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月 28 日
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税の滞納処分のため、差押えた動産を

                                                    

                            

【お問い

筑後市役所   税務課

みやま市役所  税務課

日（土）

差押えた動産を

入 札

せり売り

                                                    

                            

い合わせ先】

税務課 0942

税務課 0944

（土） 

差押えた動産を公売します

札  13：30

せり売り 14：

                                                    

】 

0942-65-7011

0944-64-1537

公売します！
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1 PS３　ソフト  【torne】 100 41 フェイスタオル 200 81 ガラスコップ　　 100 121 キャンドルセット 500

2 PS３　ソフト  【討鬼伝２】 200 42 脚立（3段） 500 82 小物入れセット 100 122 焼酎ミニボトル① 500

3 PS３　ソフト  【Tales of Berseria】 100 43 遠赤外線ストーブヒーター 1,000 83 フィギュア　 500 123 焼酎ミニボトル② 200

4 ラバーストラップ4個セット【五等分の花嫁】 100 44 姿見 500 84 タオル 100 124 紹興酒 300

5 イラストボード【五等分の花嫁】 100 45 ネクタイピン 500 85 ポーチ 100 125 指輪 500

6 TWICE　CD 【＃TWICE２】 300 46 靴下① 200 86 ダスキン  オイルドリッパー 1,500 126 ビン開けグッズ 200

7 TWICE　CD 【＆TWICE】 200 47 靴下② 200 87 ハンディファン 500 127 ハンカチ 500

8 TWICE　CD 【BDZ TWICE JAPAN 1ST ALBUM】 400 48 靴下③ 200 88 折り畳みチェアー 500 128 ハンカチ扇子セット 500

9 パズル【マクロスΔ翔べ女神　300ピース】 800 49 お皿セット 1,000 89 オムロン  上腕式血圧計 2,000 129 ハンカチ2枚セット① 500

10 桜小鉢揃（5枚入） 300 50 ホットサンドメーカー 800 90 ワンピースフィギュア  SANJI 1,000 130 ハンカチ2枚セット② 500

11 掛軸（風鎮付） 300 51 グラス２個セット 1,500 91 ワンピースフィギュア　CHACOTTE　PUDDING 1,000 131 ハンカチ2枚セット③ 500

12 中古大型時計（SINIX）  【要調整】 500 52 加湿器 1,500 92 CASIO  テプラ 2,500 132 タオルハンカチ2枚セット 300

13 バスタオル(TOKIWA INDUSTRY) 300 53 エアーマッサージャー（レッグリフレ） 3,000 93 TAJIMAセフコンベ  メジャー５.５ⅿ 1,200 133 タオルセット4枚組 700

14 花器① 300 54 弁当箱 700 94 TAJIMAセフコンベ  メジャー５.５ⅿ 1,200 134 風呂敷 200

15 花器② 300 55 オリーブオイルセット 2,000 95 ミネラルエマルジョンクリームクリア① 3,000 135 サスペンダー 300

16 皿（CHIKI CHIC しっきシック HANAE MORI　5枚組） 300 56 タオルセット 1,000 96 ミネラルエマルジョンクリームクリア② 3,000 136 LEDライト 500

17 花器③ 300 57 カーペット 2,000 97 ミネラルエマルジョンクリームクリア③ 3,000 137 急須 500

18 ＤＶＤ内蔵24型テレビ 4,000 58 スープカップ 3,000 98 ミネラルエマルジョンクリームクリア④ 3,000 138 アイコンロ 1,000

19 タワーファン 2,000 59 コーヒーメーカー 4,000 99 ミネラルエマルジョンクリームクリア⑤ 3,000 139 籃胎漆器の盆 1,000

20 三脚（収納ケース付き） 1,200 60 シャワーヘッド 1,500 100 ミネラルエマルジョンゲル① 2,500 140 焼き肉プレート 500

21 掛け時計 500 61 ティーセット 2,000 101 ミネラルエマルジョンゲル② 2,500 141 ペアティーカップ 1,000

22 椅子 1,300 62 ボウル 1,500 102 デュオ ザ クレンジングバーム　ホワイトa① 2,500 142 ハーフ毛布 1,000

23 茶器セット 500 63 角皿 3,000 103 デュオ ザ クレンジングバーム　ホワイトa② 2,500 143 ボア敷パッド 1,000

24 マグカップセット 500 64 ショルダーバッグ① 1,000 104 デュオ ザ クレンジングバーム　ホワイトa③ 2,500 144 切子風花瓶 500

25 ボウルセット 700 65 ハンドバッグ① 1,000 105 デュオ ザ クレンジングバーム　ホワイトa④ 3,000 145 椅子 1,500

26 カップ＆ソーサー　5客セット 300 66 ハンドバッグ② 1,000 106 カナデル プレミアリフトオールインワン① 2,600 146 スチームタジン 300

27 かざり皿 700 67 ショルダーバッグミニ 1,000 107 カナデル プレミアリフトオールインワン② 2,600 147 フットマッサージャー 1,000

28 真空ボトル（500ｍｌ） 300 68 長財布 1,000 108 カナデル プレミアリフトオールインワン③ 2,600 148 空気清浄機 1,000

29 肌布団　2枚セット 1,000 69 真珠様　イヤリング、ネックレスセット 12,000 109 エメリル ザ ヘアオイル　　　 1,500 149 スチームアイロン 1,000

30 タオルケット 300 70 ネックレス、イヤリング、指輪セット 5,000 110 ホットビューラー 2,000

31 綿毛布 500 71 ショルダーバッグ② 1,000 111 ハンドバッグ 1,000

32 ブルーレイディスクプレーヤー 1,500 72 ブローチ 500 112 遠赤グラファイトヒーター 7,000

33 フィギュア　4体セット 500 73 ＪＣＢギフトカード　1,000円×3枚 2,700 113 スチームクリーナー 10,000

34 タオルセット① 500 74 ショルダーバッグ 200 114 脚立 1,000
実施
機関

物件
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物品名
見積価額（円）

（最低公売価格）

35 アクリルニューマイヤー毛布 2,500 75 マグ＆ボウルセット 300 115 双眼鏡 1,000

36 バスタオルセット 700 76 ティーセット 300 116 指輪 100

37 タオルセット② 300 77 レディースオーバーコート 300 117 財布 1,000

38 バスタオル① 100 78 スカート 300 118 エレベーター三脚 1,500

39 タオルセット③ 300 79 つっぱり棒 200 119 腕時計 5,000

40 バスタオル② 200 80 コップセット 200 120 ショルダーバッグ 500

1001 腕時計 6,000

せり売り　14：10～

1003 ４Ｋ液晶テレビ７０型 50,000

みやま市 1002 日立 充電式掃除機

筑
後
市

大
牟
田
県
税

筑
後
県
税

大
牟
田
市

柳
川
市

大川市

大牟田市

入札（13：30～14：00）　　※入札は1回のみです。 入札（13：30～14：00）　　※入札は1回のみです。

大
川
市
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や
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市

広
川
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大
川
市

柳
川
市

八
女
市
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市 13,000


