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千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          検見川浜　　　　               
　　　　　  磯辺７丁目５８番１３６　　　　  209,000 223    1： 1.2 　　　　　 ぶ新興住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             550m         ( 50, 100)    
(県)  -  1 「磯辺７－１９－２」            W2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 北東     6m  水道          稲毛海岸　　　　               
　　　　　  高洲１丁目３番１４　　　　　　  206,000 193  1.2： 1  　　　　　 ぶ新興住宅地域　　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 200)    
(県)  -  2 「高洲１－４－１４」            W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 中規模一般住宅が建ち並 南西     6m  水道          検見川浜　　　　               
　　　　　  真砂５丁目４０番５　　　　　　  205,000 244    1： 1.5 　　　　　 ぶ海浜埋め立て沿いの新 市道         ガス          　　　　　　　  １低専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 興住宅地域　　　　　　              下水            1.2Km         ( 50, 100)    
(県)  -  3 「真砂５－４０－５」            S2          　　　　　　　　　                               

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 住宅　　　 一般住宅の中に店舗等が 南東     9m  水道          稲毛海岸　　　　               
　　　　　  稲毛海岸４丁目１番４９６　　　  225,000 165    1： 1.5 　　　　　 見られる住宅地域　　　 市道         ガス          　　　　　　　  １中専        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水             900m         ( 60, 200)    
(県)  -  4 「稲毛海岸４－４－２１」        W2          　　　　　　　　　                        高度   

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 店舗　　　 自動車関連業種等の店舗 北東    50m  水道          稲毛　　　　　　               
　　　　　  幸町２丁目７番１外　　　　　　  302,000 1646  1.2： 1  　　　　　 の多い路線商業地域　　 国道         ガス          　　　　　　　  商業          
　          　 　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         (400)
(県) 5-  1 「幸町２－２０－５」            S1          　　　　　　　　　    背面道       準防          

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 店舗　　　 沿道サービス産業の店舗 北東    50m  水道          幕張本郷　　　　               
　　　　　  幕張西３丁目７７９７番８　　　  232,000 1500    1： 1.5 　　　　　 が建ち並ぶ路線商業地域 国道         ガス          　　　　　　　  準住居        
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.2Km         (200)
(県) 5-  2 「幕張西３－１－８」            S1          　　　　　　　　　    背面道              高度   

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 工場兼事務 事務所、営業所、倉庫等 南西    13m  水道          千葉みなと　　　               
　　　　　  新港６３番２　　　　　　　　　  132,000 3008  1.5： 1  所　　　　 が建ち並ぶ工業地域　　 市道                       　　　　　　　  準工          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            1.6Km         (200)
(県) 7-  1                                 RC2         　　　　　　　　　                               

                                
千葉美浜　 千葉市美浜区                            　 工場兼事務 中小規模の工場、倉庫が 南西    13m  水道          稲毛海岸　　　　               
　　　　　  新港１９７番８外　　　　　　　  89,000 5007    1： 2  所　　　　 建ち並ぶ臨海工業地域　 道路         ガス          　　　　　　　  工専          
　          　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　              下水            2.7Km         ( 60, 200)    
(県) 9-  1                                 S2          　　　　　　　　　                               

                                


