番２８号 草津市南笠町１５２０番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番２９号 草津市南笠町１４９４番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番３０号 草津市南笠町１４９４番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目５番３２号 草津市南笠町１４９４番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番７号 草津市南笠町１４９４番地の２６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番８号 草津市南笠町１４９４番地の２７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番９号 草津市南笠町１４９４番地の２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番１０号 草津市南笠町１４９４番地の２９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番１１号 草津市南笠町１４９４番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番１２号 草津市南笠町１４９４番地の３１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番１３号 草津市南笠町１５２０番地の５２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番１５号 草津市南笠町１５２０番地の５４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番１９号 草津市南笠町１５２０番地の５３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番２３号 草津市南笠町１５２０番地の４９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番２５号 草津市南笠町１５２０番地の４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番２６号 草津市南笠町１４９４番地の２５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番２７号 草津市南笠町１４９４番地の２４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番２８号 草津市南笠町１４９４番地の２３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番３０号 草津市南笠町１４９４番地の２２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目６番３１号 草津市南笠町１４９４番地の２１ 平成10年12月7日
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草津市南笠東三丁目６番３２号 草津市南笠町１４９４番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番１号 草津市南笠町１４９４番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番４号 草津市南笠町１４９４番地の７５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番６号 草津市南笠町１４９４番地の７６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番８号 草津市南笠町１４９４番地の７７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番９号 草津市南笠町１４９４番地の７８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番１１号 草津市南笠町１４９４番地の７９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番１６号 草津市南笠町１４９４番地の８１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番１７号 草津市南笠町１４９４番地の８０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番２０号 草津市南笠町１４９４番地の７４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番２２号 草津市南笠町１４９４番地の７３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番２３号 草津市南笠町１４９４番地の７２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目７番２４号 草津市南笠町１４９４番地の７１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番１号 草津市南笠町１５２０番地の５６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番３号 草津市南笠町１５２０番地の５７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番４号 草津市南笠町１５２０番地の５８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番６号 草津市南笠町１５２０番地の５９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番７号 草津市南笠町１５２０番地の６０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番９号 草津市南笠町１５２０番地の６１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番１２号 草津市南笠町１５２０番地の６３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番１８号 草津市南笠町１５２０番地の７３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番２１号 草津市南笠町１５２０番地の７２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番２２号 草津市南笠町１５２０番地の７１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番２４号 草津市南笠町１５２０番地の７０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番２５号 草津市南笠町１５２０番地の６９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番２８号 草津市南笠町１５２０番地の６７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番３０号 草津市南笠町１５２０番地の６６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目８番３３号 草津市南笠町１５２０番地の６５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番３号 草津市南笠町１５４７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番５号 草津市南笠町１５２０番地の７４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番６号 草津市南笠町１５２０番地の７５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番７号 草津市南笠町１５２０番地の７６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番８号 草津市南笠町１５２０番地の７７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番１０号 草津市南笠町１５２０番地の７８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番１３号 草津市南笠町１５２０番地の７９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番１４号 草津市南笠町１５２０番地の８０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番１５号 草津市南笠町１５４０番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番１６号 草津市南笠町１５４０番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番１７号 草津市南笠町１５２０番地の８１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番１９号 草津市南笠町１４９４番地の８４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目９番２０号 草津市南笠町１４９４番地の８５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１０番１号 草津市南笠町１５２０番地の４１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１０番２号 草津市南笠町１５２０番地の４２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１０番３号 草津市南笠町１５２０番地の４３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１０番４号 草津市南笠町１５２０番地の４４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１０番８号 草津市南笠町１５２０番地の８３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１０番９号 草津市南笠町１５２０番地の４６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番２号 草津市南笠町１５２０番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番３号 草津市南笠町１５２０番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番４号 草津市南笠町１５２０番地の１９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番５号 草津市南笠町１５２０番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番１０号 草津市南笠町１５２０番地の２３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番１１号 草津市南笠町１５２０番地の１０７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番１７号 草津市南笠町１５２０番地の３１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番１９号 草津市南笠町１５２０番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番２０号 草津市南笠町１５２０番地の２９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番２１号 草津市南笠町１５２０番地の２８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番２２号 草津市南笠町１５２０番地の２７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番２３号 草津市南笠町１５２０番地の２６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番２９号 草津市南笠町１５２０番地の２４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１１番３０号 草津市南笠町１５２０番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番１号 草津市南笠町１４９４番地の４２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番２号 草津市南笠町１４９４番地の９７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番３号 草津市南笠町１４９４番地の９８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番４号 草津市南笠町１４９４番地の９９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番５号 草津市南笠町１４９４番地の１００ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番６号 草津市南笠町１４９４番地の１０１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番８号 草津市南笠町１４９４番地の１０２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番１０号 草津市南笠町１４９４番地の１０３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番１２号 草津市南笠町１４９４番地の１０４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番１３号 草津市南笠町１４９４番地の１０５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番１７号 草津市南笠町１４９４番地の１０６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番１８号 草津市南笠町１４９４番地の１０７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番２０号 草津市南笠町１４９４番地の１０８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番２１号 草津市南笠町１４９４番地の１０９ 平成10年12月7日
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草津市南笠東三丁目１３番２２号 草津市南笠町１４９４番地の１１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番２３号 草津市南笠町１４９４番地の１１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１３番２５号 草津市南笠町１４９４番地の１１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番３号 草津市南笠町１５２０番地の１００ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番４号 草津市南笠町１５２０番地の１０１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番５号 草津市南笠町１５２０番地の９７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番６号 草津市南笠町１５２０番地の８７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番８号 草津市南笠町１５２０番地の９３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番１３号 草津市南笠町１５２０番地の９４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番１４号 草津市南笠町１５２０番地の９５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番１６号 草津市南笠町１５２０番地の９６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番１９号 草津市南笠町１５２０番地の９９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番２０号 草津市南笠町１５２０番地の９８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番２１号 草津市南笠町１５２０番地の１０２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番２２号 草津市南笠町１５２０番地の１０３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番２５号 草津市南笠町１５２０番地の８６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番２８号 草津市南笠町１５２０番地の８５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番２９号 草津市南笠町１５２０番地の８４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１４番３１号 草津市南笠町１５２０番地の８２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１６番７号 草津市南笠町１４６３番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１６番１０号 草津市南笠町１４６３番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１６番１１号 草津市南笠町１４６３番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１７番２号 草津市南笠町１５２０番地の３４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１７番３号 草津市南笠町１５２０番地の３５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１７番５号 草津市南笠町１５２０番地の３６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１７番６号 草津市南笠町１５２０番地の３８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１７番２４号 草津市南笠町１４６３番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１７番２５号 草津市南笠町１４６３番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番９号 草津市南笠町１５６０番地の８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番１０号 草津市南笠町１５６０番地の９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番１３号 草津市南笠町１５６０番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番１４号 草津市南笠町１５６０番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番１６号 草津市南笠町１５６５番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番２１号 草津市南笠町１５６０番地の１９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番２３号 草津市南笠町１５６０番地の３０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番２４号 草津市南笠町１５６０番地の１５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番２６号 草津市南笠町１５６０番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番２８号 草津市南笠町１５６０番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番３０号 草津市南笠町１５６０番地の１４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番３２号 草津市南笠町１５６０番地の２６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番３３号 草津市南笠町１５６０番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番３４号 草津市南笠町１５６０番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番３５号 草津市南笠町１５６０番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番３６号 草津市南笠町１５６０番地の４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１８番３７号 草津市南笠町１５６０番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１９番２７号 草津市南笠町１６１５番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１９番３９号 草津市南笠町１６１１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１９番４０号 草津市南笠町１６１０番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目１９番５２号 草津市南笠町１５４６番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番２４号 草津市南笠町１６０８番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番２５号 草津市南笠町１６０７番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番２７号 草津市南笠町１６６０番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番３０号 草津市南笠町１６０５番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番３３号 草津市南笠町１６０５番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番３５号 草津市南笠町３３０番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番４５号 草津市南笠町１５５５番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番４６号 草津市南笠町１５５５番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番４７号 草津市南笠町１５５６番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番４８号 草津市南笠町１５５７番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番４９号 草津市南笠町１５６９番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２０番５０号 草津市南笠町１５６９番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番２号 草津市南笠町１５９５番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番６号 草津市南笠町１５９８番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番１７－２号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番１７－５号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番２０－１号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番２０－３号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番２０－４号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番２０－６号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番２０－７号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番２０－８号 草津市南笠町１６０２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番４９号 草津市南笠町１５８６番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５０号 草津市南笠町１５８６番地の１９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５１号 草津市南笠町１５８６番地の２０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５２号 草津市南笠町１５８６番地の１０ 平成10年12月7日
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草津市南笠東三丁目２１番５３号 草津市南笠町１５８６番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５４号 草津市南笠町１５８６番地の２５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５５号 草津市南笠町１５８６番地の２６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５６号 草津市南笠町１５８６番地の２７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５７号 草津市南笠町１５８６番地の３１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５８号 草津市南笠町１５８６番地の３２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番５９号 草津市南笠町１５８６番地の５０ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番６３号 草津市南笠町１５８６番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番６４号 草津市南笠町１５８６番地の３６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番６５号 草津市南笠町１５８６番地の３８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番６７号 草津市南笠町１５８６番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番６８号 草津市南笠町１５８６番地の４５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番６９号 草津市南笠町１５８６番地の８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番７０号 草津市南笠町１５８６番地の４９ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番７１号 草津市南笠町１５８６番地の４８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番７２号 草津市南笠町１５８６番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２１番７４号 草津市南笠町１５８６番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番７号 草津市南笠町１５７９番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番８号 草津市南笠町１５７９番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番９号 草津市南笠町１５７９番地の８ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番１５－１号 草津市南笠町１５８１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番１５－２号 草津市南笠町１５８１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番１６－１号 草津市南笠町１５８１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番１６－２号 草津市南笠町１５８１番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番１９号 草津市南笠町１５８３番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２１号 草津市南笠町１５８２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２３－１号 草津市南笠町１５８２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２４－１号 草津市南笠町１５８１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２４－２号 草津市南笠町１５８２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２８－１号 草津市南笠町１５８２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２８－２号 草津市南笠町１５８１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２９－１号 草津市南笠町１５８１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番２９－２号 草津市南笠町１５８１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番３６号 草津市南笠町１５９３番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番３９号 草津市南笠町１５９３番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番４０号 草津市南笠町１５９３番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番４３号 草津市南笠町１５８６番地の１６ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番４４号 草津市南笠町１５８６番地の２１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番４７号 草津市南笠町１５８６番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番５１号 草津市南笠町１５８３番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番５２号 草津市南笠町１５８３番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番５９号 草津市南笠町１５８５番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番９６号 草津市南笠町１４５２番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２２番１０３号 草津市南笠町１５７７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２３番２８号 草津市南笠町１５７０番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２３番２９号 草津市南笠町１５７０番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２３番３０号 草津市南笠町１５７０番地の４ 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２３番３２号 草津市南笠町１５７２番地 平成10年12月7日
草津市南笠東三丁目２３番４５号 草津市南笠町１５７６番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目１番２１号 草津市南笠町３３９番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目２番２８号 草津市南笠町５２１番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目３番１６号 草津市南笠町３４５番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目３番３０号 草津市南笠町３４２番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目３番３３号 草津市南笠町３４０番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目５番２９号 草津市南笠町３７０番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目５番３６号 草津市南笠町３６５番地の６ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目５番５４号 草津市南笠町３７０番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目５番５７号 草津市南笠町３６９番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目５番５９号 草津市南笠町３６９番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目６番３号 草津市南笠町２９７番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目６番５号 草津市南笠町２９６番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目６番４８号 草津市南笠町２９８番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番４９号 草津市南笠町３１０番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番５６号 草津市南笠町３１０番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番６５号 草津市南笠町３１０番地の１３ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番６６号 草津市南笠町３１０番地の１２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番６７号 草津市南笠町３１０番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番６８号 草津市南笠町３１０番地の１０ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番７５号 草津市南笠町３１１番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番７８－１号 草津市南笠町３１１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番７８－２号 草津市南笠町３１１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番７９－１号 草津市南笠町３１１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番８２－２号 草津市南笠町３１１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番８３－１号 草津市南笠町３１１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目７番８３－２号 草津市南笠町３１１番地 平成10年12月7日
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草津市南笠東四丁目７番９６号 草津市南笠町３１５番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番９号 草津市南笠町３２２番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番１２号 草津市南笠町３２２番地の２８８ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番１４号 草津市南笠町２９９番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番１５号 草津市南笠町２９９番地の１７ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番１６号 草津市南笠町２９９番地の１８ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番２２号 草津市南笠町３００番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番２３号 草津市南笠町３００番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番４５－１０号 草津市南笠町３１７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番４５－１号 草津市南笠町３１７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番４５－６号 草津市南笠町３１７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番４５－８号 草津市南笠町３１７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番６６号 草津市南笠町３１７番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目８番７２号 草津市南笠町３２０番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番２３－５号 草津市南笠町３２７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番２３－６号 草津市南笠町３２７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番２３－８号 草津市南笠町３２７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番２３－９号 草津市南笠町３２７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番３０号 草津市南笠町３２７番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番３４号 草津市南笠町３２７番地の５ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番３５号 草津市南笠町３２４番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番４０号 草津市南笠町３３１番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番４３号 草津市南笠町３２５番地 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番４４号 草津市南笠町３２５番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番４９号 草津市南笠町３２８番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番５５号 草津市南笠町３３１番地の２ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番５８号 草津市南笠町３３１番地の３ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番５９号 草津市南笠町３３１番地の４ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番６３号 草津市南笠町３３１番地の７ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番６５号 草津市南笠町３３１番地の８ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番６９号 草津市南笠町３３６番地の１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番７２号 草津市南笠町３３２番地の１１ 平成10年12月7日
草津市南笠東四丁目９番７３号 草津市南笠町３３２番地の１０ 平成10年12月7日
草津市笠山一丁目１番２４号 草津市南笠町５１６番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目１番３５号 草津市南笠町５１４番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目１番５３号 草津市南笠町５１８番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目１番５５号 草津市南笠町５１８番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目１番５６号 草津市南笠町５１８番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目１番５７号 草津市南笠町５１８番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番７９号 草津市南笠町４１７番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番８０号 草津市南笠町４１７番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番８１号 草津市南笠町４１７番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番８２号 草津市南笠町４１７番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番８８号 草津市南笠町３８９番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番９７号 草津市南笠町５０１番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番９８号 草津市南笠町５０１番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番１００号 草津市南笠町５０１番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番１０１号 草津市南笠町５０１番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番１０６号 草津市南笠町５０４番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目２番１２６号 草津市南笠町５１０番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番７号 草津市南笠町３８７番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番９号 草津市南笠町３９２番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番１０号 草津市南笠町３８７番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番１６号 草津市南笠町３９２番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番３０号 草津市南笠町３９０番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番３６号 草津市南笠町４１７番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番３７号 草津市南笠町４１７番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番４１号 草津市南笠町４１３番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目３番７９号 草津市南笠町３８７番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目４番１０号 草津市南笠町４２１番地の１ 平成11年12月6日 リバティヒルズⅡ
草津市笠山一丁目４番１７号 草津市南笠町４２２番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目４番５６号 草津市南笠町４０８番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目４番６１号 草津市南笠町４０９番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目４番６２号 草津市南笠町４０９番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目４番６３号 草津市南笠町４０９番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目５番１８号 草津市南笠町４３３番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目７番２１号 草津市南笠町４２８番地 平成11年12月6日 ラヴィニア・キタムラ
草津市笠山一丁目７番２７号 草津市南笠町４２８番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目７番３３号 草津市南笠町４２５番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目７番３６号 草津市南笠町４２５番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目７番３７号 草津市南笠町４２５番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目７番４６号 草津市南笠町４０７番地 平成11年12月6日 ヴィレッジ花水木　Ａ棟
草津市笠山一丁目７番４７号 草津市南笠町４０７番地 平成11年12月6日 ヴィレッジ花水木　Ｂ棟
草津市笠山一丁目７番４８号 草津市南笠町４０７番地 平成11年12月6日 ヴィレッジ花水木　Ｃ棟
草津市笠山一丁目７番５７号 草津市南笠町４０６番地 平成11年12月6日
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草津市笠山一丁目８番２５号 草津市南笠町４２１番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番３５号 草津市南笠町４０４番地の１ 平成11年12月6日 リバティヒルズ
草津市笠山一丁目８番４０号 草津市南笠町４０１番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番４１号 草津市南笠町４０１番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番４３号 草津市南笠町４０１番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番４４号 草津市南笠町４０１番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番４７号 草津市南笠町４０１番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番４８号 草津市南笠町４０１番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番４９号 草津市南笠町４０１番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番５１号 草津市南笠町４０１番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番５３号 草津市南笠町４０２番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番５４号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番５５号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番５６号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番５７号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番５８号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日 若山アパート
草津市笠山一丁目８番５９号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日 若山荘
草津市笠山一丁目８番６０号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番６１号 草津市南笠町４０１番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番６２号 草津市南笠町４０１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番７５号 草津市南笠町３９５番地１、４０１番地２１ 平成11年12月6日 ハイツ川瀬
草津市笠山一丁目８番８３号 草津市南笠町４００番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番８４号 草津市南笠町４００番地 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番９０号 草津市南笠町４００番地１ 平成11年12月6日 エスペラントコ－ポ
草津市笠山一丁目８番９１号 草津市南笠町３７４番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番９４号 草津市南笠町３７４番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番９５号 草津市南笠町３７４番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番９６号 草津市南笠町３７５番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目８番９７号 草津市南笠町３７５番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目９番５号 草津市南笠町３５０番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目９番７号 草津市南笠町３４７番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目９番９号 草津市南笠町３４９番地 平成11年12月6日 笠山清水マンション
草津市笠山一丁目９番１６号 草津市南笠町３８４番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山一丁目９番３４号 草津市南笠町３７６番地 平成11年12月6日 イタニティ・イハラ
草津市笠山一丁目９番４０号 草津市南笠町３７２番地 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目１番２号 草津市南笠町２８８番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目１番７号 草津市南笠町２７７番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目１番９号 草津市南笠町２７７番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目１番２４号 草津市南笠町２８２番地の１ 平成11年12月6日 ＵＣＤ－Ｉ
草津市笠山二丁目１番３７号 草津市南笠町２８３番地の６ 平成11年12月6日 クロ－バハイツ
草津市笠山二丁目１番４０号 草津市南笠町２８３番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番１号 草津市南笠町２７４番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番３号 草津市南笠町２７４番地の９ 平成11年12月6日 関戸アパート　Ａ棟
草津市笠山二丁目２番６号 草津市南笠町２７４番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番７号 草津市南笠町２７４番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番１１号 草津市南笠町２７４番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番２０号 草津市南笠町２６４番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番２１号 草津市南笠町２６４番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番２２号 草津市南笠町２６４番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番２３号 草津市南笠町２６４番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番２５号 草津市南笠町２６４番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番４９号 草津市南笠町２７２番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番５０号 草津市南笠町２７２番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目２番５６号 草津市南笠町２７４番地の８ 平成11年12月6日 関戸寮　
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6日
草津市笠山二丁目３番１１号 草津市南笠町２５２番地 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番１４号 草津市南笠町２５１番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番１６号 草津市南笠町２５１番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番１８号 草津市南笠町２５１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番１９号 草津市南笠町２５１番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番２１号 草津市南笠町２５１番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番３１号 草津市南笠町２５３番地の１ 平成11年12月6日 セレーナ笠山
草津市笠山二丁目３番５３号 草津市南笠町２６２番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番５４号 草津市南笠町２６２番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番５６号 草津市南笠町２６２番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番５７号 草津市南笠町２６２番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番５９号 草津市南笠町２６２番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目３番６９号 草津市南笠町２５３番地の２ 平成11年12月6日 クローバハイツⅢ
草津市笠山二丁目３番７６号 草津市南笠町２６３番地の１ 平成11年12月6日 クロ－バハイツⅡ
草津市笠山二丁目４番５号 草津市南笠町２６７番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番６号 草津市南笠町２６７番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番７号 草津市南笠町２６７番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番８号 草津市南笠町２６７番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番９号 草津市南笠町２６７番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番１０号 草津市南笠町２６７番地の１４ 平成11年12月6日
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草津市笠山二丁目４番１７号 草津市南笠町２６７番地の９ 平成11年12月6日 ヴィラ・ド・レステＡ
草津市笠山二丁目４番１８号 草津市南笠町２６７番地の９ 平成11年12月6日 ヴィラ・ド・レステＢ
草津市笠山二丁目４番１９号 草津市南笠町１６１９番地の５ 平成11年12月6日 ロ－タスＫ１
草津市笠山二丁目４番２１号 草津市南笠町１６１９番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番２４号 草津市南笠町１６１９番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番２５号 草津市南笠町１６１９番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番２８号 草津市南笠町１６２０番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番２９号 草津市南笠町１６２０番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番３１号 草津市南笠町１６１９番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番３３号 草津市南笠町１６１９番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番３４号 草津市南笠町１６１９番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番３６号 草津市南笠町１６１９番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番４１号 草津市南笠町１６２１番地の６ 平成11年12月6日 ウエスタンアパート
草津市笠山二丁目４番４５号 草津市南笠町１６２１番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番４７号 草津市南笠町１６２１番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番５０号 草津市南笠町１６２１番地 平成11年12月6日 サニーパレス松栄
草津市笠山二丁目４番５５号 草津市南笠町１６２１番地 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番５８号 草津市南笠町２４５番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番５９号 草津市南笠町２４５番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番６０号 草津市南笠町２４５番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番７０号 草津市南笠町２４５番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番７１号 草津市南笠町２４５番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番７４号 草津市南笠町２４５番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目４番８６号 草津市南笠町２４７番地 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番７号 草津市南笠町２２９番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番１１号 草津市南笠町２３３番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番１７号 草津市南笠町２３３番地の２２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番２８号 草津市南笠町２３３番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３０号 草津市南笠町２３３番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３２号 草津市南笠町１６２７番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３４号 草津市南笠町１６２７番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３５号 草津市南笠町１６２７番地の４０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３６号 草津市南笠町１６２７番地の３９ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３７号 草津市南笠町２３３番地の２８ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３８号 草津市南笠町２３３番地の２７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番３９号 草津市南笠町２３３番地の２６ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番４０号 草津市南笠町２３３番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番４３号 草津市南笠町２３３番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番４４号 草津市南笠町２３３番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番４６号 草津市南笠町２３３番地の３１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番４７号 草津市南笠町２３３番地の３２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番４８号 草津市南笠町２３３番地の３３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番４９号 草津市南笠町２３３番地の３４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番５０号 草津市南笠町２３３番地の３５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番５２号 草津市南笠町１６２７番地の４２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番５４号 草津市南笠町１６２７番地の４４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番５５号 草津市南笠町１６２７番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目５番５６号 草津市南笠町１６２６番地 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番３５号 草津市南笠町２４２番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番３７号 草津市南笠町２４２番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番３８号 草津市南笠町２４２番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番３９号 草津市南笠町２４２番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番４０号 草津市南笠町１６３３番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番４１号 草津市南笠町１６３３番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番４３号 草津市南笠町１６３３番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番４４号 草津市南笠町２４２番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目６番４８号 草津市南笠町１６３０番地の２６ 平成11年12月6日 フジイハイツ
草津市笠山二丁目７番３号 草津市南笠町１６２８番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番６号 草津市南笠町１６２８番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番８号 草津市南笠町１６２８番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番９号 草津市南笠町１６２８番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番１０号 草津市南笠町１６２８番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番１１号 草津市南笠町１６２８番地の３２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番１４号 草津市南笠町１６２８番地の３１ 平成11年12月6日 ショーエイ寮
草津市笠山二丁目７番１８号 草津市南笠町１６３０番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番１９号 草津市南笠町２４２番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番２０号 草津市南笠町２４２番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番２２号 草津市南笠町２４２番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番３２号 草津市南笠町１６２７番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番３３号 草津市南笠町１６２７番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番３４号 草津市南笠町１６２７番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目７番３７号 草津市南笠町１６２７番地の２１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目８番３号 草津市南笠町１６２７番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目８番８号 草津市南笠町１６２７番地の３７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番２７号 草津市南笠町１６２６番地の２０ 平成11年12月6日
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草津市笠山二丁目９番３０号 草津市南笠町１６２６番地の２６ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番３１号 草津市南笠町１６２６番地の２７ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番３２号 草津市南笠町１６２６番地の２８ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番３５号 草津市南笠町２５８番地の３３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番３８号 草津市南笠町１６２６番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番３９号 草津市南笠町１６２６番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番４０号 草津市南笠町１６２６番地の１９ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番４３号 草津市南笠町２５８番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番４５号 草津市南笠町２５８番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番５１号 草津市南笠町２５８番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番５２号 草津市南笠町２５８番地 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番５５号 草津市南笠町２５８番地 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番５６号 草津市南笠町２５８番地の２１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番５８号 草津市南笠町２５８番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番５９号 草津市南笠町２５６番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番６２号 草津市南笠町２５８番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山二丁目９番６４号 草津市南笠町２５６番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１番９号 草津市南笠町２２４番地の１ 平成11年12月6日 グラスライト
草津市笠山三丁目１番１８号 草津市南笠町２２８番地の３ 平成11年12月6日 シティハイム梨園
草津市笠山三丁目１番２０号 草津市南笠町２２８番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１番３０号 草津市南笠町２１３番地 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１番３０号 草津市南笠町２１４番地７ 平成11年12月6日 サザンパレス
草津市笠山三丁目２番２号 草津市南笠町２１３番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番６号 草津市南笠町１６３８番地 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番７号 草津市南笠町１６３８番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番８号 草津市南笠町１６３８番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番１４号 草津市南笠町１６３８番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番１９号 草津市南笠町１６４０番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番２０号 草津市南笠町１６４０番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番２４号 草津市南笠町１６４０番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番２５号 草津市南笠町１６４０番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番２８号 草津市南笠町１６４０番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番２９号 草津市南笠町１６４０番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番３０号 草津市南笠町１６３８番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番３１号 草津市南笠町１６３８番地の２１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番３３号 草津市南笠町１６３８番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目２番３４号 草津市南笠町１６３８番地の１５ 平成11年12月6日 セジュール
草津市笠山三丁目２番３５号 草津市南笠町１６３８番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番１号 草津市南笠町１６４０番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番２号 草津市南笠町１６４０番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番６号 草津市南笠町１６４０番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番７号 草津市南笠町１６４０番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番９号 草津市南笠町３２２番地の３３８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番１１号 草津市南笠町３２２番地の３９６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番１２号 草津市南笠町３２２番地の４００ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番１４号 草津市南笠町３２２番地の４０１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目３番１９号 草津市南笠町１６４０番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番５号 草津市南笠町１６４１番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番７号 草津市南笠町１６４１番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番８号 草津市南笠町１６４１番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番９号 草津市南笠町１６４１番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番１０号 草津市南笠町１６４１番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番１３号 草津市南笠町１６４２番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番１４号 草津市南笠町１６４２番地の2 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番１７号 草津市南笠町１６４０番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番１８号 草津市南笠町１６４０番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番１９号 草津市南笠町１６４０番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番２０号 草津市南笠町１６４０番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番２１号 草津市南笠町１６４０番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番２３号 草津市南笠町１６４０番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目４番２４号 草津市南笠町１６４０番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番２号 草津市南笠町３２２番地の４７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番４号 草津市南笠町３２２番地の１５１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番７号 草津市南笠町３２２番地の１５３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番８号 草津市南笠町３２２番地の５１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番１０号 草津市南笠町３２２番地の１５２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番１１号 草津市南笠町３２２番地の４９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番１３号 草津市南笠町３２２番地の５０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目５番１５号 草津市南笠町３２２番地の３６３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番１号 草津市南笠町３２２番地の５４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番３号 草津市南笠町３２２番地の１５４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番５号 草津市南笠町３２２番地の１５５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番６号 草津市南笠町３２２番地の１５６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番７号 草津市南笠町３２２番地の１５７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番８号 草津市南笠町３２２番地の１５８ 平成11年12月6日

111 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市笠山三丁目６番９号 草津市南笠町３２２番地の１５９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番１１号 草津市南笠町３２２番地の１６０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番１２号 草津市南笠町３２２番地の１６１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番１８号 草津市南笠町３２２番地の１９６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番２１号 草津市南笠町３２２番地の１７０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番２３号 草津市南笠町３２２番地の１６９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番２４号 草津市南笠町３２２番地の１６８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番２５号 草津市南笠町３２２番地の１６７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番２７号 草津市南笠町３２２番地の１６６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番２８号 草津市南笠町３２２番地の１６５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番２９号 草津市南笠町３２２番地の１６４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番３１号 草津市南笠町３２２番地の１６３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目６番３２号 草津市南笠町３２２番地の１６２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番２号 草津市南笠町３２２番地の７３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番４号 草津市南笠町３２２番地の１７１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番５号 草津市南笠町３２２番地の１７２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番６号 草津市南笠町３２２番地の１７３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番１９号 草津市南笠町３２２番地の１４４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番２０号 草津市南笠町３２２番地の１４３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番２１号 草津市南笠町３２２番地の１４２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番２３号 草津市南笠町３２２番地の１４１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番２５号 草津市南笠町３２２番地の１４０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番２８号 草津市南笠町３２２番地の３６１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番２９号 草津市南笠町３２２番地の３８６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番３０号 草津市南笠町３２２番地の３８５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目７番３１号 草津市南笠町３２２番地の３６０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目８番１号 草津市南笠町３２２番地の１１６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目８番３５号 草津市南笠町３２２番地の３９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目８番３９号 草津市南笠町３２２番地の１４６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目８番４０号 草津市南笠町３２２番地の１２０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目８番４１号 草津市南笠町３２２番地の１１９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目８番４３号 草津市南笠町３２２番地の１１８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目８番４４号 草津市南笠町３２２番地の１１７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目９番２号 草津市南笠町３２２番地の１２３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目９番４号 草津市南笠町３２２番地の１２２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目９番６号 草津市南笠町３２２番地の１２１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目９番８号 草津市南笠町３２２番地の１０６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番１号 草津市南笠町３２２番地の１３５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番２号 草津市南笠町３２２番地の１３６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番３号 草津市南笠町３２２番地の４５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番５号 草津市南笠町３２２番地の１２９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番８号 草津市南笠町３２２番地の１３０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番１０号 草津市南笠町３２２番地の１３１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番１２号 草津市南笠町３２２番地の１３２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番１３号 草津市南笠町３２２番地の１３３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１０番１５号 草津市南笠町３２２番地の１３４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１１番７号 草津市南笠町３２２番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１１番９号 草津市南笠町３２２番地の１５ 平成11年12月6日 エクセルシオール滋賀
草津市笠山三丁目１２番２号 草津市南笠町３２２番地の３９２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１２番１６号 草津市南笠町３２２番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１２番２９号 草津市南笠町３２２番地 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１２番３７号 草津市南笠町３２２番地の３９５ 平成11年12月6日 サンセリテ京阪
草津市笠山三丁目１２番７０号 草津市南笠町３２２番地の３１５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１２番７１号 草津市南笠町３２２番地の３８９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１２番７２号 草津市南笠町３２２番地の３８７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１２番７４号 草津市南笠町３２２番地の３９１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番１６号 草津市南笠町２２６番地の４８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番１８号 草津市南笠町２２６番地の７０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２１号 草津市南笠町２２６番地の４７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２２号 草津市南笠町２２６番地の４６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２３号 草津市南笠町２２６番地の４５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２４号 草津市南笠町２２６番地の４４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２６号 草津市南笠町２２６番地の４３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２７号 草津市南笠町２２６番地の４２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２８号 草津市南笠町２２６番地の４１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番２９号 草津市南笠町２２６番地の４０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番３０号 草津市南笠町２２６番地の３９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番３１号 草津市南笠町２２６番地の３８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番３２号 草津市南笠町２２６番地の３７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番３３号 草津市南笠町２２６番地の７９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１３番３４号 草津市南笠町２２６番地の８０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２号 草津市南笠町２２６番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番３号 草津市南笠町２２６番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番４号 草津市南笠町２２６番地の２６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番５号 草津市南笠町２２６番地の２７ 平成11年12月6日
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草津市笠山三丁目１４番６号 草津市南笠町２２６番地の２８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番７号 草津市南笠町２２６番地の２９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番８号 草津市南笠町２２６番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番９号 草津市南笠町３２２番地の３２５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番１０号 草津市南笠町３２２番地の３２６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番１８号 草津市南笠町３２２番地の３２７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番１９号 草津市南笠町３２２番地の３２４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２０号 草津市南笠町２２６番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２１号 草津市南笠町２２６番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２３号 草津市南笠町２２６番地の２１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２４号 草津市南笠町２２６番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２５号 草津市南笠町２２６番地の１９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２６号 草津市南笠町２２６番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番２７号 草津市南笠町２２６番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１４番３０号 草津市南笠町２２６番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１５番６号 草津市南笠町３２２番地の４０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１５番１０号 草津市南笠町３２２番地の４１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１５番３３号 草津市南笠町２２６番地の１１６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１５番３４号 草津市南笠町２２６番地の１１５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１５番３５号 草津市南笠町２２６番地の１１４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１５番３６号 草津市南笠町２２６番地の１１３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１５番３７号 草津市南笠町２２６番地の１１２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１６番２号 草津市南笠町２２６番地の１０５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１６番６号 草津市南笠町２２６番地の１０８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１６番９号 草津市南笠町２２６番地の１０７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１６番１１号 草津市南笠町２２６番地の１０６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番４号 草津市南笠町２２６番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番８号 草津市南笠町２２６番地の１００ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番９号 草津市南笠町２２６番地の１０１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番１０号 草津市南笠町２２６番地の１０２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番１１号 草津市南笠町２２６番地の１０３ 平成11年12月6日 コリン・ドゥ・草津
草津市笠山三丁目１７番１２号 草津市南笠町２２６番地の１０４ 平成11年12月6日 ハイツ日昇
草津市笠山三丁目１７番４０号 草津市南笠町１６３４番地の２ 平成11年12月6日 メゾン西田
草津市笠山三丁目１７番４３号 草津市南笠町２２６番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番４４号 草津市南笠町２２６番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番４５号 草津市南笠町２２６番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番４６号 草津市南笠町２２６番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番４７号 草津市南笠町２２６番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１７番４９号 草津市南笠町２２６番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番２８号 草津市南笠町２２６番地の１２１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３０号 草津市南笠町２２６番地の９１ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３２号 草津市南笠町２２６番地の８５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３３号 草津市南笠町１６３０番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３４号 草津市南笠町１６３０番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３５号 草津市南笠町１６３０番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３６号 草津市南笠町１６３１番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３７号 草津市南笠町１６３１番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３８号 草津市南笠町１６３１番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番３９号 草津市南笠町２２６番地の９２ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番４１号 草津市南笠町２２６番地の９３ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番４５号 草津市南笠町１６３１番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番４６号 草津市南笠町１６３１番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山三丁目１８番５１号 草津市南笠町１６３２番地の８ 平成11年12月6日 Ｅ・ＫハイツⅡ
草津市笠山四丁目２番４３号 草津市南笠町４７２番地の６ 平成11年12月6日 一二美荘
草津市笠山四丁目２番４４号 草津市南笠町４８５番地の６ 平成11年12月6日 エルデムイハラ
草津市笠山四丁目２番４５号 草津市南笠町４２７番地 平成11年12月6日 ライズワールド　ＩＨＡＲＡ

草津市笠山四丁目２番５３号 草津市南笠町４５６番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目３番５号 草津市南笠町４４９番地の１００ 平成11年12月6日 サンハイツ京阪
草津市笠山四丁目３番２０号 草津市南笠町４７２番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目３番３０号 草津市南笠町４７２番地の５ 平成11年12月6日 コーポ聖
草津市笠山四丁目３番３３号 草津市南笠町４７２番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番２４号 草津市南笠町４５９番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番２７号 草津市南笠町４５９番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番２８号 草津市南笠町４５９番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番２９号 草津市南笠町４５９番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番３２号 草津市南笠町４６０番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番３３号 草津市南笠町４６０番地の２８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番３４号 草津市南笠町４６０番地の２９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番３５号 草津市南笠町４６０番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番３７号 草津市南笠町４６０番地の３１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番３８号 草津市南笠町４６０番地の３２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番４０号 草津市南笠町４６０番地の３３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番４３号 草津市南笠町４６０番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番４５号 草津市南笠町４６０番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目４番４７号 草津市南笠町４６０番地の１１ 平成11年12月6日
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草津市笠山四丁目５番１１号 草津市南笠町４４９番地の９８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目５番１３号 草津市南笠町４４９番地の９７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目５番１４号 草津市南笠町４４９番地の９６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目５番１６号 草津市南笠町４４９番地の９５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目６番１２号 草津市南笠町４５９番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目６番１７号 草津市南笠町４５２番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番１号 草津市南笠町４５２番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番２号 草津市南笠町４５２番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番５号 草津市南笠町４５２番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番７号 草津市南笠町４５２番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番１１号 草津市南笠町４５２番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番１６号 草津市南笠町４５２番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番１８号 草津市南笠町４５２番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目７番２０号 草津市南笠町４５２番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番４号 草津市南笠町４４９番地の７４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番６号 草津市南笠町４４９番地の７５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番７号 草津市南笠町４４９番地の７６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番８号 草津市南笠町４４９番地の７７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番９号 草津市南笠町４４９番地の７８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番１２号 草津市南笠町４４９番地の７９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番１５号 草津市南笠町４４９番地の８７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番１６号 草津市南笠町４４９番地の８６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番１７号 草津市南笠町４４９番地の８５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番１９号 草津市南笠町４４９番地の８４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番２０号 草津市南笠町４４９番地の８３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番２１号 草津市南笠町４４９番地の８２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番２２号 草津市南笠町４４９番地の８１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番２４号 草津市南笠町４４９番地の８０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目８番２６号 草津市南笠町４４９番地の３２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番５号 草津市南笠町４４９番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番６号 草津市南笠町４４９番地の６４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番７号 草津市南笠町４４９番地の６５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番１１号 草津市南笠町４４９番地の６７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番１２号 草津市南笠町４４９番地の７２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番１５号 草津市南笠町４４９番地の７１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番１７号 草津市南笠町４４９番地の７０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番１８号 草津市南笠町４４９番地の６９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番１９号 草津市南笠町４４９番地の６８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番２１号 草津市南笠町４４９番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目９番２２号 草津市南笠町４４９番地の３１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１０番２５号 草津市南笠町４６０番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１０番２６号 草津市南笠町４６０番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１０番３０号 草津市南笠町４４９番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１０番３２号 草津市南笠町４４９番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１０番３３号 草津市南笠町４４９番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１０番３４号 草津市南笠町４４９番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１０番３５号 草津市南笠町４４９番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１１番１１号 草津市南笠町４４８番地の１ 平成11年12月6日 ピュア・ドミトリー　シミズ

草津市笠山四丁目１１番２１号 草津市南笠町４４９番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１１番２４号 草津市南笠町４４９番地の６３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１１番２５号 草津市南笠町４４４番地の１ 平成11年12月6日 ラコート南笠　Ｓ
草津市笠山四丁目１２番１０号 草津市南笠町４３７番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番１３号 草津市南笠町４３７番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番１７号 草津市南笠町４３７番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番１８号 草津市南笠町４３４番地の１９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番１９号 草津市南笠町４３４番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番２０号 草津市南笠町４３４番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番３７号 草津市南笠町４４３番地 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番６０号 草津市南笠町４３４番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番６８号 草津市南笠町４３４番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番７３号 草津市南笠町４３４番地の５５ 平成11年12月6日 ベルパラゾ
草津市笠山四丁目１２番７８号 草津市南笠町４３４番地の４７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１２番９４号 草津市南笠町４３７番地の２ 平成11年12月6日 ヴィラハイツ山本
草津市笠山四丁目１３番３号 草津市南笠町４３７番地の６９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番４号 草津市南笠町４３７番地の７０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番１６号 草津市南笠町４３４番地の５４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番１７号 草津市南笠町４３４番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番１８号 草津市南笠町４３４番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番２１号 草津市南笠町４３４番地の３８ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番２３号 草津市南笠町４３４番地の３５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番２５号 草津市南笠町４３４番地の３６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番２６号 草津市南笠町４３４番地の３７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番２９号 草津市南笠町４３４番地の４３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番３０号 草津市南笠町４３４番地の２２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番３１号 草津市南笠町４３４番地の２８ 平成11年12月6日
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草津市笠山四丁目１３番３２号 草津市南笠町４３４番地の４２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番３３号 草津市南笠町４３４番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番３４号 草津市南笠町４３４番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番３５号 草津市南笠町４３４番地の３９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番３８号 草津市南笠町４３４番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１３番４０号 草津市南笠町４３７番地の８３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１４番１号 草津市南笠町４３７番地の３４ 平成11年12月6日 パライッソＹｕｍｉ
草津市笠山四丁目１４番３号 草津市南笠町４３７番地の４３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１４番４号 草津市南笠町４３７番地の４９ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１４番６号 草津市南笠町４３７番地の５０ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１４番８号 草津市南笠町４３７番地の５２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１４番１０号 草津市南笠町４３７番地の５１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１４番１１号 草津市南笠町４３７番地の４６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１４番１３号 草津市南笠町４３７番地の４５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番２号 草津市南笠町４３１番地の１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番１８号 草津市南笠町４３７番地の３３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番２１号 草津市南笠町４３７番地の４１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番２４号 草津市南笠町４３７番地の６１ 平成11年12月6日 湯浅マンション
草津市笠山四丁目１５番２５号 草津市南笠町４３７番地の６２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番２６号 草津市南笠町４３７番地の６３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番２７号 草津市南笠町４３７番地の６４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番２８号 草津市南笠町４３７番地の６５ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番２９号 草津市南笠町４３７番地の６６ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番３０号 草津市南笠町４３７番地の６７ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番３１号 草津市南笠町４３７番地の８２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番３３号 草津市南笠町４３４番地の３４ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番３４号 草津市南笠町４３４番地の３３ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番３５号 草津市南笠町４３４番地の２１ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番３６号 草津市南笠町４３４番地の３２ 平成11年12月6日
草津市笠山四丁目１５番３７号 草津市南笠町４３４番地の３１ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１番６３号 草津市南笠町４８２番地の７ 平成11年12月6日 レーベンバンブ－
草津市笠山五丁目１番６４号 草津市南笠町４８１番地の６ 平成11年12月6日 ＴＩＴハイツ
草津市笠山五丁目１番６５号 草津市南笠町４８１番地の５ 平成11年12月6日 カサブランカ
草津市笠山五丁目１番６８号 草津市南笠町４８３番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目３番３号 草津市南笠町４７４番地の２ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目３番２７号 草津市南笠町４８０番地 平成11年12月6日 クレスト草津
草津市笠山五丁目３番６５号 草津市南笠町１０８番地の１１ 平成11年12月6日 メゾンドール瀬田・公園都市Ⅰ番館

草津市笠山五丁目３番６６号 草津市南笠町１０８番地の１１ 平成11年12月6日 メゾンドール瀬田・公園都市Ⅱ番館

草津市笠山五丁目４番１４号 草津市南笠町１５７番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目４番１６号 草津市南笠町１５７番地の２６ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目４番１７号 草津市南笠町１５７番地の２７ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目４番２０号 草津市南笠町１５７番地の２８ 平成11年12月6日 リブマンション笠山Ⅱ
草津市笠山五丁目４番２２号 草津市南笠町１５７番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目４番２４号 草津市南笠町１５７番地の３１ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目５番２号 草津市南笠町１５７番地の１９ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目５番６号 草津市南笠町１５７番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目５番７号 草津市南笠町１５７番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目５番１０号 草津市南笠町１５７番地の２２ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目５番１３号 草津市南笠町１５７番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目５番１４号 草津市南笠町１５７番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番４号 草津市南笠町１５７番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番６号 草津市南笠町１５７番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番７号 草津市南笠町１５７番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番８号 草津市南笠町１５７番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番１１号 草津市南笠町１５７番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番１２号 草津市南笠町１５７番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番１４号 草津市南笠町１５７番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番１６号 草津市南笠町１５７番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番１７号 草津市南笠町１５７番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目６番１８号 草津市南笠町１５７番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番４号 草津市南笠町４６１番地の３６ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番５号 草津市南笠町１５７番地の３５ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番８号 草津市南笠町１５７番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番９号 草津市南笠町１５７番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番１１号 草津市南笠町１５７番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番１２号 草津市南笠町１５７番地の３ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番１６号 草津市南笠町４６１番地の２８ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番１７号 草津市南笠町４６１番地の２９ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番１８号 草津市南笠町４６１番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番２０号 草津市南笠町４６１番地の３１ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番２１号 草津市南笠町４６１番地の３２ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番２２号 草津市南笠町４６１番地の３３ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目７番２４号 草津市南笠町４６１番地の３４ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番３号 草津市南笠町４６１番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番６号 草津市南笠町４６１番地の２１ 平成11年12月6日
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草津市笠山五丁目８番７号 草津市南笠町４６１番地の２２ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番８号 草津市南笠町４６１番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番９号 草津市南笠町４６１番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番１１号 草津市南笠町４６１番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番１２号 草津市南笠町４６１番地の２６ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番１４号 草津市南笠町４６１番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番１８号 草津市南笠町４６１番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番１９号 草津市南笠町４６１番地の１５ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目８番２１号 草津市南笠町４６１番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番４号 草津市南笠町４６１番地の４７ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番５号 草津市南笠町４６１番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番６号 草津市南笠町４６１番地の１１ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番７号 草津市南笠町４６１番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番１０号 草津市南笠町４６１番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番１１号 草津市南笠町４６１番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番１３号 草津市南笠町４６１番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目９番１４号 草津市南笠町４６１番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番２２号 草津市南笠町１５７番地の２ 平成11年12月6日 ＵＣＤ－ＬＥＯ
草津市笠山五丁目１０番２３号 草津市南笠町１５７番地の３８ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番２６号 草津市南笠町１５７番地の３９ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番２７号 草津市笠山五丁目１５７番地の１ 平成12年3月24日
草津市笠山五丁目１０番２８号 草津市南笠町４６１番地の４９ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番２９号 草津市南笠町４６１番地の３８ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番３０号 草津市南笠町４６１番地の３９ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番３１号 草津市南笠町４６１番地の４０ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番３２号 草津市南笠町４６１番地の４１ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番３３号 草津市南笠町４６１番地の４３ 平成11年12月6日
草津市笠山五丁目１０番３４号 草津市南笠町４６１番地の４４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番１号 草津市南笠町３２２番地の８１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番３号 草津市南笠町３２２番地の１７４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番４号 草津市南笠町３２２番地の１７５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番５号 草津市南笠町３２２番地の１７６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番６号 草津市南笠町３２２番地の１７７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番７号 草津市南笠町３２２番地の１７８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番８号 草津市南笠町３２２番地の１７９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番１２号 草津市南笠町３２２番地の１８６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番１４号 草津市南笠町３２２番地の１８５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番１５号 草津市南笠町３２２番地の１８４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番１６号 草津市南笠町３２２番地の１８３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番１８号 草津市南笠町３２２番地の１８２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番１９号 草津市南笠町３２２番地の１８１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１番２０号 草津市南笠町３２２番地の１８０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目２番３号 草津市南笠町３２２番地の１８７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目２番４号 草津市南笠町３２２番地の１８８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目２番５号 草津市南笠町３２２番地の１８９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目２番６号 草津市南笠町３２２番地の１９０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目２番８号 草津市南笠町３２２番地の１９２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目２番９号 草津市南笠町３２２番地の１９３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目２番２３号 草津市南笠町３２２番地の９５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目３番９号 草津市南笠町３２２番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番１号 草津市南笠町３２２番地の３７２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番５号 草津市南笠町３２２番地の３７３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番６号 草津市南笠町３２２番地の３７５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番７号 草津市南笠町３２２番地の３７６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番８号 草津市南笠町３２２番地の３７７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番９号 草津市南笠町３２２番地の３７８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番１０号 草津市南笠町３２２番地の３７９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目４番１２号 草津市南笠町３２２番地の３８０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目５番２号 草津市南笠町３２２番地 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番１６号 草津市南笠町３２２番地の２２２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番１８号 草津市南笠町３２２番地の２２４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番１９号 草津市南笠町３２２番地の２２５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２０号 草津市南笠町３２２番地の２２６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２１号 草津市南笠町３２２番地の２２７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２２号 草津市南笠町３２２番地の２２８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２３号 草津市南笠町３２２番地の２２９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２４号 草津市南笠町３２２番地の２３０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２５号 草津市南笠町３２２番地の２３１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２７号 草津市南笠町３２２番地の２３３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番２８号 草津市南笠町３２２番地の２３５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番３０号 草津市南笠町３２２番地の２３７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番３１号 草津市南笠町３２２番地の３６９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番３２号 草津市南笠町３２２番地の２３９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番３３号 草津市南笠町３２２番地の２４０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目６番３４号 草津市南笠町３２２番地の２４１ 平成11年12月6日
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草津市笠山六丁目７番１号 草津市南笠町３２２番地の２４２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番２号 草津市南笠町３２２番地の２４３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番３号 草津市南笠町３２２番地の２４４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番４号 草津市南笠町３２２番地の２４５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番５号 草津市南笠町３２２番地の２４６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番６号 草津市南笠町３２２番地の２４７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番７号 草津市南笠町３２２番地の２４８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番９号 草津市南笠町３２２番地の２４９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番１０号 草津市南笠町３２２番地の２５０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番１１号 草津市南笠町３２２番地の２５１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番１３号 草津市南笠町３２２番地の２５２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番１４号 草津市南笠町３２２番地の２５３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番１７号 草津市南笠町３２２番地の２５４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番１８号 草津市南笠町３２２番地の２５５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番１９号 草津市南笠町３２２番地の２５６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番２０号 草津市南笠町３２２番地の２５７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番２１号 草津市南笠町３２２番地の２５８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番２２号 草津市南笠町３２２番地の２５９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番２３号 草津市南笠町３２２番地の２６０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番２４号 草津市南笠町３２２番地の２６１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目７番２７号 草津市南笠町３２２番地の２６２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番７号 草津市南笠町３２２番地の２７０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番８号 草津市南笠町３２２番地の２７１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番９号 草津市南笠町３２２番地の２７２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番１０号 草津市南笠町３２２番地の２７３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番１１号 草津市南笠町３２２番地の２７４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番１２号 草津市南笠町３２２番地の２７５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番１３号 草津市南笠町３２２番地の２７６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目８番１４号 草津市南笠町３２２番地の２７７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番２９号 草津市南笠町３２２番地の４０３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３０号 草津市南笠町３２２番地の２９９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３１号 草津市南笠町３２２番地の２９８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３２号 草津市南笠町３２２番地の２９７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３３号 草津市南笠町３２２番地の２９６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３４号 草津市南笠町３２２番地の２９５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３６号 草津市南笠町３２２番地の２９４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３７号 草津市南笠町３２２番地の２９３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番３９号 草津市南笠町３２２番地の２９２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番４０号 草津市笠山六丁目３２２番地の４０６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番４１号 草津市南笠町３２２番地の２９１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番４２号 草津市笠山六丁目３２２番地の４０５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番４３号 草津市南笠町３２２番地の２９０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番４４号 草津市南笠町３２２番地の３６４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目９番４５号 草津市笠山六丁目３２２番地の２０６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番２３号 草津市南笠町１５６番地の１８９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番２５号 草津市南笠町１５６番地の２０６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番２７号 草津市南笠町１５６番地の２０５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番２８号 草津市南笠町１５６番地の１９１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番３０号 草津市南笠町１５６番地の１９９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番３２号 草津市南笠町１５６番地の２００ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番３８号 草津市南笠町１５６番地の２０４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番３９号 草津市南笠町１５６番地の１５５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番４１号 草津市南笠町１５６番地の１０８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１０番４３号 草津市南笠町１５６番地の１０７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番３号 草津市南笠町１５６番地の１１８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番４号 草津市南笠町１５６番地の１１９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番５号 草津市南笠町１５６番地の１２０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番７号 草津市南笠町１５６番地の１２１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番８号 草津市南笠町１５６番地の１２２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番９号 草津市南笠町１５６番地の１２３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番１２号 草津市南笠町１５６番地の１２７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番１３号 草津市南笠町１５６番地の１２８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番１４号 草津市南笠町１２３番地の３６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番１８号 草津市南笠町１２３番地の２７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番１９号 草津市南笠町１２３番地の２６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番２２号 草津市南笠町１２３番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番２３号 草津市南笠町１５６番地の１２６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番２４号 草津市南笠町１５６番地の１２５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番２８号 草津市南笠町１５６番地の１１６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番２９号 草津市南笠町１５６番地の１１５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番３０号 草津市南笠町１５６番地の１１４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番３２号 草津市南笠町１５６番地の１１３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番３３号 草津市南笠町１５６番地の１１２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番３７号 草津市南笠町１５６番地の１１０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１１番３８号 草津市南笠町１５６番地の１１７ 平成11年12月6日
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草津市笠山六丁目１２番７号 草津市南笠町１５６番地の１４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番９号 草津市南笠町１５６番地の１３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１０号 草津市南笠町１５６番地の１２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１３号 草津市南笠町１５６番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１４号 草津市南笠町１５６番地の９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１５号 草津市南笠町１５６番地の８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１６号 草津市南笠町１５６番地の７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１７号 草津市南笠町１５６番地の６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１８号 草津市南笠町１５６番地の５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１２番１９号 草津市南笠町１５６番地の４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番７号 草津市南笠町１５６番地の１６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番８号 草津市南笠町１５６番地の１７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番９号 草津市南笠町１５６番地の１８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１０号 草津市南笠町１５６番地の１９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１１号 草津市南笠町１５６番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１２号 草津市南笠町１５６番地の２１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１４号 草津市南笠町１５６番地の２２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１５号 草津市南笠町１５６番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１６号 草津市南笠町１５６番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１７号 草津市南笠町１５６番地の２５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番１９号 草津市南笠町１５６番地の２６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１３番２１号 草津市南笠町１５６番地の２７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番２号 草津市南笠町１５６番地の３８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番３号 草津市南笠町１５６番地の３９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番４号 草津市南笠町１５６番地の４０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番６号 草津市南笠町１５６番地の４１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番７号 草津市南笠町１５６番地の１３９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番８号 草津市南笠町１５６番地の４３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番９号 草津市南笠町１５６番地の４４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番１１号 草津市南笠町１５６番地の４５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番１４号 草津市南笠町１５６番地の４６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番１９号 草津市南笠町１５６番地の３６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番２０号 草津市南笠町１５６番地の３５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番２１号 草津市南笠町１５６番地の３４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番２３号 草津市南笠町１５６番地の３３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番２５号 草津市南笠町１５６番地の３１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番２７号 草津市南笠町１５６番地の３０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番２８号 草津市南笠町１５６番地の２９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１４番３０号 草津市南笠町１５６番地の２８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番２号 草津市南笠町１５６番地の５６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番３号 草津市南笠町１５６番地の５７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番５号 草津市南笠町１５６番地の５９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番７号 草津市南笠町１５６番地の６０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番８号 草津市南笠町１５６番地の６１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番９号 草津市南笠町１５６番地の６２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番１１号 草津市南笠町１５６番地の６３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番１３号 草津市南笠町１５６番地の６４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番１５号 草津市南笠町１５６番地の５５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番１７号 草津市南笠町１５６番地の５４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番１９号 草津市南笠町１５６番地の５３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番２１号 草津市南笠町１５６番地の５１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番２３号 草津市南笠町１５６番地の５０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番２４号 草津市南笠町１５６番地の４９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１５番２５号 草津市南笠町１５６番地の４８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番１号 草津市南笠町１５６番地の７４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番３号 草津市南笠町１５６番地の７５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番４号 草津市南笠町１５６番地の７６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番５号 草津市南笠町１５６番地の７７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番６号 草津市南笠町１５６番地の７８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番８号 草津市南笠町１５６番地の７９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番９号 草津市南笠町１５６番地の８０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番１０号 草津市南笠町１５６番地の８１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番１３号 草津市南笠町１５６番地の８５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番１５号 草津市南笠町１５６番地の８４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番１６号 草津市南笠町１５６番地の８３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番２１号 草津市南笠町１５６番地の７３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番２２号 草津市南笠町１５６番地の７２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番２３号 草津市南笠町１５６番地の７１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番２５号 草津市南笠町１５６番地の７０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番２６号 草津市南笠町１５６番地の６９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番２８号 草津市南笠町１５６番地の６８ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番３０号 草津市南笠町１５６番地の６６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１６番３２号 草津市南笠町１５６番地の６５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番２号 草津市南笠町１５６番地の９６ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番４号 草津市南笠町１５６番地の９７ 平成11年12月6日
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草津市笠山六丁目１７番１２号 草津市南笠町１５６番地の１６７ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番１３号 草津市南笠町１５６番地の１０５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番１８号 草津市南笠町１５６番地の１０１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番２３号 草津市南笠町１５６番地の９９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番２４号 草津市南笠町１５６番地の１００ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番２５号 草津市南笠町１５６番地の９５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番２６号 草津市南笠町１５６番地の９４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番２７号 草津市南笠町１５６番地の９３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番３０号 草津市南笠町１５６番地の８９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番３２号 草津市南笠町１５６番地の９０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番３３号 草津市南笠町１５６番地の９１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１７番３４号 草津市南笠町１５６番地の９２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番２号 草津市南笠町１２３番地の３４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番４号 草津市南笠町１２３番地の２３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番５号 草津市南笠町１２３番地の２４ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番８号 草津市南笠町１２３番地の２２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番９号 草津市南笠町１２３番地の２１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番１１号 草津市南笠町１２３番地の２０ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番１２号 草津市南笠町１２３番地の１９ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番１８号 草津市南笠町１５６番地の１６５ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番２１号 草津市南笠町１５６番地の１６３ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番２２号 草津市南笠町１５６番地の１６２ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１８番２３号 草津市南笠町１５６番地の１６１ 平成11年12月6日
草津市笠山六丁目１９番１９号 草津市南笠町１５６番地の８６ 平成11年12月6日
草津市笠山七丁目３番 草津市南笠町９１番地 平成11年12月6日
草津市笠山七丁目４番４５号 草津市南笠町８７番地の１０ 平成11年12月6日
草津市笠山七丁目５番１号 草津市南笠町８３番地 平成11年12月6日
草津市笠山七丁目７番１７号 草津市南笠町１２８番地 平成11年12月6日 清和寮
草津市笠山八丁目３番１１２号 草津市南笠町１番地 平成11年12月6日 びわこ学園職員寮
草津市笠山八丁目４番９１号 草津市南笠町７５番地１ 平成11年12月6日 プチメゾン深谷
草津市笠山八丁目５番１３０号 草津市南笠町６３番地 平成11年12月6日
草津市上笠一丁目３番１８号 草津市上笠一丁目４０番地７ 平成25年11月25日
草津市上笠一丁目４番２０号 草津市上笠町１８０番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目４番２５号 草津市上笠町１７７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目５番１４号 草津市上笠町２７２番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目５番１７号 草津市上笠町２７２番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目５番２１号 草津市上笠町２７２番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目６番２号 草津市上笠町２６２番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目７番４号 草津市上笠町２５９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目７番７号 草津市上笠町２５５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目７番１６号 草津市上笠町２５２番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目８番１号 草津市上笠町１８８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目８番１５号 草津市上笠町２５０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目８番１７号 草津市上笠町２４６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目８番１８号 草津市上笠町２４６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目９番１５号 草津市上笠町２０１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１０番７－１号 草津市上笠町２３５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１０番７－２号 草津市上笠町２３５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１０番９号 草津市上笠町２３３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１０番１１号 草津市上笠町２３１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１２番２１号 草津市上笠町２２２番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１４番８号 草津市上笠町４４８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番２号 草津市上笠町４３９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番５号 草津市上笠町４４０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番８号 草津市上笠町４４１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番１５号 草津市上笠町５３３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番１８号 草津市上笠町４４５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番１９号 草津市上笠町４５５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番２２号 草津市上笠町４４７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１５番２５号 草津市上笠町４４７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番４号 草津市上笠町４２１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番６号 草津市上笠町４２４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番９号 草津市上笠町４３２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番１０号 草津市上笠町４２８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番１７号 草津市上笠町４２９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番１８号 草津市上笠町４３１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番１９号 草津市上笠町４３０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番２３号 草津市上笠町４４３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番２５号 草津市上笠町４４２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番３０号 草津市上笠町４３８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番３５号 草津市上笠町４３５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番３６号 草津市上笠町４３４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番３８号 草津市上笠町４３３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１６番４１号 草津市上笠町４２２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番３号 草津市上笠町４０５番地 昭和63年11月14日
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草津市上笠一丁目１７番６号 草津市上笠町５０５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番７号 草津市上笠町５０５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番１０号 草津市上笠町５０４番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番１３－１号 草津市上笠町５０４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番１３－２号 草津市上笠町５０４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番１４号 草津市上笠町５０４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番１８号 草津市上笠町５０２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番２０－１号 草津市上笠町５０２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番２０－２号 草津市上笠町５０２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番２０－３号 草津市上笠町５０２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番２１号 草津市上笠町５０２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番２３号 草津市上笠町４９６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番２４号 草津市上笠町４１５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番２９号 草津市上笠町４９５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番３９号 草津市上笠町４１３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番４０号 草津市上笠町４１４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番４１号 草津市上笠町４１２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番４３号 草津市上笠町４１１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番４８号 草津市上笠町４０８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１７番５１号 草津市上笠町４０８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番１１号 草津市上笠町３９６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番１４号 草津市上笠町３９７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番１５号 草津市上笠町３９８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番１７号 草津市上笠町４００番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番２７号 草津市上笠町４０３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番３１号 草津市上笠町４０３番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番３３号 草津市上笠町４０３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１８番３８号 草津市上笠町４０１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１９番２６号 草津市上笠町５５２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１９番３４号 草津市上笠町５５８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１９番３６号 草津市上笠町５５８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目１９番４０号 草津市上笠町５５９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番１号 草津市上笠町５０５番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番４号 草津市上笠町５０５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番５号 草津市上笠町５０５番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番７号 草津市上笠町５０５番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番８号 草津市上笠町５０５番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番１０号 草津市上笠町５０５番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番１３号 草津市上笠町５５５番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番１８号 草津市上笠町５５１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２０番２２号 草津市上笠町５４３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番８号 草津市上笠町５０８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番１２号 草津市上笠町５０６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番１５号 草津市上笠町５０５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番１７号 草津市上笠町５０５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番１８号 草津市上笠町５０５番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番２１－１号 草津市上笠町５０５番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番２２号 草津市上笠町５０５番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２１番２３号 草津市上笠町５０５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２２番１８号 草津市上笠町５２４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２２番２５号 草津市上笠町４９７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２２番２７号 草津市上笠町４９９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２２番３１号 草津市上笠町５０１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番３号 草津市上笠町５１２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番１０号 草津市上笠町５３８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番１１号 草津市上笠町５４０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番１６号 草津市上笠町５３７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番２１号 草津市上笠町５３６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番２３号 草津市上笠町５２３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番２６号 草津市上笠町５２３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番２９号 草津市上笠町５２２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番３２号 草津市上笠町５１８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２３番３５号 草津市上笠町５１３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番２号 草津市上笠町４９４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番６号 草津市上笠町５２５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番１１号 草津市上笠町５２６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番１５号 草津市上笠町５２７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番２２号 草津市上笠町５２９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番２７号 草津市上笠町５３０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番３０号 草津市上笠町４９０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番３６号 草津市上笠町４９１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番４０号 草津市上笠町４９２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２４番４４号 草津市上笠町４９４番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２５番９号 草津市上笠町４８９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２５番１０号 草津市上笠町４８８番地の１ 昭和63年11月14日
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草津市上笠一丁目２５番１１号 草津市上笠町４８８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２５番１３号 草津市上笠町５３１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２７番３３号 草津市上笠町５３３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２７番３６号 草津市上笠町５３４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目２９番３号 草津市上笠町６５７番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠一丁目３０番２７号 草津市上笠町６５１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番１号 草津市上笠町５０番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番５号 草津市上笠町５０番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番６－１号 草津市上笠町５０番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番６－２号 草津市上笠町５０番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番８－１号 草津市上笠町５０番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番８－２号 草津市上笠町５０番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番１０－１号 草津市上笠町５０番地の６４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番１０－２号 草津市上笠町５０番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番１１号 草津市上笠町５０番地の６２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番１２号 草津市上笠町５０番地の６１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番１３号 草津市上笠町５０番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１番１４号 草津市上笠町５０番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番１号 草津市上笠町５０番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番３号 草津市上笠町５０番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番６号 草津市上笠町５０番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番７号 草津市上笠町５０番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番８号 草津市上笠町５０番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番９号 草津市上笠町５０番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番１２号 草津市上笠町５０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番１５号 草津市上笠町５０番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番１６号 草津市上笠町５０番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２番１７号 草津市上笠町５０番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番１号 草津市上笠町５０番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番３号 草津市上笠町５０番地の５３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番５号 草津市上笠町５０番地の５２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番６号 草津市上笠町５０番地の５１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番７号 草津市上笠町５０番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番８号 草津市上笠町５０番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番９号 草津市上笠町５０番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番１４号 草津市上笠町５０番地の４７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番１５号 草津市上笠町５０番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番１７号 草津市上笠町５０番地の４５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３番１８号 草津市上笠町５０番地の４３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番５号 草津市上笠町１６７番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番７号 草津市上笠町１６８番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番８号 草津市上笠町１６８番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番９号 草津市上笠町１６８番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番１０号 草津市上笠町１６８番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番１１号 草津市上笠町１６８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番１６号 草津市上笠町５０番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番１８号 草津市上笠町５０番地の８１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番１９号 草津市上笠町５０番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番２０－１号 草津市上笠町５０番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番２０－２号 草津市上笠町５０番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番２１号 草津市上笠町５０番地の７３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目４番２２号 草津市上笠町５０番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２号 草津市上笠町６３番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番６号 草津市上笠町６２番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番８号 草津市上笠町６３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番１５号 草津市上笠町６１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番１７号 草津市上笠町１６７番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２４－１号 草津市上笠町６０番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２４－２号 草津市上笠町６０番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２４－３号 草津市上笠町５０番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２６号 草津市上笠町５０番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２７－２号 草津市上笠町６０番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２７－３号 草津市上笠町６０番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２７－４号 草津市上笠町５０番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２７－５号 草津市上笠町５０番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２８号 草津市上笠町５０番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目５番２９号 草津市上笠町５０番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番１号 草津市上笠町６６番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番３号 草津市上笠町６６番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番４号 草津市上笠町６６番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番５号 草津市上笠町６６番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番６号 草津市上笠町６６番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番７号 草津市上笠町６６番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番８号 草津市上笠町６６番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番９号 草津市上笠町６６番地の１７ 昭和63年11月14日
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草津市上笠二丁目６番１０号 草津市上笠町６６番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番１７号 草津市上笠町６４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目６番２１号 草津市上笠町６４番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２－１号 草津市上笠町７４番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２－２号 草津市上笠町７４番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番３号 草津市上笠町７３番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番４号 草津市上笠町７０番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番５号 草津市上笠町７０番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番６－１号 草津市上笠町７０番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番６－２号 草津市上笠町７０番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番７号 草津市上笠町７０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番８－１号 草津市上笠町７０番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番８－２号 草津市上笠町７０番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番９－１号 草津市上笠町７０番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番９－２号 草津市上笠町７０番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番９－３号 草津市上笠町７０番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１０号 草津市上笠町７０番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１１号 草津市上笠町７０番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１２号 草津市上笠町７０番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１３－１号 草津市上笠町７０番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１３－２号 草津市上笠町７０番地の５１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１４号 草津市上笠町７０番地の５２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１５－１号 草津市上笠町７０番地の５３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１５－２号 草津市上笠町７０番地の５７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１６号 草津市上笠町７０番地の５８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番１７号 草津市上笠町７０番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２１号 草津市上笠町７６番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２３号 草津市上笠町６６番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２４号 草津市上笠町６６番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２５号 草津市上笠町６６番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２６号 草津市上笠町６６番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２７号 草津市上笠町６６番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２８号 草津市上笠町６６番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２９－１号 草津市上笠町６６番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番２９－２号 草津市上笠町６６番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目７番３０号 草津市上笠町６６番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番３号 草津市上笠町７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番４－１号 草津市上笠町７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番４－３号 草津市上笠町７３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番５号 草津市上笠町７２番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番６号 草津市上笠町７０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番７－１号 草津市上笠町７０番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番７－２号 草津市上笠町７０番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番８号 草津市上笠町７０番地の５４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番９号 草津市上笠町７０番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１２－１号 草津市上笠町７０番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１２－２号 草津市上笠町７０番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１３号 草津市上笠町７０番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１４－１号 草津市上笠町７２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１４－２号 草津市上笠町７０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１５号 草津市上笠町７３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１６号 草津市上笠町７３番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１７－１号 草津市上笠町７４番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目８番１７－２号 草津市上笠町７４番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番３号 草津市上笠町７４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番４－１号 草津市上笠町７４番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番４－３号 草津市上笠町７０番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番５号 草津市上笠町７０番地の４０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番６号 草津市上笠町７０番地の４１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番７－１号 草津市上笠町７０番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番７－２号 草津市上笠町７０番地の４３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番８号 草津市上笠町７０番地の５６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番９号 草津市上笠町７０番地の４４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１２－１号 草津市上笠町７０番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１２－２号 草津市上笠町７０番地の５５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１３号 草津市上笠町７０番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１４－２号 草津市上笠町７０番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１５号 草津市上笠町７０番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１６－１号 草津市上笠町７０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１６－２号 草津市上笠町７４番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目９番１７号 草津市上笠町７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番４号 草津市上笠町７５番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番５号 草津市上笠町７０番地の６１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番６－２号 草津市上笠町７０番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番７－１号 草津市上笠町７０番地の６６ 昭和63年11月14日

122 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市上笠二丁目１０番７－２号 草津市上笠町７０番地の６５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番８号 草津市上笠町７０番地の６４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番９号 草津市上笠町７０番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１４－１号 草津市上笠町７０番地の６０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１４－２号 草津市上笠町７０番地の５９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１５号 草津市上笠町７０番地の４７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１６－１号 草津市上笠町７０番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１６－２号 草津市上笠町７０番地の４５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１７号 草津市上笠町７２番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１８号 草津市上笠町７４番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１０番１９号 草津市上笠町７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番１号 草津市上笠町７８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番５号 草津市上笠町７７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番８号 草津市上笠町７７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番１８号 草津市上笠町７４番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番１９号 草津市上笠町７４番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番２０－１号 草津市上笠町７４番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番２０－２号 草津市上笠町７４番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１１番２２号 草津市上笠町７４番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番１号 草津市上笠町１３９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番７号 草津市上笠町１４０番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番８号 草津市上笠町１４０番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番１５号 草津市上笠町１４０番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番１７号 草津市上笠町１４１番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番１８号 草津市上笠町１４１番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番１９号 草津市上笠町１４１番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１２番２０号 草津市上笠町１４０番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番１号 草津市上笠町１４２番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番２号 草津市上笠町１４２番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番４－１号 草津市上笠町１４３番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番４－３号 草津市上笠町１４２番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番７号 草津市上笠町１４２番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番８号 草津市上笠町１４３番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番９－１号 草津市上笠町１４４番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番９－２号 草津市上笠町１４５番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番１１号 草津市上笠町１４５番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番１５－１号 草津市上笠町１４５番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番１５－２号 草津市上笠町１４４番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番１５－３号 草津市上笠町１４４番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番１６号 草津市上笠町１４５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番１９号 草津市上笠町１４５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１３番２０号 草津市上笠町１４４番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番２－１号 草津市上笠町１４５番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番２－２号 草津市上笠町１４４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番２－３号 草津市上笠町１４５番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番４号 草津市上笠町１４５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番６号 草津市上笠町１４４番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番７号 草津市上笠町１４３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番８号 草津市上笠町１４２番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番１０号 草津市上笠町１４２番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番１１号 草津市上笠町１４２番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番１２－１号 草津市上笠町１４３番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番１２－２号 草津市上笠町１４４番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番１２－３号 草津市上笠町１４４番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１４番１２－４号 草津市上笠町１４３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番１号 草津市上笠町１５１番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２－１号 草津市上笠町１５１番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２－２号 草津市上笠町１５１番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番３号 草津市上笠町１５１番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番４－１号 草津市上笠町１５１番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番４－３号 草津市上笠町１５１番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番５号 草津市上笠町１５１番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番６号 草津市上笠町１５１番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番７－１号 草津市上笠町１５１番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番７－２号 草津市上笠町１５１番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番９号 草津市上笠町１５１番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番１０号 草津市上笠町１５１番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番１４－１号 草津市上笠町１５０番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番１４号 草津市上笠町１５０番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番１５号 草津市上笠町１４８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番１８号 草津市上笠町１４５番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２０号 草津市上笠町１４７番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２１号 草津市上笠町１４７番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２３号 草津市上笠町１４６番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２４－１号 草津市上笠町１４６番地の２ 昭和63年11月14日
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草津市上笠二丁目１５番２４－２号 草津市上笠町１４６番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２５号 草津市上笠町１４６番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２６号 草津市上笠町１４６番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１５番２７号 草津市上笠町１４６番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１６番４号 草津市上笠町１５１番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１６番５号 草津市上笠町１５１番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１６番７号 草津市上笠町１５１番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１６番８号 草津市上笠町１５１番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１６番９－１号 草津市上笠町１５１番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１６番９－２号 草津市上笠町１５１番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１６番１０号 草津市上笠町１５１番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１８番３号 草津市上笠町１６６番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１８番４号 草津市上笠町１６６番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１８番９号 草津市上笠町１６６番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１８番１１号 草津市上笠町１６６番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１８番１６号 草津市上笠町１６６番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１８番２０号 草津市上笠町１６６番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番２号 草津市上笠町１６０番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番３－２号 草津市上笠町１６２番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番４号 草津市上笠町１６２番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番５号 草津市上笠町１６４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番６号 草津市上笠町１６４番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番７号 草津市上笠町１６４番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番８号 草津市上笠町１６４番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番９号 草津市上笠町１６４番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番１１号 草津市上笠町１６４番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番１２－１号 草津市上笠町１６４番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番１２－２号 草津市上笠町１６４番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番１３号 草津市上笠町１６４番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番１８号 草津市上笠町１６５番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番２０号 草津市上笠町１６５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番２２号 草津市上笠町１６５番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番２３号 草津市上笠町１６５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番２５号 草津市上笠町１６５番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目１９番２６号 草津市上笠町１６５番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２０番２号 草津市上笠町１６１番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２０番１２号 草津市上笠町１６３番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２０番１３号 草津市上笠町１６３番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２０番１４号 草津市上笠町１６２番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２０番１５号 草津市上笠町１６２番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２０番１８号 草津市上笠町３７９番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番２号 草津市上笠町１６３番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番４号 草津市上笠町１６３番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番５号 草津市上笠町１６１番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番６号 草津市上笠町１６０番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番７－１号 草津市上笠町１５９番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番７－２号 草津市上笠町１５９番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番８号 草津市上笠町１５９番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２１番９号 草津市上笠町１５９番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２２番３号 草津市上笠町２８１番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２２番４号 草津市上笠町２８２番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２２番５号 草津市上笠町２８１番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２２番７号 草津市上笠町２８１番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２２番８号 草津市上笠町２８１番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２２番９号 草津市上笠町２８１番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２２番１０号 草津市上笠町２８１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２３番１号 草津市上笠町２８３番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２３番２－１号 草津市上笠町２８３番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２３番２－２号 草津市上笠町２８３番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２３番３号 草津市上笠町２８３番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２３番４号 草津市上笠町２８３番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２３番５－１号 草津市上笠町２８３番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２３番５－２号 草津市上笠町２８３番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番１号 草津市上笠町２８８番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番２号 草津市上笠町２８８番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番３号 草津市上笠町２８８番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番４号 草津市上笠町２８８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番５号 草津市上笠町２８８番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番６号 草津市上笠町２８８番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番８号 草津市上笠町２８８番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番９号 草津市上笠町２８８番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２４番１０号 草津市上笠町２８８番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１号 草津市上笠町２９１番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番２号 草津市上笠町２９１番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番３号 草津市上笠町２９１番地の７ 昭和63年11月14日
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草津市上笠二丁目２５番４号 草津市上笠町２９１番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番５号 草津市上笠町２９１番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番６号 草津市上笠町２９１番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番７号 草津市上笠町２９１番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番８号 草津市上笠町２９１番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１０号 草津市上笠町２９１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１３号 草津市上笠町２８８番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１５号 草津市上笠町２８８番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１６号 草津市上笠町２８８番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１７号 草津市上笠町２８８番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１８号 草津市上笠町２８８番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番１９号 草津市上笠町２８８番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番２０号 草津市上笠町２８８番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番２１号 草津市上笠町２８８番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番２２号 草津市上笠町２８８番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２５番２３号 草津市上笠町２８８番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１－１号 草津市上笠町２９５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１－２号 草津市上笠町２９５番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番３－１号 草津市上笠町２９５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番３－２号 草津市上笠町２９５番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番５号 草津市上笠町２９４番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番６号 草津市上笠町２９４番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番７号 草津市上笠町２９４番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１３号 草津市上笠町２９１番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１５号 草津市上笠町２９１番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１６号 草津市上笠町２９１番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１７－１号 草津市上笠町２９１番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１７－２号 草津市上笠町２９１番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１８号 草津市上笠町２９１番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番１９号 草津市上笠町２９１番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番２０号 草津市上笠町２９１番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番２１号 草津市上笠町２９１番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番２２号 草津市上笠町２９１番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２６番２３号 草津市上笠町２９１番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２７番５号 草津市上笠町２９９番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２７番１８号 草津市上笠町２９６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２７番２２号 草津市上笠町２９５番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２７番２４号 草津市上笠町２９５番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２７番２５号 草津市上笠町２９５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２７番２６号 草津市上笠町２９５番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番８号 草津市上笠町３７４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番９号 草津市上笠町３７４番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番１５号 草津市上笠町３７７番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番１７号 草津市上笠町３７７番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番１８－１号 草津市上笠町３７７番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番１８－２号 草津市上笠町３７７番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番１９号 草津市上笠町３７７番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２０号 草津市上笠町３７７番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２１号 草津市上笠町３７７番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２２号 草津市上笠町３７７番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２３号 草津市上笠町３７７番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２４－１号 草津市上笠町３７７番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２４－２号 草津市上笠町３７７番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２５号 草津市上笠町３７７番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２８番２６号 草津市上笠町３７７番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番１号 草津市上笠町３７８番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番２号 草津市上笠町３７８番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番３号 草津市上笠町３７８番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番４号 草津市上笠町３７８番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番５号 草津市上笠町３７８番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番７号 草津市上笠町３７８番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番８号 草津市上笠町３７８番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番９号 草津市上笠町３７８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番１０号 草津市上笠町３７８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番１４号 草津市上笠町３７９番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番１５号 草津市上笠町３７９番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番１６号 草津市上笠町３７９番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番１７号 草津市上笠町３７９番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番１９号 草津市上笠町３７９番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番２０－１号 草津市上笠町３７９番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番２０－２号 草津市上笠町３７９番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番２２号 草津市上笠町３７９番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番２３号 草津市上笠町３７９番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目２９番２４号 草津市上笠町３７９番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１号 草津市上笠町３８０番地の７ 昭和63年11月14日
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草津市上笠二丁目３０番２号 草津市上笠町３８０番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番３号 草津市上笠町３８０番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番４号 草津市上笠町３８０番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番５－１号 草津市上笠町３８０番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番５－２号 草津市上笠町３８０番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番６号 草津市上笠町３８０番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番７号 草津市上笠町３８０番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番８号 草津市上笠町３８０番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番９号 草津市上笠町３８０番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１０号 草津市上笠町３８０番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１１号 草津市上笠町３８０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１３号 草津市上笠町３８２番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１４号 草津市上笠町３８２番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１５号 草津市上笠町３８２番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１６号 草津市上笠町３８２番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１７－１号 草津市上笠町３８２番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１７－２号 草津市上笠町３８２番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１８号 草津市上笠町３８２番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番１９号 草津市上笠町３８２番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番２０号 草津市上笠町３８２番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番２１－１号 草津市上笠町３８２番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番２１－２号 草津市上笠町３８２番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番２２号 草津市上笠町３８２番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番２３号 草津市上笠町３８２番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３０番２４号 草津市上笠町３８２番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番４号 草津市上笠町３８４番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番６－２号 草津市上笠町３８４番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番７－１号 草津市上笠町３８４番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番７－２号 草津市上笠町３８４番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番１０号 草津市上笠町３８４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番１５号 草津市上笠町３８番地の５５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番１７号 草津市上笠町３８５番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番１８号 草津市上笠町３８５番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番１９号 草津市上笠町３８５番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番２２号 草津市上笠町３８５番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番２３号 草津市上笠町３８５番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番２４号 草津市上笠町３８５番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３１番２９号 草津市上笠町３８４番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番１号 草津市上笠町３８５番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番２号 草津市上笠町３８５番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番４号 草津市上笠町３８５番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番５号 草津市上笠町３８５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番６号 草津市上笠町３８５番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番７号 草津市上笠町３８５番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番８号 草津市上笠町３８５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番９号 草津市上笠町３８５番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番１０号 草津市上笠町３８５番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３２番１２号 草津市上笠町３８５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠二丁目３３番１号 草津市上笠町３９３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番２号 草津市上笠町８０番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番３－１号 草津市上笠町８０番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番３－２号 草津市上笠町８０番地の５９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番７号 草津市上笠町８０番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番９号 草津市上笠町８０番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番１２号 草津市上笠町８０番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番１３号 草津市上笠町８０番地の４１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１番１８号 草津市上笠町８０番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２番１号 草津市上笠町８０番地の５５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２番２号 草津市上笠町８０番地の６２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２番３号 草津市上笠町８０番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２番１３号 草津市上笠町８０番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２番１８号 草津市上笠町８０番地の５２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１－１号 草津市上笠町８４番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１－２号 草津市上笠町８４番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番５号 草津市上笠町８４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番６号 草津市上笠町８４番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１３号 草津市上笠町８０番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１４号 草津市上笠町８０番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１５号 草津市上笠町８０番地の６８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１７－１号 草津市上笠町８０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１７－２号 草津市上笠町８０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１７号 草津市上笠町８０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１８号 草津市上笠町８０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番１９号 草津市上笠町８０番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番２０号 草津市上笠町８０番地の１０ 昭和63年11月14日
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草津市上笠三丁目３番２１号 草津市上笠町８０番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番２３号 草津市上笠町８０番地の４０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番２４号 草津市上笠町８０番地の７０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３番２７号 草津市上笠町８０番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番１号 草津市上笠町８５番地の６５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番３－１号 草津市上笠町８５番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番５－１号 草津市上笠町８５番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番５－２号 草津市上笠町８５番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番６号 草津市上笠町８５番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番７－１号 草津市上笠町８５番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番８号 草津市上笠町８５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番９号 草津市上笠町８５番地の４３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番１１号 草津市上笠町８５番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番１２号 草津市上笠町８５番地の８１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目４番１４号 草津市上笠町８５番地の５５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番１号 草津市上笠町８５番地の７２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番２号 草津市上笠町８５番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番４号 草津市上笠町８５番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番７号 草津市上笠町８５番地の６１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番８号 草津市上笠町８５番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番９号 草津市上笠町８５番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番１４号 草津市上笠町８５番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番１５－１号 草津市上笠町８５番地の７９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番１５－２号 草津市上笠町８５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番１８号 草津市上笠町８５番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番１９－１号 草津市上笠町８５番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番１９－２号 草津市上笠町８５番地の６９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目５番２０号 草津市上笠町８５番地の７０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１号 草津市上笠町１００番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番３号 草津市上笠町１００番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番５号 草津市上笠町１００番地の６６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番６号 草津市上笠町１００番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１１号 草津市上笠町１００番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１３号 草津市上笠町１００番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１４－１号 草津市上笠町１００番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１４－２号 草津市上笠町１００番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１５号 草津市上笠町１００番地の６５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１７号 草津市上笠町１００番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１８号 草津市上笠町１００番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番１９号 草津市上笠町１００番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目６番２０号 草津市上笠町１００番地の５６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番３号 草津市上笠町９８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番７号 草津市上笠町１００番地の６２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番８－１号 草津市上笠町１００番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番８－２号 草津市上笠町１００番地の６１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番１３号 草津市上笠町１００番地の７１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番１４号 草津市上笠町１００番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番１５号 草津市上笠町１００番地の７０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番２０号 草津市上笠町１００番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番２２号 草津市上笠町１００番地の５４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目７番２３号 草津市上笠町１００番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番９号 草津市上笠町９１２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番１５号 草津市上笠町１０８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番１６－１号 草津市上笠町１０８番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番１６－２号 草津市上笠町１０８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番１８号 草津市上笠町１０８番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番１９－２号 草津市上笠町１０８番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番２１号 草津市上笠町１０８番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番２３－１号 草津市上笠町１０８番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番２３－２号 草津市上笠町９１４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番２３－３号 草津市上笠町９１５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番２３－４号 草津市上笠町１０８番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番２５号 草津市上笠町９７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目８番２６号 草津市上笠町１００番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目９番３－１号 草津市上笠町９１７番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目９番６号 草津市上笠町９１８番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目９番８号 草津市上笠町９１８番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目９番１０号 草津市上笠町９１８番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目９番１１号 草津市上笠町９１８番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目９番１３－１号 草津市上笠町９１７番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目９番１３－２号 草津市上笠町９１７番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１０番２７号 草津市上笠町９２５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１０番３０号 草津市上笠町９２２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１０番３９号 草津市上笠町１９９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１０番４０号 草津市上笠町９１９番地の２ 昭和63年11月14日
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草津市上笠三丁目１０番４３号 草津市上笠町９１８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１０番４５－１号 草津市上笠町９１８番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１０番４５－２号 草津市上笠町９１８番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１０番４７号 草津市上笠町９１８番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番１号 草津市上笠町１１５番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番３－１号 草津市上笠町１１５番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番３－２号 草津市上笠町１１５番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番４号 草津市上笠町１１５番地の５１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番６号 草津市上笠町１１５番地の５２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番８号 草津市上笠町１１５番地の５３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番９号 草津市上笠町１１５番地の５４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番１２号 草津市上笠町１１２番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番１５号 草津市上笠町１０９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１１番２４号 草津市上笠町９２２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番１号 草津市上笠町１１３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番６号 草津市上笠町１１５番地の４０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番７号 草津市上笠町１１５番地の４１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番９号 草津市上笠町１１５番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番１０号 草津市上笠町１１５番地の４３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番１１号 草津市上笠町１１５番地の４４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番１２号 草津市上笠町１１５番地の４５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番１５号 草津市上笠町１１５番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番１６号 草津市上笠町１１５番地の４７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番２０号 草津市上笠町１２６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番２２号 草津市上笠町１１１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番２５号 草津市上笠町１１２番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１２番２６号 草津市上笠町１１２番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番４号 草津市上笠町１１５番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番６号 草津市上笠町１１５番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番８号 草津市上笠町１１５番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番９号 草津市上笠町１１５番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番１０号 草津市上笠町１１５番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番１１号 草津市上笠町１１５番地の５６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番１４号 草津市上笠町１１５番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番１６号 草津市上笠町１１５番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番１８号 草津市上笠町１１５番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番１９号 草津市上笠町１１５番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番２０号 草津市上笠町１１５番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番２２号 草津市上笠町１１５番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１３番２４号 草津市上笠町１１５番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番５号 草津市上笠町１１５番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番６号 草津市上笠町１１５番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番７号 草津市上笠町１１５番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番８号 草津市上笠町１１５番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番９号 草津市上笠町１１５番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番１３号 草津市上笠町１１５番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番１６号 草津市上笠町１１５番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番１７号 草津市上笠町１１５番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番１９号 草津市上笠町１１５番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番２０号 草津市上笠町１１５番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番２２号 草津市上笠町１１５番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１４番２３号 草津市上笠町１１５番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１５番４号 草津市上笠町１１５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１５番７号 草津市上笠町１１５番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１５番９号 草津市上笠町１１５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１５番１３号 草津市上笠町１１５番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１５番１６号 草津市上笠町１１５番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１５番１８号 草津市上笠町１１５番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番３号 草津市上笠町１３２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番４号 草津市上笠町１３２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番１１号 草津市上笠町１１５番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番１３号 草津市上笠町１１５番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番１４号 草津市上笠町１１５番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番１５号 草津市上笠町１１５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番１６号 草津市上笠町１１５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番１７号 草津市上笠町１１５番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番１９号 草津市上笠町１１５番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番２１号 草津市上笠町１３６番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番２３号 草津市上笠町１３６番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番２５号 草津市上笠町１３６番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番２６－１号 草津市上笠町１３６番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１６番２６－２号 草津市上笠町１３６番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番１－１号 草津市上笠町１３６番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番１－２号 草津市上笠町１３６番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番２号 草津市上笠町１３６番地の１０ 昭和63年11月14日
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草津市上笠三丁目１７番３号 草津市上笠町１３６番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番４号 草津市上笠町１３６番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番５号 草津市上笠町１３６番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番７号 草津市上笠町１３６番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番９号 草津市上笠町１３８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１７番２０号 草津市上笠町１３７番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番２号 草津市上笠町３０３番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番６号 草津市上笠町３０３番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番７号 草津市上笠町３０３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番１１号 草津市上笠町３０３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番１３号 草津市上笠町３０１番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番１４号 草津市上笠町２９９番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番１７号 草津市上笠町３０１番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番２０号 草津市上笠町３０１番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番２１号 草津市上笠町３０１番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１８番２３号 草津市上笠町３０１番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番３号 草津市上笠町３０３番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番５号 草津市上笠町３０３番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番８号 草津市上笠町３０３番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番９号 草津市上笠町３０３番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番１１号 草津市上笠町３０３番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番１５号 草津市上笠町３０３番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番１６号 草津市上笠町３０３番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番１７号 草津市上笠町３０３番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番１８号 草津市上笠町３０３番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目１９番２０号 草津市上笠町３０３番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番３号 草津市上笠町３０３番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番６号 草津市上笠町３０３番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番７号 草津市上笠町３０３番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番９号 草津市上笠町３０３番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番１２号 草津市上笠町３０３番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番１５号 草津市上笠町３０３番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番１７号 草津市上笠町３０３番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番１９号 草津市上笠町３０３番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２０番２０号 草津市上笠町３０３番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番２号 草津市上笠町３０３番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番５号 草津市上笠町３０３番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番７号 草津市上笠町３０３番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番９号 草津市上笠町３０３番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番１０号 草津市上笠町３０３番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番１４号 草津市上笠町３０３番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番１６号 草津市上笠町３０３番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番１７号 草津市上笠町３０３番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番１９号 草津市上笠町３０３番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２１番２０号 草津市上笠町３０３番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２２番４号 草津市上笠町３０３番地の４０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２２番６号 草津市上笠町３０３番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２２番８号 草津市上笠町３０３番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２２番１０号 草津市上笠町３０３番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２２番１３号 草津市上笠町３０３番地の４１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２２番１５号 草津市上笠町３０３番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２２番１９号 草津市上笠町３０３番地の４４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番３号 草津市上笠町３０３番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番４号 草津市上笠町３０３番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番７号 草津市上笠町３０３番地の４７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番８号 草津市上笠町３０３番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番１０号 草津市上笠町３０３番地の４５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番１５号 草津市上笠町３０３番地の５１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番１６号 草津市上笠町３０３番地の５２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番１７号 草津市上笠町３０３番地の５３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番１９号 草津市上笠町３０３番地の５４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番２１号 草津市上笠町３０３番地の５５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番２４号 草津市上笠町３０３番地の５６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２３番２６号 草津市上笠町３０３番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番３号 草津市上笠町９０７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番６号 草津市上笠町９０５番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番７号 草津市上笠町９０５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番１５号 草津市上笠町９０４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番１８号 草津市上笠町３０３番地の５８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番２０号 草津市上笠町３０３番地の６０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番２２号 草津市上笠町３０３番地の６１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番２３号 草津市上笠町３０３番地の６２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番２５号 草津市上笠町３０３番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番２６号 草津市上笠町３０３番地の６４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２４番２８号 草津市上笠町３０３番地の６５ 昭和63年11月14日
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草津市上笠三丁目２５番１７号 草津市上笠町９３３番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番１８号 草津市上笠町９３３番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番２２号 草津市上笠町９３３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番２４号 草津市上笠町９３２番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番２７号 草津市上笠町９３０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番２９号 草津市上笠町９２９番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３０号 草津市上笠町９２９番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３１号 草津市上笠町９２９番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３２号 草津市上笠町９２９番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３４号 草津市上笠町９２８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３７－１号 草津市上笠町９２８番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３７－２号 草津市上笠町９２８番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３８号 草津市上笠町９２８番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番３９号 草津市上笠町９２８番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２５番４０号 草津市上笠町９２８番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番１６－１号 草津市上笠町９９４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番１６－２号 草津市上笠町９９５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番１６－３号 草津市上笠町９９６番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番１６－４号 草津市上笠町９９７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番１６号 草津市上笠町３５９番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番１７号 草津市上笠町９３７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番１９号 草津市上笠町９３８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番２５－１号 草津市上笠町９３８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番２５－２号 草津市上笠町９３３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番２７号 草津市上笠町９３３番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番３４号 草津市上笠町９３３番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２６番３７号 草津市上笠町９３３番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２７番１－１号 草津市上笠町９００番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２７番１－２号 草津市上笠町９０１番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２７番２号 草津市上笠町９０１番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２７番１０号 草津市上笠町８９９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２７番２２号 草津市上笠町８９４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番２号 草津市上笠町３５８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番６号 草津市上笠町３６０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番１７号 草津市上笠町３５３番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番１８号 草津市上笠町３５３番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番１９－１号 草津市上笠町３５３番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番１９－２号 草津市上笠町３５１番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番２０号 草津市上笠町３５３番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番２２－１号 草津市上笠町３５３番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番２２－２号 草津市上笠町３５３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番２７号 草津市上笠町３５０番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番２８号 草津市上笠町３５０番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２８番２９号 草津市上笠町３５０番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１－１号 草津市上笠町３６１番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１－２号 草津市上笠町３６１番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番２号 草津市上笠町３６１番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番３－２号 草津市上笠町３６１番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番４号 草津市上笠町３６１番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番５－１号 草津市上笠町３６１番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番５－２号 草津市上笠町３６１番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番８号 草津市上笠町３５１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１０－１号 草津市上笠町３５１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１０－２号 草津市上笠町３５１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１１号 草津市上笠町３５１番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１３号 草津市上笠町３５３番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１４号 草津市上笠町３５３番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１６号 草津市上笠町３５３番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１７号 草津市上笠町３５３番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１８号 草津市上笠町３５３番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目２９番１９号 草津市上笠町３５３番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番１号 草津市上笠町３６１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番２号 草津市上笠町３６１番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番３－１号 草津市上笠町３６１番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番３－２号 草津市上笠町３６１番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番４号 草津市上笠町３６１番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番７号 草津市上笠町３６１番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番８号 草津市上笠町３６１番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番９号 草津市上笠町３６１番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番１０号 草津市上笠町３６１番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番１１号 草津市上笠町３６１番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３０番１２号 草津市上笠町３６１番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番１号 草津市上笠町３６２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番４号 草津市上笠町３６４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番５号 草津市上笠町３６６番地 昭和63年11月14日
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草津市上笠三丁目３１番７号 草津市上笠町３６７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番８号 草津市上笠町３６８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番９号 草津市上笠町３６８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番１３号 草津市上笠町３７３番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番１４号 草津市上笠町３７２番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番２０号 草津市上笠町３７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番２１号 草津市上笠町３７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番２２－１号 草津市上笠町３７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番２２－２号 草津市上笠町３７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番２２－３号 草津市上笠町３７４番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番２６号 草津市上笠町３７０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番２８号 草津市上笠町３６９番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３２－１号 草津市上笠町３６１番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３２－２号 草津市上笠町３６１番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３３号 草津市上笠町３６１番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３４－１号 草津市上笠町３６１番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３４－２号 草津市上笠町３６１番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３５－１号 草津市上笠町３６１番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３５－２号 草津市上笠町３６１番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３６－１号 草津市上笠町３６１番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３６－２号 草津市上笠町３６１番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３７号 草津市上笠町３６１番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠三丁目３１番３８号 草津市上笠町３６１番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番４号 草津市上笠町５６３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番９号 草津市上笠町５６４番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１０－１号 草津市上笠町５６４番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１０－２号 草津市上笠町５６３番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１１号 草津市上笠町５６４番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１３－１号 草津市上笠町５６５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１３－２号 草津市上笠町５６５番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１４号 草津市上笠町５６４番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１５号 草津市上笠町５６４番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１６号 草津市上笠町６３８番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番１９号 草津市上笠町６３８番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番２１号 草津市上笠町６３８番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１番２７号 草津市上笠町５６２番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２番１３号 草津市上笠町６３５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２番１４号 草津市上笠町６３５番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２番１５号 草津市上笠町６３５番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２番３１号 草津市上笠町５６７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３番１７号 草津市上笠町５７８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３番３０号 草津市上笠町５７８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番６号 草津市上笠町５８９番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番８号 草津市上笠町５８９番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番１６号 草津市上笠町５８９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番１８号 草津市上笠町５８９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番１９号 草津市上笠町５８１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番２０号 草津市上笠町５８１番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番２２号 草津市上笠町５８１番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番３０－１号 草津市上笠町５８３番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番３０－２号 草津市上笠町５８３番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番３０－３号 草津市上笠町５８３番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番３１－１号 草津市上笠町５８３番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番３１－３号 草津市上笠町５８３番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目４番３２号 草津市上笠町５９６番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番２－１号 草津市上笠町６１２番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番３－１号 草津市上笠町６１２番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番３－２号 草津市上笠町６１２番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番７号 草津市上笠町５９３番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番８号 草津市上笠町５９３番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番９号 草津市上笠町５９３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番１０号 草津市上笠町５９３番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目５番１２号 草津市上笠町５９３番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番１号 草津市上笠町５９５番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３号 草津市上笠町５９４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５号 草津市上笠町６１０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番６号 草津市上笠町６０２番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番９号 草津市上笠町８９２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番１０号 草津市上笠町８８６番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番１５－１号 草津市上笠町８８０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番１５－２号 草津市上笠町８７９番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番１７号 草津市上笠町８７３番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番２６－１号 草津市上笠町８６９番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番２６－２号 草津市上笠町８６９番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番２７号 草津市上笠町８６９番地の５ 昭和63年11月14日

131 / 164 ページ



草津市　住居表示実施一覧表

新住所 旧住所 実施日 備考（マンション名等）

草津市上笠四丁目６番２８号 草津市上笠町８６９番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３１号 草津市上笠町６１４番地の４７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３２号 草津市上笠町６１４番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３７号 草津市上笠町６１４番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３８－１号 草津市上笠町８７０番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３８－２号 草津市上笠町８７０番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３８－３号 草津市上笠町８７０番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番３８－４号 草津市上笠町６１２番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４０－１号 草津市上笠町６１２番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４０－２号 草津市上笠町６１２番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４１－１号 草津市上笠町６１２番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４１－２号 草津市上笠町６１２番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４１－３号 草津市上笠町５９２番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４３－１号 草津市上笠町５９２番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４３－２号 草津市上笠町５９２番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４３－３号 草津市上笠町５９２番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４５号 草津市上笠町５９２番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４６－１号 草津市上笠町５９２番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４６－２号 草津市上笠町５９２番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４７号 草津市上笠町５９２番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４８－１号 草津市上笠町５９２番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番４８－２号 草津市上笠町５９２番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５０号 草津市上笠町５９２番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５３号 草津市上笠町５８９番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５４号 草津市上笠町５８９番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５７号 草津市上笠町５８７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５８－１号 草津市上笠町５８７番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５８－２号 草津市上笠町５８７番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５９－１号 草津市上笠町５８７番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目６番５９－２号 草津市上笠町５８７番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目７番１号 草津市上笠町９４１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目７番３号 草津市上笠町９４０番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１－１号 草津市上笠町８６３番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１－２号 草津市上笠町８６３番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番４－１号 草津市上笠町８００番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番４－４号 草津市上笠町８６３番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番４－５号 草津市上笠町８００番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番４－６号 草津市上笠町８００番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番８号 草津市上笠町６１４番地の４１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番９－１号 草津市上笠町６１４番地の７０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番９－２号 草津市上笠町６１４番地の５８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１０号 草津市上笠町６１４番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１１－１号 草津市上笠町８６５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１１－２号 草津市上笠町８６５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１２－１号 草津市上笠町８６７番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１２－２号 草津市上笠町８６７番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１３号 草津市上笠町８６７番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１４－１号 草津市上笠町８６８番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１４－２号 草津市上笠町６１４番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目９番１５号 草津市上笠町６１４番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番２号 草津市上笠町６１４番地の５６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番３－１号 草津市上笠町６１４番地の５５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番３－２号 草津市上笠町６１４番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番４号 草津市上笠町６１４番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番６号 草津市上笠町６１４番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番９号 草津市上笠町６１４番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番１２号 草津市上笠町６１４番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番１３号 草津市上笠町６１４番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番１５－１号 草津市上笠町６１４番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１０番１５－２号 草津市上笠町６１４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番３号 草津市上笠町６１４番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番４号 草津市上笠町６１４番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番５号 草津市上笠町６１４番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番６号 草津市上笠町６１４番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番８号 草津市上笠町６１４番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番１１号 草津市上笠町６１４番地の４５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番１３号 草津市上笠町６１４番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番１４号 草津市上笠町６１４番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番１６号 草津市上笠町６１４番地の５２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番１７号 草津市上笠町６１４番地の５３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番１８号 草津市上笠町６１４番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番１９号 草津市上笠町６１４番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１１番２２号 草津市上笠町６１４番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番２号 草津市上笠町６１４番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番４号 草津市上笠町６１４番地の５１ 昭和63年11月14日
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草津市上笠四丁目１２番５号 草津市上笠町６１４番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番６号 草津市上笠町６１４番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番９号 草津市上笠町６１４番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番１３号 草津市上笠町６１４番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番１４号 草津市上笠町６１４番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番１６号 草津市上笠町６１４番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番１７号 草津市上笠町６１４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番１９号 草津市上笠町６１４番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１２番２１号 草津市上笠町６１４番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１３番２号 草津市上笠町６２５番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１３番３号 草津市上笠町６２５番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１３番４－１号 草津市上笠町６２５番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１３番５号 草津市上笠町６２５番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１３番６号 草津市上笠町６２５番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１３番９号 草津市上笠町６２５番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１３番２１号 草津市上笠町６２４番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番５号 草津市上笠町６２６番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番６号 草津市上笠町６２５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番７号 草津市上笠町６２６番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番８号 草津市上笠町６２６番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番９号 草津市上笠町６２６番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番１０－１号 草津市上笠町６２５番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番１１－２号 草津市上笠町６２６番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番１３号 草津市上笠町６２５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番１４号 草津市上笠町６２６番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２３号 草津市上笠町６３０番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２４号 草津市上笠町６３０番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２６号 草津市上笠町６３０番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２７－１号 草津市上笠町６３０番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２７－２号 草津市上笠町６３０番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２８号 草津市上笠町６３０番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２９－１号 草津市上笠町６３０番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番２９－２号 草津市上笠町６３０番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３０－１号 草津市上笠町６３０番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３０－２号 草津市上笠町６３０番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３１－１号 草津市上笠町６３０番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３１－２号 草津市上笠町６３０番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３２号 草津市上笠町６３０番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３３号 草津市上笠町６３０番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３４－１号 草津市上笠町６３０番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３４－２号 草津市上笠町６３０番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３５－１号 草津市上笠町６３０番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３７号 草津市上笠町６３０番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３８－１号 草津市上笠町６３０番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３８－２号 草津市上笠町６３０番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３９－１号 草津市上笠町６３０番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番３９－２号 草津市上笠町６３０番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番４０－１号 草津市上笠町６３０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番４０－２号 草津市上笠町６３０番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番４１－１号 草津市上笠町６３０番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番４１－２号 草津市上笠町６３０番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番４３号 草津市上笠町６３０番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１４番４５号 草津市上笠町６３０番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１号 草津市上笠町６３０番地の６８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番２号 草津市上笠町６３０番地の６７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番３－１号 草津市上笠町６３０番地の６６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番３－２号 草津市上笠町６３０番地の６５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番４号 草津市上笠町６３０番地の６４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番５号 草津市上笠町６３０番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番６号 草津市上笠町６３０番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番７号 草津市上笠町６３０番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番８号 草津市上笠町６３０番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１０号 草津市上笠町６３０番地の５５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１１号 草津市上笠町６３０番地の５６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１２号 草津市上笠町６３０番地の５７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１３号 草津市上笠町６３０番地の５８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１４－１号 草津市上笠町６３０番地の５９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１４－２号 草津市上笠町６３０番地の６０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１５号 草津市上笠町６３０番地の６１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１６号 草津市上笠町６３０番地の６２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１７－１号 草津市上笠町６３０番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１７－２号 草津市上笠町６３０番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１５番１９号 草津市上笠町６３０番地の６９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番２－１号 草津市上笠町６３０番地の５３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番２－２号 草津市上笠町６３０番地の５２ 昭和63年11月14日
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草津市上笠四丁目１６番４－１号 草津市上笠町６３０番地の５１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番４－３号 草津市上笠町６３０番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番５号 草津市上笠町６３０番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番６－１号 草津市上笠町６３０番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番６－２号 草津市上笠町６３０番地の４７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番７号 草津市上笠町６３０番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番９号 草津市上笠町６３０番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１０号 草津市上笠町６３０番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１１号 草津市上笠町６３０番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１２号 草津市上笠町６３０番地の４０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１３－１号 草津市上笠町６３０番地の４１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１３－２号 草津市上笠町６３０番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１４号 草津市上笠町６３０番地の４３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１５号 草津市上笠町６３０番地の４４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１６号 草津市上笠町６３０番地の４５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１６番１８号 草津市上笠町６３０番地の５４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１７番６号 草津市上笠町６３５番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１７番７号 草津市上笠町６３５番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１７番８号 草津市上笠町６３５番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１７番１３号 草津市上笠町６３３番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１７番１５号 草津市上笠町６３３番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１７番１６号 草津市上笠町６３３番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１号 草津市上笠町６３６番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番２号 草津市上笠町６３６番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番４号 草津市上笠町６３６番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番５号 草津市上笠町６３６番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番７号 草津市上笠町６３６番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番８号 草津市上笠町６３６番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１１号 草津市上笠町６３５番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１２号 草津市上笠町６３５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１４号 草津市上笠町６３５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１５号 草津市上笠町６３５番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１６号 草津市上笠町６３５番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１８号 草津市上笠町６３５番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１８番１９号 草津市上笠町６３５番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番１号 草津市上笠町６３８番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番２号 草津市上笠町６３８番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番３－１号 草津市上笠町６３８番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番３－２号 草津市上笠町６３８番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番４号 草津市上笠町６３８番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番５号 草津市上笠町６３８番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番６－１号 草津市上笠町６３８番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番６－２号 草津市上笠町６３８番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番７号 草津市上笠町６３８番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番８－１号 草津市上笠町６３８番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番８－２号 草津市上笠町６３８番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番９号 草津市上笠町６３８番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番１４号 草津市上笠町６３８番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番１５号 草津市上笠町６３８番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番１７号 草津市上笠町６３８番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番１８号 草津市上笠町６３８番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番１９－１号 草津市上笠町６３８番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番１９－２号 草津市上笠町６３８番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番２０号 草津市上笠町６３８番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番２３号 草津市上笠町６３８番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番２４号 草津市上笠町６３８番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目１９番２５号 草津市上笠町６３８番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番１号 草津市上笠町７８０番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番３号 草津市上笠町７８０番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番５号 草津市上笠町７７９番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番６号 草津市上笠町７７９番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番７号 草津市上笠町７７９番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番９号 草津市上笠町７８０番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番１１号 草津市上笠町７８０番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番１２号 草津市上笠町７８０番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番１３号 草津市上笠町７８０番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番１４号 草津市上笠町７８０番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番１５号 草津市上笠町７８０番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２０番１６号 草津市上笠町７８０番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番１号 草津市上笠町７７７番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番４号 草津市上笠町７７７番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番５－１号 草津市上笠町７７７番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番５－２号 草津市上笠町７７７番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番６号 草津市上笠町７７７番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番７号 草津市上笠町７７７番地の１１ 昭和63年11月14日
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草津市上笠四丁目２１番８号 草津市上笠町７７７番地の１０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番１０号 草津市上笠町７７７番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番１２号 草津市上笠町７８０番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２１番１３号 草津市上笠町７８０番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２５番９号 草津市上笠町８０５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２５番１４号 草津市上笠町８１８番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番１７号 草津市上笠町７８０番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番１８号 草津市上笠町７８０番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番１９号 草津市上笠町７８０番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番２０－１号 草津市上笠町７８４番地の１８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番２０－２号 草津市上笠町７８４番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番２１号 草津市上笠町７８４番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番２２－１号 草津市上笠町７８５番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番２２－２号 草津市上笠町７８５番地の５６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２６番２３号 草津市上笠町７８５番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番１号 草津市上笠町７８０番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番３号 草津市上笠町７８０番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番５号 草津市上笠町７８１番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番８号 草津市上笠町７８１番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番９号 草津市上笠町７８１番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番１０号 草津市上笠町７８１番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番１１号 草津市上笠町７８１番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番１３号 草津市上笠町７８０番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番１４号 草津市上笠町７８０番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２７番１５号 草津市上笠町７８０番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番１号 草津市上笠町７８４番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番２号 草津市上笠町７８４番地の６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番３－１号 草津市上笠町７８４番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番３－２号 草津市上笠町７８４番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番４号 草津市上笠町７８４番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番５号 草津市上笠町７８４番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番６－１号 草津市上笠町７８４番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番６－２号 草津市上笠町７８４番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番７号 草津市上笠町７８４番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番８号 草津市上笠町７８４番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番１０号 草津市上笠町７８０番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番１２号 草津市上笠町７８０番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番１３号 草津市上笠町７８３番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番１４号 草津市上笠町７８３番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番１６号 草津市上笠町７８０番地の２４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２８番１７号 草津市上笠町７８０番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番１－１号 草津市上笠町７８５番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番１－２号 草津市上笠町７８５番地の６４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番３号 草津市上笠町７８５番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番４号 草津市上笠町７８５番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番５号 草津市上笠町７８５番地の２０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番６号 草津市上笠町７８５番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番７号 草津市上笠町７８５番地の５２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番８号 草津市上笠町７８５番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番９号 草津市上笠町７８５番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目２９番１０号 草津市上笠町７８５番地の５１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１号 草津市上笠町７８５番地の４７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番２号 草津市上笠町７８５番地の４８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番３－１号 草津市上笠町７８５番地の６３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番３－２号 草津市上笠町７８５番地の４９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番４号 草津市上笠町７８５番地の５０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番６号 草津市上笠町７８５番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１０号 草津市上笠町７８５番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１１号 草津市上笠町７８５番地の４３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１３号 草津市上笠町７８５番地の４２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１４－１号 草津市上笠町７８５番地の４１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１４－２号 草津市上笠町７８５番地の４０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１５号 草津市上笠町７８５番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１６－１号 草津市上笠町７８５番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１６－２号 草津市上笠町７８５番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１７号 草津市上笠町７８５番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番１９号 草津市上笠町７８５番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番２０号 草津市上笠町７８５番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番２２号 草津市上笠町７８５番地の５９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番２３号 草津市上笠町７８５番地の６０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番２４号 草津市上笠町７８５番地の６１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３０番２５号 草津市上笠町７８５番地の４６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１－１号 草津市上笠町７８６番地の１４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１－２号 草津市上笠町７８６番地の１３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番２－３号 草津市上笠町７８６番地の１８ 昭和63年11月14日
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草津市上笠四丁目３１番２号 草津市上笠町７８６番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番４－１号 草津市上笠町７８６番地の１９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番５号 草津市上笠町７８６番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番６－１号 草津市上笠町７８６番地の２２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番６－２号 草津市上笠町７８６番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番７号 草津市上笠町７８６番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番８－１号 草津市上笠町７８６番地の１１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番８－２号 草津市上笠町７８６番地の１２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番９号 草津市上笠町７８６番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１１号 草津市上笠町７８５番地の５４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１３－１号 草津市上笠町７８５番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１３－２号 草津市上笠町７８５番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１４号 草津市上笠町７８５番地の４５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１５－１号 草津市上笠町７８６番地の３４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１５－２号 草津市上笠町７８６番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１６号 草津市上笠町７８６番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１７－１号 草津市上笠町７８６番地の２９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１７－２号 草津市上笠町７８６番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１８号 草津市上笠町７８６番地の２７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１９－１号 草津市上笠町７８６番地の２６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３１番１９－２号 草津市上笠町７８６番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番５号 草津市上笠町８０８番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番６号 草津市上笠町８０８番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番８－１号 草津市上笠町８０８番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番８－２号 草津市上笠町８０８番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番９－１号 草津市上笠町８０４番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番９－２号 草津市上笠町８０７番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１０号 草津市上笠町８０４番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１１号 草津市上笠町８０４番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１２号 草津市上笠町７９２番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１３号 草津市上笠町７９２番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１４－１号 草津市上笠町７９２番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１４－２号 草津市上笠町７９２番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１７号 草津市上笠町７９４番地の４ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番１８号 草津市上笠町８０１番地の２５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番２０号 草津市上笠町８０１番地の３３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番２２－１号 草津市上笠町８０１番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番２２－２号 草津市上笠町８０１番地の７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番２２－３号 草津市上笠町８０１番地の１７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番２２－４号 草津市上笠町８０１番地の１６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番２３号 草津市上笠町８０１番地 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３２番２４号 草津市上笠町８０１番地の２１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番１－１号 草津市上笠町８０１番地の３０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番１－２号 草津市上笠町８０１番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番２号 草津市上笠町８０１番地の３２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番４号 草津市上笠町８０１番地の３１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番５－１号 草津市上笠町８０１番地の２８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番５－２号 草津市上笠町８０１番地の２３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番６－１号 草津市上笠町８０１番地の３６ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番６－２号 草津市上笠町８０１番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番７号 草津市上笠町８０１番地の３５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番１３号 草津市上笠町６１４番地の３７ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番１４号 草津市上笠町６１４番地の３８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番１５号 草津市上笠町６１４番地の３９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番１７号 草津市上笠町６１４番地の４０ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番１９号 草津市上笠町８００番地の１ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番２０号 草津市上笠町８００番地の２ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番２１号 草津市上笠町８００番地の３ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番２３号 草津市上笠町８００番地の１５ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番２４－１号 草津市上笠町８６３番地の９ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番２４－２号 草津市上笠町８６３番地の８ 昭和63年11月14日
草津市上笠四丁目３３番２４－３号 草津市上笠町８６３番地の５ 昭和63年11月14日
草津市上笠五丁目１番１号 草津市下笠町９６番地の２０ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番３号 草津市下笠町９６番地の１３ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番４号 草津市下笠町９６番地の１４ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番５号 草津市下笠町９６番地の９ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番６号 草津市下笠町９６番地の１０ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番７号 草津市上笠町９６９番地の１０ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番１０号 草津市下笠町９６番地の１２ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番１１号 草津市下笠町９６番地の１９ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番１２号 草津市下笠町９６番地の１８ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番１３号 草津市下笠町９６番地の１７ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番１６号 草津市下笠町９６番地の４ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番１７号 草津市下笠町９６番地の１６ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目１番１８号 草津市下笠町９６番地の２１ 平成2年4月2日
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草津市上笠五丁目２番２号 草津市上笠町９６９番地の８ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目２番３号 草津市上笠町９６９番地の１１ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目２番４号 草津市上笠町９６９番地の７ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目２番５号 草津市上笠町９６９番地の６ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目２番６号 草津市上笠町９６９番地の５ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目２番７号 草津市上笠町９６９番地の４ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目２番９号 草津市下笠町９６番地の１５ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目２番１０号 草津市下笠町９６番地の７ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目３番３号 草津市上笠町９６３番地の１３ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目３番４号 草津市上笠町９６３番地の１２ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目３番７号 草津市上笠町９６３番地の１０ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目３番１０号 草津市上笠町９６３番地の８ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目３番１１号 草津市上笠町９６３番地の７ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目３番１２号 草津市上笠町９６３番地の６ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目３番１３号 草津市上笠町９６３番地の５ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目４番１号 草津市上笠町９６３番地の２０ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目４番３号 草津市上笠町９６３番地の１５ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目４番４号 草津市上笠町９６３番地の１６ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目４番５号 草津市上笠町９６３番地の１７ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目４番９号 草津市上笠町９６３番地の１８ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目４番１１号 草津市上笠町９６３番地の１９ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目５番１７号 草津市上笠町９７５番地の１０ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目５番１８号 草津市上笠町９７６番地の２ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目５番３６号 草津市上笠町９７５番地の４ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目５番３７号 草津市上笠町９７５番地の３ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目５番３８号 草津市下笠町９６番地の２２ 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目６番５号 草津市下笠町１１５番地 平成2年4月2日
草津市上笠五丁目６番１０号 草津市下笠町１２０番地 平成2年4月2日
草津市野村一丁目１番６号 草津市野村町７番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２番１６号 草津市野村町６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目３番７号 草津市野村町７４番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目３番１２号 草津市野村町７５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目５番８号 草津市野村町７９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目６番２号 草津市野村町８１番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目６番３号 草津市野村町８１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目６番８号 草津市野村町８３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目６番１０号 草津市野村町８３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目６番１２号 草津市野村町８３番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目６番１３号 草津市野村町８３番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目６番１４号 草津市野村町８３番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目７番３号 草津市野村町８１番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目７番５号 草津市野村町８１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目７番１１号 草津市野村町８４番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目７番１２号 草津市野村町８４番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目７番１３号 草津市野村町８４番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目７番１４号 草津市野村町８４番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目８番１０号 草津市野村町１番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目８番１１号 草津市野村町１番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目８番１２号 草津市野村町１番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目８番１４号 草津市野村町１番地の３１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目８番１６号 草津市野村町１番地の３２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目８番１７号 草津市野村町１番地の３３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番２号 草津市野村町１番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番３号 草津市野村町１番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番４号 草津市野村町１番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番５号 草津市野村町１番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番９号 草津市野村町１番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番１０号 草津市野村町１番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番１１号 草津市野村町１番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番１４号 草津市野村町１番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目９番１６号 草津市野村町１番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番１号 草津市野村町１番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番５号 草津市野村町１番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番６号 草津市野村町１番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番７号 草津市野村町１番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番８号 草津市野村町８３１番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番１１号 草津市野村町８３１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番１３号 草津市野村町１番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番１４号 草津市野村町１番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１０番１５号 草津市野村町１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番２号 草津市野村町８３１番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番３号 草津市野村町８３１番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番４号 草津市野村町８３１番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番５号 草津市野村町８３１番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番８号 草津市野村町８３１番地の１８ 平成3年5月7日
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草津市野村一丁目１１番９号 草津市野村町８３１番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番１０号 草津市野村町８３１番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番１２号 草津市野村町８３１番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番１４号 草津市野村町８３１番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１１番１６号 草津市野村町８３１番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１２番３号 草津市野村町８５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１２番４号 草津市野村町８５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１２番６号 草津市野村町８５番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１２番１３号 草津市野村町８９番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１３番１号 草津市野村町８５番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１３番２号 草津市野村町８５番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１３番３号 草津市野村町８５番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１３番６号 草津市野村町８５番地の７ 平成3年5月7日 ハイツ水谷
草津市野村一丁目１３番７号 草津市野村町８７番地 平成3年5月7日 野村ハウス
草津市野村一丁目１３番１１号 草津市野村町９０番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１３番１４号 草津市野村町９０番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１３番１６号 草津市野村町８９番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１４番８号 草津市野村町８２８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１４番１１号 草津市野村町８２７番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１４番１３号 草津市野村町８２７番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１４番１５号 草津市野村町８２７番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１５番３号 草津市野村町８９番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１５番８号 草津市野村町８２６番地の１１ 平成3年5月7日 ファミール草津
草津市野村一丁目１５番９号 草津市野村町８２６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１５番１２号 草津市野村町８２６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１５番１３号 草津市野村町８２６番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１５番１４号 草津市野村町８２６番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１５番１５号 草津市野村町８２６番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１５番２０号 草津市野村町８２８番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番２号 草津市野村町８３１番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番３号 草津市野村町８３１番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番４号 草津市野村町８３１番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番５号 草津市野村町８３１番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番７号 草津市野村町８３１番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番１１号 草津市野村町８３１番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番１５号 草津市野村町８３１番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１６番１６号 草津市野村町８３１番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１７番１号 草津市野村町８２１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１７番５号 草津市野村町８２１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１７番７号 草津市野村町８２２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１７番１０号 草津市野村町８２２番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１７番１２号 草津市野村町８２２番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１７番１４号 草津市野村町８２２番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番２号 草津市野村町８３１番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番３号 草津市野村町８３１番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番４号 草津市野村町８３１番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番１０号 草津市野村町８３８番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番１６号 草津市野村町８３１番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番１８号 草津市野村町８３１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番１９号 草津市野村町８３１番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１８番２０号 草津市野村町８３１番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１９番５号 草津市野村町８２４番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１９番７号 草津市野村町８２０番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１９番８号 草津市野村町８２０番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目１９番１０号 草津市野村町８１６番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２０番７号 草津市野村町８２１番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２０番８号 草津市野村町８１８番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２０番１２号 草津市野村町８１２番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２０番２１号 草津市野村町８００番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２０番２６号 草津市野村町８１７番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２２番６号 草津市野村町９１番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２２番７号 草津市野村町９１番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２２番１０号 草津市野村町９１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２２番１２号 草津市野村町１０１番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２２番１３号 草津市野村町１０１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２３番１１号 草津市野村町１１０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２５番６号 草津市野村町８１０番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２５番１５号 草津市野村町８０６番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２５番２２号 草津市野村町８０６番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２５番２３号 草津市野村町８０５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２５番２７号 草津市野村町８０１番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２５番２８号 草津市野村町８０１番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２５番３１号 草津市野村町８１０番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２６番５号 草津市野村町８１１番地 平成3年5月7日
草津市野村一丁目２６番１１号 草津市野村町８０３番地 平成3年5月7日
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草津市野村二丁目１番１号 草津市野村町２９番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１番２号 草津市野村町２９番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１番３５号 草津市野村町２９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１番３８号 草津市野村町２９番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２番４号 草津市野村町１６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２番８号 草津市野村町１７番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目３番１０号 草津市野村町１７番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目３番１２号 草津市野村町１６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目３番１３号 草津市野村町１４番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目３番１４号 草津市野村町１３番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目３番１８号 草津市野村町１１番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目４番５号 草津市野村町２３番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目４番６号 草津市野村町２３番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目４番７号 草津市野村町２３番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目４番１０号 草津市野村町２３番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目４番１３号 草津市野村町１７番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目４番１４号 草津市野村町１７番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目５番７号 草津市野村町２８番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目５番９号 草津市野村町２７番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目５番１０号 草津市野村町２６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目５番１１号 草津市野村町２６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目５番１３号 草津市野村町２６番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目５番１６号 草津市野村町２５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目５番１７号 草津市野村町２５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番１号 草津市野村町６３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番３号 草津市野村町６２番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番７号 草津市野村町６１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番９号 草津市野村町６０番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番１１号 草津市野村町６０番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番１２号 草津市野村町６０番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番１３号 草津市野村町６０番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番１４号 草津市野村町６０番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番１５号 草津市野村町５９番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番１８号 草津市野村町５９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番２０号 草津市野村町５９番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番２２号 草津市野村町６２番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番２４号 草津市野村町６２番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番２５号 草津市野村町６２番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番２６号 草津市野村町６２番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目６番２８号 草津市野村町６２番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番１号 草津市野村町６３番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番２号 草津市野村町６３番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番４号 草津市野村町６３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番５号 草津市野村町６３番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番６号 草津市野村町６３番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番７号 草津市野村町６３番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番８号 草津市野村町６３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目７番１５号 草津市野村町６３番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番４号 草津市野村町６４番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番１０号 草津市野村町６４番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番１１号 草津市野村町６４番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番１３号 草津市野村町６４番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番１４号 草津市野村町６４番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番１５号 草津市野村町６４番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番１８号 草津市野村町６４番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目８番２１号 草津市野村町６７番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番１号 草津市野村町６８番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番４号 草津市野村町６８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番５号 草津市野村町６８番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番６号 草津市野村町６８番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番７号 草津市野村町６８番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番８号 草津市野村町６８番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番９号 草津市野村町６８番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目９番１０号 草津市野村町６８番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番５号 草津市野村町６８番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番６号 草津市野村町６８番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番８号 草津市野村町６８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番１２号 草津市野村町６８番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番１４号 草津市野村町６８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番２０号 草津市野村町７２番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番２３号 草津市野村町７０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１０番２６号 草津市野村町７０番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１１番１５号 草津市野村町１９６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１１番１７号 草津市野村町１９５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１１番２５号 草津市野村町１９３番地 平成3年5月7日
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草津市野村二丁目１２番４号 草津市野村町１９８番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１２番９号 草津市野村町１９８番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番１２号 草津市野村町２００番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番１７号 草津市野村町２０１番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番２８号 草津市野村町１９９番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番３１号 草津市野村町１９９番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番３２号 草津市野村町１９９番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番３４号 草津市野村町１９９番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番３６号 草津市野村町１９９番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１３番３７号 草津市野村町１９９番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番１号 草津市野村町２７８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番２号 草津市野村町２７７番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番５号 草津市野村町２７４番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番６号 草津市野村町２７７番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番７号 草津市野村町２７４番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番９号 草津市野村町２７４番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番１４号 草津市野村町２７５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番１８号 草津市野村町２７６番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番２０号 草津市野村町２７８番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番２２号 草津市野村町２７８番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番２３号 草津市野村町２７８番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番２５号 草津市野村町２７８番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番２７号 草津市野村町２７８番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１４番２８号 草津市野村町２７８番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番１３号 草津市野村町２７９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番１４号 草津市野村町２７９番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番１５号 草津市野村町２７９番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番１６号 草津市野村町２７９番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番１７号 草津市野村町２７９番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番１９号 草津市野村町２７９番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番２０号 草津市野村町２８０番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番２１号 草津市野村町２８０番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１５番２２号 草津市野村町２７９番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番２号 草津市野村町２８０番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番３号 草津市野村町２８０番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番４号 草津市野村町２８０番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番５号 草津市野村町２８０番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番７号 草津市野村町２８１番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番８号 草津市野村町２８１番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番９号 草津市野村町２８１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番１０号 草津市野村町２８１番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１６番１１号 草津市野村町２８１番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１７番２号 草津市野村町２８３番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１７番９号 草津市野村町２８２番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１７番１３号 草津市野村町２８２番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１７番１６号 草津市野村町２８３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１７番２３号 草津市野村町２８４番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１７番２４号 草津市野村町２８４番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２号 草津市野村町２８６番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番３号 草津市野村町２８６番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番８号 草津市野村町２８５番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番９号 草津市野村町２８５番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番１２号 草津市野村町２８５番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番１３号 草津市野村町２８５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番１７号 草津市野村町２８６番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番１８号 草津市野村町２８６番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番１９号 草津市野村町２８６番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２０号 草津市野村町２８６番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２１号 草津市野村町２８６番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２２号 草津市野村町２８６番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２３号 草津市野村町２８６番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２４号 草津市野村町２８６番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２５号 草津市野村町２８６番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１８番２６号 草津市野村町２８６番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番１号 草津市野村町２８６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番４号 草津市野村町２８６番地の４７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番５号 草津市野村町２８６番地の４４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番６号 草津市野村町２８６番地の４３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番７号 草津市野村町２８６番地の４０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番８号 草津市野村町２８６番地の３７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番９号 草津市野村町２８６番地の３６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目１９番１２号 草津市野村町２８６番地の３４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２０番１号 草津市野村町４４４番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２０番５号 草津市野村町４４４番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２０番２８号 草津市野村町４４６番地の１ 平成3年5月7日
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草津市野村二丁目２１番２号 草津市野村町４５５番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番５号 草津市野村町４５８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番６号 草津市野村町４５９番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番１０号 草津市野村町４５９番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番１１号 草津市野村町４５９番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番１２号 草津市野村町４５９番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番１３号 草津市野村町４５９番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番１４号 草津市野村町４５９番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番１５号 草津市野村町４５９番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番１９号 草津市野村町４５９番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番２０号 草津市野村町４５８番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番２３号 草津市野村町４５２番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番３２号 草津市野村町４５４番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２１番３４号 草津市野村町４５４番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番３号 草津市野村町４６４番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番７号 草津市野村町４６４番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番９号 草津市野村町４６６番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番１１号 草津市野村町４６６番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番１３号 草津市野村町４６６番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番１７号 草津市野村町４６２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番１８号 草津市野村町４６２番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番２０号 草津市野村町４６２番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番２３号 草津市野村町４６３番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番２４号 草津市野村町４６３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２２番２５号 草津市野村町４６３番地 平成3年5月7日
草津市野村二丁目２３番１２号 草津市野村町５６０番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１番１０号 草津市野村町５８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１番１５号 草津市野村町５８番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１番１８号 草津市野村町５８番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１番２４号 草津市野村町５８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目２番５号 草津市野村町５８番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目３番２３号 草津市野村町２０８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目３番２５号 草津市野村町２０８番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目３番２９号 草津市野村町２０８番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目４番１号 草津市野村町２６４番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目５番１６号 草津市野村町２３１番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目５番１７号 草津市野村町２３７番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目５番１８号 草津市野村町２３７番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目５番１９号 草津市野村町２３７番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目５番２１号 草津市野村町２３７番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目５番２２号 草津市野村町２３７番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目５番２３号 草津市野村町２３７番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１号 草津市野村町２３７番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２号 草津市野村町２３７番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番３号 草津市野村町２３７番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番５号 草津市野村町２３７番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番６号 草津市野村町２３７番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番７号 草津市野村町２３７番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１２号 草津市野村町２５３番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１４号 草津市野村町２５３番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１５号 草津市野村町２５３番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１６号 草津市野村町２５３番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１７号 草津市野村町２５３番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１８号 草津市野村町２５８番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番１９号 草津市野村町２５７番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２０号 草津市野村町２５９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２１号 草津市野村町２６０番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２２号 草津市野村町２６０番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２３号 草津市野村町２６０番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２４号 草津市野村町２６０番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２５号 草津市野村町２６０番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目６番２６号 草津市野村町２３７番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番２号 草津市野村町２６３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番４号 草津市野村町２６３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番５号 草津市野村町２６３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番６号 草津市野村町２６３番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番８号 草津市野村町２６３番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番９号 草津市野村町２６３番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番１０号 草津市野村町２６３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番１１号 草津市野村町２６３番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番１３号 草津市野村町２６１番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番１４号 草津市野村町２６１番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番１５号 草津市野村町２６１番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番１７号 草津市野村町２６１番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番１８号 草津市野村町２６１番地の８ 平成3年5月7日
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草津市野村三丁目７番１９号 草津市野村町２６１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番２０号 草津市野村町２６２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番２１号 草津市野村町２６２番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番２２号 草津市野村町２６２番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番２３号 草津市野村町２６２番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目７番２８号 草津市野村町２６２番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目８番５号 草津市野村町４８０番地の６５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目８番６号 草津市野村町４８０番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目８番９号 草津市野村町４８０番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目８番１２号 草津市野村町４８０番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目８番１３号 草津市野村町４８０番地の６７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目８番１４号 草津市野村町４８０番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番２号 草津市野村町４８０番地の３９ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番３号 草津市野村町４８０番地の４０ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番４号 草津市野村町４８０番地の４２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番５号 草津市野村町４８０番地の４４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番６号 草津市野村町４８０番地の４６ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番８号 草津市野村町４８０番地の４８ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番９号 草津市野村町４８０番地の４９ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番１２号 草津市野村町４８０番地の５３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番１３号 草津市野村町４８０番地の５５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目９番１４号 草津市野村三丁目４８０番地の５６ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１０番１号 草津市野村町４８０番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１０番３号 草津市野村町４８０番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１０番６号 草津市野村町４８０番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１０番９号 草津市野村町４８０番地の２９ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１０番１１号 草津市野村町４８０番地の３５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１０番１４号 草津市野村町４８０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１１番１号 草津市野村町４７２番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１１番２号 草津市野村町４７２番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１１番３号 草津市野村町４７２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１１番４号 草津市野村町４７２番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１１番５号 草津市野村町４８０番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１１番７号 草津市野村町４８０番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番１号 草津市野村町４８２番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番４号 草津市野村町４８２番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番５号 草津市野村町４８２番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番６号 草津市野村町５０４番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番７号 草津市野村町５０４番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番８号 草津市野村町５０８番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番９号 草津市野村町５０８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１２番１０号 草津市野村町５０８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番１号 草津市野村町４９９番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番２号 草津市野村町５００番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番４号 草津市野村町４８２番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番６号 草津市野村町４８２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番８号 草津市野村町４８２番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番１０号 草津市野村町４８３番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番１１号 草津市野村町４８５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番１４号 草津市野村町４９８番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番１８号 草津市野村町４９９番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１３番１９号 草津市野村町４９９番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番１号 草津市野村町４９８番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番３号 草津市野村町４８５番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番５号 草津市野村町４８５番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番６号 草津市野村町４８５番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番８号 草津市野村町４８６番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番３６号 草津市野村町５１５番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番３９号 草津市野村町５１６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番４０号 草津市野村町５１６番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番４１号 草津市野村町５０５番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番４３号 草津市野村町５０５番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番４４号 草津市野村町５０５番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番４５号 草津市野村町５０５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番４７号 草津市野村町５０５番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１４番４８号 草津市野村町５１０番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１５番２号 草津市野村町５０５番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１５番５号 草津市野村町５０５番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１５番９号 草津市野村町５０６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１５番１１号 草津市野村町５０６番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１５番１２号 草津市野村町５０６番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番１号 草津市野村町５０５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番３号 草津市野村町５０６番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番４号 草津市野村町５０６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番９号 草津市野村町４６７番地の６ 平成3年5月7日
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草津市野村三丁目１６番１０号 草津市野村町４６７番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番１１号 草津市野村町４６７番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番１２号 草津市野村町４６７番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番１４号 草津市野村町４６７番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１６番１９号 草津市野村町４６７番地 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１７番１１号 草津市野村町５５５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１７番１９号 草津市野村町５５５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１８番１１号 草津市野村町５３１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村三丁目１８番２１号 草津市野村町５３１番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２番３号 草津市野村町５６１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２番５号 草津市野村町５５７番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２番８号 草津市野村町５５９番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２番１０号 草津市野村町５５９番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目３番１０号 草津市野村町６７３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目３番１５号 草津市野村町５５７番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１号 草津市野村町６７０番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番３号 草津市野村町６７０番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番５号 草津市野村町６６７番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番７号 草津市野村町６６７番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１０号 草津市野村町６７０番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１１号 草津市野村町６６９番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１２号 草津市野村町６６９番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１３号 草津市野村町６６９番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１４号 草津市野村町６６９番地の２９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１５号 草津市野村町６６９番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１６号 草津市野村町６６９番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目４番１７号 草津市野村町６６９番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番１号 草津市野村町６６９番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番２号 草津市野村町６６９番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番３号 草津市野村町６６９番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番４号 草津市野村町６６９番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番５号 草津市野村町６６９番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番６号 草津市野村町６６９番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番７号 草津市野村町６６９番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番１０号 草津市野村町６６７番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番１１号 草津市野村町６６７番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番１２号 草津市野村町６６７番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番１３号 草津市野村町６６７番地の３１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番１４号 草津市野村町６６７番地の３３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目５番１５号 草津市野村町６６７番地の３５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１号 草津市野村町６６９番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番２号 草津市野村町６６９番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番４号 草津市野村町６６７番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番５号 草津市野村町６６７番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番６号 草津市野村町６６７番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番７号 草津市野村町６６７番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番８号 草津市野村町６６７番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番９号 草津市野村町６６７番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１０号 草津市野村町６６７番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１１号 草津市野村町６６７番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１２号 草津市野村町６６７番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１３号 草津市野村町６６７番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１４号 草津市野村町６６７番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１５号 草津市野村町６６７番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番１６号 草津市野村町６６４番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番２０号 草津市野村町６６４番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番２１号 草津市野村町６６４番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番２２号 草津市野村町６６４番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番２５号 草津市野村町６６４番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番２６号 草津市野村町６６４番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目６番２７号 草津市野村町６６４番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番１号 草津市野村町６６４番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番２号 草津市野村町６６４番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番３号 草津市野村町６６４番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番４号 草津市野村町６６４番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番６号 草津市野村町６６４番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番１０号 草津市野村町６６４番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番１５号 草津市野村町６６３番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番１８号 草津市野村町６６３番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番１９号 草津市野村町６６３番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番２０号 草津市野村町６６３番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番２１号 草津市野村町６６３番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番２３号 草津市野村町６６３番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目７番２４号 草津市野村町６６３番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番１号 草津市野村町６５５番地の２ 平成3年5月7日
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草津市野村四丁目８番４号 草津市野村町６５５番地の７５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番５号 草津市野村町６５５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番８号 草津市野村町６５５番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番９号 草津市野村町６５５番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番１１号 草津市野村町６５５番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番１２号 草津市野村町６５５番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番１３号 草津市野村町６５５番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目８番１４号 草津市野村町６５５番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目９番３号 草津市野村町６５５番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目９番５号 草津市野村町６５５番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目９番８号 草津市野村町６５５番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目９番１０号 草津市野村町６５５番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目９番１１号 草津市野村町６５５番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目９番１４号 草津市野村町７７２番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目９番１７号 草津市野村町６５５番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番３号 草津市野村町７６４番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番５号 草津市野村町７６４番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番７号 草津市野村町７６４番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番９号 草津市野村町７６４番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番１０号 草津市野村町７６４番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番１６号 草津市野村町７６４番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番１９号 草津市野村町７６４番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１０番２０号 草津市野村町７６４番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番３号 草津市野村町７６４番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番６号 草津市野村町７６４番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番７号 草津市野村町７６４番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番９号 草津市野村町７６４番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番１１号 草津市野村町７６４番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番１２号 草津市野村町７６４番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番１４号 草津市野村町７６４番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番２２号 草津市野村町７６２番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番２４号 草津市野村町７６２番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１１番２５号 草津市野村町７６２番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番１号 草津市野村町７６０番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番９号 草津市野村町７６０番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番１２号 草津市野村町７５９番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番１６号 草津市野村町７５９番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番１７号 草津市野村町７５９番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番１８号 草津市野村町７５９番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番２０号 草津市野村町７５９番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番２１号 草津市野村町７５９番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１２番２２号 草津市野村町７５９番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番１号 草津市野村町７５７番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番２号 草津市野村町７５７番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番１０号 草津市野村町７５７番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番１１号 草津市野村町７５６番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番１４号 草津市野村町７５５番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番１７号 草津市野村町７５５番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番２０号 草津市野村町７５５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番２３号 草津市野村町７５４番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１３番２９号 草津市野村町７５７番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番４号 草津市野村町７３０番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番８号 草津市野村町７３５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番９号 草津市野村町７３５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１０号 草津市野村町７３５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１１号 草津市野村町７５０番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１２号 草津市野村町７５０番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１３号 草津市野村町７５０番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１４号 草津市野村町７５０番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１５号 草津市野村町７５０番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１６号 草津市野村町７５０番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１７号 草津市野村町７５０番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１８号 草津市野村町７５０番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番１９号 草津市野村町７５０番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番２０号 草津市野村町７５０番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番２２号 草津市野村町７５０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１４番２３号 草津市野村町７５０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番１号 草津市野村町７４５番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番３号 草津市野村町７４５番地の４７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番４号 草津市野村町７４５番地の４６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番５号 草津市野村町７４５番地の３９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番６号 草津市野村町７４５番地の３２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番７号 草津市野村町７４５番地の３１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番８号 草津市野村町７４５番地の２９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番９号 草津市野村町７４５番地の２２ 平成3年5月7日
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草津市野村四丁目１５番１１号 草津市野村町７４５番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番１４号 草津市野村町７５４番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番１５号 草津市野村町７５４番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番１９号 草津市野村町７５０番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番２０号 草津市野村町７５０番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番２２号 草津市野村町７５０番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番２４号 草津市野村町７５０番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番２５号 草津市野村町７５０番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１５番２７号 草津市野村町７３５番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番１号 草津市野村町７４２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番２号 草津市野村町７４１番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番４号 草津市野村町７４５番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番５号 草津市野村町７４５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番６号 草津市野村町７４５番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番７号 草津市野村町７４５番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番８号 草津市野村町７４５番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１６番１０号 草津市野村町７４５番地の４５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番４号 草津市野村町７３８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番５号 草津市野村町７３８番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番６号 草津市野村町７３８番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番８号 草津市野村町７３８番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番９号 草津市野村町７３８番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番１０号 草津市野村町７３８番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番１１号 草津市野村町７３８番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番１７号 草津市野村町７３８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番１８号 草津市野村町７４０番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１７番１９号 草津市野村町７４０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１８番１号 草津市野村町７３６番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１８番２号 草津市野村町７３６番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１８番４号 草津市野村町７３６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１８番５号 草津市野村町７２９番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１９番７号 草津市野村町７３５番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１９番８号 草津市野村町７３５番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目１９番１１号 草津市野村町７３５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２０番２号 草津市野村町７３７番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２０番５号 草津市野村町７２９番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２０番７号 草津市野村町７２９番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２０番８号 草津市野村町７２９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２０番１１号 草津市野村町７３０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２０番１２号 草津市野村町７３０番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２０番１４号 草津市野村町７３０番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２１番１号 草津市野村町７１８番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２１番２号 草津市野村町７１８番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２１番３号 草津市野村町７１８番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２１番５号 草津市野村町７１８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２１番６号 草津市野村町７１８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２２番３号 草津市野村町７２５番地 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２２番５号 草津市野村町７２５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２２番８号 草津市野村町７２５番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２２番１２号 草津市野村町７２５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村四丁目２３番２４号 草津市野村町７０４番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１番６号 草津市野村町５７３番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番４号 草津市野村町６５２番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番７号 草津市野村町６５２番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番８号 草津市野村町６５２番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番９号 草津市野村町６５２番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番１０号 草津市野村町６５２番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番１２号 草津市野村町６５２番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番１４号 草津市野村町６５２番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番１５号 草津市野村町６５２番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２番１６号 草津市野村町６５２番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番４号 草津市野村町６５５番地の５１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番５号 草津市野村町６５５番地の５０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番６号 草津市野村町６５５番地の４９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番８号 草津市野村町６５５番地の４７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番１１号 草津市野村町６５２番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番１３号 草津市野村町６５２番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番１４号 草津市野村町６５２番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番１５号 草津市野村町６５２番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番１６号 草津市野村町６５２番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番１８号 草津市野村町６５２番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番１９号 草津市野村町６５２番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３番２０号 草津市野村町６５２番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目４番８号 草津市野村町６５５番地の３８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目４番９号 草津市野村町７６４番地の５７ 平成3年5月7日
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草津市野村五丁目４番２１号 草津市野村町６５５番地の４５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目５番２号 草津市野村町７６４番地の３７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目５番３号 草津市野村町７６４番地の３６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目５番５号 草津市野村町７６４番地の３４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目５番７号 草津市野村町７６４番地の３２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目５番１６号 草津市野村町７６４番地の３８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番２号 草津市野村町７６４番地の４４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番４号 草津市野村町７６４番地の４２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番５号 草津市野村町７６４番地の４１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番６号 草津市野村町７６４番地の４０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番７号 草津市野村町７６４番地の３９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番１２号 草津市野村町７７３番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番１３号 草津市野村町７６４番地の４７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番１４号 草津市野村町７７３番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番１６号 草津市野村町７７３番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番１７号 草津市野村町７７３番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番１８号 草津市野村町７７３番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目６番２１号 草津市野村町７６４番地の４５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目７番２号 草津市野村町７７３番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目７番３号 草津市野村町７７３番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目７番４号 草津市野村町７７３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目７番５号 草津市野村町７６４番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目７番７号 草津市野村町７６４番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目７番８号 草津市野村町７６４番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番２号 草津市野村町７７３番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番３号 草津市野村町７７３番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番５号 草津市野村町７７３番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番７号 草津市野村町７７３番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番１１号 草津市野村町７７３番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番１２号 草津市野村町７７３番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番１４号 草津市野村町７７３番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番１６号 草津市野村町７７３番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目８番１８号 草津市野村町７７３番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目９番３号 草津市野村町７７３番地の３３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目９番４号 草津市野村町７７３番地の３２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目９番６号 草津市野村町７７３番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目９番７号 草津市野村町７７３番地の２９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目９番８号 草津市野村町７７３番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目９番９号 草津市野村町７７３番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目９番１０号 草津市野村町７７３番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番５号 草津市野村町６４５番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番８号 草津市野村町６４５番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番９号 草津市野村町６４５番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番１０号 草津市野村町６４５番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番１２号 草津市野村町６４５番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番１３号 草津市野村町６４５番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番１４号 草津市野村町６４５番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１０番１６号 草津市野村町６４５番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番４号 草津市野村町６４５番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番５号 草津市野村町６４５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番６号 草津市野村町６４５番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番８号 草津市野村町６４５番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番９号 草津市野村町６４５番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番１０号 草津市野村町６４５番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番１１号 草津市野村町６４５番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番１５号 草津市野村町６３７番地の５５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番１８号 草津市野村町６３７番地の５４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番１９号 草津市野村町６３７番地の５３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番２１号 草津市野村町６３７番地の５２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番２２号 草津市野村町６３７番地の５１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番２３号 草津市野村町６３７番地の５０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番２４号 草津市野村町６３７番地の４９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番２５号 草津市野村町６３７番地の４８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番２７号 草津市野村町５８５番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１１番３０号 草津市野村町５７６番地の２９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１２番３号 草津市野村町５７６番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１２番４号 草津市野村町５７６番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１２番６号 草津市野村町５７６番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１２番９号 草津市野村町５７５番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１２番１０号 草津市野村町５７５番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番５号 草津市野村町５７６番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番６号 草津市野村町５７６番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番８号 草津市野村町５７６番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番９号 草津市野村町５７６番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番１０号 草津市野村町５７６番地の１９ 平成3年5月7日
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草津市野村五丁目１３番１１号 草津市野村町５７６番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番１３号 草津市野村町５７６番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番１４号 草津市野村町５８５番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番１６号 草津市野村町５８５番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番１９号 草津市野村町５７６番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番２０号 草津市野村町５７６番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番２１号 草津市野村町５７６番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番２２号 草津市野村町５７６番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番２４号 草津市野村町５７６番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番２５号 草津市野村町５７６番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１３番２６号 草津市野村町５７６番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番２号 草津市野村町５７６番地の３２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番４号 草津市野村町５７６番地の３３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番５号 草津市野村町５７６番地の３４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番７号 草津市野村町５７６番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番８号 草津市野村町５７６番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番９号 草津市野村町５７６番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番１０号 草津市野村町５７６番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番１１号 草津市野村町５７６番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１４番１２号 草津市野村町５８５番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１５番３号 草津市野村町５８５番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１５番４号 草津市野村町５８５番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１５番１０号 草津市野村町５８５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番１号 草津市野村町５８５番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２号 草津市野村町５８５番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番３号 草津市野村町５８５番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番５号 草津市野村町５８５番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番６号 草津市野村町６３７番地の４４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番７号 草津市野村町６３７番地の４３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番９号 草津市野村町６３７番地の４１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番１０号 草津市野村町６３７番地の４０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番１１号 草津市野村町６３７番地の３９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番１２号 草津市野村町６３７番地の３８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番１３号 草津市野村町６３７番地の３７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番１５号 草津市野村町６３７番地の３６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２０号 草津市野村町６３７番地の３５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２１号 草津市野村町６３７番地の３４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２２号 草津市野村町６３７番地の３３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２４号 草津市野村町６３７番地の３２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２５号 草津市野村町６３７番地の３１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２６号 草津市野村町６３７番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２７号 草津市野村町６３７番地の２９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番２９号 草津市野村町６３７番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番３１号 草津市野村町５８５番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番３２号 草津市野村町５８５番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番３３号 草津市野村町５８５番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１６番３５号 草津市野村町５８５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１７番７号 草津市野村町７８７番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番１号 草津市野村町６３７番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番６号 草津市野村町６３７番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番７号 草津市野村町６３７番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番８号 草津市野村町６３７番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番１１号 草津市野村町６２８番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番１２号 草津市野村町６２８番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番１３号 草津市野村町６２８番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番１４号 草津市野村町６２８番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番１５号 草津市野村町６２８番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番１６号 草津市野村町６２８番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番２３号 草津市野村町６２８番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番２４号 草津市野村町６２８番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番２５号 草津市野村町６２８番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番２６号 草津市野村町６２８番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番２８号 草津市野村町６２８番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番２９号 草津市野村町６３７番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番３０号 草津市野村町６３７番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番３１号 草津市野村町６３７番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１８番３２号 草津市野村町６３７番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番４号 草津市野村町６３７番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番５号 草津市野村町６３７番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番６号 草津市野村町６３７番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番８号 草津市野村町６３７番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番９号 草津市野村町６３７番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番１０号 草津市野村町６２８番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番１１号 草津市野村町６２８番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番１２号 草津市野村町６２８番地の２６ 平成3年5月7日
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草津市野村五丁目１９番１３号 草津市野村町６２８番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番１５号 草津市野村町６２８番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番１６号 草津市野村町６２８番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番１８号 草津市野村町６２８番地の３４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２１号 草津市野村町６２８番地の３３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２２号 草津市野村町６２８番地の３２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２３号 草津市野村町６２８番地の３１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２４号 草津市野村町６２８番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２６号 草津市野村町６２８番地の２９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２７号 草津市野村町６３７番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２８号 草津市野村町６３７番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番２９号 草津市野村町６３７番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番３０号 草津市野村町６３７番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目１９番３１号 草津市野村町６３７番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２０番３号 草津市野村町６３７番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２０番４号 草津市野村町６３７番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２０番５号 草津市野村町６３７番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２０番８号 草津市野村町６３７番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２０番９号 草津市野村町６２８番地の３７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２１番１号 草津市野村町５９５番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２１番３号 草津市野村町５９５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２１番５号 草津市野村町６２８番地の３６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２１番７号 草津市野村町６２５番地の３５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２１番９号 草津市野村町５９５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２１番１２号 草津市野村町５９５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２２番１号 草津市野村町５９５番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２２番３号 草津市野村町５９５番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２２番４号 草津市野村町５９５番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２２番５号 草津市野村町５９５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２２番８号 草津市野村町５９５番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２３番２号 草津市野村町６０５番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２３番４号 草津市野村町６０２番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２３番８号 草津市野村町６０１番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２３番１５号 草津市野村町５９８番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２４番３号 草津市野村町６００番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２４番１１号 草津市野村町６１１番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２４番１６号 草津市野村町５９９番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２５番２号 草津市野村町６１２番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２５番９号 草津市野村町６１６番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２５番２１号 草津市野村町６１５番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２５番２３号 草津市野村町６１３番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２６番１６号 草津市野村町６１７番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２６番２０号 草津市野村町６０６番地 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２７番１号 草津市野村町６２０番地の３５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２７番３号 草津市野村町６２０番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２７番４号 草津市野村町６２０番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２７番５号 草津市野村町６２０番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２７番６号 草津市野村町６２０番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番４号 草津市野村町６２０番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番５号 草津市野村町６２０番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番６号 草津市野村町６２０番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番８号 草津市野村町６２０番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番１２号 草津市野村町６２０番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番１４号 草津市野村町６２０番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番１５号 草津市野村町６２０番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番１６号 草津市野村町６２０番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２８番１７号 草津市野村町６２０番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番２号 草津市野村町６２０番地の３１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番４号 草津市野村町６２０番地の３０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番６号 草津市野村町６２０番地の２８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番７号 草津市野村町６２０番地の２７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番８号 草津市野村町６２０番地の２６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番９号 草津市野村町６２０番地の２５ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番１０号 草津市野村町６２０番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番１１号 草津市野村町６２０番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番１４号 草津市野村町６２０番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番１５号 草津市野村町６２０番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目２９番１６号 草津市野村町６２０番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３０番２号 草津市野村町６２８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３０番７号 草津市野村町６２８番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３０番８号 草津市野村町６２８番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３０番９号 草津市野村町６２８番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３０番１１号 草津市野村町６２８番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村五丁目３０番１３号 草津市野村町６２８番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１番１８号 草津市野村町１９０番地の３ 平成3年5月7日
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草津市野村六丁目２番１６号 草津市野村町２９２番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目２番１７号 草津市野村町２９８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目３番５号 草津市野村町４４１番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目３番７号 草津市野村町４４３番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目３番１１号 草津市野村町４４３番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目３番２０号 草津市野村町４４６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目３番２２号 草津市野村町４４８番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目３番２８号 草津市野村町５７３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番８号 草津市野村町４３９番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番９号 草津市野村町４３９番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番１０号 草津市野村町４３９番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番１１号 草津市野村町４３９番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番１２号 草津市野村町４３９番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番１３号 草津市野村町４３９番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番１４号 草津市野村町４３９番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番１５号 草津市野村町４３９番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番１７号 草津市野村町４３９番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番２１号 草津市野村町４４２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番２４号 草津市野村町４４２番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番２７号 草津市野村町４４２番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番２８号 草津市野村町４４１番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目４番２９号 草津市野村町４４１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目５番１号 草津市野村町４３９番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目５番３号 草津市野村町４３９番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目５番５号 草津市野村町４３９番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目５番７号 草津市野村町４３９番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目５番９号 草津市野村町４３９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目５番１０号 草津市野村町４３９番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番２号 草津市野村町４３８番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番５号 草津市野村町４３８番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番６号 草津市野村町４３８番地の９ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番８号 草津市野村町４３８番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番９号 草津市野村町４３８番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番１０号 草津市野村町４３８番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番２７号 草津市野村町４３７番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目６番２８号 草津市野村町４３８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目７番７号 草津市野村町３００番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目７番８号 草津市野村町３００番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目７番９号 草津市野村町３００番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目８番３号 草津市野村町２９８番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目８番５号 草津市野村町２９８番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目８番７号 草津市野村町２９８番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目８番９号 草津市野村町２９８番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１０番２３号 草津市野村町１８１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１１番３号 草津市野村町１８９番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１１番６号 草津市野村町１８９番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１１番２８号 草津市野村町１８３番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１１番３５号 草津市野村町１８９番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１２番２号 草津市野村町１７９番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１２番２３号 草津市野村町１７５番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１２番２４号 草津市野村町１７６番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１３番５号 草津市野村町１７８番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１３番１５号 草津市野村町１７３番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１３番１７号 草津市野村町１７２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１４番１４号 草津市野村町３１１番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１４番２０号 草津市野村町３１１番地の５ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１４番２２号 草津市野村町３１１番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１４番２５号 草津市野村町３１１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１４番２８号 草津市野村町３０８番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１４番３５号 草津市野村町３０７番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１４番３６号 草津市野村町３０７番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１５番５号 草津市野村町３０２番地の６ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１５番７号 草津市野村町３０２番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１５番８号 草津市野村町３０２番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１５番９号 草津市野村町３０２番地の２３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番５号 草津市野村町４３４番地の１２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番１６号 草津市野村町４３５番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番１７号 草津市野村町４３５番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番１９号 草津市野村町４３５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番２１号 草津市野村町４３５番地の４ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番２３号 草津市野村町４３５番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番２４号 草津市野村町４３５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番２５号 草津市野村町４３５番地の１０ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番２６号 草津市野村町４３５番地の１１ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１６番２７号 草津市野村町４３６番地 平成3年5月7日
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草津市野村六丁目１７番２号 草津市野村町４３２番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１７番１１号 草津市野村町４２４番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１７番２１号 草津市野村町４２１番地 平成3年5月7日
草津市野村六丁目１７番２４号 草津市野村町４２７番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１番２３号 草津市野村町１６０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目２番３号 草津市野村町１６６番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目２番７号 草津市野村町１６２番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目２番１２号 草津市野村町１５８番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目３番１号 草津市野村町３１７番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目３番３号 草津市野村町３１５番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目３番６号 草津市野村町３１４番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目３番１４号 草津市野村町３１４番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目４番８号 草津市野村町３２４番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目４番１２号 草津市野村町３２３番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目５番４号 草津市野村町３２１番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目５番５号 草津市野村町３２１番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目５番８号 草津市野村町３２２番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目５番１０号 草津市野村町３２５番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目５番１６号 草津市野村町３２７番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目５番２４号 草津市野村町３２９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目５番３１号 草津市野村町３２０番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目６番１４号 草津市野村町４０４番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目６番１７号 草津市野村町４０５番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目７番３号 草津市野村町４２９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目７番４号 草津市野村町４２９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目７番５号 草津市野村町４２９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目７番７号 草津市野村町４２９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目７番１０号 草津市野村町４１０番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目７番１８号 草津市野村町４０６番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目７番２５号 草津市野村町４１０番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目８番５号 草津市野村町４２０番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目８番１３号 草津市野村町４１９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目８番１６号 草津市野村町４１８番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番４号 草津市野村町４１１番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番８号 草津市野村町４１６番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番１０号 草津市野村町４１５番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番１７号 草津市野村町４１４番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番２２号 草津市野村町４００番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番２４号 草津市野村町４１３番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番２６号 草津市野村町４０１番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目９番３２号 草津市野村町４０２番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１０番１号 草津市野村町３９８番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１０番５号 草津市野村町３９９番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１０番１３号 草津市野村町３９７番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１０番１５号 草津市野村町３９７番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１０番２０号 草津市野村町３７９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１１番１号 草津市野村町３９３番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１１番１２号 草津市野村町３９５番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１２番２号 草津市野村町３９２番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１２番１３号 草津市野村町３９１番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１３番５号 草津市野村町３８９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１３番１０号 草津市野村町３８８番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１３番２９号 草津市野村町３９０番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１４番４号 草津市野村町３３６番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１４番７号 草津市野村町３４１番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１４番１０号 草津市野村町３４２番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１４番１１号 草津市野村町３４６番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１４番１３号 草津市野村町３４８番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１５番４号 草津市野村町３３３番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１５番１５号 草津市野村町３４９番地 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１７番２８号 草津市野村町１５３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村七丁目１７番３０号 草津市野村町１５４番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目２番３号 草津市野村町１２２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目２番１６号 草津市野村町１２３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目２番２３号 草津市野村町１２３番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目３番５号 草津市野村町１２６番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目３番６号 草津市野村町１２５番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目３番７号 草津市野村町１２５番地の８ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目３番９号 草津市野村町１２５番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目４番１号 草津市野村町１２７番地の３ 平成3年5月7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3年5月7日
草津市野村八丁目４番１０号 草津市野村町１３７番地の１ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目４番２２号 草津市野村町１３２番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目６番３号 草津市野村町１３９番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目６番１５号 草津市野村町３５４番地 平成3年5月7日
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草津市野村八丁目６番３５号 草津市野村町１４３番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目６番３７号 草津市野村町１３９番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目６番４１号 草津市野村町１４０番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番５号 草津市野村町１４３番地の３ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番８号 草津市野村町１４５番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番１０号 草津市野村町１４６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番１２号 草津市野村町３５０番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番１３号 草津市野村町３５１番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番１４号 草津市野村町３５２番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番２２号 草津市野村町３５６番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目７番３１号 草津市野村町１４５番地の７ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目８番１号 草津市野村町３６０番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目９番１１号 草津市野村町３６１番地の１３ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目９番１２号 草津市野村町３６１番地の１４ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目９番１３号 草津市野村町３６１番地の１５ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目９番１４号 草津市野村町３６１番地の１６ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目９番１５号 草津市野村町３６１番地の１７ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目９番１７号 草津市野村町３６１番地の１８ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番３号 草津市野村町３６７番地の２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番７号 草津市野村町３６９番地 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番１６号 草津市野村町３６１番地の１９ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番１７号 草津市野村町３６１番地の２０ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番１８号 草津市野村町３６１番地の２１ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番１９号 草津市野村町３６１番地の２２ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番２２号 草津市野村町３６１番地の２４ 平成3年5月7日
草津市野村八丁目１０番３０号 草津市野村町３６６番地の３ 平成3年5月7日
草津市平井一丁目１番４号 草津市平井町３２番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１番５号 草津市平井町３２番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１番６号 草津市平井町３３番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１番１１号 草津市平井町３３番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１番１２号 草津市平井町３１番地の５ 昭和63年4月1日 エーデルマン
草津市平井一丁目１番１３号 草津市平井町３０番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番１号 草津市平井町２９番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番２号 草津市平井町２９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番４号 草津市平井町２９番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番５号 草津市平井町２８番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番７号 草津市平井町２８番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番１０号 草津市平井町２８番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番１５号 草津市平井町２７番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番１７号 草津市平井町２６番地の２ 昭和63年4月1日 六の坪ハイム
草津市平井一丁目２番１９号 草津市平井町２６番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目２番２０号 草津市平井町２６番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番１号 草津市平井町２５番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番２号 草津市平井町２５番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番３号 草津市平井町２５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番４号 草津市平井町２５番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番６号 草津市平井町２５番地の２ 昭和63年4月1日 宇野塾
草津市平井一丁目３番８号 草津市平井町２５番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番１１号 草津市平井町２５番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番１３号 草津市平井町２２番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番１４号 草津市平井町２４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番１６号 草津市平井町２４番地の１ 昭和63年4月1日 みゆきマンシヨン
草津市平井一丁目３番１７号 草津市平井町２３番地の３２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番１８号 草津市平井町２３番地の３１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番１９号 草津市平井町２３番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番２０号 草津市平井町２３番地の３９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番２１号 草津市平井町２３番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目３番２３号 草津市平井町２３番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番３号 草津市平井町５４番地の３３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番１３号 草津市平井町５４番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番１５号 草津市平井町５４番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番１７号 草津市平井町５４番地の３４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番１８号 草津市平井町５４番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番１９号 草津市平井町５４番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番２０号 草津市平井町５４番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番２１号 草津市平井町５４番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番２２号 草津市平井町５４番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番２３号 草津市平井町５４番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番２４号 草津市平井町５４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目４番２５号 草津市平井町５４番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番１号 草津市平井町４８番地の２ 昭和63年4月1日 ハイツ仁王
草津市平井一丁目５番４号 草津市平井町５１番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番７号 草津市平井町５２番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番１０号 草津市平井町５２番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番１１号 草津市平井町５２番地の３ 昭和63年4月1日
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草津市平井一丁目５番１３号 草津市平井町５３番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番１４号 草津市平井町５３番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番１５号 草津市平井町５３番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番１７号 草津市平井町５３番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番２０号 草津市平井町５３番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番２１号 草津市平井町５０番地 昭和63年4月1日 ショツピングセンターいとや

草津市平井一丁目５番２２号 草津市平井町５０番地の１ 昭和63年4月1日 山本マンシヨン
草津市平井一丁目５番２３号 草津市平井町４９番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目５番２４号 草津市平井町３４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番１号 草津市平井町３５番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番４号 草津市平井町３５番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番６号 草津市平井町３７番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番８号 草津市平井町３７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番１０号 草津市平井町３７番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番１２号 草津市平井町３７番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番１４号 草津市平井町３７番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番１５号 草津市平井町４６番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番１７号 草津市平井町４７番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目６番１８号 草津市平井町４７番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目７番１号 草津市平井町３９番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目７番３号 草津市平井町３９番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目７番７号 草津市平井町３９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目７番１１号 草津市平井町３９番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目７番１２号 草津市平井町３９番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目７番１３号 草津市平井町３９番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目７番１５号 草津市平井町３９番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目８番１号 草津市平井町４２番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目８番７号 草津市平井町４２番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目８番１０号 草津市平井町４２番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目８番１１号 草津市平井町４２番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目８番１２号 草津市平井町４２番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目８番１４号 草津市平井町４２番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番１号 草津市平井町４７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番２号 草津市平井町４７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番３号 草津市平井町４６番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番４号 草津市平井町４５番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番８号 草津市平井町４５番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番１１号 草津市平井町４６番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番１３号 草津市平井町４６番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目９番１５号 草津市平井町４７番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番６号 草津市平井町１３８番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番７号 草津市平井町１３８番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番１４号 草津市平井町１３６番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番１６号 草津市平井町１３７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番１７号 草津市平井町１３７番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番１８号 草津市平井町１３７番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番１９号 草津市平井町１３８番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１０番２０号 草津市平井町１３８番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１１番１１号 草津市平井町１４２番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１１番１３号 草津市平井町１４２番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１２番１号 草津市平井町１４８番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１２番２号 草津市平井町１４７番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１２番３号 草津市平井町１４７番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１２番５号 草津市平井町１４７番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番３号 草津市平井町１３６番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番５号 草津市平井町１４５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番７号 草津市平井町１３７番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番８号 草津市平井町１３７番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番１８号 草津市平井町１４３番地 昭和63年4月1日 毛智宇マンシヨン
草津市平井一丁目１３番１９号 草津市平井町１４６番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番２０号 草津市平井町１４６番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番２１号 草津市平井町１４６番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１３番２２号 草津市平井町１４６番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１４番１３号 草津市平井町１３０番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１４番１４号 草津市平井町１３０番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１４番２０号 草津市平井町１３０番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１４番２３号 草津市平井町１３１番地の２ 昭和63年4月1日 から花マンシヨン
草津市平井一丁目１４番２５号 草津市平井町１３４番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番１号 草津市平井町１２９番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２号 草津市平井町１２９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番５号 草津市平井町１２９番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番６号 草津市平井町１２９番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番７号 草津市平井町１２９番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番１０号 草津市平井町１２９番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番１５号 草津市平井町１６３番地の３ 昭和63年4月1日 メゾンベルプレ
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草津市平井一丁目１５番１７号 草津市平井町１６６番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番１８号 草津市平井町１６６番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２０号 草津市平井町１２７番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２２号 草津市平井町１２７番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２３号 草津市平井町１２７番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２４号 草津市平井町１２７番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２５号 草津市平井町１２７番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２６号 草津市平井町１２７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１５番２９号 草津市平井町１２７番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番１号 草津市平井町１６５番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番２号 草津市平井町１６５番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番３号 草津市平井町１６５番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番４号 草津市平井町１６５番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番５号 草津市平井町１６５番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番１７号 草津市平井町２４７番地の１ 昭和63年4月1日 ヴアンベール北川
草津市平井一丁目１６番２０号 草津市平井町２４７番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番２３号 草津市平井町１６５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番２４号 草津市平井町１６６番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番２５号 草津市平井町１６６番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番２６号 草津市平井町１６６番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番２８号 草津市平井町１６６番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番２９号 草津市平井町１６６番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番３１号 草津市平井町１６６番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番３２号 草津市平井町１６５番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１６番３３号 草津市平井町１６３番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１７番２－１０６号 草津市平井町１４９番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１７番２－４０６号 草津市平井町１４９番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１８番２号 草津市平井町１５７番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１８番６号 草津市平井町２５７番地 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１８番７号 草津市平井町２５７番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１８番８号 草津市平井町２５７番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１８番９号 草津市平井町２５７番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井一丁目１８番２９号 草津市平井町１５７番地 昭和63年4月1日 レ・ユニオン西田
草津市平井一丁目１９番１５号 草津市平井町１５７番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１番１７号 草津市平井町２６７番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１番１９号 草津市平井町２６７番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１番２８号 草津市平井町２６６番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目２番１号 草津市平井町２６６番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目２番２号 草津市平井町２６６番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目２番３号 草津市平井町２６６番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目２番８号 草津市平井町２７２番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目２番１６号 草津市平井町２７４番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目３番２号 草津市平井町２６６番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目３番３号 草津市平井町２６６番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目３番４号 草津市平井町２６６番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目３番５号 草津市平井町２６６番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目３番６号 草津市平井町２６６番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目３番１０号 草津市平井町２７１番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目４番１号 草津市平井町２６２番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目４番６号 草津市平井町２６２番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目４番７号 草津市平井町２５７番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目４番８号 草津市平井町２５７番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目４番９号 草津市平井町２５７番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目４番１２号 草津市平井町２５７番地の３０ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目４番１５号 草津市平井町２５７番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番３号 草津市平井町２６２番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番５号 草津市平井町２５７番地の３２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番６号 草津市平井町２５７番地の３３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番７号 草津市平井町２５７番地の３４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番８号 草津市平井町２５７番地の３５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番１６号 草津市平井町２５７番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番１７号 草津市平井町２５７番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番１８号 草津市平井町２５７番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番１９号 草津市平井町２５７番地の３８ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目５番２０号 草津市平井町２６２番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番１号 草津市平井町２５７番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番２号 草津市平井町２５７番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番３号 草津市平井町２５７番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番４号 草津市平井町２５７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番５号 草津市平井町２５７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番６号 草津市平井町２５７番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番７号 草津市平井町２７３番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番１１号 草津市平井町２７４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番２３号 草津市平井町２５１番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目６番２４号 草津市平井町２５６番地 昭和63年4月1日
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草津市平井二丁目６番２５号 草津市平井町２５６番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番１号 草津市平井町２５５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番８号 草津市平井町２５３番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番１１号 草津市平井町２７７番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番１３号 草津市平井町２７７番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番１４号 草津市平井町２７７番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番１６号 草津市平井町２７７番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番１８号 草津市平井町２７９番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番１９号 草津市平井町２８０番地の２ 昭和63年4月1日 フアミーユ草津
草津市平井二丁目７番２１号 草津市平井町２８０番地 昭和63年4月1日 サンシテイユニ
草津市平井二丁目７番２２号 草津市平井町２５４番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番２４号 草津市平井町２５３番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番２５号 草津市平井町２５３番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目７番２６号 草津市平井町２５３番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１６号 草津市平井町２８３番地 昭和63年4月1日 第一ハイツ江美
草津市平井二丁目８番１７号 草津市平井町２８３番地 昭和63年4月1日 第二ハイツ江美
草津市平井二丁目８番１８－１０１号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１０２号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１０３号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１０５号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１０６号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１０７号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１１０号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１１１号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－１１２号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２０２号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２０３号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２０５号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２０６号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２０８号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２１０号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２１１号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－２１２号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３０１号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３０２号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３０３号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３０５号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３０６号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３０７号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３０８号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３１０号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３１１号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８－３１２号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番１８号 草津市平井町２８４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番２２号 草津市平井町２４８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番２５号 草津市平井町２４８番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目８番２７号 草津市平井町２４８番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番５号 草津市平井町２７５番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番６号 草津市平井町２７５番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番７号 草津市平井町２７７番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番８号 草津市平井町２７７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番１１号 草津市平井町２８０番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番１２号 草津市平井町２８１番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番１６号 草津市平井町２８２番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番２１号 草津市平井町２８１番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番２２号 草津市平井町２８１番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番２３号 草津市平井町２８０番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番２５号 草津市平井町２７７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番２７号 草津市平井町２７７番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目９番２８号 草津市平井町２７５番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番１号 草津市平井町２９２番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番４号 草津市平井町２９３番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番８号 草津市平井町２９３番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番１７号 草津市平井町２９０番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番１９号 草津市平井町２９０番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番２０号 草津市平井町２９０番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番２１号 草津市平井町２９０番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１０番２３号 草津市平井町２９０番地の３ 昭和63年4月1日 深田マンシヨン
草津市平井二丁目１０番２５号 草津市平井町２９０番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番１号 草津市平井町２８７番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番２号 草津市平井町２８７番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番３号 草津市平井町２８７番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番４号 草津市平井町２８９番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番８号 草津市平井町２８９番地の４ 昭和63年4月1日 丸十ハイツ
草津市平井二丁目１１番９号 草津市平井町２８７番地の８ 昭和63年4月1日
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草津市平井二丁目１１番１１号 草津市平井町２８９番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番１３号 草津市平井町２８９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番１７号 草津市平井町２８７番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番１９号 草津市平井町２８６番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番２３号 草津市平井町２８５番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番２４号 草津市平井町２８５番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１１番２７号 草津市平井町２８５番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１２番２号 草津市平井町２３６番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１２番４号 草津市平井町２３５番地の５ 昭和63年4月1日 第二片山マンシヨン
草津市平井二丁目１２番５号 草津市平井町２３５番地 昭和63年4月1日 レストラン　ピエール
草津市平井二丁目１２番１０号 草津市平井町２３５番地の１ 昭和63年4月1日 第３片山マンシヨン
草津市平井二丁目１２番１８号 草津市平井町２３４番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１２番１９号 草津市平井町２３７番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１２番２５号 草津市平井町２３８番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１２番２８号 草津市平井町２３８番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番３号 草津市平井町２４５番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番９号 草津市平井町２４４番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番１０号 草津市平井町２４４番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番１１号 草津市平井町２４４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番１２号 草津市平井町２４３番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番１８号 草津市平井町２４０番地 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番２４号 草津市平井町２４２番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番２７号 草津市平井町２４５番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番２８号 草津市平井町２４５番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番３０号 草津市平井町２４５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井二丁目１３番３１号 草津市平井町２４５番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番１号 草津市平井町１９０番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番２号 草津市平井町１９０番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番３号 草津市平井町１９０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番４号 草津市平井町１９４番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番５号 草津市平井町１９４番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番６号 草津市平井町１９４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番７号 草津市平井町１９３番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番９号 草津市平井町１８４番地 昭和63年4月1日 片山マンシヨン
草津市平井三丁目１番１１号 草津市平井町１８５番地の２３ 昭和63年4月1日 西藤マンシヨン
草津市平井三丁目１番１２号 草津市平井町１８５番地の２２ 昭和63年4月1日 コーポ草津
草津市平井三丁目１番１３号 草津市平井町１８５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番１４号 草津市平井町１８４番地の１ 昭和63年4月1日 ハイツ春
草津市平井三丁目１番１５号 草津市平井町１８５番地の４ 昭和63年4月1日 森江マンシヨン
草津市平井三丁目１番１６号 草津市平井町１８５番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番１７号 草津市平井町１８５番地の３０ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番１８号 草津市平井町１８５番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番１９号 草津市平井町１８４番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番２１号 草津市平井町１８５番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１番２２号 草津市平井町１８６番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目２番３号 草津市平井町１８０番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目３番３号 草津市平井町２２９番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目３番１１号 草津市平井町２２０番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目３番１２号 草津市平井町２２０番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目３番１３号 草津市平井町２２０番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目３番１４号 草津市平井町２２０番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目３番１５号 草津市平井町２２０番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番１号 草津市平井町２２０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番３号 草津市平井町２２０番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番５号 草津市平井町２２０番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番７号 草津市平井町２２０番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番８号 草津市平井町２２０番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番１０号 草津市平井町２２０番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番１４号 草津市平井町２１２番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目４番２１号 草津市平井町２０２番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目５番２１号 草津市平井町２１０番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目５番２５号 草津市平井町２１１番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目５番２７号 草津市平井町２１４番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目５番３１号 草津市平井町２１８番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目５番３２号 草津市平井町２２１番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目５番３５号 草津市平井町２２６番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目５番３８号 草津市平井町２３０番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目６番２号 草津市平井町２３２番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目６番３６号 草津市平井町２１６番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目６番３９号 草津市平井町２２３番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目６番４１号 草津市平井町２２４番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目６番４４号 草津市平井町２３１番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目７番１１号 草津市平井町３０７番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目７番２１号 草津市平井町３１２番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目８番１号 草津市平井町３１５番地 昭和63年4月1日
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草津市平井三丁目８番２号 草津市川原町１８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目９番３号 草津市平井町２０５番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目９番５号 草津市平井町２０６番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目９番７号 草津市平井町２０７番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目９番８号 草津市平井町２０８番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目９番９号 草津市平井町２０８番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目９番１０号 草津市平井町２０９番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１０番３号 草津市平井町１９７番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１０番６号 草津市平井町１９９番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１０番７号 草津市平井町２００番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１０番１０号 草津市平井町２０３番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１０番１４号 草津市平井町２０４番地 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１０番３１号 草津市平井町１９５番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井三丁目１０番３３号 草津市平井町１９５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番２号 草津市平井町１２６番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番３号 草津市平井町１２６番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番７号 草津市平井町１２６番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番９号 草津市平井町１２６番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番１０号 草津市平井町１２６番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番１２号 草津市平井町１２３番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番１３号 草津市平井町１２３番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番１５号 草津市平井町１２２番地 昭和63年4月1日 三上マンシヨン
草津市平井四丁目１番１９号 草津市平井町１２１番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番２０号 草津市平井町１２１番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番２３号 草津市平井町１２１番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番２４号 草津市平井町１２１番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番２９号 草津市平井町１２２番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目１番３１号 草津市平井町１２３番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番２号 草津市平井町１７０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番７号 草津市平井町１７０番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番１２号 草津市平井町１６８番地の１ 昭和63年4月1日 西田ハイツ
草津市平井四丁目２番１３号 草津市平井町１６８番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番１４号 草津市平井町１６７番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番１５号 草津市平井町１６７番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番１６号 草津市平井町１６７番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番１７号 草津市平井町１６７番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番２０号 草津市平井町１６７番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番２１号 草津市平井町１７０番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目２番２２号 草津市平井町１７１番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番２号 草津市平井町１７０番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番５号 草津市平井町１６７番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番１０号 草津市平井町１６９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番１２号 草津市平井町１６９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番１８号 草津市平井町１７５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番１９号 草津市平井町１７６番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番２２号 草津市平井町１７６番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番２４号 草津市平井町１８１番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番２５号 草津市平井町１８１番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番２７号 草津市平井町１８２番地 昭和63年4月1日 よしみマンシヨン
草津市平井四丁目３番３２号 草津市平井町１７５番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番３３号 草津市平井町１７５番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番３４号 草津市平井町１７４番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番３５号 草津市平井町１７２番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番３７号 草津市平井町１７２番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番３８号 草津市平井町１７２番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番３９号 草津市平井町１７２番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目３番４０号 草津市平井町１７２番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番１号 草津市平井町１１９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番３号 草津市平井町１１９番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番５号 草津市平井町１１９番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番６号 草津市平井町１１９番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番７号 草津市平井町１１９番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番９号 草津市平井町１２０番地 昭和63年4月1日 高内マンシヨン
草津市平井四丁目４番１６号 草津市平井町１１７番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番１８号 草津市平井町１１８番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番１９号 草津市平井町１１８番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番２０号 草津市平井町１１８番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番２１号 草津市平井町１１８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番２２号 草津市平井町１１８番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番２３号 草津市平井町１１８番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目４番２４号 草津市平井町１１８番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番１号 草津市平井町１１５番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番２号 草津市平井町１１６番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番３号 草津市平井町１１６番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番４号 草津市平井町１１６番地の７ 昭和63年4月1日
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草津市平井四丁目５番５号 草津市平井町１１６番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番６号 草津市平井町１１６番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番１２号 草津市平井町１１６番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番１５号 草津市平井町１１４番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番１６号 草津市平井町１１３番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番１８号 草津市平井町１１１番地の３ 昭和63年4月1日 三上荘
草津市平井四丁目５番２１号 草津市平井町１０８番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番２４号 草津市平井町１０８番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番２５号 草津市平井町１０８番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番２６号 草津市平井町１０８番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番２８号 草津市平井町１０９番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番２９号 草津市平井町１０９番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番３０号 草津市平井町１０９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番３１号 草津市平井町１０９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目５番３４号 草津市平井町１１０番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目６番１０号 草津市平井町１０６番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目６番１２号 草津市平井町１０２番地の１ 昭和63年4月1日 宇久ハイツ
草津市平井四丁目６番１４号 草津市平井町１０２番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目６番２３号 草津市平井町１０４番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目６番２７号 草津市平井町１０４番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目７番３号 草津市平井町９２番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目７番１２号 草津市平井町９５番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目７番３１号 草津市平井町８９番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目８番６号 草津市平井町４２２番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目８番７号 草津市平井町４２２番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目８番１１号 草津市平井町４２２番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目８番１８号 草津市平井町１１１番地 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目８番２２号 草津市平井町４１８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目８番２３号 草津市平井町４１９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井四丁目８番２５号 草津市平井町４１８番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番１号 草津市平井町２２番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番３号 草津市平井町２２番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番４号 草津市平井町２２番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番６号 草津市平井町２２番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番７号 草津市平井町２２番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番８号 草津市平井町２２番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番１０号 草津市平井町２４番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番１２号 草津市平井町２２番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番１３号 草津市平井町１９番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番１５号 草津市平井町１９番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番１７号 草津市平井町１９番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番１８号 草津市平井町２２番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番２１号 草津市平井町２２番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１番２２号 草津市平井町２２番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目２番５号 草津市平井町１９番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目２番６号 草津市平井町１９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目２番９号 草津市平井町１９番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目２番１１号 草津市平井町１９番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目２番１３号 草津市平井町１６番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目２番１４号 草津市平井町１６番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番４号 草津市平井町１３番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番５号 草津市平井町１３番地の２１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番６号 草津市平井町１３番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番９号 草津市平井町１３番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番１０号 草津市平井町１３番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番１１号 草津市平井町１３番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番１２号 草津市平井町１３番地の２７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番１３号 草津市平井町１３番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番１４号 草津市平井町１３番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目３番１６号 草津市平井町８番地の３６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番１号 草津市平井町８番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番３号 草津市平井町８番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番５号 草津市平井町８番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番７号 草津市平井町８番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番８号 草津市平井町８番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番１１号 草津市平井町８番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番１２号 草津市平井町８番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番１４号 草津市平井町１番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番１５号 草津市平井町１番地の４４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目４番１６号 草津市平井町１番地の４５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番１号 草津市平井町１０番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番３号 草津市平井町１０番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番４号 草津市平井町１０番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番７号 草津市平井町１０番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番８号 草津市平井町１番地の２３ 昭和63年4月1日
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草津市平井五丁目５番１０号 草津市平井町１番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番１２号 草津市平井町１番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番１４号 草津市平井町１番地の２７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番１５号 草津市平井町１番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番１６号 草津市平井町１番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番１７号 草津市平井町１番地の３０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２０号 草津市平井町１番地の３１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２１号 草津市平井町１番地の３２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２２号 草津市平井町１番地の３３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２５号 草津市平井町１番地の４２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２６号 草津市平井町１番地の４１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２７号 草津市平井町１番地の３５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２８号 草津市平井町１番地の３７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番２９号 草津市平井町１番地の３８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番３０号 草津市平井町１０番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目５番３３号 草津市平井町１０番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番２号 草津市平井町１０番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番４号 草津市平井町１０番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番５号 草津市平井町１０番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番６号 草津市平井町１０番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番８号 草津市平井町１番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番１０号 草津市平井町１番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番１１号 草津市平井町１番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番１２号 草津市平井町１番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番１３号 草津市平井町１番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番１７号 草津市平井町１番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番２２号 草津市平井町１番地の２１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番２３号 草津市平井町１番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番２４号 草津市平井町１０番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番２５号 草津市平井町１０番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目６番２６号 草津市平井町１０番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番２号 草津市平井町１０番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番６号 草津市平井町１０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番７号 草津市平井町１０番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番９号 草津市平井町１番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番１０号 草津市平井町１番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番１３号 草津市平井町１番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番１４号 草津市平井町１番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番１７号 草津市平井町１番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番１８号 草津市平井町１番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番１９号 草津市平井町１番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番２１号 草津市平井町１番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番２２号 草津市平井町１番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番２４号 草津市平井町１０番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番２５号 草津市平井町１０番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目７番２７号 草津市平井町１０番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目８番１２号 草津市平井町４２４番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目８番１３号 草津市平井町４２４番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目８番１４号 草津市平井町４２４番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目８番１６号 草津市平井町４２４番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目８番１７号 草津市平井町４２４番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目８番２６号 草津市平井町１番地の４０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番１号 草津市平井町４２４番地の３２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番２号 草津市平井町４２４番地の３１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番３号 草津市平井町４２４番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番５号 草津市平井町４２４番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番６号 草津市平井町４２４番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番７号 草津市平井町４２４番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番８号 草津市平井町４２４番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番１１号 草津市平井町４２４番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目９番１５号 草津市平井町４２４番地の３４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１０番２１号 草津市平井町４２４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１０番３２号 草津市平井町４２４番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１１番２号 草津市平井町８７番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１１番５号 草津市平井町８７番地の１ 昭和63年4月1日 平井マンション
草津市平井五丁目１２番５号 草津市平井町８４番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番７号 草津市平井町８４番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番８号 草津市平井町８４番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番９号 草津市平井町８４番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２０号 草津市平井町７６番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２１号 草津市平井町７６番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２２号 草津市平井町７７番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２３号 草津市平井町８０番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２４号 草津市平井町８０番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２５号 草津市平井町８１番地の４ 昭和63年4月1日
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草津市平井五丁目１２番２６号 草津市平井町８１番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２７号 草津市平井町８０番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１２番２８号 草津市平井町８０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番３号 草津市平井町７６番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番４号 草津市平井町７６番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番５号 草津市平井町７６番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番６号 草津市平井町７６番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１０号 草津市平井町７５番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１２号 草津市平井町７５番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１３号 草津市平井町７５番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１４号 草津市平井町７５番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１５号 草津市平井町７５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１６号 草津市平井町７５番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１８号 草津市平井町７５番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番１９号 草津市平井町７５番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番２３号 草津市平井町７５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番２４号 草津市平井町８３番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番２６号 草津市平井町８３番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番２７号 草津市平井町８３番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１３番２９号 草津市平井町８３番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１４番１号 草津市平井町７５番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１４番２号 草津市平井町７５番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１４番５号 草津市平井町７９番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１４番１０号 草津市平井町７５番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１４番１１号 草津市平井町７５番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番２号 草津市平井町６８番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番３号 草津市平井町６８番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番５号 草津市平井町７０番地の１ 昭和63年4月1日 松本マンション
草津市平井五丁目１５番６号 草津市平井町７０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番９号 草津市平井町７３番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番１０号 草津市平井町７３番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番１２号 草津市平井町７３番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番１３号 草津市平井町７３番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番１４号 草津市平井町７３番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番１５号 草津市上笠町７４番地 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番２３号 草津市平井町７１番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番２４号 草津市平井町７１番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番２５号 草津市平井町７０番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番２６号 草津市平井町６９番地 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番３０号 草津市平井町６９番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番３１号 草津市平井町６９番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番３２号 草津市平井町６９番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１５番３３号 草津市平井町６９番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番１号 草津市平井町６７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番２号 草津市平井町６７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番３号 草津市平井町６７番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番７号 草津市平井町６５番地 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番１４号 草津市平井町６５番地の５ 昭和63年4月1日 第１優和ハイツ
草津市平井五丁目１６番１６号 草津市平井町６５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番１７号 草津市平井町６５番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番２０号 草津市平井町６５番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番２１号 草津市平井町６６番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番２２号 草津市平井町６８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番２４号 草津市平井町６８番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番２５号 草津市平井町６８番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１６番２６号 草津市平井町６８番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番３号 草津市平井町５９番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番４号 草津市平井町５９番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番６号 草津市平井町５９番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番７号 草津市平井町５９番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番８号 草津市平井町５９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番１０号 草津市平井町５９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番１２号 草津市平井町６０番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番２０号 草津市平井町６２番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番２５号 草津市平井町６４番地の１ 昭和63年4月1日 白木マンション
草津市平井五丁目１７番３０号 草津市平井町６１番地 昭和63年4月1日 寺田マンション
草津市平井五丁目１７番３１号 草津市平井町６０番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１７番３２号 草津市平井町５９番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番１号 草津市平井町５６番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番３号 草津市平井町５６番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番５号 草津市平井町５７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番１２号 草津市平井町５７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番１５号 草津市平井町５８番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番１６号 草津市平井町５８番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番１７号 草津市平井町５８番地の４ 昭和63年4月1日
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草津市平井五丁目１８番１８号 草津市平井町５８番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番１９号 草津市平井町５８番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番２０号 草津市平井町５８番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番２１号 草津市平井町５８番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番２３号 草津市平井町５８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番２４号 草津市平井町５８番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井五丁目１８番２７号 草津市平井町５６番地の３ 昭和63年4月1日 オサムマンシヨン
草津市平井六丁目１番１号 草津市平井町４３８番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目１番６号 草津市平井町４３８番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番１号 草津市平井町４３８番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番２号 草津市平井町４３８番地の２１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番３号 草津市平井町４３８番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番４号 草津市平井町４３８番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番５号 草津市平井町４３８番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番６号 草津市平井町４３８番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番７号 草津市平井町４３８番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番１４号 草津市平井町４３８番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番１５号 草津市平井町４３８番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番１６号 草津市平井町４３８番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目２番１８号 草津市平井町４３８番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番３号 草津市平井町４２５番地の５１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番５号 草津市平井町４２５番地の４１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番７号 草津市平井町４２５番地の３１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番９号 草津市平井町４２５番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番１１号 草津市平井町４４０番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番１２号 草津市平井町４４０番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番１６号 草津市平井町４４０番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番１８号 草津市平井町４４０番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番１９号 草津市平井町４４０番地の２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番２４号 草津市平井町４３８番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番２６号 草津市平井町４３８番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番２７号 草津市平井町４３８番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番２８号 草津市平井町４３８番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番２９号 草津市平井町４３８番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番３２号 草津市平井町４３８番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番３３号 草津市平井町４３８番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目３番３４号 草津市平井町４３８番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目４番１号 草津市平井町４３８番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番２号 草津市平井町４４０番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番４号 草津市平井町４４０番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番５号 草津市平井町４４０番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番９号 草津市平井町４４０番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１０号 草津市平井町４４０番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１１号 草津市平井町４４０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１２号 草津市平井町４２５番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１３号 草津市平井町４２５番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１５号 草津市平井町４２５番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１６号 草津市平井町４２５番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１７号 草津市平井町４２５番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１８号 草津市平井町４２５番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番１９号 草津市平井町４２５番地の９ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番２０号 草津市平井町４２５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目５番２１号 草津市平井町４２５番地の７ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番４号 草津市平井町４２５番地の４９ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番５号 草津市平井町４２５番地の４４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番６号 草津市平井町４２５番地の３９ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番８号 草津市平井町４２５番地の３４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番９号 草津市平井町４２５番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番１０号 草津市平井町４２５番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番１２号 草津市平井町４２５番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番１３号 草津市平井町４２５番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番１６号 草津市平井町４２５番地の３０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番１７号 草津市平井町４２５番地の３５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番１８号 草津市平井町４２５番地の４０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目６番２０号 草津市平井町４２５番地の５０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番４号 草津市平井町４２５番地の４７ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番５号 草津市平井町４２５番地の４２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番６号 草津市平井町４２５番地の３７ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番７号 草津市平井町４２５番地の２７ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番１２号 草津市平井町４２５番地の２１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番１３号 草津市平井町４２５番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番１６号 草津市平井町４２５番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番１７号 草津市平井町４２５番地の３３ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番１８号 草津市平井町４２５番地の３８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目７番１９号 草津市平井町４２５番地の４３ 昭和63年4月1日
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草津市平井六丁目７番２０号 草津市平井町４２５番地の４８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番１１号 草津市平井町４１２番地 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番１５号 草津市平井町４１１番地 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番１６号 草津市上笠町４０８番地の３ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番２１号 草津市平井町４０７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番２３号 草津市平井町４０７番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番２５号 草津市平井町４０５番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番２７号 草津市平井町４０５番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番２８号 草津市平井町４０５番地 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目８番３１号 草津市平井町４０５番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番１号 草津市平井町４０５番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番５号 草津市平井町４０５番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番６号 草津市平井町４０５番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番７号 草津市平井町４０５番地の８ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番９号 草津市平井町４０５番地の６ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番１０号 草津市平井町４０５番地の５ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番１１号 草津市平井町４０５番地の４ 昭和63年4月1日
草津市平井六丁目９番１２号 草津市平井町４０５番地の３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番２号 草津市川原町３７６番地の３１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番６号 草津市川原町３７６番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番７号 草津市川原町３７６番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番１０号 草津市川原町３７６番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番１１号 草津市川原町３７６番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番１８号 草津市川原町３７６番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番１９号 草津市川原町３７６番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目１番２１号 草津市川原町３７６番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番３号 草津市川原町３７６番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番４号 草津市川原町３７６番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番５号 草津市川原町３７６番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番７号 草津市川原町３７６番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番１０号 草津市川原町３７６番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番１５号 草津市川原町３７６番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番１６号 草津市川原町３７６番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番１７号 草津市川原町３７６番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番１８号 草津市川原町３７６番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目２番２０号 草津市川原町３７６番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目３番１号 草津市川原町４５７番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目３番２号 草津市川原町４５７番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目３番３号 草津市川原町４５７番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目３番５号 草津市川原町４５７番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目３番１０号 草津市川原町４５７番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１号 草津市川原町４６０番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番３号 草津市川原町４６０番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番６号 草津市川原町４６０番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番８号 草津市川原町４６０番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番９号 草津市川原町４６０番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１０号 草津市川原町４６０番地の５ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１１号 草津市川原町４６０番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１２号 草津市川原町４６６番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１５号 草津市川原町４６６番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１６号 草津市川原町４６６番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１７号 草津市川原町４６６番地の２１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１８号 草津市川原町４６６番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番１９号 草津市川原町４６６番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番２０号 草津市川原町４６６番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番２１号 草津市川原町４６６番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番２２号 草津市川原町４６６番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番２７号 草津市川原町４６４番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番２８号 草津市川原町４６３番地の９ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番３４号 草津市川原町４５９番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番３５号 草津市川原町４５９番地の３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番３６号 草津市川原町４５９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番３７号 草津市川原町４５９番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番３８号 草津市川原町４６０番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目４番３９号 草津市川原町４６０番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２号 草津市川原町４７０番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番６号 草津市川原町４７０番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番１６号 草津市川原町４６６番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番１７号 草津市川原町４６６番地の３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番１９号 草津市川原町４６６番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２０号 草津市川原町４６６番地の５ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２１号 草津市川原町４６６番地の６ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２２号 草津市川原町４６６番地の７ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２３号 草津市川原町４６６番地の８ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２４号 草津市川原町４６６番地の９ 昭和63年4月1日
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草津市川原一丁目５番２５号 草津市川原町４６６番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２６号 草津市川原町４６６番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２７号 草津市川原町４６６番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目５番２９号 草津市川原町４６０番地の８ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目６番６号 草津市川原町４７３番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目６番１０号 草津市川原町４７１番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目６番１４号 草津市川原町４７５番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目６番１７号 草津市川原町４７６番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目６番２２号 草津市川原町４７９番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目６番２５号 草津市川原町４８１番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目７番３号 草津市川原町４８２番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目７番８号 草津市川原町４７８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目７番１０号 草津市川原町４７７番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目７番１５号 草津市川原町４２５番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目７番１７号 草津市川原町４２５番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目７番２３号 草津市川原町４２２番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目７番３７号 草津市川原町１番地の６ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目８番１９号 草津市川原町８２番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目８番２０号 草津市川原町８１番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目８番２２号 草津市川原町８０番地 昭和63年4月1日
草津市川原一丁目８番４８号 草津市川原町５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番１号 草津市野村町３７３番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２号 草津市野村町３７３番地の３３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番３号 草津市野村町３７３番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番４号 草津市野村町３７３番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番５号 草津市野村町３７９番地の８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番６号 草津市野村町３７９番地の７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番７号 草津市野村町３７９番地の６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番９号 草津市川原町３７６番地の７７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番１０号 草津市川原町３７６番地の７８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番１１号 草津市川原町３７６番地の７９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番１２号 草津市川原町３７６番地の８０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番１３号 草津市川原町３７６番地の８１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番１５号 草津市川原町３７６番地の８２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番１９号 草津市川原町３７６番地の６９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２０号 草津市川原町３７６番地の７０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２１号 草津市川原町３７６番地の７１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２２号 草津市川原町３７６番地の７２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２４号 草津市川原町３７６番地の７３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２５号 草津市川原町３７６番地の７４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２６号 草津市川原町３７６番地の７５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２７号 草津市野村町３７９番地の５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２８号 草津市野村町３７９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番２９号 草津市野村町３７３番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番３１号 草津市野村町３７３番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番３３号 草津市野村町３７３番地の３４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番３４号 草津市野村町３７３番地の３５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１番３５号 草津市野村町３７３番地の３６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番４号 草津市野村町３７３番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番５号 草津市野村町３７３番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番６号 草津市野村町３７３番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番７号 草津市野村町３７３番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番９号 草津市野村町３７３番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１０号 草津市野村町３７３番地の２１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１１号 草津市川原町３７６番地の６１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１３号 草津市川原町３７６番地の６２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１４号 草津市川原町３７６番地の６３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１５号 草津市川原町３７６番地の６４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１６号 草津市川原町３７６番地の６５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１７号 草津市川原町３７６番地の６６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番１８号 草津市川原町３７６番地の６７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目２番２１号 草津市川原町３７６番地の６８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番４号 草津市川原町３７６番地の５９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番７号 草津市川原町３７６番地の５７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番８号 草津市川原町３７６番地の５６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番９号 草津市川原町３７６番地の５５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番１１号 草津市川原町３７６番地の５４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番１２号 草津市川原町３７６番地の５３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番１３号 草津市川原町３７６番地の５２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番１４号 草津市川原町３７６番地の５１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目３番１６号 草津市川原町３７６番地の５０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番１号 草津市川原町３７６番地の４９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番３号 草津市川原町３７６番地の４８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番５号 草津市川原町３７６番地の４７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番６号 草津市川原町３７６番地の４６ 昭和63年4月1日
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草津市川原二丁目４番８号 草津市川原町３７６番地の４５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番１０号 草津市川原町３７６番地の４４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番１１号 草津市川原町３７６番地の４３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番１４号 草津市川原町３７６番地の４１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番１５号 草津市川原町３７６番地の３９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番１８号 草津市川原町３７６番地の３８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番２０号 草津市川原町３７６番地の３７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番２２号 草津市川原町３７６番地の３６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番２３号 草津市川原町３７６番地の３５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番２４号 草津市川原町３７６番地の３４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番２６号 草津市川原町３７６番地の３３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目４番２７号 草津市川原町３７６番地の３２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番３号 草津市川原町３８２番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番１４号 草津市川原町３７７番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番１５号 草津市川原町３７７番地の１０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番１７号 草津市川原町３７７番地の９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番１８号 草津市川原町３７７番地の８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番１９号 草津市川原町３７７番地の７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番２１号 草津市川原町３７７番地の６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番２２号 草津市川原町３７７番地の５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番２３号 草津市川原町４４８番地の２４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目５番２６号 草津市川原町４４８番地の２５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番４号 草津市川原町４４８番地の２６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番６号 草津市川原町４４８番地の２７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番７号 草津市川原町４４８番地の２８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番８号 草津市川原町４４８番地の２９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番１１号 草津市川原町４４８番地の３０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番１４号 草津市川原町４４８番地の３１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番１６号 草津市川原町４４８番地の３２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番１７号 草津市川原町４４８番地の３３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番１９号 草津市川原町４４８番地の３４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目６番２０号 草津市川原町４４８番地の３５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番７号 草津市川原町４４８番地の１１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番８号 草津市川原町４４８番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１０号 草津市川原町４４８番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１２号 草津市川原町４４８番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１３号 草津市川原町４４８番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１４号 草津市川原町４４８番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１５号 草津市川原町４４８番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１６号 草津市川原町４４８番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１７号 草津市川原町４４８番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１８号 草津市川原町４４８番地の２１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番１９号 草津市川原町４４８番地の２２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目７番２０号 草津市川原町４４８番地の２３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目８番２号 草津市川原町３７７番地の２０ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目８番３号 草津市川原町３７７番地の１９ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目８番４号 草津市川原町３７７番地の１８ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目８番６号 草津市川原町３７７番地の１７ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目８番７号 草津市川原町３７７番地の１６ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目８番９号 草津市川原町３７７番地の１５ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目８番１０号 草津市川原町３７７番地の１４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－１０１号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－１０２号 草津市川原町３８５番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－１０３号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－１０４号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－１０５号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－２０１号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日 宇田マンシヨン
草津市川原二丁目９番１－２０２号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－２０３号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－２０４号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－２０５号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－３０１号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－３０２号 草津市川原町３８５番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－３０３号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－３０４号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－３０５号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－４０１号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－４０２号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－４０３号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－４０４号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－４０５号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－５０１号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－５０２号 草津市川原町３８５番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－５０３号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１－５０４号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
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草津市川原二丁目９番１－５０５号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１号 草津市川原町３８５番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１５号 草津市川原町３９３番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番１９号 草津市川原町３９６番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番２３号 草津市川原町３９４番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目９番２５号 草津市川原町３９５番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１０番１号 草津市川原町４４５番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１０番４号 草津市川原町４０６番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１０番９号 草津市川原町４０８番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１０番１２号 草津市川原町４４１番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１０番１５号 草津市川原町４３５番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１１番１号 草津市川原町４０４番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１１番５号 草津市川原町４０１番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１１番８号 草津市川原町３９７番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１１番１１号 草津市川原町３９９番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１１番１３号 草津市川原町３９９番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１１番１４号 草津市川原町３９９番地の３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１１番１６号 草津市川原町４００番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１２番３号 草津市川原町３１３番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１２番２５号 草津市川原町３０６番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１２番３１号 草津市川原町３１２番地 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１３番３０号 草津市川原町３７７番地の１３ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１３番３１号 草津市川原町３７７番地の１２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１４番１６号 草津市川原町３７４番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１４番３０号 草津市川原町３７５番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１５番２号 草津市川原町３５４番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原二丁目１５番３号 草津市川原町３５５番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番３号 草津市川原町４３０番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番８号 草津市川原町４３７番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番１１号 草津市川原町４３９番地の２ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番１６号 草津市川原町４１７番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番２０号 草津市川原町４１６番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番３１号 草津市川原町４２１番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番３４号 草津市川原町４２０番地の３ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目１番４３号 草津市川原町４２７番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目２番１８号 草津市川原町４１５番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目２番２２号 草津市川原町４１２番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目２番２３号 草津市川原町４１４番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目２番２５号 草津市川原町４１０番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目３番２号 草津市川原町１８２番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目３番８号 草津市川原町１８１番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目３番９号 草津市川原町１７８番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目３番１２号 草津市川原町１７７番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目４番３号 草津市川原町９４番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目４番１３号 草津市川原町９６番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目４番３１号 草津市川原町１１３番地の４ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目４番４１号 草津市川原町９８番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目５番１０号 草津市川原町８４番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目５番１９号 草津市川原町８８番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目５番２５号 草津市川原町８６番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目５番２７号 草津市川原町８５番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目５番２９号 草津市川原町８３番地 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目６番６号 草津市川原町７８番地の５ 昭和63年4月1日
草津市川原三丁目７番１号 草津市川原町６９番地の３ 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目１番２号 草津市川原町１７６番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目１番６号 草津市川原町１８０番地 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目１番１２号 草津市川原町１８６番地 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目１番１８号 草津市川原町１９４番地 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目２番６号 草津市川原町２０１番地 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目３番２号 草津市川原町２８８番地 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目７番５号 草津市川原町１７１番地の１ 昭和63年4月1日
草津市川原四丁目８番４号 草津市川原町１６２番地の５ 昭和63年4月1日
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