
すべり台 SU-L
その他遊具 マリポン(大)
その他遊具 マリポン(中)

ブランコ BU-L4　芝生マット10㎡共
砂場
鉄棒 LTE-3

ブランコ BU-L2(児童用2連)
鋼製複合遊具

鉄棒 LTE-2
クライム遊具 幼児用クライム遊具
ジャングルジム 幼児用ジャングルジム

すべり台 コンクリート製、幅広、衝撃緩衝用マット1000×1500×t65共
すべり台 幼児用斜面すべり台、W=800×2980、衝撃緩衝用マット1000×1000×t65共

ブランコ BU-L2、洗掘防止用人工芝マット5m2共
砂場 φ3000、こね台φ400

スプリング遊具 エレファント、400x810xH800
スプリング遊具 バード、380x670xH830

砂場 3400x3400
スプリング遊具 キャット
スプリング遊具 シーソー

ブランコ BU-L2
健康遊具 スプリングバー
健康遊具 ツイストスツール
健康遊具 背伸ばしベンチ

鋼製複合遊具
砂場 人研ぎ仕上げ、こね台共
鉄棒 TE-A3（旧図集）

スプリング遊具 ブルドーザー
スプリング遊具 ポニー

すべり台 SU-S
ブランコ BU-S2
砂場 洗い出し仕上げ
鉄棒 TE-A2（旧図集）

鋼製複合遊具
鉄棒 LTE-3

コンクリート遊具 すべり台
コンクリート遊具 石の山
スプリング遊具 ウマ
スプリング遊具 バギー

すべり台 鋼製、幅広すべり台
ブランコ BU-L2

健康遊具 ぶら下がり
健康遊具 腰ひねり
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 腹筋ベンチ

鋼製複合遊具
鋼製遊具 こどもの家

砂場 φ5.1、コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3
鉄棒 LTE-3

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2　マット2枚

健康遊具 ストレッチフープ
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 腹筋ベンチ

砂場 φ3.4、コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

釜利谷柿の木公園

奥座公園

乙舳第二公園

夏山第一公園

夏山第二公園

夏山東公園

釜利谷わんぱく公園

公園名 施設名 規格等

はなむしろ公園

伊賀山公園



すべり台 SU-L
ブランコ BU-L4
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

クライム遊具 クライマー
すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2

健康遊具 背伸ばしベンチ
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L4
砂場 コンクリート縁石

スプリング遊具 ウマ
スプリング遊具 バギー
鋼製複合遊具 トイタウン、AM-8101

砂場 コンクリート縁石
うんてい ツイストラダー、鋼管

スプリング遊具 ウサギ
スプリング遊具 カメ

ブランコ BU-S2
ローラーすべり台 鋼管、ゾウ型

砂場 洗い出し仕上げ
鉄棒 TE-A2（旧図集）

ブランコ BU-L2(児童用2連)
鋼製複合遊具

砂場 コンクリート縁石
ブランコ BU-L4

健康遊具 ぶら下がり
健康遊具 背伸ばしベンチ

鋼製複合遊具
砂場
鉄棒 LTE-3

鋼製複合遊具
砂場 φ4.4、コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

その他遊具 壁打ちボードW9.0ｍ×H2.5ｍ×厚180
バスケットゴール

すべり台 SU-L
鉄棒 LTE-2

スプリング遊具 ザギー
スプリング遊具 ジギー
スプリング遊具 スティンガー
スプリング遊具 ブレイザー

健康遊具 ハングバーATF-1001
健康遊具 背のばしベンチ

鋼製複合遊具 トラベラー
砂場 洗い出し仕上げ

ブランコ BU-4
健康遊具 マッサージベンチ

鋼製複合遊具
砂場 φ5.0、コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

すべり台 SU-S、マット付2000×1000
ブランコ BU-L2、マット付1400×600×2

健康遊具 ぶら下がり
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 腹筋ベンチ
健康遊具 ぶらさがり
健康遊具 背のばしベンチ

関ヶ谷公園

関ヶ谷第二公園

金沢八幡公園

釜利谷第四公園

釜利谷第二公園

釜利谷東八丁目公園

釜利谷南公園

釜利谷南二丁目公園

関ヶ谷の辻公園

釜利谷坂本公園

釜利谷坂本第二公園

釜利谷宿公園

釜利谷西一丁目公園

釜利谷第三公園



鋼製複合遊具 コンビネーション遊具CP00028EH
ブランコ BU-L2
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

スプリング遊具
スプリング遊具 バイク

すべり台 ワニワニスライダー
ブランコ BU-L2、人工芝マット（2.0×2.5ｍ）共
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

健康遊具 ふみいたストレッチ
健康遊具 ぶらさがり
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 健康歩道
健康遊具 親子懸垂、鋼管
健康遊具 背伸ばしベンチ 小

鋼製複合遊具
その他遊具 マリポン
その他遊具 マリポン
その他遊具 マリポン

ブランコ BU-L2
健康遊具 あしのばし
健康遊具 背のばし

鋼製複合遊具
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 TE-A2（旧図集）

スプリング遊具 PE
スプリング遊具 PE

すべり台 SU-S
ブランコ BU-L2　マット（砂入り人工芝2×2.5共）

健康遊具 背伸ばしベンチ、鋼製、座板:ジャラ
砂場 洗い出し
鉄棒 LTE-3、ステンレス

スプリング遊具 カバ
スプリング遊具 キリン

すべり台 SU-S
ブランコ BU-L2、人工芝マット（2.0×2.5ｍ）共
鉄棒 LTE-2(改）

その他遊具 クライム遊具
その他遊具 ゴムステップ8基

ブランコ BU-L2
鋼製複合遊具 すべり台（樹脂製）2基、うんてい

砂場 ネット付、テーブル共
鉄棒 LTE-3

健康遊具 ぶら下がり
健康遊具 背伸ばしベンチ

スプリング遊具 クジラ
スプリング遊具 ポニー

ブランコ BU-L2
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 腹筋ベンチ

鋼製複合遊具 プレイシェイパー、4450x4320xH3280
砂場 φ3.0、コンクリート人造石研ぎ出仕上げ

その他遊具 クジラのオブジェ
その他遊具 泡のステップ（マリポン３個組）

ブランコ BU-L2
鋼製複合遊具 ギザッ葉

砂場 コンクリート縁石
スウィング遊具

ブランコ BU-L2

瀬戸公園

草舞台公園

走川公園

高谷公園

高谷第二公園

寺前さざなみ公園

洲崎公園

杉の崎公園

瀬ケ崎台公園

高宗台公園

高舟台第一公園

高舟台第二公園



プレイスカルプチュア イチゴ
プレイスカルプチュア みかん
プレイスカルプチュア レモン

鋼製複合遊具 わんぱくトレイン
砂場
鉄棒 LTE-2

スプリング遊具 ウマ
スプリング遊具 ゾウ

すべり台 SU-S
ブランコ BU-2（旧図集）
鉄棒 TE-A2（旧図集）

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L4

健康遊具 弓形懸垂
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

ブランコ BU-L2、マット(人工芝2×2.5)付
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L4、マット(人工芝2×2.5)付
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

すべり台 SU-L
ブランコ BU－L4

健康遊具 ぶらぶらツリー
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 腹筋ベンチ

砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2、マット5m2共
砂場 ネット付
鉄棒 LTE-3

ブランコ BU-L2（マット　砂入り人工芝2×2.5共）
鋼製複合遊具

砂場 コンクリート縁石
鉄棒

すべり台 SU-S
砂場 SN
鉄棒 LTE-2

すべり台 SU-L
ブランコ 児童用２連
砂場 コンクリート縁石

スプリング遊具 バギー
スプリング遊具 ブルドーザー

ブランコ BU-4、ブランコマット共
鋼製複合遊具 プレイビルダー、PBP-013

砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

健康遊具 【ATF-1005 】バックボウベンチW600　D1073　H680
健康遊具 【NS-F01】ぶら下がり 800W 385D 1870H

鋼製複合遊具 【TB-B012】ブラウニーハウス ファームW4528　D2370　H3830
スプリング遊具 ゾウ
スプリング遊具 恐竜

ブランコ BU-2（旧図集）
健康遊具 ぶらさがりバー
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 腹筋ベンチ

鋼製複合遊具 GameTime

東朝比奈三丁目公園

東朝比奈地蔵前公園

内川公園

南丸公園

沢木谷第三公園

沢木谷第四公園

沢木谷第二公園

朝比奈町公園

泥亀一丁目公園

東朝比奈一丁目公園

大川公園

大道公園

沢木谷公園



砂場 コネ台、コンクリートウオール付
すべり台 SU-S
ブランコ BU-L2、人工芝マット（2.0×2.5ｍ）共
鉄棒 LTE-3

ブランコ BU-L2　ブランコマット共
鋼製複合遊具

鉄棒 TE-A3（旧図集）
すべり台 SU-S(幼児用)
ブランコ BU-L2(児童用2連)
すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2、マット(人工芝2×2.5)付
砂場 コンクリート縁石

ブランコ BU-L2
鉄棒 LTE-2

白山道六郎ヶ谷公園 鉄棒 LTE-3
ブランコ BU-L4、人工芝マット（2.0×2.5ｍ×1枚）共

鋼製複合遊具 ホエールオーシャン
砂場 φ4.5、コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

スウィング遊具 イルカ
スウィング遊具 シャチ
スウィング遊具 ラッコ

ブランコ BU-4（旧図集）
鋼製複合遊具

砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

ブランコ BU-2（旧図集）
鋼製複合遊具

砂場 コンクリート縁石
すべり台 SU-S（幼児用）
ブランコ BU-L2（児童用2連）
鉄棒 LTE-3（3段）

すべり台 SU-L
砂場 φ5.4、コンクリート縁石、半円
鉄棒 LTE-3

スプリング遊具 ウサギ
スプリング遊具 バイク

ブランコ BU-L2
健康遊具 鋼製懸垂
健康遊具 背伸ばしベンチ
健康遊具 腹筋ベンチ

鋼製複合遊具
砂場 コンクリート縁石、ウォールあり
鉄棒 LTE-2

スプリング遊具 オートバイ
鋼製複合遊具

砂場 洗い出し仕上げ、こね台共
鋼製複合遊具

砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2　ブランコマット共
砂場 4.3×5.3、コンクリート縁石

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2
砂場 コンクリート縁石

ジャングルジム JA
スウィング遊具 イルカ
スウィング遊具 シャチ

ブランコ BU-L2

六浦ひなぎく公園

六浦ひまわり公園

方丈公園

北谷公園

北之門公園

柳町公園

六浦あさがお公園

六浦あざみ公園

白山道奥公園

白山道公園

白山道第二公園

八景公園

八景西公園

姫の島公園

南川公園

南川第二公園



鋼製複合遊具
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

すべり台 小型
ブランコ BU-L2

プレイスカルプチュア ライオンステップ
鋼製複合遊具 アポロ

砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

健康遊具 ツイスト
健康遊具 リング懸垂
健康遊具 上体反らし

鋼製複合遊具 プレイポートワインダー
砂場 洗い出し仕上げ
鉄棒 TE-A2（旧図集）

ブランコ BU-L2
健康遊具 あしのばし
健康遊具 ぶらさがり

鋼製複合遊具
鉄棒 LTE-3

スプリング遊具 オートバイ
スプリング遊具 レーシングカー

すべり台 SU-S
ブランコ BU-L2、人工芝マット（2.0×2.5ｍ）共

鋼製複合遊具 ギザッ葉
砂場 コンクリート縁石

鋼製複合遊具
砂場 φ3.2、コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

スプリング遊具 ウマ
スプリング遊具 トリ

すべり台 幼児用、プレイビルダー(PBP-003)
ブランコ BU-S2
砂場 テーブル共

鋼製複合遊具 ネイチャービルダー
砂場 コンクリート縁石

スウィング遊具 トリケラ
スウィング遊具 レックス
バスケットゴール

パネル遊具 幼児用パネル遊具
健康遊具 ぶらさがり
健康遊具 腰ひねり
健康遊具 背のばしベンチ

鋼製複合遊具 たまご遊具
鋼製複合遊具 恐竜遊具

すべり台 SU-L
健康遊具 ぶらさがり
健康遊具 背のばしベンチ

スプリング遊具 ウマ
スプリング遊具 ニワトリ

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2
砂場 コンクリート縁石

すべり台 SU-S
ブランコ BU-L2、人工芝マット（2.0×2.5ｍ）共
砂場 コンクリート縁石

すべり台 児童用
ブランコ BU-L2、マット(人工芝2×2.5)付
砂場 人研ぎ仕上げ

六浦第五公園 鋼製複合遊具

六浦西第六公園

六浦大道公園

六浦瀬ケ崎第二公園

六浦西第一公園

六浦西第五公園

六浦西第三公園

六浦西第四公園

六浦西第二公園

六浦公園

六浦三艘第一公園

六浦三艘第二公園

六浦瀬ケ崎公園



すべり台 SU-L
ブランコ BU-L4、洗掘防止用マット(人工芝)15㎡共
砂場 ウォール・コネ台共
鉄棒 LTE-3

すべり台 幼児用ワニ
砂場 コンクリート縁石

ブランコ BU-S2
鋼製複合遊具

ブランコ BU-L2
砂場 コンクリート縁石、ウォールあり
鉄棒 LTE-2

スプリング遊具 クジラ
スプリング遊具 ポニー
鋼製複合遊具

ブランコ BU-L2　ブランコマット共
鋼製複合遊具

砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2
砂場 コンクリート縁石
鉄棒 LTE-2

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L4　ブランコマット共
砂場 φ4.4、コンクリート縁石
鉄棒 LTE-3

すべり台 SU-L
ブランコ BU-L2、マット(人工芝2×2.5)付
砂場 5.5×3.5、コンクリート縁石

ブランコ BU-L2
鋼製複合遊具

砂場 コンクリート縁石

六浦谷戸田公園

六浦南公園

六浦二丁目第一公園

六浦白梅公園

六浦第四公園

六浦第七公園

六浦第二公園

六浦第六公園


