
富沢駅西地区町名地番変更

旧 新 住 所 対 照 表

（太白区）

令和3年6月19日実施

仙　台　市



1.　新たに画する町名（別紙位置図及び字界図参照）

新町名
（町名コード）

左の区域に包含される区域 郵便番号 行政区

富沢西一丁目
(019521)

富沢字鍛冶屋敷前、富沢字川前浦、富沢字熊ノ前、
富沢字舘、富沢字舘東、富沢字堀ノ内、
富沢字山口の各一部

富沢西二丁目
(019522)

富沢字熊ノ前、富沢字舘、富沢字堀ノ内、
富沢字宮崎、富田字京ノ北の各一部

富沢西三丁目
(019523)

富沢字熊ノ前、富沢字鍛治屋敷、富沢字鍛治屋敷前、
富田字京ノ北、富田字京ノ中、富田字京ノ南の各一部

富沢西四丁目
(019524)

富沢字鍛冶屋敷前、富沢字川前、富沢字川前浦、
富沢字熊ノ前、富沢字寺城、富沢字中河原、
富沢字舞台、富沢字六本松の各一部

富沢西五丁目
(019525)

富沢字鍛冶屋敷、富沢字鍛冶屋敷前、富沢字寺城、
富沢字中河原、富沢字舞台、富沢字六本松、
富田字京ノ中、富田字京ノ南の各一部

2.　区域を廃止する町字

富沢字鍛冶屋敷、富沢字鍛冶屋敷前、富沢字川前浦、富沢字熊ノ前、富沢字寺城

富沢字舞台

3.　効力発生年月日

　令和3年6月19日（土）

　 ※ 効力発生年月日は、換地処分があった旨の公告日の翌日です。
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※この対照表は、換地処分時点（令和3年6月18日）で変更地区内
に住民登録されている方に関するものです。
　仙台市富沢西土地区画整理事業に伴い変更になる町名地番のすべ
ては記載されておりません。

富沢駅西区画整理地区 ・・・・・・・・・・・

とみざわ　なかがわら

富沢字舘 ・・・・・・・・・・・・・・・

富沢字舘東 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　てらじょう

富沢字寺城 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　たて

とみざわ　かわまえ

・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　かじやしきまえ

・・・・・・・・・・・・・・・

【住基データ：令和3年6月18日】

【作成日：令和3年6月19日】

町名地番旧新住所対照表　目次

変更前の町（字）名

仙台市太白区

とみざわ　かじやしき

富沢字鍛冶屋敷前

富沢字鍛冶屋敷

富沢字川前 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　かわまえうら

富沢字川前浦 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　くまのまえ

富沢字熊ノ前 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　たてひがし

とみざわ　ろっぽんまつ

富沢字中河原 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　ぶたい

富沢字舞台 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわ　みやざき

富沢字宮崎 ・・・・・・・・・・・・・・・

富沢字六本松 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみた　きょうのきた

富田字京ノ北 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみざわえきにし　くかくせいりちく

富田字京ノ南 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみた　きょうのなか

富田字京ノ中 ・・・・・・・・・・・・・・・

とみた　きょうのみなみ



◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字鍛冶屋敷 １番地の１ （８１Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２９
富沢字鍛冶屋敷 １番地の１ （８１Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の３０
富沢字鍛冶屋敷 １番地の１ （８１Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の３１
富沢字鍛冶屋敷 ２番地の１ （７６Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の１１
富沢字鍛冶屋敷 ２番地の１ （７６Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の１４
富沢字鍛冶屋敷 ２番地の１ （７６Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の１５
富沢字鍛冶屋敷 ２番地の１ （７６Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の１６
富沢字鍛冶屋敷 ３番地の１ （６２Ｂ－５１Ｌ） 富沢西三丁目 ７番地の４
富沢字鍛冶屋敷 ３番地の１ 富沢西三丁目 ８番地の４
富沢字鍛冶屋敷 ３番地の１ （６３Ｂ－１Ｌ） 富沢西三丁目 ８番地の５
富沢字鍛冶屋敷 ３番地の５ 富沢西三丁目 ８番地の１
富沢字鍛冶屋敷 ３番地の１０ （５９Ｂ－９Ｌ） 富沢西三丁目 ９番地の１１

富沢字鍛冶屋敷 ３番地の１１
（６３Ｂ－７Ｌ）ｌａｕｌｅ
ａ富沢

富沢西三丁目 ８番地の４ ｌａｕｌｅａ富沢

富沢字鍛冶屋敷 ４番地の２ 富沢西三丁目 ７番地の１
富沢字鍛冶屋敷 ５番地の１ 富沢西三丁目 ５番地の１４
富沢字鍛冶屋敷 ５番地の３ 富沢西三丁目 ５番地の１２
富沢字鍛冶屋敷 ５番地の４ 富沢西三丁目 ５番地の１０
富沢字鍛冶屋敷 ５番地の５ 富沢西三丁目 ５番地の１３
富沢字鍛冶屋敷 ５番地の８ 富沢西三丁目 ５番地の１５
富沢字鍛冶屋敷 ７番地の１ 富沢西三丁目 ５番地の９

富沢字鍛冶屋敷 ９番地の１
（７６Ｂ－２Ｌ）　ＰＡ
ＳＳＩＯＮＥⅡ

富沢西五丁目 １２番地の１７ ＰＡＳＳＩＯＮＥⅡ

富沢字鍛冶屋敷 ９番地の１
（７６Ｂ－３Ｌ）　ＰＡ
ＳＳＩＯＮＥⅢ

富沢西五丁目 １２番地の１８ ＰＡＳＳＩＯＮＥⅢ

富沢字鍛冶屋敷 ９番地の５
（７６Ｂ－４Ｌ）　ＰＡ
ＳＳＩＯＮＥⅣ

富沢西五丁目 １２番地の２８ ＰＡＳＳＩＯＮＥⅣ

富沢字鍛冶屋敷 ９番地の６
（７６Ｂ－５Ｌ）　ＰＡ
ＳＳＩＯＮＥⅤ

富沢西五丁目 １２番地の２０ ＰＡＳＳＩＯＮＥⅤ

富沢字鍛冶屋敷 ９番地の７ （７６Ｂ－６Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の２１
富沢字鍛冶屋敷 １０番地 富沢西三丁目 ３番地の２
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６０Ｂ－５５Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の４
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６０Ｂ－５４Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の５
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６０Ｂ－５３Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の６
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６０Ｂ－５２Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の７
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６５Ｂ－５７Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の３
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６５Ｂ－５２Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の９
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６５Ｂ－５３Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の１０
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の２ （６５Ｂ－５４Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の１１
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の３ （６５Ｂ－５８Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の４
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の３ （６５Ｂ－５９Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の５
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の３ （６５Ｂ－６０Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の６
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１０ （６０Ｂ－５６Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の３
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１０ （６５Ｂ－５５Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の１
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１０ （６５Ｂ－５６Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の２
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１１ （６５Ｂ－５１Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の８
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１２ （６４Ｂ－５３Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の１
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１２ （６４Ｂ－５２Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の１８
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１３ （６０Ｂ－５１Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の８
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１３ （６５Ｂ－６１Ｌ） 富沢西三丁目 ４番地の７
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１３ （６４Ｂ－５４Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の２
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１３ （６４Ｂ－５５Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の３
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１３ （６４Ｂ－５６Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の４

旧住所 新住所

1 / 27 



◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１３ （６４Ｂ－１Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の５
富沢字鍛冶屋敷 １０番地の１３ （６４Ｂ－２Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の６
富沢字鍛冶屋敷 １１番地の１ 富沢西三丁目 ３番地の１
富沢字鍛冶屋敷 ２１番地 （５４Ｂ－１０Ｌ） 富沢西三丁目 ２番地の２４
富沢字鍛冶屋敷 ３７番地の１ 富沢西四丁目 ２０番地の１
富沢字鍛冶屋敷 ３７番地の１ （５２Ｂ－７Ｌ） 富沢西四丁目 ２０番地の１８
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字鍛冶屋敷前 １番地 （７０Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３６
富沢字鍛冶屋敷前 １番地 （７０Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３７
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６６Ｂ－５６Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の５
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６６Ｂ－５７Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の６
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６６Ｂ－５８Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の７
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６６Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の８
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６６Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の９
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６６Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の１０
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６６Ｂ－５４Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の１１
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６７Ｂ－６０Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の７
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６８Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の１４
富沢字鍛冶屋敷前 ２番地の１ （６８Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の１５
富沢字鍛冶屋敷前 ６番地の１ （６６Ｂ－５５Ｌ） 富沢西四丁目 １６番地の１２

富沢字鍛冶屋敷前 ７番地の１
（６６Ｂ－１Ｌ）　ｃａｓｉ
ｔａ富沢西Ａ棟

富沢西四丁目 １６番地の１３ ｃａｓｉｔａ富沢西Ａ棟

富沢字鍛冶屋敷前 ７番地の１
（６６Ｂ－２Ｌ）　ｃａｓｉ
ｔａ富沢西Ｂ棟

富沢西四丁目 １６番地の１ ｃａｓｉｔａ富沢西Ｂ棟

富沢字鍛冶屋敷前 ７番地の１ （７０Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３８
富沢字鍛冶屋敷前 ７番地の１ （７０Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３９
富沢字鍛冶屋敷前 ７番地の２ （６７Ｂ－２Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の２
富沢字鍛冶屋敷前 ７番地の２ （６７Ｂ－５６Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の３
富沢字鍛冶屋敷前 ８番地 （６８Ｂ－５９Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の４
富沢字鍛冶屋敷前 ８番地 （６８Ｂ－５８Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の５
富沢字鍛冶屋敷前 ８番地 （６８Ｂ－５７Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の６
富沢字鍛冶屋敷前 ８番地 （６８Ｂ－５６Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の７
富沢字鍛冶屋敷前 ８番地 （６８Ｂ－５５Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の８

富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１
（６８Ｂ－３Ｌ）コウシ
ンハウス

富沢西四丁目 １８番地の１０ コウシンハウス

富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５７Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の４
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５８Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の５
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５９Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の６
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－６１Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の８
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の９
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の１０
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の１１
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５４Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の１２
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６７Ｂ－５５Ｌ） 富沢西四丁目 １７番地の１３
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６８Ｂ－５４Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の９
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （６８Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の１１
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （５１Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の５
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （５１Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の６
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （５１Ｂ－５４Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の７
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （５１Ｂ－５５Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の８
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （５１Ｂ－５６Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の９
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の１ （５１Ｂ－５７Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の１０
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の２ （５１Ｂ－５８Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の１１
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の２ （５１Ｂ－５９Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の１２
富沢字鍛冶屋敷前 ９番地の２ （５１Ｂ－６０Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の１３
富沢字鍛冶屋敷前 １０番地の２ 富沢西四丁目 １８番地の１２
富沢字鍛冶屋敷前 １２番地の１ （５１B－１L） 富沢西四丁目 １９番地の１８

富沢字鍛冶屋敷前 １４番地
（５１Ｂ－６２Ｌ）ガー
デンコート富沢フ
ラッツ

富沢西四丁目 １９番地の２０
ガーデンコート富沢
フラッツ

旧住所 新住所

3 / 27 



◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字鍛冶屋敷前 １５番地の２
（５１Ｂ－６３Ｌ）ガー
デンコート富沢テラ
スハウス

富沢西四丁目 １９番地の２１
ガーデンコート富沢
テラスハウス

富沢字鍛冶屋敷前 １６番地
（５１Ｂ－５１Ｌ）ガー
デンコート富沢

富沢西四丁目 １９番地の１９ ガーデンコート富沢

富沢字鍛冶屋敷前 １９番地 富沢西四丁目 １９番地の４

富沢字鍛冶屋敷前 ２２番地
（５１Ｂ－５Ｌ）シンセ
イハウスⅠ

富沢西四丁目 １９番地の３ シンセイハウスⅠ

富沢字鍛冶屋敷前 ２２番地
（５１Ｂ－５Ｌ）シンセ
イハウスⅡ

富沢西四丁目 １９番地の３ シンセイハウスⅡ

富沢字鍛冶屋敷前 ２３番地 （５１Ｂ－４Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の２

富沢字鍛冶屋敷前 ２６番地
（５１Ｂ－２Ｌ）トリニ
ティ富沢Ａ

富沢西四丁目 １９番地の２２ トリニティ富沢Ａ

富沢字鍛冶屋敷前 ２６番地
（５１Ｂ－２Ｌ）トリニ
ティ富沢Ｂ

富沢西四丁目 １９番地の２２ トリニティ富沢Ｂ

富沢字鍛冶屋敷前 ２６番地
（５１Ｂ－２Ｌ）トリニ
ティ富沢Ｃ

富沢西四丁目 １９番地の２２ トリニティ富沢Ｃ

富沢字鍛冶屋敷前 ２６番地 （５１Ｂ－４Ｌ） 富沢西四丁目 １９番地の２６
富沢字鍛冶屋敷前 ２７番地 （５２Ｂ－９Ｌ） 富沢西四丁目 ２０番地の２
富沢字鍛冶屋敷前 ２７番地 富沢西四丁目 ２０番地の３

富沢字鍛冶屋敷前 ２９番地
（５２Ｂ－９Ｌ）　ウェ
ルライフヴィラ富沢
西

富沢西四丁目 ２０番地の２
ウェルライフヴィラ
富沢西

富沢字鍛冶屋敷前 ２９番地 （５２Ｂ－１８Ｌ） 富沢西四丁目 ２０番地の４

富沢字鍛冶屋敷前 ３２番地の１
（５２Ｂ－１５Ｌ）メゾ
ンファミリア

富沢西四丁目 ２０番地の１１ メゾンファミリア

富沢字鍛冶屋敷前 ３３番地の１ 富沢西四丁目 ２０番地の１１
富沢字鍛冶屋敷前 ３３番地の７ 富沢西四丁目 ２０番地の６
富沢字鍛冶屋敷前 ３４番地 （５２Ｂ－５Ｌ） 富沢西四丁目 ２０番地の１６

富沢字鍛冶屋敷前 ３８番地の５
（２１Ｂ－１０Ｌ）マ
イ・ステージ

富沢西一丁目 １９番地の２ マイ・ステージ

富沢字鍛冶屋敷前 ４２番地の１ （３９－１Ｂ－１Ｌ） 富沢西四丁目 ６番地の８
富沢字鍛冶屋敷前 ４３番地の１１ 富沢西一丁目 ７番地の１４
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字川前 １番地の１ 富沢西四丁目 ３番地の２
富沢字川前 １番地の４ （４５Ｂ－６Ｌ） 富沢西四丁目 ３番地の１２
富沢字川前 １番地の７ 富沢西四丁目 ３番地の１７
富沢字川前 １番地の９ （４５Ｂ－１５Ｌ） 富沢西四丁目 ３番地の１３
富沢字川前 １番地の２０ （４５Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 ３番地の３
富沢字川前 １番地の２０ （４５Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 ３番地の４

富沢字川前 ２番地の１
（４８Ｂ－４Ｌ）フォル
クローレＡ

富沢西四丁目 １１番地の１４ フォルクローレＡ

富沢字川前 ２番地の１
（４８Ｂ－４Ｌ）フォル
クローレＣ

富沢西四丁目 １１番地の１４ フォルクローレＣ

富沢字川前 ２番地の１
（４８Ｂ－１０Ｌ）フォ
ルクローレＤ

富沢西四丁目 １１番地の６ フォルクローレＤ

富沢字川前 ２番地の４ 富沢西四丁目 １１番地の５

富沢字川前 ５番地の１
（４８Ｂ－５２Ｌ）ボ
ヌールＦ

富沢西四丁目 １１番地の３ ボヌールＦ

富沢字川前 １５番地 富沢西四丁目 ２番地の２

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字川前浦 ３番地の１ （３９－２Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 ７番地の６
富沢字川前浦 ３番地の２ 富沢西四丁目 ７番地の８
富沢字川前浦 ６番地の１ 富沢西四丁目 ７番地の２

富沢字川前浦 ６番地の２
（３９－２Ｂ－８Ｌ）フ
ラン・ベル

富沢西四丁目 ７番地の９ フラン・ベル

富沢字川前浦 ７番地の１ （３９－２Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 ７番地の３
富沢字川前浦 ７番地の１ （３９－２Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 ７番地の４
富沢字川前浦 ７番地の４ 富沢西四丁目 ７番地の５
富沢字川前浦 ８番地の３ （４１Ｂ－１Ｌ） 富沢西四丁目 ９番地の９
富沢字川前浦 ８番地の４ （４０Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 ８番地の１
富沢字川前浦 ８番地の５ （４０Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 ８番地の２
富沢字川前浦 ９番地 富沢西四丁目 ７番地の１
富沢字川前浦 １０番地 富沢西四丁目 ６番地の５
富沢字川前浦 １２番地 富沢西四丁目 ６番地の３
富沢字川前浦 １５番地 （４２Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 ５番地の５
富沢字川前浦 １５番地 （４１Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 ９番地の２
富沢字川前浦 １７番地の２ 富沢西四丁目 ５番地の６
富沢字川前浦 １７番地の３ 富沢西四丁目 ５番地の７
富沢字川前浦 １９番地 （４２Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 ５番地の２
富沢字川前浦 １９番地 （４２Ｂ－４Ｌ） 富沢西四丁目 ５番地の３

富沢字川前浦 ２１番地の１
（４１Ｂ－３Ｌ）プラン
ドール富沢

富沢西四丁目 ９番地の１１ プランドール富沢

富沢字川前浦 ２１番地の１ （４１Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 ９番地の３
富沢字川前浦 ２２番地の１ （４３Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 ４番地の４
富沢字川前浦 ２２番地の３ 富沢西四丁目 ４番地の６
富沢字川前浦 ２３番地 富沢西四丁目 ５番地の１
富沢字川前浦 ２４番地の１ （３８B－７L） 富沢西四丁目 １番地の１６
富沢字川前浦 ２４番地の１ （３８Ｂ－９Ｌ） 富沢西四丁目 １番地の１５
富沢字川前浦 ２５番地の１ （４３Ｂ－３Ｌ） 富沢西四丁目 ４番地の７
富沢字川前浦 ２６番地 富沢西四丁目 １番地の７
富沢字川前浦 ２６番地 （３８Ｂ－１１Ｌ） 富沢西四丁目 １番地の８
富沢字川前浦 ２７番地の４ 富沢西四丁目 １番地の１０
富沢字川前浦 ２９番地の１ 富沢西一丁目 ６番地の３４
富沢字川前浦 ３０番地の１ 富沢西一丁目 ６番地の１５
富沢字川前浦 ３３番地 富沢西四丁目 １番地の１
富沢字川前浦 ３４番地の１ （３８Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 １番地の３
富沢字川前浦 ３４番地の１ （３８Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 １番地の４
富沢字川前浦 ３４番地の１ （３８Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 １番地の５

旧住所 新住所

6 / 27 



◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字熊ノ前 ２０番地の１ 富沢西四丁目 ２０番地の１４
富沢字熊ノ前 ２１番地の１ 富沢西四丁目 ２０番地の１４
富沢字熊ノ前 ２２番地の１ 富沢西四丁目 ２０番地の１５
富沢字熊ノ前 ２７番地の１ （２１Ｂ－１４Ｌ） 富沢西一丁目 １９番地の１３
富沢字熊ノ前 ２９番地の１ （２１B－１１L） 富沢西一丁目 １９番地の１０
富沢字熊ノ前 ３１番地の１ （２２Ｂ－８Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の１３
富沢字熊ノ前 ３１番地の１ （２２Ｂ－９Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の１４
富沢字熊ノ前 ３２番地の１ （２２Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２０
富沢字熊ノ前 ３３番地の１ （２２Ｂ－６６Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の９
富沢字熊ノ前 ３３番地の１ （２２Ｂ－６７Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の１０
富沢字熊ノ前 ３３番地の１ （２２Ｂ－６８Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の１１
富沢字熊ノ前 ３３番地の１ （２２Ｂ－６９Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の１２
富沢字熊ノ前 ３３番地の１ （２２Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２２
富沢字熊ノ前 ３３番地の１ （２２Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２３
富沢字熊ノ前 ３３番地の１ （２２Ｂ－５５Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２４
富沢字熊ノ前 ３３番地の２ （２２Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２１
富沢字熊ノ前 ３４番地 （２２Ｂ－６３Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の６
富沢字熊ノ前 ３４番地 （２２Ｂ－６４Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の７
富沢字熊ノ前 ３４番地 （２２Ｂ－６５Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の８
富沢字熊ノ前 ３６番地 （２１Ｂ－４Ｌ） 富沢西一丁目 １９番地の７

富沢字熊ノ前 ３７番地の４
（２１Ｂ－９Ｌ）杜王
ビル

富沢西一丁目 １９番地の１ 杜王ビル

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字舘 １番地の１ （２５Ｂ－２０Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の２０
富沢字舘 ３番地 （２５Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の１７
富沢字舘 ５番地の１ （２３Ｂ－３Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の５
富沢字舘 ５番地の１ （２３Ｂ－４Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の６
富沢字舘 ５番地の１ （２３Ｂ－１Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の７
富沢字舘 ５番地の１ （２３Ｂ－２Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の８
富沢字舘 ５番地の２ （２４Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 １６番地の３
富沢字舘 ５番地の３ （２４Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 １６番地の４
富沢字舘 ６番地の１ （２３Ｂ－５６Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の４
富沢字舘 ６番地の１ （２３Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の９
富沢字舘 ６番地の２ （２４Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 １６番地の１
富沢字舘 ６番地の２ （２４Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １６番地の２
富沢字舘 ８番地の１ （２３Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の１
富沢字舘 ８番地の１ （２３Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の２
富沢字舘 ８番地の１ （２３Ｂ－５５Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の３
富沢字舘 ８番地の１ （２３Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 １７番地の１０
富沢字舘 ８番地の２ 富沢西一丁目 １５番地の４
富沢字舘 ９番地の３ 富沢西一丁目 １５番地の５
富沢字舘 １０番地の１ （２５Ｂ－１６Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の１４
富沢字舘 １１番地の１ （２５Ｂ－１５Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の１３
富沢字舘 １１番地の３ （２５Ｂ－１４Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の３７
富沢字舘 １２番地の１ （２２Ｂ－５６Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２５
富沢字舘 １２番地の１ （２２Ｂ－５７Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２６
富沢字舘 １２番地の３ （２５Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の１１
富沢字舘 １３番地の１ （２２Ｂ－６２Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の５
富沢字舘 １４番地の１ （２２Ｂ－５９Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２８
富沢字舘 １４番地の１ （２２Ｂ－６０Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の２９
富沢字舘 １６番地 （２５Ｂ－１１Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の３５
富沢字舘 １６番地の１ 富沢西一丁目 １５番地の８
富沢字舘 １６番地の４ （２５Ｂ－３１Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の１０

富沢字舘 １６番地の５
（２５Ｂ－１０Ｌ）コン
フォート富沢西

富沢西一丁目 １５番地の６ コンフォート富沢西

富沢字舘 １９番地の１ 富沢西一丁目 １０番地の８
富沢字舘 １９番地の５ 富沢西一丁目 １０番地の７
富沢字舘 ２０番地の１ （２２Ｂ－６Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の１
富沢字舘 ２０番地の１ （２２Ｂ－７１Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の３
富沢字舘 ２１番地 （２２Ｂ－６１Ｌ） 富沢西一丁目 １８番地の４

富沢字舘 ２４番地
（３６－１Ｂ－１Ｌ）
ファミリア和

富沢西一丁目 ８番地の６ ファミリア和

富沢字舘 ３０番地の１ （３０Ｂ－４Ｌ） 富沢西一丁目 １０番地の４
富沢字舘 ３１番地の１ （２９Ｂ－５５Ｌ） 富沢西一丁目 １３番地の３
富沢字舘 ３１番地の２ （３０Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 １０番地の１
富沢字舘 ３１番地の２ （３０Ｂ－３Ｌ） 富沢西一丁目 １０番地の１２
富沢字舘 ３１番地の２ （３０Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １０番地の１３
富沢字舘 ３２番地の２ 富沢西一丁目 １２番地の８
富沢字舘 ３２番地の４ （３２Ｂ－６Ｌ） 富沢西一丁目 １２番地の４
富沢字舘 ３３番地 富沢西一丁目 １０番地の２

富沢字舘 ３８番地
（３６－１Ｂ－３Ｌ）ク
レール富沢西Ａ

富沢西一丁目 ８番地の４ クレール富沢西Ａ

富沢字舘 ３８番地
（３６－１Ｂ－３Ｌ）ク
レール富沢西Ｂ

富沢西一丁目 ８番地の４ クレール富沢西Ｂ

富沢字舘 ４５番地 （３６－２Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 ７番地の９
富沢字舘 ４６番地 （３６－２Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 ７番地の８

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字舘 ４７番地 （３６－２Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 ７番地の１０

富沢字舘 ４８番地
（３６－２Ｂ－４Ｌ）ミ
ランダラアルコバ
レーノ

富沢西一丁目 ７番地の１
ミランダラアルコバ
レーノ

富沢字舘 ５２番地 富沢西一丁目 ８番地の８
富沢字舘 ５２番地の３ （３６－１Ｂ－７Ｌ） 富沢西一丁目 ８番地の９
富沢字舘 ５３番地 富沢西一丁目 ９番地の３
富沢字舘 ５４番地 富沢西一丁目 １２番地の２
富沢字舘 ５５番地 サートアビタシオン 富沢西一丁目 １２番地の１ サートアビタシオン
富沢字舘 ５５番地 富沢西一丁目 １２番地の１
富沢字舘 ５７番地 ＯｌｉｖｅＨｏｕｓｅⅢ 富沢西一丁目 ３番地の１５ ＯｌｉｖｅＨｏｕｓｅⅢ
富沢字舘 ５７番地 富沢西一丁目 ３番地の１６

富沢字舘 ５７番地の１ ＯＬＩＶＥＨＯＵＳＥⅠ 富沢西一丁目 ３番地の１４ ＯＬＩＶＥＨＯＵＳＥⅠ

富沢字舘 ５７番地の１ ＯＬＩＶＥＨＯＵＳＥⅡ 富沢西一丁目 ３番地の１４ ＯＬＩＶＥＨＯＵＳＥⅡ

富沢字舘 ５８番地 （３４Ｂ－９－２Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の１３

富沢字舘 ６１番地
（３７－１Ｂ－２Ｌ）コ
ンフォルト・メゾン富
沢

富沢西一丁目 ５番地の１
コンフォルト・メゾン
富沢

富沢字舘 ６２番地 （３７－１Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 ５番地の４
富沢字舘 ６２番地 （３７－１Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 ５番地の５
富沢字舘 ６５番地 富沢西一丁目 ６番地の７
富沢字舘 ６６番地の３ 富沢西一丁目 ６番地の３
富沢字舘 ６７番地の１ 富沢西一丁目 ６番地の１

富沢字舘 ６７番地の５
（３５Ｂ－９Ｌ）ネクス
トステージ２

富沢西一丁目 ４番地の７ ネクストステージ２

富沢字舘 ６９番地の１
（３５Ｂ－３Ｌ）ネクス
トステージ１

富沢西一丁目 ４番地の１ ネクストステージ１

富沢字舘 ７０番地の１ 富沢西一丁目 ３番地の１
富沢字舘 ７０番地の１ （３４Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の２
富沢字舘 ７０番地の１ （３４Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の３
富沢字舘 ７０番地の１ （３４Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の２１
富沢字舘 ７１番地 （３４Ｂ－５５Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の４
富沢字舘 ７５番地の４ （３４Ｂ－７Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の１１
富沢字舘 ７６番地の２ （３４Ｂ－５６Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の７
富沢字舘 ７６番地の３ （３４Ｂ－５９Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の５
富沢字舘 ７６番地の４ 富沢西一丁目 ３番地の２０
富沢字舘 ７７番地の１ （３４Ｂ－５８Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の９
富沢字舘 ７７番地の１ （３４Ｂ－６Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の１０
富沢字舘 ７７番地の２ （３４Ｂ－５７Ｌ） 富沢西一丁目 ３番地の８
富沢字舘 ７９番地 富沢西一丁目 ３番地の２２
富沢字舘 ８１番地の２ 富沢西一丁目 ３番地の１８
富沢字舘 ８１番地の４ 富沢西一丁目 ３番地の１９

富沢字舘 ８１番地の８
グランプラザ富沢
南

富沢西一丁目 ２番地の３
グランプラザ富沢
南

富沢字舘 ８１番地の１０ （２８Ｂ－２０Ｌ） 富沢西一丁目 ２番地の１６
富沢字舘 ８２番地 富沢西一丁目 ２番地の７
富沢字舘 ８２番地の１ 富沢西一丁目 ２番地の１２
富沢字舘 ８３番地の２ 富沢西一丁目 ２番地の１０
富沢字舘 ８３番地の３ 富沢西一丁目 ２番地の９
富沢字舘 ８４番地 富沢西一丁目 ２番地の１１
富沢字舘 ８５番地の１ （２７Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の１５
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字舘 ８６番地の１ （２７Ｂ－５７Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の９
富沢字舘 ８６番地の１ （２７Ｂ－５５Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の１１
富沢字舘 ８７番地の１ （２７Ｂ－５６Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の１０
富沢字舘 ８８番地の１ （２７Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の１２
富沢字舘 ８８番地の１ （２７Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の１３
富沢字舘 ８８番地の１ （２７Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の１４
富沢字舘 ９２番地の１ 富沢西一丁目 １番地の２１

富沢字舘 ９２番地の２
（２７Ｂ－７Ｌ）Ｔ・Ｓリ
バーサイド

富沢西一丁目 １番地の１９ Ｔ・Ｓリバーサイド

富沢字舘 ９２番地の２ 富沢西一丁目 １番地の１９
富沢字舘 ９２番地の４ フレシール富沢 富沢西一丁目 １番地の２０ フレシール富沢
富沢字舘 ９３番地 （２９Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １３番地の１１
富沢字舘 ９４番地の５ 富沢西一丁目 １３番地の８
富沢字舘 ９４番地の７ （２９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 １３番地の４
富沢字舘 ９４番地の７ （２９Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 １３番地の１０
富沢字舘 ９４番地の９ （２９Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 １３番地の５
富沢字舘 ９６番地の１ （２６Ｂ－５１Ｌ） 富沢西一丁目 １４番地の１
富沢字舘 ９６番地の２ （２９Ｂ－５Ｌ） 富沢西一丁目 １３番地の６
富沢字舘 ９９番地の２ 富沢西一丁目 １４番地の４
富沢字舘 １００番地 富沢西一丁目 １４番地の１１
富沢字舘 １０１番地 富沢西一丁目 １番地の３７
富沢字舘 １０２番地の４ 富沢西一丁目 １番地の２５
富沢字舘 １０３番地の５ ポミエ富沢西 富沢西一丁目 １番地の２６ ポミエ富沢西
富沢字舘 １０６番地 （２６Ｂ－１Ｌ） 富沢西一丁目 １４番地の９
富沢字舘 １０７番地の３ （２６Ｂ－１０Ｌ） 富沢西一丁目 １４番地の１０
富沢字舘 １０８番地の１ （２６Ｂ－５５Ｌ） 富沢西一丁目 １４番地の７
富沢字舘 １０８番地の１ （２６Ｂ－７Ｌ） 富沢西一丁目 １４番地の８
富沢字舘 １０８番地の１ （２６Ｂ－５３Ｌ） 富沢西一丁目 １４番地の１３
富沢字舘 １１１番地 富沢西一丁目 １５番地の１
富沢字舘 １１１番地の６ 富沢西一丁目 １５番地の１５
富沢字舘 １１１番地の６ （２５Ｂ－５２Ｌ） 富沢西一丁目 １５番地の３２
富沢字舘 １１１番地の８ 富沢西一丁目 １５番地の２６
富沢字舘 １１２番地 （２６Ｂ－５４Ｌ） 富沢西一丁目 １４番地の６
富沢字舘 １１３番地の１ 富沢西一丁目 １５番地の１６
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字舘東 ３番地の２ 富沢西一丁目 １番地の５
富沢字舘東 ６番地の４ （２７Ｂ－１５Ｌ） 富沢西一丁目 １番地の１

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字寺城 １番地 （６８Ｂ－６０Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の３
富沢字寺城 ４番地 富沢西四丁目 １５番地の４

富沢字寺城 ４番地の１
（６９Ｂ－１Ｌ）シャル
ムマザーハウスⅡ

富沢西四丁目 １５番地の５
シャルムマザーハ
ウスⅡ

富沢字寺城 ４番地の１ 富沢西五丁目 １番地の４６

富沢字寺城 ４番地の３
シャルムマザーハ
ウスⅠ

富沢西四丁目 １５番地の６
シャルムマザーハ
ウスⅠ

富沢字寺城 ４番地の８ （７０Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の４５
富沢字寺城 ４番地の８ （７０Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の４６
富沢字寺城 ５番地 富沢西四丁目 １４番地の５
富沢字寺城 ５番地の１ （６８Ｂ－６２Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の１
富沢字寺城 ５番地の１ （６８Ｂ－６１Ｌ） 富沢西四丁目 １８番地の２
富沢字寺城 ５番地の５ （４７Ｂ－４Ｌ） 富沢西四丁目 １４番地の１
富沢字寺城 ５番地の６ （４７Ｂ－１１Ｌ） 富沢西四丁目 １４番地の６
富沢字寺城 ５番地の６ （６９Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 １５番地の１
富沢字寺城 ５番地の６ （６９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 １５番地の２
富沢字寺城 ５番地の６ （６９Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 １５番地の３
富沢字寺城 ５番地の７ （７０Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の４７
富沢字寺城 ６番地の１ ファミリア－レ富沢 富沢西五丁目 １番地の３ ファミリア－レ富沢
富沢字寺城 ７番地の１ 富沢西五丁目 ２番地の１
富沢字寺城 ７番地の１ 富沢西五丁目 ２番地の３
富沢字寺城 ９番地の１ （７２Ｂ－９Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１
富沢字寺城 ９番地の１ （７２Ｂ－１０Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２
富沢字寺城 １０番地の１ （７２Ｂ－１４Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の６
富沢字寺城 １０番地の１ （７２Ｂ－１５Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の７
富沢字寺城 １０番地の１ （７２Ｂ－１６Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の８
富沢字寺城 １０番地の７ （７２Ｂ－１３Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の５
富沢字寺城 １１番地の１ 富沢西四丁目 １３番地の２
富沢字寺城 １１番地の４ 富沢西四丁目 １３番地の２
富沢字寺城 １１番地の７ （４９Ｂ－５１Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１８

富沢字寺城 ２１番地
（４８Ｂ－５５Ｌ）ＭＩＲ
ＡＣＩＥＬＯ富沢

富沢西四丁目 １１番地の１３ ＭＩＲＡＣＩＥＬＯ富沢

富沢字寺城 ２１番地
（４８Ｂ－５６Ｌ）キャ
トルセゾン富沢

富沢西四丁目 １１番地の７ キャトルセゾン富沢

富沢字寺城 ２１番地
（４８Ｂ－４Ｌ）フォル
クローレＢ

富沢西四丁目 １１番地の１４ フォルクローレＢ

富沢字寺城 ２１番地
（４８Ｂ－１０Ｌ）フォ
ルクローレＥ

富沢西四丁目 １１番地の６ フォルクローレＥ

富沢字寺城 ２１番地の３
（４８Ｂ－５４Ｌ）スマ
イル２５

富沢西四丁目 １１番地の１２ スマイル２５

富沢字寺城 ２１番地の３
（４８Ｂ－５１Ｌ）セ
ジュールＴ・ＳⅠ

富沢西四丁目 １１番地の９ セジュールＴ・ＳⅠ

富沢字寺城 ２１番地の３
（４８Ｂ－５３Ｌ）セ
ジュールＴ・ＳⅡ

富沢西四丁目 １１番地の８ セジュールＴ・ＳⅡ

富沢字寺城 ２２番地 富沢西四丁目 １０番地の２
富沢字寺城 ２３番地 富沢西四丁目 １０番地の１

富沢字寺城 ２７番地の１
（４５Ｂ－２Ｌ）グラン
コート

富沢西四丁目 ３番地の９ グランコート

富沢字寺城 ２７番地の８ （４５Ｂ－１４Ｌ） 富沢西四丁目 ３番地の７
富沢字寺城 ２８番地 富沢西四丁目 ３番地の５

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字寺城 ２８番地の１
やすらぎホ－ム富
沢

富沢西四丁目 ３番地の５
やすらぎホ－ム富
沢
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－６２Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の６
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－６１Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の７
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５７Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の８
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５８Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の９
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５９Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１０
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５６Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１３
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５５Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１４
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５４Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１５
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５３Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１６
富沢字中河原 １１番地 （４９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１７
富沢字中河原 １２番地の１ （４９Ｂ－６６Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の２
富沢字中河原 １２番地の１ （４９Ｂ－６５Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の３
富沢字中河原 １２番地の１ （４９Ｂ－６４Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の４
富沢字中河原 １２番地の１ （４９Ｂ－６３Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の５
富沢字中河原 １２番地の１ （４９Ｂ－６０Ｌ） 富沢西四丁目 １２番地の１１
富沢字中河原 １７番地の１ 富沢西四丁目 １２番地の１

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字舞台 １番地 （７６Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の１３
富沢字舞台 １番地 （８１Ｂ－４Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２
富沢字舞台 ２番地 （７６Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の９
富沢字舞台 ２番地 （７６Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の１０
富沢字舞台 ２番地 （７６Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の１２
富沢字舞台 ３番地の２ （７６Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の６
富沢字舞台 ３番地の３ （７６Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の７
富沢字舞台 ３番地の３ （７６Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １２番地の８
富沢字舞台 ７番地の１ （７７Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の２
富沢字舞台 ９番地 （７７Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の３
富沢字舞台 ９番地 （７８Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の１
富沢字舞台 ９番地 （７８Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の２
富沢字舞台 ９番地 （７８Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の３
富沢字舞台 ９番地 （７８Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の１４
富沢字舞台 １０番地の２ （８０Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の１
富沢字舞台 １０番地の４ （７９Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の１２

富沢字舞台 １１番地の２
（７０Ｂ－１６Ｌ）ヴィ
ルセゾンⅠ

富沢西五丁目 １番地の２４ ヴィルセゾンⅠ

富沢字舞台 １１番地の３
（７０Ｂ－１５Ｌ）ヴィ
ルセゾンⅡ

富沢西五丁目 １番地の２３ ヴィルセゾンⅡ

富沢字舞台 １１番地の３ （７０Ｂ－１４Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２２
富沢字舞台 １１番地の３ （７０Ｂ－１９Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２５
富沢字舞台 １１番地の３ （７４Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ５番地の６
富沢字舞台 １１番地の３ （７４Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 ５番地の７
富沢字舞台 １２番地の２ （７０Ｂ－２３Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２９
富沢字舞台 １２番地の２ （７０Ｂ－２４Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３０
富沢字舞台 １２番地の５ （７０Ｂ－２０Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２６
富沢字舞台 １２番地の５ （７０Ｂ－２１Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２７
富沢字舞台 １２番地の６ （７０Ｂ－２２Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２８
富沢字舞台 １３番地の５ （７０Ｂ－６７Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３２
富沢字舞台 １３番地の５ （７０Ｂ－６８Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３３
富沢字舞台 １３番地の５ （７０Ｂ－６９Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３４
富沢字舞台 １３番地の６ （７０Ｂ－６５Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１４
富沢字舞台 １３番地の６ （７０Ｂ－６６Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１５
富沢字舞台 １３番地の７ （７０Ｂ－８Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１６
富沢字舞台 １３番地の７ （７０Ｂ－９Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１７
富沢字舞台 １３番地の８ （７０Ｂ－２９Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３１
富沢字舞台 １４番地 プレシェーナⅠ 富沢西五丁目 １２番地の２３ プレシェーナⅠ
富沢字舞台 １４番地 プレシェーナⅡ 富沢西五丁目 １２番地の２２ プレシェーナⅡ
富沢字舞台 １４番地 富沢西五丁目 １２番地の２
富沢字舞台 １５番地 富沢西五丁目 ３番地の１３
富沢字舞台 １５番地の２ （７１Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 ２番地の１２
富沢字舞台 １５番地の２ （７２Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２１
富沢字舞台 １５番地の３ （７２Ｂ－２７Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２０
富沢字舞台 １５番地の５ （７２Ｂ－２３Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１６
富沢字舞台 １５番地の５ （７２Ｂ－２Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２２
富沢字舞台 １５番地の７ （７２Ｂ－２２Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１５
富沢字舞台 １５番地の７ （７２Ｂ－３Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２３
富沢字舞台 １５番地の８ （７２Ｂ－４Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２４
富沢字舞台 １５番地の９ （７２Ｂ－６Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１３
富沢字舞台 １５番地の１０ （７２Ｂ－５Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２５
富沢字舞台 １５番地の１２ （７２Ｂ－１２Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の４
富沢字舞台 １５番地の１２ （７２Ｂ－７Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２６

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字舞台 １５番地の１３ （７２Ｂ－８Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の２７
富沢字舞台 １５番地の１４ （７２Ｂ－１１Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の３
富沢字舞台 １５番地の１６ （７２Ｂ－１７Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の９
富沢字舞台 １５番地の１６ （７２Ｂ－１８Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１０
富沢字舞台 １５番地の１７ （７２Ｂ－１９Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１１
富沢字舞台 １５番地の１７ （７２Ｂ－２０Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１２
富沢字舞台 １５番地の１８ （７３Ｂ－１１Ｌ） 富沢西五丁目 ４番地の１
富沢字舞台 １５番地の２２ （７３Ｂ－２Ｌ） 富沢西五丁目 ４番地の９
富沢字舞台 １５番地の２３ （７３Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 ４番地の８
富沢字舞台 １５番地の２４ （７２Ｂ－２１Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１４
富沢字舞台 １５番地の２４ （７２Ｂ－２４Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１７
富沢字舞台 １５番地の２４ （７２Ｂ－２５Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１８
富沢字舞台 １５番地の２４ （７４Ｂ－５Ｌ） 富沢西五丁目 ５番地の１
富沢字舞台 １５番地の２４ （７４Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 ５番地の８
富沢字舞台 １５番地の２４ （７４Ｂ－２Ｌ） 富沢西五丁目 ５番地の９
富沢字舞台 １５番地の２７ （７２Ｂ－２６Ｌ） 富沢西五丁目 ３番地の１９
富沢字舞台 １５番地の２８ （７０Ｂ－１０Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１８
富沢字舞台 １５番地の２９ （７０Ｂ－１１Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１９
富沢字舞台 １５番地の２９ （７０Ｂ－１２Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２０
富沢字舞台 １５番地の３０ （７０Ｂ－１３Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の２１
富沢字舞台 １６番地 富沢西五丁目 ２番地の５
富沢字舞台 １６番地 （７１Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ２番地の１３

富沢字舞台 １６番地の１
（７１Ｂ－１４Ｌ）クレ
イノレジデンス
シェーナ

富沢西五丁目 ２番地の１０
クレイノレジデンス
シェーナ

富沢字舞台 １６番地の１ （７０Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の９
富沢字舞台 １６番地の１ （７０Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１０
富沢字舞台 １６番地の１ （７０Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１１
富沢字舞台 １６番地の１ （７０Ｂ－６３Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１２
富沢字舞台 １６番地の１ （７０Ｂ－６４Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の１３
富沢字舞台 １６番地の１ （７０Ｂ－７０Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の３５
富沢字舞台 １６番地の１ （７０Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の４０
富沢字舞台 １６番地の１ （７１Ｂ－３Ｌ） 富沢西五丁目 ２番地の５
富沢字舞台 １６番地の１ （７１Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ２番地の１１
富沢字舞台 １６番地の１ （７１Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ２番地の１３
富沢字舞台 １６番地の１ （７１Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 ２番地の１５
富沢字舞台 １７番地 富沢西五丁目 １番地の４３

富沢字舞台 １７番地の２
（６６Ｂ－３Ｌ）　ｃａｓｉ
ｔａ富沢西Ｃ棟

富沢西四丁目 １６番地の２ ｃａｓｉｔａ富沢西Ｃ棟

富沢字舞台 １７番地の２
（６６Ｂ－４Ｌ）　ｃａｓｉ
ｔａ富沢西Ｄ棟

富沢西四丁目 １６番地の３ ｃａｓｉｔａ富沢西Ｄ棟

富沢字舞台 １７番地の２ （７０Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 １番地の４
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字宮崎 ７番地の１ （１８Ｂ－１５Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の８
富沢字宮崎 ７番地の２ 富沢西二丁目 １７番地の１０
富沢字宮崎 ７番地の５ （１８Ｂ－４Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の９
富沢字宮崎 ８番地の２ （１８Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の１１
富沢字宮崎 ８番地の２ （１８Ｂ－５７Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の１４
富沢字宮崎 １０番地の１ 富沢西二丁目 １９番地の４
富沢字宮崎 １０番地の１ （１Ｂ－３Ｌ） 富沢西二丁目 ２０番地の２
富沢字宮崎 １０番地の１ （１Ｂ－２Ｌ） 富沢西二丁目 ２０番地の３
富沢字宮崎 １０番地の１ （１Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 ２０番地の４
富沢字宮崎 １０番地の２ 富沢西二丁目 １８番地の１
富沢字宮崎 １１番地の２ （６Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の８
富沢字宮崎 １１番地の２ （６Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の９
富沢字宮崎 １１番地の３ （６Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の１４

富沢字宮崎 １１番地の４
（４Ｂ－１０Ｌ）ボ
ナールＫ

富沢西二丁目 １４番地の８ ボナールＫ

富沢字宮崎 １１番地の４ （４Ｂ－１２Ｌ） 富沢西二丁目 １４番地の９
富沢字宮崎 １１番地の１１ （６Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の１０
富沢字宮崎 １１番地の１１ （６Ｂ－８Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の１１
富沢字宮崎 １１番地の１１ （４Ｂ－１１Ｌ） 富沢西二丁目 １４番地の２
富沢字宮崎 １１番地の１２ （６Ｂ－９Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の１２
富沢字宮崎 １１番地の１２ （６Ｂ－１０Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の１３
富沢字宮崎 １１番地の１３ （５Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 １３番地の１
富沢字宮崎 １１番地の１３ （４Ｂ－１３Ｌ） 富沢西二丁目 １４番地の１０
富沢字宮崎 １１番地の１３ （４Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 １４番地の１１
富沢字宮崎 １１番地の１３ （４Ｂ－２Ｌ） 富沢西二丁目 １４番地の１２
富沢字宮崎 １１番地の１５ （４Ｂ－３Ｌ） 富沢西二丁目 １４番地の１３
富沢字宮崎 １１番地の１７ （４Ｂ－４Ｌ） 富沢西二丁目 １４番地の１
富沢字宮崎 １２番地の１ （１７B－１L） 富沢西二丁目 １５番地の１０
富沢字宮崎 １３番地の１ （１８Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の１５
富沢字宮崎 １３番地の５ （１８Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の１６
富沢字宮崎 １３番地の６ （１８Ｂ－５４Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の１７
富沢字宮崎 １３番地の７ （１７Ｂ－５５Ｌ） 富沢西二丁目 １５番地の７
富沢字宮崎 １３番地の７ （１８Ｂ－５５Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の１８
富沢字宮崎 １４番地 （１７Ｂ－３Ｌ） 富沢西二丁目 １５番地の１２
富沢字宮崎 １６番地の１ （１７Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 １５番地の５
富沢字宮崎 １６番地の１ （１７Ｂ－５４Ｌ） 富沢西二丁目 １５番地の６
富沢字宮崎 １６番地の３ 富沢西二丁目 １５番地の１３
富沢字宮崎 １７番地 （１８Ｂ－５６Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の１９
富沢字宮崎 ２３番地 富沢西二丁目 １５番地の１５
富沢字宮崎 ２５番地の２ 富沢西二丁目 １２番地の３
富沢字宮崎 ２５番地の３ 富沢西二丁目 １２番地の７
富沢字宮崎 ２５番地の５ 富沢西二丁目 １２番地の４
富沢字宮崎 ２５番地の８ 富沢西二丁目 １２番地の５
富沢字宮崎 ２５番地の９ 富沢西二丁目 １２番地の６
富沢字宮崎 ２６番地 富沢西二丁目 １２番地の１
富沢字宮崎 ２６番地の２ （６Ｂ－１１Ｌ） 富沢西二丁目 １２番地の２
富沢字宮崎 ２８番地の１ （９Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 ９番地の１３
富沢字宮崎 ３０番地の１ （７Ｂ－５４Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の１
富沢字宮崎 ３０番地の１ （７Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の１３
富沢字宮崎 ３０番地の１ （７Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の１４
富沢字宮崎 ３０番地の１ （７Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の１５
富沢字宮崎 ３２番地 （７Ｂ－７Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の１１
富沢字宮崎 ３３番地の１ （７Ｂ－６Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の１０

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字宮崎 ３３番地の１ （７Ｂ－１０Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の１２
富沢字宮崎 ３３番地の３ （７Ｂ－５Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の９
富沢字宮崎 ３３番地の４ （７Ｂ－４Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の８
富沢字宮崎 ３５番地の１ （７Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の５
富沢字宮崎 ３５番地の３ （７Ｂ－９Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の７
富沢字宮崎 ３６番地 （７Ｂ－２Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の４
富沢字宮崎 ３７番地の１ （７Ｂ－５６Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の３
富沢字宮崎 ３８番地の１ （７Ｂ－５５Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の２
富沢字宮崎 ３８番地の２ （８Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 １０番地の６
富沢字宮崎 ３９番地の１ 富沢西二丁目 １０番地の５
富沢字宮崎 ３９番地の２ （７Ｂ－３Ｌ） 富沢西二丁目 １１番地の６
富沢字宮崎 ４０番地の１ （１７Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 １５番地の１
富沢字宮崎 ４１番地の１ （１７Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 １５番地の２
富沢字宮崎 ４６番地の１ （１３Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 ４番地の１０
富沢字宮崎 ４６番地の１ （１３Ｂ－５４Ｌ） 富沢西二丁目 ４番地の１１
富沢字宮崎 ４６番地の１ （１３Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 ４番地の１２
富沢字宮崎 ４６番地の１ （１５Ｂ－２０Ｌ） 富沢西二丁目 ６番地の２５
富沢字宮崎 ４７番地の２ 富沢西二丁目 ４番地の７
富沢字宮崎 ４７番地の３ 富沢西二丁目 ４番地の１５
富沢字宮崎 ４７番地の４ （１３Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 ４番地の９
富沢字宮崎 ４７番地の５ 富沢西二丁目 ４番地の８

富沢字宮崎 ４７番地の７
（１６Ｂ－１Ｌ）シャー
メゾン富沢ガーデ
ン

富沢西二丁目 ８番地の１
シャーメゾン富沢
ガーデン

富沢字宮崎 ４８番地の１ （８Ｂ－４Ｌ） 富沢西二丁目 １０番地の３
富沢字宮崎 ５０番地の２ 富沢西二丁目 ９番地の１０
富沢字宮崎 ５０番地の３ 富沢西二丁目 ９番地の９
富沢字宮崎 ５０番地の４ 富沢西二丁目 ９番地の８
富沢字宮崎 ５０番地の５ 富沢西二丁目 １０番地の７
富沢字宮崎 ５０番地の６ 富沢西二丁目 １０番地の１
富沢字宮崎 ５０番地の７ 富沢西二丁目 １０番地の２
富沢字宮崎 ５０番地の７ 富沢西二丁目 １０番地の７
富沢字宮崎 ５０番地の８ 富沢西二丁目 ９番地の７
富沢字宮崎 ５０番地の９ 富沢西二丁目 ９番地の６
富沢字宮崎 ５０番地の１０ 富沢西二丁目 ９番地の５
富沢字宮崎 ５０番地の１１ 富沢西二丁目 ９番地の４
富沢字宮崎 ５１番地 （９Ｂ－２Ｌ） 富沢西二丁目 ９番地の１１
富沢字宮崎 ５１番地 （９Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 ９番地の１２
富沢字宮崎 ５３番地 （９Ｂ－８Ｌ） 富沢西二丁目 ９番地の１
富沢字宮崎 ５４番地の１ （９Ｂ－９Ｌ） 富沢西二丁目 ９番地の２
富沢字宮崎 ５４番地の３ （１２Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の１４
富沢字宮崎 ５５番地 （９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 ９番地の３
富沢字宮崎 ５６番地の１ （１２Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の１２
富沢字宮崎 ５６番地の１ （１２Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の１３
富沢字宮崎 ５７番地の１ （１０Ｂ－５５Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の６
富沢字宮崎 ５７番地の１ （１０Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の７
富沢字宮崎 ５７番地の１ （１０Ｂ－４Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の１１
富沢字宮崎 ５７番地の１ 富沢西二丁目 ３番地の２
富沢字宮崎 ５７番地の１ （１２Ｂ－５５Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の９
富沢字宮崎 ５７番地の１ （１２Ｂ－５４Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の１０
富沢字宮崎 ５７番地の１ （１２Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の１１
富沢字宮崎 ５７番地の１ （１２Ｂ－５６Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の１５
富沢字宮崎 ５８番地の１ （１０Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の８
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字宮崎 ５８番地の１ （１０Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の９
富沢字宮崎 ５８番地の１ （１０Ｂ－１Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の１２
富沢字宮崎 ５９番地の１ （１０Ｂ－５９Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の１
富沢字宮崎 ５９番地の１ （１０Ｂ－５８Ｌ） 富沢西二丁目 ２番地の２
富沢字宮崎 ６２番地の１ （１１Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 １番地の５
富沢字宮崎 ６４番地 （１２Ｂ－７Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の４
富沢字宮崎 ６４番地 （１２Ｂ－５８Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の６
富沢字宮崎 ６５番地の４ （１２Ｂ－５９Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の７
富沢字宮崎 ６５番地の４ （１２Ｂ－６０Ｌ） 富沢西二丁目 ３番地の８
富沢字宮崎 ６６番地の１ 富沢西二丁目 ６番地の２１
富沢字宮崎 ６６番地の２ （１４Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 ５番地の１
富沢字宮崎 ６６番地の２ （１４Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 ５番地の２
富沢字宮崎 ６６番地の２ （１４Ｂ－２Ｌ） 富沢西二丁目 ５番地の３
富沢字宮崎 ６６番地の２ （１４Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 ５番地の５
富沢字宮崎 ６６番地の３ 富沢西二丁目 ４番地の６
富沢字宮崎 ６６番地の４ （１３Ｂ－４Ｌ） 富沢西二丁目 ４番地の５
富沢字宮崎 ６６番地の７ 富沢西二丁目 ６番地の２３
富沢字宮崎 ６６番地の１０ 富沢西二丁目 ４番地の３
富沢字宮崎 ６６番地の１１ 富沢西二丁目 ４番地の２
富沢字宮崎 ６６番地の１３ 富沢西二丁目 ６番地の２２
富沢字宮崎 ６７番地の２ （１５Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 ６番地の１８
富沢字宮崎 ６７番地の５ （１３Ｂ－５５Ｌ） 富沢西二丁目 ４番地の１
富沢字宮崎 ６７番地の５ （１５Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 ６番地の２０
富沢字宮崎 ６７番地の６ （１５Ｂ－５４Ｌ） 富沢西二丁目 ６番地の３
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の６
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の７
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－６３Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の８
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－６４Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の９
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２０
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２１
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２２
富沢字六本松 ８番地の１ （８８Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２３
富沢字六本松 ８番地の３ （８８Ｂ－６５Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の１０
富沢字六本松 ８番地の３ （８８Ｂ－６６Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の１１
富沢字六本松 ８番地の４ （８５Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の６
富沢字六本松 ８番地の４ （８５Ｂ－６３Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の７
富沢字六本松 ８番地の５ （８５Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の５
富沢字六本松 ８番地の６ （８５Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の４
富沢字六本松 ８番地の７ （８８Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の１８
富沢字六本松 ８番地の９ （８８Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の１９
富沢字六本松 １２番地の１ （８５Ｂ－６４Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の８
富沢字六本松 １２番地の１ （８５Ｂ－６５Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の９
富沢字六本松 １２番地の１ （８５Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１０
富沢字六本松 １２番地の１ （８５Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１１
富沢字六本松 １２番地の４ （７９Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の５
富沢字六本松 １２番地の５ （７９Ｂ－１３Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の４
富沢字六本松 １２番地の５ （７９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の１３
富沢字六本松 １２番地の５ （７９Ｂ－４Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の１４
富沢字六本松 １２番地の６ （８５Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１２
富沢字六本松 １２番地の６ （８５Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１３
富沢字六本松 １２番地の７ （８５Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１４
富沢字六本松 １２番地の７ （８５Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１５
富沢字六本松 １３番地 （８５Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１６
富沢字六本松 １３番地 （８５Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の１７
富沢字六本松 １４番地 （８８Ｂ－７Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の４
富沢字六本松 １４番地 （８８Ｂ－８Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の５
富沢字六本松 １４番地 （８８Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２４
富沢字六本松 １４番地 （８８Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２５
富沢字六本松 １４番地 （８５Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 １０番地の３
富沢字六本松 １５番地の１ （８６Ｂ－６６Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１２
富沢字六本松 １５番地の１ （８８Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２６
富沢字六本松 １５番地の１ （８８Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の２７
富沢字六本松 １６番地 （８６Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１３
富沢字六本松 １７番地 （８６Ｂ－６４Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１０
富沢字六本松 １７番地 （８６Ｂ－６５Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１１
富沢字六本松 １７番地 （８６Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１５
富沢字六本松 １９番地の２ （７４Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ５番地の４
富沢字六本松 １９番地の３ 富沢西五丁目 ４番地の７
富沢字六本松 ２０番地の１ （７９Ｂ－８Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の２
富沢字六本松 ２０番地の１ （７９Ｂ－９Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の３
富沢字六本松 ２０番地の１ （７９Ｂ－５Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の１５
富沢字六本松 ２０番地の３ （７９Ｂ－６Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の１６
富沢字六本松 ２０番地の４ （７９Ｂ－７Ｌ） 富沢西五丁目 １１番地の１
富沢字六本松 ２０番地の５ （７５Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１５
富沢字六本松 ２０番地の５ （７５Ｂ－２Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１６
富沢字六本松 ２０番地の６ （７５Ｂ－３Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１７
富沢字六本松 ２０番地の７ （７５Ｂ－４Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１８

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富沢字六本松 ２０番地の８ （７４Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 ５番地の５
富沢字六本松 ２０番地の８ （７５Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１９
富沢字六本松 ２７番地の１ （７５Ｂ－１６Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の７
富沢字六本松 ２７番地の１ （７５Ｂ－５Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の２２
富沢字六本松 ２７番地の１ （８６Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の２１
富沢字六本松 ２８番地の１ （７５Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の９
富沢字六本松 ２８番地の１ （７５Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の２１
富沢字六本松 ３０番地 （７５Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の２０
富沢字六本松 ３１番地の３ （７５Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１０
富沢字六本松 ３１番地の３ （７５Ｂ－１７Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１１
富沢字六本松 ３３番地 （７５Ｂ－１８Ｌ） 富沢西五丁目 ６番地の１２
富沢字六本松 ３４番地 （８６Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１４
富沢字六本松 ３４番地 （８６Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１６
富沢字六本松 ３５番地の３ （８６Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の７
富沢字六本松 ３５番地の３ （８６Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１７
富沢字六本松 ３５番地の３ （８６Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１８
富沢字六本松 ３５番地の３ （８７Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１６
富沢字六本松 ３５番地の４ （８６Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の８
富沢字六本松 ３５番地の４ （８６Ｂ－６３Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の９
富沢字六本松 ３６番地 （８６Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の１９
富沢字六本松 ３６番地 （８６Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の２０
富沢字六本松 ３６番地 （８６Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 ７番地の２５
富沢字六本松 ３８番地の１ （８７Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１３
富沢字六本松 ３８番地の１ （８７Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１４
富沢字六本松 ３８番地の１ （８７Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１５
富沢字六本松 ３８番地の２ （８８Ｂ－６Ｌ） 富沢西五丁目 ９番地の３
富沢字六本松 ３８番地の３ （８７Ｂ－１２Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１２
富沢字六本松 ３８番地の４ （８７Ｂ－９Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の９
富沢字六本松 ３８番地の４ （８７Ｂ－１０Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１０
富沢字六本松 ３８番地の４ （８７Ｂ－１１Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１１
富沢字六本松 ４４番地の１ （８７Ｂ－８Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の５
富沢字六本松 ４４番地の１ （８７Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の６
富沢字六本松 ４４番地の１ （８７Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の７
富沢字六本松 ４４番地の１ （８７Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の８
富沢字六本松 ４４番地の１ （８７Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１７
富沢字六本松 ４４番地の１ （８７Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１８
富沢字六本松 ４４番地の１ （８７Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の１９
富沢字六本松 ４５番地の１ （８７Ｂ－７Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の４
富沢字六本松 ４６番地 （８７Ｂ－２Ｌ） 富沢西五丁目 ８番地の２０
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富田字京ノ北 ４５番地の２ （１９Ｂ－６１Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の５
富田字京ノ北 ４５番地の２ （１９Ｂ－６０Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の６
富田字京ノ北 ４５番地の２ （１９Ｂ－５９Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の７
富田字京ノ北 ４５番地の２ （１９Ｂ－５８Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の８
富田字京ノ北 ４５番地の２ （１９Ｂ－５７Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の９
富田字京ノ北 ４６番地の２ （１９Ｂ－５７Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の４
富田字京ノ北 ５０番地の１ （１９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の１
富田字京ノ北 ５０番地の１ （１９Ｂ－５３Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の２
富田字京ノ北 ５０番地の１ （１９B－５５L） 富沢西二丁目 １６番地の３
富田字京ノ北 ５０番地の１ （１９Ｂ－５４Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の１０
富田字京ノ北 ５０番地の１ （１９Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 １６番地の１１
富田字京ノ北 ５４番地の１ （２０Ｂ－５１Ｌ） 富沢西二丁目 ７番地の１１
富田字京ノ北 ６６番地 （１５Ｂ－５２Ｌ） 富沢西二丁目 ６番地の１９
富田字京ノ北 ７２番地の１ （５３Ｂ－５１Ｌ） 富沢西三丁目 １番地の１
富田字京ノ北 ８１番地の１ （５５Ｂ－５１Ｌ） 富沢西三丁目 １３番地の１
富田字京ノ北 １０９番地 （５６Ｂ－１０Ｌ） 富沢西三丁目 １２番地の８
富田字京ノ北 １１４番地 富沢西三丁目 １番地の１

富田字京ノ北 １１４番地
（５４Ｂ－４Ｌ）シャー
メゾンヴェルディ

富沢西三丁目 ２番地の１８
シャーメゾンヴェル
ディ

富田字京ノ北 １１８番地 （１８Ｂ－１３Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の６
富田字京ノ北 １１８番地 （１８Ｂ－１４Ｌ） 富沢西二丁目 １７番地の７

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富田字京ノ中 ６０番地の１ 富沢西三丁目 ９番地の５
富田字京ノ中 ６０番地の２ 富沢西三丁目 ９番地の６

富田字京ノ中 ９１番地
（６０Ｂ－１Ｌ）レピコ
ロレ

富沢西三丁目 ３番地の１９ レピコロレ

富田字京ノ中 ９１番地 （５９Ｂ－１６Ｌ） 富沢西三丁目 ９番地の１８
富田字京ノ中 ９１番地 富沢西三丁目 ９番地の２０
富田字京ノ中 ９２番地の１ （６０Ｂ－２Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の２０

富田字京ノ中 ９２番地の２
（富沢西区画整理
地内６０街区１）

富沢西三丁目 ３番地の１９

富田字京ノ中 ９３番地 （６１B－４L） 富沢西三丁目 ６番地の７
富田字京ノ中 ９３番地の１ （６０Ｂ－１９Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の１４
富田字京ノ中 ９３番地の１ （６０Ｂ－１４Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の１５
富田字京ノ中 ９３番地の１ （６１Ｂ－５１Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の６
富田字京ノ中 ９３番地の１ （６１Ｂ－４Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の７
富田字京ノ中 ９３番地の１ （６１Ｂ－１Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の８
富田字京ノ中 ９３番地の１ （５９Ｂ－４Ｌ） 富沢西三丁目 ９番地の４

富田字京ノ中 ９４番地
（６０Ｂ－４Ｌ）ベル
シティ・ネオ

富沢西三丁目 ３番地の２２ ベルシティ・ネオ

富田字京ノ中 ９５番地の１ （６１Ｂ－２Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の１
富田字京ノ中 ９５番地の１ （６１Ｂ－３Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の２
富田字京ノ中 ９５番地の１ （６１Ｂ－５Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の３
富田字京ノ中 ９５番地の１ （６１Ｂ－５３Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の４
富田字京ノ中 ９５番地の１ （６１Ｂ－５２Ｌ） 富沢西三丁目 ６番地の５
富田字京ノ中 ９５番地の２ （６０Ｂ－１２Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の１２
富田字京ノ中 ９５番地の２ （６０Ｂ－１３Ｌ） 富沢西三丁目 ３番地の１３
富田字京ノ中 ９６番地 （６４Ｂ－５１Ｌ） 富沢西三丁目 ５番地の１７
富田字京ノ中 ９７番地の１ （５９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西三丁目 ９番地の７
富田字京ノ中 ９７番地の１ （５９Ｂ－５３Ｌ） 富沢西三丁目 ９番地の８
富田字京ノ中 ９７番地の１ （５９Ｂ－５４Ｌ） 富沢西三丁目 ９番地の１６
富田字京ノ中 ９７番地の１ （５９Ｂ－５５Ｌ） 富沢西三丁目 ９番地の１７

富田字京ノ中 ９７番地の２
（５９Ｂ－１４Ｌ）クレ
イノラフォルトゥー
ナ

富沢西三丁目 ９番地の１４
クレイノラフォル
トゥーナ

富田字京ノ中 ９９番地
（５８Ｂ－５１Ｌ）　特
別養護老人ホーム
とみざわの里

富沢西三丁目 １０番地の１
特別養護老人ホー
ムとみざわの里

富田字京ノ中 １１１番地の１ （５８B－５１L） 富沢西三丁目 １０番地の１
富田字京ノ中 １１６番地の１ （５８B－５１L） 富沢西三丁目 １０番地の１

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富田字京ノ南 １３番地 （８２Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の１０
富田字京ノ南 １３番地 （８２Ｂ－６３Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の１１
富田字京ノ南 １３番地 （８２Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の１２
富田字京ノ南 １３番地 （８２Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の１３
富田字京ノ南 １５番地 （８２Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の１
富田字京ノ南 １５番地 （８２Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の５
富田字京ノ南 １５番地 （８２Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の６
富田字京ノ南 １５番地 （８２Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の７
富田字京ノ南 １５番地 （８２Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の８
富田字京ノ南 １５番地の５ （８３Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１５
富田字京ノ南 １５番地の５ （８３Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１６
富田字京ノ南 １５番地の５ （８２Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の９
富田字京ノ南 １７番地 （８１Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２７
富田字京ノ南 １７番地 （８１Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２８
富田字京ノ南 １８番地の１ （８１Ｂ－５Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の３
富田字京ノ南 １８番地の１ （７７Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の１
富田字京ノ南 １８番地の１ （７７Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の１２
富田字京ノ南 １８番地の１ （７７Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の１３
富田字京ノ南 １８番地の２ （８１Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の４
富田字京ノ南 １８番地の２ （７７Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の１１
富田字京ノ南 １８番地の３ （８１Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の５
富田字京ノ南 １８番地の３ （７７Ｂ－２Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の１０
富田字京ノ南 １８番地の４ （８１Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の６
富田字京ノ南 １９番地 （８１Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の７
富田字京ノ南 １９番地 （８１Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の８
富田字京ノ南 １９番地 （７７Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の８
富田字京ノ南 １９番地 （７７Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の９
富田字京ノ南 ２０番地の１ （７７Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の４
富田字京ノ南 ２０番地の１ （７７Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の５
富田字京ノ南 ２０番地の１ （７７Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の６
富田字京ノ南 ２０番地の１ （７７Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 １４番地の７
富田字京ノ南 ２０番地の１ （７８Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の１２
富田字京ノ南 ２０番地の１ （７８Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の１３
富田字京ノ南 ２０番地の２ （７８Ｂ－６Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の７
富田字京ノ南 ２０番地の２ （７８Ｂ－４Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の１１
富田字京ノ南 ２１番地の１ （７８Ｂ－５Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の６
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の５
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の６
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－６３Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の７
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－６４Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の８
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の９
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の１０
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の１１
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の１２
富田字京ノ南 ２１番地の１ （８０Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の１３
富田字京ノ南 ２１番地の２ （７８Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の４
富田字京ノ南 ２１番地の２ （７８Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 １５番地の５
富田字京ノ南 ２２番地の２ （８４Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１１
富田字京ノ南 ２２番地の２ （８４Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１２
富田字京ノ南 ２３番地の１ （８１Ｂ－６５Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の１５
富田字京ノ南 ２３番地の１ （８１Ｂ－１０Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の１６
富田字京ノ南 ２３番地の５ （８１Ｂ－６４Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の１４
富田字京ノ南 ２３番地の５ （８１Ｂ－６６Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２０

旧住所 新住所
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富田字京ノ南 ２５番地の１ （８１Ｂ－６Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の１０
富田字京ノ南 ２５番地の１ （８１Ｂ－７Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の１１
富田字京ノ南 ２５番地の１ （８１Ｂ－８Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の１２
富田字京ノ南 ２５番地の２ （８１Ｂ－１５Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２２
富田字京ノ南 ２５番地の２ （８１Ｂ－１６Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２３
富田字京ノ南 ２５番地の３ （８１Ｂ－１４Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２１
富田字京ノ南 ２５番地の４ （８２Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の２
富田字京ノ南 ２６番地 （８１Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２５
富田字京ノ南 ２６番地の１ （８１Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の９
富田字京ノ南 ２６番地の１ （８１Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２６
富田字京ノ南 ２６番地の２ （８１Ｂ－６７Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２４
富田字京ノ南 ２６番地の２ （８１Ｂ－１Ｌ） 富沢西五丁目 １３番地の２５
富田字京ノ南 ２７番地 （８３Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の２３
富田字京ノ南 ２７番地 （８２Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の３
富田字京ノ南 ２７番地 （８２Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 ２１番地の４
富田字京ノ南 ２８番地 （８３Ｂ－６１Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１
富田字京ノ南 ２８番地 （８３Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の２４
富田字京ノ南 ２８番地の１ （８３Ｂ－６２Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の２
富田字京ノ南 ２８番地の１ （８３Ｂ－６５Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の５
富田字京ノ南 ２８番地の２ （８３Ｂ－６３Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の３
富田字京ノ南 ２８番地の２ （８３Ｂ－６４Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の４
富田字京ノ南 ２８番地の３ （８３Ｂ－６６Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の６
富田字京ノ南 ２８番地の３ （８３Ｂ－６７Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の７
富田字京ノ南 ２８番地の３ （８３Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の２０
富田字京ノ南 ２８番地の３ （８３Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の２１
富田字京ノ南 ２８番地の４ （８３Ｂ－６８Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の８
富田字京ノ南 ２８番地の４ （８３Ｂ－６９Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の９
富田字京ノ南 ２８番地の４ （８３Ｂ－７０Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１０
富田字京ノ南 ２８番地の４ （８３Ｂ－７１Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１１
富田字京ノ南 ２８番地の４ （８３Ｂ－７２Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１２
富田字京ノ南 ２８番地の４ （８３Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１９
富田字京ノ南 ２８番地の７ （８３Ｂ－７３Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１３
富田字京ノ南 ２８番地の１０ （８３Ｂ－５８Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の２２
富田字京ノ南 ２８番地の１１ （８３Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１７
富田字京ノ南 ２８番地の１１ （８３Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１８
富田字京ノ南 ２８番地の１２ （８３Ｂ－７４Ｌ） 富沢西五丁目 ２０番地の１４
富田字京ノ南 ６５番地 （８９Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １８番地の７
富田字京ノ南 ６５番地 （８９Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １８番地の８
富田字京ノ南 ６５番地 （８９Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １８番地の１１
富田字京ノ南 ６６番地の１ （８９Ｂ－５１Ｌ） 富沢西五丁目 １８番地の９
富田字京ノ南 ６６番地の１ （８９Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １８番地の１０
富田字京ノ南 ６６番地の２ （８４Ｂ－１０Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の７
富田字京ノ南 ６６番地の３ （８４Ｂ－９Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の６

富田字京ノ南 ６６番地の４
（８４Ｂ－６Ｌ）エト
ワールⅠ

富沢西五丁目 １７番地の１８ エトワールⅠ

富田字京ノ南 ６６番地の５ （８４Ｂ－５２Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１９
富田字京ノ南 ６７番地の２ （８４Ｂ－１２Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の９
富田字京ノ南 ６７番地の２ （８４Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１０
富田字京ノ南 ６７番地の３ （８４Ｂ－１１Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の８
富田字京ノ南 ６７番地の３ （８４Ｂ－３Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１４
富田字京ノ南 ６７番地の４ （８４Ｂ－４Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１５
富田字京ノ南 ６７番地の４ （８４Ｂ－５Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１６
富田字京ノ南 ６７番地の４ （８４Ｂ－１３Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１７
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
旧住所 新住所

富田字京ノ南 ６７番地の５ （８０Ｂ－６０Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の４
富田字京ノ南 ６７番地の６ （８０Ｂ－６５Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の２
富田字京ノ南 ６７番地の６ （８０Ｂ－５９Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の３
富田字京ノ南 ６７番地の６ （８０Ｂ－５６Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の１４
富田字京ノ南 ６７番地の６ （８０Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １６番地の１５
富田字京ノ南 ６８番地 （８４Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の１
富田字京ノ南 ６８番地 （８４Ｂ－５３Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の２０

富田字京ノ南 ６９番地
（８４Ｂ－７Ｌ）エト
ワールⅡ

富沢西五丁目 １７番地の４ エトワールⅡ

富田字京ノ南 ６９番地 （８４Ｂ－５７Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の２
富田字京ノ南 ６９番地 （８４Ｂ－５５Ｌ） 富沢西五丁目 １７番地の３
富田字京ノ南 ７０番地 （８９Ｂ－５４Ｌ） 富沢西五丁目 １８番地の１５

富田字京ノ南 ７１番地の１
（８９Ｂ－６Ｌ）セント
レ富沢Ⅱ

富沢西五丁目 １８番地の３ セントレ富沢Ⅱ

富田字京ノ南 ７１番地の１ （８９Ｂ－７Ｌ） 富沢西五丁目 １８番地の４

富田字京ノ南 ７２番地の１
（８８Ｂ－１０Ｌ）ｋｕｊｉ
ｒａ－ｓｏ

富沢西五丁目 ９番地の１３ ｋｕｊｉｒａ－ｓｏ
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◆市区名：仙台市太白区

富沢駅西地区　町名地番変更　【旧新住所対照表】

町名地番変更期日：令和3年6月19日

旧町字名 旧番地 方書 新町名 新地番 新方書
富沢駅西土地区画
整理区域

３６－２街区３
画地

（３６－２Ｂ－３Ｌ） 富沢西一丁目 ７番地の７

旧住所 新住所

27 / 27 



  　編集・発行　仙台市都市整備局　市街地整備部　市街地整備課

富沢駅西地区町名地番変更　旧新住所対照表

（令和3年6月19日実施）

　刊　　　行　令和3年6月21日
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