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１ 物件総括表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 若葉 泉自然公園 旧第２売店 250,000
2 美浜 稲毛海浜公園 球技場入口 320,000
3 花見川 花島公園 テニスコート横 250,000
4 緑 越智中央公園 野球場横 300,000
5 花見川 花島公園 お花見広場入口【八つ橋方面】 390,000
6 美浜 幕張海浜緑地 広場前 1,130,000
7 中央 千葉公園 体育館通路 1,080,000
8 緑 大野台中央公園 入口付近 440,000
9 花見川 花島公園 花島公園センター 1,280,000
10 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 1,130,000
11 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子ヒルスコート管理棟外 1,570,000
12 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜女子更衣室前 1,010,000
13 美浜 稲毛海浜公園 第２駐車場前 960,000
14 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 1,130,000
15 稲毛 西千葉公園 テニスコート前 990,000
16 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 840,000
17 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子スクエア管理棟前 1,690,000
18 中央 千葉公園 運動広場前 1,660,000
19 花見川 一本松公園 野球場横 240,000
20 美浜 稲毛海浜公園 稲毛記念館１階　休憩スペース 880,000

20 台 17,540,000

21 美浜 稲毛海浜公園 球技場クラブハウス前 140,000
22 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 210,000
23 若葉 御成台公園 入口付近 200,000
24 若葉 泉自然公園 旧サイクリングセンター前 130,000
25 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 190,000
26 美浜 稲毛海浜公園 稲毛ヨットハーバー管理棟１階 630,000
27 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子ヒルスコート管理棟　外 580,000
28 緑 あすみが丘ふれあい広場公園広場前 410,000
29 美浜 稲毛海浜公園 パルコース前 510,000
30 美浜 稲毛海浜公園 稲毛ヨットハーバー管理棟1階 930,000
31 若葉 加曽利じゅん菜池公園 入口付近 450,000
32 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 250,000
33 美浜 幕張船溜跡公園 運動施設前 590,000
34 緑 有吉公園 管理事務所　外 580,000
35 美浜 稲毛海浜公園 記念碑横 590,000
36 花見川 花島公園 花島公園センター 1,210,000
37 花見川 花島公園 出会いの広場前 1,300,000
38 緑 大百池公園 駐車場横 1,200,000
39 美浜 花見川緑地 花見川交通公園管理事務所 1,180,000
40 美浜 稲毛海浜公園 花時計横トイレ付近 470,000
41 美浜 打瀬3丁目公園 テニスコート前 1,820,000
42 稲毛 穴川中央公園 テニスコート前 1,810,000

22 台 15,380,000

品目種別 年間売上額（円）【参考】物件 番号 区 公園の名称 設置か所

1 既設 飲料水

合計

2 既設 飲料水

合計
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43 緑 古市場公園 プール入口 290,000
44 若葉 みつわ台第２公園 テニスコート前 330,000
45 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子フィールド前 1,190,000
46 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 860,000
47 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子ヒルスコート管理棟　外 960,000
48 美浜 幸町公園 プール入口 750,000
49 若葉 泉自然公園 旧第１売店 610,000
50 美浜 稲毛海浜公園 パルコース前 780,000
51 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 1,120,000
52 美浜 稲毛海浜公園 稲毛記念館前 800,000
53 緑 おゆみ野南公園 入口付近 830,000
54 若葉 若松町公園 入口付近 730,000
55 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜女子更衣室前 1,190,000
56 美浜 幸町公園 プール入口 720,000
57 中央 千葉公園 体育館内 1,270,000
58 花見川 しらさぎ公園 入口付近 1,100,000
59 美浜 稲毛海浜公園 第１駐車場前 2,030,000
60 花見川 花島公園 出会いの広場前 850,000
61 中央 千葉公園 ふれあい広場横 650,000
62 稲毛 小中台西公園 入口付近 220,000
63 若葉 都川水の里公園 入口付近 520,000

21 台 17,800,000

64 花見川 花島公園 お花見広場入口【花島橋方面】 430,000
65 中央 千葉公園 プール入口 400,000
66 若葉 泉自然公園 旧第１売店 390,000
67 中央 都市緑化植物園 駐車場前 520,000
68 花見川 花島公園 テニスコート横 500,000
69 花見川 花島公園 渓流園 690,000
70 美浜 真砂第４公園 野球場横 520,000
71 緑 古市場公園 テニスコート前 440,000
72 若葉 泉自然公園 旧第２売店 340,000
73 緑 おゆみ野はるのみち公園 入口付近 610,000
74 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子ヒルスコート管理棟　外 1,150,000
75 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子スクエア横 1,100,000
76 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜女子更衣室前 940,000
77 美浜 稲毛海浜公園 稲毛ヨットハーバー管理棟1階 670,000
78 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子スクエア管理棟前 1,290,000
79 美浜 袖ヶ浦第４緑地 高浜テニスコート休憩所 1,030,000
80 花見川 花島公園 川辺憩いの広場 1,260,000
81 中央 千葉公園 体育館内 1,720,000
82 中央 末広公園 入口付近 420,000
83 中央 菰池公園 入口付近 570,000

20 台 14,990,000

物件 番号 区 公園の名称 設置か所 品目種別 年間売上額（円）【参考】

合計

4 既設 飲料水

3 既設 飲料水

合計
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84 花見川 花島公園 第１駐車場横 140,000
85 美浜 稲毛海浜公園 稲毛ヨットハーバー管理棟1階 720,000
86 美浜 中磯辺公園 野球場前 470,000
87 花見川 花島公園 第１駐車場横 190,000
88 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 第2駐車場前 580,000
89 緑 有吉公園 管理事務所　外 650,000
90 緑 泉谷公園 入口付近 440,000
91 花見川 花島公園 お花見広場入口【八つ橋方面】 320,000
92 美浜 稲毛海浜公園 屋内運動場 790,000
93 花見川 花島公園 お花見広場入口【花島橋方面】 310,000
94 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子ヒルスコート管理棟　外 1,410,000
95 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子スクエア横 820,000
96 緑 創造の杜 入口付近 490,000
97 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 920,000
98 緑 誉田南公園 テニスコート前 350,000
99 美浜 稲毛海浜公園 稲毛ヨットハーバー駐車場前 820,000
100 美浜 稲毛海浜公園 野球場横 1,060,000
101 若葉 千城台公園 野球場横 1,030,000
102 花見川 花島公園 花島公園センター 1,340,000
103 中央 千葉市蘇我スポーツ公園 フクダ電子スクエア管理棟前 1,760,000
104 美浜 稲毛海浜公園 テニスコート更衣室前 1,230,000
105 美浜 稲毛海浜公園 野外音楽堂前 350,000
106 美浜 真砂4丁目第2公園 テニスコート前 520,000
107 花見川 花島公園 花島公園センターバス停横 410,000

24 台 17,120,000

108 若葉 泉自然公園 旧第１売店 280,000
109 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 710,000
110 若葉 泉自然公園 旧第２売店 330,000
111 美浜 稲毛海浜公園 稲毛記念館前 700,000
112 美浜 稲毛海浜公園 第２駐車場前 770,000
113 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 850,000
114 花見川 花島公園 花島公園センター 1,680,000
115 美浜 稲毛海浜公園 第１駐車場前 1,920,000

8 台 7,240,000

116 若葉 泉自然公園 旧第１売店 50,000
117 中央 千葉公園 プール入口 250,000
118 新規 若葉 泉自然公園 旧第２売店 -
119 美浜 稲毛海浜公園 検見川の浜自販機コーナー 350,000
120 美浜 稲毛海浜公園 稲毛ヨットハーバー管理棟１階 420,000
121 既設 美浜 稲毛海浜公園 稲毛記念館１階　休憩スペース 190,000

6 台 1,260,000

物件 番号 区 公園の名称 品目種別 年間売上額（円）【参考】

5 既設 飲料水

設置か所

合計

6 既設 アイス

既設

合計

合計

7

既設

カップ麺


