
参加団体：小郡市・大刀洗町・筑前町・東峰村・久留米県税事務所・朝倉市・うきは市・久留米市

令和４年11月28日(月)15時まで
＜場所＞

【お問い合わせ先】
（出品団体）

●小郡市　０９４２－７２－２１１１　　　　　　　●大刀洗町
●筑前町　０９４６－４２－６６０４　　　　　　　●東峰村
●福岡県久留米県税事務所　０９４２－３０－１０２７

令和４年11月14日(月)９時～令和４年11月17日(木)17時

他にもこんな出品物があります！
◆プラモデル　◆フィギュア　◆音楽CD　◆キャリーバッグ　◆書籍　◆土鍋　など

＜注意事項＞
・公売物件の詳細、入札に関すること等の詳細は、各市町村にお問い合わせください。
・公売前に滞納が完納になった場合、対象の差押財産は公売中止となります。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、マスクの着用、検温、手指消毒等、皆様のご理解ご協力をお願い
 申し上げます。

★いずれの会場でも全品入札できます。
★出品団体入札会場で現品確認ができます。　※他の会場では展示パネルでの確認になります。

参加団体窓口 期間入札(４日間)

令和４年度

久留米朝倉地区・県市町村合同公売会（期間入札）

総数

４０
点

入札期間

入札場所 公売の方法

代金納付・

物件引渡し

①令和４年11月21日(月)～令和４年11月25日(金)17時

※祝日23日は除く

②令和４年11月28日(月)10時～15時

⇒各出品団体

⇒うきは市役所

０９４２－７７－０１７２

０９４６－７４－２３１１

液晶テレビ32型 3,000円 小石原焼 18,000円 リュック兼用バッグ 2,000円

腕時計 3,000円 スニーカー（NIKE） 13,000円 安野焼4点セット 2,200円



実施
機関

物件
番号

品名
見積価額

（最低公売価格）
物件詳細

401 液晶テレビ３２型 3,000円
アズマ・LE-32HDG100(A)・2018年製、中古品、汚れ・キズあり
（32型・リモコン付、箱・保証書無し、B-CASカード無し）

402 プラモデル 300円
バンダイ　AMX-004 QUBELEY  HG 1/144、未組立、中古品
経年劣化による汚れ、キズあり、箱裏面にペンで文字の記載あり

403 フィギュア 800円
Maisto REAL MOTOR CYCLE1：18
未使用、経年劣化による汚れ、キズあり

404 金屏風 2,000円
幅（全開時）約154㎝、高さ約60㎝、厚み約1.5㎝、重さ約1.4㎏
材質／紙製品、中古品、経年劣化による汚れ、キズあり

405 腕時計 500円
スヌーピー、文字盤のサイズ　約25mm、時計止まっており動作未確
認、バックル金具に緩みあり、箱あり・説明書・保証書無し

406 調味料入れ 500円
スヌーピー、塩・こしょう入れ 高さ：約６cm
つまようじ入れ 高さ：約４cm
皿 横：約13cm  奥行：約7cm　　新品、未使用品ですが汚れあり

601 リュック兼用バッグ 2,000円
EVERWIN　ビジネスバッグ
縦35cm、横33.5cm、開口部12cm（実測値）合皮製
ショルダーベルトのクロス部分に若干のシミのほかには大きな汚れなし

602 ハンドメイドキャンドル 300円 ハンドメイドキャンドル　５個セット

603 真空コンビニカップ 500円
パール金属　真空コンビニカップ（レギュラー）No.HB-1336　２個
未使用品　外径80mm、高さ95mm、容量290ml、ステンレス製

604 B‘ｚアルバムCD「new love」 900円
2019年5月発売　オリジナルTシャツ付属
Tシャツは未使用（フリーサイズ）。CD盤面にキズなし。

605 工具セット 500円
ASTRO PRODUCTS  メガネレンチ（10×12mm）、両口スパナ（14×17mm）、プラスドライ
バー（PH2×100mm）、マイナスドライバー（6×100mm）、プライヤー　その他ビニールテー
プ（幅20ｍm 黒）、ケース（ブランド表記なし）長さ26cm、幅5.5cm、高さ7cm

606 キャリーバッグ 1,500円
LEGEND WALKER　キャリーバッグ（W5082－48）高さ46cm
幅30cm、奥行き23cm（約5cm拡張可）美品、TSAロックの鍵なし

607
任天堂Wii
（ソフト3本セット）

800円
任天堂Wii 　付属品完備　使用感かなりあり
ソフト　Tales Of Symphonia ラタトスクの騎士、Tales Of Graces
戦国BASARA３　　　本体・ソフトとも起動確認済み

608 スタンドミラー 500円
木製枠のスタンドミラー
高さ150㎝、幅35㎝　使用感あり

701 安野焼 大皿 1,600円
径38ｃｍ　高さ4ｃｍ
※キズやむら等が多少ありますので現物をご確認ください。

702
安野焼　湯呑み
4点セット

2,400円
径8ｃｍ　 ふぞろい
※キズやむら等が多少ありますので現物をご確認ください。

703 安野焼　付出皿　4点セット 2,200円
タテ16cm ヨコ7cm 深さ2cm
※キズやむら等が多少ありますので現物をご確認ください。

704
安野焼　急須
2点セット

1,000円
径10cm　高さ6cm
※キズやむら等が多少ありますので現物をご確認ください。

705
安野焼　付出皿
4点セット

1,400円
タテ14cm ヨコ6cm 深さ2cm
※キズやむら等が多少ありますので現物をご確認ください。

706
季刊「のぼろ」
春夏秋冬セット

3,000円
刊行：西日本新聞社出版部　2016年セット　4冊
九州密着の山歩き＆の遊び専門誌　開封状態：未開封

707
「親鸞」激動編
上下巻セット

1,200円
刊行：西日本新聞社　著者：五木寛之
画：山口晃　「完結編連載スタート記念本」の記載あり

令和４年度　久留米朝倉地区・県市町村
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801 小石原焼　花き 18,000円 高さ２７ｃｍ　径２９ｃｍ

802 小石原焼　大皿 5,000円 径３０ｃｍ 中心にキズあり

803 小石原焼　一輪挿し 2,800円 高さ２３ｃｍ　底にキズあり

804
小石原焼　湯呑
２個セット

1,500円 高さ１２ｃｍ　径９ｃｍ　底にキズあり

805
小石原焼　丼ぶり
４個セット

2,800円 径１８ｃｍ　ふぞろい

806 小石原焼　浅鉢 1,800円 径２０ｃｍ

807 小石原焼　浅鉢 2,200円 径２０ｃｍ

808 小石原焼　浅鉢 1,800円 径２０ｃｍ

809 小石原焼　浅鉢　３枚セット 3,600円 径２０ｃｍ　キズあり

810 小石原焼　茶碗　４個セット 2,000円 径１２ｃｍ　ふぞろい

901 腕時計 3,000円
ブランド：Salvatore　Marra　サイズ：約H42×W42×D12mm、重さ約70ｇ（文字盤）黒・ステ
ンレス鋼　(ベルト)レザー　　仕様：クォーツ（電池式）、日付・曜日・24時間表示
箱あり、使用によるキズ・汚れあり

902 スニーカー 13,000円
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ：NIKE（ﾅｲｷ）　※元箱あり　ｻｲｽﾞ：28.5cm
ﾓﾃﾞﾙ： AIR MORE UPTEMPO(ｴｱ ﾓｱ ｱｯﾌﾟ ﾃﾝﾎﾟ)
目立つ場所に傷や擦れ、汚れが見当たらず使用感の少ない美品。

903 抹茶碗 800円
『渓泉』造  抹茶碗,、共箱、共布付、押印あり
直径：約11.5cm、高さ：約7cm　未使用品、目立った傷なく良品

904 土鍋① 500円
蓋柄：魚×カブ　WAKO　TRADING　CO.LTD.製
品番サイズ：H-304　17ｃｍ　箱・説明書付　IH非対応　未使用品

905 土鍋② 500円
蓋柄：青地魚　WAKO　TRADING　CO.LTD.製
品番サイズ：H-304　17ｃｍ　箱・説明書付　IH非対応　未使用品

906 ペア湯呑み 800円
製造元：香蘭社　　口径：約6.7cm　高さ：約8.0cm
箱入り未使用品

907 山茶花小鉢５枚セット 2,000円
製造元：香蘭社　直径：約12.0ｃｍ　高さ：約4.0ｃｍ
金彩、外箱有り　未使用品

908
超耐熱ガラス食器
（パイロセラム）

1,300円
ﾒｰｶｰ：ｲﾜｷ　直径：約17.5cm  高さ：約7.0cm　容量：約２L
外箱・説明書付

909
サニーセット
（ベル＆小物入れ)

800円
ブランド：Guy Laroche(ｷﾞﾗﾛｯｼｭ)　製造元：桃山陶器株式会社
品番：GL-963　サイズ：（ベル）高さ約１２ｃｍ　直径５.３ｃｍ
（小物入れ）高さ約５．５㎝　直径７．０ｃｍ　箱付き未使用品

合同公売会（期間入札）　物品目録

〇各入札会場に入札用紙・入札箱を設置しておりますので、職員にお声かけください。

〇現物確認は出品団体の入札会場でのみ可能です。（他会場分は展示された写真のみです。）下見会は
   実施しません。

〇ブランド名や作者名、焼き物の名称等の記載は、本物であることを保証するものではありません。
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◎日にちによって場所が異なりますのでご注意ください。

うきは市役所

注意事項
ブランド名や作者名、焼き物の名称等の記載は、本物であることを保証するものではありません。
電化製品等についても、動作や品質を保証するものではありません。
出品物は、未使用品であっても、中古品扱いとします。経年劣化や汚れ、傷等がある物件もあります。
現物を確認される場合は、事前に各出品団体までご連絡ください。
公売物件の見積価額(最低公売価額)は、低く設定されています。
返品はできませんので、よく現物を確認し、注意事項に納得の上、入札にご参加ください。
※公売前に滞納が完納になった場合、対象の差押財産は公売中止となります。

物件引渡

◎入札は、一物件につき１回です。
   同じ物件に２枚以上の入札書を投函された場合、いずれの入札書も無効となります。
   また、記入漏れ、記入内容が判別できない場合、金額の訂正も無効となりますので、ご
   注意ください。
◎入札希望の物件を確認し、入札書を記入します。
   入札は、見積価額（最低公売価格）以上の金額で行ってください。
   入札は、参加団体の会場に設置した入札箱に投函する方法で行います。
   入札できる時間は、いずれも９時から17時までとなっています。決められた時間内に
   投函してください。

◎代金納付後、物件を引き渡します。
◎引き渡し場所は、代金納付場所と同様となります。

入　　札

落　　札

代金納付

◎令和４年11月21日（月）10時に開札します。
◎見積価額以上でかつ最高価額の入札者を落札者とします。
◎開札終了後、落札された方に落札決定の連絡をいたします。
※最高価額の入札者が２名以上の場合は、令和４年11月28日（月）10時よりうきは
   市役所にて追加入札を行います。

◎落札者は、令和４年11月28日（月）15時までに、本人確認書類を提示し、公売代金
   （購入代金・現金のみ）を納付してください。その際は印鑑（認印可）をご用意ください。
    納付場所は下記一覧表のとおり

11/21(月)～25(金)17時
※23(祝)を除く

11/28(月)　10時～15時

出品団体
(小郡市・大刀洗町・筑前町・東峰村・久留米県税事務所)

・入札期間は、令和４年11月14日（月）～令和４年11月17日（木）の４日間です。
・入札は、参加団体のどの会場でも行うことができます。

　　合同公売会とは

　公売とは、税金の滞納者から差押えた財産を入札の方法で売却することです。
　合同公売会では、複数の団体の公売を同時に行います。

　　公売会の参加方法

　事前の参加申込は不要です。
　※代理人が入札する場合は、委任状が必要となります。

　　期間入札の流れ


