
個別要項（物件番号：１） 

 

１ 概要 

施設名称 桜台体育館 

所在地 練馬区桜台３丁目 28 番１号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和４年

６月 13 日～14 日） 

※令和５年度改修工事により、令和５年７月 1日～令和５年 12月

31 日まで休館予定 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １Ｆ（右側） 

設置面積（目安） 幅 1.32ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 88,812 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 36,933 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 2,360 本／367,640 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：２） 

 

１ 概要 

施設名称 桜台体育館 

所在地 練馬区桜台３丁目 28 番１号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和４年

６月 13 日～14 日） 

※令和５年度改修工事により、令和５年７月１日～令和５年 12月

31 日まで休館予定 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １Ｆ（左側） 

設置面積（目安） 幅 1.8ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 110,970 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 36,933 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 3,097 本／405,620 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：３） 

 

１ 概要 

施設名称 平和台体育館 

所在地 練馬区平和台２丁目 12番５号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

３月 13 日～14 日） 

設置場所 建物内 地下１階 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置面積（目安） 幅 1.56ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 376,722 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 176,805 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 12,998 本／1,437,170 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

競 技 場 

第一武道場 第二武道場 



個別要項（物件番号：４） 

 

１ 概要 

施設名称 平和台体育館 

所在地 練馬区平和台２丁目 12番５号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

３月 13 日～14 日） 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １階 

設置面積（目安） 幅 1.6ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 116,136 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 176,805 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 5,035 本／601,520 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

事務室 出入口 



個別要項（物件番号：５） 

 

１ 概要 

施設名称 平和台体育館 

所在地 練馬区平和台２丁目 12番５号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

３月 13 日～14 日） 

販売品目 アイスクリーム 

設置場所 建物内 地下１階 

設置面積（目安） 幅 1.34ｍ×奥行 0.8ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 385,398 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 176,805 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 4,774 本／750,310 円 

設置条件 

・アイスクリームを販売すること。 

・包装等ごみ類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社

を問わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、包装等ごみ類の回収管理は、施設が開庁している時間

帯に実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

競 技 場 

第一武道場 第二武道場 



個別要項（物件番号：６） 

 

１ 概要 

施設名称 平和台体育館 

所在地 練馬区平和台２丁目 12番５号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

３月 13 日～14 日） 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １階 

設置面積（目安） 幅 1.41ｍ×奥行 0.65ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 212,238 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 176,805 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 5,954 本／768,960 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

事務室 出入口 



個別要項（物件番号：７） 

 

１ 概要 

施設名称 学田公園野球場 

所在地 練馬区豊玉南３丁目 32番 27 号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外 

設置面積（目安） 幅 1.85ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 165,222 円 

電気料 電柱から直接自動販売機へ電線（電気料請求なし） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 11,640 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 5,141 本／724,440 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：８） 

 

１ 概要 

施設名称 豊玉中公園庭球場 

所在地 練馬区豊玉中４丁目１番 17 号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外 

設置面積（目安） 幅 1.4ｍ×奥行 0.64ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 148,248 円 

電気料 電柱から直接自動販売機へ電線（電気料請求なし） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 23,765 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 4,507 本／567,090 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：９） 

 

１ 概要 

施設名称 東台野球場 

所在地 練馬区石神井町１丁目 11番 32 号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外 

設置面積 幅 1.61ｍ×奥行 0.74ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 98,298 円 

電気料 電柱から直接自動販売機へ電線（電気料請求なし） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 20,385 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 3,079 本／423,710 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１０） 

 

１ 概要 

施設名称 東台野球場 

所在地 練馬区石神井町１丁目 11番 32 号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外 

設置面積（目安） 幅 1.04ｍ×奥行 0.74ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 68,472 円 

電気料 電柱から直接自動販売機へ電線（電気料請求なし） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 20,385 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 2,369 本／295,550 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１１） 

 

１ 概要 

施設名称 夏の雲公園庭球場 

所在地 練馬区光が丘３丁目５番１号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外 

設置面積（目安） 幅 1.59ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 115,740 円 

電気料 
電気料相当分（施設から自動販売機まで電線を引き、子メータを設

置し、自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 40,767 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 4,118 本／513,770 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１２） 

 

１ 概要 

施設名称 夏の雲公園庭球場 

所在地 練馬区光が丘３丁目５番１号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外 

設置面積（目安） 幅 1.6ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 97,380 円 

電気料 
電気料相当分（施設から自動販売機まで電線を引き、子メータを設

置し、自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 40,767 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 1,875 本／268,760 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

  

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１３） 

 

１ 概要 

施設名称 上石神井体育館 

所在地 練馬区上石神井１丁目 32番 37 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和４年

12 月 12 日～15 日） 

販売品目 飲料（カップ） 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 幅 1.25ｍ×奥行 0.65ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 50,112 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 175,478 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 1,878 本／149,360 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１４） 

 

１ 概要 

施設名称 上石神井体育館 

所在地 練馬区上石神井１丁目 32番 37 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和４年

12 月 12 日～15 日） 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 幅 1.47ｍ×奥行 0.74ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 52,848 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 175,478 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 881 本／125,290 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１５） 

 

１ 概要 

施設名称 上石神井体育館 

所在地 練馬区上石神井１丁目 32番 37 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和４年

12 月 12 日～15 日） 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 地下２Ｆ 

設置面積（目安） 幅 1.15ｍ×奥行 0.63ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 239,148 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 175,478 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 9,375 本／1,119,890 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１６） 

 

１ 概要 

施設名称 上石神井体育館 

所在地 練馬区上石神井１丁目 32番 37 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和４年

12 月 12 日～15 日） 

販売品目 アイスクリーム 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 幅 1.49ｍ×奥行 0.8ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 553,932 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 175,478 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 10,119 本／1,592,680 円 

設置条件 

・アイスクリームを販売すること。 

・包装等ごみ類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社

を問わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、包装等ごみ類の回収管理は、施設が開庁している時間

帯に実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１７） 

 

１ 概要 

施設名称 上石神井体育館 

所在地 練馬区上石神井１丁目 32番 37 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和４年

12 月 12 日～15 日） 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 地下１Ｆ 

設置面積（目安） 幅 1.51ｍ×奥行 0.82ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 55,692 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 175,478 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 1,403 本／165,180 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：１８） 

 

１ 概要 

施設名称 三原台温水プール 

所在地 練馬区三原台２丁目 11番 29 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

１月 10 日～13 日） 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 
幅 1.01ｍ×奥行 0.77ｍ １台 

回収ボックスは物件番号 18・20 共用で１個 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 42,984 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 41,692 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

改修工事のため、令和３年 10月から令和４年３月まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 913 本／110,860 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 



 

２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

物件番号:22 

物件番号:18 

物件番号:19 

物件番号:20 

物件番号:21 



個別要項（物件番号：１９） 

 

１ 概要 

施設名称 三原台温水プール 

所在地 練馬区三原台２丁目 11番 29 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

１月 10 日～13 日） 

販売品目 飲料（カップ） 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 
幅 1.1ｍ×奥行 0.79ｍ １台 

回収ボックスは物件番号 19・21・22 共用で１個 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 29,520 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 41,692 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

改修工事のため、令和３年 10月から令和４年３月まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 691 本／69,100 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 



 

２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件番号:22 

物件番号:18 

物件番号:19 

物件番号:20 

物件番号:21 



個別要項（物件番号：２０） 

 

１ 概要 

施設名称 三原台温水プール 

所在地 練馬区上石神井２丁目 11番 29 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

１月 10 日～13 日） 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 
幅 1.3ｍ×奥行 0.75ｍ １台 

回収ボックスは物件番号 18・20 共用で１個 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 99,702 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 41,692 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 31日まで休館 

改修工事のため、令和３年 10月から令和４年３月まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 1,011 本／137,820 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 



 

２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件番号:22 

物件番号:18 

物件番号:19 

物件番号:20 

物件番号:21 



個別要項（物件番号：２１） 

 

１ 概要 

施設名称 三原台温水プール 

所在地 練馬区三原台２丁目 11番 29 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

１月 10 日～13 日） 

販売品目 アイスクリーム 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 
幅 1.3ｍ×奥行 0.79ｍ １台 

回収ボックスは物件番号 19・21・22 共用で１個 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 505,224 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 41,692 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日から令和

３年５月 31 日まで休館 

改修工事のため、令和３年 10月から令和４年３月まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 5,945 本／925,940 円 

設置条件 

・アイスクリームを販売すること。 

・包装等ごみ類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社

を問わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、包装等ごみ類の回収管理は、施設が開庁している時間

帯に実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件番号:22 

物件番号:18 

物件番号:19 

物件番号:20 

物件番号:21 



個別要項（物件番号：２２） 

 

１ 概要 

施設名称 三原台温水プール 

所在地 練馬区三原台２丁目 11番 29 号 

開館時間・休館日 

開館時間 ９時～21 時 30 分 

休館日 第２月曜日・年末年始・臨時休館（令和４年度は令和５年

１月 10 日～13 日） 

販売品目 アイスクリーム 

設置場所 建物内 １Ｆ 

設置面積（目安） 
幅 1.3ｍ×奥行 0.79ｍ １台 

回収ボックスは物件番号 19・21・22 共用で１個 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 183,330 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

（参考） 

令和３年度 41,692 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日から令和

３年５月 31 日まで休館 

改修工事のため、令和３年 10月から令和４年３月まで休館 

売上数量/売上額 

（参考） 
令和３年度 1,464 本／215,870 円 

設置条件 

・アイスを販売すること。 

・包装等ごみ類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社

を問わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、包装等ごみ類の回収管理は、施設が開庁している時間

帯に実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物件番号:22 

物件番号:18 

物件番号:19 

物件番号:20 

物件番号:21 



個別要項（物件番号：２３） 

 

１ 概要 

施設名称 大泉さくら運動公園 

所在地 練馬区大泉学園町９丁目４番５号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外（右側） 

設置面積（目安） 幅 1.46ｍ×奥行 0.67ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 194,670 円 

電気料 
電気料相当分（施設から自動販売機まで電線を引き、子メータを設

置し、自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 79,124 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 5,257 本／686,440 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：２４） 

 

１ 概要 

施設名称 大泉さくら運動公園 

所在地 練馬区大泉学園町９丁目４番５号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外（左側） 

設置面積（目安） 幅 1.45ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 110,988 円 

電気料 
電気料相当分（施設から自動販売機まで電線を引き、子メータを設

置し、自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 79,124 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 3,732 本／507,880 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：２５） 

 

１ 概要 

施設名称 北大泉野球場 

所在地 練馬区大泉町３丁目 31番 44 号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日により異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 建物内 １階 

設置面積（目安） 幅 1.36ｍ×奥行 0.53ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 112,662 円 

電気料 電気料相当分（設置自動販売機の消費電力により算出） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 13,357 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 2,131 本／311,060 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：２６） 

 

１ 概要 

施設名称 土支田庭球場 

所在地 練馬区土支田４丁目 31番 24 号 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置場所 施設外（右側） 

設置面積（目安） 幅 1.45ｍ×奥行 0.65ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 41,256 円 

電気料 電柱から直接自動販売機へ電線（電気料請求なし） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 41,903 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 1,714 本／236,750 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 



個別要項（物件番号：２７） 

 

１ 概要 

施設名称 土支田庭球場 

所在地 練馬区土支田４丁目 31番 24 号 

設置場所 施設外（左側） 

開館時間・休館日 年末年始を除く毎日 季節・曜日によって異なる 

販売品目 飲料（缶・ペットボトル・びん） 

設置面積（目安） 幅 1.61ｍ×奥行 0.73ｍ １台（回収ボックス１個含む） 

設置台数（募集） １台 （入替） 

既設電源 コンセントあり 

貸付料 最低額 年額 61,992 円 

電気料 電柱から直接自動販売機へ電線（電気料請求なし） 

施設利用者数 

(参考) 

令和３年度 41,903 人 

新型コロナウイルス感染予防のため、令和３年４月 25日～令和３

年５月 11日まで休館 

売上数量／売上額 

(参考) 
令和３年度 1,103 本／154,010 円 

設置条件 

・水分補給を目的とした飲料を販売すること。 

・自動販売機は通常型又は薄型自動販売機とすること。 

・空き缶類の回収管理について、商品補充時に自社及び他社を問

わず必ず実施することとし、週１回以上巡回すること。 

・商品補充、空き缶類の回収管理は、施設が開庁している時間帯に

実施すること。 

その他の事項 
・既設自動販売機があるため、撤去時期を既設業者と協議のうえ

入替を実施すること。 

問合せ・書類提出課 

〒176-8501 

練馬区豊玉北６丁目 12番１号 

地域文化部スポーツ振興課運営調整係 （担当）増岡、西村 

電話：０３－５９８４－１６６０ 

 

 

 

 

 

 



２ 自動販売機設置場所 

 

自動販売機設置配置図 
 

 

 

 

 

 


