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1323-10 工具 マキタ TD146DRFXW → TD148DRFXW

1347-7 工具 日立 WH18DDL2 2LYBK → WH18DDL2 2LYPK

1384-3 家電 GARMIN 未使用 保管品 →

1727-2 工具 タジマ →▲現状 台座ぐらつき 要ﾊﾞﾗﾝｽ確認

ＭＷオークション 3/5 訂正リスト 【道具】



No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後
702-2 ペントップ カルティエ 67027 → 9067027 ※9のｼﾘｱﾙ見にくい
704-5 ネックレス ミキモト → 石ｶｹ有
705-1 指輪 カルティエ → ｼﾘｱﾙ無し
705-2 指輪 カルティエ → ﾊﾟｰﾂ可動
706-7 ネックレス ジュネ → ジュネ
708-8 指輪(NB) ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰJ18.70 FD1.074 → ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰJ FD 刻印1074 1870
708-9 ペントップ(NB) → ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰJﾋﾋﾞ割れ
710-4 ネックレス シャネル → 刻印みにくい
715-5 指輪(NB) R1ｹ取れ → R1ｹ取れ(Rあり)
716-5 ピアス クロムハーツ → 片方のみ
717-1 ネックレス ミキモト → 留め具破損
719-2 指輪 グッチ → ゆがみ大
721-6 ブローチ(NB) → 地金のみ8.45g
722-3 ネックレス 田崎 → ｲﾆｼｬﾙ
722-5 ネックレス 田崎 田崎のﾏｰｸ消えかけ → 田崎刻印なし
723-7 ネックレス(NB) → ﾄｯﾌﾟのみ17.0g
724-6 指輪(NB) → FD0.18
725-5 ネックレス ブルガリ → 革はがれ大
725-10 ボールペン ２本山 → 1本ﾍﾟﾝ部分出てこない
726-8 指輪(NB) → OPｶﾝ有
727-9 ネックレス(NB) → 透明材の含浸
731-9 ペントップ(NB) FD0.03 → FD0.30
731-10 指輪他 １０本山 → ﾃﾞｨｵｰﾙｲﾔﾘﾝｸﾞﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ取れ
734-7 ペントップ(NB) → ｶﾞﾗｽ入り ▲ｶﾞﾗｽﾋﾋﾞ有
736-10 ブローチ 田村俊一 ペントップ → ブローチ
804-5 指輪(NB) → 色石欠け有り
804-9 帯留(NB) → 色珠ﾐﾘ数見た目
806-2 ネックレス(NB) K18WG/PT900 → K18WG 2.4g PT900 2.7g
806-4 ネックレス(NB) PT850/K18WG → PT850 3.1g K18WG 2.3g
810-1 指輪(NB) FD0.64 → 透明石0.64
815-8 指輪(NB) → D欠け有り
816-3 指輪(NB) → ﾄﾙｺ石変色有り
817-8 ネックレス(NB) → D欠け有り
821-10 ネックレス ジュネ PT900 → 750/PT900 ジュネ
823-4 ペントップ(NB) → D欠け有り
826-10 指輪(NB) FD0.58 R1.17 → R FD 刻印0.58 1.17
829-2 ネックレス(NB) ﾊﾟｰﾙ → ﾊﾟｰﾙ約7.39mm
831-5 ネックレス フォーエバーマーク → フォーエバーマーク
831-6 ネックレス フォーエバーマーク → フォーエバーマーク
838-2 指輪(NB) → 石ｶｹ有
845-1 ネックレス(NB) → Dメレ取れ有
846-1 ネックレス(NB) → ｻﾝｺﾞ穴ﾋﾋﾞ有
846-2 ネックレス(NB) ﾀｲﾁﾊﾟｰﾙ → ﾀﾋﾁﾊﾟｰﾙ
846-6 空枠(NB) → Dｶｹ有り
847-1 ネックレス(NB) 八面W → 6面W
847-5 指輪(NB) → ｻﾝｺﾞ穴有り
848-7 ネックレス(NB) → D欠け有り
852-2 ネックレス(NB) 0.7g → 6.5g
852-4 指輪(NB) ﾊﾟｰﾙ約12㎜ → ﾊﾟｰﾙ約11.85㎜
852-6 ペントップ(NB) ﾊﾟｰﾙ約11㎜ → ﾊﾟｰﾙ約11.4㎜
852-7 ペントップ(NB) ﾊﾟｰﾙ約14㎜ FD0.22 → ﾊﾟｰﾙ約15㎜ FD0.02
852-8 ペントップ(NB) ﾊﾟｰﾙ約11㎜ → ﾊﾟｰﾙ約11.5-13.0㎜
853-4 ネックレス(NB) ﾊﾟｰﾙ13.5mm → ﾊﾟｰﾙ13.8mm ▲Dﾒﾚ取れ
855-5 ペントップ ２本山 → 1本750ではない
856-9 指輪(NB) R0.90 FD1.9 → 刻印 R0.90 D1.9 ※石見た目
858-1 指輪(NB) 色珠約14.0mm → 色珠約14.5mm
858-4 ブローチ(NB) FD0.013 → FD0.13
858-9 ペントップ(NB) ﾏﾍﾞﾊﾟｰﾙ約12.0mm → ﾏﾍﾞﾊﾟｰﾙ約13.8mm
858-10 イヤリング(NB) ﾏﾍﾞﾊﾟｰﾙ約14.0mm → ﾏﾍﾞﾊﾟｰﾙ約13.5mm
859-2 指輪(NB) → 黒蝶ﾊﾟｰﾙ穴有り
860-9 ネックレス(NB) → ｻﾝｺﾞﾋﾋﾞ穴有り
862-4 ネックレス(NB) → ﾄﾙｺ石穴ﾋﾋﾞ有
863-1 指輪(NB) → PT900 ※金性保証
863-2 指輪(NB) → ﾀﾝｻﾞﾅｲﾄﾒﾝｽﾞﾚ有り
867-3 指輪(NB) R0.96 FD0.36 → R0.96 0.36 FD0.31

MWオークション 3/5 訂正リスト【宝石】



No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後
MWオークション 3/5 訂正リスト【宝石】

873-1 ネックレス(NB) FD0.01 → FD0.10
874-9 指輪(NB) FD.10 → FD0.10
881-3 指輪(NB) FD → FD1.40
882-6 指輪(NB) FD.50 → FD0.50
883-8 指輪(NB) → D欠け有り
888-8 ネックレス(NB) → FD0.62
889-7 ペントップ(NB) → 裏ふせこみ
892-5 ネックレス(NB) PT900/750 → PT900/PT
893-3 指輪(NB) → FD0.22
893-6 指輪(NB) ﾊﾟｰﾙ約11.0㎜ → ﾊﾟｰﾙ約11.4㎜
897-1 ライター(NB) → 着火OK 刻印少し薄い
897-2 ライター(NB) → 着火OK
904-7 ペントップ(NB) → D穴あき有り

911-3 イヤリング他 ２本山 ﾏﾍﾞﾊﾟｰﾙ約15.1㎜ →
ｲﾔﾘﾝｸﾞ:ﾏﾍﾞﾊﾟｰﾙ約15.3㎜ ﾄｯﾌﾟ:ﾏ
ﾍﾞﾊﾟｰﾙ約14mm

913-7 ペントップ(NB) D0.25 → D0.025 ▲ﾄﾙｺ石裏えぐれ
916-6 指輪(NB) → 亀のこうら部破損 中も開きません

919-1 ペントップ(NB) → Dﾒﾚ取れ有
919-3 タイピン(NB) 6.7g → 総重量6.7g
921-9 指輪(NB) 色石 → 非加熱ｲｴﾛｰS ※保証 ▲ﾒﾝｽﾞﾚ有り
923-1 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-3 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-4 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-5 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-6 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-7 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-8 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-9 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
923-10 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
924-1 色石ルース(NB) → 穴有り ヒビ割れあり 見た目
924-2 色石ルース(NB) → 欠け ヒビ有 見た目
924-4 色石ルース(NB) → 欠け ヒビ有 見た目
924-5 色石ルース(NB) → 穴有り 欠け ヒビ有 見た目
924-6 色石ルース(NB) → 穴有り 欠け ヒビ有 見た目
924-7 色石ルース(NB) → 穴有り 欠け ヒビ有 見た目
930-10 帯留(NB) → ｻﾝｺﾞ欠け有り
934-4 指輪(NB) → ｻﾝｺﾞ裏欠け有り
934-9 タイピン(NB) FD → 透明石
938-1 ペントップ(NB) 色珠15.13 → 色珠約12.13mm
939-9 ネックレス(NB) → Dｶｹ有り
944-3 ペントップ(NB) → ｶﾞﾗｽ入り
945-1 ピアス ６本山 → ｷｽﾞ有
945-2 ピアス ６本山 → ｷｽﾞ有
946-4 ピアス ６本山 → ｷｽﾞ有
946-5 ピアス ６本山 → ｷｽﾞ有
947-7 ネックレス(NB) → ｻﾝｺﾞ穴 ﾋﾋﾞ有
1151-8 ルース LDH → LDHではない
1151-10 ルース M → M(FAINT BROWN)
1158-5 ルース → 欠け有り
1164-3 ルース → 欠け有り
1166-6 ルース → 欠け有り
1166-9 ルース → 欠け有り
1171-1 ルース → VSB



No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後

2-1 バック ＬＶ → ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙなし

6-9 バック ＬＶ → 角ﾔﾌﾞﾚ

9-6 バック ＬＶ → ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ

12-4 バック エルメス → 替えﾊﾞｯｸなし

12-10 バック グッチ → ﾋﾓﾊｶﾞﾚ

13-2 バック ＬＶ → ﾊﾝﾄﾞﾙﾋﾋﾞ

14-7 バック ＬＶ → ﾊﾝﾄﾞﾙﾋﾋﾞ 外底変色

18-4 バック ＬＶ → ﾋﾞｽ1個ﾊｽﾞﾚ

20-2 バック ＬＶ → 社外穴

25-3 バック ＬＶ → 内ｶﾋﾞ

26-5 バック ＬＶ → ﾋﾞｽ1個ﾊｽﾞﾚ

28-2 バック ＬＶ → 表面ｽﾚﾔﾌﾞﾚ

29-2 バック グッチ → 付根ｷﾚ

30-1 バック ＬＶ → ﾌﾁﾌｯｷﾝｸﾞ貫通

30-3 バック ＬＶ → ｻｲﾄﾞﾌﾁﾋﾋﾞ

34-4 バック ＬＶ → 間口ﾋﾋﾞ

40-1 バック ＬＶ → ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ

41-3 バック ＬＶ → ﾊﾝﾄﾞﾙﾋﾋﾞ

41-4 バック ＬＶ → ｻｲﾄﾞｷﾚ

45-1 バック ＬＶ → ﾎﾟｹｯﾄ裏落書き

45-8 バック ＬＶ → 付根ﾋﾋﾞ

53-1 バック サマンサベガ ｽﾄﾗｯﾌﾟ無し → ｽﾄﾗｯﾌﾟあり

56-2 バック ＬＶ → ﾋﾓｷﾚ ﾋﾞｽ取れ

56-7 バック ＬＶ → ﾎﾟｰﾁ内ﾍﾞﾀﾖｺﾞﾚ 中ｳｷ

63-1 バック ＬＶ → ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ

67-3 バック ＬＶ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ → ﾌｧｽﾅｰﾃｰﾌﾟﾔﾌﾞﾚ

67-6 バック コーチ → 背面下部ﾔﾌﾞﾚ

71-2 バック ＬＶ → 中ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

71-5 バック ＬＶ → 角ﾔﾌﾞﾚ

71-6 バック ＬＶ → ﾃｶﾘ

73-2 バック ＬＶ → ﾊﾝﾄﾞﾙﾋﾋﾞ

75-3 バック ＬＶ → ﾌﾟﾙｷﾚ

78-4 バック ＬＶ → ﾌｧｽﾅｰｺﾜﾚ

81-6 手帳カバー ＬＶ → 内ﾊｶﾞﾚ

82-10 バック グッチ → ﾌﾟﾙなし

128-6 バック ＬＶ → ▲ﾌｧｽﾅｰﾒｯｷﾊｹﾞ

131-5 バック ＬＶ → 中ｼﾐ ﾆｵｲ

131-6 バック ＬＶ → ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ小

138-5 バック ＬＶ → ｼｮﾙﾀﾞｰ改造

MWオークション  3/6  訂正リスト【 バック 】



No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後

MWオークション  3/6  訂正リスト【 バック 】

349-10 手帳カバー ＬＶ → 内ﾍﾞﾀ

356-3 財布 ＬＶ M93607 → M90077

356-6 財布 ＬＶ M65171 → M95171

368-3 財布 グッチ → 接着補修有

369-4 財布 ＬＶ → 内ﾍﾞﾀﾊｶﾞﾚ

369-8 手帳カバー ＬＶ → ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

369-9 手帳カバー ＬＶ → ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ


