
No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後
709-2 指輪 アガット K18 → K10

MWオークション 1/22 訂正リスト【宝石】



No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後

1335-2 家電 DAINITI ランクＳ ランクA

1341-10 楽器 Epiphne ▲ﾏｲｸ不良、ｼｰﾙ貼り、弦ｻﾋﾞ、ｶﾋﾞ、ﾍｯﾄﾞﾊｹﾞ小 ▲ﾏｲｸ不良、ｼｰﾙ貼り、弦ｻﾋﾞ、ｶﾋﾞ、ﾍｯﾄﾞﾊｹﾞ小 現状

1344-7 レンズ HASSELBLAD ▲ﾌｫｰｶｽﾘﾝｸﾞ白化 ▲ﾌｫｰｶｽﾘﾝｸﾞ白化 ｶﾋﾞ くもり

1344-8 レンズ HASSELBLAD ▲ﾌｫｰｶｽﾘﾝｸﾞ白化 ▲ﾌｫｰｶｽﾘﾝｸﾞ白化 ｶﾋﾞ くもり

1344-10 レンズ キヤノン ▲中玉の縁くもり 拭き痕 ｶﾋﾞ

1356-3 レンズ キヤノン ▲ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ不良

1718-1 レンズ ペンタックス ▲打ｷｽﾞ、ﾚﾝｽﾞｶﾋﾞ大、ﾌｧｲﾝﾀﾞｰｶﾋﾞ ▲ｼｬｯﾀｰ不良 打ｷｽﾞ、ﾚﾝｽﾞｶﾋﾞ大、ﾌｧｲﾝﾀﾞｰｶﾋﾞ 現状

MWオークション 1/22 訂正リスト【家電】



No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後

9-3 バック ＬＶ ｴﾘﾌﾟｽMM → ｴﾘﾌﾟｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

10-3 バック ＬＶ ﾌﾟﾛﾌﾟﾘｱ → ﾌﾟﾛﾌﾟﾘｱﾉ

25-3 バック シャネル ｺｯﾄﾝ → ﾑｰﾄﾝ

33-8 バック エルメス - → ｴｰﾙﾊﾞｯｸﾞ

45-9 バック ＬＶ ﾉﾜｾﾞｯﾄ → ﾋﾟﾝｸ

94-1 バック ＬＶ - → ｽﾄﾗｯﾌﾟ付

136-4 バック ＬＶ ｵﾃﾞｵﾝPM → ﾌﾞﾛｰﾆｭ

160-7 バック ＬＶ - → 付け根社外修理

166-7 バック ＬＶ - → ﾋﾞｽ取れｻｲﾄﾞ皮あり

302-5 財布 グッチ (参定)\53000 → (参定)\48000

302-6 財布 グッチ - → (参定)\53000

315-6 サングラス コーチ - → ﾌﾚｰﾑ歪み

346-2 財布 ＬＶ - → ｶｰﾄﾞｹｰｽ一部ﾔﾌﾞﾚ

377-1 ネックレス エルメス - → AB

384-4 サングラス マイケルコース - → マイケルコース

406-1 バック １７本山 3本山 → 17本山

454-1 財布 ＬＶ - → SF3270

454-8 コインケース ＬＶ - → SN3290

1404-1 バック シャネル - → 内側ﾔﾌﾞﾚ

1425-9 バック シャネル - → 持ち手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ小

1433-5 バック ＬＶ ｶﾃﾞﾅ → ｶﾃﾞﾅ×2

1449-5 バック プラダ ﾈｰﾑ → ﾈｰﾑﾀｸﾞ

1608-5 スカーフ エルメス - → 箱(ﾘﾎﾞﾝ欠品)

1625-3 財布 ＬＶ ﾊﾟｽｹｰｽ → 証明書ｹｰｽ

1627-7 財布 プラダ ｶｰﾄﾞ → ｶｰﾄﾞ(印無し)

1/23 MWA ブランドバッグ 訂正リスト



No. カテゴリ ブランド 訂正前  訂正後
502-1 時計 ＡＰ → 巻止×
502-2 時計 セイコー 止まり → 不動
502-7 時計 カルティエ → ｴﾄﾋﾋﾞ
504-10 時計 ロレックス → ▲裏ﾌﾞﾀｷｽﾞ
509-6 時計 モーブッサン 止まり → 不動
516-3 時計 シャネル 止まり → 電池切れ
516-4 時計 シャネル 止まり → 電池切れ
516-6 時計 コルム 止まり → 電池切れ
519-3 時計 ガガミラノ → ▲巻上不良
519-4 時計 セイコー カシオ → セイコー
560-2 時計 ロンジン → 不動
564-1 時計 ロレックス → ﾘｭｰｽﾞ段ﾅｼ
584-5 時計 オメガ → ﾘｭｰｽﾞ社外
586-10 時計 ロレックス → FF改造品
592-3 時計 オメガ → ｹｰｽ:ﾒｯｷ ﾌﾀ:ｽﾃﾝ ﾌﾞﾚｽ:ｱﾌﾀｰ

MWオークション 1/23 訂正リスト【時計】


