
千葉県立内浦山県民の森 平成30年3月31日現在

品　名 規　格 数量 取得日 保管場所 備　　　　　考

除草用機器
芝刈り機
バロネスロータリモアーＧＭ６４Ａ－Ｍ

１ 平成12年5月25日 車庫
　

かんな
自動カンナ
マキタモデル 2030S

2 昭和61年7月17日 種倉庫

テニス用具 バレー用支柱　DE-1505 2 平成2年6月13日 体育館

テニス用具 バレー用ネット　ＮＯ．１０７ 2 平成2年6月13日 体育館

テニス用具 バレー用審判台　ＤＬ－１０５０ 2 平成2年6月13日 体育館

バトミントン用具 バドミントン用支柱　DG-0100一式 6 平成2年6月13日 体育館

卓球用具 卓球台 6 平成2年6月13日 体育館

その他の収納保管庫類 ポール整理棚　ＤＸー１００ 1 平成2年6月13日 体育館

コインロッカー コインロッカー　ライオン　ＮＳ．１６８５Ｗ 4 平成2年6月12日 体育館

トレーニング用具 トレーニングエアロバイク 1 平成2年8月10日 体育館

その他農産用機器類 穴堀機　ＳＥＡ５０ 1 平成2年12月20日 車庫

その他の木材加工用機器類 ベルトグラインダー　日立ＢＧＭ－５０ 1 平成2年12月17日 種倉庫

その他の木材加工用機器類 卓上丸のこ　日立Ｃ１２ＲＡ 1 平成2年12月17日 種倉庫

その他スポーツ用具類 得点板　藤営Ｂ－３１２ 2 平成2年12月25日 体育館

冷凍冷蔵庫
ＨＲＦ－１８０ＳＦ３－３相２００Ｖ
外形寸法１８００Ｗ×８００Ｄ×１８９０Ｈ

1 厨房

その他の木材加工用機器類 丸のこ 1 平成4年10月14日 種倉庫

冷蔵庫・冷凍庫 冷凍庫ＦＴ－１２０ＰＮＡ　テーブル型 1 平成8年12月16日 厨房

車椅子 車椅子　スタンダード型　ＤＭ－８０ 1 平成19年6月29日 ロビー

除草用機器 芝刈機Ｋｉｒｉｔｚ　ＲＭＥ２６００Ｂ 1 平成20年8月20日 車庫

冷凍冷蔵庫 冷凍庫・ホシザキＨＲＦ－１２０Ｚ３ 1 平成24年4月26日 厨房

原付バイク 1 平成7年1月18日 車庫

食器洗浄機
ホシザキ業務用食器洗浄機IＷＥ－６８０Ａ
付属ガスブースターＷＢ－１１ＫＺＨ 1 平成25年7月26日 厨房

その他の防災用機器 屋外消火栓用ホース格納箱一式 5 平成25年10月17日

クラスルーム
従業員駐車場
ログキャビン
BQ場
林道奥谷線
茶室

その他の防災用機器 屋内消火栓用ホース 16 平成25年10月17日
総合センター
体育館

冷蔵庫・冷凍庫
冷凍冷蔵庫211YSS-EC
750＊650＊1905

1 平成26年2月27日 厨房

備品台帳
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ベッド 木製１段ベッド 12 平成26年3月10日 ログキャビン

ベッド 木製２段ベッド 12 平成26年3月10日 ログキャビン

その他の厨房機器・用具 ガスフライヤー　ＭＧＦ-Ｃ23Ｊ 1 平成27年3月20日 厨房

電話機 αＮＸⅡplus専用多機能電話 10 平成27年3月25日 事務所

その他電話関係機械類 電話主装置　αＮＸⅡplus　typeM 1 平成27年3月25日 事務所

その他の器具類
ティーサーバー　ＡＴ-400ＨＷＢ
キャビネットスタンド　ＡＰＣ-400ＷＢ

1 平成29年2月17日 厨房

その他の器具類
ティーサーバー　ＡＴ-400ＨＷＢ
キャビネットスタンド　ＡＰＣ-401ＷＢ

1 平成29年7月21日 厨房

糸鋸盤 ＴＦ－５３５Ａ 2
案内所

　

糸鋸盤 Ｆ－２３ 2 案内所  

糸鋸盤 ＡＦ－３ 4 案内所  

焼き盤 ＳＡＴ－２Ｌ 1 案内所 使用不能

チェンソー ０２０Ｔ 1 器具庫 　

チェンソー ０２１ 1 器具庫 　

集塵機 モデル４３２ 1 クラスルーム 　

ポケットコンパス Ｓ－２７ 1 昭和５４年 クラスルーム 　

カッテングマシン ＣＭ－３００ 1 事務所

小型自動二輪車 ＢＡ－ＡＡ０１ 1 平成１６年 事務所

小型自動二輪車 Ａ－Ｃ５０ 1 車庫

イベントテント ２×３ 1 クラスルーム

イベントテント ２×３ 1 クラスルーム

ブロワー ＥＵＢ２５０ 1 車庫 　

ブロワー ＰＢＥ３５０ 1 車庫

木工用集塵機 ＲＷ１２０ 1 クラスルーム 　

レベル ＡＴ－Ｇ６ 1 クラスルーム 　

芝刈り機 ＧＭ５０Ａ 1 車庫  

芝刈り機 ＧＭ５０Ｂ 1 車庫 不調

木彫機 ＣＳ－１００ 1 種倉庫 　
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コンプレッサー ＲＡＣ－１５３０ 1 平成１３年 車庫

ベルトサンダー ＢG－１００ 1 種倉庫

全自動製氷機 IＭ―３０ＴＬ 1 平成８年 厨房 H30.6更新

引き出し式テーブル 型番不明 1 平成８年 厨房

引き戸式テーブル 型番不明 1 平成８年 厨房

深型ダブルシンク 型番不明 1 平成８年 厨房

フライヤー ２１ＮＡ７５ 1 平成８年 厨房 H27.3更新

ゆで麺器 ＲＴ－６Ａ 1 平成８年 厨房 使用不能

冷水茶器 AT-12HWA 2 平成８年 厨房
H29.3更新
H29.7更新

グリル RGP―４６A 1 平成８年 厨房

コールドテーブル ＵＲＯ１３００ 1 平成８年 厨房

消毒保管庫 ＦＡＳＥ-１５ 1 平成８年 厨房 使用不能

シンク・テーブル 型番不明 1 平成８年 厨房

スープジャー ＴＨＢ－Ｓ０８ 1 平成８年 厨房

レンジ ＦＧＲ１５－７５Ａ 1 平成８年 厨房

プレート・スタンド 型番不明 1 平成８年 厨房

配膳テーブル 型番不明 1 平成８年 厨房

運搬車 ＨＰ３００ 1 平成１５年 薪倉庫

地デジ対応ＴＶ ＬＣ－２０Ｅ５－Ｂ 14 平成21年12月10日
事務室、ロビー
客室１２


