
【 A-01～12 】車・バイク用品、スポーツ・レジャー用品

【 B-01～24 】家具、家電、工具類

【 C-01～37 】おもちゃ、フィギュア、ゲーム

【 D-01～17 】時計、宝飾品、コレクション

【 E-01～22 】食器、陶器類、酒類

【 F-01～20 】日用品、雑貨、その他

【 物 品 区 分 】

令 和 ３ 年 度 高 知 県
市 町 村 合 同 窓 口 公 売 会

物品カタログ

【 入 札 期 間 】

令和４年１月２４日（月）から

令和４年１月２８日（金）まで



入札にあたって

（記載内容をよくお読みください）

高知県市町村合同窓口公売会運営事務局



１ 入札

（１）この公売は、期間入札の方法により行います。

      定められた期間内に以下の方法で入札してください。

（２）入札にあたっての参加資格は、特に設けておりません

      が，法律により制限されている

      ものについては、入札制限をさせていただいております。

      詳細は（８）をご確認ください。

（３）入札書には下記の事項を記載してください。

　　① 入札の年月日

　　② 物品番号

　　③ 住所・氏名（ふりがな）

　　④ 電話番号（開札時に確実に連絡がつくもの）

　　⑤ 入札金額

　　⑥ 追加入札希望価額

　　※⑤、⑥の金額記入の際は、『￥』マークの記載は必須になります。

（４）物品番号が記入されていないと、入札物品が特定できませんので、

      窓口設置の一覧表等をご確認のうえ、必ず記入をしてください。

（５）入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をせずに新しい入札書を 使用

　　　してください。金額を訂正した入札書は無効となります。

（６）一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更または

      取り消しをすることはできません。

（７）入札者は、同一の物品番号について、２枚以上の入札書を提出すること

　　　はできません。提出した場合は入札書の全てが無効となります。

（８）下記の用件に該当する方は公売財産を買い受けることはできません。

　　① 買受人の制限（国税徴収法第９２条）、公売参加者の制限（国税徴収

　　　 法第１０８条）等により買受人となることができない者

　　② 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合

       で、これらの資格等を有しない者（例：酒類が出品されている場合は、

       ２０歳以上の者の入札でないと認められない　など）

（９）物品のほとんどが中古品となりますので，品質等の保証はできかねま

      す。ノークレームノーリターンでお願いします。事前に物品の確認など

      を希望される場合は，出品団体に直接お問い合わせください。



２ 公売保証金の納付

　　今回の入札に関しては公売保証金の納付は必要ありません。

３ 入札方法

（１）ボールペンを使用し、楷書体で丁寧な文字で記入してください（鉛筆、

      シャープペンシルでの記入は無効と判断します。消えるボールペンなど

      も不可とします）。

      文字や数字が読み取れない場合は、入札が無効と判断されます。

（２）来庁による入札と郵送による入札の２つがあります。

     【来庁入札】窓口で「入札書（裏面）入札書記載例」を受取り、必要事項

      を記載し、用紙を４つ折りにして、入札箱に投函して下さい。

     【郵送入札】窓口で「入札書（裏面）入札書記載例」、「郵送入札案内」

      を受取り、必要事項を記載し、代表団体に郵送して下さい。

      令和４年１月２８日（金）までに代表団体に到着しないと、無効になり

      ますので、郵送は、追跡可能な特定記録郵便をお勧めします。

（３）代理人による入札は認めておりませんので、必ず入札希望者ご本人が入

      札書を記入し、投函又は郵送してください。

（４）入札書は、入札期間の１月２４日から１月２８日の間にのみ入札窓口で

      交付します。事前の交付や、郵送による交付は行いません。

（５）入札期間中以外（閉庁時）の入札は受付できません。

（６）入札書は返還いたしません。

４ 開札

   開札は２月２日（水曜日）午後１時に，当公売会の代表団体である高幡広域

   市町村圏事務組合租税債権管理機構にて職員（公売事務担当を除く）立ち会

   いの上で行います。

５ 最高価申込者の決定

（１）物品番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者

      を、最高価申込者として決定します。最高価申込者の決定は、公売財産

      が課税財産であるか否を問わず、入札書の「入札価額」欄に記載された

      金額により行います。

（２）最高価申込者に決定した方にのみ、開札後2日以内に出品団体より、電話



      にてお知らせいたします。最高価以外の方には連絡いたしません。

（３）電話による連絡は、開庁時間内の午前９時～午後５時ごろを目安に行い

      ますので、受電の際には、必ず応答してください。やむをえず応答でき

      ない場合は、折り返しの連絡をしてください。

（４）電話番号の誤記入により連絡がつかない場合、連絡に応答いただけない

      場合は、落札決定を取り消す場合があります。

（５）複数の出品団体の物品を落札された場合は、出品団体ごとに連絡が入る

      こととなり、出品団体ごとに今後の手続きについてご確認いただく必要

      があります。

６ 追加入札

　　開札の結果、最高価申込者となるべき方が二人以上いる場合には、その方

    同士により追加入札を行います。

    追加入札は、２月２日（水曜日）の開札後に行います。

    追加入札においてもなお同額となった場合は、「くじ」による抽選となり

    ます。抽選については、当公売会の代表団体である高幡機構において自動

    抽選を行うこととなります。

（１）追加入札については、入札の際にあらかじめ追加入札希望価格を記載し

      ていただき、その額により追加入札を行うこととします。

（２）追加入札希望価格については，最高価が同額となった際に必要となりま

      すので、入札価格以上の金額を記載してください。記載のない場合は、

      入札価格と同額で追加入札したこととみなします。

７ 買受代金の納付及び物品の引渡し

（１）物品を落札された方は、指定の納付期限である２月１０日（木曜日）の

      午後２時３０分までに、買受代金の全額を納付していただく必要があり

　　　ます。納付の方法については、出品団体の指示に従ってください。

（２）落札物品については，原則として窓口での直接引き渡しになります。遠

　　　方等のため窓口への来庁が困難な場合には、出品団体にお問い合わせの

　　　上、受け取り方法を確認してください。

（３）落札代金支払い後は、物品の所有権及び危険負担は買受人に移ります。

　　　その後生じた損害の負担は、買受人が追うこととなりますので、事情に

　　　より物品の郵送（宅配）や保管が必要な場合は、買受人の責任において

　　　出品団体と打ち合わせを行ってください。



（４）物品の引渡し時には、本人確認が必要となります。必要書類や確認方法

      については、出品団体の指示に従ってください。

（５）物品により権利移転が必要なものについては、物品を受け取った後、速

　　　やかに手続きを行ってください。

　　　その手続き及び費用負担は買受人が行う必要があります。手続き内容に

　　　ついては、出品団体より説明いたします。

（６）物品の引渡しは現況有姿で行います。

（７）買受人は、代金納付後に物品の返還及び買受代金の返還を求めることが

　　　できません。

８ その他

（１）公売物品は市町村税等の滞納者などの財産であり，出品団体の所有する

　　　財産ではありません。

（２）公売物品は「現状有姿」のまま売却しますので、公売物品の種類又は品

　　　質に関する不具合についての責任を負いません。

（３）入札結果（落札価格等）は，入札終了後の一定期間，入札窓口に掲示し

　　　ます。入札結果についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承く

　　　ださい。

（４）公売会において、各注意事項に従わない場合や、意図的に入札を妨害す

　　　る行為、名義貸しによる入札などの公序良俗に反する行為が確認された

　　　場合は、入札を無効とすることに加え、その事実があった後２年間、公

　　　売の参加を制限し、入札させないことがあります。

（５）公売会の運営の妨害および成立の阻止に関する言動、行為が確認された

　　　場合は、その故意、過失を問わず、上記（４）に加え、刑法第９５条等

　　　による罰則が適用されることがあります。なお、入札当事者以外の者に

　　　ついても同様とします。

＜お問い合わせ先＞
（高知県市町村合同窓口公売会 代表団体）

高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構
住所：高知県須崎市山手町１－７
電話：0889-40-0911
担当：井浦、﨑山



以下のとおり入札します。

万 千 百 十 円

万 千 百 十 円

（注）ボールペンを使用し，丁寧に記入してください（金額を訂正したものは，無効となります）

令和３年度 高知県市町村合同窓口公売会

入　　札　　書

※　　　　　年　　　　月　　　　日

（注）※印のある箇所は必ず記入してください

※物品番号 物品名 ※入札価格（税込）

百万 十万

￥ 2 0 3 1A-01
物品一覧

のとおり

十万

￥ 2 7 2

メール

アドレス

5

入

札

者

※住　所 　（例）須崎市山手町１－７

※ふりがな
※電話番号

（必須）※氏　名

※追加入札（入札価格が同

額のとき）の場合の希望価格

※追加入札希望価格（税込）
百万

入札書記載例
入札する日付を
記入してください。

最高価が同額の際に
必要ですので，希望額を
記入してください。

日中に連絡の取れる番号を記
入してください。

高知県内の方は市町村名から記入し
てください。

★入札書は鮮明に記入してください。
★自筆による記入が困難な場合は，窓口の職員にお声かけください。

物品番号を忘れずに記入
してください。

『￥』マークは必ず記入し，桁間違い
のないように注意してください。
※金額を訂正したものは無効となり
ます。



物　　品　　一　　覧　　表

物品番号 出品団体 物　品　名（略称） 見積価格

A-01 安芸機構 ハイエース フロントグリル 1,000円

A-02 いの町 KF ENERGY KFE616(タイヤ)*2 1,500円

A-03 幡多機構 バイクヘルメット（OGK KABUTO EXCEED DELIE、インカム付） 13,000円

A-04 南国機構 ゴルフクラブセット（ARROWTUBEほか） 33,000円

A-05 幡多機構 ゴルフセット（キャロウェイ DIABLO EDGE　他） 30,000円

A-06 幡多機構 ゴルフボール （ぱちんこ冬のソナタ） 2,000円

A-07 黒潮町 シマノ NF BASIS 極翔 1-530＆ＤＡＩＷＡトーナメントZ2500ＬＢＣ 2,400円

A-08 黒潮町 シマノＢＢ-ＸスペシャルＴ1.5 47-53 1,000円

A-09 黒潮町 ＤＡＩＷＡトーナメントパワーメッシュ磯T･1スペシャル1-53 1,200円

A-10 黒潮町 ＤＡＩＷＡ　ＳＺ波濤Ｔ1.5-53 1,000円

A-11 黒潮町 ＤＡＩＷＡトーナメント ＩＳＯＺ2000ＬＢ 1,000円

A-12 黒潮町 ＤＡＩＷＡ　タモ柄 磯玉網45-540Ｍ 1,200円

B-01 安芸機構 ラタンチェアセット 2,000円

B-02 安芸機構 センターテーブル　(ベルネ F) 7,000円

B-03 南国機構 パナソニック VIERA 23型液晶 2012年 TH-L23C5 3,000円

B-04 南国機構 亀山LED シャープ AQUOS　32型 LC-32R5 ブルーレイ/DVDﾃﾞｨｽｸ読込み不能 2011年 4,000円

B-05 幡多機構 50型液晶テレビ グリーンハウス GH-TV50CGE-BK 2021年製 12,000円

B-06 幡多機構 【セット品】 東芝液晶ﾃﾚﾋﾞREGZA32型 &ブルーレイディスクレコーダーVARDIA ※テレビ動作不良あり 2,800円

B-07 安芸機構 液晶カラーテレビ　AQUOS LC-26E8-B [26インチ] 5,000円

B-08 安芸機構 液晶カラーテレビ VIERA TH-L19C3-K [19インチ] 2,000円

B-09 安芸機構 液晶テレビBRAVIA X8500E KJ-55X8500E [55インチ] 12,000円

B-10 いの町 Panasonic TH-L32C2 1,000円

B-11 高幡機構 DVDプレーヤー （アズマDVK-H2270） 500円

B-12 安芸機構 VERTEX ヴァーテックス DVDプレーヤー ブラック DVD-V304BK 700円

B-13 いの町 スピーカーペア（パイオニア　S-X77） 5,000円

B-14 南国機構 東芝 スチームオーブンレンジ 取扱説明書つき 3,000円

B-15 高幡機構 電気ストーブ （SKJ-KT900C） 1,500円

B-16 高幡機構 CLOERスタンダード コーヒーメーカー 3,000円

B-17 高幡機構 シュレッダー （Fellowes B-131C） 3,000円

B-18 高幡機構 フットマッサージャー （THRIVE MD-4220） 1,500円

物品番号（A-04） 公売中止



物　　品　　一　　覧　　表

物品番号 出品団体 物　品　名（略称） 見積価格

B-19 安芸機構 シェイプ　セルピー　EXG2000 1,000円

B-20 いの町 RYOBI刃研ぎグラインダ　CG-11 3,000円

B-21 いの町 RYOBIジスクグラインダ　G-1010H 2,000円

B-22 いの町 ペーパーサンダー粒度#120と材A外径100㎜穴径15㎜ 100円

B-23 いの町 ペーパーサンダー粒度#40と材A外径100㎜穴径15㎜ 100円

B-24 南国機構 YAZAKI機械式自記圧力計　ＥＲ12－24Ｍ 15,000円

C-01 幡多機構 劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編　Blu-ray 完全生産限定版(特典付き) 2,000円

C-02 幡多機構 ラバーストラップ　 「物語」シリーズ　 一番くじ　二点セット 100円

C-03 高幡機構 実戦麻雀牌　黒龍 500円

C-04 四万十市 タミヤプラモデル1/12　フェラーリ641/2（F190） 9,600円

C-05 幡多機構 ドラゴンボールフィギュア　 一番くじ　G賞　 超サイヤ人ブロリー'94 1,200円

C-06 幡多機構 ドラゴンボールフィギュア　 ～とよたろうが描いてみた!!-親子かめはめ波-孫悟空～ 700円

C-07 安芸機構 ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター ESPRESTO est -EXTRA MOTIONS- キリト 黒の剣士ver. 1,000円

C-08 安芸機構 Re:ゼロから始める異世界生活 EXQフィギュア～ラムとレムのスペシャルアソートvol.3～ 1,000円

C-09 安芸機構 Re：ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア 童話シリーズ ラム お菓子の家 500円

C-10 安芸機構 Re：ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア 童話シリーズ レム お菓子の家 500円

C-11 安芸機構 Re:ゼロから始める異世界生活 リミテッドプレミアムフィギュア  “レム” 真夏の太陽Ver 1,000円

C-12 安芸機構 Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア -レム in Milky Way 500円

C-13 安芸機構 Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア -童話シリーズ・レム・人魚姫- 1,000円

C-14 安芸機構 Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア -童話シリーズ・レム・人魚姫- 1,000円

C-15 安芸機構 Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュア -童話シリーズ・レム・人魚姫- 1,000円

C-16 安芸機構 Re:ゼロから始める異世界生活 リミテッドプレミアムサマービーチフィギュア“レム” 800円

C-17 安芸機構 艦隊これくしょん 艦これ 天津風 準備中フィギュア 300円

C-18 安芸機構 艦隊これくしょん 艦これ 駆逐艦 浜風 Ceylon Tea Party SQ フィギュア 300円

C-19 安芸機構 艦隊これくしょん -艦これ- スーパープレミアムフィギュア 時津風 300円

C-20 安芸機構 「劇場版 艦これ」 プレミアムフィギュア“雷” 500円

C-21 安芸機構 Fate/Grand Order サーヴァントフィギュア アサシン/ジャック･ザ･リッパー 700円

C-22 安芸機構 Fate/EXTELLA SPMフィギュア 玉藻の前 900円

C-23 安芸機構 艦隊これくしょん 艦これ 駆逐艦 浦風 Ceylon Tea Party SQ フィギュア 300円

C-24 安芸機構 「劇場版 艦これ」 プレミアムフィギュア“暁” 500円

物品番号（C-04） 公売中止



物　　品　　一　　覧　　表

物品番号 出品団体 物　品　名（略称） 見積価格

C-25 安芸機構 艦隊これくしょん -艦これ- 時雨改二 1/8スケール 2,000円

C-26 安芸機構 艦隊これくしょん -艦これ- スーパープレミアムフィギュア“村雨改” 500円

C-27 安芸機構 艦隊これくしょん -艦これ- スーパープレミアムフィギュア“秋月” 600円

C-28 安芸機構 Fate/Apocrypha スーパープレミアムフィギュア“ルーラー” 1,200円

C-29 安芸機構 PS4 Jet Black 500GB(CUH-1200A) 7,500円

C-30 安芸機構 PS4 Jet Black 500GB(CUH-2000AB01)［社外品コントローラ附属］ 8,000円

C-31 安芸機構 PlayStation 3 (120GB) チャコール・ブラック (CECH-2000A) ［社外品コントローラー・ソフト　セット］ 4,500円

C-32 安芸機構 Nintendo Switch Lite イエロー 11,000円

C-33 高幡機構 Wii Fit バランスボード （任天堂）※専用ソフトなし 300円

C-34 安芸機構 SCARLET NEXUS　外３本（プレステ4） 5,000円

C-35 安芸機構 PSP・PSVITA用ゲームソフト６本セット 2,500円

C-36 安芸機構 PS2用ゲームソフト12本セット 2,500円

C-37 安芸機構 スターオーシャン1 ファースト ディパーチャー(通常版) - PSP 300円

D-01 高幡機構 腕時計CASIO Baby-G （BGA-200 WR10BAR) 100円

D-02 安芸機構 サンゴ原木セット 50,000円

D-03 南国市 念珠本連 　深海珊瑚玉 100,000円

D-04 南国市 半月のかんざし  白シナ海 （珊瑚） 30,000円

D-05 南国市 帯留　-孔雀紋- 　（珊瑚） 70,000円

D-06 南国市 黒珊瑚ネックレス ＆念珠片手略式 30,000円

D-07 南国市 寿神　-シシ- 　（珊瑚） 100,000円

D-08 南国市 小根付十二支　- 端午の節句 - 98,000円

D-09 南国市 タイピン桃珊瑚 十二支　-子- 50,000円

D-10 南国市 小根付 ガーネット珊瑚  -無病息災-30　 2,400円

D-11 南国市 小根付 ガーネット珊瑚  -無病息災-31　 2,400円

D-12 南国市 小根付ヒメ珊瑚  -無病息災-33 3,000円

D-13 南国市 小根付白珊瑚  -無病息災-　34　 3,000円

D-14 南国市 小根付ヒメ珊瑚  -無病息災-35 3,600円

D-15 南国市 小根付ヒメ珊瑚  -無病息災-36 3,600円

D-16 南国市 小根付白珊瑚  -無病息災-37 3,600円

D-17 安芸機構 グリーティング切手シート　ドラえもん 350円



物　　品　　一　　覧　　表

物品番号 出品団体 物　品　名（略称） 見積価格

E-01 南国機構 不二家ペコちゃんなんでもプレート1枚　未使用 300円

E-02 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君マグ3セット① 未使用 1,300円

E-03 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君マグ3セット② 未使用 1,300円

E-04 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君マグ3セット③ 未使用 1,300円

E-05 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君マグ3セット④ 未使用 1,300円

E-06 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君おまけセット⑤ 未使用 900円

E-07 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君マグ1セット⑥ 未使用 1,000円

E-08 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君マグ1セット⑦ 未使用 1,000円

E-09 南国機構 不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪のマー君マグ1セット⑧ 未使用 1,000円

E-10 高幡機構 コーヒータイムセット （NARUMI） 5,000円

E-11 高幡機構 ビールジョッキ （SUPER"DRY"）5本セット① 1,000円

E-12 高幡機構 ビールジョッキ （SUPER"DRY"）5本セット② 1,000円

E-13 高幡機構 ビールジョッキ （SUPER"DRY"）5本セット③ 1,000円

E-14 安芸市 有田焼【清秀】金襴手古伊万里・急須と蓋付茶器（茶托付）３客揃い 300円

E-15 安芸機構 アペックスハート 天ぷら食器セット 300円

E-16 いの町 BOSSオリジナルタンブラー５個セット 500円

E-17 南国機構 横幅42cm花瓶？と花柄灰皿 1,500円

E-18 高幡機構 いいちこ25度 （900ml×3本）セット① 1,500円

E-19 高幡機構 いいちこ25度 （900ml×3本）セット② 1,500円

E-20 高幡機構 いいちこ25度（900ml×2本） 鏡月25度（700ml×1本）ｾｯﾄ 1,300円

E-21 高幡機構 黒霧島25度 （900ml×3本）セット 1,500円

E-22 高幡機構 無手無冠 ダバダ火振25度 （栗焼酎）1本 1,000円

F-01 南国機構 【ジャンク】防災用品9点セット 300円

F-02 幡多機構 貝殻　レディースバッグ 900円

F-03 幡多機構 メンズ財布（LEINASEN） 3,000円

F-04 いの町 レコード　狂気（ピンクフロイド） 1,000円

F-05 いの町 レコード　白いレガッタ（ポリス） 500円

F-06 いの町 レコード　モアスペシャルズ（スペシャルズ） 500円

F-07 いの町 レコード　おせっかい （ピンクフロイド） 1,000円

F-08 いの町 レコード　クリームの素晴らしき世界（エリック・クラプトン） 1,500円



物　　品　　一　　覧　　表

物品番号 出品団体 物　品　名（略称） 見積価格

F-09 いの町 レコード　スローハンド（エリック・クラプトン） 1,500円

F-10 いの町 レコード　永遠の詩（レッドツェッペリン） 1,000円

F-11 いの町 レコード　ジス・イヤーズ・モデル（エルヴィス・コステロ） 1,500円

F-12 いの町 レコード　オフザ・ウォール（マイケル・ジャクソン） 500円

F-13 いの町 ミニレコード　ヴーレ・ヴー（アバ） 500円

F-14 いの町 ミニレコード　悲しきフェルナンド（アバ） 500円

F-15 いの町 ミニレコード　白いパラソル（松田聖子） 300円

F-16 いの町 ミニレコード　ダンシング・シスター（ノーランズ） 500円

F-17 いの町 ミニレコード　一恵（山口百恵） 500円

F-18 いの町 ミニレコード　ボディ・ランゲージ（ザ・ドゥーリーズ） 300円

F-19 いの町 ミニレコード　愛すれど悲し（オリビアニュートンジョン） 300円

F-20 いの町 ミニレコード　チキチータ（アバ） 500円



品　　名 ハイエース フロントグリル 品　　名 KF ENERGY KFE616(タイヤ)*2

見積価格 ¥1,500物品番号 A-01 見積価格 ¥1,000 物品番号 A-02

電話 0887-37-9688 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質

状態：中古品
使用歴は不明ですが、中古品として出品しております。
トヨタ ハイエース 純正 フロント メッキグリル
ラジエーターグリル
品番：53100-26330

形状・品質
中古品ですが、未使用です。
保存状態は比較的良好と思われます。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 バイクヘルメット
（OGK KABUTO EXCEED DELIE、インカム付）

品　　名 ゴルフクラブセット（ARROWTUBEほか）

見積価格 ¥33,000物品番号 A-03 見積価格 ¥13,000 物品番号 A-04

電話 0880-34-1301 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体
幡多広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構
出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県四万十市中村山手通19

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質
フラットカモイエロー、Mサイズ
インカムの動作確認はおこなっておりません。
中古品のため、キズや汚れがあります。

形状・品質
ドライバー1本、ウッド3本、アイアン10
本、パター1本
全体的に使用感あり

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ

公売中止



品　　名 ゴルフセット（キャロウェイ DIABLO EDGE　他） 品　　名 ゴルフボール（ぱちんこ冬のソナタ）

見積価格 ¥2,000物品番号 A-05 見積価格 ¥30,000 物品番号 A-06

電話 0880-34-1301 電話 0880-34-1301

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体
幡多広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構
出品団体

幡多広域市町村圏事務組合
租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県四万十市中村山手通19

問合せ先
住所 高知県四万十市中村山手通19

形状・品質

クラブ：キャロウェイ11本、オデッセイ1本
その他：ゴルフバッグ（キャロウェイ　シルバー　9型　口枠5
分割　フードカバーなし）、ヘッドカバー6点、ゴルフボール
（未使用9個、使用済み5個）、ゴルフティー各種
中古品のため、キズや汚れがあります。

形状・品質
サイン入り、箱付き、SUPER NEWING
iV330、未使用6個

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名
シマノ NF BASIS 極翔 1-530＆ＤＡＩＷＡ
トーナメントＺ2500ＬＢＣ

品　　名 シマノＢＢ-ＸスペシャルＴ1.5　47-53

見積価格 ¥1,000物品番号 A-07 見積価格 ¥2,400 物品番号 A-08

電話 ０８８０-４３-２８１６ 電話 ０８８０-４３-２８１６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 黒潮町 出品団体 黒潮町

問合せ先
住所 高知県幡多郡黒潮町入野５８９３番地

問合せ先
住所 高知県幡多郡黒潮町入野５８９３番地

形状・品質
中古品のため、傷や汚れあり使用感があり
ます。
写真に写っているものすべてになります。

形状・品質
中古品のため、傷や汚れあり使用感があり
ます。
写真に写っているものすべてになります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名
ＤＡＩＷＡトーナメントパワーメッシュ磯
Ｔ･1スペシャル1-53

品　　名 ＤＡＩＷＡ　ＳＺ波濤Ｔ1.5-53

見積価格 ¥1,000物品番号 A-09 見積価格 ¥1,200 物品番号 A-10

電話 ０８８０-４３-２８１６ 電話 ０８８０-４３-２８１６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 黒潮町 出品団体 黒潮町

問合せ先
住所 高知県幡多郡黒潮町入野５８９３番地

問合せ先
住所 高知県幡多郡黒潮町入野５８９３番地

形状・品質
中古品のため、傷や汚れあり使用感があり
ます。
写真に写っているものすべてになります。

形状・品質
中古品のため、傷や汚れあり使用感があり
ます。
写真に写っているものすべてになります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 ＤＡＩＷＡトーナメントＩＳＯＺ2000LB 品　　名 ＤＡＩＷＡ　タモ柄 磯玉網45-540Ｍ

見積価格 ¥1,200物品番号 A-11 見積価格 ¥1,000 物品番号 A-12

電話 ０８８０-４３-２８１６ 電話 ０８８０-４３-２８１６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 黒潮町 出品団体 黒潮町

問合せ先
住所 高知県幡多郡黒潮町入野５８９３番地

問合せ先
住所 高知県幡多郡黒潮町入野５８９３番地

形状・品質
中古品のため、傷や汚れあり使用感があり
ます。
写真に写っているものすべてになります。

形状・品質
中古品のため、傷や汚れあり使用感があり
ます。
写真に写っているものすべてになります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 ラタンチェアセット 品　　名 センターテーブル　(ベルネ F)

見積価格 ¥7,000物品番号 B-01 見積価格 ¥2,000 物品番号 B-02

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品
2脚セット、クッション付き。
商品在庫として残っていたもので、長期間保管していたものです。
付属のクッションには「INTELLECT LIFE」のロゴが記載されています。
外縁部の一番太い部材は直径約3.5cmの太さです。
画像に写っていない傷・汚れ等がある場合がございます。

形状・品質

状態：中古品
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、
汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。
サイズ：幅120×奥行60×高さ32.5cm
重量　：約30.74kg

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
パナソニック VIERA 23型液晶 2012年
TH-L23C5

品　　名
亀山LED シャープ AQUOS 32型 LC-32R5
ブルーレイ/DVDﾃﾞｨｽｸ読込み不能 2011年

見積価格 ¥4,000物品番号 B-03 見積価格 ¥3,000 物品番号 B-04

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1
南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質

B-CASカード無し
中古品のため、経年によるキズ等あり
リモコン付き（電池交換蓋にテープ貼付あり）
起動動作のみ確認済み

形状・品質

B-CASカード無し
中古品のため、経年によるキズ等あり
リモコン付き
起動動作確認済み、ディスク読込み不能

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名 グリーンハウス　50型液晶テレビ 品　　名
【セット品】東芝  液晶ﾃﾚﾋﾞREGZA32型

&ﾌﾞﾙｰﾚｲﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰVARDIA※ﾃﾚﾋﾞ動作不良あり

見積価格 ¥2,800物品番号 B-05 見積価格 ¥12,000 物品番号 B-06

電話 0880-34-1301 電話 0880-34-1301

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体
幡多広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構
出品団体

幡多広域市町村圏事務組合
租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県四万十市中村山手通19

問合せ先
住所 高知県四万十市山手通19

形状・品質

型番：GH-TV50CGE-BK　2021年製
中古品のため、キズや汚れがあります。
miniB-CASカードはありません。
通電確認済。動作確認はできていません。

形状・品質

・東芝液晶テレビ32型 REGZA 32A1S　2011年製※テレビ内蔵スピーカー
からの音声出力不可。ﾍｯﾄﾞﾎﾝ、外部接続ｽﾋﾟｰｶｰ等での音声出力は可能で
す。映像出力は確認済です。B-CASｶｰﾄﾞはありません。
・東芝ﾌﾞﾙｰﾚｲﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰVARDIA　D-B305K（HDD容量320GB）2010年
製※HDD、DVD、Blu-ray内映像の再生動作確認済です。
　中古品のため、キズや汚れがあります。全ての機能についての動作確認
はおこなっておりません。ご承知のうえご入札ください。

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名
液晶カラーテレビ　AQUOS LC-26E8-B

[26インチ]

見積価格 ¥2,000物品番号 B-07 見積価格 ¥5,000 物品番号 B-08

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品
通電確認済み
簡易な清掃は行いましたが、使用していたためリモコンや画面
等に汚れ等が見受けられます。
内容物：本体、電源ケーブル、リモコン

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可

品　　名
液晶カラーテレビ VIERA TH-

L19C3-K [19インチ]

形状・品質

状態：中古品   通電確認済み
簡易な清掃は行いましたが、使用していたためリモコンや
画面等に汚れ等が見受けられます。
互換性があると思われるリモコンが付属されていますが
動作に不良があります。



品　　名
液晶テレビBRAVIA X8500E KJ-55X8500E

[55インチ]
品　　名 Panasonic TH-L32C2

見積価格 ¥1,000物品番号 B-09 見積価格 ¥12,000 物品番号 B-10

電話 0887-37-9688 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質

状態：中古品
通電確認済み
簡易な清掃は行いましたが、使用していたためリモコンや画面等に
汚れ等が見受けられます。
内容物：本体、電源ケーブル、リモコン

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
付属品として、リモコンがあります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 DVDプレーヤー（アズマDVK-H2270） 品　　名
VERTEX ヴァーテックス DVDプレーヤー ブ

ラック DVD-V304BK

見積価格 ¥700物品番号 B-11 見積価格 ¥500 物品番号 B-12

電話 0889-40-0911 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

（中古品）
【外形寸法（W×H×D）】・22.5×20.0×4.5cm
【本体質量】・830g（付属品：リモコン含む）
※AV/HDMIケーブル及び取扱説明書は付属しておりません。
※電源の入切、動作の確認はしておりますが、全ての機能の動作は確認で
きておりませんので、完動品ではない可能性をご了承のうえご入札くださ
い。

形状・品質

状態：中古品

通電確認済み
付属品不足有：AVケーブル

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可



品　　名 スピーカーペア（パイオニア　S-X77） 品　　名 東芝 スチームオーブンレンジ 取扱説明書つき

見積価格 ¥3,000物品番号 B-13 見積価格 ¥5,000 物品番号 B-14

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質

形名：ER-V60
電源：AC100V　50/60Hz共用
外形寸法：幅48㎝×奥行39㎝×高さ32.5㎝
中古品のため使用感、汚れ等あり

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名 電気ストーブ（SKJ-KT900C） 品　　名 CLOERスタンダードコーヒーメーカー

見積価格 ¥3,000物品番号 B-15 見積価格 ¥1,500 物品番号 B-16

電話 0889-40-0911 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質

（中古品）
【外形寸法（W×D×H）】・27.3×27.3×65.0cm
【本体質量】・3.8kg
・メーカー：エスケイジャパン株式会社
※電源の入切、動作の確認はしておりますが、全ての機能の動作は確認で
きておりませんので、完動品ではない可能性をご了承のうえご入札くださ
い。

形状・品質

（未使用品）
【外形寸法（W×H×D）】・31×15×25.5
【本体質量】・約2.5㎏
・大容量1.2ℓのコーヒーメーカー
・動作確認なし

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 シュレッダー（Fellowes B-131C） 品　　名 フットマッサージャー（THRIVE MD-4220）

見積価格 ¥1,500物品番号 B-17 見積価格 ¥3,000 物品番号 B-18

電話 0889-40-0911 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質

（中古品）
【外形寸法（W×H×D）】・565×350×260mm
【本体質量】・約11kg
・電源:AC100V(50Hz/60Hz共用)
・消費電力:230W(50Hz)/240W(60Hz)
・連続使用可能時間：10分
・最大細断枚数：13枚(50Hz)/12枚(60Hz)

形状・品質

（中古品）
【外形寸法（W×D×H）】・約44cm×約28cm×約20cm
（パッケージ寸法）約44.4cm×約31.4cm×約20.7cm
【本体質量】・約3.2kg（※パッケージ含む質量：約3.6kg）
※電源の入切、動作の確認はしておりますが、全ての機能の動作は確認で
きておりませんので、完動品ではない可能性をご了承のうえご入札くださ
い。

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ（相談可） 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 シェイプ　セルピー　EXG2000 品　　名 RYOBI刃研ぎグラインダ　CG-11

見積価格 ¥3,000物品番号 B-19 見積価格 ¥1,000 物品番号 B-20

電話 0887-37-9688 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質

状態：中古品

通電確認済み
簡易な清掃は行いましたが外箱及び本体に汚れ等が見受
けられます。

形状・品質
中古品のため、傷や汚れがあります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 RYOBIジスクグラインダ　G-1010H 品　　名 ペーパーサンダー粒度#120と材A外径100㎜穴径15㎜

見積価格 ¥100物品番号 B-21 見積価格 ¥2,000 物品番号 B-22

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、傷や汚れがあります。
動作確認はできていません。

形状・品質 中古品のため、傷や汚れがあります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 ペーパーサンダー粒度#40と材A外径100㎜穴径15㎜ 品　　名 YAZAKI機械式自記圧力計 ＥＲ12－24Ｍ

見積価格 ¥15,000物品番号 B-23 見積価格 ¥100 物品番号 B-24

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質 中古品のため、傷や汚れがあります。 形状・品質

製品型式：ＥＲ12－24Ｍ
型式：24分用
製造番号：00000132
別途マノメーターによる検査が必要

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名
劇場版「鬼滅の刃」無限列車編　Blu-ray

完全生産限定版（特典付き）
品　　名

「物語」シリーズ
一番くじ　ラバーストラップ　二点セット

見積価格 ¥100物品番号 C-01 見積価格 ¥2,000 物品番号 C-02

電話 0880-34-1301 電話 0880-34-1301

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体
幡多広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構
出品団体

幡多広域市町村圏事務組合
租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県四万十市山手通19

問合せ先
住所 高知県四万十市山手通19

形状・品質

・劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
Blu-ray完全生産限定版
・購入特典色紙（細かなへこみあり）
・店舗別購入特典　ミニタオル
※すべて未開封品となります

形状・品質

・一番くじ「物語」シリーズ～暦ト愉怪ナ彼女達～
K賞ラバーストラップ「臥煙伊豆湖」
・一番くじ「物語」シリーズ～暦ト愉怪ナ彼女達～
K賞ラバーストラップ「死屍累生死郎」
※未使用品と思われますが、細かなキズや汚れがあります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 実戦麻雀牌　黒龍 品　　名
タミヤプラモデル1/12　フェラーリ641/2

（F190）

見積価格 ¥9,600物品番号 C-03 見積価格 ¥500 物品番号 C-04

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 四万十市収納対策課

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県四万十市中村大橋通4-10

形状・品質

（中古品）ミニサイズ麻雀牌
【サイズ】
　・約22×17×2.5cm（ケースに収納した状態）
　※内容物は写真の通りです。

形状・品質

＊保護シートを巻かれている状態のため、箱の中身の
　確認はしておりません。
＊箱に経年による汚れ、色あせが見られます。
＊真贋鑑定はしていません。
＊他状態については写真をご参考ください。
＊物件サイズ：幅61ｃｍ、高さ10ｃｍ、奥行き36ｃｍとなります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 ・出品団体への直接引き取り可
・宅配便等着払い送付可

電話 0889-40-0911 電話 0880-35-5552（直通）

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

公売中止



品　　名
ドラゴンボールフィギュア

一番くじ　G賞　超サイヤ人ブロリー'94
品　　名 ドラゴンボールフィギュア

とよたろうが描いてみた!!-親子かめはめ波-孫悟空

見積価格 ¥700物品番号 C-05 見積価格 ¥1,200 物品番号 C-06

電話 0880-34-1301 電話 0880-34-1301

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体
幡多広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構
出品団体

幡多広域市町村圏事務組合
租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県四万十市山手通19

問合せ先
住所 高知県四万十市山手通19

形状・品質 未開封品 形状・品質 中古品のため、キズや汚れがあります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名
ソードアート・オンライン

インテグラル・ファクター ESPRESTO est
-EXTRA MOTIONS- キリト 黒の剣士ver.

品　　名
Re:ゼロから始める異世界生活

 EXQフィギュア
～ラムとレムのスペシャルアソートvol.3～

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入っていたままの
状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
※内容物には、目立った汚れ・傷はありません。

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入っていたままの
状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
※内容物には、目立った汚れ・傷はありません。

見積価格 ¥1,000物品番号 C-07 見積価格 ¥1,000 物品番号 C-08

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
Re：ゼロから始める異世界生活
SSSフィギュア 童話シリーズ

ラム お菓子の家
品　　名

Re：ゼロから始める異世界生活
SSSフィギュア 童話シリーズ

レム お菓子の家

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入っていたままの
状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
※内容物には、目立った汚れ・傷はありません。

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入っていたままの
状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
※内容物には、目立った汚れ・傷はありません。

見積価格 ¥500物品番号 C-09 見積価格 ¥500 物品番号 C-10

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュ

ア -レム in Milky Way

見積価格 ¥500物品番号 C-11 見積価格 ¥1,000 物品番号 C-12

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入ってい
たままの状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。※内容物には、
目立った汚れ・傷はありません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可

品　　名
Re:ゼロから始める異世界生活

リミテッドプレミアムフィギュア
 “レム” 真夏の太陽Ver

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入っていたままの
状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
※内容物には、目立った汚れ・傷はありません。



品　　名
Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュ

ア -童話シリーズ・レム・人魚姫-
品　　名

Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュ
ア -童話シリーズ・レム・人魚姫-

見積価格 ¥1,000物品番号 C-13 見積価格 ¥1,000 物品番号 C-14

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入ってい
たままの状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。※内容物には、
目立った汚れ・傷はありません。

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入ってい
たままの状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。※内容物には、
目立った汚れ・傷はありません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
Re:ゼロから始める異世界生活 SSSフィギュ

ア -童話シリーズ・レム・人魚姫-

見積価格 ¥800物品番号 C-15 見積価格 ¥1,000 物品番号 C-16

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入ってい
たままの状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。※内容物には、
目立った汚れ・傷はありません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可

品　　名
Re:ゼロから始める異世界生活

リミテッドプレミアムサマービーチ
フィギュア“レム”

形状・品質

状態：未使用

撮影のため箱から一度だしていますが、包装等は箱に入っていた
ままの状態から手を加えておりません。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。※内容物には、
目立った汚れ・傷はありません。



品　　名
艦隊これくしょん 艦これ 天津風 準備中

フィギュア
品　　名

艦隊これくしょん 艦これ 駆逐艦 浜風
Ceylon Tea Party SQ フィギュア

見積価格 ¥300物品番号 C-17 見積価格 ¥300 物品番号 C-18

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
艦隊これくしょん -艦これ-

スーパープレミアムフィギュア 時津風
品　　名

「劇場版 艦これ」 プレミアムフィギュア
“雷”

見積価格 ¥500物品番号 C-19 見積価格 ¥300 物品番号 C-20

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
Fate/Grand Order サーヴァントフィギュア

アサシン/ジャック･ザ･リッパー
品　　名 Fate/EXTELLA SPMフィギュア 玉藻の前

見積価格 ¥900物品番号 C-21 見積価格 ¥700 物品番号 C-22

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
艦隊これくしょん 艦これ 駆逐艦 浦風

Ceylon Tea Party SQ フィギュア
品　　名

「劇場版 艦これ」 プレミアムフィギュア
“暁”

見積価格 ¥500物品番号 C-23 見積価格 ¥300 物品番号 C-24

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

形状・品質

状態：中古品

家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられませんでした
が、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合があります。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
艦隊これくしょん -艦これ-

時雨改二 1/8スケール
品　　名

艦隊これくしょん -艦これ-
スーパープレミアムフィギュア“村雨改”

形状・品質

状態：中古品  パーツ不足あり
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられません
でしたが、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合
があります。

形状・品質

状態：中古品
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられません
でしたが、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合
があります。

見積価格 ¥500物品番号 C-25 見積価格 ¥2,000 物品番号 C-26

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
艦隊これくしょん -艦これ-

スーパープレミアムフィギュア“秋月”
品　　名

Fate/Apocrypha
スーパープレミアムフィギュア“ルーラー”

形状・品質

状態：中古品
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられません
でしたが、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合
があります。

形状・品質

状態：中古品
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
簡易な清掃を行い目立ったキズ等は見受けられません
でしたが、汚れ（色落ち、細かいキズ）等がある場合
があります。

見積価格 ¥1,200物品番号 C-27 見積価格 ¥600 物品番号 C-28

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名 PS4 Jet Black 500GB(CUH-1200A)

見積価格 ¥8,000物品番号 C-29 見積価格 ¥7,500 物品番号 C-30

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品

通電確認済み
外箱無・使用感、キズ、汚れ有
内容物：本体、電源ケーブル、HDMIケーブル

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可

品　　名
PS4 Jet Black 500GB(CUH-2000AB01)

［社外品コントローラ附属］

形状・品質

状態：中古品  通電確認済み  ディスク読込確認済み
キズ、汚れ有、ディスク排出に難有
内容物：本体、電源ケーブル、HDMIケーブル×２
HORIPAD FPS PLUS for PlayStation4 ブルー
　　　　　　　　　　（社外品コントローラー）



品　　名
PlayStation 3 　チャコール・ブラック

［社外品コントローラー・ソフト　セット］ 品　　名 Nintendo Switch Lite イエロー

見積価格 ¥11,000物品番号 C-31 見積価格 ¥4,500 物品番号 C-32

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品(120GB)(CECH-2000A)
通電確認済み
ディスク読込確認済み
外箱無・使用感、キズ、汚れ有
内容物：本体、電源ケーブル、HORIPAD3 MINI（社外品コントローラー）
DEAD OR ALIVE 5　LAST　ROUND（ソフト）

形状・品質

状態：中古品
通電確認済み
ソフト読込確認済み
使用感、キズ、汚れ有
内容物：本体、電源ケーブル

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名 Wii Fit バランスボード（任天堂）※専用ソフトなし 品　　名 SCARLET NEXUS　外３本（プレステ4）

見積価格 ¥5,000物品番号 C-33 見積価格 ¥300 物品番号 C-34

電話 0889-40-0911 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

（中古品）
【外形寸法（W×H×D）】・52.5×33.5×8.5cm　（パッケージ）
【本体質量】・4.4kg　（パッケージ含む）
※取扱説明書は付属なし。また、プレイするにはWii本体が必要です。
※Wiiバランスボードのみの電源の入切の確認はしておりますが、Wii本体と
専用ソフトを使用した全ての機能の動作は確認できておりませんので、完
動品ではない可能性をご了承のうえご入札ください。

形状・品質

状態：中古品　読込確認済み
簡易な清掃は行いましたがパッケージ、ディスクにキズ、
汚れ等が見受けられます。
ディスクの状態を詳しく確認されたい場合はメールで
写真をお送りしますので出品団体の問い合わせ先まで
ご連絡ください。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可



品　　名 PSP・PSVITA用ゲームソフト６本セット 品　　名 PS2用ゲームソフト12本セット

見積価格 ¥2,500物品番号 C-35 見積価格 ¥2,500 物品番号 C-36

電話 0887-37-9688 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。
（備考）ディスクの状態を詳しく確認されたい場合はメールで写真をお送り
しますので出品団体の問い合わせ先までご連絡ください。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

状態：中古品  PSP（読込確認済み） PSVITA（読込未確認）
簡易な清掃は行いましたがパッケージ、ディスクに汚れ等が見受けられます。
1.スーパーロボット大戦A PORTABLE   2.イースvs.空の軌跡 オルタナティブ・サーガ
3.実況パワフルプロ野球2013   4.ゴッドイーター2 レイジバースト
5.Fate hollow ataraxia   6.トトリのアトリエ Plus〜アーランドの錬金術士2〜
ディスクの状態を詳しく確認されたい場合はメールで写真をお送りしますので出品団体の
問い合わせ先までご連絡ください。

形状・品質

状態：中古品
簡易な清掃は行いましたがパッケージ、ディスクに汚れ等が見受けられます。
1.スーパーロボット大戦 IMPACT   2.第3次スーパーロボット大戦α 終焉の銀河へ
3.スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATION   4.スーパーロボット大戦OG外伝
5.スーパーロボット大戦Z   6.スーパーロボット大戦Zスペシャルディスク
7.鋼の錬金術師 翔べない天使   8.ワンピース ランドランド！
9.テイルズオブシンフォニア   10.実況パワフルプロ野 11
11.ガンダム シードデスティニー   12.レガイア デュエルサーガ
※1・7・9・11のソフトについては読込できませんでした。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可

出品団体への直接引き取り可



品　　名
スターオーシャン1

ファースト ディパーチャー(通常版) - PSP
品　　名 腕時計CASIO Baby-G（BGA-200 WR10BAR)

見積価格 ¥100物品番号 C-37 見積価格 ¥300 物品番号 D-01

電話 0887-37-9688 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質

状態：中古品
簡易な清掃は行いましたがパッケージ、ディスクに汚れ等がございます。
読込確認済
ディスクの状態を詳しく確認されたい場合はメールで写真をお送りします
ので出品団体の問い合わせ先までご連絡ください。

形状・品質

（中古品）
【外形寸法（W×H×D）】・43.2×36×13.4mm
【本体質量】・42g
・バンド：樹脂・シリコンバンド
・ムーブメント：クォーツ・電池式
・文字盤形：スクエア・正方形
・電池切れのため、動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



外径　約14.5㎝

玉直径　約3㎜

※左写真は使用イメージ

品　　名 サンゴ原木セット 品　　名 念珠本連　深海珊瑚玉

見積価格 ¥100,000物品番号 D-02 見積価格 ¥50,000 物品番号 D-03

電話 0887-37-9688 電話 ０８８－８８０－６５５４

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 南国市

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

形状・品質

状態：未使用

天然物ですので、フ、ス、キズはあります。
血赤珊瑚（生木）×４　　　重さ：１６g（4.26匁）
血赤珊瑚（枯木）×２　　　重さ：３０g（8匁）
血赤珊瑚（枯木）石付き　　重さ：１０９ｇ
【真贋鑑定】　　有識者の意見聴取
※血赤珊瑚原木であるとのことです。

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用
保証書付
※参考店頭価格160,000円

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ）



全長　約17.5㎝

玉直径　約13ｍｍ

全幅　約22mm

全高　約24mm

品　　名 半月のかんざし 白シナ海（珊瑚） 品　　名 帯留　-孔雀紋-　（珊瑚）

見積価格 ¥70,000物品番号 D-04 見積価格 ¥30,000 物品番号 D-05

電話 ０８８－８８０－６５５４ 電話 ０８８－８８０－６５５４

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国市 出品団体 南国市

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格110,000円

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格110,000円

配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ） 配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ）



ネックレス　外径　  約14.1㎝

　　　　 　 玉直径　約8ｍｍ

数珠　　    外径    約11㎝

　　　　  　玉直径　約6ｍｍ
※左写真は使用イメージ

台座　直径　約4㎝

猪（大）全長　約20ｍｍ

猪（小）全長　約16ｍｍ

品　　名 黒珊瑚ネックレス＆念珠片手略式 品　　名 寿神　-シシ-　（珊瑚）

見積価格 ¥100,000物品番号 D-06 見積価格 ¥30,000 物品番号 D-07

電話 ０８８－８８０－６５５４ 電話 ０８８－８８０－６５５４

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国市 出品団体 南国市

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格50,000円

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用
保証書付
※参考店頭価格195,000円

配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ） 配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ）



全長　約46ｍｍ

全高　約22ｍｍ

全長　約54ｍｍ

※左写真は使用イメージ

品　　名 小根付十二支　- 端午の節句 - 品　　名 タイピン桃珊瑚十二支　-子-

見積価格 ¥50,000物品番号 D-08 見積価格 ¥98,000 物品番号 D-09

電話 ０８８－８８０－６５５４ 電話 ０８８－８８０－６５５４

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国市 出品団体 南国市

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格160,000円

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格95,000円

配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ） 配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ）



全長（紐含む）約85ｍｍ

瓢箪　約10ｍｍ

全長（紐含む）約85ｍｍ

瓢箪　約10ｍｍ

品　　名 小根付ガーネット珊瑚 -無病息災-30 品　　名 小根付ガーネット珊瑚 -無病息災-31

見積価格 ¥2,400物品番号 D-10 見積価格 ¥2,400 物品番号 D-11

電話 ０８８－８８０－６５５４ 電話 ０８８－８８０－６５５４

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国市 出品団体 南国市

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格4,000円

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格4,000円

配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ） 配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ）



全長（紐含む）約85ｍｍ

瓢箪　約12ｍｍ

全長（紐含む）約85ｍｍ

瓢箪　約12ｍｍ

品　　名 小根付ヒメ珊瑚-無病息災-33 品　　名 小根付白珊瑚 -無病息災-　34

見積価格 ¥3,000物品番号 D-12 見積価格 ¥3,000 物品番号 D-13

電話 ０８８－８８０－６５５４ 電話 ０８８－８８０－６５５４

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国市 出品団体 南国市

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格5,000円

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格5,000円

配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ） 配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ）



全長（紐含む）約85ｍｍ

瓢箪　約13ｍｍ

全長（紐含む）約85ｍｍ

瓢箪　約13ｍｍ

品　　名 小根付ヒメ珊瑚 -無病息災-35 品　　名 小根付ヒメ珊瑚 -無病息災-36

見積価格 ¥3,600物品番号 D-14 見積価格 ¥3,600 物品番号 D-15

電話 ０８８－８８０－６５５４ 電話 ０８８－８８０－６５５４

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国市 出品団体 南国市

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格6,000円

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格6,000円

配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ） 配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ）



全長（紐含む）約85ｍｍ

瓢箪　約13ｍｍ

品　　名 小根付白珊瑚 -無病息災-37 品　　名 グリーティング切手シート　ドラえもん

見積価格 ¥350物品番号 D-16 見積価格 ¥3,600 物品番号 D-17

電話 ０８８－８８０－６５５４ 電話 0887-37-9688

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国市 出品団体 安芸租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市大埇甲２３０１番地

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

形状・品質

新品・未使用品
土佐珊瑚使用

※参考店頭価格6,000円

形状・品質

状態：未使用

家庭内保存なので汚れがあります。

80円切手5枚 額面400円

配送の可否 直接引き取りまたはゆうパック（着払いのみ） 配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可



品　　名
不二家ペコちゃんなんでもプレート1枚　未
使用

品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君マグ3セット① 未使用

見積価格 ¥1,300物品番号 E-01 見積価格 ¥300 物品番号 E-02

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1
南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質

プレートのサイズ：直径約16㎝×高さ約3㎝
箱のサイズ：約16㎝×16㎝×高さ3㎝
裏面に「有田焼　華山窯　ＦＵＪＩＹＡ」と記載あり
経年劣化によるキズ等あり

形状・品質
2015年×3枚、2016年×3枚
マグカップ3セット
経年劣化によるキズ等あり

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君マグ3セット② 未使用

品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君マグ3セット③ 未使用

見積価格 ¥1,300物品番号 E-03 見積価格 ¥1,300 物品番号 E-04

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1
南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質
2015年×3枚、2016年×3枚
マグカップ3セット
経年劣化によるキズ等あり

形状・品質
2015年×3枚、2016年×3枚
マグカップ3セット
経年劣化によるキズ等あり

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君マグ3セット④ 未使用

品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君おまけセット⑤ 未使用

見積価格 ¥900物品番号 E-05 見積価格 ¥1,300 物品番号 E-06

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1
南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質
2015年×3枚、2016年×3枚
マグカップ3セット
経年劣化によるキズ等あり

形状・品質
2020年×5枚、2016年×1枚
雪のマー君の帽子に欠けあり、おまけ程度

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君マグ1セット⑥ 未使用

品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君マグ1セット⑦ 未使用

見積価格 ¥1,000物品番号 E-07 見積価格 ¥1,000 物品番号 E-08

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 ０８８－８５５－６７７６

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1
南国オフィスパークセンター308-11

形状・品質
2015年×5枚、2018年×1枚
マグカップ1セット
経年劣化によるキズ等あり

形状・品質
2015年×2枚、2016年×2枚、2020年×2
枚、マグカップ1セット
経年劣化によるキズ等あり

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名
不二家ペコちゃんXﾏｽプレート6枚＋雪の
マー君マグ1セット⑧ 未使用

品　　名 コーヒータイムセット（NARUMI）

見積価格 ¥5,000物品番号 E-09 見積価格 ¥1,000 物品番号 E-10

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質
2015年×2枚、2016年×2枚、2020年×2
枚、マグカップ1セット
経年劣化によるキズ等あり

形状・品質

（中古品）
【外形寸法（W×H×D）】・32.5×29.5×12.0cm （パッケージ）
【サイズ】・カップ：口径約9cm×高さ7cm　ソーサー：約15cm
【本体質量】・2.1kg （パッケージ含む）
・メーカー：鳴海製陶株式会社
※未使用ですが、汚れやキズ等がある場合がありますので、ご承知のうえ
ご入札ください。

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ（相談可）



品　　名 ビールジョッキ（SUPER"DRY"）5本セット① 品　　名 ビールジョッキ（SUPER"DRY"）5本セット②

見積価格 ¥1,000物品番号 E-11 見積価格 ¥1,000 物品番号 E-12

電話 0889-40-0911 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質
（中古品）
【商品について】・ビールジョッキ（SUPER"DRY"）5本セット
【サイズ】・1本あたり：口径約8㎝×横約11.5㎝×高さ約16.5㎝
【本体質量】・1本あたり：約740g　（※5本セット：約3,700g ）

形状・品質
（中古品）
【商品について】・ビールジョッキ（SUPER"DRY"）5本セット
【サイズ】・1本あたり：口径約8㎝×横約11.5㎝×高さ約16.5㎝
【本体質量】・1本あたり：約740g　（※5本セット：約3,700g ）

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名 ビールジョッキ（SUPER"DRY"）5本セット③ 品　　名
有田焼【清秀】金襴手古伊万里・急須と蓋付茶器
（茶托付）３客揃い

見積価格 ¥300物品番号 E-13 見積価格 ¥1,000 物品番号 E-14

電話 0889-40-0911 電話 0887-35-1007

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 安芸市

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4-40

形状・品質
（中古品）
【商品について】・ビールジョッキ（SUPER"DRY"）5本セット
【サイズ】・1本あたり：口径約8㎝×横約11.5㎝×高さ約16.5㎝
【本体質量】・1本あたり：約740g　（※5本セット：約3,700g ）

形状・品質

中古品のため、使用による傷や汚れあり。
急須　口径7.5cm　幅12.5cm　全長16.5cm
　　　蓋含む高さ10cm　（※職員による採寸です）
湯呑　口径8.5cm　高さ5.8cm　蓋幅10cm
　　　蓋含む高さ8cm　茶托径10cm

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 アペックスハート　天ぷら食器セット 品　　名 BOSSオリジナルタンブラー５個セット

見積価格 ¥500物品番号 E-15 見積価格 ¥300 物品番号 E-16

電話 0887-37-9688 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 安芸租税債権管理機構 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県安芸市寿町2-8（安芸市総合社会福祉センター1階） 

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質

状態：中古品

箱に入った状態で保管されていました。撮影のため箱から一度だしています。
家庭内保存なので箱の傷やへこみがあります。
内容物には、目立った汚れ・傷はありません。
【天ぷら皿×2  直径23cm 深さ4cm】【つゆ皿×5  直径12.5cm 深さ5cm】
【つゆ入×1　高さ12cm 口の大きさ6cm】【箸×1　長さ33cm】

形状・品質
中古品ですが、保存状態は比較的良好と思
われます。

配送の可否 宅配便等着払い送付可
出品団体への直接引き取り可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 横幅42cm花瓶？と花柄灰皿 品　　名 いいちこ25度（900ml×3本）セット①

見積価格 ¥1,500物品番号 E-17 見積価格 ¥1,500 物品番号 E-18

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質

花瓶サイズ：横約42cm×奥行約20cm×高さ約28cm
灰皿サイズ：直径約22㎝×高さ約5cm
灰皿裏面に「陶峰」の記載あり
全体的に経年劣化によるキズ等あり

形状・品質
未開封（いいちこ25度、内容量900ml×3本）
※20歳未満の方は入札できません。

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名 いいちこ25度（900ml×3本）セット② 品　　名
いいちこ25度（900ml×2本）
鏡月25度（700ml×1本）ｾｯﾄ

見積価格 ¥1,300物品番号 E-19 見積価格 ¥1,500 物品番号 E-20

電話 0889-40-0911 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質
未開封（いいちこ25度、内容量900ml×3本）
※20歳未満の方は入札できません。 形状・品質

未開封（いいちこ25度、内容量900ml×2本）
未開封（鏡月25度、内容量700ml×1本）
※20歳未満の方は入札できません。

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名 黒霧島25度（900ml×3本）セット 品　　名 無手無冠 ダバダ火振25度（栗焼酎）1本

見積価格 ¥1,000物品番号 E-21 見積価格 ¥1,500 物品番号 E-22

電話 0889-40-0911 電話 0889-40-0911

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 高幡租税債権管理機構 出品団体 高幡租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

問合せ先
住所 高知県須崎市山手町１番７号

形状・品質
未開封（黒霧島25度、内容量900ml×3本）
※20歳未満の方は入札できません。 形状・品質

未開封（ダバダ火振25度、内容量900ml）
※20歳未満の方は入札できません。

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ



品　　名 【ジャンク】防災用品9点セット 品　　名 貝殻　レディースバッグ

見積価格 ¥900物品番号 F-01 見積価格 ¥300 物品番号 F-02

電話 ０８８－８５５－６７７６ 電話 0880-34-1301

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 南国・香南・香美租税債権管理機構 出品団体
幡多広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構

問合せ先
住所 高知県南国市蛍が丘1丁目1番地1

南国オフィスパークセンター308-11
問合せ先

住所 高知県四万十市山手通19

形状・品質
ABO－32　旭電機化成株式会社
全体的に経年劣化によるキズ等あり

形状・品質

寸法（約）　61ｃｍ（たて）×22ｃｍ（よこ）
中古品のため、キズや汚れがあります。
※寸法については当機構職員が計測した値となってお
り、ストラップ部分を含みます。

配送の可否 出品団体への直接引き取りのみ 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 メンズ財布（LEINASEN） 品　　名 レコード　狂気（ピンクフロイド）

見積価格 ¥1,000物品番号 F-03 見積価格 ¥3,000 物品番号 F-04

電話 0880-34-1301 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体
幡多広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構
出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県四万十市中村山手通19

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質

寸法（約）　12ｃｍ（たて）×21ｃｍ（よこ）×5.5ｃ
ｍ（奥行き）、ストラップ19ｃｍ
中古品のため、キズや汚れがあります。
※寸法については当機構職員が計測した値となっており
ます。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 レコード　白いレガッタ（ポリス） 品　　名 レコード　モアスペシャルズ（スペシャルズ）

見積価格 ¥500物品番号 F-05 見積価格 ¥500 物品番号 F-06

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 レコード　おせっかい（ピンクフロイド） 品　　名 レコード　クリームの素晴らしき世界（エリック・クラプトン）

見積価格 ¥1,500物品番号 F-07 見積価格 ¥1,000 物品番号 F-08

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 レコード　スローハンド（エリック・クラプトン） 品　　名 レコード　永遠の詩（レッドツェッペリン）

見積価格 ¥1,000物品番号 F-09 見積価格 ¥1,500 物品番号 F-10

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 レコード　ジス・イヤーズ・モデル（エルヴィス・コステロ） 品　　名 レコード　オフザ・ウォール（マイケル・ジャクソン）

見積価格 ¥500物品番号 F-11 見積価格 ¥1,500 物品番号 F-12

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 ミニレコード　ヴーレ・ヴー（アバ） 品　　名 ミニレコード　悲しきフェルナンド（アバ）

見積価格 ¥500物品番号 F-13 見積価格 ¥500 物品番号 F-14

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 ミニレコード　白いパラソル（松田聖子） 品　　名 ミニレコード　ダンシング・シスター（ノーランズ）

見積価格 ¥500物品番号 F-15 見積価格 ¥300 物品番号 F-16

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 ミニレコード　一恵（山口百恵） 品　　名 ミニレコード　ボディ・ランゲージ（ザ・ドゥーリーズ）

見積価格 ¥300物品番号 F-17 見積価格 ¥500 物品番号 F-18

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可



品　　名 ミニレコード　愛すれど悲し（オリビアニュートンジョン） 品　　名 ミニレコード　チキチータ（アバ）

見積価格 ¥500物品番号 F-19 見積価格 ¥300 物品番号 F-20

電話 ０８８－８９３－１１１８ 電話 ０８８－８９３－１１１８

各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。 各出品団体のホームページにも出品物の写真等を掲載しています。

出品団体 いの町 出品団体 いの町

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

問合せ先
住所 高知県吾川郡いの町１７００番地１

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

形状・品質
中古品のため、使用感があります。
動作確認はできていません。

配送の可否 宅配便等着払い送付可 配送の可否 宅配便等着払い送付可


