
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 ¥2,000

ゴルフバッグ：mizuno
ウッド：TaylorMade RocketBallz　RBZ ドライバー、 フェアウェイウッド
アイアン：Golf pride ５～９、S、P
パター：Golf planner EZ-６１１S
※中古品のため、傷や使用感があります。

－ 大型動産 岩出市

2 ゴルフセット② ゴルフセット ¥2,000

ゴルフバッグ：ダンロップ
アイアン：ダンロップ　アイアン３～９、PW、SW
ウッド：ダンロップ　ウッド３、５
TURUYA　ウッド１（カバー付）
パター：KING、GREEN
クラブ　計１４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

3 ゴルフセット③ ゴルフセット ¥5,000

バッグ：on off golf matters
クラブ：mizuno TURBO １０．５
         GOLVERGE EV-５００ F３・F５
         XXIO ４
         mizuno EURUS ５・６・７・８・９・P・G・S
         mizuno TR５８-１０
         ODYSSEY WHITE HOT
ボール：TOBUNDA DYNAPLUS ３３２・３７２
          XXIO premium
          Titleist #１ ball in golf
※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

4 ゴルフセット④ ゴルフセット ¥5,000

バッグ：mizuno
クラブ：PROFORCE V２ ３・５・７
         BINBIN MARUYU inpresX
         SPEED AXIS ５０w LEGACY
         CAMERON
         Taylar Made ５・６・７・８・９・P
         Golf Pride G ５３・５８
※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 ゴルフセット⑤ ゴルフセット ¥2,000

ゴルフバック付き
callaway ＃３-＃９,P,A,W、cleveland S、ODYSSEYパター
TaylorMade R５８０、XXIO １０．５
※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

6 アイアンセット 左きき用アイアンセット ¥2,000
左きき用
punch　３～５、７～９、S、W
※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

7 イス ブランド名、品番等無し ¥500 白色、キャスター付き
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

8 ベッド 折り畳み式 ¥2,000 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

9 健康器具① 腹筋マシン ¥500 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

10 健康器具② レッグマジックサークル ¥1,500 中古品のため、傷や使用感があります。 済 大型動産
和歌山
地方税

回収機構

11 置物 熊、木彫り ¥5,000 中古品のため、多少の傷や汚れがあります。
重量は約５７kgです。運搬にご注意ください。

- 大型動産
和歌山
地方税

回収機構

12 ロードバイク
ナガサワ（フレーム）
１６段変速(車体：赤色) ¥30,000

●付属品は展示している物のみです。
●経年等により主に次の状態等が見られます。
・タイヤ外れ防止のため、リムセメントなどで接着する必要がありま
す。
・変速機のワイヤーに錆が認められます。
・サドルに使用感あり。
・タイヤのスポークに緩みあり。
・水筒１個付属。

済 大型動産 和歌山市

13 軽自動車
三菱 　５ドア　緑色(※車両イメージはポスター・チラシを
ご覧ください) ¥8,000

■落札された方には公売日当日車両を引渡しますので、引渡後の速やか
な移動をお願いします。
■車両運搬・車検・名義変更・登録など引渡しや権利移転に伴う所定の手
続きは、すべて落札者自らが行い、それに係る費用は落札者負担となりま
す。
（※引渡しの時、名義変更に係る誓約書の提出をしていただきます）
■車両等に隠れた瑕疵（故障など）があっても現所有者及び執行機関（和
歌山市）は瑕疵担保責任を負いません。
■いかなる場合でも、返金・返品・交換はできません。ご注意ください。
●Ｈ２７年１０月６日現在、当該車両のバッテリーはあがった状態であり、車
両及び装備品の動作確認はできていません。
●車両全体に経年・使用による傷・劣化・汚れ等のほか、車両に不具合な
どがあるかも知れませんので、入札にあたっては、必ず当会場で実物をご
確認ください。
●装備品は展示している物のみです。
●少しでもご不安な方は入札をお控えください。
型式：Ｅ - Ｈ３１Ａ
乗用・自家用・箱型・定員：４人
初度検査年：平成９年
走行距離：約１０．３万㎞
車検有効期限：平成２８年１１月２７日
ミッション：オートマチック
ハンドル：右ハンドル
車体色：緑色　　鍵：１個
・ＣＤデッキ付属（動作未確認）
（注意）
リサイクル料金は預託されていますが、預託証明書はありません。
自賠責保険証明書はあります。

未 大型動産 和歌山市
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14
原動機付自転車等３点セット 原付：平成２７年度登録 ホンダ（ＴＯＤＡＹ）・ヘルメット・

ゴーグルの３点セット ¥15,000

■落札された方には公売日当日車両を引渡しますので、引渡後の速やか
な移動をお願いします。
■車両運搬・名義変更・登録など引渡しや権利移転に伴う所定の手続き
は、すべて落札者自らが行い、それに係る費用は落札者負担となります。
（※引渡しの時、名義変更等に係る誓約書を提出していただきます）
■車両等に隠れた瑕疵（故障など）があっても現所有者及び執行機関（和
歌山市）は瑕疵担保責任を負いません。
■いかなる場合でも、返金・返品・交換はできません。ご注意ください。
●車両等に使用等による傷や汚れ等がありますので、入札にあたっては、
必ず会場で実物をご確認ください。
●付属品は展示している物のみです。
●少しでもご不安な方は入札をお控えください。

【１】車名：ホンダ（ＴＯＤＡＹ）　・中古
・ＡＦ６７－１５８０３５０
・登録：平成２７年２月　走行距離：約１８００km
・シルバー　　鍵：１個
・ｵｰﾅｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ、ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾉｰﾄは付属しています
（注意）
自賠責保険証明書はありません。
【２】１２５ｃｃ以下用ヘルメット
【３】ゴーグル（サイズフリー　KO－０３０）

済 大型動産 和歌山市

15 かばん ＤＣブランド　女性用かばん ¥1,000 未使用品と思われますが、箱や袋なしのため、状態については十分
ご確認ください。　レザーエナメルと記載があります。

－ カバン
和歌山
地方税

回収機構

16 ハンドバッグ（オレンジ） BOX２１　 ¥1,800 新品同様品（数回使用のみ） - カバン 紀の川市

17 ２WAYショルダーバッグ（黒）
PISTALIA
ショルダーストラップ付 ¥500 中古品 - カバン 紀の川市

18 旅行カバン（黒） AMERICAN TOURISTER ¥2,800
中古品
カギなし

- カバン 紀の川市

19 スーツケース GRIFFIN LANDO オレンジ ¥2,000
中古品のため、傷や使用感があります。
カギなし

- カバン
和歌山
地方税

回収機構

20 旅行カバン（ピンク） LOVERS HOUSE ¥800 中古品
カギなし

- カバン 紀の川市

21 コーヒーギフトセット ネスカフェ　６本入り　Ｎ４０-ＶＸ ¥1,000 未使用品 - 食料品 御坊市

22 清酒 黒松白鹿　１.８L　２本 ¥500 未開封 - 食料品
和歌山
地方税

回収機構

23 ウイスキー・ブランデー
・サントリー　CREST AGED１２YEARS ７００ml
・コニャック　ヘネシー　XO　７００ml ¥3,000 未開封品のため、中味の品質等は一切確認しておりません。 - 食料品 紀の川市

24 ビールギフトセット アサヒビール　３５０ｍｌ　２１本 ¥2,000 未使用品 - 食料品 御坊市

25 ぞうり・かばんセット 茂富久特製 ¥2,000 未使用品
木製箱あり

－ その他
和歌山
地方税

回収機構

26 草履及び鞄
金盃本舖製草履及び鞄セット
高級しぼり染元謹製 ¥1,000 箱に汚れが見られます。 - その他

和歌山
地方税

回収機構

27 和装　草履 和装　草履 ¥200 ・中古品
・紙箱付き（紙箱には紗織と記載されています。）

- その他 和歌山市

28 喪服用：草履とバッグのセット 喪服用：草履とバッグのセット ¥600
・中古品
・紙箱付き
・喪服用

- その他 和歌山市

29 下駄 下駄 ¥10
・中古品
・紙箱付き
・手入れ方法の説明書あり（おはきものてんぐと記載あり）

- その他 和歌山市

30 壷
陶器製
製造元等、詳細不明 ¥1,800 中古品 - その他 紀の川市

31 エアーコンプレッサー エアーコンプレッサー(DC １２V) ¥500

・型番:KOHO７‐２７４６
・シガーライターに接続する方式です。
・説明書付き、外箱付き、付属品すべてあります。
・入力電源はDC１２Ｖです。

済 その他 和歌山市

32 消火剤（２本）① 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

33 消火剤（２本）② 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

34 消火剤（２本）③ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

35 消火剤（２本）④ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

36 消火剤（２本）⑤ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

37 消火剤（２本）⑥ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

38 消火剤（２本）⑦ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市
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39 消火剤（２本）⑧ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

40 消火剤（２本）⑨ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

41 消火剤（２本）⑩ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

42 消火剤（２本）⑪ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

43 消火剤（２本）⑫ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

44 消火剤（２本）⑬ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

45 消火剤（２本）⑭ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

46 消火剤（２本）⑮ 【天ぷら火災専用】　火の用心棒 ¥300

・【天ぷら火災専用】
・袋のまま火元に入れるだけ！

・品質保証期限の欄に《２０１７　２》のラベルが添付されています。

未 その他 和歌山市

47 釣り具①
ダイワ　ジグキャスター　９０M(釣り竿)
ダイワ　CALDIA(リール) ¥10,000

中古品
釣り竿の箱あり。

－ 釣り具
和歌山
地方税

回収機構

48 釣り具②
ダイワ　ジグキャスターMX　１０６MH(釣り竿)
シマノ　BIOMASTER　SW４０００(リール) ¥10,000 中古品

釣り竿の箱あり。
－ 釣り具

和歌山
地方税

回収機構

49 釣り具③
ダイワ　月下美人　７４L-S(釣り竿)
ダイワ　月下美人　MX２００４(リール) ¥15,000

中古品
釣り竿の箱あり。

－ 釣り具
和歌山
地方税

回収機構

50 釣り具④
シマノ　Brenious　B７０６ML(釣り竿)
シマノ　Brenious(リール)
ダイワ　紅牙　６９HB-S(釣り竿)

¥20,000 中古品
釣り竿の箱あり。

－ 釣り具
和歌山
地方税

回収機構

51 釣り具⑤

磯釣り３点セット
ダイワ　IMPRESSA磯(釣り竿)
ブルーマーレ　玉の柄　波止魂之柄　６００
シマノ　竿ケース　RC-１１２J　１４０R

¥10,000 中古品
釣り竿、玉の柄は箱あり。

－ 釣り具
和歌山
地方税

回収機構

52 釣り具⑥ ダイワ　ブルーキャビン　海上釣堀Ⅱ-３６ ¥1,000 中古品
小傷等あります。ガイドに錆が見られます。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

53 釣り具⑦ ダイワ　HX　ILエンブレムISO　２-５２遠投M ¥2,000 中古品
小傷等あります。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

54 釣り具⑧ ダイワ　小継飛竜VJ　HARD　３０-３６ ¥2,000 中古品
小傷等あります。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

55 釣り具⑨ がまかつ　ラグゼコｰｽトラインEG　LCE-９０ML ¥3,000
中古品
小傷等あります。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

56 釣り具⑩ ダイワ　ILシーフレックス　T　３０-３９０ ¥3,000 中古品
小傷等あります。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

57 釣り具⑪ ダイワ　メガドライ ¥4,000 中古品
号数不明、小傷等あります。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

58 釣り具⑫ がまかつ　XO　２-５３ ¥5,000 中古品
使用頻度少なくきれいです。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

59 釣り具⑬ がまかつ　グレスペシャル　１.５-５３ ¥7,000 中古品
使用頻度少なくきれいです。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

60 釣り具⑭
がまかつ　スーパーインテッサ　１.５-５３
ダイワ　リール付 ¥9,000

中古品
穂先に修復があると思われます。使用には問題ありません。リール
はハンドルの巻き心地がスムーズでありませんが、使用はできます。
簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

61 釣り具⑮ シマノ　ツインパワー６０００ ¥2,000
中古品
リールはハンドルの巻き心地がスムーズでありませんが、使用はで
きます。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

62 釣り具⑯ シマノ　カルカッタ　１００ ¥4,000 中古品
小傷等あります。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

63 釣り具⑰ シマノ　カルカッタISO　７００ ¥2,500 中古品
小傷等あります。簡単な動作確認済み

済 釣り具 白浜町

64 釣り具⑱ ダイワ　玉の柄　LANDING　POLE　Ⅱ　５０ ¥4,000 中古品
箱あり、網付き

－ 釣り具
和歌山
地方税

回収機構

65 釣り具⑲ プロックス　ロッドスタンド（竿立て） ¥1,000 中古品
バンブーロッドスタンド　ミニ１２　PX８９０

－ 釣り具
和歌山
地方税

回収機構

66 釣り具⑳
ダイワ　フィッシングシューズ
DS-２１００　QS-H ¥2,000 中古品

箱あり、サイズ：２７㎝
－ 釣り具

和歌山
地方税

回収機構

売却区分番号 ４７  公売中止 

売却区分番号 ４８  公売中止 

売却区分番号 ４９  公売中止 

売却区分番号 ５０  公売中止 

売却区分番号 ５１  公売中止 

売却区分番号 ６４ 公売中止 

売却区分番号 ６５  公売中止 

売却区分番号 ６６  公売中止 



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

67 テレビ① Panasonic　VIERA　１９インチ　（TH-L１９C２１-K） ¥2,500

Panasonic　VIERA　TH-L１９C２１-K (２０１１年製)
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

68 テレビ② TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３２インチ（３２BC３） ¥7,000

TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３２BC３（２０１１年製）
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

69 テレビ③ TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３２インチ(３２A２) ¥7,000

ＴＯＳＨＩＢＡ　ＲＥＧＺＡ　３２A２ (２０１１年製)
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

70 テレビ④ Victor　ＥＸＥ　３２インチ(LT-３２LC２０５) ¥7,000

 Ｖｉｃｔｏｒ　ＥＸＥ　LT-３２LC２０５ （２００７年製）
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

71 テレビ⑤ SONY　BRAVIA　３２インチ(KDL-３２J５) ¥5,000

SONY　BRAVIA　KDL-３２J５（２００９年製）
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

72 テレビ⑥ SHARP AQUOS ３２インチ（LC-３２DE５） ¥7,000

SHARP AQUOS ３２インチ（LC-３２DE５）２０１０年製
リモコン、説明書は付属していません。
※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 和歌山市

73 テレビ⑦ TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３７インチ（３７C７０００） ¥5,000

TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３７C７０００（２００８年製）
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

74 テレビ⑧ SONY　ＢＲＡＶＩＡ　４０インチ　（４０EX５００） ¥10,000

SONY　ＢＲＡＶＩＡ　４０EX５００　(２０１１年製)
付属品：リモコン
リモコンに大きな傷があります。説明書は付属していません。
※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 有田川町

75 テレビ⑨ SHARP　AQUOS　４０インチ （LC-４０G７） ¥20,000

SHARP　AQUOS　LC-４０Ｇ（２０１３年製） ３D対応
付属品：リモコン
３Dメガネ・説明書については、付属していません。
※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

76 テレビ⑩ SHARP　ＡＱＵＯＳ　４０インチ（LC-４０J９） ¥25,000

SHARP　AQUOS　LC-４０J９（２０１４年製）
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

77 テレビ⑪ SHARP　ＡＱＵＯＳ　４０インチ（LC-４０LV３） ¥20,000

SHARP　AQUOS　LC-４０LV３（２０１０年製）　３D対応
付属品：リモコン、３Dメガネ、コード
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

78 テレビ⑫ SHARP　ＡＱＵＯＳ　５２インチ(LC-５２SE１) ¥30,000

SHARP　AQUOS　LC-５２SE１（２０１０年製）
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

79 テレビとテレビ台のセット
SHARP AQUOS ４０インチ（LC－４０SE１）
CAVジャパン　オーディオラック（THRF－９０） ¥12,000

●SHARP　AQUOS　LC－４０SE１（２０１０年製）
付属品：リモコン
説明書は付属していません。
※職員が簡単な動作確認をしました。
●CAVジャパン　オーディオラック　THRF－９０
付属品：光ケーブル
説明書は付属していません。
※職員が簡単な動作確認しましたが、音が出ないことがありました。
　 原因は、本体なのか付属の光ケーブルなのか分かりません。

済 テレビ 和歌山市

80 テレビとシアターラックのセット
TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３７インチ　（３７CV５００）
TONY　シアターラック（TSR－８００） ¥7,500

●付属品は展示している物のみです。
●TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３７CV５００　（２００８年製）
付属品：リモコン
説明書、アンテナ線は付属していません。
※簡単な動作確認済
●TONY　シアタラック（TSR－８００）
テレビ台として使用していたため、電源コード等はありません。
※動作未確認

済 テレビ 和歌山市

81 テレビとブルーレイディスクレコー
ダーのセット

ＴＯＳＨＩＢＡ　ＲＥＧＺＡ　３２インチ　（３２AS２）
ＴＯＳＨＩＢＡ　ブルーレイディスクレコーダー　（DBR-M１８
０）

¥16,000

●TOSHIBA　ＲＥＧＺＡ　３２ＡＳ２（２０１１年製）
　リモコン、説明書は付属していません。
●ＴＯＳＨＩＢＡ　DBR-M１８０（２０１２年製）
　付属品：リモコン（テレビ操作も一部可能）
　説明書は付属していません。
※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
和歌山
地方税

回収機構

82 テレビとシアターサウンドシステムの
セット

Panasonic TH-４２ PX４００（テレビ台一体型）+SC-HT０３ ¥8,000

付属品は展示している物のみです。
Panasonic TH-４２ PX４００（テレビ台一体型）+SC-HT０３　（２００４年
製）
※中古品のため、傷や使用感があります。
台部分に一部色はげがあります。
高さ約１.５mありますので、ご購入の際はご注意ください。

済 テレビ
和歌山
地方税

回収機構

83 DVDプレイヤー① Pioneer　MODEL　DV-２２０V ¥500 Pioneer　MODEL　DV-２２０V（２０１０年製）
リモコン付き

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

84 DVDプレイヤー② パイオニアＤＶＤプレイヤー（ＤＶ－２０２０） ¥500
●付属品は展示している物のみです。
・リモコン付き、説明書なし、箱なし、ＡＶケーブル付き
・２０１３年製

済 電化製品 和歌山市

85 ＤＶＤプレーヤー③ パイオニア　ＤＶ-2020 ¥500 中古品、動作確認済 済 電化製品 御坊市売却区分番号 ８５ 公売中止 

売却区分番号 ７６  公売中止 



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

86 ＢＤレコーダー① Panasonic　DMR-BR５８５ ¥1,000
リモコンなし
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。

済 電化製品 有田川町

87 ＢＤレコーダー② Panasonic　DMR-BW７３０ ¥10,000
リモコン付き。
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
和歌山
地方税

回収機構

88 ＢＤレコーダー③ ＳＨＡＲＰ　BD-W５２０ ¥7,000
リモコン付き、説明書なし
２０１３年製
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

89 ＢＤレコーダー④ ＳＨＡＲＰ　BD－HDS５３ ¥6,000

●付属品は展示している物のみです。
・リモコン付き、HDMIケーブル付き、テレビ接続ケーブル付き、電源
ケーブル付き
・説明書なし
・容量:３２０GB
※簡単な動作確認をしました。

済 電化製品 和歌山市

90 スピーカー ＳＡＮＹＯ・DC-DA８３（スピーカーのみ） ¥100
ＳＡＮＹＯ　スピーカー
接続用ケーブル付き
中古品のため、傷や使用感があります。

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

91 スピーカーセット SW２６０ ¥2,000 CAV製 済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

92 IH調理器 YAMAZEN　IH-G１００１ ¥2,000
未使用品。職員が確認の為に開封を行いました。
取扱説明書付き
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。

済 電化製品 有田川町

93 テーブルクッカー TIGER魔法瓶　　CQC-T０７０R ¥5,000
未使用品。職員が確認の為に開封を行いました。
取扱説明書付き
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。

済 電化製品 有田川町

94 炊飯器

中国製
高級土鍋加工　らく炊き炊飯ジャー
品番：DT‐ＳＨ１４１０‐３
しゃもじ付き

¥1,200
新品未使用品
取扱説明書付き、保証書あり
動作確認なし

未 電化製品 紀の川市

95 餅つき機 餅つき機 １升タイプ（RM-１０SN） ¥1,500

●経年や使用等による汚れなどがあります
■公売財産に隠れた瑕疵（破損など）があっても現所有者及び執行
機関（和歌山市）は瑕疵担保責任を負いません。
・上蒸し式
・つく・蒸す・こねるが1台で可能
・うどんやパンの生地作りも可能
・取扱説明書・箱あり
・中古品

済 電化製品 和歌山市

96 コーヒーメーカー アロマサーモ　ステンレス（JCM－５６１） ¥3,500
●付属品は展示している物のみです。
・メリタジャパン株式会社
・未使用品

‐ 電化製品 和歌山市

97 ウォーターオーブンレンジ SHARP　ヘルシオ　　AX-MX３-R ¥20,000
職員が確認の為に開封を行いました。
取扱説明書付き
未使用品と思われますので、動作確認はしておりません。

未 電化製品 有田川町

98 インパクトドライバのセット
日立コードレスインパクトドライバ(FWH １２DC２)
日立急速充電器(UC１８YG) ¥2,800

●付属品は展示している物のみです。
・バッテリー２個、ドライバビット２本
・取扱説明書有
・ライト付フック(補助ライト)の動作確認はできておりません。

済 電化製品 和歌山市

99 ドライバードリルセット
RYOBI　充電式ドライバドリル（BD－７１０）
６角軸チタンコーティング　ドリル刃セット付き ¥2,300

●付属品は展示している物のみです。
●RYOBI　充電式ドライバドリル
・充電器・電池パック・取扱説明書付
※ただし、プラスドライバビット１点のみ
●６角軸チタンコーティング　ドリル刃セット
・輸入販売元　コーナン商事株式会社
・ライフレックス　１０本組み　中古

済 電化製品 和歌山市

100 加湿空気清浄機① SHARP　プラズマクラスター(KC-３０K１-W) ¥1,800
・集じん脱臭フィルターに破れあり
・取扱説明書、箱なし
・２０１４年製

済 電化製品 和歌山市

101 加湿空気清浄機② パナソニック　ナノイー（F-VXG７０-W） ¥3,000

中古品
Panasonic　nanoe　F-VXG７０-W
取扱説明書なし、箱なし
２０１２年製
※動作確認については、電源のON・OFFのみです。

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

102 空気清浄機
SANYO製
品番：ABC-S１６A(H)　クリアグレー ¥1,000

新品同様品（数回使用のみ）
取扱説明書、保証書なし
簡易な動作確認済み

済 電化製品 紀の川市

103 超音波式アロマ加湿器 ㈱アビックスインターナショナル　ＡＨＤ-０１４Ｒ ¥1,000 中古品、動作確認済み 済 電化製品 御坊市

104 扇風機① YSBR-A２５ ¥1,000
２５ｃｍスイングボックス扇
ヤマゼン製
２００９年製

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

105 扇風機② YAS-N１８（WH) ¥1,500
サーキュレーター
ヤマゼン製
２０１３年製

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

106 冷風扇
アルファックス・コイズミ㈱製
品番：ACF‐２０８Ａｑｕａ　ｃｏｏｌ　Ｆａｎ
リモコン付

¥3,000

新品同様品（数回使用のみ）
２０１５.８.１５購入
取扱説明書あり、保証書に個人名記載のため、その名前部分を切り
取っています。
付属品の保冷材なし。
簡易な動作確認済み

済 電化製品 紀の川市

107 ハロゲンヒーター① Panasonic DS-C９０２ ¥500 中古品のため傷や使用感があります。 済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

108 ハロゲンヒーター② 小泉成器株式会社製 ¥500
中古品
ＫＯＩＺＵＭＩ　KKS-０９９３（年式不明）
外箱なし、説明書なし

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

109 カメラ COOLPIX P５３０ ¥5,000 Nikon製
バッテリー付き、電源ケーブル付き

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

110 デジタルカメラ① OLYMPUS　FE-４０００ ¥1,000

OLYMPUS　FE-４０００
付属品：充電器、USBケーブル、説明書、インストールディスク、ソフト
ケース、ＳＤアダプター
※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 電化製品 岩出市



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

111 デジタルカメラ② Canon EOS kiss x７ ダブルズームキット ¥20,000

ボディ：EOS　kiss x ７　ブラック　 (説明書なし）
レンズ：EF-S １８-５５mm(説明書なし)
           EF-S ５５-２５０mm（説明書あり）
付属品：充電器、カメラバッグ
※インストールディスク・USBケーブルは、付属していません。
※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 電化製品 岩出市

112 サイクロンクリーナー ダイソン　DC３６ ¥10,000 中古品のため、使用感があります。取扱説明書なし 済 電化製品 有田川町

113 掃除機 Ｔ‐faL掃除機 ¥3,000
Ｔ‐faL　エアフォース コンパクト（ＴＹ８４６８　８４）
・充電器付
・色:シャンパンゴールド

済 電化製品 和歌山市

114 体重計①
TANITA製
品番：BC‐２５２ ¥1,500

中古品
取扱説明書なし、保証書なし
簡易な動作確認済

済 電化製品 紀の川市

115 体重計② オムロン　体重体組成計 ¥1,500
●オムロン　体重体組成計　Karada Scan ２２３（HBF－２２３）
・箱付き、取扱説明書付き
・本体色：オレンジ

済 電化製品 和歌山市

116 電動シェーバー パナソニック　ＥＳ－ＳＴ２５ ¥3,000 未使用品と思われるため、動作確認はしておりません。 未 電化製品 御坊市

117 フットマッサージ機 モミラックス ¥3,000 中古品、動作確認済み 済 電化製品 御坊市

118 変圧器 海外専用変圧器(未使用) ¥2,400

・YAZAWA　HTD１３０２４０V３０２５W
・AC１１０V～１３０Vの地域３０W以下 AC２２０V～２４０Vの地域２５W
以下
・変換プラグ２個付
・未使用

未 電化製品 和歌山市

119 変換プラグ 海外専用マルチ変換プラグ(未使用) ¥1,000
・YAZAWA　HPM４
・未使用

未 電化製品 和歌山市

120 タブレット ASUSタブレット　au ¥5,000 中古品のため、傷や使用感があります。 済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

121 ノートPC acer　ASPIRE ONE AOA 150(ZG5)(色:白) ¥300

●付属品は展示している物のみです。
・充電器なし、ケーブルなし
・箱・マニュアルあり
・OS:Windows XP Home
・Microsoft officeは入っていません。

済 電化製品 和歌山市

122 ミニキーボード Mini Bluetooth Keyboard  (Bluetooth２.０) ¥100

●付属品は展示している物のみです。
・対応OS:Windows Mobile(６.０＆later)OS
              iPhone４.０ OS
・USBケーブル１本、SoftwareDriver１枚、箱あり
・サイズ:１１５×６０×７mm
・重量:１３５g
・充電時間は３～４時間です。
・動作確認していません。

未 電化製品 和歌山市

123 液晶モニター① I・O DATA １７インチ( LCD-A１７４YW) ¥500

●ジャンク品
・音量ボタン・メニューボタンの反応が悪く、音声出力も確認できな
かったため、ジャンク品扱いでの出品となります。
・外箱無、説明書無
・電源コード１本
・モニターケーブル１本(D‐sub１５ピンケーブル)

済 電化製品 和歌山市

124 液晶モニター② acerモニター　２７インチ ¥3,500
●付属品は展示している物のみです。
・acerモニター B２７３H
・電源コード、DVI-Dケーブル付

済 電化製品 和歌山市

125 液晶モニター③ LGモニター FLATRON ２７インチ ¥4,200

●付属品は展示している物のみです。
・LGモニター FLATRON M２７９４S-PM :外箱なし・説明書なし
・電源コード１本
・モニターケーブル１本(D‐sub１５ピンケーブル)
・２０１０年製

済 電化製品 和歌山市

126 プリンター EP-９０３A ¥2,000 EPSON製
２０１０年製

済 電化製品
和歌山
地方税

回収機構

127 日用品 カビキラー・髭剃り・自転車用かご ¥100 新品 - 日用品
和歌山
地方税

回収機構

128 タオルセット① タオル・寝具セット ¥200 タオル・フェイスタオル・シーツ・布団カバー・タオルケット
新品未使用品と思われます。

- 日用品
和歌山
地方税

回収機構

129 タオルセット②

・T-LIFE　お茶染めカテキンタオルセット
・㈱関西エアポートエージェンシー　フェイスタオル（空飛
ぶブービィ）
・ユニバーサル・ペーパー㈱　BOXティッシュ５個入

¥500 T-LIFEのタオルセットに石鹸、入浴剤は入っていません。
他２点は未開封品です。

- 日用品 紀の川市

130 洗剤セット① アリエール液体洗剤ギフトRS２-D ¥500 外箱は開封していますが、内容物については未開封です。 - 日用品
和歌山
地方税

回収機構

131 洗剤セット②

・ライオン㈱　トップ
・P＆G㈱　　 アリエール
・P＆G㈱　 　ボールド
・ライオン㈱　ソフラン
・ミツエイ㈱　ボディーソープ
・花王㈱　　　メリット　シャンプー

¥500 全て未開封品 - 日用品 紀の川市

132 雑貨セット①
・呉㈱　メディゾール（室内用除菌衛生スプレー）
・KINCHO　コンバット（アリ用）６個入
・㈱ビズライフ　電撃殺虫蚊ットリ・ロング

¥200 全て未開封品 - 日用品 紀の川市

133 雑貨セット②

・エステー化学　ドライペットスキット　３個入
・AISEN　防虫掛けふとん袋　１００×６５×５０cm
・Bidart co　いちごドレスカバー　１２０×６０cm
・ダイソー　羽毛ふとん圧縮袋　８０×９０cm
・丸七株　ガスライター　ハッピーⅢ
・桐灰化学㈱　カイロ屋さんのカイロです。　１０個入

¥350 全て未開封品 - 日用品 紀の川市

134 除湿剤① 除湿剤(５００ml　３個パック) ¥80 ・輸入販売元コーナン商事株式会社
・ライフレックス　未使用品（製造年月日２０１４年４月２９日）

- 日用品 和歌山市

135 除湿剤② 除湿剤(５００ml　３個パック) ¥80 ・輸入販売元コーナン商事株式会社
・ライフレックス　未使用品（製造年月日２０１４年４月２９日）

- 日用品 和歌山市

136 防災セット
・エコー金属㈱　プラ柄ドライバー４本セット
・㈲ハック　２WAYライト
・㈱ドウシシャ　レジャーライト　ML-１００

¥150 全て未開封品 - 日用品 紀の川市

売却区分番号 121  公売中止 



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

137 高級トイレットペーパー 薔薇のおもてなし　１２ロール×２個 ¥200 未使用品 － 日用品 御坊市

138
キッチンタオルとティッシュペーパー
のセット

キッチンタオル、ティッシュペーパーのセット ¥200

●peachキッチンタオル
・２ロール１セット１点、未使用品
●ティッシュペーパー
・６箱１セット１点、未使用品

－ 日用品 和歌山市

139 中華鍋 打出し中華鍋（両手持ち用） ¥500 未使用品 － 日用品 有田川町

140 料理道具６点セット 石鍋裕監修　計量スプーン、ワインオープナー、他 ¥1,000 未使用品 － 日用品 御坊市

141 オードブル重 KENZO　MAISON　金蓮花オードブル重 ¥500 使用感はありません。 － 日用品 紀の川市

142 エステセット

エトゥウベラ　アイマスクシート　２箱
　　〃　　　　　マッサージオイル（ラベンダー）　１本
アロエヴェラ　マッサージジェル　１個
ワールドジェイビー　スクラブクリーム　１個
日本ジョセフィン社　アイトリートメントカプセルジェル　２
箱

¥2,000 未使用品 － 日用品 御坊市

143 ヘアケアセット

ドクターリセラ
　ヘアーソープ　１本、ヘアーコンディショナー　１本
　ヘアーエッセンス　１本
エトゥベラ
　シャンプー　１本、コンディショナー　１本

¥3,000 未使用品 － 日用品 御坊市

144 洗顔セット

ルナージュ　洗顔クリーム　１本
ドクターリセラ　洗顔料（オーガニックウオッシュ）　１本
ジュジュ化粧品　美白化粧水　１本
ジュジュ化粧品　日焼け止めローション　１本

¥3,000 未使用品 － 日用品 御坊市

145 陶磁器① 湯のみセット（たち吉） ¥50

●付属品は展示している物のみです。
・急須１個、湯のみ５個
・紙箱あり
※急須の取っ手が無いため、ジャンク品扱いとなります。

－ 日用品 和歌山市

146 陶磁器② 皿セット ¥200
・皿５枚
・バスケット籠付属

－ 日用品 和歌山市

147 陶磁器③ 小鉢セット ¥200
・小鉢５個
・紙箱あり

－ 日用品 和歌山市

148 陶磁器④ 食器セット（皿・スプーン） ¥300 ・皿５枚、スプーン５本
・紙箱あり

－ 日用品 和歌山市

149 陶磁器⑤ 九谷焼風 花瓶 ¥400 ・箱付き
※真贋鑑定は行っておりません。

－ 日用品 和歌山市

150 陶磁器⑥ 清水焼風 花瓶 ¥500

・箱付き
・本体に《清水焼　京都清水焼共同組合》と記載されたステッカーが
添付されています。
※真贋鑑定は行っておりません。

－ 日用品 和歌山市

151 陶磁器⑦ 九谷焼風 花瓶 ¥600
・箱付（ただし、花瓶と箱のサイズが一致しておりません。）
・裏面に九谷章山との記載あり
※真贋鑑定は行っておりません。

－ 日用品 和歌山市

152 折りたたみ傘 totes UMBRELLA ¥500

・未使用品
・色:ネイビー
・プラスチックケース入り
・折り畳みサイズ
  長さ約１５cm
※職員が計測したものであり、必ずしも正しい数値ではありません。
※広げた大きさは未使用のため分かりません。

－ 日用品 和歌山市

153 テニスラケット T-Fight２９５ＶＯ２ max ¥2,000 中古品のため、傷や使用感があります。
ケース付き

- ホビー
和歌山
地方税

回収機構

154 アイドルグッズ BIG BANG グッズ ¥200

DVDBOX：BIGBANG JAPAN DOME TOUR ２０１４～２０１５"X"
              BIGBANG JAPAN DOME TOUR ２０１３～２０１４
DVD：BIG BANG ALIVE TOUR ２０１２ IN JAPAN
        BIG BANG FUNCLUB EVENT ２０１２・２０１４
CD：BIG BANG ALIVE TOUR ２０１２ IN JAPAN
ペンライト・指輪・タペストリー・うちわ・クリアファイル・ライトスティック
中古品のため、傷や使用感があります。
ＤＶＤ、ＣＤの再生確認はしておりません。

未 ホビー
和歌山
地方税

回収機構

155 DVDセット①
・マトリックス
・マトリックス　リローデッド
・マトリックス　レボリューションズ

¥200 細かい傷、汚れがあります。
再生確認はしておりません。

未 ホビー 紀の川市

156 DVDセット②

・ハリー・ポッターと賢者の石
・ハリー・ポッターと秘密の部屋
・ハリー・ポッターとアズカバンの囚人
・ハリー・ポッターと炎のゴブレット

¥300
細かい傷、汚れがあります。
再生確認はしておりません。

未 ホビー 紀の川市

157 DVDセット③

・チャップリンの黄金狂時代
・チャップリンの殺人狂時代
・独裁者
・街の灯
・モダン・タイムズ
・ライムライト

¥500 細かい傷、汚れがあります。
再生確認はしておりません。

未 ホビー 紀の川市

158 DVDセット④

・００７　ワールド・イズ・ノット・イナフ
・パイレーツ・オブ・カリビアン　呪われた海賊たち
・インデペンデンス・デイ
・デイ・アフター・トゥモロー
・MIBⅡ　　　　　　　　　　　　 　・X-MEN２
・ジャッキー・チェン　蛇拳　　　・マスク２　特別編
・プラトーン　特別編　　　     　・TAXI　NY　特別編

¥600 細かい傷、汚れがあります。
再生確認はしておりません。

未 ホビー 紀の川市

159 マンガ本① ＮＩＮＫＵ　（８冊） ¥500 中古品　１～８巻【８冊】 － ホビー 御坊市

160 マンガ本②
鬼斬り十蔵　（４冊）
バジリスク　（５冊）　　　計９冊 ¥1,000

中古品
　鬼斬り十蔵　１～４巻
　バジリスク　１～５巻　　　【計９冊】

－ ホビー 御坊市

161 マンガ本③ 有閑倶楽部　　（１０冊） ¥1,200 中古品　1～１０巻　【１０冊】 － ホビー 御坊市



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

162 マンガ本④
ＸＸＸＨＯＬｉＣ（１９冊）
ＸＸＸＨＯＬｉＣ・戻（３冊）　　　計２２冊 ¥2,000

中古品
　ＸＸＸＨＯＬｉＣ　１～１８巻、１７巻
　ＸＸＸＨＯＬｉＣ・戻１～３巻　【計２２冊】
※　ＸＸＸＨＯＬｉＣ　１７巻が２冊あります。

－ ホビー 御坊市

163 マンガ本⑤ エヴァンゲリオン　（１３冊） ¥2,500 中古品　１～１３巻　【１３冊】 － ホビー 御坊市

164 マンガ本⑥ うしおととら　（３４冊） ¥3,000 中古品　1～３３巻＋外伝　【計３４冊】 － ホビー 御坊市

165 マンガ本⑦ ベルセルク　（３５冊） ¥3,000 中古品　1～３５巻【３５冊】 － ホビー 御坊市

166 マンガ本⑧ 兎　野生の闘牌（６冊） ¥60

・１～４、６、７巻【６冊】 ※５巻ありません。
・麻雀漫画
中古品のため、経年による劣化や、ヤケ、折れ、シミ、シワ、破れ等
がある場合があります。

－ ホビー 和歌山市

167 マンガ本⑨ ヒカルの碁（４冊） ¥80

・１～４巻【４冊】
・囲碁漫画
中古品のため、経年による劣化や、ヤケ、折れ、シミ、シワ、破れ等
がある場合があります。

－ ホビー 和歌山市

168 マンガ本⑩ 担ぎ屋どおも（１１冊） ¥500

・１～１１巻【１１冊】 全巻揃っています。
・ゴルフ漫画
中古品のため、経年による劣化や、ヤケ、折れ、シミ、シワ、破れ等
がある場合があります。

－ ホビー 和歌山市

169 ぬいぐるみ ぬいぐるみ(くまのプーさん風) ¥20

・経年等による汚れなどがあります。
・ディズニーのタグあり。
・幅８４cm 高さ７６cm奥行６４cm
  職員が計測したものであり、必ずしも正しい数値ではありません。
※真贋鑑定は行っておりません。

－ ホビー 和歌山市

170 クッション SEGA　涼宮ハルヒの驚愕（後）クッション ¥50

・未使用、色:水色
・ビニール袋に在中（ただし、外装ビニール袋に破れあり）
・縦約３０.５cm、横約３１cm、厚み約４cm
※職員が計測したものであり、必ずしも正しい数値ではありません。

－ ホビー 和歌山市

171 衣服 水色Tシャツ（TAITO とある科学の超電磁砲） ¥100
・未使用
・プラスチックケース入り
・男性用フリーサイズ

－ ホビー 和歌山市

172 クロス
デラックスマルチクロス（バンプレスト　コードギアス反逆
のルルーシュR２） ¥300

・未使用
・縦約１９０㎝、横約１１０㎝
・ビニール袋に在中

－ ホビー 和歌山市

173 プラモデル RX-７８-２　ガンダム Ver.Ka（カトキハジメバージョン） ¥1,500

●公売財産は展示している物のみです。
・設計図無（組立説明書無）
・部品欠品無
・１/１００スケール

－ ホビー 和歌山市

174 パソコン用ゲームソフト ブルーフロウ（DVD-ROM） ¥10
・取扱説明書付き、紙箱あり
・対応OS：Windows９８SE/ME/２０００プロフェッショナル/XP（home/
pro)

未 ホビー 和歌山市

175 携帯ゲーム用ケース PS VITAケース ¥100 ・PS VITA用ケース(赤) － ホビー 和歌山市

176 ゲーム機① Play Station３(CECH-２１００A １２０G) ¥1,000

●公売財産に隠れた瑕疵（故障など）があっても現所有者及び執行
機関は担保責任を負いませんのでご注意ください。
●付属品は展示している物のみです。
・CECH-２１００A:外箱あり・説明書なし
 ・ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK３)１個
・電源コード１本
・AVケーブ ル１本
・USBケーブル１本
●職員が簡単な動作確認済
※本体から異音が聞こえます。

済 ホビー 和歌山市

177 ゲーム機② Nintendo ３DSLL ホワイト ¥3,000

Nintendo ３DSLL ホワイト
付属品：シリコンケース、SDカード(２GB)
※充電器・タッチペン・説明書は付属していません。
※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 ホビー 岩出市

178 ゲーム機とソフトのセット Nintendo DSi LL ・KONAMI ラブプラス+ ¥1,000 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 ホビー
和歌山
地方税

回収機構

179 ゲームコントローラー プレイステーション３対応ゲームコントローラー ¥1,800

・リアルアケード Pro.V３ SA
・箱なし
・塗装にはげがあります。
・簡単な動作確認はしました。

済 ホビー 和歌山市

180 財布 長財布　ルイ・ヴィトン ¥4,000 中古品のため使用感があります。内側のカード入れ等に傷みがあり
ます。箱・保証書はありません。

－
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

181 ベルト COACH　 ¥5,000 箱あり。若干の使用感があります。
男性用。

-
貴金属
ブランド

品金券等
有田川町

182 ネックレス① 純金象嵌ネックレス（スズラン） ¥100 箱あり
※純金象嵌との記載ありますが、真贋鑑定は行っておりません。

-
貴金属
ブランド

品金券等
岩出市

183 ネックレス② 純金象嵌ネックレス（４月　さくら） ¥100 箱あり
※純金象嵌との記載ありますが、真贋鑑定は行っておりません。

-
貴金属
ブランド

品金券等
岩出市

184 ネックレス③ 白水晶 ¥500 ・箱あり（「那谷念珠堂」との記載あり）
※真贋鑑定は行っておりません

-
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

185 腕時計① ROLEX DATEJUST ¥100,000 中古品のため、使用感があり、表面部分に大きな傷があります。真
贋鑑定はしておりませんが、専門業者で動作を確認しています。

済
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

186 腕時計② ROLEX DATEJUST ¥200,000 中古品のため、傷や使用感があります。真贋鑑定はしておりません
が、専門業者で動作を確認しています。

済
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

187 腕時計③ クリスチャーノ・ドマーニ　 ¥500
未使用品、電池なし
ケースつき（蝶番片方故障）
時計店で動作確認済み

済
貴金属
ブランド

品金券等
御坊市



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

188 サングラス①
Ray-Ban　　黒レンズ
ケース付 ¥1,000 真贋鑑定は行っておりません。 －

貴金属
ブランド

品金券等
有田川町

189 サングラス②
Ray-Ban　　透明レンズ
ケース付 ¥1,000 真贋鑑定は行っておりません。 －

貴金属
ブランド

品金券等
有田川町

190 サングラス③ Ray Ban ¥1,000 中古品なので傷・使用感があります。
真贋鑑定は行っておりません。

－
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

191 商品券① ＪＣＢギフトカード ¥9,000 １,０００円×１３枚 －
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

192 商品券② 三井住友VJAギフトカード ¥6,000 １,０００円×８枚 －
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

193 古銭・記念硬貨 古銭・記念硬貨セット ¥3,000

記念硬貨：御在位五十年　１００円　１枚 　昭和５７年５００円　２枚
　　　　　　 瀬戸大橋開通　５００円　１枚
　　　　　　 TSUKUBA EXPO'８５　５００円　１枚
COIN BOOK：硬貨　　インド硬貨・ジュバイ・寛永通宝・十銭
　　　　　　　　　昭和４０年５０円・昭和３０年５０円・昭和３９年１００円
　　　　　　　　　昭和５０年１００円・昭和４０年１００円・PISO
              　  昭和３７年５０円・穴あきコイン　各１枚　１０円　２枚
　　　　　紙幣　１００円札　２枚
　　　　　五十銭札・十銭札・五銭札　BANK INDONESIA５・２５　各１枚

－
貴金属
ブランド

品金券等

和歌山
地方税

回収機構

194 記念硬貨 記念硬貨　　４，９００円分 ¥5,000 中古品、変色・汚れあり －
貴金属
ブランド

品金券等
御坊市

195 カフス　タイピンセット① イブサンローラン風 ¥300 ・外箱付き、ケース付き
※真贋鑑定は行っておりません。

－
貴金属
ブランド

品金券等
和歌山市

196 カフス　タイピンセット② マリオ バレンチノ風 ¥300 ・ケース付き
※真贋鑑定は行っておりません。

－
貴金属
ブランド

品金券等
和歌山市

197 カフス　タイピンセット③ バレンチノガラバーニ風 ¥300
・ケース付き
※真贋鑑定は行っておりません。

－
貴金属
ブランド

品金券等
和歌山市

198 琴セット

琴（１３弦・竜舌に蒔絵風文様有）
琴曲練習教本１０冊
（大日本家庭音楽協会発行・昭和３０年代のもの）
漆塗風教本入箱
琴用布カバー

¥3,000
中古品のため、目立った傷や汚れがあります。
裏板が浮いている箇所があります。
調弦はしていません。

未 大型動産 湯浅町

199 皿セット 佐藤製薬非売品イヤープレート絵皿　計１９枚 ¥1,000

長期間ディスプレイしていたため、傷や汚れがあります。
サイズ大
２０００年 １枚・２００２年 １枚・２００４年 ２枚
サイズ小
２０００年 3枚・２００２年 ３枚・２００３年 ３枚・２００４年 ６枚

－ 日用品 湯浅町

200 空気清浄機 ツインバード工業株式会社製　(AC-４３５４) ¥300
AC-４３５４（年式不明）：外箱あり・説明書あり
職員が確認のために開封を行いました。
未使用品と思われますので動作確認はしておりません。

未 電化製品
和歌山
地方税

回収機構


