
№ カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後

501-9 時計 ピアジェ → 総38.1g

501-10 時計 ヴァシュロンコンスタンタン → 巻止×

502-1 時計 ロレックス → 針送り引かかり

502-5 時計 ロレックス → ネジ留め浅い

503-9 時計 ロレックス → April.2009

503-10 時計 パテックフィリップ 5127R → 5127/1J-001

506-10 時計 ロレックス → 12.JUN.2019

512-10 時計 ロレックス → JUL.18.2014

528-2 時計 オメガ SS → 本体のみWG

530-1 時計 ロレックス → GIUGNO 2013

530-3 時計 オメガ → 巻止不良

545-8 時計 カシオ → ※動作未確認

546-2 時計 オメガ ﾚﾃﾞｨｰｽ → ﾒﾝｽﾞ

568-5 時計 アクアノーティック 箱 → 箱無し

569-2 時計 オメガ → 針送り引かかり

569-3 時計 ニナリッチ セイコー → ニナリッチ

569-4 時計 ニナリッチ セイコー → ニナリッチ

569-5 時計 バーバリー シチズン → バーバリー

583-5 時計 カシオ OCW-G2000J-1AJF 黒 ｿｰﾗｰ A → GA-100BR ﾗﾊﾞｰ ｵﾚﾝｼﾞ QZ AB

584-5 時計 グッチ L700.2.L → 2700.2.L

584-6 時計 カシオ GW-1000B-1AJF → GN-1000B-1AJF

589-1 時計 ロレックス → ﾘｭｰｽﾞ段ﾅｼ

591-1 時計 ロレックス → 19.12.2020

591-4 時計 ティソ 革割れ → ▲革割れ ｸﾛﾉ不良

592-9 時計 コルム → ﾌﾞﾚｽ劣化

597-3 時計 ロレックス → 29.MAR.2019

597-4 時計 ロレックス → 2020.10.13　▲裏蓋ｷｽﾞ小

597-5 時計 ロレックス → 28.OCT.2018

599-4 時計 カルティエ → ｴﾄｼﾐ

600-2 時計 ブルガリ → ﾗﾊﾞｰﾋﾋﾞ

602-8 時計 ロレックス 茶 → ﾋﾟﾝｸ

602-9 時計 ロレックス → NJ 21.NOV.2003

607-1 時計 タグホイヤー OAT2011-0 → CAT2011-0

608-2 時計 ロレックス → 旧J

609-1 時計 カシオ OCW-T/00 → OCW-T100

614-1 時計 ロレックス → 28.SEP.2002

618-7 時計 セイコー ｺﾞｰﾙﾄﾞ → 黒

618-8 時計 オメガ → 総60.9g

629-4 ライター クロムハーツ ジッポ → クロムハーツ

630-10 ライター ダンヒル グッチ → ダンヒル

634-1 時計 カルティエ → ｴﾄﾋﾋﾞ

634-5 時計 エルメス ｸﾘｯﾊﾟｰ → ｱﾙｿｰ

643-1 時計 ロレックス → 24.8.00

654-6 時計 ブライトリング B133555 → B13355

654-7 時計 ロレックス → 27.Jan.2013

654-8 時計 ロレックス → 28.OCT.1995

657-1 時計 ロレックス → ﾘｭｰｽﾞ段ﾅｼ

657-2 時計 ロレックス → (22.JUN.1996)

666-1 時計 ロレックス → (MAR.2013)

666-2 時計 ロレックス → (01.02.2020)

667-1 時計 オメガ 3510.1 → 3510.5

671-1 時計 フランクミュラー → ｶｰﾌﾜﾚ

671-6 時計 ブライトリング → A13050

672-2 時計 ロレックス → Sep.2000

673-1 時計 ロレックス → 5.JUN,2017

673-2 時計 ロレックス → 14.08.2014

673-3 時計 ロレックス → 18.Jan.2013
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673-5 時計 ロレックス → 2006.05.04

673-9 時計 ロレックス → 25.AUG.2015

679-1 時計 オメガ → ﾍﾞﾙﾄ劣化

683-2 時計 グッチ AT → QZ

687-5 時計 タグホイヤー WAY208B-0 → WAY201B-0

690-9 時計 スワロフスキー GP → GP/SS

692-1 時計 カシオ EF-359 → EF-539

692-5 時計 カシオ G-5610 → GW-M5610

692-6 時計 カシオ GA-110 → GA-100CB

692-7 時計 カシオ G-5600BB → DW-5600BB

694-2 時計 ロレックス → 04.Aug.1996

694-5 時計 セイコー → SBGC005

695-3 時計 ロレックス ﾒﾝｽﾞ → ﾚﾃﾞｨｰｽ

695-7 時計 タグホイヤー → ｸﾛﾉ不良

696-6 時計 ティファニー ｼﾞｭﾒｱｴｻﾞｰ → ｼﾞｭﾒｱ

699-1 時計 ロレックス 知るあー → ｼﾙﾊﾞｰ

700-10 時計 カシオ GMW-B50000-1JF → GMW-B5000-1JF

1203-7 時計 キングセイコー セイコー → キングセイコー

№ カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後

701-1 指輪 カルティエ → 02795A

704-1 ネックレス他 ４本山 ﾊﾟｰﾙ → ﾊﾟｰﾙ ｸﾞﾚｰ珠

704-6 指輪 → ▲ｻﾝｺﾞ穴空き

704-9 指輪 カレライカレラ → FD 6.7g

705-2 指輪 ティファニー → ▲面ｽﾞﾚ

705-4 指輪 俄 PT950/PT850 → PT950

705-5 指輪 → ▲裏爪折れ

712-1 指輪 ﾐｷﾓﾄ → ﾉﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

713-10 ブレスレット カルティエ → ▲ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ無し

714-6 指輪 カルティエ → EHS936

714-7 指輪 カルティエ → E93706

719-3 ネックレス ミキモト → ▲ﾈｯｸ社外

727-1 ネックレス ダミアーニ → ▲ﾄｯﾌﾟ:ﾀﾞﾐｱｰﾆ刻印なし

727-3 指輪 ハリーウィンストン → 154640

727-5 指輪 → ▲ｶｹ有

730-1 指輪 → ▲ﾊｶﾞﾚ･ｶｹあり

730-7 指輪 ブルガリ → 19.54g

730-9 イヤリング ウノアエレ 1.42g → 6.7g

730-10 バングル エルメス ﾉﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ → エルメス

732-8 ネックレス → ▲ﾒﾚ落ち有

732-10 指輪 石川暢子 → ｶｹあり

733-3 ブローチ → ▲石取れ

733-5 指輪 FD0.50 → FD0.80

737-2 ペントップ 1.0g → 3.3g

737-3 指輪 → 刻印0.08 0.13

738-3 指輪 → ▲亀裂有り

741-7 ブローチ 田崎 FD0.0.6 → FD0.06

746-5 ピアス ＥＴＥ → ※ｷｬｯﾁのみK18

806-2 指輪 D0.534 → D0.534 F-SI2-VG NONE

807-4 ネックレス → ▲ｶｹあり

812-4 指輪 D0.06 → D0.60

812-9 ネックレス → ▲ｶｹあり

813-4 指輪 → ▲ｶｹあり

816-7 指輪 E0.50 FD1.36 → E FD 刻印0.50 1.36

817-5 指輪 → ▲ｶｹあり

818-3 ネックレス → ▲ﾋﾋﾞ･穴有り

821-5 指輪 → ｶﾞﾗｽ入り

822-1 指輪 → 空枠
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823-8 ネックレス PT900 → PT900/850

825-2 ネックレス FD0.05 → FD0.50

825-8 ネックレス → ▲ｶｹあり

827-8 指輪 → ▲ｶﾝあり

832-1 指輪 → ▲ｶｹあり

832-2 指輪 → ▲ｶｹあり

832-10 ペントップ OP2.27 FD0.05 4.6g → OP2.27 4.6g ※裏ふせこみ

835-10 指輪 ﾋﾞﾙﾏ産R3.91 FD1.20 3.01 → ﾋﾞﾙﾏ産R3.91 1.20 FD3.01

841-4 ネックレス → ▲ｶｹあり

842-6 ブローチ → ※ｶﾞﾗｽ入り

847-4 指輪 → ▲ﾀﾞｲﾔｶｹ有

848-8 指輪 → ▲赤石ｶｹ有

848-9 指輪 6.9㎜ → 9.2㎜

849-3 ブレスレット → ▲ﾀﾞｲﾔつぶれ有

849-6 カフス R0.66 FD0.55 FD0.47×2 → R0.66*2 FD0.55*2 FD0.47*2

849-9 ブローチ → (ｷｬｯﾁ別)

852-4 ペントップ → ▲ﾀﾞｲﾔつぶれ有

855-10 指輪 → ▲ｻﾝｺﾞﾋﾋﾞ有

859-2 指輪 → ｶﾞﾗｽ入り

859-4 指輪 → ▲面ｷｽﾞ有

860-1 ペントップ ｻﾝｺﾞ → ｻﾝｺﾞ約14.3㎜

870-1 指輪 ヴァンドーム青山 FD → 透明石

870-4 ネックレス → ▲ﾈｯｸ社外

871-6 指輪 色石H → 水色石

872-8 イヤリング K18WG → K18

873-1 ネックレス 花ﾓﾁｰﾌ 8.9g ※ﾄｯﾌﾟK14 → 花ﾓﾁｰﾌ K14:5.5g K18:3.4g

878-2 指輪 FD0.70 → 色石1.80 FD0.70

879-10 指輪 19.26g → 19.26

880-2 指輪 ２本山 → ▲ﾒﾚ取れ

880-4 ネックレス ﾌﾞﾗｯｸｶﾙｾﾄﾞﾆｰ → ﾌﾞﾗｯｸｶﾙｾﾄﾞﾆｰ(着色処理)

880-10 指輪他 ２本山 PM900 E0.33 1.50 1.5g PT1000 FD0.20 0.12 5.3g → PM900 E0.33 FD0.20 1.5g PT1000 E1.50 FD0.12 5.3g

884-5 ネックレス → ▲ｶｹあり

884-10 色石ルース ８本山 → ▲割れあり

890-2 ネックレス D0.58 → D0.58(穴空き) FD0.13

896-2 指輪 → ▲ｷﾚﾂあり

898-1 指輪 FD1.00 → FD0.10

903-8 指輪 FD0.10 → FD石目無し

908-1 色石ルース ３本山 → ▲ｻﾝｺﾞ穴ﾋﾋﾞ有

909-8 指輪 R2.90 → R2.96

910-10 ペントップ D0.12 → 緑石0.12

912-3 ネックレス → D入り

913-2 指輪 → ▲ｻﾝｺﾞﾋﾋﾞ有

915-4 ネックレス他 ５本山 ﾝﾒｯｸ → ﾈｯｸﾚｽ

917-5 ペントップ → ▲ﾀﾞｲﾔｶｹ有

918-10 ペントップ PT850/PT900 → PM/PT900 FD石目無し

920-1 イヤリング → ｼｪﾙ入

920-7 ブレスレット 1.5g → 11.4g

921-1 イヤリング 0.7×2 → 0.17*2

923-3 ネックレス ９本山 → ※ﾊﾟｰﾙではないもの有 見た目

924-1 色石ルース → ▲ﾜﾚｶｹ有

924-2 色石ルース → ▲ﾜﾚｶｹ有

924-3 色石ルース → ▲ﾜﾚｶｹ有

924-4 色石ルース → ▲ﾜﾚｶｹ有

924-5 色石ルース → ▲ﾜﾚｶｹ有

924-6 色石ルース → ▲ﾜﾚｶｹ有

924-7 色石ルース → ▲ﾜﾚｶｹ有

924-8 色石ルース → ▲穴あき ｶｹ有
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924-9 色石ルース → ▲穴あき ｶｹ有

924-10 色石ルース → ▲ｶｹ有

927-6 指輪 → ▲ﾀﾞｲﾔ欠け有

928-1 ネックレス他 ３本山 → ｲﾔﾘﾝｸﾞ：K14WG

928-3 指輪 → ▲ｻﾝｺﾞﾋﾋﾞ有

931-6 ブレスレット → ▲ﾌﾞﾚｽ切れ ﾀﾞｲﾔ欠け有

935-3 指輪 0.404 FD1.04 → 色石 FD 刻印0.404 1.04

936-10 ブレスレット ４本山 → 磁石入り

939-6 ペントップ → ▲ﾀﾞｲﾔ欠け有

939-9 指輪 → ※黒い部分PT保証ではない

946-4 指輪 → ▲裏ふせこみ

946-10 ネックレス → ※ｶﾞﾗｽ入

947-1 ブレスレット → ▲ｻﾝｺﾞ穴欠け有

953-9 色石ルース → ▲ﾒﾝｽﾞﾚ欠け有

954-6 色石ルース → ▲ﾒﾝｽﾞﾚ欠け有

959-4 指輪 ブルガリ → ▲ﾊﾞﾈｽﾞﾚ有

961-1 指輪 → ▲ｶﾝ有

964-9 指輪 E → FD

966-2 指輪 → ▲ﾒﾝｽﾞﾚ有

966-5 イヤリング → ▲G両方ﾒﾝｽﾞﾚ有

968-10 指輪 → ▲ﾀﾞｲﾔ欠け有

969-6 空枠 → ▲ﾒﾚ取れ有

970-9 指輪 → ﾀﾞｲﾔつぶれ有

970-10 ネックレス → ▲ｻﾝｺﾞ1/3~1/4ｶｯﾄ有

972-6 指輪 D0.67 FD0.63 → FD 刻印0.67 0.63 石目見た目

973-6 ネックレス → FD0.10

973-7 ネックレス 赤ｻﾝｺﾞ → 赤ｻﾝｺﾞ約9.4㎜ ▲ｻﾝｺﾞ穴ﾋﾋﾞ有

974-2 指輪 → ▲ﾀﾞｲﾔﾒﾚ取れ有

974-6 指輪 → ▲ﾀﾞｲｱ欠け有

977-1 ブレスレット → 磁石入り

978-7 ネックレス PT900 → PT900/K18WG

978-8 ネックレス K18/PT900 → K18/PT850

979-10 ペントップ FD → 透明石

983-1 色石ルース → ※現状

983-2 色石ルース → ※現状

983-3 色石ルース → ※現状

983-4 小物 → ※現状

983-5 小物 → ※現状

983-6 小物 → ※現状

983-7 指輪他 １６本山 → ※現状

1151-3 ルース → ▲ﾀﾞｲﾔ欠け有

1165-1 ルース → ▲ﾀﾞｲﾔ欠け有

1165-2 ルース → ▲ﾀﾞｲｱ欠け有
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3-1 バック ＬＶ → ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ
13-8 バック ＬＶ → 付け根ﾀﾞﾒｰｼﾞ
21-4 バック ＬＶ → 表面ﾋﾋﾞ
21-7 バック ＬＶ → ｶﾄﾞﾔﾌﾞﾚ
28-2 バック ＬＶ → ﾌﾟﾙﾋﾞｽﾄﾚ
32-4 バック ＬＶ → ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ
49-7 バック ＬＶ → ﾋﾞｽとれ
51-3 バック ＬＶ → 開閉口ｻｲﾄﾞｽﾚ大
56-2 バック ＬＶ → 上部ﾔｹ
59-3 バック ＬＶ → 付け根取れそう
63-7 バック ＬＶ → 1個社外ﾋﾞｽ
79-3 バック ＬＶ → ﾋﾞｽ社外
94-1 バック エルメス → B
98-1 バック ＬＶ → 開閉口ﾌﾁﾋﾋﾞ
113-1 バック ＬＶ → ﾔｹ
117-5 バック Ｃ・ディオール → ﾌﾟﾙｽﾚ
124-1 靴 セルジオロッシ ｼｬﾈﾙ → ｾﾙｼﾞｵﾛｯｼ
129-4 財布 クロエ 2本山 ｼｬﾈﾙｸﾛｴ → ｸﾛｴのみ
130-2 バック ＬＶ → ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾚ
130-9 バック ＬＶ → ﾊﾝﾄﾞﾙﾋﾋﾞ
131-1 バック ＬＶ → ▲中ｼﾐ
135-8 バック ＬＶ → 磁石落ち
316-3 財布 シャネル → 全塗り
328-4 財布 ＬＶ → ﾌｧｽﾅｰﾔﾌﾞﾚ
337-9 財布 ＬＶ → ｶｰﾄﾞ入れﾌﾁｷﾚ
359-10 食器 エルメス → 直径23cm
372-3 スカーフ エルメス → ｼﾐ小
384-1 小物(NB) → 5cm×10cm
1409-4 バック シャネル ｶｰﾄﾞ → ｶｰﾄﾞ(割れ)
1410-9 バック ＬＶ → 袋
1410-10 バック ＬＶ 袋 → 付属なし
1421-9 バック マイケルコース → 袋
1423-5 バック ＭＣＭ 程度A → 程度B ﾋﾋﾞ
1423-8 バック フェラガモ 程度A → 程度AB 小ｷｽﾞ

1430-6 バック セリーヌ 袋
1433-2 バック グッチ ﾈｰﾑﾀｸﾞ 袋 袋
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1439-10 バック フェンディ 程度AB
1443-9 バック シャネル ﾉﾍﾞﾙﾃｨ
1447-6 バック マイケルコース 袋
1460-7 バック ＬＶ 箱
1462-1 バック プラダ 箱
1464-1 バック ＬＶ 表示ｽﾚ小 表面ｽﾚ小
1478-7 バック グッチ 程度AB 程度B
1603-9 財布 ＬＶ ﾔｹ
1605-3 財布 シャネル ｶｰﾄﾞ
1607-5 ネックレス エルメス 箱 袋 箱
1607-6 ネックレス エルメス 箱 袋 箱
1607-10 スカーフ エルメス 箱 箱(破損)
1613-4 財布 ＬＶ 内側ﾌﾁｷﾚ
1632-7 ブローチ シャネル 箱
1633-1 財布 プラダ ｶｰﾄﾞ ｶｰﾄﾞ(印無し)
1633-2 財布 ブルガリ 程度A 程度AB
1634-3 コインケース シャネル 表面小 表面ｽﾚ小
1634-5 財布 ＬＶ ｳｷ
1634-6 財布 ＬＶ ﾊｹﾞ
1635-6 財布 シャネル 程度AB 程度BC ｶｰﾄﾞｹｰｽ中ﾊｶﾞﾚ
1636-6 財布 プラダ 表面小ｷｽﾞ
1638-6 カードケース ＬＶ 程度AB 程度B


