
平成 30年度第１回
宮崎市動産窓口公売

・入札期間

１月２１日（月）８時３０分～１月２５日（金）１７時１５分

＊入札時間は入札期間の開庁時間（８:３０～１７:１５）

・場所

宮崎市納税管理課窓口 （市役所第３庁舎３階）

宮崎市税務部納税管理課
宮崎市橘通西一丁目１番１号

電話番号 （０９８５）２１－１７４１
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動産窓口公売の概要

公 売 の 方 法 入札（別紙に記載する売却区分ごとに売却する）

入 札 の 期 間

平成３１年１月２１日（月） ８時３０分から

平成３１年 1月２５日（金）１７時１５分まで

＊追加入札時は、平成３１年１月３０日 10時 00分～10時 5分
公 売 の 場 所 宮崎市役所 納税管理課

公 売 財 産 の 表 示 別紙のとおり
公 売 保 証 金 別紙のとおり

見 積 価 額 別紙のとおり

売 却 決 定 の 日 時 平成３１年１月２８日（月）１１時００分

＊追加入札時は、追加入札終了後

売 却 決 定 の 場 所 宮崎市役所 納税管理課

買受代金納付期限 平成３１年１月３０日（水）１４時３０分

買受人についての資格その他の要件

１ 国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は買受人となることはできません。

２ 入札時間は入札の期間の開庁時間とします。

３ 一度行った入札は、変更または取り消しはできません。

４ 公売財産は現状での引き渡しとなります。

５ 買受代金納付の前に、公売財産に係る市税の完納の事実が証明されたときは、公売を中止す

る場合があります。

６ 買受代金を納付した時に所有権が買受人に移転します。危険負担も同時に移転するので、買

受代金納付後に発生した財産の破損、焼失等による損害の負担は買受人が負うことになりま

す。

配当を受けることができる者の権利の申出について

この公売財産の換価代金について配当を受けることができる債権、抵当権、先取特権、留

置権等の権利を有する者は、売却決定日の前日までに債権現在額申立書により、その内容を

申し出てください。なお、債権現在額申立書の用紙は納税管理課 特別滞納整理係に用意して

あります。

お問い合わせ先 納税管理課特別滞納整理係 ☎０９８５－２１－１７４１（内線）２１２４

2



① 注意事項

入札される方は、あらかじめ公売物件の現況を確認した上で入札してくだ

さい。なお、入札時間は入札の期間の開庁時間（８：３０～１７：１５）と

なります。

② 入札書について

の制限

いったん入札した入札書は入札期間内であっても、引換え、変更又は取消

しをすることができません。入札書を提出する前に、もう一度誤りはないか

金額等を訂正していないかよく確かめてください。

誤りなどがあった場合は、訂正しないで新しい入札書に書き直して入札し

てください。

なお、同一人物が、同一売却区分の公売財産に重複して２枚以上の入札書

を提出すると、いずれの入札も無効となります。

③ 開札の方法
入札書は、入札を締め切った後、公告で指定した売却決定日時までに、立

会人の立会のもと、開札します。

④ 公売保証金 公売保証金は、国税徴収法１００条（見積価額５０万円以下不要）により

不要とします。

⑤ 最高価申込者の

決定

見積価額以上の入札者のうち、最高の価額による入札者を最高価申込者と

して決定します。

⑥ 追加入札とくじ

開札の結果、最高価申込者となるべき者が２名以上の場合は、それらの者

で更に追加入札を行いますが、それでもなお入札の価額が同じときはくじで

最高価申込者を決定します。ただし、追加入札の入札価額は当初の入札価額

以上であることが必要です。

⑦ 消費税について 落札された場合、消費税は落札金額に含まれています。

⑧ 売却決定の取り

消し等

公売財産に係る市税の完納の事実が買受代金納付前に証明されたときは、

その売却決定を取り消します。

その他、買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないとき、偽り

の名義で買受申込をしたことなどにより、最高価申込者の決定を取り消した

場合等は、その売却決定を取り消します。

⑨ 権利移転の時期 買受人は、買受代金を完納した時に、原則として公売財産を取得します。

⑩ 危険負担移転の

時期

公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額が納付されたときに買受人に

移転します。したがって、買受代金納付後に生じた公売財産のき損・盗難・

焼失等による損害は買受人が負担することになります。

⑪ 公売財産の引渡
公売財産を落札された場合は、指定された納期限までに宮崎市納税管理課

窓口にて代金の全額をお支払いください（現金一括払いのみ）。その場で公売

財産を引き渡しいたします。郵送は受付できません。

⑫ その他

公売広報内の公売財産明細書については、画像は職員がデジタルカメラで

撮影したもので、撮影時の状況やパソコン画面の設定により実際の色合い等

とは異なる場合があります。また明細書内に特別記載のない限り、真贋鑑定

はしておりません。物品に対する苦情、交換、返却は一切お受けできません

ので、実物を確認してからの入札をお勧めします。
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【単位：円】

売却区
分番号

物 件 名 見積価額
公売

保証金

1 ～風強い季節の強い味方～　ジェミールフラン　シャンプーＨ 1,440 0

2 ～目指せ『さらツヤ』！～　ジェミールフラン　シルキーシャイニー 1,800 0

3 ～目指せ『うるツヤ』！～　ジェミールフラン　ジューシーグロッシー 1,800 0

4 ～香りの変化も楽しんで！～　ルッチ　フラッフィラテ 1,080 0

5 ～さらさらスルン髪を目指すあなたへ～　ジェミールフラン　メルティバター 1,200 0

6 ～ヘアケア＋ハンドケア～　ジェミールフラン　メルティバターバーム 1,200 0

7 ～格調高い和室への必須インテリア～　屋久杉　龍置物 1,000 0

8 ～寒い日に酌み交わす熱い一杯～　さつま焼セット（おちょこ３つ、とっくり１つ） 800 0

9 ～朝食やおやつ作りに大活躍！～　マルチホットサンドメーカー 980 0

10 ～漢字で書くと「在処離れ｣～　焼酎　あくがれ　初留取り 1,400 0

11 ～平成最後のゴルフに！～　ゴルフクラブセット（１３本） 2,500 0

12 ～不動の一品～　ピトンさお立て 200 0

13 ～私は硬派～　ダイコー製 石鯛用ロッド 500 0

14 ～私は軟派～　ヤエン用ロッド（ＨＩＢＩＫＩ　ＹＡＥＮ－ＤＸ　５００Ｍ） 800 0

15 ～あなたを守ります～　ロッドケース 600 0

16 ～こんな古銭、見たことないこっせん？～　古銭　７点セット 300 0

17 ～新しい時代が始まる前に～　記念硬貨セット 2,800 0

18 ～あなたのお部屋もおしゃれな古民家風に大変身！！～　タンス（木製）・こげ茶 1,000 0

19 ～ちょうどよい収納が欲しい方へ～　タンス（木製）・うす茶 1,000 0

20 ～使い方は無限大～　壷 500 0

21 ガスライター 2,000 0

22 ＢＡＴＴＬＥ　ＦＩＥＬＤ１（ＰＳ４ソフト） 2,000 0

23 Ｎｅｗ　みんなのＧＯＬＦ（ＰＳ４ソフト） 2,000 0

24 ＣＡＬＬ　ＯＦ　ＤＵＴＹ（ＰＳ４ソフト） 2,000 0

25 ＰＳ３セット 10,000 0

26 タオルセット　今治（赤・緑）　 400 0

27 バスタオル　今治（オーガニック）　 400 0

28 タオルセット　今治（煌）　 400 0

29 タオルセット　ＭＹ　ＮＥＩＧＨＢＯＲ　ＴＯＴＯＲＯ 400 0

30 タオルセット　c'est bien　 300 0

31 タオルセット　ラクシズム 300 0

32 タオルセット　黒田征太郎 300 0

33 スニーカー　adidas　neo　comfort footbed 1,000 0

34 東芝ＣＤラジオ 1,000 0

35 三菱　ハンディスチーマ 500 0

36 ヤマハ　バイク　（改造品） 50,000 0

37 ホンダ　バイク　（改造品） 10,000 0

公売財産一覧表

公売中止
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売却区分番号 1 見積価額 1,440円

物　件
～風強い季節の強い味方～

ジェミールフラン　シャンプーＨ

詳細情報

株式会社ミルボン

軟毛向け。
ピュアピオニーを基調としたフルーツとグリーンの香り高めのシャンプー。

未開封　容量：400ｍｌ
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売却区分番号 2 見積価額 1,800円

物　件
～目指せ『うるツヤ』！～

ジェミールフラン　ジューシーグロッシー

詳細情報

株式会社ミルボン

水分と油分を同時に抱え込み、うるおいのあるまとまりとツヤのある髪へと導くヘ
アトリートメント。

ピュアピオニーにバニラやローズ感をプラスした香り。

未開封　容量：400ｇ
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売却区分番号 3 見積価額 1,800円

物　件
～目指せ『さらツヤ』！～

ジェミールフラン　シルキーシャイニー

詳細情報

株式会社ミルボン

キューティクルを整え、絡まない髪へと導くヘアトリートメント。
ピュアピオニーにフルーツとホワイトフローラル感をプラスした香り。

未開封　容量：400ｇ
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売却区分番号 4 見積価額 1,200円

物　件
～さらさらスルン髪を目指すあなたへ～
ジェミールフラン　メルティバター

詳細情報

株式会社ミルボン

未開封。クリームタイプのヘアトリートメント。
さらさら髪を希望する方向け。ピュアピオニーの香り。

未開封　容量：100ｇ
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売却区分番号 5 見積価額 1,200円

物　件
～ヘアケア＋ハンドケア～

ジェミールフラン　メルティバターバーム

詳細情報

株式会社ミルボン

固形タイプのヘアトリートメント。
ハンドクリームとしても使用できる。

しっとりした髪を希望する方向け。ピュアピオニーの香り。

未開封　容量：40ｇ
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売却区分番号 6 見積価額 1,080円

物　件
～香りの変化も楽しんで！～
ルッチ　フラッフィラテ

詳細情報

フォードケア化粧品

ホイップタイプのヘアトリートメント。
ナチュラル系成分を使用。
フルーティドルチェの香り。

時間とともにキュートな香りから大人っぽい香りへ変化。

未開封　容量：150ｍｌ
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売却区分番号 7 見積価額 1,000円

物　件
～格調高い和室への必須インテリア～

屋久杉　龍置物

詳細情報 高さ約２３ｃｍ、幅約４８ｃｍ、奥行約１８ｃｍ（職員計測）
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売却区分番号 8 見積価額 800円

物　件
～寒い日に酌み交わす熱い一杯～

さつま焼セット
（おちょこ３つ、とっくり１つ）

詳細情報
未使用品。箱付。

お猪口の一つについて、外側底部の「薩摩」表示が剥がれている部分あり。
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売却区分番号 9 見積価額 980円

物　件
～朝食やおやつ作りに大活躍！～

マルチホットサンドメーカー

詳細情報

ホットサンドのほか、スティックスイーツ、ワッフルが作れるマルチメーカー。
動作確認は電源が入ることのみ確認済み。

レシピブック・説明書・保証書なし。
TESCOM HSM530

13



売却区分番号 10 見積価額 1,400円

物　件
～漢字で書くと「在処離れ｣～
焼酎　あくがれ　初留取り

詳細情報

未開封。
ラベルに染み有り。

蒸留した際の初垂れの部分だけを使用した限定酒。

富乃露酒造
アルコール度数：40度　容量：300ml
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売却区分番号 11 見積価額 2,500円

物　件
～平成最後のゴルフに！～
ゴルフクラブセット（１３本）

詳細情報

クラブ１３本とバッグのセット。
汚れやメッキの剥げなど、使用感があり。

現物を確認のうえ、ご入札ください。
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売却区分番号 12 見積価額 200円

物　件
～不動の一品～
ピトンさお立て

詳細情報
ピトン部分に錆び有。
使用に伴う傷汚れ有。

公売
中止



売却区分番号 13 見積価額 500円

物　件
～私は硬派～

ダイコー製 石鯛用ロッド

詳細情報

使用感あり。歴史を感じさせます。

Ｖ２ｓｐｅｃｉａｌ５００Ｈ
FULLFIELD
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売却区分番号 14 見積価額 800円

物　件
～私は軟派～

ヤエン用ロッド（ＨＩＢＩＫＩ　ＹＡＥＮ－ＤＸ　５００Ｍ）

詳細情報
使用感あり。

WEIGHT:５－１０号
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売却区分番号 15 見積価額 600円

物　件
～あなたを守ります～
ロッドケース

詳細情報

ピトン　２本
(約40ｃｍ、約80ｃｍ　ケース付き)

使用感あり。
ピトン(約40ｃｍ)はサビあり。

ピトン(約80ｃｍ)は手作り品、サビあり。
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売却区分番号 16 見積価額 300円

物　件
～こんな古銭、見たことないこっせん？～

古銭　７点セット

詳細情報
●古銭（一円札）　二宮尊徳６点
●古銭（５０銭札）板垣退助　１点
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売却区分番号 17 見積価額 2,800円

物　件
～新しい時代が始まる前に～

記念硬貨セット

詳細情報
●天皇御在位５０年（１００円）×３枚
●天皇御在位６０年（５００円）×２枚

●１９９４年アジア競技大会（５００円）×３枚
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売却区分番号 18 見積価額 1,000円

物　件
～あなたのお部屋もおしゃれな古民家風に大変身！！～

タンス（木製）・こげ茶

詳細情報

キズ・汚れ有り。三段に分かれる。
軽トラ１台で運搬可。

高さ１６０cm×横幅１０５cm×厚さ３７cm
（職員計測）
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売却区分番号 19 見積価額 1,000円

物　件
～ちょうどよい収納が欲しい方へ～

タンス（木製）・うす茶

詳細情報

キズ・汚れ有り。三段に分かれる。
着物を収納するスペースあり。

軽トラ１台で運搬可。

高さ１６０cm×横幅１１５cm×厚さ４０cm
（職員計測）
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売却区分番号 20 見積価額 500円

物　件
～使い方は無限大～

壷

詳細情報 壷の底面に「みやのはら」の銘あり。
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売却区分番号 21 見積価額 2,000円

物　件 ガスライター

詳細情報
蓋の開閉と、着火のための火花が散る事は確認済み。

ガスがなく着火については未確認。
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売却区分番号 22 見積価額 2,000円

物　件 ＢＡＴＴＬＥ　ＦＩＥＬＤ１（ＰＳ４ソフト）

詳細情報
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売却区分番号 23 見積価額 2,000円

物　件 Ｎｅｗ　みんなのＧＯＬＦ（ＰＳ４ソフト）

詳細情報
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売却区分番号 24 見積価額 2,000円

物　件 ＣＡＬＬ　ＯＦ　ＤＵＴＹ（ＰＳ４ソフト）

詳細情報
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売却区分番号 25 見積価額 10,000円

物　件 ＰＳ３セット

詳細情報
「みんなのゴルフ６」、「ワンピース　海賊無双」、torne付きのお得な4点セット。

SONY　CECH-4000C
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売却区分番号 26 見積価額 400円

物　件 タオルセット　今治（赤・緑）

詳細情報 ハンドタオル２枚。人気の今治産タオル。
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売却区分番号 27 見積価額 400円

物　件 バスタオル　今治（オーガニック）

詳細情報 バスタオル１枚。人気の今治産タオル。
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売却区分番号 28 見積価額 400円

物　件 タオルセット　今治（煌）

詳細情報 バスタオル１枚、ハンドタオル１枚。人気の今治産タオル。
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売却区分番号 29 見積価額 400円

物　件 タオルセット　ＭＹ　ＮＥＩＧＨＢＯＲ　ＴＯＴＯＲＯ

詳細情報

ウォッシュタオル２枚（34ｃｍ×36ｃｍ）、
フェイスタオル１枚（34ｃｍ×80ｃｍ）のセット。
人気アニメ「となりのトトロ」の綿１００％タオル。

丸眞株式会社
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売却区分番号 30 見積価額 300円

物　件 タオルセット　c'est bien　

詳細情報 綿１００％のバスタオル。

34



売却区分番号 31 見積価額 300円

物　件 タオルセット　ラクシズム

詳細情報

バスタオル１枚、ウォッシュタオル１枚。
撚りの無い「無撚糸」でふわふわの柔らかさを。

高級糸スーピマコットンでベルベットのような風合いに。
綿１００％のタオルセット。
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売却区分番号 32 見積価額 300円

物　件 タオルセット　黒田征太郎

詳細情報
タオルハンカチ×２、ウォッシュタオル×１、
フェイスタオル×１、バスタオル×１。

世界的に活躍するイラストレーター黒田征太郎の綿１００％タオルセット。
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売却区分番号 33 見積価額 1,000円

物　件 スニーカー　adidas　neo　comfort footbed

詳細情報 ２５．５ｃｍ
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売却区分番号 34 見積価額 1,000円

物　件 東芝ＣＤラジオ

詳細情報

電源コード、電池の両方で使用できるため、災害時にも便利！
自動で電源ＯＦＦ「スリープタイマー」機能。

TY-C150　シルバー
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売却区分番号 35 見積価額 500円

物　件 三菱　ハンディスチーマ

詳細情報
衣類をハンガーに吊るしたままシワ伸ばしと同時にホコリも取れる。

綿・麻など伸びにくい素材のシワ伸ばしや、旅行先での小型アイロンとしても便
利。
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売却区分番号 36 見積価額 50,000円

物　件 ヤマハ　バイク　（改造品）

詳細情報

・車体番号４Ａ８－４７２※※※　（ヤマハ　ＸＳ２５０スペシャルと推測されます）
・登録排気量：２４８ｃｃ
・付属品：鍵１本
・平成３０年８月２１日エンジン稼働しましたが、１２月１０日再確認したところ、稼働せず。
・純正でない・欠損している部品も多く、道路交通法の要件を満たしているかの確認はし
　ていませんので、それを踏まえたうえで入札してください。
・エンジン始動はキック式。圧縮有
・燃料コック開放状態で長期保管時、ガソリン漏れ発生（漏れ場所は不明）
・ヘッドライト、テールランプ、ウィンカーの動作確認済（ウィンカースイッチは非防水）、
　いずれも非純正品。ハイ・ロービーム切替できず。
・スピードメーター非純正品（走行距離１２３３４ｋｍ）、タコメーター無、Ｎランプ動作確認済
・ガソリンタンクは非純正品、自家塗装跡あり。タンク内錆びあり
・エアクリーナー、ホーン、フロントフェンダーなし。リアフェンダー短い
・フレームリア側切断され、リアシート無。フロントシートも非純正品
・フロント･リアブレーキともに動作確認済。フロントブレーキはブレーキランプ配線欠損
・マフラー非純正品
・タイヤ前後ともFirestone製（前4.5-18、後5.0-16）ホイルは純正品か不明
・ミラー右側のみ。非純正品
・バッテリー有。キーＯＮ時に灯火類は点灯
・全体的に錆びや傷多い

※入札される場合は、事前に予約の上、現車確認（下見）してください。入札後のクレーム
   などは一切受け付けられませんので、入札前に必ずチェックをお願いします。
※保管場所および現車確認の場所は、宮崎市新別府町です。現車確認は、１／２１（月）
   午前１０時～１／２５（金）午後４時までの間で、事前の予約が必要です。また、買受人は
   保管場所まで引き取りに来ていただきます。
※エンジンが稼動しないため、積み込み可能なトラック等で引き取りにお越しください。
※中古車のため、現車現状優先とさせて頂きます。
※未整備のため、走行される場合は落札者自身で整備等が必要です。
※自賠責平成31年12月のシールが貼られていますが、書類がなく、事実確認できません。
※届出済証なし(県外で登録する場合は、再交付必要）。
※売却決定後、速やかに名義変更等手続きをしてください。なお、名義変更及びその他
   手続きは買受人が行い、費用も買受人の負担になります。
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売却区分番号 37 見積価額 10,000円

物　件 ホンダ　バイク　　（改造品）

詳細情報

・車体番号ＭＡ０２－１００※※※※　（ホンダＣＤ２５０Ｕと推測されます）
・登録排気量：２３３ｃｃ
・付属品：鍵１本
・平成３０年１２月１０日時点でエンジン稼働せず。
・純正でない・欠損している部品も多く、道路交通法の要件を満たしているかの確認は
　していませんので、それを踏まえたうえで入札してください。
・ハンドル非純正品。
・エンジン始動はセル式。ボタンを押すとカチカチと音はしますが、モーター回転せず
・燃料コック開放状態で長期保管時、ガソリン漏れ発生（漏れ場所は不明）
・ヘッドライト、テールランプ、ウィンカーの動作確認済（いずれも非純正品）
　ハイ・ロービーム切替できず
・スピードメーター非純正品（走行距離２１４４ｋｍ、トリップメーター破損）、タコメーター無
・ガソリンタンクは非純正品。「ＳＵＺＵＫＩ」と記載。タンク内錆び有
・エアクリーナー、ホーン、フロントフェンダーなし。リアフェンダー短い
・フレームリア側切断され、リアシート無。フロントシートも非純正品
・フロント･リアブレーキともに動作確認済。フロントブレーキはブレーキランプ連動せず
・マフラー非純正品（フィッシュテールマフラー）
・非純正品と思われるバッテリー有。キーＯＮ時に灯火類は点灯
・全体的に錆びや傷多い

※入札される場合は、事前に予約の上、現車確認（下見）してください。入札後のクレーム
   などは一切受け付けられませんので、入札前に必ずチェックをお願いします。
※保管場所および現車確認の場所は、宮崎市新別府町です。現車確認は、１／２１（月）
   午前１０時～１／２５（金）午後４時までの間で、事前の予約が必要です。また、買受人は
   保管場所まで引き取りに来ていただきます。
※エンジンが稼動しないため、積み込み可能なトラック等で引き取りにお越しください。
※中古車のため、現車現状優先とさせて頂きます。
※未整備のため、走行される場合は落札者自身で整備等が必要です。
※自賠責平成32年8月のシールが貼られていますが、書類がなく、事実確認できません。
※届出済証なし(県外で登録する場合は、再交付必要）。
※売却決定後、速やかに名義変更等手続きをしてください。なお、名義変更及びその他
   手続きは買受人が行い、費用も買受人の負担になります。
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動産公売会場案内

日 時 平成３１年１月２１日（月）～２５日（金） 開庁時間 ８：３０～１７：１５

会 場 宮崎市役所 納税管理課（第３庁舎３階）

公売会場
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入 札 書
平成　　　年　　　月　　　日

入

札

者

以下のとおり入札します。
入札価格（税込）

百万 十万 万 千 百 十 円

住　　所

ふりがな

電話
番号

*売却決定日の日中に連絡のつく番号（携帯電話推奨）

氏　　名

売却区分番号 物件名

*一度行った入札は、変更または取り消しはできませんので、売却区分番号、物件名、金額をよく確認のう
え、入札してください。

                                                                  入札された方へ

（最高価格申込者の決定について）

　開札は１月２８日（月）９時に宮崎市納税管理課にて行いますので、立会できる方は立会をお願いしま
す。
　見積価額以上でかつ最高価額で入札されたか方が、最高価申込者となります。最高価申込者に決定し
た方には、開札日に電話でお知らせいたします。
※最高価申込者以外の方には電話連絡いたしません。開札日に電話での連絡が無い場合は、落札でき
なかったことになります。
※開札の結果、最高価申込者が二人以上いた場合は、その方々により追加入札を行います。追加入札
は、１月３０日（水）１０時～１０時５分に行いますので、再度宮崎市納税管理課へお越しください。

（代金の納付及び物品の引渡しについて）

　物品を落札された場合は、１月３０日（水）１４時３０分までに、宮崎市役所納税管理課窓口で代金の全
額をお支払いください。その場で落札物品を引き渡しいたします。
※お支払いは、現金での一括払のみとします。身分証と印鑑（認め印可）をお持ちください。

（入札結果について）
　入札結果（落札価格等）は、期間入札終了後の一定期間、宮崎市役所納税管理課窓口及び宮崎市
ホームページにて掲示いたします（１月２８日（月）午後掲示予定）。※入札結果の電話等によるお問合せ
には応じかねます。
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