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第 1 回抽選会の当選者の発表 

 

 第 1 回抽選会にお申し込みいただきありがとうございました。申し込み順に番号を割り振って、くじ

引きにて抽選させていただいた結果、当選者は以下のとおりとなりました。 

 

 

 

譲渡方法は２ページ目の「第 2 回抽選会のお知らせ」でご確認ください。第 2 回抽選会では 4 つまで

申し込みが可能です。なお、今回 1 つ当選された方は 3 つまで、2 つ当選された方は 2 つまでとなりま

す。 

A. ポット/電気ケトル a. カラーボックス/棚 e. ラック

No. 申込数 当選者 No. 申込数 当選者 No. 申込数 当選者

A-1 0 ー a-1 0 ー e-1 3 89501

A-2 0 ー a-2 0 ー e-2 0 ー

a-3 0 ー

C. レンジ a-4 0 ー f. 姿見

No. 申込数 当選者 a-5 0 ー No. 申込数 当選者

C-1 6 35004 a-6 3 89501 f-1 2 44020

f-2 3 33017

D. 掃除機 b. 衣装ケース

No. 申込数 当選者 No. 申込数 当選者 g. 物干し

D-1 7 10112 b-1 1 30302 No. 申込数 当選者

D-2 6 14041 b-2 3 40106 g-1 3 14028

D-3 2 87005 b-3 0 ー

b-4 0 ー h. 食器棚

E. 扇風機 b-5 0 ー No. 申込数 当選者

No. 申込数 当選者 h-1 1 15029

E-1 3 14005 c. イス/座いす h-2 0 ー

No. 申込数 当選者

G. アイロン c-1 4 45016 i. その他

No. 申込数 当選者 c-2 0 ー No. 申込数 当選者

G-1 2 44083 c-3 0 ー i-1 0 ー

i-2 0 ー

L. その他 d. 机/テーブル i-3 0 ー

No. 申込数 当選者 No. 申込数 当選者 i-4 0 ー

J-1 0 ー d-1 5 30207 i-5 0 ー

J-2 2 30302 d-2 4 28212 i-6 0 ー

J-3 2 24003 i-7 0 ー

J-4 0 ー
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第 2 回抽選会のお知らせ 
 

 昨年と比べて回収が少なく、ご期待に沿える品数を準備することができませんでしたが、3 月に回収し

た家電 15 点、家具 30 点、ならびに第 1 回抽選会で申し込みのなかった 23 点の計 68 点について、下記

の要領で抽選会を実施します（今回が最終です）。 

 

3 ページ目以降の家電、家具リストより、ご希望の物品がござい 

ましたら、4 つまで申し込みが可能です。 

（第 1 回抽選会で１つ当選された方は 3 つまで、２つ当選された 

方は 2 つまでとなります） 

※申込時に「商品 No」が必要となります 

→右写真のケトルの場合は「A-1」が商品 No となります 

    大文字（家電）、小文字（家具）に注意してください 
 

申込方法 

【受付期間】 

3/13（月）～3/21（火）18:00 まで 

【申込先】 

niu.reuse@gmail.com  ※「氏名」「受験番号」「商品名と商品 No（4 つまで）」を記載して送信 

（申込翌日までには受付完了の返信メールを送信します） 
 

当選者の発表 

3/22（水）12:00 頃に「長崎国際大学受験生応援サイト https://niupr.jp/」で当選者の発表を行います。 
 

譲渡方法 

【日時】 

・3/29（水）～3/31（金）の 13:00～16:00 

・4/1（土）の 11:30～12:30、17:00～19:00 

・4/3（月）の 13:00～16:00 

※譲渡前日までにメールで希望日を連絡ください 

 ※都合があえば上記以外でも対応可能です 

 （3/23～26 は不在です） 

【会場】 

長崎国際大学 研究棟 1 階 

【その他】 

 譲渡時に「受験番号とお名前」の一致を確認してお引き渡しとなります。 

【問い合わせ先】 

長崎国際大学薬学部教員 出口雄也 E-mail: niu.reuse@gmail.com   

 

A-1

メーカー：ニトリ

製造年：不明（SN-3228）

その他：1.2L

mailto:niu.reuse@gmail.com
mailto:niu.reuse@gmail.com
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家電：19 点  

取扱説明書のあるものは、商品 No の横に「★」を表示しています。 

ないものは、型番からインターネットで取扱説明書を閲覧できるものもあります。 

 

A. 電気ケトル/ ポット（3 点：A-1～A-3）※クエン酸洗浄済み  

 
 

B. 炊飯器（1 点：B-1）     C. 電子レンジ（1 点：C-2）     D. 掃除機（1 点：D-4） 

 
 

E. 扇風機（2 点：E-2～E-3）      

 
 

  

A-1 A-2★ A-3

メーカー：ニトリ メーカー：象印 メーカー：T-faL

製造年：不明（SN-3228） 製造年：2019年（CH-CE10型） 製造年：不明（KO340176）

その他：1.2L その他：1.0L、箱＆取説付 その他：1.2L

B-1★ C-2★ D-4★

メーカー：タイガー メーカー：ユアサプライムス メーカー：シー・シー・ピー

製造年：2019年（JAI-55E5） 製造年：2018年（PRE-650HFT） 製造年：2019年（CC-AC02）

その他：3合炊き、取説付 その他： その他：コード4.5m、取説付

↑

扉を開けた

下部分に

サビあり

E-2 E-3

メーカー：YAMAZEN メーカー：ユアサプライムス

製造年：2014年（YMT-J303） 製造年：2018年（YT3018E6W）

その他： その他：



4 

 

G. アイロン（2 点：G-2～G-3）                                H. こたつ（1 点：H-1） 

 
 

J. その他（8 点：J-1、J-４～J-10） 

 

 

 

 

 

G-2 G-3★ H-1

メーカー：SIS メーカー：日立コンシューマ・マーケティング メーカー：ニトリ

製造年：不明（SY-17） 製造年：2019年（CSI-55） 製造年：2018年（MS-303H）

その他：ハンディー型、アイロン台付 その他：コードレス、アイロン台付 その他：70cm×70cm×38.5cm

↑こたつ布団付

(クリーニング済)

J-1 J-4 J-5

体重体組成計 ドライヤー デスクスタンド

メーカー：オーム電機 メーカー：コイズミ メーカー：朝日電器（ELPA）

製造年：2018年（HB-K115-W） 製造年：2016年（KHD-W710） 製造年：不明（AS-LED06）

その他： その他： その他：調光4段階、LED

J-6 J-7★ J-8★

デスクスタンド トースター 衣類乾燥除湿機

メーカー：オーム電機 メーカー：ユアサプライムス メーカー：コロナ

製造年：2019年（DS-LS16B-W） 製造年：2018年（PTO-901S） 製造年：2019年（CD-S6318）

その他： その他：取説付 その他：

J-9★ J-10★

洗濯機 冷蔵庫

メーカー：Hisense メーカー：アクア

製造年：2019年（HW-E4502） 製造年：2018年（AQR-E13H）

その他：4.5kg、取説付、配送可 その他：126L、取説付

※J-10 の冷蔵庫は荷台シート

のある軽トラに載せられま

せんでした。大学近隣のア

パートから台車で運びまし

た。郵送の場合は外部委託

で有料となります。 
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家具：49 点 ※サイズは「幅×奥行×高さ」で記載しています 

a. カラーボックス/棚（10 点：a-1～a-5、a-7-a-11） 

 

 

 

 

b. 衣装ケース（7 点：b-3～b-9）    

 

 

a-1 a-2 a-3

サイズ：22.5cm×30cm×72cm サイズ：43.5cm×27.5cm×71.5cm サイズ：43.5cm×27.5cm×71.5cm

その他： その他： その他：

a-4 a-5 a-7

サイズ：58cm×28.5cm×78.5cm サイズ：42cm×30cm×88cm サイズ：42cm×29cm×60.5cm

その他：キャスター付 その他：棚一段あり（固定ネジ必要） その他：

a-8 a-9 a-10

サイズ：88.5cm×29cm×89.5cm サイズ：42cm×30cm×88cm サイズ：42cm×30cm×88cm

その他： その他： その他：フック付（横置きで使用）

a-11 b-3 b-4

サイズ：42cm×29cm×88cm サイズ：43.5cm×73.5cm×22.5cm/個 サイズ：38.5cm×52.5cm×29cm/個

その他： その他：2個セット その他：2個セット、キャスター取付可
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c. イス/座いす/ソファー（6 点：c-2～c-7）         

 

 

  

b-5 b-6 b-7

サイズ：38.5cm×42.5cm×64.5cm サイズ：38.5cm×42.5cm×101.5cm サイズ：39cm×50cm×30cm/個

その他：キャスター付 その他：キャスター付 その他：2個セット

b-8 b-9

サイズ：39cm×53cm×23cm/個 サイズ：54cm×39cm×60cm

その他：2個セット その他：

c-2 c-3 c-4

サイズ：51cm×63cm×65cm サイズ：39cm×55cm×83cm サイズ：64cm×64cm×79.5～91cm

その他：座いす その他：折りたたみ式 その他：低反発クッション付

→

低反発クッション

を併用して使用

c-5 c-6 c-7

サイズ：40cm×53cm×84.5cm サイズ：46cm×47cm×81～93cm サイズ：58cm×57cm×62cm

その他：ほつれ有（後ろ） その他： その他：座いす
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d. 机/テーブル（2 点：d-3～d-4）                               e. ラック（4 点 e-2～e-5） 

 

 

 

f. 姿見（1 点：f-3）             g. 物干し（3 点：g-2～g-4） 

 

h. 食器棚（1 点：h-2） 

 

 

  

d-3 d-4 e-2

サイズ：110cm×48cm×72.5cm サイズ：80cm×60cm×36cm サイズ：53.5cm×36cm×42.5cm

その他：棚の高さは115cm その他： その他：レンジ上用

e-3 e-4 e-5

サイズ：39.5～58.5cm×36cm×42.6cm サイズ：54cm×34cm×81cm サイズ：79～93cm×36.5cm×36cm

その他：レンジ上用（幅調整可） その他：キャスター付 その他：押し入れ用

f-3 g-2 g-3

サイズ：22cm×29.5cm×145cm サイズ：64cm×48cm×100.5cm サイズ：145cm×48cm×150cm

その他： その他：折りたたみ式 その他：折りたたみ式

g-4 h-2

サイズ：80cm×80cm×182cm サイズ：59.5cm×29cm×89.5cm

その他：組み立て式 その他：
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i. その他（15 点：i-1～i-15） 

 
 

 
 

 
 

 
 

i-1 i-2 i-3

すきま収納 すきま収納 遮光カーテン

サイズ：23.5cm×47cm×82.5cm サイズ：26cm×40cm×84.5cm サイズ：100m×200cm/枚×2枚

その他：キャスター付 その他： その他：

i-4 i-5 i-6

カバン（女性用） ハンガーラック 収納箱

サイズ：37cm×12cm×27cm サイズ：44cm×44cm×132cm サイズ：26.5cm×38.5cm×23cm/個

その他：就活で1回使用したのみ その他： その他：2個セット、蓋1個付

i-7 i-8 i-9

折りたたみ式ベッド ベッド お米ケース

サイズ：90cm×200cm×38cm サイズ：96cm×194cm×23.5cm サイズ：15.5cm×28.5cm×28.5cm

その他： その他：配送可 その他：5kg用

マットレス(厚さ16.5cm)付

i-10 i-11 i-12

収納箱 キッチンワゴン ゴミ箱

サイズ：35cm×24cm×24cm サイズ：34cm×17.5cm×44cm サイズ：51cm×37.5cm×61.5cm

その他：前開き、背面にコード穴あり その他：未開封（組立必要） その他：
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第 1 回抽選会でお知らせしていた、回収予定のプリンターは印刷時のインク漏れがあるとのことで、

何度かクリーニングしましたが改善せず、回収しませんでした。同じく空気清浄機についても加湿時に水

漏れすることが判明したため、回収しませんでした。 

i-13 i-14 i-15

ゴミ箱 テレビ台 ハンガーラック

サイズ：20cm×25.5cm×45cm サイズ：66.5cm×29cm×37cm サイズ：45cm×45cm×180cm

その他： その他：キャスター付 その他：


