
関東エリア現場⼀覧表（千葉） リスト送付当月15日までオープン・翌月解約をお知らせ 赤字は予定
新規・解約 都道府県 現場名 台数 住所 最寄駅 オープン日 月極併用 路盤

1 千葉県 スペースECO土気駅前 16 千葉市緑区あすみが丘⼀丁⽬16-12 京浜千葉線/土気駅 H25.5.1 - 砕石
2 千葉県 スペースECO茂原駅前 18 茂原市町保12番108、12番110 外房線/茂原駅 H25.5.1 - 砕石+AS
3 千葉県 スペースECO逆井駅前 12 柏市逆井⼀丁⽬904番9、904番10 東武野田線/逆井駅 H25.5.20 - 砕石
4 千葉県 スペースECO六実駅前 15 松⼾市六実5-20-23 東武鉄道野田線/六実駅 H25.8.6 - 砕石
5 千葉県 スペースECO新鎌ヶ谷駅前 21 鎌ケ谷市初富929-16   北総鉄道・京成電鉄・新京成電鉄・東武鉄道 H25.8.12 ○ 砕石
6 千葉県 スペースECO成田湯川駅前 27 成田市松崎1633-14   京成電鉄成田空港線/成田湯川駅 H25.8.12 - 砕石
7 千葉県 スペースECO梅郷駅前 27 野田市山崎１９４７番、１９４８番 東武鉄道野田線/梅郷駅 H25.9.19 - 砕石
8 千葉県 スペースECO東松⼾駅前 15 松⼾市東松⼾⼆丁⽬25番1 北総鉄道北総線、京成電鉄成田空港線、JR東⽇本武蔵野線/東松⼾駅 H25.10.1 - 砕石
9 千葉県 スペースECOちはら台駅前 29 市原市ちはら台⻄⼀丁⽬9番6 京成電鉄千原線/ちはら台駅 H25.10.11 - 砕石

10 千葉県 スペースECO北柏駅前 20 柏市北柏台1番4、1番6、1番7 JR常磐線/北柏駅 H25.10.18 - AS
11 千葉県 スペースECO成田駅前 33 成田市不動ケ丘2228番2 京成電鉄/京成成田駅 H25.11.1 - 砕石
12 千葉県 スペースECO成東駅前 37 山武市津辺244番1 JR総武本線・東⾦線/成東駅 H25.11.1 - AS
13 千葉県 スペースECO誉田駅前 34 千葉市緑区誉田町⼆丁⽬24－2 JR外房線/誉田駅 H25.11.29 - 砕石
14 千葉県 スペースECO⽊更津駅前 28 ⽊更津市中央1丁⽬880番9、880番14、881番1 JR内房線・久留⾥線/⽊更津駅 H25.12.2 - AS
15 千葉県 スペースECO上総⼀ノ宮駅前 27 ⻑⽣郡⼀宮町2600番3、2602番1、2603番3、2604番2 JR外房線/上総⼀ノ宮駅 H25.12.2 - 砕石
16 千葉県 スペースECO安食駅前 21 印旛群栄町味気⼆丁⽬17-23 JR成田線/安食駅 H25.12.9 ○ 砕石
17 千葉県 スペースECO成田空港前 20 成田市取香236番、237番2 JR成田線/成田空港駅 H25.12.9 - 砕石
18 千葉県 スペースECO袖ヶ浦駅前 15 袖ヶ浦市奈良輪1322番1 内房線/袖ヶ浦駅 H26.1.10 ○ AS
19 千葉県 スペースECO茂原駅前第２ 18 茂原市高師町⼆丁⽬７番５ 外房線/茂原駅 H26.1.10 - AS
20 千葉県 スペースECO大網駅前 21 大網⽩⾥市池田6番1,2 外房線/大網駅 H26.1.14 - 砕石
21 千葉県 スペースECO大網駅前第２ 29 大網⽩⾥市駒込454番1、455番1 外房線/大網駅 H26.1.14 - 砕石
22 千葉県 スペースECO大網駅前第３ 37 大網⽩⾥市大⽵８番 外房線/大網駅 H26.1.14 - 砕石
23 千葉県 スペースECO茂原駅前第３ 10 茂原市高師560番４ 外房線/茂原駅 H26.2.7 - AS
24 千葉県 スペースECO茂原駅前第４ 10 茂原市町保11番32 外房線/茂原駅 H26.2.7 - 砕石
25 千葉県 スペースECO大網駅前第４ 17 大網⽩⾥市南⽟６４番１ 外房線/大網駅 H26.2.21 - AS
26 千葉県 スペースECO大網駅前第５ 15 千葉市大綱⽩⾥市大⽵19-1 外房線/大網駅 H26.3.24 - 砕石
27 千葉県 スペースECO東武愛宕駅前 21 野田市野田718番2、721番4・25 東武鉄道野田線/愛宕駅 H26.4.1 - AS
28 千葉県 スペースECO梅郷駅前第２ 37 野田市山崎1950番1,2 東武鉄道野田線/梅郷駅 H26.4.1 - 砕石
29 千葉県 スペースECO増尾駅前 13 柏市増尾２丁⽬1862番7 東武鉄道野田線/増尾駅 H26.4.11 - 砕石
30 千葉県 スペースECO成田湯川駅前第２ 29 成田市松崎字湯川1647番9、10 京成電鉄成田空港線/成田湯川駅 H26.4.18 - 砕石
31 千葉県 スペースECO成田駅前第３（ビルバリ） 23 成田市囲護台1237番17 JR成田線/成田駅 H26.6.27 - AS
32 千葉県 スペースECO榎⼾駅前 18 ⼋街市榎⼾928番2 JR総武本線/榎⼾駅 H26.7.4 - 砕石
33 千葉県 スペースECO千葉大町駅前 21 松⼾市串崎新田295番1 北総鉄道北総線/大町駅 H26.7.7 - AS
34 千葉県 スペースECO川間駅前 27 野田市尾崎字清水70番２、外3筆 東武鉄道野田線/川間駅 H26.7.7 - 砕石
35 千葉県 スペースECO本納駅前 21 茂原市本納2407番2、2407番3 JR外房線/本納 H26.7.10 - 砕石
36 千葉県 スペースECO四街道駅前 17 四街道市和良⽐264番15 JR総武本線/四街道駅 H26.7.18 - 砕石
37 千葉県 スペースECO⽊下駅前 24 印⻄市⽊下1521番35、1521番41、1521番42 JR成田線/⽊下駅 H26.7.22 - 砕石
38 千葉県 スペースECO成東駅前第２ 12 山武市津辺288番 JR総武本線・東⾦線/成東駅 H26.9.1 - 砕石
39 千葉県 スペースECO成東駅前第３ 12 山武市津辺３０４番 JR総武本線・東⾦線/成東駅 H26.9.1 - 砕石
40 千葉県 スペースECO天王台駅前 28 我孫子市柴崎台⼆丁⽬12番1 JR常磐線/天王台駅 H26.9.5 - 砕石
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41 千葉県 スペースECO上総⼀ノ宮駅前第２ 21 ⻑⽣郡⼀宮町⼀宮2658番1の⼀部 JR外房線/上総⼀ノ宮駅 H26.9.19 ○ 砕石
42 千葉県 スペースECO 松⼾駅前 18 松⼾市樋野⼝746番、747番 JR常磐線・新京成電鉄新京成線/松⼾駅 H26.10.1 ○ AS
43 千葉県 スペースECO天王台駅前第２ 13 我孫子市柴崎台⼆丁⽬1番12 JR常磐線/天王台駅 H26.10.1 ○ 砕石
44 千葉県 スペースECO本千葉駅前 14 千葉都市計画事業寒川第⼀土地区画整理事業21街区3番 JR外房線/本千葉駅前 H26.10.7 - 砕石
45 千葉県 スペースECO茂原駅前第５ 12 茂原市千代田町⼆丁⽬2番6 外房線/茂原駅 H26.10.7 - AS
46 千葉県 スペースECO酒々井駅前 45 印旛郡酒々井町酒々井1305番1、1306番1の⼀部 JR成田線/酒々井駅 H26.10.8 - 砕石
47 千葉県 スペースECO柏たなか駅前 19 柏都市計画事業柏北部東地区⼀体型特定土地区画整理事業21街区10画地、11画地 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス/柏たなか駅 H26.10.21 - 砕石
48 千葉県 スペースECO蘇我駅前 30 千葉市中央区⽩旗三丁⽬１番２、１番３ JR京葉臨海鉄道/蘇我駅 H26.10.27 - 砕石
49 千葉県 スペースECO六実駅前第２ 17 松⼾市六実3丁⽬8番15 東武鉄道野田線/六実駅 H26.10.28 - AS
50 千葉県 スペースECO都賀駅前 19 千葉市若葉区都賀⼆丁⽬12番3、12番17、12番18 JR総武本線・千葉都市モノレール/都賀駅 H26.11.7 - AS
51 千葉県 スペースECO川間駅前第２ 29 千葉県野田市尾崎前824番2、824番7、824番9 東武鉄道野田線/川間駅 H26.11.14 ○ 砕石
52 千葉県 スペースECO五井駅前 37 市原市五井３９２９番２ JR小湊鐵道/五井駅 H26.11.14 ○ 砕石
53 千葉県 スペースECO柏たなか駅前第２ 11 柏都市計画事業柏北部東地区⼀体型特定土地区画整理事業68街区1画地の⼀部 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス/柏たなか駅 H26.11.21 ○ AS
54 千葉県 スペースECO南柏駅前第２ 11 今谷上町字北割63番6の⼀部 JR常磐線/南柏駅 H26.11.21 ○ 砕石
55 千葉県 スペースECO五井駅前第２ 17 市原市五井1402番2 JR小湊鐵道/五井駅 H26.11.28 ○ 砕石
56 千葉県 スペースECO東⾦駅前 20 東⾦市東⾦1066番1の⼀部 JR東⾦線/東⾦駅 H26.12.1 ○ 砕石
57 千葉県 スペースECO上総⼀ノ宮駅前第３ 23 ⻑⽣郡⼀宮町⼀宮字通町三丁⽬2985番3、2985番4、2987番4の⼀部 JR外房線/上総⼀ノ宮駅 H26.12.5 ○ 砕石
58 千葉県 スペースECO南柏駅前 21 柏市今谷上町字並⽊通４７番４の⼀部 JR常磐線/南柏駅 H26.12.12 - 砕石
59 千葉県 スペースECO茂原駅前第６ 13 茂原市高師688番32の⼀部、688番36 外房線/茂原駅 H26.12.12 - AS
60 千葉県 スペースECO鎌取駅前 23 千葉市緑区おゆみ野⼆丁⽬4番2、4番3、4番4、4番22 JR外房線/鎌取駅 H26.12.19 - AS
61 千葉県 スペースECO成東駅前第４ 39 山武市和田348番2、348番5 JR総武本線・東⾦線/成東駅 H27.1.16 - 砕石
62 千葉県 スペースECO五香駅前第２ 18 松⼾市五香⼆丁⽬3番3、3番4、3番5、3番6の⼀部 新京成電鉄新京成線/五香駅 H27.1.16 - 砕石
63 千葉県 スペースECO北柏駅前第２ 28 千葉県柏市北柏三丁⽬6番4の⼀部、6番10⼀部 JR常磐線/北柏駅 H27.1.23 ○ 砕石
64 千葉県 スペースECO新松⼾駅前 24 千葉県松⼾市新松⼾四丁⽬９６番の⼀部、１０２番 JR常磐線・武蔵野線/新松⼾駅 H27.1.23 ○ 砕石
65 千葉県 スペースECO五香駅前第１ 11 松⼾市五香六丁⽬3番1、3番2の⼀部 新京成電鉄新京成線/五香駅 H27.2.6 ○ 砕石
66 千葉県 スペースECO佐倉駅前第１ 48 佐倉市大崎台⼀丁⽬3番5 JR総武本線・成田線/佐倉駅 H27.2.6 - AS
67 千葉県 スペースECO新京成元山駅前 9 松⼾市五香南三丁⽬1番26 新京成電鉄新京成線/元山駅 H27.2.6 - 砕石
68 千葉県 スペースECO京成臼井駅前第１ 6 佐倉市王子台⼆丁⽬２８番１１ 京成電鉄本線/京成臼井駅 H27.2.13 ○ 砕石
69 千葉県 スペースECO松⼾駅前第２ 3 松⼾市岩瀬字住吉町7番3 JR常磐線・新京成電鉄新京成線/松⼾駅 H27.2.20 - 砕石
70 千葉県 スペースECO大網駅前第６ 28 大網⽩⾥市大網９５番の⼀部９６番１の⼀部 外房線/大網駅 H27.3.2 - 砕石
71 千葉県 スペースECO姉ケ崎駅前第１ 14 市原市姉崎⻄⼀丁⽬4番8 JR内房線/姉ケ崎駅 H27.3.6 - AS
72 千葉県 スペースECO北柏駅前第３ 9 柏市根⼾２０２１番の⼀部 JR常磐線/北柏駅 H27.3.13 ○ 砕石
73 千葉県 スペースECO京成臼井駅前第２ 17 佐倉市王子台⼀丁⽬20番8、20番9の⼀部 京成電鉄本線/京成臼井駅 H27.3.20 ○ 砕石
74 千葉県 スペースECO⼋幡宿駅前第１ 8 市原市⼋幡1269番1の⼀部 JR内房線/⼋幡宿駅 H27.3.27 - AS
75 千葉県 スペースECO⼋幡宿駅前第２ 12 市原市⼋幡161番1の⼀部 JR内房線/⼋幡宿駅 H27.3.27 - 砕石
76 千葉県 スペースECO姉ケ崎駅前第2 11 市原市姉崎⻄⼀丁⽬8番3の⼀部 JR内房線/姉ケ崎駅 H27.4.1 ○ 砕石
77 千葉県 スペースECO北柏駅前第５ 21 柏市北柏⼆丁⽬11番8の⼀部 JR常磐線/北柏駅 H27.4.7 ○ 砕石
78 千葉県 スペースECO大森台駅前第１ 22 千葉市中央区宮崎町７７７番３ 京成電鉄千原線/大森台駅 H27.5.1 - 砕石
79 千葉県 スペースECO大網駅前第７ 36 大網⽩⾥市⾦谷郷32番1の⼀部、28番1の⼀部 外房線/大網駅 H27.5.12 ○ AS
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80 千葉県 スペースECO梅郷駅前第３ 10 野田市山崎1841番3．1842番2 東武鉄道野田線/梅郷駅 H27.5.12 - 砕石
81 千葉県 スペースECO梅郷駅前第４ 15 野田市山崎1965番.1966番7.12 東武鉄道野田線/梅郷駅 H27.5.12 ○ 砕石
82 千葉県 スペースECO北柏駅前第４ 17 柏市北柏三丁⽬2番4 JR常磐線/北柏駅 H27.5.12 - 砕石
83 千葉県 スペースECO横芝駅前第１ 22 山武郡横芝光町横芝１３８２番２の⼀部、１３８３番２の⼀部、１３８３番３の⼀部 JR総武本線/横芝駅 H27.5.22 ○ AS
84 千葉県 スペースECO千葉旭駅前第１ 20 旭市⼝６３５番１の⼀部 JR総武本線/旭駅 H27.5.22 ○ AS
85 千葉県 スペースECO船橋駅前第１ 14 船橋市本町⼀丁⽬118番の⼀部 JR総武本線・東武野田線/船橋駅 H27.5.29 - AS
86 千葉県 スペースECO大網駅前第８ 12 大網⽩⾥市永田3268番、3269番1の⼀部 外房線/大網駅 H27.5.29 ○ 砕石
87 千葉県 スペースECO東⾦駅前第２ 20 東⾦市東⾦1145番1、1145番2 JR東⾦線/東⾦駅 H27.6.12 - 砕石
88 千葉県 スペースECO新松⼾駅前第２ 10 松⼾市幸谷613番の⼀部 JR常磐線・武蔵野線/新松⼾駅 H27.6.19 ○ AS
89 千葉県 スペースECO⼋⽇市場駅前第２ 38 匝瑳市⼋⽇市場198番1、199番1の⼀部、201番4の⼀部 JR総武線/⼋⽇市場駅 H27.6.26 - 砕石
90 千葉県 スペースECO土気駅前第４ 12 千葉市緑区あすみが丘１丁⽬４０番２１、４０番２２ 外房線/土気駅 H27.7.7 - 砕石
91 千葉県 スペースECO大網駅前第９ 30 大網⽩⾥市大網11番1の⼀部、18番3 外房線・東⾦線/大網駅 H27.7.10 ○ 砕石
92 千葉県 スペースECO北松⼾駅前第１ 7 松⼾市上本郷字三⽃蒔８６８番１、８６８番４ 常磐線/北松⼾駅 H27.7.10 - AS
93 千葉県 スペースECO鎌取駅前第２ 33 千葉市緑区鎌取町2876番15の⼀部、2877番3の⼀部 外房線/鎌取駅 H27.7.10 ○ AS
94 千葉県 スペースECO下総神崎駅前第１ 18 香取郡神崎町郡１０１１番１の⼀部、１０１５番９ 成田線/下総神崎駅 H27.8.7 ○ 砕石
95 千葉県 スペースECO新鎌ヶ谷駅前第２ 109 鎌ケ谷市初富929番3 北総線・成田スカイアクセス線/新鎌ヶ谷駅 H27.8.7 - AS
96 千葉県 スペースECO君津駅前第１ 25 君津市中野⼀丁⽬445番2、445番5 内房線/君津駅 H27.8.7 - AS
97 千葉県 スペースECO大網駅前第１０ 21 大網⽩⾥市池田4番の⼀部 外房線/大網駅 H27.8.7 ○ 砕石
98 千葉県 スペースECO北柏駅前第６ 20 柏市北柏３丁⽬5番10の⼀部 JR常磐線/北柏駅 H27.8.18 - AS
99 千葉県 スペースECO⽊更津駅前第２ 21 ⽊更津市大和⼀丁⽬7番14、7番15 JR内房線・久留⾥線/⽊更津駅 H27.9.4 - AS

100 千葉県 スペースECOくぬぎ山駅前第１ 10 鎌ケ谷市くぬぎ山４丁⽬16番27の⼀部 新京成線/くぬぎ山駅 H27.9.4 - 砕石
101 千葉県 スペースECO馬橋駅前第１ 10 松⼾市⻄馬橋⼀丁⽬２番５の⼀部 JR常磐線/馬橋駅 H27.9.4 ○ 砕石
102 千葉県 スペースECO君津駅前第２ 11 君津市中野１丁⽬９番６の⼀部、９番７の⼀部 内房線/君津駅 H27.9.14 ○ AS
103 千葉県 スペースECO稲毛駅前第１ 28 千葉市稲毛区小仲台六丁⽬２３番４の⼀部、２３番５の⼀部、２３番９の⼀部 総務線/稲毛駅 H27.9.18 ○ 砕石
104 千葉県 スペースECO六実駅前第３ 26 松⼾市六実3丁⽬5－1、5－2 東武鉄道野田線/六実駅 H27.10.2 - 砕石
105 千葉県 スペースECO物井駅前第１ 20 佐倉市山王1丁⽬3番8、3番9、3番10 総務線・成田線/物井駅 H27.11.2 - 砕石
106 千葉県 スペースECO大網駅前第１１ 24 大網⽩⾥市池田2番1 外房線/大網駅 H27.11.6 - AS
107 千葉県 スペースECO常盤平駅前第１ 11 松⼾市常盤平1丁⽬11番7 新京成線/常盤平駅 H27.12.4 - 砕石
108 千葉県 スペースECO酒々井駅前第２ 49 印旛郡酒々井町酒々井1322番 JR成田線/酒々井駅 H27.12.7 - 砕石
109 千葉県 スペースECOちはら台駅前第２ 14 市原市ちはら台⻄2丁⽬7番3 京成電鉄千原線/ちはら台駅 H27.12.15 - 砕石
110 千葉県 スペースECO蘇我駅前第３ 12 千葉市中央区今井２丁⽬15番10の⼀部 JR京葉臨海鉄道/蘇我駅 H27.12.25 ○ AS
111 千葉県 スペースECOチケパ京成佐倉駅前第１ 42 佐倉市鏑⽊町1021番１、佐倉市鍋山町112番の⼀部 京成本線/京成佐倉駅 H28.1.12 - 砕石
112 千葉県 スペースECO君津駅前第３ 23 君津市中野⼀丁⽬434番1、434番16、438番1、438番20 内房線/君津駅 H28.1.22 - 砕石
113 千葉県 スペースECO五井駅前第４ 28 市原市五井１５４６番１の⼀部、１５４６番５の⼀部 JR小湊鐵道/五井駅 H28.2.5 ○ 砕石
114 千葉県 スペースECO増尾駅前第２ 20 柏市増尾２丁⽬1917番1の⼀部 東武鉄道野田線/増尾駅 H28.2.5 ○ 砕石
115 千葉県 スペースECO高根公団駅前第１ 15 船橋市新高根5丁⽬3230番2の⼀部 新京成線/高根公団駅 H28.2.15 ○ 砕石
116 千葉県 スペースECO北柏駅前第７ 17 柏市北柏１丁⽬１番５ JR常磐線/北柏駅 H28.3.3 - AS
117 千葉県 スペースECO浜野駅前第１ 26 千葉市中央区村田町1174番、1175番 内房線/浜野駅 H28.4.1 - AS
118 千葉県 スペースECO成東駅前第５ 11 山武市津辺72番2 JR総武本線・東⾦線/成東駅 H28.4.1 - 砕石
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119 千葉県 スペースECO⼋街駅前第１ 40 ⼋街市中央8番1、8番2、8番3、8番7 JR総武線/⼋街駅 H28.4.22 - AS
120 千葉県 スペースECO南柏駅前第３ 12 柏市今谷上町字並⽊通43番8の⼀部 JR常磐線/南柏駅 H28.4.22 - AS
121 千葉県 スペースECO川間駅前第３ 11 野田市尾崎830番6 東武野田線/川間駅 H28.7.8 - 砕石
122 千葉県 スペースECO柏たなか駅前第５ 20 柏都市計画事業柏北部東地区⼀体型特定土地区画整理事業68街区3画地の⼀部、4画地の⼀部、5画地 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス/柏たなか駅 H28.7.29 - 砕石
123 千葉県 スペースECO柏船⼾第１ 13 柏市船⼾1691番16の⼀部 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス/柏たなか駅 H28.8.5 ○ 砕石
124 千葉県 スペースECO勝田台駅前第３ 13 ⼋千代市勝田台北⼆丁⽬4508番2、4508番5、4508番9 京成本線・東葉高速線/勝田台駅 H28.9.2 - 砕石
125 千葉県 スペースECO京成酒々井駅前第１ 7 印旛郡酒々井町中川552番9、556番2 - H28.9.30 - 砕石
126 千葉県 チケパ物井駅前第２ 8 佐倉市山王⼀丁⽬2番6,2番5の⼀部 総務線・成田線/物井駅 H28.10.21 - AS
127 千葉県 チケパ佐倉駅前第２ 69 佐倉市表町三丁⽬334番24 JR総武本線・成田線/佐倉駅 H28.11.25 - AS
128 千葉県 チケパ京成臼井駅前第３ 9 佐倉市稲荷台⼀丁⽬17番14の⼀部 京成電鉄本線/京成臼井駅 H28.12.9 ○ 砕石
129 千葉県 チケパ⼋千代台駅前第１（IC) 6 ⼋千代市⼋千代台東１丁⽬210番99 京成本線/⼋千代台駅 H28.12.16 - 砕石
130 千葉県 チケパ⼋柱駅前第１（ビルバリ） 12 松⼾市⽇暮２丁⽬８番１０ 新京成線・JR武蔵野線/⼋柱駅・新⼋柱駅 H28.12.22 - 砕石
131 千葉県 チケパ柏たなか駅前第６（ビルバリ） 12 柏都市計画事業柏北部東地区⼀体型特定土地区画整理事業67街区2画地、3画地 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス/柏たなか駅 H29.1.27 - 砕石
132 千葉県 チケパ物井駅前第３（ビルバリ） 11 四街道市もねの⾥五丁⽬１９番１２ 総務線・成田線/物井駅 H29.2.3 - 砕石
133 千葉県 チケパ流山セントラルパーク駅前第１（ビルバリ） 48 流山都市計画事業運動公園周辺地区⼀体型特定土地区画整理事業141街区1 つくばエクスプレス/流山セントラルパーク駅 H29.2.17 - 砕石
134 千葉県 チケパ茂原駅前第７（FL-400ビルバリ） 22 茂原市茂原640番2 JR外房線/茂原駅 H29.3.10 - AS
135 千葉県 チケパ増尾駅前第３（FL-400ビルバリ） 9 柏市増尾⼆丁⽬１９１５番７の⼀部 東武野田線/増尾駅 H29.3.17 ○ 砕石
136 千葉県 チケパ柏たなか駅前第７（FL-400ビルバリ） 16 柏都市計画事業柏北部東地区⼀体型特定土地区画整理事業139街区11画地 つくばエクスプレス/柏たなか駅 H29.5.19 - 砕石
137 千葉県 チケパ浜野駅前第２（FL-400ビルバリ） 17 千葉市中央区浜野町1365番の⼀部 JR内房線/浜野駅 H29.5.26 - 砕石
138 千葉県 チケパ上総⼀ノ宮駅前第４（FL-400ビルバリ） 13 ⻑⽣郡⼀宮町⼀宮2945番 JR外房線/上総⼀宮駅 H29.6.9 - 砕石
139 千葉県 チケパ柏東第１（IC） 9 柏市東⼆丁⽬1489番2、1489番14、1491番1、1492番1の⼀部 JR常磐線、東武野田線/柏駅 H29.7.21 ○ 砕石
140 千葉県 チケパ松⼾⻄馬橋相川町第１（IC） 9 松⼾市⻄馬橋相川町150番の⼀部 - H29.9.1 ○ 砕石
141 千葉県 チケパ成東駅前第６（FL-400ビルバリ） 11 山武市津辺字東町111番1の⼀部 総武本線/成東駅 H29.9.15 - 砕石
142 千葉県 チケパ京成臼井駅前第４（FL-400ビルバリ） 6 佐倉市稲荷台⼀丁⽬15番11の⼀部 京成本線/京成臼井駅 H29.11.10 ○ 砕石
143 千葉県 チケパ柏たなか駅前第８（FL-400ビルバリ） 12 柏市小⻘田三丁⽬16番8、16番12 つくばエクスプレス/柏たなか駅 H29.12.15 - 砕石
144 千葉県 チケパ京成臼井駅前第５（FL-400ビルバリ） 14 佐倉市稲荷台⼀丁⽬11番3、11番2の⼀部 京成電鉄/京成臼井駅 H29.12.28 ○ コンクリ
145 千葉県 チケパ物井駅前第４（FL-400ビルバリ） 15 四街道市もねの⾥五丁⽬24番2、24番17 JR総武本線/物井駅 H30.1.29 - 砕石
146 千葉県 チケパ柏の葉キャンパス駅前第１（FL-400ビルバリ） 32 柏都市計画事業柏北部中央地区 ⼀体型特定土地区画整理事業178街区8画地 つくばエクスプレス/柏の葉キャンパス駅 H30.4.27 - 砕石
147 解約 千葉県 チケパ土気駅前第５（FL-400ビルバリ） 14 千葉市緑区あすみが丘1-11-1の⼀部 JR外房線/土気駅 H30.5.11 ○ 砕石
148 千葉県 チケパちはら台駅前第３（FL-400ビルバリ） 9 市原市ちはら台⻄1-5-10の⼀部 京成電鉄・千原線/ちはら台駅 H30.6.8 - 砕石
149 千葉県 チケパ南流山駅前第１（FL-400ビルバリ） 9 流山市南流山4-4-13 JR武蔵野線・つくばエクスプレス/南流山駅 H30.7.6 - 砕石
150 千葉県 チケパ運河駅前第１（IC） 12 流山市東深井451-12の⼀部 東武アーバンパークライン/ 運河駅 H30.7.6 - 砕石
151 千葉県 チケパ大網駅前第１２（FL-400ビルバリ） 22 大網⽩⾥市永田3302-1，3302-2，駒込755-1の⼀部 外房線/大網駅 H30.9.7 ○ AS
152 千葉県 チケパ北小⾦駅前第１（FL-400ビルバリ） 33 松⼾市小⾦きよしヶ丘1-5-2,3,4,6の⼀部 JR常磐線/北小⾦駅 H30.9.22 ○ AS
153 千葉県 チケパ京成酒々井駅前第２（FL-400ビルバリ） 6 印旛郡酒々井町上岩橋５４番１、５４番２の⼀部 京成電鉄 本線/京成酒々井駅 H30.10.20 - AS
154 千葉県 チケパ 松⼾新松⼾第１（FL-400ビルバリ・IC併⽤） 15 松⼾市新松⼾四丁⽬１６３番１、１６３番２ H30.10.5 - 砕石
155 千葉県 チケパ馬橋駅前第２（FL-400ビルバリ） 14 松⼾市⻄馬橋蔵元町１３６番の⼀部 JR常磐線/馬橋駅 H30.10.22 ○ コンクリ
156 千葉県 スペース千葉新田町第１（フラップ） 7 千葉市中央区新田町33番2，33番3 - H29.6.12 - AS
157 新規 千葉県 チケパ北柏駅前第８（FL-400ビルバリ）（ステパ併設） 10 柏市北柏⼆丁⽬１２番１４の⼀部 JR常磐線/北柏駅 H30.12.7 ○ 砕石
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158 新規 千葉県 チケパ松⼾⼆ツ⽊第１（FL-400ビルバリ） 9 松⼾市⼆ツ⽊1770，1769-1の⼀部 H30.12.27 - 砕石


