
売却区分番号 財産の名称 詳細・品番等 見積価額 説明 動作確認 動産種別 団体名

1 ゴルフセット① ゴルフセット ¥1,500

アイアン：ＭＩＺＵＮＯ　ＺＥＰＨＹＲ　アイアン４～９ ・ P ・ S ・ F
パター：ＳＲＩＸＯＮ　Ｐ－３０７
ドライバー：XX１０　ＰＲＩＭＥ　　クラブ計11本
※中古品の為、傷や使用感があります。

－ 大型動産 上富田町

2 ゴルフセット② ゴルフセット ¥1,500

アイアン：ブリジストン　アイアン４～９、P、S、P/S
ドライバー（カバー付)　　BluePower（TYET-200）
パター：２B-008
クラブ　計１１本
※中古品のため、傷や使用感があります。

－ 大型動産 上富田町

3 ゴルフセット③ ゴルフセット ¥1,500
アイアン：Daiwa　　アイアン３～９、P、S、３W、４W
クラブ計１１本
※中古品のため、傷や使用感があります。

－ 大型動産 上富田町

4 ゴルフセット④ ゴルフセット ¥1,500

ゴルフバッグＬＡ
アイアン３～９、ＳＷ、ＰＷ、ＰＴ
ドライバー、３Ｗ（カバー付）、４Ｗ（カバー付）
クラブ　計１３本
※中古品のため、傷や使用感があります。

－ 大型動産
和歌山地方
税回収機構

5 ゴルフクラブ入れ USATのタグあり ¥500 ゴルフクラブ入れ
※中古品のため、傷や使用感があります。

－ 大型動産 上富田町

6 インパクト エア-インパクト（3121A）　　アステ-ジ製 ¥1,000

NINE DIA
※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。
※動作確認はしていません。

未 大型動産 上富田町

7 応接セット 机１脚　椅子３脚 ¥20,000

イタリア製
机サイズ：縦　約４５ｃｍ×横　約８５ｃｍ×高さ　約４６ｃｍ
※真贋鑑定はしておりません。
※中古品のため、傷・汚れがあります。

－ 大型動産 紀の川市

8 イス 木製 ¥2,000

スペイン製
高さ　約１５０ｃｍ
※真贋鑑定はしておりません。
※中古品のため、傷・汚れがあります。
※少し、がたつきがあります。

－ 大型動産 紀の川市

9 置物①
木彫り
大黒天　風 ¥2,000 サイズ：横　約３０ｃｍ×縦　約２２ｃｍ×高さ　約６１ｃｍ

※中古品のため、傷・汚れがあります。
－ 大型動産 紀の川市

10 置物② 原木の置物 ¥3,000 高さ　約１３５ｃｍ
※中古品のため、傷・汚れがあります。

－ 大型動産 紀の川市

11 折りたたみ自転車 ＡＥＲＯ　ＢＩＣＹＣＬＥ ¥2,500
１６インチ
※防犯登録については登録料が別に必要となり、買受人で手続き
をお願いします

済 大型動産 紀の川市

12 自転車① ｒｅｕｎｉｏｎ　ＬＩＬＵ ¥5,000

フレームサイズ５１０
※中古品のため、キズがあります。
※防犯登録については登録料が別に必要となり、買受人で手続き
をお願いします。

済 大型動産 紀の川市

13 自転車② アサヒサイクル　サントス　２４インチ ¥1,000
＊中古品の為、傷や使用感があります。
※防犯登録については登録料が別に必要となり、買受人で手続き
をお願いします。

済 大型動産 御坊市

14 釣り用タックルバック
SHIMANO NEXUS
ISO COOL XT ADVANCE BA-123M (レッド) ¥2,000 ・未使用品と思われます。

・容量45Ｌ
- 釣り具 和歌山市

15 釣り竿とリールのセット①
①がま磯 ATTENDER  1.25号 125-53 (ケース付)
②simano BBX HYPER FORCE ¥10,000 ・①②ともに中古品のため傷や汚れ、使用感があります 未 釣り具 和歌山市

16 釣り竿と釣り竿ケースのセット②
①がま磯 MASTERMODEL口太  F-53
②SHIMANO LIMITEDPRO ¥10,000 ・①②ともに中古品のため傷や汚れ、使用感があります

※①のガイドの一部に修理を要する箇所があると思われます。
未 釣り具 和歌山市

17 釣具① シマノ　NF　AERNOS磯　2.5-530／ダイワリール ¥500 中古品、小キズ等多数あります。穂先から数えて３節目のガイドが
２箇変更されております。

済 釣り具 白浜町

18 釣具② ダイワ　大島磯CRESSA　1.5-53／シマノ　NASCI　3000 ¥1,000
中古品、小キズ等多数あります。穂先を補修した形跡があり、若干
穂先の長さが短くなっています。尻栓固着しています。簡単な動作
確認済

済 釣り具 白浜町

19 釣具③ ダイワ　プログランド磯　玉網　４５－５０ ¥3,000 中古品、小キズ等あります。簡単な動作確認済 済 釣り具 白浜町
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20 ギター BUSUKER'S ¥1,000
・中古品のため傷や汚れ使用感はあります。
・ケース付 、保証書無
※動作確認はしておりません。

未 楽器 和歌山市

21 トートバッグ 金色 ¥300 ※中古品のため、使用感があります。 － カバン 紀の川市

22 ショルダーバッグ① 金色 ¥300 ※中古品のため、使用感があります。 － カバン 紀の川市

23 ポーチ
ＰｉｎｋＨｏｕｓｅ　×１
キティ柄　×１ ¥200 新品同様 － カバン 紀の川市

24 キャリーバッグ SKY　NAVIGATOR ¥1,000 キャスターの不具合なし。
鍵　2個付き。

済 カバン 白浜町

25 麦焼酎 酔神の心 ¥500

箱あり
容量７２０ｍｌ
アルコール分２５度
※製造年月日不詳

－ 食料品 紀の川市

26 刺繍画 刺繍画 ¥1,000 サイズ：横　約４５ｃｍ×縦　約５７ｃｍ
※中古品のため、傷・汚れがあります。

－ その他 紀の川市

27 扇子 扇子 ¥500
台付き
半径　約４６ｃｍ
※中古品のため、傷・汚れがあります。

－ その他 紀の川市

28 花びん ＫＯＩＫＩ　ＡＮ ¥1,000

１０号円筒花瓶
サイズ：直径　約１１．５ｃｍ×高さ　約３０ｃｍ
使用感はありません。
箱あり

－ その他 紀の川市

29 ツボ 陶器 ¥3,000

信楽焼
サイズ：直径　約３６ｃｍ×高さ　約５０ｃｍ
※真贋鑑定はしておりません。
※中古品のため、傷・汚れがあります。

－ その他 紀の川市

30 皿 小鹿田焼 ¥1,000

台付き
直径　約３４ｃｍ
※真贋鑑定はしておりません。
※中古品のため、汚れがあります。

－ その他 紀の川市

31 小物入れ ＭＡＤＥ　ＩＮ　KOREA ¥100
使用感はありません。
ふた裏に鏡あり。
サイズ：横　約１０ｃｍ×縦　約９ｃｍ×高さ　７ｃｍ

－ その他 紀の川市

32 大工道具セット 儀助の大工道具セットＣ－１７ ¥2,000 ※一部使用感あり。
※木ハンマー・曲尺がありません。

－ その他 紀の川市

33 ミシン一式と糸のセット ＳＨＯＰ　ＪＡＰＡＮ(ヌエッタ)  カラフルボビンセット ¥2,000 ※中古品のため、傷や使用感があります。
※取り扱い説明書有

済 電化製品 上富田町

34 ホットプレートセット 象印製、プレ－トセット　EA-BP30-TD ¥1,500 ※中古品のため、傷や使用感があります。
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。

済 電化製品 上富田町

35 石油ファンヒーター① ダイニチ製　FW-３２１S（２００５年製） ¥1,000 ※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 電化製品 上富田町

36 石油ファンヒーター② ダイニチ製　FW-2515S（２０１５年製） ¥2,000 ※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 電化製品 上富田町

37 セラミックヒーター YUASA製（YA-S1200M（BK）） ¥500 ※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 電化製品 上富田町

38
ノ－トパソコン、ノ－トパソコン用カ
バン、プリンター、外付HDD一式、
外付DVDマルチレコ－ダ－のセット

ASUS（T１００H）
黒色
Ｃａｎｏｎ製　PIXUS（K10249）IP９０
BUFFARO製（ＤＶＳＭ－ＰＮ58U2Ｖ－ＢK）
BUFFARO製（HDPE５００U2）　ケ－ス付き

¥30,000

●ASUS（T１００H）
●黒色
●Ｃａｎｏｎ製　PIXUS（Ｋ１０２４９）　IP90
●BUFFARO製（HDPE500U2）ケース付　５００ＧＢ
●BUFFARO製（DVSM-PN58U2V-BK）
※中古品のため、傷や使用感があります。（加工された配線付・ジャ
ンク品）
※説明書は付属していません。

済 電化製品 上富田町
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39 ノートパソコンと
プリンターのセット

DELL製（InsPiron１５　　５０００シリーズ）
EPSON製（EP-807AW）

¥25,000

●DELL製（インスパイロン１５シリーズ）
●EPSON製（EP-807AW）
※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 電化製品 上富田町

40 掃除機 raycop　LITE　ＲＥ－１００ ¥3,000 ※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書有。

済 電化製品 上富田町

41 コ－ドレスアイロン TOSHIBA製（TA-FVX520）（TA-FVX620） ¥1,000
TOSHIBA　TA-FVX520　　TA-FVX620
※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 電化製品 上富田町

42 液晶モニター Ｉ・ＯDATA製（LCD-MF235XDBR-B） ¥5,000
Ｉ・ＯDATA製（LCD-MF235XDBR-B）
※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 電化製品 上富田町

43 コーヒーサーバー ウォータードリップコーヒーサーバー　８６４４－ＣＬ ¥500 新品同様
実使用容量４４０ｍｌ

－ 電化製品 紀の川市

44 マジックブレットデラックス FN002422 ¥2,000 開封はしておりますが、未使用品と思われるため動作確認しており
ません。付属品の変えパッキンが不足しています。

未 電化製品 白浜町

45 パナソニック　エネループ K-KJ22MCC84 ¥1,500 未開封でしたが、中身確認のため開封しております。
新品のため動作確認しておりません。

未 電化製品 白浜町

46 デジタル体組成計 ライフレックス ¥500 中古品、数回使用していると思われます。単４電池２個付属してい
ます。

済 電化製品 白浜町

47 ホームベーカリー
ツインバード
PY-4435 ¥1,000 開封はしておりますが、未使用品と思われるため動作確認しており

ません。
未 電化製品 白浜町

48 オーブントースター
ビタントニオ
VOT-10-K ¥3,000 開封はしておりますが、未使用品と思われるため動作確認しており

ません。
未 電化製品 白浜町

49 グリル
ザイグル
JAPAN-ZAIGLE ¥5,000

開封はしておりますが、未使用品と思われるため動作確認しており
ません。　箱の破れあります。
付属品：三角パン

未 電化製品 白浜町

50 デジタルカメラとSDHCカード(16ＧＢ)の
セット

①パナソニック ＬＵＭＩＸ ＤＭＣ-ＳＺ8(白 ケース付)
②ＴＤＫ SDHCカード 16ＧＢ ¥2,000

・①中古品
バッテリー、ケース付。充電器無、説明書無、箱無、その他付属品
はありません。
※動作確認については電源オンオフのみです。バッテリーの状態等
は確認できておりません。
 ・②中古品      CLASS10

未 電化製品 和歌山市

51 オーディオコンポ オーム電気 MCM-i702N ¥1,000
・中古品のため、傷や使用感はあります。
・説明書無、保証書無、リモコン付
※簡単な動作確認済

済 電化製品 和歌山市

52 ラミネーター LAM902T Laminator ¥1,000
・中古品のため、傷や汚れ使用感はあります。
・説明書無 、箱有
※簡単な動作確認済

済 電化製品 和歌山市

53 ベルト　 GIANNI VALENTINO　×２ ¥1,000
新品同様
１つは箱あり。
サイズ不明。

－ 日用品 紀の川市

54 ネクタイ
ＣＲＡＶＡＴ　×１
ＬＡＮＣＥＬ　×１ ¥1,000 新品同様

※真贋鑑定はしておりません。
－ 日用品 紀の川市

55 靴下 ＰＯＬＯ　×２ ¥200
新品同様
箱あり
サイズは２４ｃｍ～２６ｃｍ

－ 日用品 紀の川市

56 時計① 紳士腕時計（黒色） ¥500
D＆Gと表記あり真贋鑑定はしておりません。
※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 日用品 上富田町

57 時計②
置時計
シチズン電波時計（８ＲＺ１２５） ¥500

新品同様
箱・説明書付き
※動作確認はしておりません。

未 日用品 紀の川市
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58 タオルセット 今治タオル等　９箱 ¥800
新品同様
箱あり
※タオルのサイズは不明。

－ 日用品 紀の川市

59 ボディ用乳液 ニベアスキンミルクしっとり ¥300 内容量１２０ｇ×５本
新品同様

－ 日用品 紀の川市

60 ピュアハンドBN スプレータイプ消毒液 ¥200 内容量２５０ｍｌ×２本
新品同様

－ 日用品 紀の川市

61 伸縮パイプハンガー ライフレックス ¥500 未開封のため中身の確認はしておりません。 未 日用品 白浜町

62 フィギュア
バグズ・ライフ  (Talk'N Dance　Flik)
箱付き

¥100 ※中古品のため、傷や使用感があります。 － ホビー 上富田町

63 模造刀一式セット ２本セット ¥1,500 ※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

－ ホビー 上富田町

64 ボーリングボール① ＭＩＲＡＧＥ ¥200 ※ポンドは不明。
※中古品のため、使用感があり、傷・汚れがあります。

－ ホビー 紀の川市

65 ボーリングボール② ＰＲＯ　ＡＣＴＩＶＥ ¥200
ボールバッグ付き。
※ポンドは不明。
※中古品のため、使用感があり、傷・汚れがあります。

－ ホビー 紀の川市

66 ＤＶＤとＣＤのセット ＢＩＧ ＢＡＮＧ(ＪＡＰＡＮ ＤＯＭＥ ＴＯＵＲ 2014-2015 ''X'') ¥1,000 ・DVD3枚、CD2枚、フォトブック
・使用頻度少なく思われますが細かな傷、汚れがあります。

済 ホビー 和歌山市

67 テレビ台と端子3本のセット
①SHARP シアターラックシステム
AN-AR410
②HDMI端子、RCA端子、テレビ接続端子

¥6,000 ・①②ともに中古品のため、傷や使用感はあります。
・説明書無、リモコン付

済 テレビ 和歌山市

68

テレビと
外付ﾊ-ﾄﾞﾃﾞィｽｸと
DVDプレイヤー（リモコン付）のセッ
ト

テレビ：Panasonic　VIERA　   ３７インチ　（TH-
L37S2）
外付ﾊ-ﾄﾞﾃﾞィｽｸ：BUFFARO製
DVDプレイヤー：LIFE　LEX（LD－218）

¥15,000

●Panasonic　VIERA　TH-L37Ｓ2  ( ２０１１年製)
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
●BUFFARO製
型番不明。パソコンにつなぐと、約２９８ＧＢの容量があると表示され
ました。
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。
●DVDプレイヤー　LIFE　LEX（LD－218）
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。
※中古品のため、傷や使用感があります。

済 テレビ 上富田町

69
テレビと
外付ﾊ-ﾄﾞﾃﾞィｽｸと
ブルーレイレコーダーのセット

テレビ：TOSHIBA製　　REGZA　　　３２インチ（３２Ａ
１Ｓ）
外付ﾊ-ﾄﾞﾃﾞィｽｸ：HDCL-UTI．OKB　　Ｉ・ODATA
REGZA　DBR－Z410　TOSHIBA製

¥15,000

●TOSHIBA　REGZA  ( ２０１１年製)
付属品：リモコン（ブルーレイ用）
説明書は付属していません。
●HDCL-UTI．OKB　I・ODATA製　１ＴＢ
●REGZA　DBR－Z410　TOSHIBA製
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。
※中古品のため、傷や使用感があります。

済 テレビ 上富田町

70 テレビと
ブルーレイプレイヤーのセット

SHARP製　AQUOS　４０インチ（LC-40J10）
SONY製　（BDP-S360） ¥20,000

●SHARP　AQUOS LC-40J10（２０１４年製）
付属品:リモコン
説明書は付属していません。
●SONY　ブルーレイディスクプレーヤー『BDP-S360』（２００９年製）
付属品:リモコン
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。
※中古品のため、傷や使用感があります。

済 テレビ
和歌山地方
税回収機構

71 テレビ①
SHARP製　AQUOS　３２インチ（LC-32H7） ¥5,000

SHARP　AQUOS ３２インチ
2012年製
付属品：リモコンのみ
説明書は付属していません。
※中古品のため、傷や汚れ、使用感があります。
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。

済 テレビ
和歌山地方
税回収機構

72 テレビ② ＴＯＳＨＩＢＡ製　ＲＥＧＺＡ　３２インチ（３２ＢＣ３） ¥5,000

ＴＯＳＨＩＢＡ　ＲＥＧＺＡ　３２インチ
2011年製
付属品：リモコンのみ
説明書は付属していません。
※地上デジタル放送の視聴ができることを確認しています。
※中古品のため、傷や汚れ、使用感があります。

済 テレビ
和歌山地方
税回収機構

73 テレビ③ パナソニック製　ＶＩＥＲＡ　３２インチ（TH-L32X6) ¥6,000

Panasonic　ビエラ
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
2013年製
付属品：リモコン、同軸ケーブル
説明書は付属していません。
※地上デジタル放送の視聴ができることを確認しています。
※中古品のため、傷や汚れ、使用感があります。

済 テレビ
和歌山地方
税回収機構

74 テレビ④ パナソニック製　ＶＩＥＲＡ　４２インチ（TH-P42ST3) ¥7,000

Panasonic　ビエラ
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
2011年製
付属品：リモコン、同軸ケーブル
説明書は付属していません。
※地上デジタル放送の視聴ができることを確認しています。
※中古品のため、傷や汚れ、使用感があります。

済 テレビ
和歌山地方
税回収機構



売却区分番号 財産の名称 詳細・品番等 見積価額 説明 動作確認 動産種別 団体名

75 ゲ－ム機とゲ－ムソフト（６本）の
セット

Play Station４（CUH-1200ABO2）　(白）台付き
PS４ソフト６本
①（Fallout4）　②（DYING　LIGHT）
③（BATMAN　ARKHAM　KNIGHT）
④（JUST　CAUSE３）　　　　⑤（WATCH DOGS）
⑥（THE　WITCHER WILDHUNT）

¥20,000

●SONY製　ＰＬＡＹｓｔａｔｉｏｎ４　一式　CUH-1200ABO2(白）台付き
●PS４ソフト６本　　　①（Fallout4）　　②（DYING　LIGHT）
③（BATMAN　ARKHAM　KNIGHT）　　④（JUST　CAUSE３）
⑤（WATCH DOGS）　⑥（THE　WITCHER WILDHUNT）
※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。

済 ゲーム 上富田町

76 ゲ－ム機とゲ－ムソフトのセット
PSP　SONY製
PSP用ゲ－ムソフト：コンセプション俺の子供を産んでく
れ

¥1,000
※中古品のため、傷や使用感があります。
※説明書は付属していません。
※動作確認はしていません。

未 ゲーム 上富田町

77 ゲーム機① Play Station４(ＣＵＨ－１１００A　B０２) ¥12,000

付属品：ワイヤレスコントローラー１台　・ＨＤＭＩケーブル１本　・電源
コード１本　・モノラルヘッドセット１本　・USBケーブル１本　・説明書
※電源オンオフのみ確認済み。その他細かな動作確認はできてお
りません。
※中古品のため、傷や使用感があります。

未 ゲーム 紀の川市

78 ゲーム機②
Play Station３（CECH－３０００B　ＦＦ）
（ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　Xlll－２　モデル（黒）） ¥5,000

付属品：他社製コントローラー１台　・電源コード１本　・ＡＶケーブル
１本
※ソフト・説明書は付属していません。
※電源オンオフのみ確認済み。その他細かな動作確認はできてお
りません。
※中古品のため、傷や使用感があります。

未 ゲーム 紀の川市

79 ゲーム機③ XBOX　ONE（５C６－０００１０） ¥10,000

付属品：ワイヤレスコントローラー１台　・電源コード１本　・ACアダプ
ター１本　ボイスチャットヘッドセット１台
※ＨＤＭＩケーブル・説明書は付属していません。
※電源オンオフのみ確認済み。その他細かな動作確認はできてお
りません。
※中古品のため、傷や使用感があります。

未 ゲーム 紀の川市

80 ゲーム機④ ＳＯＮＹ ＰＳ ＶＩＴＡ(白)・PCH1100 ¥1,000

・中古品のため、傷や汚れ使用感はあります。
・simカード無、メモリーカード無、充電器無、説明書無、箱無
※電源オンオフのみ確認済み。その他細かな動作確認はできてお
りません。

未 ゲーム 和歌山市

81 ゲーム機⑤ ＳＯＮＹ ＰＳ ＶＩＴＡ(黒)・PCH2000 ¥1,000

・中古品のため、傷や汚れ使用感はあります。
・メモリーカード無、充電器無、説明書無、箱無
※電源オンオフのみ確認済み。その他細かな動作確認はできてお
りません。

未 ゲーム 和歌山市

82 ゲームソフトセット

(ＳＯＮＹ ＰＳ ＶＩＴＡ用3本)
①ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹⅩ
②ゴッドイーター2
③ゴッドイーター2 レイジバースト

¥1,000 ・中古品
・①、②、③とも説明書無、箱無、ケース付

済 ゲーム 和歌山市

83 ライター等ギフトセット Ｒｏｙａｌ　Ｃａｓｔｌｅ ¥500

セット内容
・ライター×１　・ペン×１　・カフス×２　・タイピン×１　・チェーン×１
※使用感については不明。
※動作確認はしておりません。

未
貴金属
ブランド

品金券等
紀の川市

84 記念硬貨 1万円銀貨 ¥10,000 記念硬貨：御在位六十年　壱万円 -
貴金属
ブランド

品金券等
白浜町

85 指輪
ブルガリと記載有
ホワイトゴールド風 ¥17,000

・中古品のため傷や汚れがあります
・箱等はありません
・真贋鑑定はしておりません

-
貴金属
ブランド

品金券等
和歌山市

86 時計③
文字盤にFENDIと記載あり
金色

¥4,000
・中古品のため傷や汚れがあります。
・真贋鑑定はしておりません。
・時計の針は動いていません。電池の交換が必要と思われます。

未
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山地方
税回収機構

87 ショルダーバッグ② ジャッキーショルダーバッグ　ブラック ¥7,000

・バッグ内部の革タブにグッチの刻印、製造番号の記載あり。
・中古品のため汚れ等があります。
・金具にくすみ有り、持ち手に ヨレがあります。
・付属品として保存袋があります。

-
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山地方
税回収機構

88 テレビ⑤ SHARP　LC40V5 40型 ¥3,000

SHARP　LC40V5（2011年式）
付属品：リモコン
説明書は付属しておりません。
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。
※中古品のため、傷や使用感があります。

済 テレビ 岩出市

89 スーツケース LIBRE　ESTILO　スーツケース ¥1,000

寸法：縦53ｃｍ　横40ｃｍ　高さ23㎝
色：ブラック
※寸法については、職員が採寸しています。
※中古品のため、傷や使用感があります。

- カバン 岩出市

90 マッサージチェア FUJIIRYOKI ほぐし美人　PC-1000　 ¥10,000

色：ブラック
説明書は付属しておりません。
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。
※中古品のため、傷や使用感があります。

済 大型動産 岩出市

91 アサヒギフトセット（ビール） AS-３N ¥1,000
アサヒスーパードライ缶３５０ｍｌ：１０本
アサヒスーパードライ缶５００ｍｌ：２本
賞味期限２０１７．３

- 食料品 岩出市

92 靴下とハンカチのセット

靴下８足（MARIO　VALENTINO、Aauascutum of
London、
ALFRED　DUNHLL）
ハンカチ２枚

¥200

MARIO　VALENTINO　靴下(黒、紺各一足　綿・ナイロン・ポリウレタ
ン　サイズ２５－２７cm）
Aauascutum of London靴下（黒、白、ライトグレー各一足※白の靴
下シミあり　綿・ナイロン・ポリウレタン　サイズ２４－２６cm　箱に
AQC-300の表示あり）
ALFRED　DUNHLL靴下(黒、グレー、紺各一足　毛・ポリエステル・
ナイロン　サイズ２５ｃｍ　箱にＤ－３００の表示あり）
ハンカチ２枚セット

- 日用品 岩出市

93 食器３点セット
菓子鉢（木箱つき　花むらさきと記載あり）
お盆・箸・茶碗・小鉢セット２点 ¥300 菓子鉢（木箱つき　花むらさきと記載あり）

お盆・箸・茶碗・小鉢セット２点
- 日用品 岩出市

94 商品券 JCBギフトカード（１，０００円分） ¥500 JCBギフトカード（１，０００円分） -
貴金属
ブランド

品金券等
岩出市
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95
レンズ交換式　デジタルカメラ、ワイ
ヤレスカ－ドリ－ダ－、マイクロＳＤ
カ－ド（８GB）のセット

SONY製　α ５０００　（交換レンズ含ケ－ス付）
GTga5tone(RO3WOO2A）
TOSHIBA製マイクロＳＤカ－ド（８GB）

¥15,000

●SONY製　α ５０００　（交換レンズ含ケ－ス付）
●GTga5tone(RO3WOO2A）
●TOSHIBA製マイクロＳＤカ－ド（８GB）
※中古品のため、傷や使用感があります。
※デジカメには、取扱説明書有。

済 電化製品 上富田町

96 テレビ⑥ パナソニック製　ＶＩＥＲＡ　３２インチ（TH-L32C6) ¥6,000

Panasonic　ビエラ
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
2013年製
付属品：リモコン、同軸ケーブル
説明書は付属していません。
※地上デジタル放送の視聴ができることを確認しています。
※中古品のため、傷や汚れ、使用感があります。

済 テレビ
和歌山地方
税回収機構

97 テレビ⑦ パナソニック製　ＶＩＥＲＡ　３２インチ（TH-L32C6) ¥6,000

Panasonic　ビエラ
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
2013年製
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※電源がつくことを確認しています。
※中古品のため、傷や汚れ、使用感があります。

済 テレビ
和歌山地方
税回収機構

98 靴
品名：エアジョーダン１１レトロＬＯＷ
品番：５２８８９５－１０３ ¥10,000

サイズは29ｃｍです。
タグ及び箱に株式会社ナイキジャパンの記載あり。
中古品ですが、タグが付いており、新品同様と思われます。

－ 日用品 みなべ町

99 ゴルフセット⑤ ゴルフセット ¥7,000

ゴルフバック：ＳＲＩＸＯＮ
アイアン：ＴｏｕｒＳＴＡＧＥ　５，６，７，８，９、Ｐ，Ｓ，Ｐ／Ｓ
パター：ＳＵＮＲＩＳＥ　ＥＺ－ＩＶ
ドライバー（カバー付）：ＳＲＩＸＯＮ　Ｗ４０３ＡＤ、ＳＲＩＸＯＮ　ＺＲ－６０
０
クラブ　計11本
※中古品の為、傷や使用感があります。

－ 大型動産 みなべ町

100 ゴルフセット⑥ ゴルフセット ¥4,000

ゴルフバック：ＤＵＮＬＯＰ
アイアン：ＭＡＣＴＥＣ　５
　　　　　　ＳＷＥＥＰ　ＰＲＧＲ　７，８，９，Ｐ，Ｓ
　　　　　　Ｓｔ、Ａｎｄｒｅｗｓ　ＳＷ
パター：Ｓｍｏｏｔｈｉｅ
ドライバー：ＰＩＮＧ　ＳＥＲＥNE Ｊ、Ｓ－ＹＡＲＤ　Ｔ．３０１
スプーン：Ｓ－ＹＡＲＤ　Ｔ．３０１
クラブ　計11本
※中古品の為、傷や使用感があります。

－ 大型動産 みなべ町

公売中止

公売中止


