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旧新対照表

本町１丁目 ……… １

本町２丁目 ……… ８

本町３丁目 ……… ２１

新旧対照表

本町１丁目 ……… ３５

本町２丁目 ……… ４２

本町３丁目 ……… ５３



旧　新　対　照　表



本　町　１　丁　目



旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町１丁目２番１号（６Ｆ） ※第二吉田ビル(１Ｆ居酒屋かっぱ、２Ｆ居酒屋かっぱ天国、６Ｆ麻雀かっぱ) 有限会社　スリーアップ ｽﾘｰｱﾂﾌﾟ 本町１丁目１番６号（６Ｆ）

本町１丁目２番１号 ※第二吉田ビル（カラオケバンバン我孫子店（３、４Ｆ）） 株式会社　シン・コーポレーション ｼﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ 本町１丁目１番６号

本町１丁目２番１号 本町１丁目１番７号

本町１丁目２番１号 本町１丁目１番７号

本町１丁目２番１号 本町１丁目１番７号

本町１丁目２番２号 （しちりん我孫子店） 有限会社　セブン企画 ｾﾌﾞﾝｷｶｸ 本町１丁目１番８号

本町１丁目２番２号 本町１丁目１番８号

本町１丁目２番２号 ライフ我孫子１階 おがわ亭 ｵｶﾞﾜﾃｲ 本町１丁目１番１０号

本町１丁目２番２号 ※ライフ我孫子(1F)（海鮮処いわい） 有限会社　岩井産業 ｲﾜｲｻﾝｷﾞｮｳ 本町１丁目１番１０号

本町１丁目２番２－２０１号 ライフ我孫子 鈴木よしなり司法書士事務所 本町１丁目１番１０－２０１号

本町１丁目２番２－２０２号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－２０２号

本町１丁目２番２－２０３号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－２０３号

本町１丁目２番２－２０６号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－２０６号

本町１丁目２番２－３０１号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－３０１号

本町１丁目２番２－３０５号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－３０５号

本町１丁目２番２－３０６号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－３０６号

本町１丁目２番２－４０２号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－４０２号

本町１丁目２番２－４０６号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－４０６号

本町１丁目２番２－５０２号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－５０２号

本町１丁目２番２－５０３号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－５０３号

本町１丁目２番２－５０５号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－５０５号

本町１丁目２番２－５０６号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－５０６号

本町１丁目２番２－６０５号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－６０５号

本町１丁目２番２－６０６号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－６０６号

本町１丁目２番２－７０２号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－７０２号

本町１丁目２番２－７０６号 ライフ我孫子 本町１丁目１番１０－７０６号

本町１丁目２番３号 ※青木ビル(B1F) お食事処　くつろぎ 本町１丁目１番１１号

本町１丁目２番３－１０１号 ※青木ビル（美容室ラッキーヘアー） 合同会社　フォート ﾌｫｰﾄ 本町１丁目１番１１－１０１号

本町１丁目２番３号 ※青木ビル(102) バーヴァン・ヌフ 本町１丁目１番１１号

本町１丁目２番３号 青木ビル１階 お賀川 ｵｶﾞﾜ 本町１丁目１番１１号

本町１丁目２番３号 青木ビル２Ｆ 我孫子健康歯科 ｱﾋﾞｺｹﾝｺｳｼｶ 本町１丁目１番１１号

本町１丁目２番３号 ※青木ビル(203) お好み焼き　くいだおれ 本町１丁目１番１１号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町１丁目２番３号 ※青木ビル(204) すなっく　幸 本町１丁目１番１１号

本町１丁目２番３－３０２号 青木ビル 本町１丁目１番１１－３０２号

本町１丁目２番３－３０３号 青木ビル 本町１丁目１番１１－３０３号

本町１丁目２番３－４０１号 青木ビル 本町１丁目１番１１－４０１号

本町１丁目２番３－４０２号 青木ビル 本町１丁目１番１１－４０２号

本町１丁目２番３－４０４号 ※青木ビル 本町１丁目１番１１－４０４号

本町１丁目２番３－５０１号 青木ビル 本町１丁目１番１１－５０１号

本町１丁目２番３－５０２号 青木ビル 本町１丁目１番１１－５０２号

本町１丁目２番３－６０１号 青木ビル 本町１丁目１番１１－６０１号

本町１丁目２番３－６０１号 青木ビル 株式会社　西村 ﾆｼﾑﾗ 本町１丁目１番１１－６０１号

本町１丁目２番３－６０３号 青木ビル 本町１丁目１番１１－６０３号

本町１丁目２番３号 本町１丁目１番１４号

本町１丁目２番３号 青木工業　有限会社 ｱｵｷｺｳｷﾞﾖｳ 本町１丁目１番１４号

本町１丁目２番５号 本町２丁目５番９号

本町１丁目２番７号 本町１丁目２番１号

本町１丁目２番７号 本町１丁目２番２２号

本町１丁目２番９号 本町１丁目２番２１号

本町１丁目２番９号 本町１丁目２番２１号

本町１丁目２番９号 本町１丁目１番２１号

本町１丁目２番１０－１０１号 ハイシティ我孫子 おぎの司法書士事務所 本町１丁目１番１７－１０１号

本町１丁目２番１０－２０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－２０１号

本町１丁目２番１０号 ※ハイシティ我孫子(202) 有限会社　遠藤昇美容室 ｴﾝﾄﾞｳﾉﾎﾞﾙﾋﾞﾖｳｼﾂ 本町１丁目１番１７号

本町１丁目２番１０－２０４号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－２０４号

本町１丁目２番１０－３０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－３０１号

本町１丁目２番１０－３０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－３０２号

本町１丁目２番１０－３０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－３０３号

本町１丁目２番１０－４０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－４０２号

本町１丁目２番１０－４０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－４０３号

本町１丁目２番１０－５０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－５０１号

本町１丁目２番１０－５０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－５０２号

本町１丁目２番１０－５０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－５０３号

本町１丁目２番１０－６０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－６０１号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町１丁目２番１０－６０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－６０２号

本町１丁目２番１０－６０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－６０３号

本町１丁目２番１０－７０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－７０１号

本町１丁目２番１０－７０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－７０２号

本町１丁目２番１０－７０２号 ハイシティ我孫子 有限会社　ＥＲＳ 本町１丁目１番１７－７０２号

本町１丁目２番１０－７０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目１番１７－７０３号

本町１丁目２番１０－７０３号 ※ハイシティ我孫子 株式会社　ケイアンドケイ ｹｲｱﾝﾄﾞｹｲ 本町１丁目１番１７－７０３号

本町１丁目２番１３号 本町１丁目１番２０号

本町１丁目２番１４号 本町１丁目１番２４号

本町１丁目２番１５号 本町１丁目１番２５号

本町１丁目３番１号 本町１丁目２番５号

本町１丁目３番１号 本町１丁目２番６号

本町１丁目３番１号 本町１丁目２番６号

本町１丁目３番２号 本町１丁目３番５１号

本町１丁目３番２号 本町１丁目３番５１号

本町１丁目３番３号 ※ＢＫビル(1F) 有限会社　文化堂 ﾌﾞﾝｶﾄﾞｳ 本町２丁目５番１４号

本町１丁目３番３号 ＢＫビル２Ｆ 全日本真正空手道連盟　真正会　iDojo　千葉東葛・我孫子支部 本町２丁目５番１４号

本町１丁目３番３号 ＢＫビル２Ｆ ナチュラル　モダンバレエスタジオ 本町２丁目５番１４号

本町１丁目３番３号 ※ＢＫビル３階 一般財団法人　日本青年協会 ﾆﾎﾝｾｲﾈﾝｷｮｳｶｲ 本町２丁目５番１４号

本町１丁目３番３号 ※ＢＫビル(4F) ライフマイスター株式会社　千葉西支店 本町２丁目５番１４号

本町１丁目３番３号 ※ＢＫビル(4F) 株式会社　アルファスプリング 本町２丁目５番１４号

本町１丁目３番３号 ※ＢＫビル(5F) 本町２丁目５番１４号

本町１丁目３番５号 本町１丁目３番５号

本町１丁目３番５号 株式会社　奥山商店 ｵｸﾔﾏｼﾖｳﾃﾝ 本町１丁目３番５号

本町１丁目３番６号 本町１丁目３番６号

本町１丁目３番６号 本町１丁目３番６号

本町１丁目３番６号 本町１丁目３番７号

本町１丁目３番６号 有限会社　まきや商店 ﾏｷﾔｼﾖｳﾃﾝ 本町１丁目３番７号

本町１丁目３番７－２０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－２０１号

本町１丁目３番７－３０１号 ※ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－３０１号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町１丁目３番７－３０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－３０２号

本町１丁目３番７－４０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－４０１号

本町１丁目３番７－４０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－４０２号

本町１丁目３番７－５０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－５０２号

本町１丁目３番７－６０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－６０１号

本町１丁目３番７－６０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－６０２号

本町１丁目３番７－７０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－７０１号

本町１丁目３番７－７０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－７０２号

本町１丁目３番７－８０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番８－８０１号

本町１丁目３番７－８０１号 ローマンブリッジ 株式会社　ＢＳ－ＡＲＫ ﾋﾞｰｴｽｱｰｸ 本町１丁目３番８－８０１号

本町１丁目３番７－８０１号 ローマンブリッジ 石橋クリニック　石橋　弘成 ｲｼﾊﾞｼｸﾘﾆｯｸｲｼﾊﾞｼﾋﾛｼｹﾞ 本町１丁目３番８－８０１号

本町１丁目３番９号 本町１丁目３番９号

本町１丁目３番１１号 本町１丁目３番１３号

本町１丁目３番１４号 本町１丁目３番５０号

本町１丁目３番１４号 本町１丁目３番５０号

本町１丁目３番１４号 株式会社　丸元 ﾏﾙｹﾞﾝ 本町１丁目３番５０号

本町１丁目３番１５号 本町１丁目２番１２号

本町１丁目３番１５号 ギャラリー翠 ｷﾞｬﾗﾘｰｽｲ 本町１丁目２番１２号

本町１丁目３番１６号 本町１丁目２番１５号

本町１丁目３番２２号 本町１丁目２番８号

本町１丁目３番２２号 本町１丁目２番１１号

本町１丁目３番２２号 本町１丁目２番１１号

本町１丁目４番１号 本町１丁目３番１４号

本町１丁目４番２号 ※松岡ビル（我孫子営業所） 株式会社　マルサンテクノス ﾏﾙｻﾝﾃｸﾉｽ 本町１丁目３番１７号

本町１丁目４番２号 本町１丁目３番１８号

本町１丁目４番２号 本町１丁目３番１８号

本町１丁目４番２号 本町１丁目３番１８号

本町１丁目４番２号 有限会社　ヤツギ ﾔﾂｷﾞ 本町１丁目３番１８号

本町１丁目４番４号 ※高橋ビル 本町１丁目３番２３号

本町１丁目４番４号 高橋ビル１階（ナガイ動物病院） 株式会社　ＮＡＨ ｴﾇｴｰｴｲﾁ 本町１丁目３番２３号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町１丁目４番５号 本町１丁目３番２４号

本町１丁目４番５号 有限会社　村田風呂店 ﾑﾗﾀﾌﾛﾃﾝ 本町１丁目３番２４号

本町１丁目４番５号 ピノ　我孫子センター 本町１丁目３番２５号

本町１丁目４番５号 有限会社　アーモンド 本町１丁目３番２５号

本町１丁目４番２１号 本町１丁目３番２７号

本町１丁目４番２１号 本町１丁目３番２７号

本町１丁目４番２１号 ※アルカンシエル(1F) 株式会社　ＢＨＣ 本町１丁目３番２９号

本町１丁目４番２１－２０１号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－２０１号

本町１丁目４番２１－２０２号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－２０２号

本町１丁目４番２１－２０４号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－２０４号

本町１丁目４番２１－２０５号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－２０５号

本町１丁目４番２１－３０１号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－３０１号

本町１丁目４番２１－３０３号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－３０３号

本町１丁目４番２１－３０４号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－３０４号

本町１丁目４番２１－３０５号 アルカンシェル 本町１丁目３番２９－３０５号

本町１丁目４番２１－４０１号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－４０１号

本町１丁目４番２１－４０２号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－４０２号

本町１丁目４番２１－４０３号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－４０３号

本町１丁目４番２１－４０４号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－４０４号

本町１丁目４番２１－４０５号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－４０５号

本町１丁目４番２１－５０１号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－５０１号

本町１丁目４番２１－５０２号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－５０２号

本町１丁目４番２１－５０３号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－５０３号

本町１丁目４番２１－５０４号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－５０４号

本町１丁目４番２１－５０５号 アルカンシエル 本町１丁目３番２９－５０５号

本町１丁目４番２１号 ※アルカンシエル(601) 本町１丁目３番２９号

本町１丁目４番２１号 株式会社　リメイク ﾘﾒｲｸ 本町１丁目３番３０号

本町１丁目４番２１号 本町１丁目３番３２号

本町１丁目４番２２号 本町１丁目１番２６号

本町１丁目４番２２号 中華三平 本町１丁目３番３４号

本町１丁目４番２４号 本町１丁目３番３３号

本町１丁目４番２５号 本町１丁目３番３６号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町１丁目４番２５号 本町１丁目３番３９号

本町１丁目４番２８号 本町１丁目１番２２号

本町１丁目４番２８号 本町１丁目３番３８号

本町１丁目４番２９号 （放課後等デイサービス ハンドレッド） 一般社団法人　ハンドレッド ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 本町１丁目３番４０号

本町１丁目５番１－２０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－２０１号

本町１丁目５番１－２０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－２０３号

本町１丁目５番１－２０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－２０４号

本町１丁目５番１－２０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－２０５号

本町１丁目５番１－３０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－３０１号

本町１丁目５番１－３０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－３０２号

本町１丁目５番１－３０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－３０３号

本町１丁目５番１－３０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－３０４号

本町１丁目５番１－３０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－３０５号

本町１丁目５番１－４０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－４０１号

本町１丁目５番１－４０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－４０２号

本町１丁目５番１－４０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－４０４号

本町１丁目５番１－５０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－５０２号

本町１丁目５番１－５０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－５０３号

本町１丁目５番１－５０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－５０４号

本町１丁目５番１－６０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－６０２号

本町１丁目５番１－６０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－６０３号

本町１丁目５番１－６０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－６０４号

本町１丁目５番１－６０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－６０５号

本町１丁目５番１－７０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－７０１号

本町１丁目５番１－７０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－７０３号

本町１丁目５番１－７０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－７０４号

本町１丁目５番１－７０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－７０５号

本町１丁目５番１－８０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－８０１号

本町１丁目５番１－８０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－８０２号

本町１丁目５番１－８０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－８０３号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町１丁目５番１－８０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－８０４号

本町１丁目５番１－８０５号 ※ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－８０５号

本町１丁目５番１－９０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－９０２号

本町１丁目５番１－９０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－９０３号

本町１丁目５番１－９０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－９０４号

本町１丁目５番１－９０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－９０５号

本町１丁目５番１－１００１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－１００１号

本町１丁目５番１－１００３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－１００３号

本町１丁目５番１－１００５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目１番２７－１００５号

本町１丁目５番２号 本町１丁目１番２８号

本町１丁目５番２号（１０１号） ファーマメント 本町１丁目１番２９号（１０１号）

本町１丁目５番２号（２０１号） ファーマメント 本町１丁目１番２９号（２０１号）

本町１丁目５番２号（２０２号） ファーマメント 本町１丁目１番２９号（２０２号）
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本　町　２　丁　目



旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町２丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F)（スタイリッシュラボアローネ） 有限会社　フォア・フェスタ ﾌｵｱﾌｴｽﾀ 本町１丁目１番２号

本町２丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) 合同会社　ほぐし家将 本町１丁目１番２号

本町２丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) カット専門　髪座 本町１丁目１番２号

本町２丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) みずほ銀行柏支店　我孫子駅前出張所（ＡＴＭ） 本町１丁目１番２号

本町２丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) ドトールコーヒーショップ我孫子南口店 本町１丁目１番２号

本町２丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F)（PALETTE PLAZA我孫子店) 株式会社　プラザクリエイトストアーズ ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄｽﾄｱｰｽﾞ 本町１丁目１番２号

本町２丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ２Ｆ 心のクリニックあびこ 本町１丁目１番２号

本町２丁目１番２－３０２号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－３０２号

本町２丁目１番２－３０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－３０４号

本町２丁目１番２－４０１号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－４０１号

本町２丁目１番２－４０３号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－４０３号

本町２丁目１番２－４０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－４０４号

本町２丁目１番２－４０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－４０４号

本町２丁目１番２－５０１号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－５０１号

本町２丁目１番２－５０２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－５０２号

本町２丁目１番２－５０３号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－５０３号

本町２丁目１番２－６０１号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－６０１号

本町２丁目１番２－６０２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－６０２号

本町２丁目１番２－６０３号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－６０３号

本町２丁目１番２－６０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－６０４号

本町２丁目１番２－７０１号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町１丁目１番２－７０１号

本町２丁目２番１号 はんこ屋さん２１我孫子店 本町２丁目１番３号

本町２丁目２番１号 ※第一宇田川ビル(1F)（我家） 株式会社　ＬＡＮＤ＆ＳＫＹ 本町２丁目１番５号

本町２丁目２番１号 ※第一宇田川ビル(1F)（フォトショップ ヒロハタ） 株式会社　ときわコピー 本町２丁目１番５号

本町２丁目２番１号 ※第一宇田川ビル(1F)（東関東局 ジェイコムショップ我孫子駅前店） 株式会社　ジェイコムイースト ｼﾞｴｲｺﾑｲｰｽﾄ 本町２丁目１番５号

本町２丁目２番１号 ※第一宇田川ビル２階 株式会社　フェリス ﾌｪﾘｽ 本町２丁目１番５号

本町２丁目２番１号 第一宇田川ビル　３Ｆ（臨海セレクト我孫子校） 株式会社　臨海 ﾘﾝｶｲ 本町２丁目１番５号

本町２丁目２番１号 ※第二宇田川ビル(1F) apple5 本町２丁目３番１号

本町２丁目２番１号 ※第二宇田川ビル(2F) 近鉄不動産　株式会社 本町２丁目３番１号

本町２丁目２番３号 ※サイコビル(1F)（くすりの福太郎我孫子店） 株式会社　くすりの福太郎 ｸｽﾘﾉﾌｸﾀﾛｳ 本町２丁目１番７号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町２丁目２番３号 ※サイコビル(1F) エポスカードＡＴＭ 本町２丁目１番７号

本町２丁目２番３号 サイコビル３Ｆ（酒と和みと肉と野菜） アンドモワ　株式会社 ｱﾝﾄﾞﾓﾜ 本町２丁目１番７号

本町２丁目２番３号 ※サイコビル(5F)（豊後高田どり） 株式会社　モンテローザ 本町２丁目１番７号

本町２丁目２番３号 サイコビル６Ｆ（うたげ我孫子店） 株式会社　Ｐａｉｓｌｅｙ ﾍﾟｲｽﾞﾘｰ 本町２丁目１番７号

本町２丁目２番４号 ※須藤ビル(1F)（はなの舞） 株式会社　チムニー 本町２丁目２番２６号

本町２丁目２番４号 ※須藤ビル(2F)（はなの舞我孫子南口店） 株式会社　酒屋 ｻｶﾔ 本町２丁目２番２６号

本町２丁目２番５号 本町２丁目１番８号

本町２丁目２番５号 あい花 本町２丁目１番９号

本町２丁目２番５号 ※セザン本町ビル(1F) トマト不動産　株式会社 ﾄﾏﾄﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目２番１号

本町２丁目２番５号 ※セザン本町ビル(2F) 居酒屋　海陽まる 本町２丁目２番１号

本町２丁目２番５号 ※セザン本町ビル(3F) メンタルケアあびこ 本町２丁目２番１号

本町２丁目２番５号 ※セザン本町ビル(4F) リラクゼーションサロン唐風 本町２丁目２番１号

本町２丁目２番６号 （我孫子インフォメーションセンター） 株式会社　エヌケイサービス 本町２丁目１番１０号

本町２丁目２番６号 ※アブニール(1F) 株式会社　ＡＶＥＮＩＲ 本町２丁目２番３号

本町２丁目２番６－２０３号 ※アブニール 本町２丁目２番３－２０３号

本町２丁目２番６－３０１号 アブニール 本町２丁目２番３－３０１号

本町２丁目２番６－３０２号 アブニール 本町２丁目２番３－３０２号

本町２丁目２番６－３０３号 アブニール 本町２丁目２番３－３０３号

本町２丁目２番６－３０４号 アブニール 本町２丁目２番３－３０４号

本町２丁目２番６－４０２号 アブニール 本町２丁目２番３－４０２号

本町２丁目２番６－４０３号 アブニール 本町２丁目２番３－４０３号

本町２丁目２番６－４０４号 アブニール 本町２丁目２番３－４０４号

本町２丁目２番６－５０１号 アブニール 本町２丁目２番３－５０１号

本町２丁目２番６－５０２号 アブニール 本町２丁目２番３－５０２号

本町２丁目２番６－６０１号 アブニール 本町２丁目２番３－６０１号

本町２丁目２番６－６０２号 アブニール 本町２丁目２番３－６０２号

本町２丁目２番６－７０１号 アブニール 本町２丁目２番３－７０１号

本町２丁目２番６－７０２号 アブニール 本町２丁目２番３－７０２号

本町２丁目２番６－７０３号 アブニール 本町２丁目２番３－７０３号

本町２丁目２番６－７０４号 アブニール 本町２丁目２番３－７０４号

本町２丁目２番７号 （マクドナルド） 有限会社　モルゲンロート ﾓﾙｹﾞﾝﾛｰﾄ 本町２丁目２番７号

本町２丁目２番８号 ※エスポアール・Ｙ(1F)（美容室Gallery） 有限会社　ロゴス 本町２丁目２番８号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町２丁目２番８号 ※エスポアール・Ｙ(2F)（創学舎） 株式会社　アガトス 本町２丁目２番８号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(1F) ソフトバンク株式会社　我孫子 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(2,3F)（創学舎） 株式会社　アガトス 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(4F)（ナリス化粧品 デ・アイム我孫子） 株式会社　ナリス化粧品 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(4F) ＮＰＯ法人　まなびクラブ 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(4F) 株式会社　スクールマインズ 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(5F) ワイズ・トレーディング　株式会社 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番１０号 ※田中ビル(1F)（柏事業所） デンタルサポート　株式会社 ﾃﾞﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ 本町２丁目２番１０号

本町２丁目２番１０号 ※田中ビル(2F)（池内皮膚科クリニック） 医療法人社団　伸湧会 ｼﾝﾕｳｶｲ 本町２丁目２番１０号

本町２丁目２番１０号 ※田中ビル(3F) 進学会　我孫子会場 本町２丁目２番１０号

本町２丁目２番１１号 ボンニエルＭ　１Ｆ 美容室フランジパニココ 本町２丁目２番２４号

本町２丁目２番１１号 ※ボンニエールＭ　２０５ 有限会社　エムシーティー建築企画一級建築士事務所 ｴﾑｼｰﾃｲｰｹﾝﾁｸｷｶｸｲﾂｷﾕｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼﾖ 本町２丁目２番２４号

本町２丁目２番１１－３０２号 ※ボンニエルＭ いけだ不動産　株式会社 ｲｹﾀﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目２番２４－３０２号

本町２丁目２番１１－３０５号 ボンニエルＭ 本町２丁目２番２４－３０５号

本町２丁目２番１１－４０１号 ボンニェルＭ 本町２丁目２番２４－４０１号

本町２丁目２番１１－４０３号 ボンニェルＭ 本町２丁目２番２４－４０３号

本町２丁目２番１１－６０５号 ボンニェルＭ 本町２丁目２番２４－６０５号

本町２丁目２番１１－７０２号 ※ボンニエルＭ 本町２丁目２番２４－７０２号

本町２丁目２番１４号 本町２丁目２番１７号

本町２丁目２番１４号 本町２丁目２番１７号

本町２丁目２番１４号 本町２丁目２番１７号

本町２丁目２番１４号 本町２丁目２番１７号

本町２丁目２番１４号 中山クリニック ﾅｶﾔﾏｸﾘﾆﾂｸ 本町２丁目２番１７号

本町２丁目２番１６号 ※第一鈴木ビル(1,2F) 株式会社　千葉銀行　我孫子支店 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳ 本町２丁目３番８号

本町２丁目２番１６号 第一鈴木ビル２Ｆ（英会話イーオン我孫子校） 株式会社　イーオン ｲｰｵﾝ 本町２丁目３番８号

本町２丁目２番１６号 第一鈴木ビル（3F市進学院我孫子教室） 株式会社　市進 ｲﾁｼﾝ 本町２丁目３番８号

本町２丁目２番１６号 第一鈴木ビル内(4,5F) 医療法人財団　松圓会　東葛クリニック我孫子 ｼﾖｳｴﾝｶｲ 本町２丁目３番８号

本町２丁目２番１７号 ※星野ビル（1,2F東武ブックス我孫子店） 株式会社　東武ブックス ﾄｳﾌﾞﾌﾞﾂｸｽ 本町２丁目３番３号

本町２丁目２番１７号 ※星野ビル(3,5F) 平賀クリニック 本町２丁目３番３号

本町２丁目２番１７号 ※星野ビル(4F) ダンススタジオ　ナガオカ 本町２丁目３番３号

本町２丁目２番１７号 ※星野ビル(5F) 本町２丁目３番３号

本町２丁目２番１８号 View我孫子101 癒し堂　我孫子店 本町２丁目３番２４号
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本町２丁目２番１８号 ※View我孫子(1F) 晃南土地　株式会社 ｺｳﾅﾝﾄﾁ 本町２丁目３番２４号

本町２丁目２番１８号 ※View我孫子(1F) ちば興業銀行我孫子支店　我孫子駅前出張所 本町２丁目３番２４号

本町２丁目２番１８号 ※View我孫子(2F)（石戸珠算学園我孫子教室） 株式会社　石戸 本町２丁目３番２４号

本町２丁目２番１９号 ※プラザビル(1F)（松屋千葉我孫子店） 株式会社　松屋フーズ ﾏﾂﾔﾌｰｽﾞ 本町２丁目３番２号

本町２丁目２番１９号 ※プラザビル(2F) 恒盛　株式会社 本町２丁目３番２号

本町２丁目２番１９号 ※プラザビル(3F) クラブラバーズ 本町２丁目３番２号

本町２丁目３番３号 本町２丁目３番１５号

本町２丁目３番５号 本町２丁目２番２０号

本町２丁目３番５号 （中国家庭料理海華我孫子店） 有限会社　海華 ｶｲｶ 本町２丁目２番２０号

本町２丁目３番１４号 本町２丁目２番２５号

本町２丁目３番１４号 有限会社　関野酒店 ｾｷﾉｻｹﾃﾝ 本町２丁目２番２５号

本町２丁目３番１５号 ※市川ビル(1F) 北海道ラーメンひむろ 本町２丁目２番１９号

本町２丁目３番１５－２０２号 市川ビル 本町２丁目２番１９－２０２号

本町２丁目３番１５－３０３号 市川ビル 合同会社　Ｈ＆Ｃ ｴｲﾁｱﾝﾄﾞｼｰ 本町２丁目２番１９－３０３号

本町２丁目３番１５号 ※市川ビル(4F) 本町２丁目２番１９号

本町２丁目３番１７号 本町２丁目３番１７号

本町２丁目３番１７号 ａｓｓｉｓｔ ｲｻｶｹﾝｲﾁｱｼｽﾄ 本町２丁目３番１７号

本町２丁目３番１７号 （千葉県指定 放課後等デイサービス） 一般社団法人　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｎｅｅｄｓ　Ｓｔａｔｉｏｎ ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ 本町２丁目３番１７号

本町２丁目３番１８号 本町２丁目３番１８号

本町２丁目３番１８号 有限会社　ヤブサキメガネ ﾔﾌﾞｻｷﾒｶﾞﾈ 本町２丁目３番１８号

本町２丁目３番１９号 ※西田ビル(1F) 有限会社　武蔵野不動産 ﾑｻｼﾉﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目３番１９号

本町２丁目３番１９号 西田ビル２Ｆ あびこ法律事務所　弁護士　辻　慎也 ｱﾋﾞｺﾎｳﾘﾂｼﾞﾑｼｮﾍﾞﾝｺﾞｼﾂｼﾞｼﾝﾔ 本町２丁目３番１９号

本町２丁目３番１９号 西田ビル３Ｆ パソコン教室ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵ　１号館 本町２丁目３番１９号

本町２丁目３番１９号 焼菓子の店　ママース 本町２丁目３番１９号

本町２丁目３番２０号 （総合葬祭式場ライフケア メモリイプレイス我孫子） 株式会社　ライフクリエイト 本町２丁目３番２０号

本町２丁目 三菱東京ＵＦＪ銀行　柏支店　我孫子駅前出張所 本町２丁目３番２０号

本町２丁目３番２１号 ※石戸ビル(1,4F)（ドコモショップあびこ店） イリオスネット　株式会社 ｲﾘｵｽﾈﾂﾄ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２１号 ※石戸ビル(2F) Life & Employment Support Service 株式会社 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２１号 ※石戸ビル(3F) リーチ麻雀　グリーン 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２１号 津川ビル１Ｆ（マイスタイル我孫子駅前店） 株式会社　ヤマノホールディングス　美容事業部　マイスタイル ﾏｲｽﾀｲﾙ 本町２丁目３番２２号
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本町２丁目３番２１号 津川ビル２階 Ｂｏｄｙ　＆　Ｆｏｏｔ　Ｃａｒｅ　ＡＹＵＳ 本町２丁目３番２２号

本町２丁目３番２１号 ※津川ビル(4F)（ギャラリー翠） 備忠商事　株式会社 ﾋﾞﾝﾁｭｳｼｮｳｼﾞ 本町２丁目３番２２号

本町２丁目３番２１号 ※津川ビル(5F) 株式会社　津川ビル ﾂｶﾞﾜﾋﾞﾙ 本町２丁目３番２２号

本町２丁目３番２１号 ※津川ビル(5F) 有限会社　津川ビル ﾂｶﾞﾜﾋﾞﾙ 本町２丁目３番２２号

本町２丁目３番２１号 ※津川ビル(5F) 本町２丁目３番２２号

本町２丁目３番２１号 田中ビル１階（カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ我孫子駅南口店） 有限会社　ゴールドラッシュ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗﾂｼﾕ 本町２丁目３番２３号

本町２丁目３番２１号 ※田中ビル(2F)（トライプラス我孫子駅前校） 株式会社　インサイト・ジャパン ｲﾝｻｲﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 本町２丁目３番２３号

本町２丁目３番２１号 ※田中ビル(3F) クロスオーシャンズ　株式会社 本町２丁目３番２３号

本町２丁目３番２１号 田中ビル５階（我孫子営業所） 株式会社　日本マネージメントリサーチ ﾆﾎﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾘｻｰﾁ 本町２丁目３番２３号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ(1F) 有限会社　フロリスト花善 ﾌﾛﾘｽﾄﾊﾅｾﾞﾝ 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ(2F)（アトリエプレゼンツ我孫子店） 株式会社　Ｄａｓｈ ﾀﾞｯｼｭ 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ(3F) 白樺歯科 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ（４Ｆ東葛飾中受験専門我孫子教室）（５Ｆ東葛進学プラザ我孫子教室） 株式会社　イーエステー 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ６階 我孫子市　地域職業相談室 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(1F)（カイロプラティックセンターTANAKA） 株式会社　日本メディカルホールディングス ﾆﾎﾝﾒﾃﾞｲｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(2F)（みんなのパソコン塾） 学励舎　我孫子校 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(3F) インターリソース　株式会社 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(5F) 弁護士法人　岡林法律事務所　我孫子支部 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(5F) パソコン教室ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵ　３号館 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３－６０１号 西田本町ビル 本町２丁目４番３－６０１号

本町２丁目４番３－６０２Ｂ号 西田本町ビル 本町２丁目４番３－６０２Ｂ号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(6F) 我孫子メンタルヒーリングルーム 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※スリーシャインビル(1F) 合名会社　弥生軒 ﾔﾖｲｹﾝ 本町２丁目４番１５号

本町２丁目４番３号 ※スリーシャインビル(1～3F) サイクルパーク我孫子南 本町２丁目４番１５号

本町２丁目４番３－４０３号 スリーシャインビル 本町２丁目４番１５－４０３号

本町２丁目４番３－５０１号 スリーシャインビル 本町２丁目４番１５－５０１号

本町２丁目４番３－５０３号 スリーシャインビル 本町２丁目４番１５－５０３号

本町２丁目４番３－６０１号 スリーシャインビル 本町２丁目４番１５－６０１号

本町２丁目４番３－６０２号 スリーシャインビル 本町２丁目４番１５－６０２号

本町２丁目４番３－７０３号 スリーシャインビル 本町２丁目４番１５－７０３号
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本町２丁目４番３－７０３号 ※スリーシャインビル 有限会社　カズキコーポレーション ｶｽﾞｷｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ 本町２丁目４番１５－７０３号

本町２丁目４番３－８０１号 スリーシャインビル 本町２丁目４番１５－８０１号

本町２丁目４番３号 弥生ビル１Ｆ（さくら薬局我孫子駅前店） クラフト　株式会社 ｸﾗﾌﾄ 本町２丁目４番１５号

本町２丁目４番３号 ※弥生ビル(2F) アライ歯科クリニック ｱﾗｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 本町２丁目４番１５号

本町２丁目４番３号 ※弥生ビル(3F) 新田医院 本町２丁目４番１５号

本町２丁目４番３号 弥生ビル４階（4,5Ｆ友田クリニック） 医療法人社団　幸玉会 ｺｳｷﾞﾖｸｶｲ 本町２丁目４番１５号

本町２丁目４番３号 弥生ビル５Ｆ 有限会社　オルシス ｵﾙｼｽ 本町２丁目４番１５号

本町２丁目４番４号 ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子１階(ＴＲＵＴＨ) 株式会社　Ｌｏｔｔａ ﾛｯﾀ 本町２丁目４番４号

本町２丁目４番４号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子２階（レオパレス21我孫子店） 株式会社　レオパレス２１ ﾚｵﾊﾟﾚｽﾆｼﾞﾕｳｲﾁ 本町２丁目４番４号

本町２丁目４番４号 ※ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子(2F)（我孫子営業所） ＳＢＳスタッフ　株式会社 ｴｽﾋﾞｰｴｽｽﾀﾂﾌ 本町２丁目４番４号

本町２丁目４番４－３０１号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－３０１号

本町２丁目４番４－３０２号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 株式会社　アース・エコ ｱｰｽｴｺ 本町２丁目４番４－３０２号

本町２丁目４番４－４０１号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－４０１号

本町２丁目４番４－４０２号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－４０２号

本町２丁目４番４－４０３号 ※ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－４０３号

本町２丁目４番４－５０１号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－５０１号

本町２丁目４番４－５０３号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－５０３号

本町２丁目４番４－６０１号 ※ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－６０１号

本町２丁目４番４－６０２号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－６０２号

本町２丁目４番４－６０３号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－６０３号

本町２丁目４番４号 我孫子不動産　株式会社 ｱﾋﾞｺ ﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目４番２０番

本町２丁目４番５号 ※坂巻ビル(1F)（エイブルネットワーク我孫子店） 株式会社　サンヨーホーム ｻﾝﾖｰﾎｰﾑ 本町２丁目４番５号

本町２丁目４番５号 坂巻ビル２Ｆ 医療法人社団　勇清会　みなと歯科医院 ﾕｳｾｲｶｲﾐﾅﾄｼｶｲｲﾝ 本町２丁目４番５号

本町２丁目４番５－３０２号 坂巻ビル 本町２丁目４番５－３０２号

本町２丁目４番５－４０１号 ※坂巻ビル 本町２丁目４番５－４０１号

本町２丁目４番６号 （我孫子駅前整骨院） 株式会社　ケーズグループ 本町２丁目４番６号

本町２丁目４番７号 本町２丁目４番７号

本町２丁目４番７号 （竹山園茶舗） 株式会社　竹山 ﾀｹﾔﾏ 本町２丁目４番７号

本町２丁目４番１０号 本町２丁目４番１０号

本町２丁目４番１０号 レストラン　コ・ビアン ﾚｽﾄﾗﾝｺﾋﾞｱﾝｵｸﾞﾏｶｸｻﾌﾞﾛｳ 本町２丁目４番１０号

本町２丁目４番１１号 本町２丁目５番６号

本町２丁目４番１１号 パーム整骨院 ﾆﾍﾞﾋﾛﾌﾐﾊﾟｰﾑｾｲｺﾂｲﾝ 本町２丁目５番６号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(1F) カットスタジオ７℃ 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(1F)（ハコカラ） integrity 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 株式会社　オーク ｵｰｸ 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１６号 本町２丁目５番１２号

本町２丁目４番１６号 岩田　合資会社 ｲﾜﾀ 本町２丁目５番１２号

本町２丁目４番１９号 ※サンライズＮ（1F新々飯店） 誠和　株式会社 ｾｲﾜ 本町２丁目５番１５号

本町２丁目４番１９－２０２号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－２０２号

本町２丁目４番１９－２０３号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－２０３号

本町２丁目４番１９－３０１号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－３０１号

本町２丁目４番１９－３０２号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－３０２号

本町２丁目４番１９－４０１号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－４０１号

本町２丁目４番１９－４０２号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－４０２号

本町２丁目４番１９－５０１号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－５０１号

本町２丁目４番１９－５０２号 サンライズＮ 本町２丁目５番１５－５０２号

本町２丁目４番２０号 ※ヒルトップ我孫子(1F) 株式会社　プレッツア ﾌﾟﾚﾂﾂｱ 本町２丁目５番１号

本町２丁目４番２０号 ※ヒルトップ我孫子(1F)（せんげん家我孫子店舗） 株式会社　ライジングドリーム ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾄﾞﾘｰﾑ 本町２丁目５番１号

本町２丁目４番２０号 ※ヒルトップ我孫子(2F)（晴れるや我孫子店） 株式会社　ＬＡＮＤ＆ＳＫＹ 本町２丁目５番１号

本町２丁目４番２０－３０５号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目５番１－３０５号

本町２丁目４番２０－４０１号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目５番１－４０１号

本町２丁目４番２０－４０３号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目５番１－４０３号

本町２丁目４番２０－４０４号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目５番１－４０４号

本町２丁目４番２０号 ※ヒルトップ我孫子(504) 本町２丁目５番１号

本町２丁目４番２０－６０１号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目５番１－６０１号

本町２丁目４番２１号 工事中 本町１丁目１番５号

本町２丁目５番１号 ※町田ビル(1F)（ファミリーカット１０００我孫子店） 株式会社　ＢＢサポートホールディングス ﾋﾞｰﾋﾞｰｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 本町２丁目６番１号

本町２丁目５番１号 ※町田ビル(2F) カ　ハアヘオ　オカレイ　プノフ 本町２丁目６番１号

本町２丁目５番１号 ※町田ビル(3F)（ニチイケアセンター我孫子本町） 株式会社　ニチイ学館 ﾆﾁｲｶﾞﾂｶﾝ 本町２丁目６番１号
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本町２丁目５番１号 ※町田ビル(4F) パソコン教室ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵ　２号館 本町２丁目６番１号

本町２丁目５番１号 ※町田ビル(5F) 本町２丁目６番１号

本町２丁目５番３号 ※秋元ビル(1F)（あびこ本町薬局） 有限会社　小野薬局 ｵﾉﾔﾂｷﾖｸ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 ※秋元ビル(1F)（ブライト歯科クリニック） 医療法人社団　優勢会 ﾕｳｾｲｶｲﾌﾞﾗｲﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 ※秋元ビル(3F)（東進ハイスクール我孫子校） 株式会社　ナガセ ﾅｶﾞｾ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 秋元ビル４Ｆ（森塾我孫子校） 株式会社　スプリックス ｽﾌﾟﾘﾂｸｽ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 ※秋元ビル(5F)（エコール・ドゥ・バレエＭＫ） 株式会社　ホロニックアート ﾎﾛﾆﾂｸｱｰﾄ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 秋元ビル６０１（我孫子店） 株式会社　シンセイ建設 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 秋元ビル６０１ 株式会社　ＩＯＪ ｱｲｵｰｼﾞｪｲ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 秋元ビル６０１ 有限会社　オルビック 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 秋元ビル６Ｆ 有限会社　秋元 ｱｷﾓﾄ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番３号 ※秋元ビル(6F) スタジオＭＡＬＩＥ 本町２丁目６番３号

本町２丁目５番６－１０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら スイートリーズ 本町２丁目６番７－１０１号

本町２丁目５番６－２０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－２０１号

本町２丁目５番６－２０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－２０２号

本町２丁目５番６－２０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－２０３号

本町２丁目５番６－３０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－３０２号

本町２丁目５番６－３０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－３０３号

本町２丁目５番６－４０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－４０３号

本町２丁目５番６－５０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－５０１号

本町２丁目５番６－５０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－５０２号

本町２丁目５番６－５０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－５０３号

本町２丁目５番６－６０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－６０１号

本町２丁目５番６－６０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－６０２号

本町２丁目５番６－６０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目６番７－６０３号

本町２丁目５番７号 ※坪井マンション(1F) 居酒屋ゆきの ｷﾐﾖｼ 本町２丁目６番８号

本町２丁目５番７－２０１号 坪井マンション 本町２丁目６番８－２０１号

本町２丁目５番８号 ※サンシティ(1F)（クリーニング　エスプリ） 株式会社　ローヤル 本町２丁目６番１２号

本町２丁目５番８号 ※サンシティ(1F) 有限会社　丸中青果店 ﾏﾙﾅｶｾｲｶﾃﾝ 本町２丁目６番１２号

本町２丁目５番８号 ※サンシティ(1F) 手打蕎麦　きみ吉 本町２丁目６番１２号

本町２丁目５番８－２０１号 サンシティ 本町２丁目６番１２－２０１号

本町２丁目５番８－２０２号 サンシティ 本町２丁目６番１２－２０２号
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本町２丁目５番８－２０２号 サンシティ 本町２丁目６番１２－２０２号

本町２丁目５番８－２０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－２０３号

本町２丁目５番８－２０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－２０３号

本町２丁目５番８号 サンシティ２０５ 社会福祉法人　生活クラブ風の村　ケアプランセンター我孫子 本町２丁目６番１２号

本町２丁目５番８－３０１号 サンシティ 本町２丁目６番１２－３０１号

本町２丁目５番８－３０２号 サンシティ 本町２丁目６番１２－３０２号

本町２丁目５番８－３０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－３０３号

本町２丁目５番８号 サンシティ３０５ 我孫子あやめ法律事務所 本町２丁目６番１２号

本町２丁目５番８－４０１号 サンシティ 本町２丁目６番１２－４０１号

本町２丁目５番８－４０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－４０３号

本町２丁目５番８－４０５号 サンシティ 本町２丁目６番１２－４０５号

本町２丁目５番８－５０１号 サンシティ 本町２丁目６番１２－５０１号

本町２丁目５番８－５０２号 サンシティ 本町２丁目６番１２－５０２号

本町２丁目５番８－５０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－５０３号

本町２丁目５番８－５０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－５０３号

本町２丁目５番８－５０５号 サンシティ 本町２丁目６番１２－５０５号

本町２丁目５番８－６０１号 サンシティ 本町２丁目６番１２－６０１号

本町２丁目５番８－６０２号 サンシティ 本町２丁目６番１２－６０２号

本町２丁目５番８－６０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－６０３号

本町２丁目５番８－６０５号 サンシティ 本町２丁目６番１２－６０５号

本町２丁目５番８－７０１号 サンシティ 本町２丁目６番１２－７０１号

本町２丁目５番８－７０２号 サンシティ 本町２丁目６番１２－７０２号

本町２丁目５番８－７０３号 サンシティ 本町２丁目６番１２－７０３号

本町２丁目５番８－７０５号 サンシティ 本町２丁目６番１２－７０５号

本町２丁目５番８－７０５号 サンシティ 本町２丁目６番１２－７０５号

本町２丁目５番８－８０１号 サンシティ 本町２丁目６番１２－８０１号

本町２丁目５番８－８０２号 サンシティ 本町２丁目６番１２－８０２号

本町２丁目５番８－８０２号 サンシティ 有限会社　創健東武 ｿｳｹﾝﾄｳﾌﾞ 本町２丁目６番１２－８０２号

本町２丁目５番８－８０５号 サンシティ 本町２丁目６番１２－８０５号

本町２丁目５番８号 ※サンシティ（901） 本町２丁目６番１２号

本町２丁目５番１１号 本町２丁目６番２０号

本町２丁目５番１１号 本町２丁目６番２０号
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本町２丁目５番１３号 アドラブール我孫子１０１（あおぞら薬局） 株式会社　ＳＫＮ ｴｽｹｲｴﾇ 本町２丁目６番１９号

本町２丁目５番１３－１０２号 ※アドラブール我孫子 くらさわクリニック ｸﾗｻﾜｸﾘﾆｯｸ 本町２丁目６番１９－１０２号

本町２丁目５番１３－２０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－２０２号

本町２丁目５番１３－２０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－２０３号

本町２丁目５番１３－２０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－２０４号

本町２丁目５番１３－２０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－２０４号

本町２丁目５番１３－３０１号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－３０１号

本町２丁目５番１３－３０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－３０２号

本町２丁目５番１３－３０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－３０３号

本町２丁目５番１３－３０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－３０４号

本町２丁目５番１３－４０１号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－４０１号

本町２丁目５番１３－４０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－４０２号

本町２丁目５番１３－４０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－４０３号

本町２丁目５番１３－４０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－４０４号

本町２丁目５番１３－５０１号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－５０１号

本町２丁目５番１３－５０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－５０２号

本町２丁目５番１３－５０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－５０３号

本町２丁目５番１３－５０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目６番１９－５０４号

本町２丁目５番１５号 本町２丁目６番２１号

本町２丁目５番１５号 カレン 本町２丁目６番２１号

本町２丁目５番１５号 本町２丁目６番２２号

本町２丁目５番１５号 本町２丁目６番２２号

本町２丁目５番１６号 本町２丁目６番２４号

本町２丁目５番１６号 有限会社　三谷屋 ﾐﾀﾆﾔ 本町２丁目６番２４号

本町２丁目６番５号 ※カメリア７ビル(1F) あられ 本町２丁目７番１７号

本町２丁目６番５号 カメリア７ビル１Ｆ 株式会社　ティ・アイ電子 ﾃｲｱｲﾃﾞﾝｼ 本町２丁目７番１７号

本町２丁目６番５号 ※カメリア７ビル（201（2D)) スクールＩＥ我孫子校 本町２丁目７番１７号

本町２丁目６番５号 ※カメリア７ビル(2F)（ヤマハ英語教室） 株式会社　ミリオン楽器 本町２丁目７番１７号

本町２丁目６番５－２０４号 カメリア７ビル（リオンインスティテューション） 株式会社　リオン ﾘｵﾝ 本町２丁目７番１７－２０４号

本町２丁目６番５号 ※カメリア７ビル(205)（我孫子店） アイフォンドクター 本町２丁目７番１７号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町２丁目６番５－３０１号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－３０１号

本町２丁目６番５－３０２号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－３０２号

本町２丁目６番５－３０３号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－３０３号

本町２丁目６番５－３０５号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－３０５号

本町２丁目６番５－３０６号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－３０６号

本町２丁目６番５－４０１号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－４０１号

本町２丁目６番５－４０３号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－４０３号

本町２丁目６番５－５０１号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－５０１号

本町２丁目６番５－５０１号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－５０１号

本町２丁目６番５－５０２号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－５０２号

本町２丁目６番５－５０３号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－５０３号

本町２丁目６番５－５０６号 ※カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－５０６号

本町２丁目６番５－７０１号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－７０１号

本町２丁目６番５－７０２号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－７０２号

本町２丁目６番５－７０３号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－７０３号

本町２丁目６番５－７０５号 カメリア７ビル 本町２丁目７番１７－７０５号

本町２丁目６番６号 ベルジュマース１０１号 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　Ｔｉｌｌａ 本町２丁目７番７号

本町２丁目６番６号 ベルジュマース１０２号 本町２丁目７番７号

本町２丁目６番６－２０１号 ベルジュマース 本町２丁目７番７－２０１号

本町２丁目６番６－３０１号 ベルジュマース 本町２丁目７番７－３０１号

本町２丁目６番６－３０２号 ベルジュマース 本町２丁目７番７－３０２号

本町２丁目６番６－４０１号 ベルジュマース 本町２丁目７番７－４０１号

本町２丁目６番６－４０２号 ベルジュマース 本町２丁目７番７－４０２号

本町２丁目６番６－５０１号 ベルジュマース 本町２丁目７番７－５０１号

本町２丁目６番７号 ※Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ(1F)（ＳＯＲＡ） 株式会社　ＳＯＲＡ 本町２丁目７番８号

本町２丁目６番７号 ※Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ(201) 株式会社　緑エンジニアリング 本町２丁目７番８号

本町２丁目６番７－３０２号 Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ 本町２丁目７番８－３０２号

本町２丁目６番７－４０２号 Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ 本町２丁目７番８－４０２号

本町２丁目６番７号 ※Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ(501) ヒーリングエステサロン ＢＬＵＥ　ＪＡＳＭＩＮＥ 本町２丁目７番８号

本町２丁目６番７－５０２号 Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ 本町２丁目７番８－５０２号

本町２丁目６番１０号 サンメルシー我孫子１Ｆ（ｒｉｃｈ　ｏｆ　ｈａｉｒ） ＧＯＥＮ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　株式会社 ｺﾞｴﾝｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 本町３丁目２番３５号

本町２丁目６番１０号 ※サンメルシー我孫子(2F) 個別指導ＬＥＡＤ 本町３丁目２番３５号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町２丁目６番１０－２０２号 サンメルシー我孫子 日本鉄建工業　株式会社 ﾆﾎﾝﾃｯｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 本町３丁目２番３５－２０２号

本町２丁目６番１０－３０１号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－３０１号

本町２丁目６番１０－３０３号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－３０３号

本町２丁目６番１０－４０１号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－４０１号

本町２丁目６番１０－４０２号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－４０２号

本町２丁目６番１０－４０３号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－４０３号

本町２丁目６番１０－４０４号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－４０４号

本町２丁目６番１０－５０１号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－５０１号

本町２丁目６番１０－５０２号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－５０２号

本町２丁目６番１０－６０１号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－６０１号

本町２丁目６番１０－６０２号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－６０２号

本町２丁目６番１０－７０１号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－７０１号

本町２丁目６番１０－７０２号 サンメルシー我孫子 本町３丁目２番３５－７０２号

本町２丁目６番１６号 本町３丁目３番２２号

本町２丁目６番１７号 本町３丁目３番１号

本町２丁目６番１７号 ヨコヤマ興業　株式会社 ﾖｺﾔﾏｺｳｷﾞﾖｳ 本町３丁目３番１号

本町２丁目６番１７号 株式会社　我孫子工務店 ｱﾋﾞｺｺｳﾑﾃﾝ 本町３丁目３番１号

本町２丁目６番１８－１０３号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－１０３号

本町２丁目６番１８－１０４号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－１０４号

本町２丁目６番１８－２０２号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－２０２号

本町２丁目６番１８－２０３号 ※パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－２０３号

本町２丁目６番１８－２０４号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－２０４号

本町２丁目６番１８－３０１号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－３０１号

本町２丁目６番１８－３０４号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－３０４号

本町２丁目６番１８－４０１号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－４０１号

本町２丁目６番１８－４０２号 ※パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－４０２号

本町２丁目６番１８－４０３号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－４０３号

本町２丁目６番１８－５０３号 パレスウィンマキ 本町３丁目３番２５－５０３号

本町２丁目６番１８号 本町３丁目３番２６号

本町２丁目６番２０号 本町２丁目７番１６号

本町２丁目６番２２号 ※ワイズコート(1～3F)（我孫子店） 株式会社　ミリオン楽器 ﾐﾘｵﾝｶﾞﾂｷ 本町２丁目７番１８号

本町２丁目６番２２－４０１号 ワイズコート 本町２丁目７番１８－４０１号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町２丁目６番２２－４０３号 ワイズコート 本町２丁目７番１８－４０３号

本町２丁目６番２２－５０１号 ワイズコート 本町２丁目７番１８－５０１号

本町２丁目６番２２－５０３号 ワイズコート 本町２丁目７番１８－５０３号

本町２丁目６番２２－６０１号 ワイズコート 本町２丁目７番１８－６０１号

本町２丁目６番２２－６０２号 ワイズコート 本町２丁目７番１８－６０２号

本町２丁目６番２４号 （我孫子駅前店） 株式会社　トヨタレンタリース千葉 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽﾁﾊﾞ 本町２丁目７番２１号

本町２丁目６番２６号 レストラン　コ・ビアンⅡ世 本町２丁目７番２４号

本町２丁目６番２７号 （筑前屋我孫子店） 株式会社　カスタマーズディライト ｶｽﾀﾏｰｽﾞﾃﾞｨﾗｲﾄ 本町２丁目７番１号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町３丁目２番３号 工事中 本町３丁目６番６号

本町３丁目２番２８－６０１号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０１号

本町３丁目２番２８－６０２号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０２号

本町３丁目２番２８－６０２号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０２号

本町３丁目２番２８－６０３号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０３号

本町３丁目２番２８－６０５号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０５号

本町３丁目２番２８－６０６号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０６号

本町３丁目２番２８－６０７号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０７号

本町３丁目２番２８－６０８号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６０８号

本町３丁目２番２８－６１１号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６１１号

本町３丁目２番２８－６１２号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６１２号

本町３丁目２番２８－６１４号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６１４号

本町３丁目２番２８－６１５号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６１５号

本町３丁目２番２８－６１６号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６１６号

本町３丁目２番２８－６１７号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６１７号

本町３丁目２番２８－６１９号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６１９号

本町３丁目２番２８－６２０号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６２０号

本町３丁目２番２８－６２０号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６２０号

本町３丁目２番２８－６２１号 アビイマンション 本町３丁目２番１－６２１号

本町３丁目２番２８－６２２号 ※アビイマンション 本町３丁目２番１－６２２号

本町３丁目２番２８－７０２号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０２号

本町３丁目２番２８－７０３号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０３号

本町３丁目２番２８－７０４号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０４号

本町３丁目２番２８－７０６号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０６号

本町３丁目２番２８－７０６号 ※アビイマンション　稲吉　様方 二幸商事　株式会社 ﾆｺｳｼﾖｳｼﾞ 本町３丁目２番１－７０６号

本町３丁目２番２８－７０７号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０７号

本町３丁目２番２８－７０８号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０８号

本町３丁目２番２８－７０９号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０９号

本町３丁目２番２８－７０９号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７０９号

本町３丁目２番２８－７１０号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７１０号

本町３丁目２番２８－７１１号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７１１号

本町３丁目２番２８－７１２号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７１２号

- 21 -



旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町３丁目２番２８－７１３号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７１３号

本町３丁目２番２８－７１３号 ※アビイマンション 手賀不動産　株式会社 ﾃｶﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町３丁目２番１－７１３号

本町３丁目２番２８－７１５号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７１５号

本町３丁目２番２８－７１６号 アビイマンション 本町３丁目２番１－７１６号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（ラピスラズリ） 株式会社　ラピス ﾗﾋﾟｽ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（ムーアート） メイコー産業　株式会社 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（トーレンス３１２） 有限会社　フラッグスタッフ ﾌﾗｯｸﾞｽﾀｯﾌ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（ミルフローラ我孫子店） Ａｓ－ｍｅエステール　株式会社 ｱｽﾞﾐｴｽﾃｰﾙ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F) カワノバッグ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（ひろこうじ薬局我孫子店） 有限会社　薬の広小路我孫子店 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（HAIR DESIGN CIEL） 株式会社　ＧＲＡＮＤ　ＣＩＥＬ ｸﾞﾗﾝｼｴﾙ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（ラフィネ） 株式会社　ボディワーク 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（ファニー我孫子店） 有限会社　ファニー ﾌｱﾆｰ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（占い・カウンセリング「ティーラ」） 株式会社　ティーラ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（ロッテリア アビイクオーレ店） 株式会社　ロッテリア ﾛﾂﾃﾘｱ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（パリクロアッサン我孫子店） フジパンストアー　株式会社 ﾌｼﾞﾊﾟﾝｽﾄｱｰ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F)（イトーヨーカドー我孫子南口店）（にこにこＢＥＡＲ） 株式会社　イトーヨーカ堂 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｳ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F) セブン銀行イトーヨーカドー我孫子南口店共同出張所 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F) 三井住友銀行アビイクオーレ出張所 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（1F) 千葉銀行アビイクオーレ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)(我孫子事業所) 石橋生絲　株式会社 ｲｼﾊﾞｼｷｲﾄ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 アビイクオーレ２Ｆ（キャンドゥ我孫子店） 株式会社　キャンドゥ ｷﾔﾝﾄﾞｳ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（ＳＣ多田屋書店我孫子支店） ショッピングセンター多田屋　株式会社 ｼﾖﾂﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾀﾀﾞﾔ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 アビイクオーレ２階（たんす屋我孫子店） 株式会社　やまとグローバル ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（ＣＹ我孫子南口ＩＹ） 株式会社　チヨダ ﾁﾖﾀﾞ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（ファッションハウスジョンノビ） 株式会社　プロサーチ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（ハニーズ我孫子店） 株式会社　ハニーズ ﾊﾆｰｽﾞ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（マックハウス） 株式会社　マックハウス 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（クラフトハートトーカイ イトーヨーカドー我孫子南口店） 藤久　株式会社 ﾌｼﾞｷﾕｳ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（ＱＢハウス） 株式会社　ＱＢネット 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（ワンダープライス イトーヨーカ堂店） 株式会社　ゼロジャパン ｾﾞﾛｼﾞﾔﾊﾟﾝ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F) 我孫子市子育て支援センター 本町３丁目２番１号
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本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F) 我孫子市消費生活センター 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（我孫子市ファミリーサポートセンター） ＮＰＯ法人　アビィーズ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（あびこスマイルデンタルクリニック） 医療法人　緑生会 ﾘﾖｸｾｲｶｲ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（パソコン市民講座アビクオーレ我孫子教室） 株式会社　チアリー ﾁｱﾘｰ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ(2F)（芳咲） 有限会社　邦翔管財 ﾎｳｼﾖｳｶﾝｻﾞｲ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ（社員食堂） アイワイフーズ　株式会社 ｱｲﾜｲﾌｰｽﾞ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 ※アビイクオーレ 株式会社　セブン＆アイ・フードシステムズ ｾﾌﾞﾝｱﾝﾄﾞｱｲﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 本町３丁目２番１号

本町３丁目２番２８号 （我孫子南口　イトーヨーカドーチャンスセンター） 株式会社　ビーエヌシー ﾋﾞｰｴﾇｼｰ 本町３丁目２番４３号

本町３丁目３番４号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ(1F) 生活協同組合　我孫子生活センタ－ ｾｲｶﾂｷﾖｳﾄﾞｳｸﾐｱｲｱﾋﾞｺｾｲｶﾂｾﾝﾀｰ 本町３丁目５番１号

本町３丁目３番４号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ(1F) 美容室ＥＶＥ 本町３丁目５番１号

本町３丁目３番４－２０１号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－２０１号

本町３丁目３番４－２０２号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－２０２号

本町３丁目３番４－２０３号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－２０３号

本町３丁目３番４－３０１号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－３０１号

本町３丁目３番４－３０３号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－３０３号

本町３丁目３番４－４０１号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－４０１号

本町３丁目３番４－４０２号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－４０２号

本町３丁目３番４－４０３号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目５番１－４０３号

本町３丁目３番７号 ※アネックス弐番館(1F) あびこ南整骨院 本町３丁目３番７号

本町３丁目３番７号 ※アネックス弐番館（201） エレメントチェック　株式会社 本町３丁目３番７号

本町３丁目３番７号 ※アネックス弐番館（201） 有限会社　テシコン 本町３丁目３番７号

本町３丁目３番７－３０１号 アネックス弐番館 本町３丁目３番７－３０１号

本町３丁目３番７－４０１号 アネックス弐番館 本町３丁目３番７－４０１号

本町３丁目３番８号 ※アビコパークビル(1F) ハートビート ﾊｰﾄﾋﾞｰﾄ 本町３丁目３番８号

本町３丁目３番８号 ※アビコパークビル(2F) あびこフレンズ保育園 本町３丁目３番８号

本町３丁目３番８号 ※アビコパークビル(3F)（森税理士事務所） 有限会社　エージェンシー会計 ｴｰｼﾞｴﾝｼｰｶｲｹｲ 本町３丁目３番８号

本町３丁目３番８－４０１号 アビコパークビル 本町３丁目３番８－４０１号

本町３丁目３番１０号 理容プリマー 本町３丁目３番１０号

本町３丁目３番１０号 本町３丁目３番１０号

本町３丁目３番１０号 本町３丁目３番１０号

- 23 -



旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町３丁目３番１１号 本町３丁目３番１８号

本町３丁目３番１１号 本町３丁目３番１９号

本町３丁目３番１２号 本町３丁目３番２０号

本町３丁目３番１３号 本町３丁目３番２１号

本町３丁目３番１３号 本町３丁目３番２１号

本町３丁目３番１５号 ※木川ビル 本町３丁目３番２８号

本町３丁目３番１５号 ※木川ビル 木川行政書士事務所 本町３丁目３番２８号

本町３丁目３番１５号 木川ビル１Ｆ ＪＩＮ－仁　カイロプラクティック我孫子整骨院 本町３丁目３番２８号

本町３丁目４番２－１０２号 エスポワール リユール 本町３丁目５番２７－１０２号

本町３丁目４番２号 ※エスポワール(1F) 本町３丁目５番２７号

本町３丁目４番２－２０２号 エスポワール 本町３丁目５番２７－２０２号

本町３丁目４番３号 本町３丁目４番１号

本町３丁目４番３号 本町３丁目４番４号

本町３丁目４番３号 レストラン　一歩亭 本町３丁目４番５号

本町３丁目４番３号 本町３丁目４番３５号

本町３丁目４番３号 ティアラ 本町３丁目４番３５号

本町３丁目４番３号 歌謡スタジオ＆ダンス　いろは 本町３丁目４番３５号

本町３丁目４番８－２０２号 ペルレシュロス 本町３丁目４番３０－２０２号

本町３丁目４番８－２０３号 ペルレシュロス 本町３丁目４番３０－２０３号

本町３丁目４番８－３０２号 ペルレシュロス 本町３丁目４番３０－３０２号

本町３丁目４番８－３０３号 ペルレシュロス 本町３丁目４番３０－３０３号

本町３丁目４番８－４０３号 ペルレシュロス 本町３丁目４番３０－４０３号

本町３丁目４番８－４０４号 ペルレシュロス 本町３丁目４番３０－４０４号

本町３丁目４番８号 ※ペルレシュロス(501) 本町３丁目４番３０号

本町３丁目４番８号 ※ペルレシュロス(501) 有限会社　ベル企画 ﾍﾞﾙｷｶｸ 本町３丁目４番３０号

本町３丁目４番８号 本町３丁目４番３１号

本町３丁目４番８号 本町３丁目４番３１号

本町３丁目４番９－２Ｆ号 五味ビル 本町３丁目４番３２－２Ｆ号

本町３丁目４番９号 ※五味ビル 株式会社　五味商店 ｺﾞﾐｼﾖｳﾃﾝ 本町３丁目４番３２号

本町３丁目４番９号 東栄電気　株式会社　我孫子支店 ﾄｳｴｲﾃﾞﾝｷ 本町３丁目４番３３号
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本町３丁目５番１号 ※安井ビル(1F) 有限会社　安井家 ﾔｽｲﾔ 本町３丁目６番１号

本町３丁目５番１号 ※安井ビル(1F) 有限会社　規守 ﾉﾘﾓﾘ 本町３丁目６番１号

本町３丁目５番１号 安井ビル３０１ かおり鍼灸院 本町３丁目６番１号

本町３丁目５番１－４０１号 安井ビル 本町３丁目６番１－４０１号

本町３丁目５番１－４０２号 安井ビル 本町３丁目６番１－４０２号

本町３丁目５番１－５０１号 安井ビル 本町３丁目６番１－５０１号

本町３丁目５番１－５０２号 安井ビル 本町３丁目６番１－５０２号

本町３丁目５番４号 本町３丁目７番２４号

本町３丁目５番５－１０４号 タウンハウス石橋 本町３丁目７番２７－１０４号

本町３丁目５番５－２０３号 タウンハウス石橋 本町３丁目７番２７－２０３号

本町３丁目５番５－２０５号 タウンハウス石橋 本町３丁目７番２７－２０５号

本町３丁目５番５－２０６号 タウンハウス石橋 本町３丁目７番２７－２０６号

本町３丁目５番５－２０７号 タウンハウス石橋 本町３丁目７番２７－２０７号

本町３丁目５番６号 本町３丁目７番１号

本町３丁目５番７号 本町３丁目７番２号

本町３丁目５番７号 本町３丁目７番２号

本町３丁目５番８号 医療法人社団　千葉歯科医院 ﾁﾊﾞｼｶｲｲﾝ 本町３丁目７番５号

本町３丁目５番１０号 本町３丁目７番７号

本町３丁目５番１１号 本町３丁目７番８号

本町３丁目５番１２号 本町３丁目７番１０号

本町３丁目５番１２号 本町３丁目７番１１号

本町３丁目５番１３号 本町３丁目７番９号

本町３丁目５番１４号 本町３丁目７番１２号

本町３丁目５番１４号 本町３丁目７番２０号

本町３丁目５番１４号 本町３丁目７番２２号

本町３丁目５番１７号 本町３丁目７番１８号

本町３丁目５番１８号 本町３丁目７番２１号

本町３丁目５番１９号 本町３丁目６番１３号

本町３丁目５番２０－１０２号 ＣＡＳＳＡＬＡ我孫子 本町３丁目６番１６－１０２号

本町３丁目５番２０－２０２号 ＣＡＳＳＡＬＡ我孫子 本町３丁目６番１６－２０２号

本町３丁目５番２０－３０１号 ＣＡＳＳＡＬＡ我孫子 本町３丁目６番１６－３０１号

本町３丁目５番２０号 本町３丁目６番１９号
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本町３丁目５番２４号 本町３丁目５番２４号

本町３丁目５番２４号 株式会社　あびこ保険サービス 本町３丁目５番２４号

本町３丁目５番３２－１０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－１０１号

本町３丁目５番３２－１０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－１０２号

本町３丁目５番３２－２０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－２０１号

本町３丁目５番３２－２０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－２０２号

本町３丁目５番３２－２０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－２０２号

本町３丁目５番３２－２０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－２０３号

本町３丁目５番３２－２０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－２０４号

本町３丁目５番３２－２０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－２０５号

本町３丁目５番３２－２０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－２０６号

本町３丁目５番３２－３０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－３０１号

本町３丁目５番３２－３０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－３０２号

本町３丁目５番３２－３０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－３０３号

本町３丁目５番３２－３０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－３０３号

本町３丁目５番３２－３０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－３０４号

本町３丁目５番３２－３０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－３０５号

本町３丁目５番３２－３０６号 ルイシャトレ我孫子弍番館 本町３丁目６番２１－３０６号

本町３丁目５番３２－４０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－４０１号

本町３丁目５番３２－４０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－４０１号

本町３丁目５番３２－４０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－４０２号

本町３丁目５番３２－４０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－４０３号

本町３丁目５番３２－４０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－４０４号

本町３丁目５番３２－４０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－４０５号

本町３丁目５番３２－４０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－４０６号

本町３丁目５番３２－５０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－５０１号

本町３丁目５番３２－５０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－５０３号

本町３丁目５番３２－５０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－５０４号

本町３丁目５番３２－５０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－５０５号

本町３丁目５番３２－５０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－５０６号

本町３丁目５番３２－６０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－６０１号

本町３丁目５番３２－６０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－６０２号
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本町３丁目５番３２－６０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－６０３号

本町３丁目５番３２－６０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－６０４号

本町３丁目５番３２－６０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－６０５号

本町３丁目５番３２－６０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－６０６号

本町３丁目５番３２－７０１号 ルイシャトレ我孫子弍番館 本町３丁目６番２１－７０１号

本町３丁目５番３２－７０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－７０２号

本町３丁目５番３２－７０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－７０３号

本町３丁目５番３２－７０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－７０４号

本町３丁目５番３２－７０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－７０５号

本町３丁目５番３２－７０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－７０６号

本町３丁目５番３２－８０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－８０１号

本町３丁目５番３２－８０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－８０２号

本町３丁目５番３２－８０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－８０３号

本町３丁目５番３２－８０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－８０４号

本町３丁目５番３２－８０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目６番２１－８０５号

本町３丁目６番１号 本町３丁目５番２号

本町３丁目６番１号 本町３丁目５番２号

本町３丁目６番１号 有限会社　我孫子設備 ｱﾋﾞｺｾﾂﾋﾞ 本町３丁目５番２号

本町３丁目６番２－１０２号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－１０２号

本町３丁目６番２－１０３号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－１０３号

本町３丁目６番２－２０２号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－２０２号

本町３丁目６番２－２０３号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－２０３号

本町３丁目６番２－２０５号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－２０５号

本町３丁目６番２－３０３号 ※サンピア我孫子 本町３丁目５番４－３０３号

本町３丁目６番２－４０１号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－４０１号

本町３丁目６番２－４０２号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－４０２号

本町３丁目６番２－４０３号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－４０３号

本町３丁目６番２－４０５号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－４０５号

本町３丁目６番２－５０１号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－５０１号

本町３丁目６番２－５０２号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－５０２号
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本町３丁目６番２－５０２号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－５０２号

本町３丁目６番２－５０３号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－５０３号

本町３丁目６番２－５０５号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－５０５号

本町３丁目６番２－６０２号 ※サンピア我孫子 本町３丁目５番４－６０２号

本町３丁目６番２－６０３号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－６０３号

本町３丁目６番２－７０１号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－７０１号

本町３丁目６番２－７０２号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－７０２号

本町３丁目６番２－７０２号 サンピア我孫子 株式会社　ＡＳＵＢＩＴ ｱｽﾋﾞｯﾄ 本町３丁目５番４－７０２号

本町３丁目６番２－７０３号 サンピア我孫子 本町３丁目５番４－７０３号

本町３丁目６番２号 本町３丁目５番７号

本町３丁目６番２号 本町３丁目５番７号

本町３丁目６番５号 本町３丁目６番１５号

本町３丁目６番７号 本町３丁目７番１７号

本町３丁目６番１０号 本町３丁目５番８号

本町３丁目６番１０号 本町３丁目７番１６号

本町３丁目６番１１号（１０１号） 朝日荘 本町３丁目５番９号（１０１号）

本町３丁目６番１１号(１０３号） 朝日荘 本町３丁目５番９号(１０３号）

本町３丁目６番１１号(２０３号） 朝日荘 本町３丁目５番９号(２０３号）

本町３丁目６番１２号 本町３丁目５番２１号

本町３丁目６番１２号 有限会社　根戸屋商店 ﾈﾄﾞﾔｼﾖｳﾃﾝ 本町３丁目５番２１号

本町３丁目６番１２号 本町３丁目５番２２号

本町３丁目６番１７号 渋谷ビル１０１ テスコ英会話 本町３丁目５番２５号

本町３丁目６番１７号 渋谷ビル１０２ アビコカルチャースクール 本町３丁目５番２５号

本町３丁目６番１７号 ※渋谷ビル(1F) ディジーブルー 本町３丁目５番２５号

本町３丁目６番１７号 ※渋谷ビル(2F) 本町３丁目５番２５号

本町３丁目６番１７号 ※渋谷ビル(2F) 渋谷産業　株式会社 ｼﾌﾞﾔｻﾝｷﾞﾖｳ 本町３丁目５番２５号

本町３丁目６番１７号 ※渋谷ビル(2F) あびこエナジー　株式会社 ｱﾋﾞｺｴﾅｼﾞｰ 本町３丁目５番２５号

本町３丁目７番２号 本町３丁目４番２８号

本町３丁目７番２号 本町３丁目４番２８号

本町３丁目７番３－１０１号 ※こぐまハイツ 梅本洋平税理士事務所 本町３丁目４番８－１０１号
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本町３丁目７番３号 ※こぐまハイツ(1F) 美容室ＴＢＳ 本町３丁目４番８号

本町３丁目７番３号（１０２号） こぐまハイツ 本町３丁目４番８号（１０２号）

本町３丁目７番３号(２０１号） こぐまハイツ 本町３丁目４番８号(２０１号）

本町３丁目７番３号 ※こぐまハイツ(202) 株式会社　バルーン ﾊﾞﾙｰﾝ 本町３丁目４番８号

本町３丁目７番４号 本町３丁目５番１６号

本町３丁目７番８－２０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０１号

本町３丁目７番８－２０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０２号

本町３丁目７番８－２０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０３号

本町３丁目７番８－２０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０４号

本町３丁目７番８－２０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０５号

本町３丁目７番８－２０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０６号

本町３丁目７番８－２０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０７号

本町３丁目７番８－２０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－２０８号

本町３丁目７番８－３０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－３０１号

本町３丁目７番８－３０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－３０２号

本町３丁目７番８－３０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－３０３号

本町３丁目７番８－３０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－３０４号

本町３丁目７番８－３０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－３０５号

本町３丁目７番８－３０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－３０６号

本町３丁目７番８－３０７号 ルイシャトル我孫子 本町３丁目４番１４－３０７号

本町３丁目７番８－３０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－３０８号

本町３丁目７番８－４０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０１号

本町３丁目７番８－４０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０２号

本町３丁目７番８－４０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０３号

本町３丁目７番８－４０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０４号

本町３丁目７番８－４０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０５号

本町３丁目７番８－４０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０６号

本町３丁目７番８－４０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０７号

本町３丁目７番８－４０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－４０８号

本町３丁目７番８－５０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０１号

本町３丁目７番８－５０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０２号

本町３丁目７番８－５０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０３号
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本町３丁目７番８－５０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０３号

本町３丁目７番８－５０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０４号

本町３丁目７番８－５０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０５号

本町３丁目７番８－５０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０６号

本町３丁目７番８－５０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０７号

本町３丁目７番８－５０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－５０８号

本町３丁目７番８－６０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０１号

本町３丁目７番８－６０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０２号

本町３丁目７番８－６０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０３号

本町３丁目７番８－６０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０４号

本町３丁目７番８－６０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０５号

本町３丁目７番８－６０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０６号

本町３丁目７番８－６０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０７号

本町３丁目７番８－６０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－６０８号

本町３丁目７番８－７０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－７０１号

本町３丁目７番８－７０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－７０２号

本町３丁目７番８－７０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－７０３号

本町３丁目７番８－７０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－７０５号

本町３丁目７番８－７０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－７０６号

本町３丁目７番８－７０６号 ※ルイシャトレ我孫子 株式会社　英進 ｴｲｼﾝ 本町３丁目４番１４－７０６号

本町３丁目７番８－７０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－７０７号

本町３丁目７番８－７０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目４番１４－７０８号

本町３丁目７番１０号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ（貸ホールＡＢＩＫＯｓ） 特定非営利活動法人　ＡＣＯＢＡ ｱｺﾊﾞ 本町３丁目４番１７号

本町３丁目７番１０号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ 株式会社　クレス ｸﾚｽ 本町３丁目４番１７号

本町３丁目７番１０号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ fuji社会福祉事務所 本町３丁目４番１７号

本町３丁目７番１０号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ 株式会社　東商社 本町３丁目４番１７号

本町３丁目７番１１号 本町３丁目４番１８号

本町３丁目７番１４号 本町３丁目４番１９号

本町３丁目７番１４号 本町３丁目４番１９号

本町３丁目７番１４号 本町３丁目４番２０号

本町３丁目７番１５号 本町３丁目４番２５号

本町３丁目７番１７号 本町３丁目４番２６号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町３丁目８番１号 本町３丁目８番２３号

本町３丁目８番２号 本町３丁目５番１１号

本町３丁目８番２号 本町３丁目５番１１号

本町３丁目８番７号 本町３丁目８番１７号

本町３丁目８番１０号 東京ベイ　信用金庫　我孫子支店 ﾄｳｷﾖｳﾍﾞｲ 本町３丁目９番１０号

本町３丁目８番１１号 ※セザン・ビョーク(1F) 株式会社　きづくワールド 本町３丁目９番２２号

本町３丁目８番１１－２Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－２Ａ号

本町３丁目８番１１－２Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－２Ｂ号

本町３丁目８番１１－２Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－２Ｃ号

本町３丁目８番１１－２Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－２Ｄ号

本町３丁目８番１１－３Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－３Ａ号

本町３丁目８番１１－３Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－３Ｂ号

本町３丁目８番１１－３Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－３Ｃ号

本町３丁目８番１１－３Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－３Ｄ号

本町３丁目８番１１－４Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－４Ａ号

本町３丁目８番１１－４Ｃ号 ※セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－４Ｃ号

本町３丁目８番１１－４Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－４Ｄ号

本町３丁目８番１１－５Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－５Ａ号

本町３丁目８番１１－５Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－５Ｂ号

本町３丁目８番１１－５Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－５Ｃ号

本町３丁目８番１１－５Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－５Ｄ号

本町３丁目８番１１－６Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－６Ａ号

本町３丁目８番１１－６Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－６Ｂ号

本町３丁目８番１１－６Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－６Ｃ号

本町３丁目８番１１－６Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－６Ｄ号

本町３丁目８番１１－７Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－７Ｂ号

本町３丁目８番１１－７Ｃ号 ※セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－７Ｃ号

本町３丁目８番１１－７Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－７Ｄ号

本町３丁目８番１１－８Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－８Ａ号

本町３丁目８番１１－８Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－８Ｂ号

本町３丁目８番１１－８Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－８Ｃ号

本町３丁目８番１１－８Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目９番２２－８Ｄ号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町３丁目８番１２号 本町３丁目９番２０号

本町３丁目８番１２号 有限会社　染井金物店 ｿﾒｲｶﾅﾓﾉﾃﾝ 本町３丁目９番２０号

本町３丁目８番１３号 本町３丁目９番１５号

本町３丁目８番１５号 本町３丁目９番１９号

本町３丁目８番１５号 有限会社　カネハン ｶﾈﾊﾝ 本町３丁目９番１９号

本町３丁目８番１７－１０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－１０１号

本町３丁目８番１７－１０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－１０２号

本町３丁目８番１７－１０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－１０３号

本町３丁目８番１７－２０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－２０１号

本町３丁目８番１７－２０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－２０２号

本町３丁目８番１７－２０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－２０３号

本町３丁目８番１７－２０４号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－２０４号

本町３丁目８番１７－２０４号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－２０４号

本町３丁目８番１７－３０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－３０１号

本町３丁目８番１７－３０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－３０２号

本町３丁目８番１７－３０３号 ※セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－３０３号

本町３丁目８番１７－３０４号 ※セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－３０４号

本町３丁目８番１７－４０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－４０１号

本町３丁目８番１７－４０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－４０１号

本町３丁目８番１７－４０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－４０２号

本町３丁目８番１７－４０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－４０３号

本町３丁目８番１７－４０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目５番１２－４０３号

本町３丁目８番１８号 本町３丁目８番１８号

本町３丁目８番１９号 本町３丁目８番１９号

本町３丁目８番２０号 本町３丁目８番２０号

本町３丁目８番２１号 本町３丁目８番２１号

本町３丁目８番２２号 本町３丁目８番２２号

本町３丁目９番１号 本町３丁目８番２５号

本町３丁目９番２号 本町３丁目８番２７号

本町３丁目９番２号 有限会社　エヌ・イーリース販売 ｴﾇｲｰﾘｰｽﾊﾝﾊﾞｲ 本町３丁目８番２７号
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旧住所 方書等 氏名又は名称 カナ 新住所

本町３丁目９番４号 本町３丁目８番２９号

本町３丁目９番４号 本町３丁目８番３０号

本町３丁目９番４号 本町３丁目８番３１号

本町３丁目９番５号 本町３丁目８番１０号

本町３丁目９番６号 本町３丁目８番１１号

本町３丁目９番６号 本町３丁目８番１２号

本町３丁目９番６号 本町３丁目８番１２号

本町３丁目９番７号 本町３丁目９番２６号

本町３丁目９番１１号 根本歯科医院 ﾈﾓﾄｼｶｲｲﾝ 本町３丁目９番５号

本町３丁目９番１２号 本町３丁目９番６号

本町３丁目９番１２号 有限会社　和泉平商店 ｲｽﾞﾍｲｼﾖｳﾃﾝ 本町３丁目９番６号

本町３丁目９番１３号 ※スプリングハウス(1F) あちゅ庵 本町３丁目９番７号

本町３丁目９番１３号 ※スプリングハウス(1F) 吉田整体院 本町３丁目９番７号

本町３丁目９番１３号（２０２号） スプリングハウス 本町３丁目９番７号（２０２号）

本町３丁目９番１３号 本町３丁目９番８号

本町３丁目９番１３－３０２号 ザ・コスモス 本町３丁目９番２５－３０２号

本町３丁目９番１３－４０１号 ザ・コスモス 本町３丁目９番２５－４０１号

本町３丁目９番１３－４０２号 ザ・コスモス 本町３丁目９番２５－４０２号

本町３丁目９番１３－５０２号 ザ・コスモス 本町３丁目９番２５－５０２号

本町３丁目９番１３－５０３号 ザ・コスモス 本町３丁目９番２５－５０３号

本町３丁目９番１７号 本町３丁目８番１５号

本町３丁目９番１７号 （アルソアベニット） 有限会社　リトルカリッジ ﾘﾄﾙｶﾘﾂｼﾞ 本町３丁目８番１５号

本町３丁目９番１８号（１０１号） トースイハウス 本町３丁目８番１６号（１０１号）

本町３丁目９番１８号（１０１号） トースイハウス 本町３丁目８番１６号（１０１号）

本町３丁目９番１８号（１０２号） トースイハウス 本町３丁目８番１６号（１０２号）

本町３丁目９番１８号（１０２号） トースイハウス 本町３丁目８番１６号（１０２号）

本町３丁目９番１８号（１０２号） トースイハウス 本町３丁目８番１６号（１０２号）

本町３丁目９番１８号（２０１号） トースイハウス 本町３丁目８番１６号（２０１号）

本町３丁目９番１８号（２０２号） ※トースイハウス 本町３丁目８番１６号（２０２号）

本町３丁目９番１９号 本町３丁目８番２６号

本町３丁目９番１９号 本町３丁目８番２６号
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本町３丁目１０番３号（１０１号） サンストリーム上谷 本町３丁目８番４号（１０１号）

本町３丁目１０番３号（１０２号） サンストリーム上谷 本町３丁目８番４号（１０２号）

本町３丁目１０番３号（１０３号） サンストリーム上谷 本町３丁目８番４号（１０３号）

本町３丁目１０番３号（１０５号） サンストリーム上谷 本町３丁目８番４号（１０５号）

本町３丁目１０番３号（２０２号） サンストリーム上谷 本町３丁目８番４号（２０２号）

本町３丁目１０番３号（２０３号） サンストリーム上谷 本町３丁目８番４号（２０３号）

本町３丁目１０番５号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目１０番９号 本町３丁目１０番６号

本町３丁目１０番１２号 本町３丁目１０番８号

本町３丁目１０番１４号 本町３丁目１０番２７号

本町３丁目１０番１４号 本町３丁目１０番２７号

本町３丁目１０番１４号 有限会社　ムトウ企画 ﾑﾄｳｷｶｸ 本町３丁目１０番２７号

本町３丁目１０番１５号 本町３丁目１０番１３号

本町３丁目１０番１６号 本町３丁目１０番１６号

本町３丁目１０番１７号 本町３丁目１０番１７号

本町３丁目１０番２４号 本町３丁目８番３３号

本町３丁目１０番２５号 本町３丁目８番９号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番８号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番３２号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番３４号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番３４号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番３５号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番３５号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番３５号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目８番３６号

本町３丁目１０番２７号 本町３丁目８番３号

本町３丁目１０番２８号（１０１号） 上谷ハイツ 本町３丁目８番２号（１０１号）

本町３丁目１０番２８号（１０２号） 上谷ハイツ 本町３丁目８番２号（１０２号）

本町３丁目１０番２８号（２０１号） 上谷ハイツ 本町３丁目８番２号（２０１号）

本町３丁目１０番２８号（２０２号） 上谷ハイツ 本町３丁目８番２号（２０２号）

本町３丁目１０番２８号 ※上谷ハイツ 本町３丁目８番２号
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新　旧　対　照　表



本　町　１　丁　目



新住所 方書等 氏名又は名称 カナ 旧住所

本町１丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F)（スタイリッシュラボアローネ） 有限会社　フォア・フェスタ ﾌｵｱﾌｴｽﾀ 本町２丁目１番２号

本町１丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) 合同会社　ほぐし家将 本町２丁目１番２号

本町１丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) カット専門　髪座 本町２丁目１番２号

本町１丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) みずほ銀行柏支店　我孫子駅前出張所（ＡＴＭ） 本町２丁目１番２号

本町１丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F) ドトールコーヒーショップ我孫子南口店 本町２丁目１番２号

本町１丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ(1F)（PALETTE PLAZA我孫子店) 株式会社　プラザクリエイトストアーズ ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄｽﾄｱｰｽﾞ 本町２丁目１番２号

本町１丁目１番２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ２Ｆ 心のクリニックあびこ 本町２丁目１番２号

本町１丁目１番２－３０２号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－３０２号

本町１丁目１番２－３０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－３０４号

本町１丁目１番２－４０１号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－４０１号

本町１丁目１番２－４０３号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－４０３号

本町１丁目１番２－４０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－４０４号

本町１丁目１番２－４０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－４０４号

本町１丁目１番２－５０１号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－５０１号

本町１丁目１番２－５０２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－５０２号

本町１丁目１番２－５０３号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－５０３号

本町１丁目１番２－６０１号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－６０１号

本町１丁目１番２－６０２号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－６０２号

本町１丁目１番２－６０３号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－６０３号

本町１丁目１番２－６０４号 Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－６０４号

本町１丁目１番２－７０１号 ※Ｌａ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 本町２丁目１番２－７０１号

本町１丁目１番５号 工事中 本町２丁目４番２１号

本町１丁目１番６号（６Ｆ） ※第二吉田ビル(１Ｆ居酒屋かっぱ、２Ｆ居酒屋かっぱ天国、６Ｆ麻雀かっぱ) 有限会社　スリーアップ ｽﾘｰｱﾂﾌﾟ 本町１丁目２番１号（６Ｆ）

本町１丁目１番６号 ※第二吉田ビル（カラオケバンバン我孫子店（３、４Ｆ）） 株式会社　シン・コーポレーション ｼﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ 本町１丁目２番１号

本町１丁目１番７号 本町１丁目２番１号

本町１丁目１番７号 本町１丁目２番１号

本町１丁目１番７号 本町１丁目２番１号

本町１丁目１番８号 （しちりん我孫子店） 有限会社　セブン企画 ｾﾌﾞﾝｷｶｸ 本町１丁目２番２号

本町１丁目１番８号 本町１丁目２番２号

本町１丁目１番１０号 ライフ我孫子１階 おがわ亭 ｵｶﾞﾜﾃｲ 本町１丁目２番２号

本町１丁目１番１０号 ※ライフ我孫子(1F)（海鮮処いわい） 有限会社　岩井産業 ｲﾜｲｻﾝｷﾞｮｳ 本町１丁目２番２号

本町１丁目１番１０－２０１号 ライフ我孫子 鈴木よしなり司法書士事務所 本町１丁目２番２－２０１号
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本町１丁目１番１０－２０２号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－２０２号

本町１丁目１番１０－２０３号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－２０３号

本町１丁目１番１０－２０６号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－２０６号

本町１丁目１番１０－３０１号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－３０１号

本町１丁目１番１０－３０５号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－３０５号

本町１丁目１番１０－３０６号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－３０６号

本町１丁目１番１０－４０２号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－４０２号

本町１丁目１番１０－４０６号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－４０６号

本町１丁目１番１０－５０２号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－５０２号

本町１丁目１番１０－５０３号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－５０３号

本町１丁目１番１０－５０５号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－５０５号

本町１丁目１番１０－５０６号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－５０６号

本町１丁目１番１０－６０５号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－６０５号

本町１丁目１番１０－６０６号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－６０６号

本町１丁目１番１０－７０２号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－７０２号

本町１丁目１番１０－７０６号 ライフ我孫子 本町１丁目２番２－７０６号

本町１丁目１番１１号 ※青木ビル(B1F) お食事処　くつろぎ 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１１－１０１号 ※青木ビル（美容室ラッキーヘアー） 合同会社　フォート ﾌｫｰﾄ 本町１丁目２番３－１０１号

本町１丁目１番１１号 ※青木ビル(102) バーヴァン・ヌフ 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１１号 青木ビル１階 お賀川 ｵｶﾞﾜ 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１１号 青木ビル２Ｆ 我孫子健康歯科 ｱﾋﾞｺｹﾝｺｳｼｶ 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１１号 ※青木ビル(203) お好み焼き　くいだおれ 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１１号 ※青木ビル(204) すなっく　幸 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１１－３０２号 青木ビル 本町１丁目２番３－３０２号

本町１丁目１番１１－３０３号 青木ビル 本町１丁目２番３－３０３号

本町１丁目１番１１－４０１号 青木ビル 本町１丁目２番３－４０１号

本町１丁目１番１１－４０２号 青木ビル 本町１丁目２番３－４０２号

本町１丁目１番１１－４０４号 ※青木ビル 本町１丁目２番３－４０４号

本町１丁目１番１１－５０１号 青木ビル 本町１丁目２番３－５０１号

本町１丁目１番１１－５０２号 青木ビル 本町１丁目２番３－５０２号

本町１丁目１番１１－６０１号 青木ビル 本町１丁目２番３－６０１号

本町１丁目１番１１－６０１号 青木ビル 株式会社　西村 ﾆｼﾑﾗ 本町１丁目２番３－６０１号
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本町１丁目１番１１－６０３号 青木ビル 本町１丁目２番３－６０３号

本町１丁目１番１４号 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１４号 青木工業　有限会社 ｱｵｷｺｳｷﾞﾖｳ 本町１丁目２番３号

本町１丁目１番１７－１０１号 ハイシティ我孫子 おぎの司法書士事務所 本町１丁目２番１０－１０１号

本町１丁目１番１７－２０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－２０１号

本町１丁目１番１７号 ※ハイシティ我孫子(202) 有限会社　遠藤昇美容室 ｴﾝﾄﾞｳﾉﾎﾞﾙﾋﾞﾖｳｼﾂ 本町１丁目２番１０号

本町１丁目１番１７－２０４号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－２０４号

本町１丁目１番１７－３０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－３０１号

本町１丁目１番１７－３０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－３０２号

本町１丁目１番１７－３０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－３０３号

本町１丁目１番１７－４０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－４０２号

本町１丁目１番１７－４０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－４０３号

本町１丁目１番１７－５０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－５０１号

本町１丁目１番１７－５０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－５０２号

本町１丁目１番１７－５０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－５０３号

本町１丁目１番１７－６０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－６０１号

本町１丁目１番１７－６０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－６０２号

本町１丁目１番１７－６０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－６０３号

本町１丁目１番１７－７０１号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－７０１号

本町１丁目１番１７－７０２号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－７０２号

本町１丁目１番１７－７０２号 ハイシティ我孫子 有限会社　ＥＲＳ 本町１丁目２番１０－７０２号

本町１丁目１番１７－７０３号 ハイシティ我孫子 本町１丁目２番１０－７０３号

本町１丁目１番１７－７０３号 ※ハイシティ我孫子 株式会社　ケイアンドケイ ｹｲｱﾝﾄﾞｹｲ 本町１丁目２番１０－７０３号

本町１丁目１番２０号 本町１丁目２番１３号

本町１丁目１番２１号 本町１丁目２番９号

本町１丁目１番２２号 本町１丁目４番２８号

本町１丁目１番２４号 本町１丁目２番１４号

本町１丁目１番２５号 本町１丁目２番１５号

本町１丁目１番２６号 本町１丁目４番２２号

本町１丁目１番２７－２０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－２０１号

本町１丁目１番２７－２０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－２０３号

本町１丁目１番２７－２０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－２０４号
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本町１丁目１番２７－２０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－２０５号

本町１丁目１番２７－３０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－３０１号

本町１丁目１番２７－３０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－３０２号

本町１丁目１番２７－３０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－３０３号

本町１丁目１番２７－３０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－３０４号

本町１丁目１番２７－３０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－３０５号

本町１丁目１番２７－４０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－４０１号

本町１丁目１番２７－４０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－４０２号

本町１丁目１番２７－４０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－４０４号

本町１丁目１番２７－５０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－５０２号

本町１丁目１番２７－５０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－５０３号

本町１丁目１番２７－５０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－５０４号

本町１丁目１番２７－６０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－６０２号

本町１丁目１番２７－６０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－６０３号

本町１丁目１番２７－６０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－６０４号

本町１丁目１番２７－６０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－６０５号

本町１丁目１番２７－７０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－７０１号

本町１丁目１番２７－７０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－７０３号

本町１丁目１番２７－７０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－７０４号

本町１丁目１番２７－７０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－７０５号

本町１丁目１番２７－８０１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－８０１号

本町１丁目１番２７－８０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－８０２号

本町１丁目１番２７－８０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－８０３号

本町１丁目１番２７－８０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－８０４号

本町１丁目１番２７－８０５号 ※ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－８０５号

本町１丁目１番２７－９０２号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－９０２号

本町１丁目１番２７－９０３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－９０３号

本町１丁目１番２７－９０４号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－９０４号

本町１丁目１番２７－９０５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－９０５号

本町１丁目１番２７－１００１号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－１００１号

本町１丁目１番２７－１００３号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－１００３号

本町１丁目１番２７－１００５号 ヒューマンハイム我孫子 本町１丁目５番１－１００５号
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本町１丁目１番２８号 本町１丁目５番２号

本町１丁目１番２９号（１０１号） ファーマメント 本町１丁目５番２号（１０１号）

本町１丁目１番２９号（２０１号） ファーマメント 本町１丁目５番２号（２０１号）

本町１丁目１番２９号（２０２号） ファーマメント 本町１丁目５番２号（２０２号）

本町１丁目２番１号 本町１丁目２番７号

本町１丁目２番５号 本町１丁目３番１号

本町１丁目２番６号 本町１丁目３番１号

本町１丁目２番６号 本町１丁目３番１号

本町１丁目２番８号 本町１丁目３番２２号

本町１丁目２番１１号 本町１丁目３番２２号

本町１丁目２番１１号 本町１丁目３番２２号

本町１丁目２番１２号 本町１丁目３番１５号

本町１丁目２番１２号 ギャラリー翠 ｷﾞｬﾗﾘｰｽｲ 本町１丁目３番１５号

本町１丁目２番１５号 本町１丁目３番１６号

本町１丁目２番２１号 本町１丁目２番９号

本町１丁目２番２１号 本町１丁目２番９号

本町１丁目２番２２号 本町１丁目２番７号

本町１丁目３番５号 本町１丁目３番５号

本町１丁目３番５号 株式会社　奥山商店 ｵｸﾔﾏｼﾖｳﾃﾝ 本町１丁目３番５号

本町１丁目３番６号 本町１丁目３番６号

本町１丁目３番６号 本町１丁目３番６号

本町１丁目３番７号 本町１丁目３番６号

本町１丁目３番７号 有限会社　まきや商店 ﾏｷﾔｼﾖｳﾃﾝ 本町１丁目３番６号

本町１丁目３番８－２０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－２０１号

本町１丁目３番８－３０１号 ※ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－３０１号

本町１丁目３番８－３０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－３０２号

本町１丁目３番８－４０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－４０１号

本町１丁目３番８－４０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－４０２号

- 39 -



新住所 方書等 氏名又は名称 カナ 旧住所

本町１丁目３番８－５０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－５０２号

本町１丁目３番８－６０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－６０１号

本町１丁目３番８－６０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－６０２号

本町１丁目３番８－７０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－７０１号

本町１丁目３番８－７０２号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－７０２号

本町１丁目３番８－８０１号 ローマンブリッジ 本町１丁目３番７－８０１号

本町１丁目３番８－８０１号 ローマンブリッジ 株式会社　ＢＳ－ＡＲＫ ﾋﾞｰｴｽｱｰｸ 本町１丁目３番７－８０１号

本町１丁目３番８－８０１号 ローマンブリッジ 石橋クリニック　石橋　弘成 ｲｼﾊﾞｼｸﾘﾆｯｸｲｼﾊﾞｼﾋﾛｼｹﾞ 本町１丁目３番７－８０１号

本町１丁目３番９号 本町１丁目３番９号

本町１丁目３番１３号 本町１丁目３番１１号

本町１丁目３番１４号 本町１丁目４番１号

本町１丁目３番１７号 ※松岡ビル（我孫子営業所） 株式会社　マルサンテクノス ﾏﾙｻﾝﾃｸﾉｽ 本町１丁目４番２号

本町１丁目３番１８号 本町１丁目４番２号

本町１丁目３番１８号 本町１丁目４番２号

本町１丁目３番１８号 本町１丁目４番２号

本町１丁目３番１８号 有限会社　ヤツギ ﾔﾂｷﾞ 本町１丁目４番２号

本町１丁目３番２３号 ※高橋ビル 本町１丁目４番４号

本町１丁目３番２３号 高橋ビル１階（ナガイ動物病院） 株式会社　ＮＡＨ ｴﾇｴｰｴｲﾁ 本町１丁目４番４号

本町１丁目３番２４号 本町１丁目４番５号

本町１丁目３番２４号 有限会社　村田風呂店 ﾑﾗﾀﾌﾛﾃﾝ 本町１丁目４番５号

本町１丁目３番２５号 ピノ　我孫子センター 本町１丁目４番５号

本町１丁目３番２５号 有限会社　アーモンド 本町１丁目４番５号

本町１丁目３番２７号 本町１丁目４番２１号

本町１丁目３番２７号 本町１丁目４番２１号

本町１丁目３番２９号 ※アルカンシエル(1F) 株式会社　ＢＨＣ 本町１丁目４番２１号

本町１丁目３番２９－２０１号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－２０１号

本町１丁目３番２９－２０２号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－２０２号

本町１丁目３番２９－２０４号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－２０４号

本町１丁目３番２９－２０５号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－２０５号

本町１丁目３番２９－３０１号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－３０１号

本町１丁目３番２９－３０３号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－３０３号

本町１丁目３番２９－３０４号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－３０４号
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本町１丁目３番２９－３０５号 アルカンシェル 本町１丁目４番２１－３０５号

本町１丁目３番２９－４０１号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－４０１号

本町１丁目３番２９－４０２号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－４０２号

本町１丁目３番２９－４０３号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－４０３号

本町１丁目３番２９－４０４号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－４０４号

本町１丁目３番２９－４０５号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－４０５号

本町１丁目３番２９－５０１号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－５０１号

本町１丁目３番２９－５０２号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－５０２号

本町１丁目３番２９－５０３号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－５０３号

本町１丁目３番２９－５０４号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－５０４号

本町１丁目３番２９－５０５号 アルカンシエル 本町１丁目４番２１－５０５号

本町１丁目３番２９号 ※アルカンシエル(601) 本町１丁目４番２１号

本町１丁目３番３０号 株式会社　リメイク ﾘﾒｲｸ 本町１丁目４番２１号

本町１丁目３番３２号 本町１丁目４番２１号

本町１丁目３番３３号 本町１丁目４番２４号

本町１丁目３番３４号 中華三平 本町１丁目４番２２号

本町１丁目３番３６号 本町１丁目４番２５号

本町１丁目３番３８号 本町１丁目４番２８号

本町１丁目３番３９号 本町１丁目４番２５号

本町１丁目３番４０号 （放課後等デイサービス ハンドレッド） 一般社団法人　ハンドレッド ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 本町１丁目４番２９号

本町１丁目３番５０号 本町１丁目３番１４号

本町１丁目３番５０号 本町１丁目３番１４号

本町１丁目３番５０号 株式会社　丸元 ﾏﾙｹﾞﾝ 本町１丁目３番１４号

本町１丁目３番５１号 本町１丁目３番２号

本町１丁目３番５１号 本町１丁目３番２号
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本町２丁目１番３号 はんこ屋さん２１我孫子店 本町２丁目２番１号

本町２丁目１番５号 ※第一宇田川ビル(1F)（我家） 株式会社　ＬＡＮＤ＆ＳＫＹ 本町２丁目２番１号

本町２丁目１番５号 ※第一宇田川ビル(1F)（フォトショップ ヒロハタ） 株式会社　ときわコピー 本町２丁目２番１号

本町２丁目１番５号 ※第一宇田川ビル(1F)（東関東局 ジェイコムショップ我孫子駅前店） 株式会社　ジェイコムイースト ｼﾞｴｲｺﾑｲｰｽﾄ 本町２丁目２番１号

本町２丁目１番５号 ※第一宇田川ビル２階 株式会社　フェリス ﾌｪﾘｽ 本町２丁目２番１号

本町２丁目１番５号 第一宇田川ビル　３Ｆ（臨海セレクト我孫子校） 株式会社　臨海 ﾘﾝｶｲ 本町２丁目２番１号

本町２丁目１番７号 ※サイコビル(1F)（くすりの福太郎我孫子店） 株式会社　くすりの福太郎 ｸｽﾘﾉﾌｸﾀﾛｳ 本町２丁目２番３号

本町２丁目１番７号 ※サイコビル(1F) エポスカードＡＴＭ 本町２丁目２番３号

本町２丁目１番７号 サイコビル３Ｆ（酒と和みと肉と野菜） アンドモワ　株式会社 ｱﾝﾄﾞﾓﾜ 本町２丁目２番３号

本町２丁目１番７号 ※サイコビル(5F)（豊後高田どり） 株式会社　モンテローザ 本町２丁目２番３号

本町２丁目１番７号 サイコビル６Ｆ（うたげ我孫子店） 株式会社　Ｐａｉｓｌｅｙ ﾍﾟｲｽﾞﾘｰ 本町２丁目２番３号

本町２丁目１番８号 本町２丁目２番５号

本町２丁目１番９号 あい花 本町２丁目２番５号

本町２丁目１番１０号 （我孫子インフォメーションセンター） 株式会社　エヌケイサービス 本町２丁目２番６号

本町２丁目２番１号 ※セザン本町ビル(1F) トマト不動産　株式会社 ﾄﾏﾄﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目２番５号

本町２丁目２番１号 ※セザン本町ビル(2F) 居酒屋　海陽まる 本町２丁目２番５号

本町２丁目２番１号 ※セザン本町ビル(3F) メンタルケアあびこ 本町２丁目２番５号

本町２丁目２番１号 ※セザン本町ビル(4F) リラクゼーションサロン唐風 本町２丁目２番５号

本町２丁目２番３号 ※アブニール(1F) 株式会社　ＡＶＥＮＩＲ 本町２丁目２番６号

本町２丁目２番３－２０３号 ※アブニール 本町２丁目２番６－２０３号

本町２丁目２番３－３０１号 アブニール 本町２丁目２番６－３０１号

本町２丁目２番３－３０２号 アブニール 本町２丁目２番６－３０２号

本町２丁目２番３－３０３号 アブニール 本町２丁目２番６－３０３号

本町２丁目２番３－３０４号 アブニール 本町２丁目２番６－３０４号

本町２丁目２番３－４０２号 アブニール 本町２丁目２番６－４０２号

本町２丁目２番３－４０３号 アブニール 本町２丁目２番６－４０３号

本町２丁目２番３－４０４号 アブニール 本町２丁目２番６－４０４号

本町２丁目２番３－５０１号 アブニール 本町２丁目２番６－５０１号

本町２丁目２番３－５０２号 アブニール 本町２丁目２番６－５０２号

本町２丁目２番３－６０１号 アブニール 本町２丁目２番６－６０１号
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本町２丁目２番３－６０２号 アブニール 本町２丁目２番６－６０２号

本町２丁目２番３－７０１号 アブニール 本町２丁目２番６－７０１号

本町２丁目２番３－７０２号 アブニール 本町２丁目２番６－７０２号

本町２丁目２番３－７０３号 アブニール 本町２丁目２番６－７０３号

本町２丁目２番３－７０４号 アブニール 本町２丁目２番６－７０４号

本町２丁目２番７号 （マクドナルド） 有限会社　モルゲンロート ﾓﾙｹﾞﾝﾛｰﾄ 本町２丁目２番７号

本町２丁目２番８号 ※エスポアール・Ｙ(1F)（美容室Gallery） 有限会社　ロゴス 本町２丁目２番８号

本町２丁目２番８号 ※エスポアール・Ｙ(2F)（創学舎） 株式会社　アガトス 本町２丁目２番８号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(1F) ソフトバンク株式会社　我孫子 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(2,3F)（創学舎） 株式会社　アガトス 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(4F)（ナリス化粧品 デ・アイム我孫子） 株式会社　ナリス化粧品 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(4F) ＮＰＯ法人　まなびクラブ 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(4F) 株式会社　スクールマインズ 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番９号 ※シティプラザ(5F) ワイズ・トレーディング　株式会社 本町２丁目２番９号

本町２丁目２番１０号 ※田中ビル(1F)（柏事業所） デンタルサポート　株式会社 ﾃﾞﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ 本町２丁目２番１０号

本町２丁目２番１０号 ※田中ビル(2F)（池内皮膚科クリニック） 医療法人社団　伸湧会 ｼﾝﾕｳｶｲ 本町２丁目２番１０号

本町２丁目２番１０号 ※田中ビル(3F) 進学会　我孫子会場 本町２丁目２番１０号

本町２丁目２番１７号 本町２丁目２番１４号

本町２丁目２番１７号 本町２丁目２番１４号

本町２丁目２番１７号 本町２丁目２番１４号

本町２丁目２番１７号 本町２丁目２番１４号

本町２丁目２番１７号 中山クリニック ﾅｶﾔﾏｸﾘﾆﾂｸ 本町２丁目２番１４号

本町２丁目２番１９号 ※市川ビル(1F) 北海道ラーメンひむろ 本町２丁目３番１５号

本町２丁目２番１９－２０２号 市川ビル 本町２丁目３番１５－２０２号

本町２丁目２番１９－３０３号 市川ビル 合同会社　Ｈ＆Ｃ ｴｲﾁｱﾝﾄﾞｼｰ 本町２丁目３番１５－３０３号

本町２丁目２番１９号 ※市川ビル(4F) 本町２丁目３番１５号

本町２丁目２番２０号 本町２丁目３番５号

本町２丁目２番２０号 （中国家庭料理海華我孫子店） 有限会社　海華 ｶｲｶ 本町２丁目３番５号

本町２丁目２番２４号 ボンニエルＭ　１Ｆ 美容室フランジパニココ 本町２丁目２番１１号

本町２丁目２番２４号 ※ボンニエールＭ　２０５ 有限会社　エムシーティー建築企画一級建築士事務所 ｴﾑｼｰﾃｲｰｹﾝﾁｸｷｶｸｲﾂｷﾕｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼﾖ 本町２丁目２番１１号

本町２丁目２番２４－３０２号 ※ボンニエルＭ いけだ不動産　株式会社 ｲｹﾀﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目２番１１－３０２号

本町２丁目２番２４－３０５号 ボンニエルＭ 本町２丁目２番１１－３０５号
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本町２丁目２番２４－４０１号 ボンニェルＭ 本町２丁目２番１１－４０１号

本町２丁目２番２４－４０３号 ボンニェルＭ 本町２丁目２番１１－４０３号

本町２丁目２番２４－６０５号 ボンニェルＭ 本町２丁目２番１１－６０５号

本町２丁目２番２４－７０２号 ※ボンニエルＭ 本町２丁目２番１１－７０２号

本町２丁目２番２５号 本町２丁目３番１４号

本町２丁目２番２５号 有限会社　関野酒店 ｾｷﾉｻｹﾃﾝ 本町２丁目３番１４号

本町２丁目２番２６号 ※須藤ビル(1F)（はなの舞） 株式会社　チムニー 本町２丁目２番４号

本町２丁目２番２６号 ※須藤ビル(2F)（はなの舞我孫子南口店） 株式会社　酒屋 ｻｶﾔ 本町２丁目２番４号

本町２丁目３番１号 ※第二宇田川ビル(1F) apple5 本町２丁目２番１号

本町２丁目３番１号 ※第二宇田川ビル(2F) 近鉄不動産　株式会社 本町２丁目２番１号

本町２丁目３番２号 ※プラザビル(1F)（松屋千葉我孫子店） 株式会社　松屋フーズ ﾏﾂﾔﾌｰｽﾞ 本町２丁目２番１９号

本町２丁目３番２号 ※プラザビル(2F) 恒盛　株式会社 本町２丁目２番１９号

本町２丁目３番２号 ※プラザビル(3F) クラブラバーズ 本町２丁目２番１９号

本町２丁目３番３号 ※星野ビル（1,2F東武ブックス我孫子店） 株式会社　東武ブックス ﾄｳﾌﾞﾌﾞﾂｸｽ 本町２丁目２番１７号

本町２丁目３番３号 ※星野ビル(3,5F) 平賀クリニック 本町２丁目２番１７号

本町２丁目３番３号 ※星野ビル(4F) ダンススタジオ　ナガオカ 本町２丁目２番１７号

本町２丁目３番３号 ※星野ビル(5F) 本町２丁目２番１７号

本町２丁目３番８号 ※第一鈴木ビル(1,2F) 株式会社　千葉銀行　我孫子支店 ﾁﾊﾞｷﾞﾝｺｳ 本町２丁目２番１６号

本町２丁目３番８号 第一鈴木ビル２Ｆ（英会話イーオン我孫子校） 株式会社　イーオン ｲｰｵﾝ 本町２丁目２番１６号

本町２丁目３番８号 第一鈴木ビル（3F市進学院我孫子教室） 株式会社　市進 ｲﾁｼﾝ 本町２丁目２番１６号

本町２丁目３番８号 第一鈴木ビル内(4,5F) 医療法人財団　松圓会　東葛クリニック我孫子 ｼﾖｳｴﾝｶｲ 本町２丁目２番１６号

本町２丁目３番１５号 本町２丁目３番３号

本町２丁目３番１７号 本町２丁目３番１７号

本町２丁目３番１７号 ａｓｓｉｓｔ ｲｻｶｹﾝｲﾁｱｼｽﾄ 本町２丁目３番１７号

本町２丁目３番１７号 （千葉県指定 放課後等デイサービス） 一般社団法人　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｎｅｅｄｓ　Ｓｔａｔｉｏｎ ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ 本町２丁目３番１７号

本町２丁目３番１８号 本町２丁目３番１８号

本町２丁目３番１８号 有限会社　ヤブサキメガネ ﾔﾌﾞｻｷﾒｶﾞﾈ 本町２丁目３番１８号

本町２丁目３番１９号 ※西田ビル(1F) 有限会社　武蔵野不動産 ﾑｻｼﾉﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目３番１９号

本町２丁目３番１９号 西田ビル２Ｆ あびこ法律事務所　弁護士　辻　慎也 ｱﾋﾞｺﾎｳﾘﾂｼﾞﾑｼｮﾍﾞﾝｺﾞｼﾂｼﾞｼﾝﾔ 本町２丁目３番１９号

本町２丁目３番１９号 西田ビル３Ｆ パソコン教室ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵ　１号館 本町２丁目３番１９号
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本町２丁目３番１９号 焼菓子の店　ママース 本町２丁目３番１９号

本町２丁目３番２０号 （総合葬祭式場ライフケア メモリイプレイス我孫子） 株式会社　ライフクリエイト 本町２丁目３番２０号

本町２丁目３番２０号 三菱東京ＵＦＪ銀行　柏支店　我孫子駅前出張所 本町２丁目

本町２丁目３番２１号 ※石戸ビル(1,4F)（ドコモショップあびこ店） イリオスネット　株式会社 ｲﾘｵｽﾈﾂﾄ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２１号 ※石戸ビル(2F) Life & Employment Support Service 株式会社 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２１号 ※石戸ビル(3F) リーチ麻雀　グリーン 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２２号 津川ビル１Ｆ（マイスタイル我孫子駅前店） 株式会社　ヤマノホールディングス　美容事業部　マイスタイル ﾏｲｽﾀｲﾙ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２２号 津川ビル２階 Ｂｏｄｙ　＆　Ｆｏｏｔ　Ｃａｒｅ　ＡＹＵＳ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２２号 ※津川ビル(4F)（ギャラリー翠） 備忠商事　株式会社 ﾋﾞﾝﾁｭｳｼｮｳｼﾞ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２２号 ※津川ビル(5F) 株式会社　津川ビル ﾂｶﾞﾜﾋﾞﾙ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２２号 ※津川ビル(5F) 有限会社　津川ビル ﾂｶﾞﾜﾋﾞﾙ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２２号 ※津川ビル(5F) 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２３号 田中ビル１階（カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ我孫子駅南口店） 有限会社　ゴールドラッシュ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗﾂｼﾕ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２３号 ※田中ビル(2F)（トライプラス我孫子駅前校） 株式会社　インサイト・ジャパン ｲﾝｻｲﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２３号 ※田中ビル(3F) クロスオーシャンズ　株式会社 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２３号 田中ビル５階（我孫子営業所） 株式会社　日本マネージメントリサーチ ﾆﾎﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾘｻｰﾁ 本町２丁目３番２１号

本町２丁目３番２４号 View我孫子101 癒し堂　我孫子店 本町２丁目２番１８号

本町２丁目３番２４号 ※View我孫子(1F) 晃南土地　株式会社 ｺｳﾅﾝﾄﾁ 本町２丁目２番１８号

本町２丁目３番２４号 ※View我孫子(1F) ちば興業銀行我孫子支店　我孫子駅前出張所 本町２丁目２番１８号

本町２丁目３番２４号 ※View我孫子(2F)（石戸珠算学園我孫子教室） 株式会社　石戸 本町２丁目２番１８号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ(1F) 有限会社　フロリスト花善 ﾌﾛﾘｽﾄﾊﾅｾﾞﾝ 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ(2F)（アトリエプレゼンツ我孫子店） 株式会社　Ｄａｓｈ ﾀﾞｯｼｭ 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ(3F) 白樺歯科 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ（４Ｆ東葛飾中受験専門我孫子教室）（５Ｆ東葛進学プラザ我孫子教室） 株式会社　イーエステー 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番２号 ※サンビーンズ６階 我孫子市　地域職業相談室 本町２丁目４番２号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(1F)（カイロプラティックセンターTANAKA） 株式会社　日本メディカルホールディングス ﾆﾎﾝﾒﾃﾞｲｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(2F)（みんなのパソコン塾） 学励舎　我孫子校 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(3F) インターリソース　株式会社 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(5F) 弁護士法人　岡林法律事務所　我孫子支部 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(5F) パソコン教室ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵ　３号館 本町２丁目４番３号
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本町２丁目４番３－６０１号 西田本町ビル 本町２丁目４番３－６０１号

本町２丁目４番３－６０２Ｂ号 西田本町ビル 本町２丁目４番３－６０２Ｂ号

本町２丁目４番３号 ※西田本町ビル(6F) 我孫子メンタルヒーリングルーム 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番４号 ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子１階(ＴＲＵＴＨ) 株式会社　Ｌｏｔｔａ ﾛｯﾀ 本町２丁目４番４号

本町２丁目４番４号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子２階（レオパレス21我孫子店） 株式会社　レオパレス２１ ﾚｵﾊﾟﾚｽﾆｼﾞﾕｳｲﾁ 本町２丁目４番４号

本町２丁目４番４号 ※ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子(2F)（我孫子営業所） ＳＢＳスタッフ　株式会社 ｴｽﾋﾞｰｴｽｽﾀﾂﾌ 本町２丁目４番４号

本町２丁目４番４－３０１号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－３０１号

本町２丁目４番４－３０２号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 株式会社　アース・エコ ｱｰｽｴｺ 本町２丁目４番４－３０２号

本町２丁目４番４－４０１号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－４０１号

本町２丁目４番４－４０２号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－４０２号

本町２丁目４番４－４０３号 ※ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－４０３号

本町２丁目４番４－５０１号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－５０１号

本町２丁目４番４－５０３号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－５０３号

本町２丁目４番４－６０１号 ※ＷＩＳＴＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－６０１号

本町２丁目４番４－６０２号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－６０２号

本町２丁目４番４－６０３号 ＷＩＳＴＡＲＩＡ我孫子 本町２丁目４番４－６０３号

本町２丁目４番５号 ※坂巻ビル(1F)（エイブルネットワーク我孫子店） 株式会社　サンヨーホーム ｻﾝﾖｰﾎｰﾑ 本町２丁目４番５号

本町２丁目４番５号 坂巻ビル２Ｆ 医療法人社団　勇清会　みなと歯科医院 ﾕｳｾｲｶｲﾐﾅﾄｼｶｲｲﾝ 本町２丁目４番５号

本町２丁目４番５－３０２号 坂巻ビル 本町２丁目４番５－３０２号

本町２丁目４番５－４０１号 ※坂巻ビル 本町２丁目４番５－４０１号

本町２丁目４番６号 （我孫子駅前整骨院） 株式会社　ケーズグループ 本町２丁目４番６号

本町２丁目４番７号 本町２丁目４番７号

本町２丁目４番７号 （竹山園茶舗） 株式会社　竹山 ﾀｹﾔﾏ 本町２丁目４番７号

本町２丁目４番１０号 本町２丁目４番１０号

本町２丁目４番１０号 レストラン　コ・ビアン ﾚｽﾄﾗﾝｺﾋﾞｱﾝｵｸﾞﾏｶｸｻﾌﾞﾛｳ 本町２丁目４番１０号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(1F) カットスタジオ７℃ 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(1F)（ハコカラ） integrity 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１４号 ※オークビル(2F) 株式会社　オーク ｵｰｸ 本町２丁目４番１４号

本町２丁目４番１５号 ※スリーシャインビル(1F) 合名会社　弥生軒 ﾔﾖｲｹﾝ 本町２丁目４番３号
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本町２丁目４番１５号 ※スリーシャインビル(1～3F) サイクルパーク我孫子南 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番１５－４０３号 スリーシャインビル 本町２丁目４番３－４０３号

本町２丁目４番１５－５０１号 スリーシャインビル 本町２丁目４番３－５０１号

本町２丁目４番１５－５０３号 スリーシャインビル 本町２丁目４番３－５０３号

本町２丁目４番１５－６０１号 スリーシャインビル 本町２丁目４番３－６０１号

本町２丁目４番１５－６０２号 スリーシャインビル 本町２丁目４番３－６０２号

本町２丁目４番１５－７０３号 スリーシャインビル 本町２丁目４番３－７０３号

本町２丁目４番１５－７０３号 ※スリーシャインビル 有限会社　カズキコーポレーション ｶｽﾞｷｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ 本町２丁目４番３－７０３号

本町２丁目４番１５－８０１号 スリーシャインビル 本町２丁目４番３－８０１号

本町２丁目４番１５号 弥生ビル１Ｆ（さくら薬局我孫子駅前店） クラフト　株式会社 ｸﾗﾌﾄ 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番１５号 ※弥生ビル(2F) アライ歯科クリニック ｱﾗｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番１５号 ※弥生ビル(3F) 新田医院 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番１５号 弥生ビル４階（4,5Ｆ友田クリニック） 医療法人社団　幸玉会 ｺｳｷﾞﾖｸｶｲ 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番１５号 弥生ビル５Ｆ 有限会社　オルシス ｵﾙｼｽ 本町２丁目４番３号

本町２丁目４番２０番 我孫子不動産　株式会社 ｱﾋﾞｺ ﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町２丁目４番４号

本町２丁目５番１号 ※ヒルトップ我孫子(1F) 株式会社　プレッツア ﾌﾟﾚﾂﾂｱ 本町２丁目４番２０号

本町２丁目５番１号 ※ヒルトップ我孫子(1F)（せんげん家我孫子店舗） 株式会社　ライジングドリーム ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾄﾞﾘｰﾑ 本町２丁目４番２０号

本町２丁目５番１号 ※ヒルトップ我孫子(2F)（晴れるや我孫子店） 株式会社　ＬＡＮＤ＆ＳＫＹ 本町２丁目４番２０号

本町２丁目５番１－３０５号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目４番２０－３０５号

本町２丁目５番１－４０１号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目４番２０－４０１号

本町２丁目５番１－４０３号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目４番２０－４０３号

本町２丁目５番１－４０４号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目４番２０－４０４号

本町２丁目５番１号 ※ヒルトップ我孫子(504) 本町２丁目４番２０号

本町２丁目５番１－６０１号 ヒルトップ我孫子 本町２丁目４番２０－６０１号

本町２丁目５番６号 本町２丁目４番１１号

本町２丁目５番６号 パーム整骨院 ﾆﾍﾞﾋﾛﾌﾐﾊﾟｰﾑｾｲｺﾂｲﾝ 本町２丁目４番１１号

本町２丁目５番９号 本町１丁目２番５号

本町２丁目５番１２号 本町２丁目４番１６号

本町２丁目５番１２号 岩田　合資会社 ｲﾜﾀ 本町２丁目４番１６号

本町２丁目５番１４号 ※ＢＫビル(1F) 有限会社　文化堂 ﾌﾞﾝｶﾄﾞｳ 本町１丁目３番３号
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本町２丁目５番１４号 ＢＫビル２Ｆ 全日本真正空手道連盟　真正会　iDojo　千葉東葛・我孫子支部 本町１丁目３番３号

本町２丁目５番１４号 ＢＫビル２Ｆ ナチュラル　モダンバレエスタジオ 本町１丁目３番３号

本町２丁目５番１４号 ※ＢＫビル３階 一般財団法人　日本青年協会 ﾆﾎﾝｾｲﾈﾝｷｮｳｶｲ 本町１丁目３番３号

本町２丁目５番１４号 ※ＢＫビル(4F) ライフマイスター株式会社　千葉西支店 本町１丁目３番３号

本町２丁目５番１４号 ※ＢＫビル(4F) 株式会社　アルファスプリング 本町１丁目３番３号

本町２丁目５番１４号 ※ＢＫビル(5F) 本町１丁目３番３号

本町２丁目５番１５号 ※サンライズＮ（1F新々飯店） 誠和　株式会社 ｾｲﾜ 本町２丁目４番１９号

本町２丁目５番１５－２０２号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－２０２号

本町２丁目５番１５－２０３号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－２０３号

本町２丁目５番１５－３０１号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－３０１号

本町２丁目５番１５－３０２号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－３０２号

本町２丁目５番１５－４０１号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－４０１号

本町２丁目５番１５－４０２号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－４０２号

本町２丁目５番１５－５０１号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－５０１号

本町２丁目５番１５－５０２号 サンライズＮ 本町２丁目４番１９－５０２号

本町２丁目６番１号 ※町田ビル(1F)（ファミリーカット１０００我孫子店） 株式会社　ＢＢサポートホールディングス ﾋﾞｰﾋﾞｰｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 本町２丁目５番１号

本町２丁目６番１号 ※町田ビル(2F) カ　ハアヘオ　オカレイ　プノフ 本町２丁目５番１号

本町２丁目６番１号 ※町田ビル(3F)（ニチイケアセンター我孫子本町） 株式会社　ニチイ学館 ﾆﾁｲｶﾞﾂｶﾝ 本町２丁目５番１号

本町２丁目６番１号 ※町田ビル(4F) パソコン教室ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵ　２号館 本町２丁目５番１号

本町２丁目６番１号 ※町田ビル(5F) 本町２丁目５番１号

本町２丁目６番３号 ※秋元ビル(1F)（あびこ本町薬局） 有限会社　小野薬局 ｵﾉﾔﾂｷﾖｸ 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 ※秋元ビル(1F)（ブライト歯科クリニック） 医療法人社団　優勢会 ﾕｳｾｲｶｲﾌﾞﾗｲﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 ※秋元ビル(3F)（東進ハイスクール我孫子校） 株式会社　ナガセ ﾅｶﾞｾ 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 秋元ビル４Ｆ（森塾我孫子校） 株式会社　スプリックス ｽﾌﾟﾘﾂｸｽ 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 ※秋元ビル(5F)（エコール・ドゥ・バレエＭＫ） 株式会社　ホロニックアート ﾎﾛﾆﾂｸｱｰﾄ 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 秋元ビル６０１（我孫子店） 株式会社　シンセイ建設 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 秋元ビル６０１ 株式会社　ＩＯＪ ｱｲｵｰｼﾞｪｲ 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 秋元ビル６０１ 有限会社　オルビック 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 秋元ビル６Ｆ 有限会社　秋元 ｱｷﾓﾄ 本町２丁目５番３号

本町２丁目６番３号 ※秋元ビル(6F) スタジオＭＡＬＩＥ 本町２丁目５番３号
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本町２丁目６番７－１０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら スイートリーズ 本町２丁目５番６－１０１号

本町２丁目６番７－２０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－２０１号

本町２丁目６番７－２０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－２０２号

本町２丁目６番７－２０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－２０３号

本町２丁目６番７－３０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－３０２号

本町２丁目６番７－３０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－３０３号

本町２丁目６番７－４０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－４０３号

本町２丁目６番７－５０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－５０１号

本町２丁目６番７－５０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－５０２号

本町２丁目６番７－５０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－５０３号

本町２丁目６番７－６０１号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－６０１号

本町２丁目６番７－６０２号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－６０２号

本町２丁目６番７－６０３号 Ｍｏｕｎｔ　くら 本町２丁目５番６－６０３号

本町２丁目６番８号 ※坪井マンション(1F) 居酒屋ゆきの ｷﾐﾖｼ 本町２丁目５番７号

本町２丁目６番８－２０１号 坪井マンション 本町２丁目５番７－２０１号

本町２丁目６番１２号 ※サンシティ(1F)（クリーニング　エスプリ） 株式会社　ローヤル 本町２丁目５番８号

本町２丁目６番１２号 ※サンシティ(1F) 有限会社　丸中青果店 ﾏﾙﾅｶｾｲｶﾃﾝ 本町２丁目５番８号

本町２丁目６番１２号 ※サンシティ(1F) 手打蕎麦　きみ吉 本町２丁目５番８号

本町２丁目６番１２－２０１号 サンシティ 本町２丁目５番８－２０１号

本町２丁目６番１２－２０２号 サンシティ 本町２丁目５番８－２０２号

本町２丁目６番１２－２０２号 サンシティ 本町２丁目５番８－２０２号

本町２丁目６番１２－２０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－２０３号

本町２丁目６番１２－２０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－２０３号

本町２丁目６番１２号 サンシティ２０５ 社会福祉法人　生活クラブ風の村　ケアプランセンター我孫子 本町２丁目５番８号

本町２丁目６番１２－３０１号 サンシティ 本町２丁目５番８－３０１号

本町２丁目６番１２－３０２号 サンシティ 本町２丁目５番８－３０２号

本町２丁目６番１２－３０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－３０３号

本町２丁目６番１２号 サンシティ３０５ 我孫子あやめ法律事務所 本町２丁目５番８号

本町２丁目６番１２－４０１号 サンシティ 本町２丁目５番８－４０１号

本町２丁目６番１２－４０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－４０３号

本町２丁目６番１２－４０５号 サンシティ 本町２丁目５番８－４０５号

本町２丁目６番１２－５０１号 サンシティ 本町２丁目５番８－５０１号
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本町２丁目６番１２－５０２号 サンシティ 本町２丁目５番８－５０２号

本町２丁目６番１２－５０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－５０３号

本町２丁目６番１２－５０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－５０３号

本町２丁目６番１２－５０５号 サンシティ 本町２丁目５番８－５０５号

本町２丁目６番１２－６０１号 サンシティ 本町２丁目５番８－６０１号

本町２丁目６番１２－６０２号 サンシティ 本町２丁目５番８－６０２号

本町２丁目６番１２－６０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－６０３号

本町２丁目６番１２－６０５号 サンシティ 本町２丁目５番８－６０５号

本町２丁目６番１２－７０１号 サンシティ 本町２丁目５番８－７０１号

本町２丁目６番１２－７０２号 サンシティ 本町２丁目５番８－７０２号

本町２丁目６番１２－７０３号 サンシティ 本町２丁目５番８－７０３号

本町２丁目６番１２－７０５号 サンシティ 本町２丁目５番８－７０５号

本町２丁目６番１２－７０５号 サンシティ 本町２丁目５番８－７０５号

本町２丁目６番１２－８０１号 サンシティ 本町２丁目５番８－８０１号

本町２丁目６番１２－８０２号 サンシティ 本町２丁目５番８－８０２号

本町２丁目６番１２－８０２号 サンシティ 有限会社　創健東武 ｿｳｹﾝﾄｳﾌﾞ 本町２丁目５番８－８０２号

本町２丁目６番１２－８０５号 サンシティ 本町２丁目５番８－８０５号

本町２丁目６番１２号 ※サンシティ（901） 本町２丁目５番８号

本町２丁目６番１９号 アドラブール我孫子１０１（あおぞら薬局） 株式会社　ＳＫＮ ｴｽｹｲｴﾇ 本町２丁目５番１３号

本町２丁目６番１９－１０２号 ※アドラブール我孫子 くらさわクリニック ｸﾗｻﾜｸﾘﾆｯｸ 本町２丁目５番１３－１０２号

本町２丁目６番１９－２０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－２０２号

本町２丁目６番１９－２０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－２０３号

本町２丁目６番１９－２０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－２０４号

本町２丁目６番１９－２０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－２０４号

本町２丁目６番１９－３０１号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－３０１号

本町２丁目６番１９－３０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－３０２号

本町２丁目６番１９－３０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－３０３号

本町２丁目６番１９－３０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－３０４号

本町２丁目６番１９－４０１号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－４０１号

本町２丁目６番１９－４０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－４０２号

本町２丁目６番１９－４０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－４０３号

本町２丁目６番１９－４０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－４０４号
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本町２丁目６番１９－５０１号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－５０１号

本町２丁目６番１９－５０２号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－５０２号

本町２丁目６番１９－５０３号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－５０３号

本町２丁目６番１９－５０４号 アドラブール我孫子 本町２丁目５番１３－５０４号

本町２丁目６番２０号 本町２丁目５番１１号

本町２丁目６番２０号 本町２丁目５番１１号

本町２丁目６番２１号 本町２丁目５番１５号

本町２丁目６番２１号 カレン 本町２丁目５番１５号

本町２丁目６番２２号 本町２丁目５番１５号

本町２丁目６番２２号 本町２丁目５番１５号

本町２丁目６番２４号 本町２丁目５番１６号

本町２丁目６番２４号 有限会社　三谷屋 ﾐﾀﾆﾔ 本町２丁目５番１６号

本町２丁目７番１号 （筑前屋我孫子店） 株式会社　カスタマーズディライト ｶｽﾀﾏｰｽﾞﾃﾞｨﾗｲﾄ 本町２丁目６番２７号

本町２丁目７番７号 ベルジュマース１０１号 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　Ｔｉｌｌａ 本町２丁目６番６号

本町２丁目７番７号 ベルジュマース１０２号 本町２丁目６番６号

本町２丁目７番７－２０１号 ベルジュマース 本町２丁目６番６－２０１号

本町２丁目７番７－３０１号 ベルジュマース 本町２丁目６番６－３０１号

本町２丁目７番７－３０２号 ベルジュマース 本町２丁目６番６－３０２号

本町２丁目７番７－４０１号 ベルジュマース 本町２丁目６番６－４０１号

本町２丁目７番７－４０２号 ベルジュマース 本町２丁目６番６－４０２号

本町２丁目７番７－５０１号 ベルジュマース 本町２丁目６番６－５０１号

本町２丁目７番８号 ※Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ(1F)（ＳＯＲＡ） 株式会社　ＳＯＲＡ 本町２丁目６番７号

本町２丁目７番８号 ※Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ(201) 株式会社　緑エンジニアリング 本町２丁目６番７号

本町２丁目７番８－３０２号 Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ 本町２丁目６番７－３０２号

本町２丁目７番８－４０２号 Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ 本町２丁目６番７－４０２号

本町２丁目７番８号 ※Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ(501) ヒーリングエステサロン ＢＬＵＥ　ＪＡＳＭＩＮＥ 本町２丁目６番７号

本町２丁目７番８－５０２号 Ｐｒｉｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ 本町２丁目６番７－５０２号

本町２丁目７番１６号 本町２丁目６番２０号

本町２丁目７番１７号 ※カメリア７ビル(1F) あられ 本町２丁目６番５号

本町２丁目７番１７号 カメリア７ビル１Ｆ 株式会社　ティ・アイ電子 ﾃｲｱｲﾃﾞﾝｼ 本町２丁目６番５号
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本町２丁目７番１７号 ※カメリア７ビル（201（2D)) スクールＩＥ我孫子校 本町２丁目６番５号

本町２丁目７番１７号 ※カメリア７ビル(2F)（ヤマハ英語教室） 株式会社　ミリオン楽器 本町２丁目６番５号

本町２丁目７番１７－２０４号 カメリア７ビル（リオンインスティテューション） 株式会社　リオン ﾘｵﾝ 本町２丁目６番５－２０４号

本町２丁目７番１７号 ※カメリア７ビル(205)（我孫子店） アイフォンドクター 本町２丁目６番５号

本町２丁目７番１７－３０１号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－３０１号

本町２丁目７番１７－３０２号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－３０２号

本町２丁目７番１７－３０３号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－３０３号

本町２丁目７番１７－３０５号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－３０５号

本町２丁目７番１７－３０６号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－３０６号

本町２丁目７番１７－４０１号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－４０１号

本町２丁目７番１７－４０３号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－４０３号

本町２丁目７番１７－５０１号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－５０１号

本町２丁目７番１７－５０１号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－５０１号

本町２丁目７番１７－５０２号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－５０２号

本町２丁目７番１７－５０３号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－５０３号

本町２丁目７番１７－５０６号 ※カメリア７ビル 本町２丁目６番５－５０６号

本町２丁目７番１７－７０１号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－７０１号

本町２丁目７番１７－７０２号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－７０２号

本町２丁目７番１７－７０３号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－７０３号

本町２丁目７番１７－７０５号 カメリア７ビル 本町２丁目６番５－７０５号

本町２丁目７番１８号 ※ワイズコート(1～3F)（我孫子店） 株式会社　ミリオン楽器 ﾐﾘｵﾝｶﾞﾂｷ 本町２丁目６番２２号

本町２丁目７番１８－４０１号 ワイズコート 本町２丁目６番２２－４０１号

本町２丁目７番１８－４０３号 ワイズコート 本町２丁目６番２２－４０３号

本町２丁目７番１８－５０１号 ワイズコート 本町２丁目６番２２－５０１号

本町２丁目７番１８－５０３号 ワイズコート 本町２丁目６番２２－５０３号

本町２丁目７番１８－６０１号 ワイズコート 本町２丁目６番２２－６０１号

本町２丁目７番１８－６０２号 ワイズコート 本町２丁目６番２２－６０２号

本町２丁目７番２１号 （我孫子駅前店） 株式会社　トヨタレンタリース千葉 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽﾁﾊﾞ 本町２丁目６番２４号

本町２丁目７番２４号 レストラン　コ・ビアンⅡ世 本町２丁目６番２６号
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本町３丁目２番１－６０１号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０１号

本町３丁目２番１－６０２号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０２号

本町３丁目２番１－６０２号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０２号

本町３丁目２番１－６０３号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０３号

本町３丁目２番１－６０５号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０５号

本町３丁目２番１－６０６号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０６号

本町３丁目２番１－６０７号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０７号

本町３丁目２番１－６０８号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６０８号

本町３丁目２番１－６１１号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６１１号

本町３丁目２番１－６１２号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６１２号

本町３丁目２番１－６１４号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６１４号

本町３丁目２番１－６１５号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６１５号

本町３丁目２番１－６１６号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６１６号

本町３丁目２番１－６１７号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６１７号

本町３丁目２番１－６１９号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６１９号

本町３丁目２番１－６２０号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６２０号

本町３丁目２番１－６２０号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６２０号

本町３丁目２番１－６２１号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－６２１号

本町３丁目２番１－６２２号 ※アビイマンション 本町３丁目２番２８－６２２号

本町３丁目２番１－７０２号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０２号

本町３丁目２番１－７０３号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０３号

本町３丁目２番１－７０４号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０４号

本町３丁目２番１－７０６号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０６号

本町３丁目２番１－７０６号 ※アビイマンション　稲吉　様方 二幸商事　株式会社 ﾆｺｳｼﾖｳｼﾞ 本町３丁目２番２８－７０６号

本町３丁目２番１－７０７号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０７号

本町３丁目２番１－７０８号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０８号

本町３丁目２番１－７０９号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０９号

本町３丁目２番１－７０９号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７０９号

本町３丁目２番１－７１０号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７１０号

本町３丁目２番１－７１１号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７１１号

本町３丁目２番１－７１２号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７１２号

本町３丁目２番１－７１３号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７１３号
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本町３丁目２番１－７１３号 ※アビイマンション 手賀不動産　株式会社 ﾃｶﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ 本町３丁目２番２８－７１３号

本町３丁目２番１－７１５号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７１５号

本町３丁目２番１－７１６号 アビイマンション 本町３丁目２番２８－７１６号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（ラピスラズリ） 株式会社　ラピス ﾗﾋﾟｽ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（ムーアート） メイコー産業　株式会社 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（トーレンス３１２） 有限会社　フラッグスタッフ ﾌﾗｯｸﾞｽﾀｯﾌ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（ミルフローラ我孫子店） Ａｓ－ｍｅエステール　株式会社 ｱｽﾞﾐｴｽﾃｰﾙ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F) カワノバッグ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（ひろこうじ薬局我孫子店） 有限会社　薬の広小路我孫子店 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（HAIR DESIGN CIEL） 株式会社　ＧＲＡＮＤ　ＣＩＥＬ ｸﾞﾗﾝｼｴﾙ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（ラフィネ） 株式会社　ボディワーク 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（ファニー我孫子店） 有限会社　ファニー ﾌｱﾆｰ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（占い・カウンセリング「ティーラ」） 株式会社　ティーラ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（ロッテリア アビイクオーレ店） 株式会社　ロッテリア ﾛﾂﾃﾘｱ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（パリクロアッサン我孫子店） フジパンストアー　株式会社 ﾌｼﾞﾊﾟﾝｽﾄｱｰ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F)（イトーヨーカドー我孫子南口店）（にこにこＢＥＡＲ） 株式会社　イトーヨーカ堂 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｳ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F) セブン銀行イトーヨーカドー我孫子南口店共同出張所 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F) 三井住友銀行アビイクオーレ出張所 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（1F) 千葉銀行アビイクオーレ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)(我孫子事業所) 石橋生絲　株式会社 ｲｼﾊﾞｼｷｲﾄ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 アビイクオーレ２Ｆ（キャンドゥ我孫子店） 株式会社　キャンドゥ ｷﾔﾝﾄﾞｳ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（ＳＣ多田屋書店我孫子支店） ショッピングセンター多田屋　株式会社 ｼﾖﾂﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾀﾀﾞﾔ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 アビイクオーレ２階（たんす屋我孫子店） 株式会社　やまとグローバル ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（ＣＹ我孫子南口ＩＹ） 株式会社　チヨダ ﾁﾖﾀﾞ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（ファッションハウスジョンノビ） 株式会社　プロサーチ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（ハニーズ我孫子店） 株式会社　ハニーズ ﾊﾆｰｽﾞ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（マックハウス） 株式会社　マックハウス 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（クラフトハートトーカイ イトーヨーカドー我孫子南口店） 藤久　株式会社 ﾌｼﾞｷﾕｳ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（ＱＢハウス） 株式会社　ＱＢネット 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（ワンダープライス イトーヨーカ堂店） 株式会社　ゼロジャパン ｾﾞﾛｼﾞﾔﾊﾟﾝ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F) 我孫子市子育て支援センター 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F) 我孫子市消費生活センター 本町３丁目２番２８号
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本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（我孫子市ファミリーサポートセンター） ＮＰＯ法人　アビィーズ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（あびこスマイルデンタルクリニック） 医療法人　緑生会 ﾘﾖｸｾｲｶｲ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（パソコン市民講座アビクオーレ我孫子教室） 株式会社　チアリー ﾁｱﾘｰ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ(2F)（芳咲） 有限会社　邦翔管財 ﾎｳｼﾖｳｶﾝｻﾞｲ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ（社員食堂） アイワイフーズ　株式会社 ｱｲﾜｲﾌｰｽﾞ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番１号 ※アビイクオーレ 株式会社　セブン＆アイ・フードシステムズ ｾﾌﾞﾝｱﾝﾄﾞｱｲﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目２番３５号 サンメルシー我孫子１Ｆ（ｒｉｃｈ　ｏｆ　ｈａｉｒ） ＧＯＥＮ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　株式会社 ｺﾞｴﾝｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 本町２丁目６番１０号

本町３丁目２番３５号 ※サンメルシー我孫子(2F) 個別指導ＬＥＡＤ 本町２丁目６番１０号

本町３丁目２番３５－２０２号 サンメルシー我孫子 日本鉄建工業　株式会社 ﾆﾎﾝﾃｯｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 本町２丁目６番１０－２０２号

本町３丁目２番３５－３０１号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－３０１号

本町３丁目２番３５－３０３号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－３０３号

本町３丁目２番３５－４０１号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－４０１号

本町３丁目２番３５－４０２号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－４０２号

本町３丁目２番３５－４０３号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－４０３号

本町３丁目２番３５－４０４号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－４０４号

本町３丁目２番３５－５０１号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－５０１号

本町３丁目２番３５－５０２号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－５０２号

本町３丁目２番３５－６０１号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－６０１号

本町３丁目２番３５－６０２号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－６０２号

本町３丁目２番３５－７０１号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－７０１号

本町３丁目２番３５－７０２号 サンメルシー我孫子 本町２丁目６番１０－７０２号

本町３丁目２番４３号 （我孫子南口　イトーヨーカドーチャンスセンター） 株式会社　ビーエヌシー ﾋﾞｰｴﾇｼｰ 本町３丁目２番２８号

本町３丁目３番１号 本町２丁目６番１７号

本町３丁目３番１号 ヨコヤマ興業　株式会社 ﾖｺﾔﾏｺｳｷﾞﾖｳ 本町２丁目６番１７号

本町３丁目３番１号 株式会社　我孫子工務店 ｱﾋﾞｺｺｳﾑﾃﾝ 本町２丁目６番１７号

本町３丁目３番７号 ※アネックス弐番館(1F) あびこ南整骨院 本町３丁目３番７号

本町３丁目３番７号 ※アネックス弐番館（201） エレメントチェック　株式会社 本町３丁目３番７号

本町３丁目３番７号 ※アネックス弐番館（201） 有限会社　テシコン 本町３丁目３番７号

本町３丁目３番７－３０１号 アネックス弐番館 本町３丁目３番７－３０１号

本町３丁目３番７－４０１号 アネックス弐番館 本町３丁目３番７－４０１号
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本町３丁目３番８号 ※アビコパークビル(1F) ハートビート ﾊｰﾄﾋﾞｰﾄ 本町３丁目３番８号

本町３丁目３番８号 ※アビコパークビル(2F) あびこフレンズ保育園 本町３丁目３番８号

本町３丁目３番８号 ※アビコパークビル(3F)（森税理士事務所） 有限会社　エージェンシー会計 ｴｰｼﾞｴﾝｼｰｶｲｹｲ 本町３丁目３番８号

本町３丁目３番８－４０１号 アビコパークビル 本町３丁目３番８－４０１号

本町３丁目３番１０号 理容プリマー 本町３丁目３番１０号

本町３丁目３番１０号 本町３丁目３番１０号

本町３丁目３番１０号 本町３丁目３番１０号

本町３丁目３番１８号 本町３丁目３番１１号

本町３丁目３番１９号 本町３丁目３番１１号

本町３丁目３番２０号 本町３丁目３番１２号

本町３丁目３番２１号 本町３丁目３番１３号

本町３丁目３番２１号 本町３丁目３番１３号

本町３丁目３番２２号 本町２丁目６番１６号

本町３丁目３番２５－１０３号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－１０３号

本町３丁目３番２５－１０４号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－１０４号

本町３丁目３番２５－２０２号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－２０２号

本町３丁目３番２５－２０３号 ※パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－２０３号

本町３丁目３番２５－２０４号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－２０４号

本町３丁目３番２５－３０１号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－３０１号

本町３丁目３番２５－３０４号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－３０４号

本町３丁目３番２５－４０１号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－４０１号

本町３丁目３番２５－４０２号 ※パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－４０２号

本町３丁目３番２５－４０３号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－４０３号

本町３丁目３番２５－５０３号 パレスウィンマキ 本町２丁目６番１８－５０３号

本町３丁目３番２６号 本町２丁目６番１８号

本町３丁目３番２８号 ※木川ビル 本町３丁目３番１５号

本町３丁目３番２８号 ※木川ビル 木川行政書士事務所 本町３丁目３番１５号

本町３丁目３番２８号 木川ビル１Ｆ ＪＩＮ－仁　カイロプラクティック我孫子整骨院 本町３丁目３番１５号

本町３丁目４番１号 本町３丁目４番３号

本町３丁目４番４号 本町３丁目４番３号
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本町３丁目４番５号 レストラン　一歩亭 本町３丁目４番３号

本町３丁目４番８－１０１号 ※こぐまハイツ 梅本洋平税理士事務所 本町３丁目７番３－１０１号

本町３丁目４番８号 ※こぐまハイツ(1F) 美容室ＴＢＳ 本町３丁目７番３号

本町３丁目４番８号（１０２号） こぐまハイツ 本町３丁目７番３号（１０２号）

本町３丁目４番８号(２０１号） こぐまハイツ 本町３丁目７番３号(２０１号）

本町３丁目４番８号 ※こぐまハイツ(202) 株式会社　バルーン ﾊﾞﾙｰﾝ 本町３丁目７番３号

本町３丁目４番１４－２０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０１号

本町３丁目４番１４－２０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０２号

本町３丁目４番１４－２０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０３号

本町３丁目４番１４－２０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０４号

本町３丁目４番１４－２０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０５号

本町３丁目４番１４－２０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０６号

本町３丁目４番１４－２０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０７号

本町３丁目４番１４－２０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－２０８号

本町３丁目４番１４－３０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－３０１号

本町３丁目４番１４－３０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－３０２号

本町３丁目４番１４－３０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－３０３号

本町３丁目４番１４－３０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－３０４号

本町３丁目４番１４－３０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－３０５号

本町３丁目４番１４－３０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－３０６号

本町３丁目４番１４－３０７号 ルイシャトル我孫子 本町３丁目７番８－３０７号

本町３丁目４番１４－３０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－３０８号

本町３丁目４番１４－４０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０１号

本町３丁目４番１４－４０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０２号

本町３丁目４番１４－４０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０３号

本町３丁目４番１４－４０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０４号

本町３丁目４番１４－４０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０５号

本町３丁目４番１４－４０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０６号

本町３丁目４番１４－４０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０７号

本町３丁目４番１４－４０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－４０８号

本町３丁目４番１４－５０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０１号

本町３丁目４番１４－５０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０２号
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本町３丁目４番１４－５０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０３号

本町３丁目４番１４－５０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０３号

本町３丁目４番１４－５０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０４号

本町３丁目４番１４－５０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０５号

本町３丁目４番１４－５０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０６号

本町３丁目４番１４－５０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０７号

本町３丁目４番１４－５０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－５０８号

本町３丁目４番１４－６０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０１号

本町３丁目４番１４－６０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０２号

本町３丁目４番１４－６０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０３号

本町３丁目４番１４－６０４号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０４号

本町３丁目４番１４－６０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０５号

本町３丁目４番１４－６０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０６号

本町３丁目４番１４－６０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０７号

本町３丁目４番１４－６０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－６０８号

本町３丁目４番１４－７０１号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－７０１号

本町３丁目４番１４－７０２号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－７０２号

本町３丁目４番１４－７０３号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－７０３号

本町３丁目４番１４－７０５号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－７０５号

本町３丁目４番１４－７０６号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－７０６号

本町３丁目４番１４－７０６号 ※ルイシャトレ我孫子 株式会社　英進 ｴｲｼﾝ 本町３丁目７番８－７０６号

本町３丁目４番１４－７０７号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－７０７号

本町３丁目４番１４－７０８号 ルイシャトレ我孫子 本町３丁目７番８－７０８号

本町３丁目４番１７号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ（貸ホールＡＢＩＫＯｓ） 特定非営利活動法人　ＡＣＯＢＡ ｱｺﾊﾞ 本町３丁目７番１０号

本町３丁目４番１７号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ 株式会社　クレス ｸﾚｽ 本町３丁目７番１０号

本町３丁目４番１７号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ fuji社会福祉事務所 本町３丁目７番１０号

本町３丁目４番１７号 ※インキュベーションオフィスＡＢＩＫＯｓ 株式会社　東商社 本町３丁目７番１０号

本町３丁目４番１８号 本町３丁目７番１１号

本町３丁目４番１９号 本町３丁目７番１４号

本町３丁目４番１９号 本町３丁目７番１４号

本町３丁目４番２０号 本町３丁目７番１４号

本町３丁目４番２５号 本町３丁目７番１５号
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本町３丁目４番２６号 本町３丁目７番１７号

本町３丁目４番２８号 本町３丁目７番２号

本町３丁目４番２８号 本町３丁目７番２号

本町３丁目４番３０－２０２号 ペルレシュロス 本町３丁目４番８－２０２号

本町３丁目４番３０－２０３号 ペルレシュロス 本町３丁目４番８－２０３号

本町３丁目４番３０－３０２号 ペルレシュロス 本町３丁目４番８－３０２号

本町３丁目４番３０－３０３号 ペルレシュロス 本町３丁目４番８－３０３号

本町３丁目４番３０－４０３号 ペルレシュロス 本町３丁目４番８－４０３号

本町３丁目４番３０－４０４号 ペルレシュロス 本町３丁目４番８－４０４号

本町３丁目４番３０号 ※ペルレシュロス(501) 本町３丁目４番８号

本町３丁目４番３０号 ※ペルレシュロス(501) 有限会社　ベル企画 ﾍﾞﾙｷｶｸ 本町３丁目４番８号

本町３丁目４番３１号 本町３丁目４番８号

本町３丁目４番３１号 本町３丁目４番８号

本町３丁目４番３２－２Ｆ号 五味ビル 本町３丁目４番９－２Ｆ号

本町３丁目４番３２号 ※五味ビル 株式会社　五味商店 ｺﾞﾐｼﾖｳﾃﾝ 本町３丁目４番９号

本町３丁目４番３３号 東栄電気　株式会社　我孫子支店 ﾄｳｴｲﾃﾞﾝｷ 本町３丁目４番９号

本町３丁目４番３５号 本町３丁目４番３号

本町３丁目４番３５号 ティアラ 本町３丁目４番３号

本町３丁目４番３５号 歌謡スタジオ＆ダンス　いろは 本町３丁目４番３号

本町３丁目５番１号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ(1F) 生活協同組合　我孫子生活センタ－ ｾｲｶﾂｷﾖｳﾄﾞｳｸﾐｱｲｱﾋﾞｺｾｲｶﾂｾﾝﾀｰ 本町３丁目３番４号

本町３丁目５番１号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ(1F) 美容室ＥＶＥ 本町３丁目３番４号

本町３丁目５番１－２０１号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－２０１号

本町３丁目５番１－２０２号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－２０２号

本町３丁目５番１－２０３号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－２０３号

本町３丁目５番１－３０１号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－３０１号

本町３丁目５番１－３０３号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－３０３号

本町３丁目５番１－４０１号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－４０１号

本町３丁目５番１－４０２号 ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－４０２号

本町３丁目５番１－４０３号 ※ｆｏｇｌｉａ　ａｂｉｋｏ 本町３丁目３番４－４０３号

本町３丁目５番２号 本町３丁目６番１号
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本町３丁目５番２号 本町３丁目６番１号

本町３丁目５番２号 有限会社　我孫子設備 ｱﾋﾞｺｾﾂﾋﾞ 本町３丁目６番１号

本町３丁目５番４－１０２号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－１０２号

本町３丁目５番４－１０３号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－１０３号

本町３丁目５番４－２０２号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－２０２号

本町３丁目５番４－２０３号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－２０３号

本町３丁目５番４－２０５号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－２０５号

本町３丁目５番４－３０３号 ※サンピア我孫子 本町３丁目６番２－３０３号

本町３丁目５番４－４０１号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－４０１号

本町３丁目５番４－４０２号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－４０２号

本町３丁目５番４－４０３号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－４０３号

本町３丁目５番４－４０５号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－４０５号

本町３丁目５番４－５０１号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－５０１号

本町３丁目５番４－５０２号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－５０２号

本町３丁目５番４－５０２号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－５０２号

本町３丁目５番４－５０３号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－５０３号

本町３丁目５番４－５０５号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－５０５号

本町３丁目５番４－６０２号 ※サンピア我孫子 本町３丁目６番２－６０２号

本町３丁目５番４－６０３号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－６０３号

本町３丁目５番４－７０１号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－７０１号

本町３丁目５番４－７０２号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－７０２号

本町３丁目５番４－７０２号 サンピア我孫子 株式会社　ＡＳＵＢＩＴ ｱｽﾋﾞｯﾄ 本町３丁目６番２－７０２号

本町３丁目５番４－７０３号 サンピア我孫子 本町３丁目６番２－７０３号

本町３丁目５番７号 本町３丁目６番２号

本町３丁目５番７号 本町３丁目６番２号

本町３丁目５番８号 本町３丁目６番１０号

本町３丁目５番９号（１０１号） 朝日荘 本町３丁目６番１１号（１０１号）

本町３丁目５番９号(１０３号） 朝日荘 本町３丁目６番１１号(１０３号）

本町３丁目５番９号(２０３号） 朝日荘 本町３丁目６番１１号(２０３号）

本町３丁目５番１１号 本町３丁目８番２号

本町３丁目５番１１号 本町３丁目８番２号

本町３丁目５番１２－１０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－１０１号
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本町３丁目５番１２－１０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－１０２号

本町３丁目５番１２－１０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－１０３号

本町３丁目５番１２－２０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－２０１号

本町３丁目５番１２－２０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－２０２号

本町３丁目５番１２－２０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－２０３号

本町３丁目５番１２－２０４号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－２０４号

本町３丁目５番１２－２０４号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－２０４号

本町３丁目５番１２－３０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－３０１号

本町３丁目５番１２－３０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－３０２号

本町３丁目５番１２－３０３号 ※セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－３０３号

本町３丁目５番１２－３０４号 ※セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－３０４号

本町３丁目５番１２－４０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－４０１号

本町３丁目５番１２－４０１号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－４０１号

本町３丁目５番１２－４０２号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－４０２号

本町３丁目５番１２－４０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－４０３号

本町３丁目５番１２－４０３号 セザン・Ｋハウス 本町３丁目８番１７－４０３号

本町３丁目５番１６号 本町３丁目７番４号

本町３丁目５番２１号 本町３丁目６番１２号

本町３丁目５番２１号 有限会社　根戸屋商店 ﾈﾄﾞﾔｼﾖｳﾃﾝ 本町３丁目６番１２号

本町３丁目５番２２号 本町３丁目６番１２号

本町３丁目５番２４号 本町３丁目５番２４号

本町３丁目５番２４号 株式会社　あびこ保険サービス 本町３丁目５番２４号

本町３丁目５番２５号 渋谷ビル１０１ テスコ英会話 本町３丁目６番１７号

本町３丁目５番２５号 渋谷ビル１０２ アビコカルチャースクール 本町３丁目６番１７号

本町３丁目５番２５号 ※渋谷ビル(1F) ディジーブルー 本町３丁目６番１７号

本町３丁目５番２５号 ※渋谷ビル(2F) 本町３丁目６番１７号

本町３丁目５番２５号 ※渋谷ビル(2F) 渋谷産業　株式会社 ｼﾌﾞﾔｻﾝｷﾞﾖｳ 本町３丁目６番１７号

本町３丁目５番２５号 ※渋谷ビル(2F) あびこエナジー　株式会社 ｱﾋﾞｺｴﾅｼﾞｰ 本町３丁目６番１７号

本町３丁目５番２７－１０２号 エスポワール リユール 本町３丁目４番２－１０２号

本町３丁目５番２７号 ※エスポワール(1F) 本町３丁目４番２号

本町３丁目５番２７－２０２号 エスポワール 本町３丁目４番２－２０２号

- 61 -



新住所 方書等 氏名又は名称 カナ 旧住所

本町３丁目６番１号 ※安井ビル(1F) 有限会社　安井家 ﾔｽｲﾔ 本町３丁目５番１号

本町３丁目６番１号 ※安井ビル(1F) 有限会社　規守 ﾉﾘﾓﾘ 本町３丁目５番１号

本町３丁目６番１号 安井ビル３０１ かおり鍼灸院 本町３丁目５番１号

本町３丁目６番１－４０１号 安井ビル 本町３丁目５番１－４０１号

本町３丁目６番１－４０２号 安井ビル 本町３丁目５番１－４０２号

本町３丁目６番１－５０１号 安井ビル 本町３丁目５番１－５０１号

本町３丁目６番１－５０２号 安井ビル 本町３丁目５番１－５０２号

本町３丁目６番６号 工事中 本町３丁目２番３号

本町３丁目６番１３号 本町３丁目５番１９号

本町３丁目６番１５号 本町３丁目６番５号

本町３丁目６番１６－１０２号 ＣＡＳＳＡＬＡ我孫子 本町３丁目５番２０－１０２号

本町３丁目６番１６－２０２号 ＣＡＳＳＡＬＡ我孫子 本町３丁目５番２０－２０２号

本町３丁目６番１６－３０１号 ＣＡＳＳＡＬＡ我孫子 本町３丁目５番２０－３０１号

本町３丁目６番１９号 本町３丁目５番２０号

本町３丁目６番２１－１０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－１０１号

本町３丁目６番２１－１０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－１０２号

本町３丁目６番２１－２０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－２０１号

本町３丁目６番２１－２０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－２０２号

本町３丁目６番２１－２０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－２０２号

本町３丁目６番２１－２０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－２０３号

本町３丁目６番２１－２０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－２０４号

本町３丁目６番２１－２０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－２０５号

本町３丁目６番２１－２０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－２０６号

本町３丁目６番２１－３０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－３０１号

本町３丁目６番２１－３０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－３０２号

本町３丁目６番２１－３０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－３０３号

本町３丁目６番２１－３０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－３０３号

本町３丁目６番２１－３０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－３０４号

本町３丁目６番２１－３０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－３０５号

本町３丁目６番２１－３０６号 ルイシャトレ我孫子弍番館 本町３丁目５番３２－３０６号

本町３丁目６番２１－４０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－４０１号

本町３丁目６番２１－４０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－４０１号
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本町３丁目６番２１－４０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－４０２号

本町３丁目６番２１－４０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－４０３号

本町３丁目６番２１－４０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－４０４号

本町３丁目６番２１－４０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－４０５号

本町３丁目６番２１－４０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－４０６号

本町３丁目６番２１－５０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－５０１号

本町３丁目６番２１－５０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－５０３号

本町３丁目６番２１－５０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－５０４号

本町３丁目６番２１－５０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－５０５号

本町３丁目６番２１－５０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－５０６号

本町３丁目６番２１－６０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－６０１号

本町３丁目６番２１－６０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－６０２号

本町３丁目６番２１－６０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－６０３号

本町３丁目６番２１－６０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－６０４号

本町３丁目６番２１－６０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－６０５号

本町３丁目６番２１－６０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－６０６号

本町３丁目６番２１－７０１号 ルイシャトレ我孫子弍番館 本町３丁目５番３２－７０１号

本町３丁目６番２１－７０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－７０２号

本町３丁目６番２１－７０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－７０３号

本町３丁目６番２１－７０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－７０４号

本町３丁目６番２１－７０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－７０５号

本町３丁目６番２１－７０６号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－７０６号

本町３丁目６番２１－８０１号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－８０１号

本町３丁目６番２１－８０２号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－８０２号

本町３丁目６番２１－８０３号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－８０３号

本町３丁目６番２１－８０４号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－８０４号

本町３丁目６番２１－８０５号 ルイシャトレ我孫子弐番館 本町３丁目５番３２－８０５号

本町３丁目７番１号 本町３丁目５番６号

本町３丁目７番２号 本町３丁目５番７号

本町３丁目７番２号 本町３丁目５番７号
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本町３丁目７番５号 医療法人社団　千葉歯科医院 ﾁﾊﾞｼｶｲｲﾝ 本町３丁目５番８号

本町３丁目７番７号 本町３丁目５番１０号

本町３丁目７番８号 本町３丁目５番１１号

本町３丁目７番９号 本町３丁目５番１３号

本町３丁目７番１０号 本町３丁目５番１２号

本町３丁目７番１１号 本町３丁目５番１２号

本町３丁目７番１２号 本町３丁目５番１４号

本町３丁目７番１６号 本町３丁目６番１０号

本町３丁目７番１７号 本町３丁目６番７号

本町３丁目７番１８号 本町３丁目５番１７号

本町３丁目７番２０号 本町３丁目５番１４号

本町３丁目７番２１号 本町３丁目５番１８号

本町３丁目７番２２号 本町３丁目５番１４号

本町３丁目７番２４号 本町３丁目５番４号

本町３丁目７番２７－１０４号 タウンハウス石橋 本町３丁目５番５－１０４号

本町３丁目７番２７－２０３号 タウンハウス石橋 本町３丁目５番５－２０３号

本町３丁目７番２７－２０５号 タウンハウス石橋 本町３丁目５番５－２０５号

本町３丁目７番２７－２０６号 タウンハウス石橋 本町３丁目５番５－２０６号

本町３丁目７番２７－２０７号 タウンハウス石橋 本町３丁目５番５－２０７号

本町３丁目８番２号（１０１号） 上谷ハイツ 本町３丁目１０番２８号（１０１号）

本町３丁目８番２号（１０２号） 上谷ハイツ 本町３丁目１０番２８号（１０２号）

本町３丁目８番２号（２０１号） 上谷ハイツ 本町３丁目１０番２８号（２０１号）

本町３丁目８番２号（２０２号） 上谷ハイツ 本町３丁目１０番２８号（２０２号）

本町３丁目８番２号 ※上谷ハイツ 本町３丁目１０番２８号

本町３丁目８番３号 本町３丁目１０番２７号

本町３丁目８番４号（１０１号） サンストリーム上谷 本町３丁目１０番３号（１０１号）

本町３丁目８番４号（１０２号） サンストリーム上谷 本町３丁目１０番３号（１０２号）

本町３丁目８番４号（１０３号） サンストリーム上谷 本町３丁目１０番３号（１０３号）

本町３丁目８番４号（１０５号） サンストリーム上谷 本町３丁目１０番３号（１０５号）

本町３丁目８番４号（２０２号） サンストリーム上谷 本町３丁目１０番３号（２０２号）
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本町３丁目８番４号（２０３号） サンストリーム上谷 本町３丁目１０番３号（２０３号）

本町３丁目８番８号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目８番９号 本町３丁目１０番２５号

本町３丁目８番１０号 本町３丁目９番５号

本町３丁目８番１１号 本町３丁目９番６号

本町３丁目８番１２号 本町３丁目９番６号

本町３丁目８番１２号 本町３丁目９番６号

本町３丁目８番１５号 本町３丁目９番１７号

本町３丁目８番１５号 （アルソアベニット） 有限会社　リトルカリッジ ﾘﾄﾙｶﾘﾂｼﾞ 本町３丁目９番１７号

本町３丁目８番１６号（１０１号） トースイハウス 本町３丁目９番１８号（１０１号）

本町３丁目８番１６号（１０１号） トースイハウス 本町３丁目９番１８号（１０１号）

本町３丁目８番１６号（１０２号） トースイハウス 本町３丁目９番１８号（１０２号）

本町３丁目８番１６号（１０２号） トースイハウス 本町３丁目９番１８号（１０２号）

本町３丁目８番１６号（１０２号） トースイハウス 本町３丁目９番１８号（１０２号）

本町３丁目８番１６号（２０１号） トースイハウス 本町３丁目９番１８号（２０１号）

本町３丁目８番１６号（２０２号） ※トースイハウス 本町３丁目９番１８号（２０２号）

本町３丁目８番１７号 本町３丁目８番７号

本町３丁目８番１８号 本町３丁目８番１８号

本町３丁目８番１９号 本町３丁目８番１９号

本町３丁目８番２０号 本町３丁目８番２０号

本町３丁目８番２１号 本町３丁目８番２１号

本町３丁目８番２２号 本町３丁目８番２２号

本町３丁目８番２３号 本町３丁目８番１号

本町３丁目８番２５号 本町３丁目９番１号

本町３丁目８番２６号 本町３丁目９番１９号

本町３丁目８番２６号 本町３丁目９番１９号

本町３丁目８番２７号 本町３丁目９番２号

本町３丁目８番２７号 有限会社　エヌ・イーリース販売 ｴﾇｲｰﾘｰｽﾊﾝﾊﾞｲ 本町３丁目９番２号

本町３丁目８番２９号 本町３丁目９番４号

本町３丁目８番３０号 本町３丁目９番４号

本町３丁目８番３１号 本町３丁目９番４号

本町３丁目８番３２号 本町３丁目１０番２６号
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本町３丁目８番３３号 本町３丁目１０番２４号

本町３丁目８番３４号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目８番３４号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目８番３５号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目８番３５号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目８番３５号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目８番３６号 本町３丁目１０番２６号

本町３丁目９番５号 根本歯科医院 ﾈﾓﾄｼｶｲｲﾝ 本町３丁目９番１１号

本町３丁目９番６号 本町３丁目９番１２号

本町３丁目９番６号 有限会社　和泉平商店 ｲｽﾞﾍｲｼﾖｳﾃﾝ 本町３丁目９番１２号

本町３丁目９番７号 ※スプリングハウス(1F) あちゅ庵 本町３丁目９番１３号

本町３丁目９番７号 ※スプリングハウス(1F) 吉田整体院 本町３丁目９番１３号

本町３丁目９番７号（２０２号） スプリングハウス 本町３丁目９番１３号（２０２号）

本町３丁目９番８号 本町３丁目９番１３号

本町３丁目９番１０号 東京ベイ　信用金庫　我孫子支店 ﾄｳｷﾖｳﾍﾞｲ 本町３丁目８番１０号

本町３丁目９番１５号 本町３丁目８番１３号

本町３丁目９番１９号 本町３丁目８番１５号

本町３丁目９番１９号 有限会社　カネハン ｶﾈﾊﾝ 本町３丁目８番１５号

本町３丁目９番２０号 本町３丁目８番１２号

本町３丁目９番２０号 有限会社　染井金物店 ｿﾒｲｶﾅﾓﾉﾃﾝ 本町３丁目８番１２号

本町３丁目９番２２号 ※セザン・ビョーク(1F) 株式会社　きづくワールド 本町３丁目８番１１号

本町３丁目９番２２－２Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－２Ａ号

本町３丁目９番２２－２Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－２Ｂ号

本町３丁目９番２２－２Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－２Ｃ号

本町３丁目９番２２－２Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－２Ｄ号

本町３丁目９番２２－３Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－３Ａ号

本町３丁目９番２２－３Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－３Ｂ号

本町３丁目９番２２－３Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－３Ｃ号

本町３丁目９番２２－３Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－３Ｄ号

本町３丁目９番２２－４Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－４Ａ号
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本町３丁目９番２２－４Ｃ号 ※セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－４Ｃ号

本町３丁目９番２２－４Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－４Ｄ号

本町３丁目９番２２－５Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－５Ａ号

本町３丁目９番２２－５Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－５Ｂ号

本町３丁目９番２２－５Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－５Ｃ号

本町３丁目９番２２－５Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－５Ｄ号

本町３丁目９番２２－６Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－６Ａ号

本町３丁目９番２２－６Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－６Ｂ号

本町３丁目９番２２－６Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－６Ｃ号

本町３丁目９番２２－６Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－６Ｄ号

本町３丁目９番２２－７Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－７Ｂ号

本町３丁目９番２２－７Ｃ号 ※セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－７Ｃ号

本町３丁目９番２２－７Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－７Ｄ号

本町３丁目９番２２－８Ａ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－８Ａ号

本町３丁目９番２２－８Ｂ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－８Ｂ号

本町３丁目９番２２－８Ｃ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－８Ｃ号

本町３丁目９番２２－８Ｄ号 セザン・ビョーク 本町３丁目８番１１－８Ｄ号

本町３丁目９番２５－３０２号 ザ・コスモス 本町３丁目９番１３－３０２号

本町３丁目９番２５－４０１号 ザ・コスモス 本町３丁目９番１３－４０１号

本町３丁目９番２５－４０２号 ザ・コスモス 本町３丁目９番１３－４０２号

本町３丁目９番２５－５０２号 ザ・コスモス 本町３丁目９番１３－５０２号

本町３丁目９番２５－５０３号 ザ・コスモス 本町３丁目９番１３－５０３号

本町３丁目９番２６号 本町３丁目９番７号

本町３丁目１０番６号 本町３丁目１０番９号

本町３丁目１０番８号 本町３丁目１０番１２号

本町３丁目１０番１３号 本町３丁目１０番１５号

本町３丁目１０番１６号 本町３丁目１０番１６号

本町３丁目１０番１７号 本町３丁目１０番１７号

本町３丁目１０番２６号 本町３丁目１０番５号

本町３丁目１０番２７号 本町３丁目１０番１４号
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本町３丁目１０番２７号 本町３丁目１０番１４号

本町３丁目１０番２７号 有限会社　ムトウ企画 ﾑﾄｳｷｶｸ 本町３丁目１０番１４号
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