
【入札展示会場】

     旧　（株）ティーエヌケー　甲府南工場

　　　　 住所：山梨県中央市乙黒158-1

【下見期間】

令和２年１月２０日（月）～令和２年２月１７日（月）まで

時間　9:00～17:00

【入札日】
令和２年２月１８日（火）

【入札会場】
株式会社新明和機工　本社４F

10:00開場  (ご昼食の準備をしております）

13:00入札締め切り　即時開票

（ＦＡＸでの入札は前日17日締切）　

ＦＡＸ入札宛先　：059-364-8737

　【主催社】

　　事務局  TEL：059-361-5505
   　　  　　FAX：059-364-8737

　　　　　ナビ用TEL：055-287-7612

　入札会HP　http://k-smk-nyusatsu.com/

　　＊下見時に機械の試運転をご希望の方は、事前に事務局までご連絡下さい。

　　　当日では対応出来ない場合がございます。
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入札についてのお願い　（必ずお読み下さい）

【１、入札参加資格 】

入札参加資格は機械販売業者に限ります。

入札参加資格者以外の方は、上記業者及び主催社を通じて入札して下さい。

【２、入札方法】

◇このリストに記載の商品は現物有姿のまま、現場渡しといたします。

　 いかなる瑕疵担保責任も負いませんので、ご了承の上入札願います。

◇このリストに記載の価格は最低入札価格ですので、それ未満は無効とし、

　 最低入札価格以上の最高額を落札と致します。

◇入札価格の最低単位は100円と致します。それ未満は無効と致します。

◇落札者様は一切、解約は出来ません。十分にご検討の上、入札願います。

◇入札会場へは入札参加資格者の方のみご入場頂く事が出来ます。

◇FAXでの入札も受付致します。（FAX　059-364-8737　まで）　
　 但し締切は令和２年2月1７日（月）と致します。

【３、御買上代金のお支払について】】

◇御買上代金には消費税（10％）を加算させて頂きます。

◇お支払は、令和２年2月25日（火）までに 下記の銀行口座へお振込み願います。

　 尚、振込手数料は落札者様にてご負担下さい。入金確認後、「物件引取書」を発行させて頂きます。

 〈振込先〉　三重銀行　白子支店
　      　 　   当座      　10457
                   口座名義　株式会社新明和機工

【４、搬出について】】

◇落札物は物件引取書の持参人にお渡し致します。

◇落札物の搬出期間は、令和２年2月1９日（水）～２年３月６日（金）までにお願い致します。

◇入金確認後に発行させて頂く「物件引取書」に、引取日時を記入し、事務局までFAXでご連絡下さい。

◇搬出に際し、現場には天井クレーンなどの設備はございません。

◇引取者は搬出に際し、人員・運搬具・吊具等の備えには万全を期し、安全には十分にご留意下さい。

　 会場係員は積込のお手伝いを致しませんので、あらかじめご了承下さい。

◇機械作動油は落札者様で処理をお願い致します。

【５、輸出に関して】

◇今回御買上頂きました機械類等（以下製品という）を買い受けた方が輸出に使用される場合、

　下記事項についてご留意願います。

・製品を輸出するにあたり輸出先での安全規格、特許、商標での必要となる対応は全て落札者の責任で対応するようにして下さい。

【６、その他】

◇ご連絡事項および変更は会場に掲示致します。

◇ご入札の方は社名入りのゴム印をご持参頂くと便利です。

◇一覧表及び掲示の内容に誤りがありましたらご容赦下さい。現品を優先と致します。

◇その他、お問い合わせがございましたら、事務局までご連絡下さい。

    （TEL：059-361-5505　FAX：059-364-8737）

・製品の全部又は一部を核兵器若しくは化学兵器及び生物兵器並びに、これらを運搬するためのミサイル等の大量破壊兵器又は
　通常兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的を有する者に販売、賃貸、譲渡又は使用許諾等をしないことはもとより、
　当該目的で自ら利用し、又は第三者に利用させないようにしてください。

・物件を輸出等する場合又は非居住者に提供する場合は、「外国為替及び外国貿易法」等の輸出関連法規の定めに従い必要な
　手続きを　お願い致します。なお、米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要になる
　場合も同様として下さい。
・製品の全部又は一部を第三者に販売、賃貸、譲渡又は使用許諾等をする場合、当該第三者に対し、貴社の責任で前2項の定めを
　遵守させるようにしてください。

2 / 16



【下見期間】

令和２年１月２０日（月）～令和２年２月１７日（月）まで
時間　９:００～１７:００ 　　　

【入札日】

令和２年２月１８日（火）

【お支払】

お支払いは、令和２年２月２５日（火）までにお願い致します。

【引取期間】

令和２年２月１９日（水）～令和２年３月６日（金）

１月
日 月 火 水 木 金 土

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

２月
日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

下見 お支払 お支払 お支払 お支払
FAX入札〆切 引取 引取 引取 引取

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

お支払 お支払 お支払
引取 引取 引取

３月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

引取引取 引取 引取 引取 引取

下見 下見 下見 下見 下見下見

入札スケジュール　カレンダー

下見 下見 下見 下見 下見 下見

下見

下見 下見下見 下見 下見 下見 下見

下見

下見 下見 下見

入札日

引取 引取引取 引取

下見 下見 下見下見
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最低入札価格　\3,000,000-

最低入札価格　\3,800,000-

立MC マザック FJV-250型 2002年

立MC マザック FJV-250型 2004年

最低入札価格　\1,500,000-

立MC マザック VCN 410B-Ⅱ型 2007年
最低入札価格　\3,800,000-

横MC マザック H-500型  1998年

立MC マザック MTV-515/40型 1998年

最低入札価格　\2,500,000-
横MC マザック NEXUS5000-Ⅱ型  2011年

最低入札価格　\9,800,000-

最低入札価格　\18 ,000,000- 最低入札価格　\900,000-
立MC マザック MTV-655/60型  2019年 立MC マザック MTV-655/60型  1994年

No.１

No.４

No.５

No.８

No.２

No.３

No.６

No.７
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フライス盤　静岡　VHR-A 三次元測定器 東京精密 SVA1000A-C6型 2011年
最低入札価格　\100,000- 最低入札価格　\900,000-

最低入札価格　\3,000,000- 最低入札価格　\3,000,000-

最低入札価格　\4,000,000-最低入札価格　\3,800,000-

ロボドリル ファナック α-T21iDL型 2004年 ロボドリル ファナック α-T21iDL型 2004年

立MC マザック VCN 410B-Ⅱ型 2011年 立MC マザック VCN 410A型 2004年
最低入札価格　\4,000,000- 最低入札価格　\3,300,000-

ロボドリル ファナックα-D21MiB5型 2017年立MC　OKK　VM-4Ⅲ型　2006年

No.９ No.１０

No.１３

No.１１ No.１２

No.１４

No.１６ No.３０
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No 機械名 メーカー 型   式 年式 仕     様 最低入札価格 備   考

１ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック MTV-655/60型 2019
電源SMOOTH G BT#50
主軸6000rpm ATC-30

¥18,000,000

２ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック MTV-655/60型 1994
電源M-32　BT#50
主軸6000rpm ATC-30

¥900,000

３ 横形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック
HORIZONTAL
CENTER
NEXUS5000-Ⅱ型

2011
電源MATRIX  BT#40
主軸18000rpm
ATC-120　６APC

¥9,800,000

４ 横形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック H-500型 1998
電源M-PLUS　２APC
BT#50 主軸6000rpm
ATC-40

¥2,500,000

５ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック MTV-515/40型 1998
電源640M　BT#40
主軸6000rpm ATC-30

¥1,500,000

６ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック FJV-250型 2002
電源640M　BT#40
主軸12000rpm ATC-30

¥3,000,000

７ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック FJV-250型 2004
電源640M　BT#40
主軸12000rpm ATC-30

¥3,800,000

８ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック VCN 410B-Ⅱ型 2007
電源MATRIX　BT#40
主軸12000rpm ATC-30

¥3,800,000

９ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック VCN 410B-Ⅱ型 2011
電源MATRIX  BT#40
主軸12000rpm ATC-30

¥4,000,000

１０ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ マザック VCN 410A型 2004
電源640M　BT#40
主軸12000rpm ATC-30

¥3,300,000

１１ 立形ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ OKK VM-４Ⅲ型 2006
電源F-180IS-MB
BT#40  ATC-20

¥3,800,000

１２ ロボドリル ファナック α-D21MiB5型 2017 電源31i-B5 ¥4,000,000

１３ ロボドリル ファナック α-T21iDL型 2004 電源31i-B5 ¥3,000,000

１４ ロボドリル ファナック α-T21iDL型 2004 電源31i-B5 ¥3,000,000

１５
特殊
ﾗｼﾞｱﾙﾎﾞｰﾙ盤

磯部 1969 ¥10,000

１６ フライス盤 静岡 VHR-A型 XYﾃﾞｼﾞﾀﾙ付 ¥100,000

１７ フライス盤 静岡 SV-CH型 1970 ¥70,000

１８ 13㎜卓上ﾎﾞｰﾙ盤 日立 B13R型 ¥5,000

１９ ドリル研削盤 藤田 DG50B型 1987 ¥150,000

２０ 平面研削盤 岡本 PSG-64AN型 1986 ¥200,000

２１ ワイヤーカット ﾌｧﾅｯｸ W1型 1988 ¥10,000

２２ ワイヤーカット ﾌｧﾅｯｸ αｰ0C型 1997 ¥10,000

２３ 250㎜バンドソー アマダ H-250SA型 1980 ¥100,000

２４ 両頭グラインダー 淀川 KG205T型 ¥10,000
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No 機械名 メーカー 型   式 年式 仕     様 最低入札価格 備   考

２５ ﾍﾞﾙﾄｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ¥3,000

２６ NC旋盤 マザック QT-10-U型 電源T1 ¥95,000

２７ 13㎜卓上ﾎﾞｰﾙ盤 日立 ¥5,000

２８ ﾀｯﾌﾟ兼卓上ﾎﾞｰﾙ盤 キラ KRT-340型 ¥10,000

２９ ﾀｯﾌﾟ兼卓上ﾎﾞｰﾙ盤 キラ KRT-340型 ¥50,000

３０ 三次元測定機 東京精密
SVA1000A
-C6型

2011 ¥900,000

３１ 石定盤 大西 2011
1000×1500×200
1級

¥100,000

３２ 定盤 1050×560 ¥10,000

３３ セラミック定盤 藤田 1020×1020 ¥150,000

３４ パワーバイス 北川 口巾200 ¥30,000

３５ パワーバイス 北川 口巾200 ¥30,000

３６ パワーバイス 北川 口巾200 ¥30,000

３７ パワーバイス 北川 口巾200 ¥30,000

３８ パワーバイス 北川 口巾200 ¥30,000

３９ パワーバイス 北川 VQX160型　口巾160 ¥20,000

４０ パワーバイス 北川 VQX160型　口巾160 ¥20,000

４１ パワーバイス 北川 口巾125 ¥15,000

４２ パワーバイス 北川 口巾125 ¥15,000

４３ パワーバイス 北川 口巾125 ¥15,000

４４ パワーバイス 北川 口巾160 ¥20,000

４５ パワーバイス 北川 口巾160 ¥20,000

４６ パワーバイス 北川 口巾160 ¥20,000

４７ パワーバイス 北川 口巾125 ¥15,000

４８ パワーバイス 北川 口巾125 ¥15,000
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No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考 No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考

４９ パワーバイス
北川
口巾125 ¥15,000 ７２ 三つ爪チャック ¥1,000

５０ パワーバイス
北川
口巾125 ¥15,000 ７３ 面取り機 フジケン ¥20,000

５１ パワーバイス
北川
口巾125 ¥15,000 ７４ 面取り機 フジケン ¥20,000

５２ 油圧バイス
津田駒
口巾175 ¥30,000 ７５ ﾄﾞﾘﾙ研削盤 ¥30,000

５３ 油圧バイス
津田駒
口巾175 ¥30,000 ７６ 溶接機 ¥1,000

５４ マシンバイス
津田駒
口巾200 ¥5,000 ７７ ドリル 一山 ¥10,000

５５ マシンバイス
エロン
口巾200 ¥5,000 ７８ ドリル 一山 ¥10,000

５６ 油圧バイス
津田駒
口巾125 ¥5,000 ７９ ドリル 一山 ¥10,000

５７ 傾斜油圧バイス
津田駒
口巾100 ¥3,000 ８０ ドリル 一山 ¥5,000

５８ #50ツール 棚付  40本 ¥200,000 ８１ ドリル 一山 ¥5,000

５９ #50ツール 棚付　24本 ¥120,000 ８２ ドリル 一山 ¥5,000

６０ #40ツール 棚付　42本 ¥130,000 ８３ ドリル 一山 ¥5,000

６１ #40ツール 棚付　50本 ¥150,000 ８４ ドリル 一山 ¥5,000

６２ #40ツール 棚付　48本 ¥140,000 ８５ ドリル 一山 ¥5,000

６３ #40ツール 棚付　35本 ¥100,000 ８６ ドリル 一山 ¥5,000

６４ #40ツール 棚付　35本 ¥100,000 ８７ ドリル 一山 ¥5,000

６５ ハンドプレス ベルメックス ¥10,000 ８８ ドリル 一山 ¥5,000

６６ 三つ爪チャック ¥5,000 ８９ ドリル 一山 ¥5,000

６７ 三つ爪チャック ¥5,000 ９０ ドリル 一山 ¥5,000

６８ 三つ爪チャック ¥5,000 ９１ ドリル 一山 ¥5,000

６９ 三つ爪チャック ¥5,000 ９２ ドリル 一山 ¥5,000

７０ インデックス ¥1,000 ９３ ドリル 一山 ¥5,000

７１ 三つ爪チャック ¥1,000 ９４ ドリル 一山 ¥5,000
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No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考 No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考

９５ ドリル 一山 ¥5,000 １１８ エンドミル 一山 ¥5,000

９６ ドリル 一山 ¥5,000 １１９ エンドミル 一山 ¥5,000

９７ タップ 一山 ¥5,000 １２０ エンドミル 一山 ¥5,000

９８ タップ 一山 ¥5,000 １２１ エンドミル 一山 ¥5,000

９９ タップ 一山 ¥5,000 １２２ エンドミル 一山 ¥5,000

１００ タップ 一山 ¥5,000 １２３ エンドミル 一山 ¥5,000

１０１ リーマー 一山 ¥3,000 １２４ エンドミル 一山 ¥5,000

１０２ リーマー 一山 ¥3,000 １２５ エンドミル 一山 ¥5,000

１０３ リーマー 一山 ¥3,000 １２６ エンドミル 一山 ¥5,000

１０４ リーマー 一山 ¥3,000 １２７ エンドミル 一山 ¥5,000

１０５ リーマー 一山 ¥3,000 １２８ エンドミル 一山 ¥5,000

１０６ リーマー 一山 ¥3,000 １２９ エンドミル 一山 ¥5,000

１０７ ダイス 一山 ¥1,000 １３０ エンドミル 一山 ¥5,000

１０８ エンドミル 一山 ¥5,000 １３１ エンドミル 一山 ¥5,000

１０９ エンドミル 一山 ¥5,000 １３２ エンドミル 一山 ¥5,000

１１０ エンドミル 一山 ¥5,000 １３３ エンドミル 一山 ¥5,000

１１１ エンドミル 一山 ¥5,000 １３４ エンドミル 一山 ¥5,000

１１２ エンドミル 一山 ¥5,000 １３５ エンドミル 一山 ¥5,000

１１３ エンドミル 一山 ¥5,000 １３６ エンドミル 一山 ¥5,000

１１４ エンドミル 一山 ¥5,000 １３７ エンドミル 一山 ¥5,000

１１５ エンドミル 一山 ¥5,000 １３８ エンドミル 一山 ¥5,000

１１６ エンドミル 一山 ¥5,000 １３９ エンドミル 一山 ¥5,000

１１７ エンドミル 一山 ¥5,000 １４０ エンドミル 一山 ¥5,000
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No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考 No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考

１４１ エンドミル 一山 ¥5,000 １６４ 切削工具 一山 ¥5,000

１４２ エンドミル 一山 ¥5,000 １６５ 切削工具 一山 ¥5,000

１４３ エンドミル 一山 ¥5,000 １６６ 切削工具 一山 ¥5,000

１４４ エンドミル 一山 ¥5,000 １６７ 切削工具 一山 ¥5,000

１４５ エンドミル 一山 ¥5,000 １６８ 切削工具 一山 ¥5,000

１４６ エンドミル 一山 ¥5,000 １６９ タッパー カトウ 一山 ¥5,000

１４７ エンドミル 一山 ¥5,000 １７０ タッパー 日研　一山 ¥5,000

１４８ エンドミル 一山 ¥5,000 １７１ タッパー 日研　一山 ¥5,000

１４９ バイト 一山 ¥10,000 １７２ タッパー 日研　一山 ¥5,000

１５０ コレット 一山 ¥5,000 １７３ ﾁｬﾝﾌｧﾘﾝｸﾞﾂｰﾙ ¥3,000

１５１ コレット 一山 ¥5,000 １７４ 横ﾌﾗｲｽｶｯﾀｰ 一山 ¥1,000

１５２ コレット 一山 ¥5,000 １７５
ｺｰﾅｰﾗﾝﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｶｯﾀｰ

一山 ¥1,000

１５３ コレット 一山 ¥5,000 １７６ スリーブ 一山 ¥1,000

１５４ コレット 一山 ¥5,000 １７７ シャコ万力 一山 ¥2,000

１５５ コレット 一山 ¥5,000 １７８ シャコ万力 一山 ¥2,000

１５６ コレット 一山 ¥5,000 １７９ クランプ冶具 一山 ¥1,000

１５７ コレット 一山 ¥5,000 １８０ クランプ冶具 一山 ¥1,000

１５８ コレット 一山 ¥5,000 １８１ クランプ冶具 一山 ¥1,000

１５９ コレット 一山 ¥5,000 １８２ チップ 一山 ¥1,000

１６０ コレット 一山 ¥5,000 １８３ チップ 一山 ¥1,000

１６１ ベースマスター BIG ¥3,000 １８４ チップ 一山 ¥1,000

１６２ 面取りカッター 一山 ¥1,000 １８５
デジタル
ハイトゲージ

ミツトヨ
500㎜ ¥3,000

１６３ 切削工具 一山 ¥5,000 １８６
デジタル
ハイトゲージ

ミツトヨ
300㎜ ¥10,000
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No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考 No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考

１８７ ハイトゲージ ミツトヨ ¥1,000 ２１０ 溝マイクロ
ミツトヨ
0～75 ¥1,000

１８８ ダイヤルゲージ ミツトヨ一山 ¥1,000 ２１１ 定盤 300×400 ¥1,000

１８９ ダイヤルゲージ ミツトヨ一山 ¥1,000 ２１２ Vブロック ¥1,000

１９０ デジタルノギス ¥1,000 ２１３ ノギス 一山 ¥1,000

１９１ デジタルノギス ¥1,000 ２１４ ノギス 一山 ¥1,000

１９２ デジタルノギス ¥1,000 ２１５ デプスゲージ 一山 ¥1,000

１９３ イケール ¥1,000 ２１６ デプスマイクロ 一山 ¥1,000

１９４ イケール ¥1,000 ２１７ ブロックゲージ ¥10,000

１９５ イケール ¥1,000 ２１８ ブロックゲージ ¥10,000

１９６ イケール ¥1,000 ２１９ ﾃﾞｼﾞﾏﾁｯｸﾎｰﾙﾃｽﾄ ミツトヨ ¥20,000

１９７ イケール ¥1,000 ２２０ ｼﾘﾝﾀﾞｰｹﾞｰｼﾞ 一山 ¥1,000

１９８ イケール ¥1,000 ２２１ キャリパーゲージ 一山 ¥1,000

１９９ ノギス
ミツトヨ
1000㎜ ¥3,000 ２２２ ダイヤルゲージ 一山 ¥1,000

２００ ノギス
ミツトヨ
600㎜ ¥1,000 ２２３ 測定機 ¥1,000

２０１ マイクロゲージ
ミツトヨ
375～400 ¥3,000 ２２４ 隙間ゲージ ¥1,000

２０２ マイクロゲージ
ミツトヨ
350～375 ¥3,000 ２２５ 電子ハカリ ¥1,000

２０３ マイクロゲージ
ミツトヨ
275～300 ¥3,000 ２２６ 栓ゲージ 一山 ¥1,000

２０４ マイクロゲージ
ミツトヨ
250～275 ¥3,000 ２２７ ﾈｼﾞｹﾞｰｼﾞ 一山 ¥1,000

２０５ マイクロゲージ
ミツトヨ
225～250 ¥3,000 ２２８ キャリパーマイクロ 100～200 ¥1,000

２０６ マイクロゲージ
ミツトヨ
200～225 ¥3,000 ２２９ キャリパーマイクロ 0～100 ¥1,000

２０７ マイクロゲージ
ミツトヨ
175～200 ¥1,000 ２３０ マイクロゲージ 一山 ¥1,000

２０８ マイクロゲージ
ミツトヨ
125～175 ¥1,000 ２３１ マイクロゲージ 一山 ¥1,000

２０９ 溝マイクロ
ミツトヨ
0～125 ¥1,000 ２３２ 棚 ¥5,000

11 / 16



No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考 No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考

２３３ 棚 BIG ¥1,000 ２５６ 棚 ¥1,000

２３４ 棚 ¥1,000 ２５７ 棚 ¥1,000

２３５ 棚 ¥1,000 ２５８ 棚 ¥1,000

２３６ 棚 ¥1,000 ２５９ 棚 ¥1,000

２３７ 棚 ¥1,000 ２６０ 棚 ¥1,000

２３８ 棚 ¥1,000 ２６１ 棚 ¥1,000

２３９ 棚 ¥1,000 ２６２ 棚 ¥1,000

２４０ 棚 ¥1,000 ２６３ 棚 ¥1,000

２４１ 棚 ¥1,000 ２６４ 棚 ¥1,000

２４２ 棚 ¥1,000 ２６５ 棚 ¥1,000

２４３ 棚 ¥1,000 ２６６ 棚 ¥1,000

２４４ 棚 ¥1,000 ２６７ 棚 ¥1,000

２４５ 棚 ¥1,000 ２６８ 棚 ¥1,000

２４６ 棚 ¥1,000 ２６９ 棚 ¥1,000

２４７ 棚 ¥1,000 ２７０ 棚 ¥1,000

２４８ 棚 ¥1,000 ２７１ 棚 ¥1,000

２４９ 棚 ¥1,000 ２７２ 棚 ¥1,000

２５０ 棚 ¥1,000 ２７３ ロッカー ¥1,000

２５１ 棚 ¥1,000 ２７４ 作業机 ¥3,000

２５２ 棚 ¥1,000 ２７５ 作業机 ¥1,000

２５３ 棚 ¥1,000 ２７６ 作業机 ¥1,000

２５４ 棚 ¥1,000 ２７７ マスターBOX ¥1,000

２５５ 棚 ¥1,000 ２７８ マスターBOX ¥1,000
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No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考 No 機械名 仕様 最低入札価格 備   考

２７９ マスターBOX ¥1,000 ３０２ ﾎﾞｰﾙ盤ﾊﾞｲｽ ¥1,000

２８０ マスターBOX ¥1,000 ３０３ ﾏﾙﾁｼｽﾃﾑﾊﾞｲｽ ¥5,000

２８１ マスターBOX ¥1,000 ３０４ ﾏﾙﾁｼｽﾃﾑﾊﾞｲｽ ¥5,000

２８２ 台車 ¥1,000 ３０５ 万力 ¥1,000

２８３ 台車 ¥1,000 ３０６ エアータンク ¥10,000

２８４ 台車 ¥1,000 ３０７ 台車 ¥1,000

２８５ 台車 ¥1,000 ３０８ 台車 ¥1,000

２８６ 台車 ¥1,000 ３０９ 台車 ¥1,000

２８７ チップバケット ¥1,000 ３１０ 台車 ¥1,000

２８８ チップバケット ¥1,000 ３１１ 台車 ¥1,000

２８９ 電動工具 ¥1,000 ３１２ パワーリフター OPK ¥30,000

２９０ 電動工具 ¥1,000 ３１３ パワーリフター ¥10,000

２９１ 電動工具 ¥1,000 ３１４ 工場扇 ¥1,000

２９２ 工具棚 ¥10,000 ３１５ 工場扇 ¥1,000

２９３ 工具棚 ¥10,000 ３１６ 工場扇 ¥1,000

２９４ イケール ¥30,000 ３１７ ｽｸﾘｭｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
ｺﾍﾞﾙｺ　2011
VS175AD型 ¥150,000

２９５ イケール ¥30,000 ３１８ ｽｸﾘｭｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
ｺﾍﾞﾙｺ　2011
VS175AD型 ¥150,000

２９６ イケール ¥30,000 ３１９ ヒートロボ MST ¥10,000

２９７ イケール ¥30,000 ３２０ フォークリフト
トヨタ
5FGL14型 ¥150,000

２９８ 雑工具 ¥1,000

２９９ 雑工具 ¥1,000

３００ 雑工具 ¥1,000

３０１ 雑工具 ¥1,000
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入 札 番号 No. 機 械 名 入 札 番号 No. 機 械 名

入 札 金額 入 札 金額

入 札 者 入 札 者

入 札 番号 No. 機 械 名 入 札 番号 No. 機 械 名

入 札 金額 入 札 金額

入 札 者 入 札 者

入 札 番号 No. 機 械 名 入 札 番号 No. 機 械 名

入 札 金額 入 札 金額

入 札 者 入 札 者

入 札 番号 No. 機 械 名 入 札 番号 No. 機 械 名

入 札 金額 入 札 金額

入 札 者 入 札 者

（控え）　入　　札　　書 入　　　札　　　書

　ご注意　本券を入札箱にご投票ください。入札に際しもう一度内容をお確かめ下さい。

（控え）　入　　札　　書 入　　　札　　　書

　ご注意　本券を入札箱にご投票ください。入札に際しもう一度内容をお確かめ下さい。

（控え）　入　　札　　書 入　　　札　　　書

◎本券は大切にお手元に保管して下さい。
【注意】入札番号と機械名に相違がある場合は、番号を優先いたします。

◎本券は大切にお手元に保管して下さい。
【注意】入札番号と機械名に相違がある場合は、番号を優先いたします。

　ご注意　本券を入札箱にご投票ください。入札に際しもう一度内容をお確かめ下さい。

　ご注意　本券を入札箱にご投票ください。入札に際しもう一度内容をお確かめ下さい。

（控え）　入　　札　　書 入　　　札　　　書

◎本券は大切にお手元に保管して下さい。
【注意】入札番号と機械名に相違がある場合は、番号を優先いたします。

◎本券は大切にお手元に保管して下さい。
【注意】入札番号と機械名に相違がある場合は、番号を優先いたします。
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（控え）　入　　札　　書 入　　　札　　　書

◎本券は大切にお手元に保管して下さい。
【注意】入札番号と機械名に相違がある場合は、番号を優先いたします。

◎本券は大切にお手元に保管して下さい。
【注意】入札番号と機械名に相違がある場合は、番号を優先いたします。
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 【入札展示会場アクセス】 下見期間　1月20日（月）～2月17日（月）

　旧　株式会社ティーエヌケー　甲府南工場

・電車でJR甲府駅より見延線小井川駅まで20分　そこからタクシーで10分

   【入札会場アクセス】 入札日　2月18日（火）

株式会社新明和機工　本社

４階　多目的室

三重県四日市市東茂福町3番5号
TEL:059-361-5505
ＦＡＸ：059-364-8737

JR関西本線富田浜駅から徒歩5分

東名阪自動車道　四日市東ICから10分

伊勢湾岸自動車道　みえ川越ICから10分

・車で中央自動車道　甲府南ICより10分

 住所：山梨県中央市乙黒158-1
 ナビ用TEL：055-287-7612

二本松IC

最寄IC

最寄駅

入札展示会場
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