
2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 1

1 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

1-1 1 バック エルメス
ｸｼｭﾍﾞﾙ ｹﾘｰ32 〇L刻印 ｸﾞﾘｰﾝ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ｺﾊﾞﾜﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ｶｷﾞ ｶﾃﾞﾅ ｸﾛｼｪｯﾄ 袋
※

1-2 2 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｼｰﾙなし ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

B-  ※

1-3 3 バック エルメス
ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾁﾍﾞｯﾄ H刻印 赤 ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ｺﾊﾞﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ

B  ※

1-4 4 バック エルメス ｴｳﾞﾘﾝGM ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B  ※

1-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ M64064 ﾎﾟｼｪｯﾄ・ﾌｪﾘｼｰ SP3117 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金
具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小

B+  ※

1-6 6 バック シャネル ﾏﾄﾗｯｾ ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ 31番台 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ小 AB  ※

1-7 7 バック エルメス
ｴﾌﾟｿﾝ ｴｳﾞﾘﾝⅡPM 刻印不明 ﾎﾟﾃｨﾛﾝ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B  ※

1-8 8 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ M30347 UB3159 ﾎﾟｼｪｯﾄ･A4 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ 香水臭

B+

1-9 9 バック エルメス
ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｴｰﾙﾊﾞｯｸTPM 黒 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｼﾐ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾇﾒ革ｼﾐ 中変色

B-

1-10 10 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 3番台 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-  ※
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   出品No. 2

2 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

2-1 1 バック エルメス
エルメス ｸｼｭﾍﾞﾙ ﾏｰｹｯﾄ 茶 ▲型崩れ 角ｽﾚ大 持手ｽﾚ大 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ大 ﾋﾓｽﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

BC

2-2 2 バック エルメス
エルメス ﾈｺﾞﾝﾀﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨ K刻印 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-  ※

2-3 3 バック エルメス
エルメス ｴﾌﾟｿﾝ ｴｳﾞﾘﾝⅡPM □H刻印 ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立
ち ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B  ※

2-4 4 バック ＬＶ
ＬＶ M43680 FO3178 黒 ｼｬﾄﾞｳ ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中使用感

B  ※

2-5 5 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 6番台 ﾋﾟﾝｸ ｺｯﾄﾝﾁｬｰｼﾞ ▲角
ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-  ※

2-6 6 バック シャネル
ﾃﾞｶﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 3番台 黒 ▲底ｽﾚ 角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ小 ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B  ※

2-7 7 バック エルメス
エルメス ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 刻印不鮮明 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲持手ｽﾚ小 表
面ｽﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ

AB  ※

2-8 8 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 6番台 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾔｹ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B  ※

2-9 9 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｼｰﾙはがれ 赤 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
底ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-  ※

2-10 10 バック シャネル
シャネル ｶｰﾌ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 1番台 黒 ▲型崩れ 底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 粉ﾌｷ

BC  ※
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   出品No. 3

3 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

3-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏｯﾄ ＬＶ M55126 ｱﾙｽﾄﾝ CA1022 ﾋﾞｵﾚ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 根元ｷﾚ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大

BC

3-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大
ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大

BC

3-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ N42238 VI0960 ﾌﾟﾁﾊﾞｹｯﾄPM ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ無 ﾋﾞｽﾄﾚ

BC

3-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 VI871 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 持手ﾋ
ﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾛﾁｷﾞﾚ

BC

3-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51115 ﾌﾗﾈﾘｰ NO1920 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

3-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41443 ｴｳﾞｧｼｵﾝ VI1011 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中使用感

B-

3-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M23418 確認できず ｶﾞｰﾒﾝﾄｷｬﾘｱ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｶﾋﾞ ｼﾐ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感
ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ周りﾎﾂﾚ

BC  ※

3-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM 確認できず ▲型崩れ 角ｽﾚ大 持手ﾋ
ﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖ
ｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡 ﾎﾟｰﾁ無

BC

3-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40044 ﾎﾟｼｪｯﾄﾎﾞｽﾌｫｰﾙ MI0086 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾗｯﾌﾟﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

BC

3-10 10 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30692 確認できず ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ﾎﾟﾙﾀﾌﾞﾙ･ｼﾞﾍﾞｼｴｰﾙ ▲表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ST無

B  ※
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   出品No. 4

4 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

4-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51183 ｻﾚﾔPM 不鮮明 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

4-2 2 バック シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ 9番台 ｼﾙﾊﾞｰﾁｪｰﾝﾎﾟｰﾁ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ
ﾌｧｽﾅｰ固い

B 箱 ｶｰﾄﾞ

4-3 3 バック シャネル
ﾎﾞｰｲｼｬﾈﾙ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ 23番台 ▲表面ｽﾚ小 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ﾖｺﾞﾚ小

AB 箱 ※

4-4 4

4-5 5

4-6 6

4-7 7

4-8 8

4-9 9

4-10 10
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   出品No. 5

5 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

5-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51183 ｻﾚﾔPM 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖﾚ

B

5-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51388 ﾐｭｾﾞｯﾄﾀﾝｺﾞ･ｼｮｰﾄ SP0999 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ小 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

5-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51385 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ30 NO1915 旧型 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ

B+

5-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41113 ｼﾗｸｰｻPM SP0171 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
根元ﾉﾋﾞ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

5-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45257 ｱﾍﾞｽ SP1001 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾞﾑﾕﾙｲ 毛羽立ち

B

5-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41441 ｵﾗﾌGM CA0034 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

5-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA1927 ▲底ｼﾐ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

5-8 8 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N42270 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ TH1026 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具変色 ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

5-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N51207 ﾊﾑﾌﾟｽﾃｯﾄﾞPM CA4049 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

AB

5-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA0996 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B
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   出品No. 6

6 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

6-1 1 バック シャネル
シャネル ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾋﾞｰﾁﾊﾞｯｸ 黒 ｿﾚｲﾕ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

BC

6-2 2 バック シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ ﾁｪｰﾝﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 04番台 ｲｴﾛｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｷｽﾞ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ﾇﾘﾔｹｽﾚﾖｺﾞﾚ

BC 袋 ｶｰﾄﾞ

6-3 3 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾃﾞﾆﾑ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 05番台 青 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸﾊﾞﾈ不良

BC 袋 ※

6-4 4 バック シャネル
ｺｺﾏｰｸ シャネル ｴﾅﾒﾙ 復刻ﾄｰﾄ 07番台 黒 ▲角ｽﾚ 持手劣化 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ

C 袋 ｶｰﾄﾞ

6-5 5 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル A01113 ﾗﾑｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 05番台 ﾍﾞｰ
ｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 箱 袋 ｶｰﾄﾞ ※

6-6 6 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾟｰﾁ 07番台 ｶｰｷ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- ｶｰﾄﾞ

6-7 7

6-8 8

6-9 9

6-10 10
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   出品No. 7

7 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

7-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ CA0090 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ
根元ｷﾚ ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

C  ※

7-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏPM VI0973 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ ﾇﾒ革
ﾔｹ大 金具ｻﾋﾞ 中ﾎﾂﾚ ﾔﾌﾞﾚ 使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

BC ｶﾃﾞﾅ

7-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42226 ﾌﾟﾁﾉｴ AR0963 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 金具ｻﾋﾞ 中
使用感

B

7-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM SP0958 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾁｽﾚ
中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ無

BC 袋

7-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ TH0040 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾉﾋﾞ
ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

B-

7-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51365 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝGM NO0924 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ

AB

7-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ 確認できず (参定) 177,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟ
ﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B ﾈｰﾑﾀｸﾞ

7-8 8 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51126 ｴﾘﾌﾟｽMM MI0998 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B+ ｶﾃﾞﾅ ｶｷﾞ×2

7-9 9

7-10 10
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   出品No. 8

8 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

8-1 1 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾊﾞﾆﾃｨﾊﾞｯｸ 02番台 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ｼﾐ 中 ﾇﾘ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ

BC

8-2 2 バック シャネル
シャネル ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 05番台 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B Gｶｰﾄﾞ ※

8-3 3 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 10番台 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸﾊﾞﾈ不良

B 箱 Gｶｰﾄﾞ 袋 ※

8-4 4 バック クロエ
クロエ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ｽﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

8-5 5 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾇﾘ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

8-6 6 バック プラダ
プラダ B2811 ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- Gｶｰﾄﾞ

8-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47522 ﾄｩﾙｰｽﾄﾜﾚｯﾄ28 841 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾍﾞﾀ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ﾇﾘ 金具ｻﾋﾞ ﾌｧｽﾅｰ固い

B-

8-8 8 バック グッチ
グッチ 141809 ｷｬﾝﾊﾞｽ 002058 ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾆﾎﾟｰﾁ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

8-9 9 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ GL002739 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B Gｶｰﾄﾞ

8-10 10 バック(NB)
ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 緑 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ

B-
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   出品No. 9

9 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

9-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51221 ﾌﾞﾛﾜ TH1921 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯ
ﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

9-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40076 ﾄｩﾗﾑPM SR0036 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表
面ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ大 ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

9-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51154 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ・ｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ DU1025 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根元ｷﾚ 表面ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 使用感

BC

9-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41414 ｷｰﾎﾟﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ55 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ 持
手ﾋﾋﾞ ｽﾚ大 根元ｷﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ST無

BC

9-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51847 ｺﾝﾋﾟｴｰﾆｭ 852 23 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 外ﾎﾟ
ｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

9-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41106 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ
ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾋﾞｽﾄﾚ

BC

9-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 844MB ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾎﾂﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ 持ち手ｺｹﾞﾋﾞｽﾄﾚ

BC

9-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SP0929 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ 持手ﾋﾋﾞ ﾌﾁ
ｽﾚ ﾍﾞﾀ 根元ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感 ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚ
耳ﾁｷﾞﾚ

BC

9-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 VI0972 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ 持手ﾎﾂﾚ 根
元ﾋﾋﾞ 表面ﾔﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｶﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚﾁｷﾞﾚ
耳ﾁｷﾞﾚ

BC

9-10 10 バック ＬＶ
ｲﾃﾞｨｰﾙ ＬＶ M95224 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SP2077 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾎﾂﾚ 表
面ｽﾚ 変色 金具ﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 10

10 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

10-1 1 バック アンテプリマ アンテプリマ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲表面ｽﾚ小 A

10-2 2 バック
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 持手ｽﾚ AB

10-3 3 バック
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 B

10-4 4 バック
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲中ﾖｺﾞﾚ小 A

10-5 5 バック
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 B

10-6 6 バック
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ小 A

10-7 7 バック
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 金具ｷｽﾞ
中ﾖｺﾞﾚ小

AB

10-8 8 バック トリーバーチ トリーバーチ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ A

10-9 9 バック トリーバーチ トリーバーチ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲表面押し跡小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ A

10-10 10 バック トリーバーチ トリーバーチ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 SA
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   出品No. 11

11 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

11-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60006 ﾗｳﾞｪｯﾛGM VI4038 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
ｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ

B-

11-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51201 VI0096 ｴﾍﾞﾇ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾔｹ 金具
ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｿﾘ

B

11-3 3 バック ＬＶ
ｽﾊﾘ ＬＶ M91820 IM0044 ﾀﾗﾝﾃｭｰ ﾌﾞﾛﾝ ▲持手ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ

B

11-4 4 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 3番台 黒 ﾄﾘﾌﾟﾙｺｺ 巾着ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾎﾟｰﾁ中ﾖｺﾞﾚ

B- ﾎﾟｰﾁ ※

11-5 5 バック シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 4番台 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾜ
ﾌﾁｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾔｹ 粉ﾌｷ ﾎｯｸﾊﾞﾈ不良

BC

11-6 6

11-7 7

11-8 8

11-9 9

11-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 12

12 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

12-1 1 バック グッチ
GG グッチ 145811 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 2684 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手毛
羽立ち小 金具ﾖｺﾞﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中使用感

B 袋

12-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45266 ﾀﾞﾇｰﾌﾞ SL0041 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 根元ﾉﾋﾞ ﾋﾋﾞ
小 外ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄ生地ｳｷ ｶﾋﾞ小

BC

12-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51108 ｻｯｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ
ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡小

B-

12-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ FL1001 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B 袋

12-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ VI0986 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ小 ﾇ
ﾒ革ｼﾐ 中使用感

B

12-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51205 ﾊﾑｽﾃｯﾄﾞPM MI4027 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 金具ｷｽﾞ ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ｻｲﾄﾞﾎﾞﾀﾝ固い

B

12-7 7

12-8 8

12-9 9

12-10 10
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   出品No. 13

13 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

13-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47542 ﾎﾟｯｼｭ･ﾄﾜﾚｯﾄ 不鮮明 ▲角ｽﾚ 表面ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ小
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾊｶﾞﾚ

BC 袋

13-2 2 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｷｽﾞ 金具ｸｽﾐ 中
使用感

B

13-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51852 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ﾂｲﾝGM BA1919 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾋﾋﾞ 中ｽﾚ

AB 袋

13-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM SP0998 ▲角ｽﾚ 持手根元ﾋﾋﾞ 中ﾍﾞﾀ
ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC 袋

13-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ TH0920 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾋﾋﾞ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ

B

13-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ AR0050 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 根元ﾉﾋﾞ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感

B+ 袋

13-7 7 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51102 ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ MB1918 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ小 中ﾖｺﾞﾚ B

13-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ AR0010 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ小 中ｽﾚ

B+

13-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA0010 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ小 ﾇﾒ革ｼﾐ
中ｽﾚ

B+ 別ST

13-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51163 ｳﾞｨﾊﾞｼﾃGM AR1004 ▲角ｽﾚ小 ﾇﾒ革ｼﾐ小 中
使用感

AB 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 14

14 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

14-1 1 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M54498 ﾎﾟｯｼｭﾄﾞｷｭﾏﾝ VI1926 ▲角ｽﾚ 表面ｷｽﾞ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中
ｽﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

14-2 2 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30194 ｸﾗﾄﾞ 確認できず ｴﾋﾟｾｱ ▲外ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 角ﾇﾘ

BC

14-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51795 ﾎﾟｼｪｯﾄｵﾑ MI873 ▲角ｽﾚ 表面ｶﾋﾞ ﾌﾁﾍﾞﾀ ﾋﾋﾞ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

14-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51127 ｴﾘﾌﾟｽPM VI0988 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾊﾟｲﾋﾟ
ﾝｸﾞｽﾚ ｺｹﾞ 持手ﾋﾋﾞ ﾄﾚ

C

14-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42224 ﾉｴ AR0923 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋ
ﾋﾞ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

14-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51154 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ・ｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ CA1005 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ
持手劣化 表面ﾔﾌﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

BC

14-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄGM FL0090 ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ
ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁﾍﾞﾀﾊｶﾞﾚ

BC

14-8 8

14-9 9

14-10 10
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   出品No. 15

15 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

15-1 1 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｼｰﾙなし 黒 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲ﾊﾟｲ
ﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

B-  ※

15-2 2 バック ３本山 ３本山 ｺｰﾁ×2 NB B-

15-3 3

15-4 4

15-5 5

15-6 6

15-7 7

15-8 8

15-9 9

15-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 16

16 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

16-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47236 確認できず ﾜｯﾄｱﾄｩｰｼﾞｭｴﾘｰｹｰｽ ▲持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ ｺﾊﾞｷﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ﾘﾝｸﾞ入れ ｸｯｼｮﾝ ※

16-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60006 ﾗｳﾞｪｯﾛGM VI0057 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｼﾜ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 箱 袋 ST ※

16-3 3 バック フェンディ
ｾﾚﾘｱ フェンディ 8BR102 ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾐﾝｸﾌｧｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B+ 袋 ﾀｸﾞ ※

16-4 4 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 6番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾟﾝﾌｧｰ ﾗﾊﾟﾝ ▲ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 中ﾌﾗｯﾌﾟﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B+ 袋 Gｶｰﾄﾞ ※

16-5 5 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 10番台 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾗﾊﾟﾝ ﾌｧｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ
角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B-

16-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M93183 ｻﾝｼｬｲﾝ FL0180 ﾛｰｽﾞ 2010年春夏ｺﾚｸｼｮ
ﾝ ▲表面変色大 ﾇﾒ革ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-  ※

16-7 7 バック ロエベ
ｱﾅｸﾞﾗﾑ ロエベ 335.54.Z33 ﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾞｾｯﾄ ﾌﾗｯﾄ ｸﾛｽﾎﾞﾃﾞｨ ｺﾆｬｯｸ ▲
表面ｽﾚ 中ｽﾚ

AB

16-8 8 バック ロエベ
ロエベ ﾚｻﾞｰ×ﾊﾟｲｿﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾗﾒﾝｺ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾜ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 変色

B ﾀｸﾞ

16-9 9 バック プラダ
プラダ V136 ﾅｲﾛﾝ 黒 ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ 白ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

AB Gｶｰﾄﾞ

16-10 10 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ 黒 ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ 白ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 B
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   出品No. 17

17 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

17-1 1 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ ｶｰｷ ｶｼﾐｱ×ﾚｻﾞｰ ▲持手ﾖﾚ ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 表
面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B

17-2 2 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ ｶｰｷ ▲型崩れ 持手劣
化 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰｻﾋﾞ

BC

17-3 3 バック フェンディ
フェンディ ﾅｯﾊﾟﾚｻﾞｰ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾔｹ ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B

17-4 4 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｶｰｷ ▲持手ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

17-5 5 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 8BR545 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｽﾊﾟｲﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ▲持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B ﾀｸﾞ

17-6 6 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ▲底ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ｸｽﾐ 中ﾌﾁｽﾚ

B

17-7 7 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ×ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄﾗﾍﾟｰｽﾞ 緑×茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 袋 ST

17-8 8 バック
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ ﾗﾑｽｷﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 持手
ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｼﾜ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B- ST

17-9 9 バック バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー PVC×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ

B+

17-10 10 バック ＬＶ
ﾋﾞｰﾁﾗｲﾝ ＬＶ M93160 ｺｽﾐｯｸPM RC1110 ﾛｰｽﾞ 村上隆ｺﾗﾎﾞ ｺｽﾐｯｸﾌﾞ
ﾛｯｻﾑ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ﾀｸﾞ
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   出品No. 18

18 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

18-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40477 ｳｨｰｸｴﾝﾀﾞｰGM DU3101 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 付根ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ST ｶﾃﾞﾅ ﾈｰﾑﾀｸﾞ ※

18-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M44874 ﾊﾟｰﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸMM PL2137 ▲底ﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ大 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

18-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱﾝﾌｨﾆ ＬＶ N41490 MB2116 ｵﾆｷｽ ｽﾃｭｰﾃﾞｨｵ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ST無

B

18-4 4 バック セリーヌ
セリーヌ 171453 ﾚｻﾞｰ ﾄﾘｵ ﾈｲﾋﾞｰ ﾗｰｼﾞｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 根
元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｼﾜ ｽﾚ ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

18-5 5 バック ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M92663 ﾄｩﾙｰｳﾞｨﾙ MI1005 ﾌﾞﾛﾝ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖ
ｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

18-6 6 バック シャネル
旧ﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 6番台 黒 ﾊﾞｯｸﾞｲﾝﾊﾞｯｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ
毛羽立ち ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B Gｶｰﾄﾞ

18-7 7 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾗﾑｽｷﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾖﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

18-8 8 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 白ﾀｸﾞ 出品取消 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中使用感

B-

18-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M53013 ｶﾊﾞ･ﾎﾞﾌﾞｰﾙ DU4038 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大
毛羽立ち 表面ﾍﾞﾀ ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

18-10 10 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 GG金具 ▲表面ｽﾚ ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 袋



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 19

19 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

19-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M53331 MI0974 ｾﾙｳﾞｨｯﾄ･ｺﾝｻｲｴ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ｺﾊﾞ毛羽立ち 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯ
ﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

19-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ｱｸｾｻﾘｰﾎﾟｰﾁ AR1012 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｼﾐ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

19-3 3 バック エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸPM ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾔｹ ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 真中ﾎﾞﾀﾝ不良

B-

19-4 4 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ｼｰﾙ不鮮明 黒 ｾﾐｼｮﾙﾀﾞｰ ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾔﾌﾞ
ﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC ﾎﾟｰﾁ

19-5 5 バック グッチ
グッチ ｽｴｰﾄﾞ×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 223948/000926 黒 ﾍﾞﾛｱ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

19-6 6 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ﾅｲﾛﾝ ｾﾐｼｮﾙﾀﾞｰ 06-13/16358-012 黒 ▲型崩れ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 根元ﾎﾂﾚ ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

19-7 7 バック プラダ
プラダ 書類ﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ｻﾌｨｱｰﾉﾚｻﾞｰ×PVC ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

19-8 8 バック フェラガモ
フェラガモ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 根元ﾉﾋﾞ
ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面全ﾇﾘ

BC

19-9 9 バック バーバリー
ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔｹ

B-

19-10 10 バック ２本山 ２本山 ｹﾞﾗﾙﾃﾞｨｰﾆ ｺｰﾁ B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 20

20 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

20-1 1 バック トリーバーチ トリーバーチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 金具ｽﾚ小 A

20-2 2 バック トリーバーチ トリーバーチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黄 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 金具ｽﾚ小 A

20-3 3 バック トリーバーチ
トリーバーチ ｶｰﾌ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 中
ｽﾚ ｷｽﾞ

AB

20-4 4 バック トリーバーチ トリーバーチ ｶｰﾌ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲中ｽﾚ ﾌｧｽﾅｰﾒｯｷﾊｹﾞ A

20-5 5 バック トリーバーチ トリーバーチ ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ A ST

20-6 6 財布 セリーヌ
セリーヌ ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 白 ﾄﾘｵﾝﾌ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ｽﾚ

AB

20-7 7 バック
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ A

20-8 8 バック
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

A

20-9 9 バック ロエベ
ロエベ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ﾌﾗﾒﾝｺﾉｯﾄ ▲角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

20-10 10 バック ゴヤール ゴヤール PVC ﾋﾟﾝｸ ｱﾙﾄﾅPM ▲角ｽﾚ ｲﾆｼｬﾙ A  ※



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 21

21 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

21-1 1 バック
ブルックスブラ
ザーズ

ブルックスブラザーズ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ 書類ｶﾊﾞﾝ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰしっと
り 中使用感

AB 替えﾊﾞｯｸ

21-2 2 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52667 ｻﾝｼﾞｬｯｸ A20915 ﾚｯﾄﾞ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ 表面
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

21-3 3 バック ディーゼル
ディーゼル ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞ
ﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

21-4 4 バック グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 223666 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

21-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M42962 ｷｰﾎﾟﾙ50 VI884 ﾉﾜｰﾙ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ小 ﾌｧｽﾅｰ固い

B-  ※

21-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41533 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 DU2037 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾎﾂﾚ
ｺﾊﾞｷｽﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ小 ﾐﾐ ﾋﾋﾞ

B-

21-7 7 バック ロンシャン
ロンシャン ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾖ
ｺﾞﾚ

B

21-8 8 バック ロンシャン
ロンシャン ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ小 表面ｽﾚ小 金具ｽﾚ
中ｽﾚ

A

21-9 9 バック グッチ
GG グッチ 115002 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 115002 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ｽﾚ 金具ｽﾚ 中使用感

B 袋

21-10 10 バック コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ×ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ×ｸﾞﾚｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ AB ST 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 22

22 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

22-1 1 バック サマンサタバサ
サマンサタバサ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾎﾜｲﾄ×ﾈｲﾋﾞｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽ
ﾚ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

B ST

22-2 2 バック ＬＶ ｴﾋﾟ ＬＶ M52225 ｽﾌﾛ MI0999 ﾌﾞﾙｰ ▲中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｻｲﾄﾞｷﾚ B 袋

22-3 3 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ﾚｻﾞｰ ﾎﾟｰﾁ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾌﾁ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｸﾚ

B

22-4 4 バック ＬＶ
ｱﾝﾃｨｸﾞｱ ＬＶ M40035 ｶﾊﾞMM SR0075 ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾚｯﾄﾞ ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B+

22-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52222 ｽフﾛ AR0919 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ ﾎﾂﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾔｹ 中ｽﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｻｲﾄﾞｷﾚ

B ﾐﾆﾎﾟｰﾁ

22-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M43431 ﾓﾝｽﾘ SP5107 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾋﾋﾞ 中使用感
ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ｺﾊﾞﾜﾚ

B

22-7 7 バック(NB) ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ｶﾋﾞ B- 袋

22-8 8 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 復刻ﾄｰﾄ 11番台 ﾌﾞﾗｯｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 中使用感 持ち手根元折れ

B- 袋

22-9 9 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N55213 ｴｳﾞｧ AA0153 ▲角ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ小 B+

22-10 10 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51994 ｼﾞｪﾛﾆﾓｽ CA2078 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ B+
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   出品No. 23

23 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

23-1 1 バック コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾚｯﾄﾞ ▲中ｽﾚ小 A 袋

23-2 2 バック コーチ コーチ C2279-CA214 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾚｯﾄﾞ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ A 袋

23-3 3 バック グッチ
GG グッチ 201480 200047 ﾚｻﾞｰ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ 角ｽﾚ
持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ST無

B 袋

23-4 4 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
中使用感

B 袋

23-5 5 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 071301 ﾈｲﾋﾞｰ×ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｼﾜ 中使用感 ﾚｻﾞｰﾌﾞﾔｹ ﾖｺﾞﾚ

B 袋

23-6 6 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M59098 ﾎﾟﾙﾄﾄﾞｷｭﾏﾝ･ｳﾞｫﾜﾔｰｼﾞｭ BA0968 ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲
角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾍﾞﾀ小 中使用感

AB 袋

23-7 7 バック コーチ
コーチ L1282-F70682 ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ小 表面ｽﾚ
中ｽﾚ

AB

23-8 8 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M32684 ﾈｵ･ﾊﾟｳﾞｪﾙ RI1174 ｱﾙﾄﾞｸｰｽﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｻﾋﾞ 中ｽﾚﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

B-

23-9 9 バック ブルガリ
ﾌﾞﾙｶﾞﾘﾌﾞﾙｶﾞﾘ ブルガリ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
ｺﾊﾞﾍﾞﾀ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

23-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M53361 ｼﾘｳｽ45 VI1914 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ大 ﾎﾂﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 24

24 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

24-1 1 バック シャネル
シャネル ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 08番台 ﾌﾞﾗｯｸ ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾌｧｽﾅｰ不良

BC

24-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51258 ﾐｭｾﾞｯﾄｻﾙｻ LM1013 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ
中ﾖｺﾞﾚ

B+

24-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51102 ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ VI0967 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁﾍﾞﾀ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾆｵｲ小

B

24-4 4 バック ＬＶ
ｽﾊﾘ ＬＶ M95624 ﾗﾃﾞｨｳ TH0388 ｱｲﾎﾞﾘｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾔｹ小 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝ付近ﾋﾋ小

B

24-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51365 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ TH0992 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡 ｶﾋﾞ

B- ﾎﾟｰﾁ

24-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45266 ﾀﾞﾇｰﾌﾞ SL882 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾉﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯ
ﾄﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

24-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51274 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ27 NO0911 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟ
ｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

24-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA0995 ▲角ｽﾚ 持手ﾎﾂﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾌｧｽﾅｰ固い 底ｶﾋﾞ

B-

24-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51276 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ23 SD0947 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ
外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹ ﾌｧｽ
ﾅｰ開かない

BC

24-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47524 ﾄｩﾙｰｽﾄﾜﾚｯﾄ23 863TH ▲角ｽﾚ 表面ﾃｶﾘ ﾌﾁﾎ
ﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

B-
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   出品No. 25

25 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

25-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41624 ｻｯｸｽｰﾌﾟﾙ45 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感

B

25-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 VI863 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感 ﾆｵｲ大

B-

25-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45262 ﾀﾞﾇｰﾌﾞGM 874SL ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟ
ｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀｰ 根元ﾉﾋﾞ
ﾋﾞｽﾄﾚ

BC

25-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SP0998 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ 持手ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞ
ﾍﾞﾀ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙ ﾄ
ﾚ

BC

25-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51386 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ26 NO0925 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ大 根
元ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B-

25-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42254 ｿﾐｭｰﾙ35 8907VI ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ｼﾐ 中使用感

BC

25-7 7 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M43013 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SP0946 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ

B-

25-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51852 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ﾂｲﾝ 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ
表面ｿﾘ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ｷﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾜ ﾖｺﾞﾚ

B-

25-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41622 ｻｯｸ･ｽｰﾌﾟﾙ55 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ
持手ﾋﾋﾞ大 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

25-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M92415 ｼﾞｮｾﾞﾌｨｰﾇPM MI1004 TSTｶｰｷ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 中生地ﾜﾚ

BC

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 26

26 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

26-1 1 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91110 ｸﾘｽﾃｨPM TH0080 ｲｴﾛｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

26-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51256 ﾐｭｾﾞｯﾄ AS0969 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ 付
根ﾉﾋﾞ ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

26-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51145 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞGM DU1011 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼ
ﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中付着物

B-

26-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51274 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 付根根元ﾉﾋﾞ ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

26-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA1925 ▲角ｽﾚ小 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B

26-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42254 ｿﾐｭｰﾙ AR1903 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B

26-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56690 ﾄｰﾀﾘｰGM MB4105 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ
跡

B 袋

26-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 VI0913 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

26-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41533 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SP2097 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B

26-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51258 ﾐｭｾﾞｯﾄｻﾙｻ LM0061 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼ
ﾐ 付根ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 27

27 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

27-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42425 ｻｯｸ・ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

27-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51828 ﾏﾙﾘｰ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

C

27-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51265 ﾌﾞﾛｰﾆｭ30 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾖﾚ 根元ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ﾇﾒ
革ﾋﾋﾞ

BC

27-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51254 ﾐﾆｶﾙﾄｼｴｰﾙ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ
ｼﾐ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾋﾋﾞ ｼﾐ 外ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾋﾋﾞ ﾍﾟﾝ跡

BC

27-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄPM AR0036 ▲角ｽﾚ 持手劣化 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

BC ﾎﾟｰﾁ

27-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄPM VI0060 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ大

BC ﾎﾟｰﾁ

27-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40157 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙGM FL4017 ▲角ｽﾚ 持手劣化 表面ﾔ
ｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾋﾓﾔﾌﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 内ﾎﾟｹｯﾄ ﾊｶﾞﾚ

BC

27-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51121 ﾋﾞﾊﾞﾘｰ41 SL1902 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾀﾊﾞｺ臭 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

B- ST

27-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51155 ﾙｺ SR0010 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ

B-

27-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42254 ｿﾐｭｰﾙ35 MB0929 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B
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   出品No. 28

28 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

28-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M23294 ﾍﾞｶﾞｽ55 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ｷｽﾞ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ
ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
車輪ｷｽﾞ

B- ﾊﾝｶﾞｰ ｶﾊﾞｰ ※

28-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91086 ﾘｰﾄﾞMM TH0091 赤 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｼ
ﾐ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

28-3 3 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91095 ﾄﾝﾌﾟｿﾝｽﾄﾘｰﾄ BA1919 紫 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｼﾐ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｼﾜ

BC

28-4 4 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91047 ｺﾛﾝﾊﾞｽ IM0071 黄 ▲角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼ
ﾐ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B-

28-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52192 ｻﾝｸﾙｰ TA2068 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

28-6 6 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52052 ﾎﾟﾝﾇﾌ MI0090 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ小 ﾎ
ﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

28-7 7 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51119 ﾁｪﾙｼｰ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾖﾚ ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

28-8 8 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N42270 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾃｶﾘ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

28-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51303 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｽﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾟｰﾁSTﾊｶﾞﾚ

B ﾎﾟｰﾁ

28-10 10 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N45282 IC ｵﾃﾞｵﾝﾄｰﾄPM ▲金具ｽﾚ A ST ※
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   出品No. 29

29 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

29-1 1 バック ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M40761 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SD0173 ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ ▲角ｽﾚ 持手ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 表面ﾌﾁﾍﾞﾀ 金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小

B- ｶｷﾞ ST ※

29-2 2 バック Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾟｰﾁ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中生地ﾜﾚ

BC

29-3 3 バック Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ
持手ｺﾊﾞｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 変色 中ｽﾚ ﾎﾂﾚ ｶﾋﾞ小

BC

29-4 4 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

29-5 5 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ▲角ﾔﾌﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｷｽﾞ 中使用感

B-

29-6 6 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 紺 ▲角ｽﾚ 持手根元ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B ST

29-7 7 バック(NB) ﾓﾜﾅ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ AB ST ※

29-8 8 バック シャネル
シャネル ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 8番台 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ｽﾚ ﾋ
ﾋﾞ小 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾒｯｷﾊｹﾞ 香水臭小

B

29-9 9 バック シャネル
シャネル ｽｴｰﾄﾞ ﾘｭｯｸ 3番台 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中使用感

B 袋 ｶｰﾄﾞ ※

29-10 10 バック シャネル
シャネル ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 10番台 ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
小

AB  ※

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 30

30 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

30-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M23294 ﾍﾞｶﾞｽ55 不鮮明 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ
革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾞﾑ劣化ﾜﾚ 車輪ﾜﾚ

BC  ※

30-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M23238 841 ｽﾄﾗﾄｽ50 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜ
ﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｼﾐ大 ﾖｺﾞﾚ大 生
地ﾔﾌﾞﾚ

BC  ※

30-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40416 ﾊﾟﾚﾙﾓGM MI2100 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- ST

30-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51151 ｶﾊﾞ･ﾒｿﾞ AR1010 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｼﾐ大 ﾖﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾆｵｲ 使用感

B-

30-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41359 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙPM MB1121 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾋ
ﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

30-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ VI0020 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ大 持手ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC ST

30-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42250 ｿﾛｰﾆｭ SL0092 ▲角ｽﾚ大 ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｼﾐ 根元
ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

30-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41426 ｷｰﾎﾟﾙ50 SP0994 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

30-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41412 ｷｰﾎﾟﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ60 VI0931 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ST

30-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ｷｰﾎﾟﾙ55 MI882 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
ｽﾚ大 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｼﾐ大 ﾖｺﾞﾚ

BC
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   出品No. 31

31 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

31-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M95335 RC1018 ﾌﾞﾙｰ ﾄｩﾙｰｽ･ﾚｲｴ ﾎﾟｰﾁ ▲ﾊﾟｲﾋﾟ
ﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

31-2 2 バック セリーヌ
セリーヌ ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ｽﾚ大 ﾌﾁｷﾚ

B-

31-3 3 バック グッチ
グッチ ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖﾚ 根元
ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾆｵｲ 留め具ｵｽ 緩い

B-

31-4 4 バック グッチ
グッチ ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 根元ﾋﾋﾞ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾆｵｲ

B-

31-5 5 バック プラダ
プラダ B4418 ﾅｲﾛﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ小 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B- ｲﾝﾎﾞｲｽ

31-6 6 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾋﾋﾞ小 表
面しっとり小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中しっとり ﾖｺﾞﾚ

B-

31-7 7 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽ
ﾚ ｷｽﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

31-8 8 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ×ﾃﾞﾆﾑ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B-

31-9 9 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 巾着 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B ﾎﾟｰﾁ

31-10 10 バック バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー PVC×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ小 中使用感

B
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   出品No. 32

32 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

32-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM 確認できず ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞ
ﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大 ﾍﾟﾝ跡 ﾎﾟｰﾁ
無

BC

32-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51252 ｶﾙﾄｼｴｰﾙGM 確認できず ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊ
ｶﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ大 ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｶﾋﾞ ｷｽﾞ

BC

32-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51253 ｶﾙﾄｼｴｰﾙMM 確認できず ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角
ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ ﾋﾋﾞ 中ｼﾐ大 ﾖｺﾞﾚ

BC

32-4 4 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾘｰﾝ ﾄﾞﾗﾑ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

32-5 5 バック グッチ
グッチ ｽｴｰﾄﾞ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ﾀｰﾝﾛｯｸ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

32-6 6 バック グッチ
グッチ ﾘｻﾞｰﾄﾞ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 黒 がま口 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

32-7 7 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ PVC×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面
ﾍﾞﾀ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- ST

32-8 8 バック
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ ｽｴｰﾄﾞ ﾁｪｰﾝﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 がま口 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ﾐﾗｰ

32-9 9 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾄﾗﾍﾞﾙﾊﾞｯｸ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中しっとり

B ｶﾃﾞﾅ ｶｷﾞ×2

32-10 10 バック ＹＳＬ ＹＳＬ ﾅｲﾛﾝ 黒 巾着 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ B
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   出品No. 33

33 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

33-1 1 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ Wﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 4番台 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ

B- Gｶｰﾄﾞ 小冊子 ※

33-2 2 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 3番台 白 ﾀｰﾝﾛｯｸ ﾌﾞﾃｨｯｸｼｰﾙ ▲
角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾍﾟ
ﾝ跡 ﾇﾘ

B- Gｶｰﾄﾞ 小冊子 ※

33-3 3 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｽｴｰﾄﾞ 復刻ﾄｰﾄ 2番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ G金具 ▲ﾇﾘ 角ｽﾚ
表面ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 持ち手ｽﾚﾖｺﾞﾚ 社外修理

B- Gｶｰﾄﾞ

33-4 4 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 1番台 黒 ｺｺﾁｬｰﾑ ▲ﾇﾘ 角ｽ
ﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 中底敷きﾊｶﾞﾚ

B- 袋

33-5 5 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾄｰﾄ 14番台 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表
面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大 持ち手ﾖｺﾞﾚ 芯折れ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ

B-

33-6 6 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ｴﾅﾒﾙ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持
手ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B- 箱 袋 ST ※

33-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M45081 ｵﾝｻﾞｺﾞｰGM DU5109 ｸﾚｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾇ
ﾘ 角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞｷｽﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ

AB 袋 ST ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ ※

33-8 8 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ﾗﾑｽｷﾝ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ 角ｽ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ ﾇﾘ

B- Gｶｰﾄﾞ 小冊子

33-9 9 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ﾗﾑｽｷﾝ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ
角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中使用感

B 袋

33-10 10
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   出品No. 34

34 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

34-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M93449 ｱｰﾂｨｰMM CA0132 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中使用感小

A 箱 袋 ※

34-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ｱﾙﾏ FL0023 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

34-3 3 バック Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ 黒 ｻﾌｧﾘﾄｰﾄ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感小 SA 袋 小冊子 G ST ※

34-4 4 バック ４本山 ４本山 ｺｰﾁ×3 ｹｲﾄｽﾍﾟｰﾄﾞ BC

34-5 5 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 18762 ﾊﾟﾃﾝﾄ×ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B+

34-6 6 バック カルティエ
ﾏﾙﾁｪﾛ カルティエ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ SL052243 黒×茶 ﾚｵﾊﾟｰﾄﾞ柄 ▲持手ｽﾚ
ｼﾜ 中使用感

AB 袋 小冊子 G

34-7 7 バック コンテス
コンテス ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

B-

34-8 8 バック コーチ
コーチ F19726 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 緑 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中
使用感

AB

34-9 9 バック(NB)
ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 毛羽
立ち 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁｽﾚ

B-

34-10 10 バック フェリージ
フェリージ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 35

35 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

35-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M92203 ｱﾙﾏ･ｵ AR1001 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 袋

35-2 2 バック グッチ
GG グッチ 257026 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 角
ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

35-3 3 バック グッチ
グッチ 631341 ﾍﾞﾙﾄﾊﾞｯｸ 黒 ｵﾌｻﾞｸﾞﾘｯﾄﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表
面ｽﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ小 中使用感

A 小冊子

35-4 4 バック ダンヒル
ダンヒル ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

35-5 5 バック フルラ
フルラ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾎﾂﾚ小
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

35-6 6 バック トゥミ
トゥミ ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中使用感

AB

35-7 7 バック プラダ
プラダ ﾃﾞﾆﾑ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄ ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

35-8 8 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52804 FL3148 ﾂｲｽﾄﾊﾞｹｯﾄ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

35-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51156 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ VI1007 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 角ｽﾚ ﾔﾌﾞ
ﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

35-10 10
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   出品No. 36

36 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

36-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42224 ﾉｴ AR0964 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表面ﾌﾁｽﾚ 金
具ｻﾋﾞ 中使用感

B

36-2 2 バック
ハンティング
ワールド

ﾊﾞﾁｭｰｸﾛｽ ハンティングワールド ﾋﾞﾆｰﾙ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ ▲角ｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ

AB 袋

36-3 3 バック グッチ
グッチ 162419 ﾅｲﾛﾝ ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中
ﾖｺﾞﾚ ｷｽﾞ

B+ 袋

36-4 4 バック クロミア
クロミア ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｺ
ﾊﾞﾜﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち

B- ST

36-5 5 バック ＡＤＭＪ ＡＤＭＪ ｳｰﾙ×ﾚｻﾞｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ A ST 袋

36-6 6 バック
バレンチノガラ
バーニ

バレンチノガラバーニ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾎﾂﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B

36-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42254 ｿﾐｭｰﾙ35 AR0993 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具
ｻﾋﾞ 中ｽﾚ

B 袋

36-8 8 バック マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲金具ｽﾚ A

36-9 9 バック アンテプリマ アンテプリマ ﾜｲﾔｰﾊﾞｯｸ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ▲表面しっとり 中しっとり B

36-10 10 バック バレンシアガ
バレンシアガ 103208 ﾚｻﾞｰ ｻﾞ･ﾌｧｰｽﾄ 茶 ▲角ｽﾚ 持手根元ﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ST無

B- ST
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   出品No. 37

37 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

37-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42254 ｿﾐｭｰﾙ35 AR0916 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

37-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51154 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ・ｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ CA0095 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中使用感

B

37-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40007 ﾎﾟﾊﾟﾝｸｰﾙ･ｵ FL4038 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

37-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51183 ｻﾚﾔPM VI5018 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

37-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41450 ｴｸｽｷｭﾙｼｵﾝ VI1909 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中使用感

B ｶﾃﾞﾅ ｷｰ×2

37-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N23255 ﾍﾟｶﾞｽ60 SP0012 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元大 部品ｺﾜﾚ 車輪ﾜﾚ

C ST ※

37-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M23282 ｱﾈｯﾄ SP0062 ｳﾞｪｰﾙ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 部品ﾄﾚ

BC  ※

37-8 8 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30430 ﾊﾞﾑﾊﾞｯｸﾞ・ｱｳﾄﾄﾞｱ FO0250 ｵﾚﾝｼﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
表面ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ

AB  ※

37-9 9 バック Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ 紺 ｻﾄﾞﾙ ｽﾘﾑﾎﾟｰﾁ ▲表面ﾌﾁﾎﾂﾚ 金
具ｽﾚ

SA 箱 袋 ｶｰﾄﾞ ﾚｼｰﾄ

37-10 10 バック コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 32749 PVC 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ A 袋
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   出品No. 38

38 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

38-1 1 バック イルビゾンテ イルビゾンテ BHA014 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 N ﾀｸﾞ

38-2 2 バック イルビゾンテ イルビゾンテ BHA014 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 N ﾀｸﾞ

38-3 3 バック コーチ コーチ 37575 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 紺 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ A 袋 ﾀｸﾞ ﾁｬｰﾑ

38-4 4 バック コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ CA426 ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ A

38-5 5 バック コーチ
コーチ 67710 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 白 ▲角ｽﾚ 持手根元ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ小 中使用感

B

38-6 6 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ C2613 ﾚｻﾞｰ×ｷｬﾝﾊﾞｽ ｸﾛｽﾎﾞﾃﾞｨ 茶 ▲表面ｽﾚ小
中ｽﾚ小

SA

38-7 7 バック コーチ
コーチ 76645 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中
使用感

B

38-8 8 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F14696 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×黒 ▲角ｽﾚ 持
手ﾖﾚ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 中使用感

B

38-9 9 バック フェンディ
フェンディ 8BH343 ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾅｳｪｲ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大

B ST×2 ※

38-10 10 バック グッチ
ＧＧ グッチ 130736 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｱﾋﾞｰﾄｰﾄ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

AB
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   出品No. 39

39 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

39-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ AR1909 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔ
ｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B

39-2 2 バック エルメス エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ 黄 ﾖｯﾃｨﾝｸﾞGM ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B

39-3 3 バック エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス ﾅｲﾛﾝ×ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手毛羽
立ち ﾖｺﾞﾚ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎﾂﾚ

B 錠

39-4 4 バック トリーバーチ
トリーバーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持
手毛羽立ち 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

39-5 5 バック シャネル
ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ シャネル ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ｼﾙﾊﾞｰ ▲底ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ
しっとり 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

39-6 6 バック
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ 244901 ﾅｲﾛﾝ 黒 ｽﾋﾟﾝﾈｰｶｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾌﾁ変色大

BC

39-7 7 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ 黒×ｵﾚﾝｼﾞ ﾎﾟｰﾁ ｺｲﾝｹｰｽ ﾊﾟｽｹｰｽｽﾄﾗｯﾌﾟ ▲表面ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

39-8 8 バック(NB)
ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

39-9 9 衣類(NB) 毛皮 ﾐﾝｸ ｺｰﾄ 茶 #11 ▲ﾀｸﾞ切れかけ ﾈｰﾑ入り B-

39-10 10 衣類(NB) ｻｶﾞﾌｫｯｸｽ 茶 #11 ｺｰﾄ ▲中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B
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   出品No. 40

40 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

40-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N52213 ｴｳﾞｧ DV1019 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺ
ﾊﾞ毛羽立ち 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

40-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51855 ﾎﾟｼｪｯﾄﾌﾛﾗﾝﾃｨｰﾇ FL2005 ﾍﾞﾙﾄXS ▲角ｽﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

40-3 3 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 08番台 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ｽﾚ ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

40-4 4

40-5 5

40-6 6

40-7 7

40-8 8

40-9 9

40-10 10
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   出品No. 41

41 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

41-1 1 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾀｸﾞちぎれかけ

B-

41-2 2 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｼﾐ

B

41-3 3 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ 中
ｽﾚ ﾌﾁﾔｹ

B

41-4 4 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B-

41-5 5 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾜﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

41-6 6 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 根元ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｶﾋﾞ

B-

41-7 7 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元
ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ

B-

41-8 8 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽ
ﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

41-9 9 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

B+

41-10 10 バック セリーヌ
セリーヌ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾖﾚ ﾋﾋﾞ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

B-
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   出品No. 42

42 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

42-1 1 バック セリーヌ
セリーヌ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中
使用感

B

42-2 2 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 赤 ▲表面変色 ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中使用感 B-

42-3 3 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使
用感

B-

42-4 4 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 中しっとり ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
焦げ跡

B-

42-5 5 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使
用感

B

42-6 6 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾔﾌﾞﾚ 使用感
補修跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 粉ﾌｷ

BC

42-7 7 バック プラダ プラダ B2811F ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 緑 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 金具ﾜﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B-

42-8 8 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 茶 ▲型崩れ 表面ﾌﾁ変色 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中使用感 ﾌﾁ変色

B- 袋

42-9 9 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手しっとり ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中使用感

B ST

42-10 10 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ 緑 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面変色 ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ﾖ
ｺﾞﾚ

B- ST
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   出品No. 43

43 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

43-1 1 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51304 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ DU0076 ▲持手ｺﾊﾞｽﾚ 中ｽﾚ小 A

43-2 2 バック ジバンシー ジバンシー ﾚｻﾞｰ 黒 ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾛｺﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 押し跡 中ｽﾚ小 AB 袋

43-3 3 バック グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 598661 PVC 赤 ﾁｪｰﾝﾘｭｯｸ ▲中ｽﾚ小 A 箱 袋 ※

43-4 4 バック クロエ クロエ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 Drew ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ小 AB 袋 ｶｰﾄﾞ

43-5 5 バック セリーヌ セリーヌ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ｸﾗｼｯｸﾎﾞｯｸｽ ▲金具ｽﾚ A 袋 ｶｰﾄﾞ ※

43-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N45255 ﾅｳﾞｨｸﾞﾘｵ SR0098 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
小 金具ｽﾚ 中使用感

B+ 袋

43-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ VI1907 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｷﾚ 持手劣
化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ大 ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

43-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51852 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ﾂｲﾝGM 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ大 ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

43-9 9 バック プラダ プラダ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌｧｰ ▲持手ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾊｶﾞﾚ B- 袋

43-10 10 バック プラダ プラダ ｶｰﾌ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B
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   出品No. 44

44 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

44-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62472 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾇ IC ▲金具ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ

A 箱 袋

44-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M64588 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾌﾛｰﾙ ｺﾝﾊﾟｸﾄ SP1158 ▲角ｽﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不良

B- 箱 袋

44-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61730 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ RA1014 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｿ
ﾘ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

44-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ FL0091 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾋﾋﾞ ﾌﾁﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 袋

44-5 5

44-6 6

44-7 7

44-8 8

44-9 9

44-10 10
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   出品No. 45

45 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

45-1 1 バック ゴヤール
ゴヤール PVC ｻﾝﾙｲPM ﾜｲﾝ ▲角ｽﾚ 持手根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面しっとり
小 ｽﾚ 中使用感 ﾎﾟｰﾁ無 ST無

AB 袋 ※

45-2 2 バック ゴヤール ゴヤール PVC ｻﾝﾙｲPM 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ AB  ※

45-3 3

45-4 4

45-5 5

45-6 6

45-7 7

45-8 8

45-9 9

45-10 10
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   出品No. 46

46 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

46-1 1 バック エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ 赤 ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟGM ﾙｰｼﾞｭｶｻﾞｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ

B

46-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91146 ﾘｰﾄﾞPM MI0011 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ ﾖﾚ ﾇﾘ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

46-3 3 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ﾜ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

46-4 4 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41109 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ SA 袋

46-5 5 バック バレンシアガ
バレンシアガ ｷｬﾝﾊﾞｽ 白×黒 ﾈｲﾋﾞｰｶﾊﾞｽM ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小
ﾖｺﾞﾚ小

SA ﾎﾟｰﾁ

46-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N51107 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM 白 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ
ｺﾊﾞｽﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｻｲﾄﾞST LVに
て修理済

B- 袋

46-7 7 スカーフ エルメス
エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 赤 絹の木 桑の木と蚕 L'ARBRE de SoiE 展示
品

A

46-8 8 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 水色 楽園にて Au Pays de Cocagne S ｹｰｽ

46-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N23300 ﾍﾟｶﾞｽ55 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾀｲﾔﾋﾋﾞ 外側ﾌｧｽﾅｰ1個ｺﾜﾚ(片開きのみ)

B-  ※

46-10 10
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   出品No. 47

47 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

47-1 1 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

47-2 2 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽ
ﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

47-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51182 ｼﾃMM FL0014 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ
ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

47-4 4 バック(NB) 空き番  

47-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹﾂ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ×2 ﾎﾟｰﾁ無

BC

47-6 6 バック グッチ
グッチ 001.115 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

47-7 7 バック セルジオロッシ セルジオロッシ ｶｰﾌ 白 ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

47-8 8 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ ﾔ
ﾌﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

47-9 9 バック グッチ
ｵｰﾙﾄﾞｸﾞｯﾁ グッチ 007.115 布 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 出品取消 ▲角ｽﾚ 持
手ｽﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 中ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ

BC

47-10 10 バック コーチ
コーチ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ﾀｸﾞ付 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中使用感

AB
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   出品No. 48

48 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

48-1 1 バック
トミーヒルフィ
ガー

トミーヒルフィガー ﾈｲﾋﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ PVC×布 A

48-2 2 バック ノースフェース ノースフェース ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 AB

48-3 3 バック ３本山 ３本山 ﾚｽﾎﾟｰﾄｻｯｸ×3 C

48-4 4 バック ケイトスペード
ケイトスペード PVC×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 紫 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B- ST

48-5 5 衣類 プラダ ﾌﾟﾗﾀﾞｽﾎﾟｰﾂ プラダ 黒 ｼﾞｬｰｼﾞ用ｽﾞﾎﾞﾝ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

48-6 6 バック ２本山 ２本山 ﾌﾙﾗ B-

48-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー ﾊｰﾄﾓﾁｰﾌ ▲金具ｽﾚ B 箱 袋

48-8 8 スカーフ エルメス エルメス ｶﾚ90 赤 B+ 箱

48-9 9 バック ４本山 ４本山 ｺｰﾁ×3 ｼﾝｸﾋﾞｰ B-

48-10 10 小物 ＬＶ ＬＶ ﾛｰｿｸ A 箱
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   出品No. 49

49 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

49-1 1 バック イビザ
イビザ ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B 冊子

49-2 2 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ｵﾌﾞﾘｰｸ ▲型崩れ 角ｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ｼﾜ 中生地ﾜﾚ ｽﾚ ﾖﾚ ﾆｵ
ｲ

BC 冊子

49-3 3 バック トゥミ
トゥミ ﾌﾞﾘｰﾌｹｰｽ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B ST ﾀｸﾞ

49-4 4 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾆｵｲ

B

49-5 5 バック JRA
JRA ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 青 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B 冊子 ﾀｸﾞ

49-6 6 バック バーバリー
バーバリー ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ST

49-7 7 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

49-8 8 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

49-9 9 バック ３本山 ３本山 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｧﾚﾙ ｺｰﾁ ﾌｪｲﾗｰ B-

49-10 10 バック ２本山 ２本山 LV×2 C

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 50

50 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

50-1 1 バック ジバンシー
ジバンシー ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ｽﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中粉
ﾌｷ

B

50-2 2 バック ロエベ
ロエベ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ｱﾅｸﾞﾗﾑ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B+

50-3 3 バック Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール MU0072 PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 白×黒 ▲底変色 角ｽ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 持ち手ｽﾚﾖｺﾞﾚ 根本社外修理跡

BC

50-4 4 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B

50-5 5 バック コーチ
コーチ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲型崩れ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

BC

50-6 6 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ST無

AB

50-7 7 バック コーチ コーチ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ﾖﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 AB

50-8 8 バック サンローラン
サンローラン ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

50-9 9 バック グッチ
GGｷｬﾝﾊﾞｽ グッチ 01719 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ｼﾞｬｯｷｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

50-10 10 バック バーバリー
バーバリー ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 変色 金具ｽﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 51

51 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

51-1 1 バック シャネル
シャネル 15896 ﾗﾑｽｷﾝ 6番台 Vｽﾃｯﾁ ｼｪﾌﾞﾛﾝ ▲ﾇﾘ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 角ﾇﾘ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾌﾁ社外補
修跡

B- G

51-2 2 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル 31101 ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 1番台 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 全ﾇﾘ

BC G

51-3 3

51-4 4

51-5 5

51-6 6

51-7 7

51-8 8

51-9 9

51-10 10
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   出品No. 52

52 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

52-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56689 ﾄｰﾀﾘｰMM ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ 表面
しっとり小 金具ｷｽﾞ 中使用感

B

52-2 2 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 3番台 ﾈｲﾋﾞｰ ▲底押し跡
角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B+

52-3 3 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30782 ｾﾚﾝｶﾞ CA0015 黒 ▲角ｽﾚ 持手根元ﾉﾋﾞ ｷﾚ 表面
ｽﾚ ｼﾜ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B

52-4 4 バック バレンシアガ バレンシアガ 693662 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｼﾙﾊﾞｰ SA 袋 ST

52-5 5 バック コーチ コーチ F26029 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ AB ST

52-6 6 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾌｰﾙﾄｩ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾎﾟﾙﾄﾄﾞｷｭﾏﾝ ▲角ｽﾚ 表面ｼﾐ ﾔｹ
中使用感

B-

52-7 7 バック コーチ コーチ 3207 ﾚｻﾞｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 黒 ﾐｯｷｰ ▲角ｽﾚ小 中ﾎﾂﾚ A

52-8 8 バック シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 6番台 黒 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

AB ﾎﾟｰﾁ 袋 ※

52-9 9 バック アニエスb アニエスb ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中使用感 A 袋

52-10 10 バック ゴヤール
ゴヤール PVC ｻﾝﾙｲPM 黒×茶 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾎﾟｰﾁﾎｯｸ緩い ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ

B- 袋 ﾎﾟｰﾁ
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   出品No. 53

53 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

53-1 1 バック(NB)
ﾚｻﾞｰ 白 ｳｴｽﾄﾎﾟｰﾁ ﾄﾐｰﾋﾙﾌｨｶﾞｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ
中ｽﾚ

A 袋

53-2 2 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｶﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ小
中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

53-3 3 バック アンテプリマ
アンテプリマ ﾋﾞﾆｰﾙ ﾜｲﾔｰﾊﾞｯｸ ｼﾙﾊﾞｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

53-4 4 バック アンテプリマ アンテプリマ ﾋﾞﾆｰﾙ ﾜｲﾔｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲中ﾖｺﾞﾚ小 A

53-5 5 バック アンテプリマ アンテプリマ ﾋﾞﾆｰﾙ ﾜｲﾔｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 A

53-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M94171 ｱｰﾂｨｰMM CA0192 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 持ち手中芯ｵﾚ 根元ﾋﾋﾞ

B+

53-7 7 バック グッチ
グッチ 007.1014 ｽｴｰﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 紺 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ
中ｽﾚ

B+

53-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41534 ﾐﾆｽﾋﾟｰﾃﾞｨ TH0957 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表
面しっとり 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B ST

53-9 9 バック バレンチノ
バレンチノ ﾚｻﾞｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟ
ﾙｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ

B

53-10 10 バック マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ

B ST
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   出品No. 54

54 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

54-1 1 バック フェラガモ
フェラガモ ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

54-2 2 バック フェンディ
フェンディ ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 根
元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

54-3 3 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手 ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ ｽﾚ 付根ﾇｹ

B-

54-4 4 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ ﾎﾂﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

54-5 5 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾆｵｲ

B-

54-6 6 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽ
ﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

54-7 7 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾇﾘ 型崩れ 角ｽﾚ
持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

54-8 8 バック フェラガモ
フェラガモ ｶｰﾌ ﾘｭｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾎﾂﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 角 ﾇﾘ 表面 ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾘ 中 ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾘ

BC

54-9 9 バック グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 130.736 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ﾇﾘ

B-

54-10 10 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 55

55 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

55-1 1 バック バーバリー
バーバリー PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持ち手 ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞ 補修跡

B-

55-2 2 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ 000.122.0316 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽ
ﾚ ﾔﾌﾞﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ｼﾜ

B-

55-3 3 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

55-4 4 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

55-5 5 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30814 ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ CA1020 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 付着
物有

B-

55-6 6 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ BC

55-7 7 バック バーバリー
バーバリー ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

55-8 8 バック バーバリー バーバリー ﾎﾟｰﾁｾｯﾄ A

55-9 9

55-10 10
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   出品No. 56

56 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

56-1 1 バック バーバリー
バーバリー ｶｰﾌ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 底ﾔﾌﾞﾚ

B-

56-2 2 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

56-3 3 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手 ｽﾚ 留具固い

B-

56-4 4 バック セリーヌ
セリーヌ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾇﾘ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ

BC

56-5 5 バック ロエベ
ロエベ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ
ﾇﾒ革ｽﾚ ｼﾜ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

56-6 6 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

56-7 7 バック ロエベ
ロエベ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

56-8 8 バック バーバリー
バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

56-9 9 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

56-10 10 バック セリーヌ
セリーヌ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ しっとり ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC
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   出品No. 57

57 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

57-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42250 ｿﾛｰﾆｭ TH1026 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾉﾋﾞ

B

57-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞMM FL0061 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ
跡

B

57-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41561 ﾊﾟｰﾑｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸMM PL3106 ▲角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 根元ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ大 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 金具ｽﾚ
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

57-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｼﾞｭｱﾝ ＬＶ N93620 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ AR5029 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆ
ｵｲ ﾌｧｽﾅｰ不良

BC

57-5 5 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｼﾜ

B 袋

57-6 6 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ 111713 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ﾇﾘ

BC

57-7 7 バック コーチ
コーチ 89102 ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB 袋

57-8 8 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ×2 BC

57-9 9 バック ２本山 ２本山 ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻ×2 AB 袋×1

57-10 10 小物 ポールスミス ポールスミス 財布 ﾊﾝｶﾁ 新品 S 紙袋
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   出品No. 58

58 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

58-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ SP0063 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B

58-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61663 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾋﾞｴ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI1020 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡

B-

58-3 3 バック フェンディ
フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲持手ｽﾚ ﾖﾚ ﾌﾁｽﾚ 表面ｽﾚ
金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+ 袋

58-4 4 バック プラダ
プラダ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ﾌﾁｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ｼﾜ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

B 袋

58-5 5 バック バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ 金具
ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 袋

58-6 6 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 10番台 黒 出品取消 ▲角
ｽﾚ 持手ｽﾚ ｼﾜ ﾌﾁｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 袋

58-7 7 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 長財布 10番台 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡 札入れｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁﾔ
ﾌﾞﾚ

BC 箱

58-8 8 バック グッチ
グッチ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋｮｳ柄 ﾏﾘｵｸﾞｯﾁ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

58-9 9 ベルト グッチ グッチ 114876 ﾚﾃﾞｨｰｽ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

58-10 10 サングラス レイバン レイバン A ｹｰｽ
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   出品No. 59

59 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

59-1 1 バック エルメス
エルメス ｱﾏｿﾞﾆｱ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ小
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ﾋﾋﾞ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B- 袋

59-2 2 スカーフ エルメス エルメス ﾋﾟﾝｸ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾔｹ ﾀｸﾞ無 B-

59-3 3 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｶﾋﾞ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

C

59-4 4 ブレスレット シャネル シャネル ▲金具ｽﾚ ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

59-5 5

59-6 6

59-7 7

59-8 8

59-9 9

59-10 10
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   出品No. 60

60 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

60-1 1 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ｼﾐ
中使用感 ｶﾋﾞ

BC

60-2 2 バック バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ 茶 ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
使用感 ﾍﾟﾝ跡 外ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ

B-

60-3 3 バック バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｼﾜ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾌﾁｽﾚ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡

B

60-4 4 バック バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ 表面ｼﾐ大 中使用感

BC

60-5 5 バック バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ﾖｺﾞﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 根元ﾎﾂﾚ ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中使用感 ﾌﾁﾀﾊﾞｺ臭

BC

60-6 6 バック バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
ｽﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｶﾋﾞ小

B-

60-7 7 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞ
ﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ 修理跡 根元ﾔﾌﾞﾚ修理跡

BC

60-8 8 バック フェンディ
フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ 黒 ▲持手ﾔｹ ﾌﾁｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞﾀ 金具
ｸｽﾐ 中ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ

BC

60-9 9 バック フェンディ
フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ 紺 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ小 金具
ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B+

60-10 10 バック フェンディ
フェンディ ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中使
用感 ﾌﾁﾎﾂﾚ

B
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   出品No. 61

61 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

61-1 1 バック グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 61501 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

61-2 2 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
ﾊｶﾞﾚ 根元ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

61-3 3 バック グッチ
GG グッチ 2.1099 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

61-4 4 バック グッチ
GG グッチ 31244 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ

B

61-5 5 バック グッチ
GG グッチ 7198 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

B

61-6 6 バック グッチ
GG グッチ 181092 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

61-7 7 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ 39.02.091 PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

61-8 8 バック グッチ
GG グッチ 141472 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

61-9 9 バック グッチ
GG グッチ 141470 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾐﾆﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ
金具中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾞﾀﾝﾜﾚ

B

61-10 10 バック グッチ GG グッチ 141471 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ B+
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   出品No. 62

62 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

62-1 1 バック フルラ
フルラ ﾚｻﾞｰ 黒 ｳｫﾚｯﾄｼｮﾙﾀﾞｰ ﾚｵﾊﾟｰﾄﾞ柄 ▲角ｽﾚ小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ
ﾆｵｲ小

AB

62-2 2 バック ケイトスペード
ケイトスペード 2WAYﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ﾚｻﾞｰ×ﾂｲｰﾄﾞ ▲持手根元ﾎﾂﾚ ｽﾚ
小 中ｽﾚ ﾆｵｲ小 底金具ｽﾚ

AB

62-3 3 バック クロエ
ｱﾘｿﾝ クロエ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸﾍﾞｰｼﾞｭ×黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖ
ﾚ 根元ｶﾋﾞ 表面ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B 袋

62-4 4 バック グッチ
グッチ 406361 ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 213048 ﾋﾟﾝｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ小 表面ｽﾚ小
中ｽﾚ小

A 袋 ※

62-5 5

62-6 6

62-7 7

62-8 8

62-9 9

62-10 10
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   出品No. 63

63 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

63-1 1 バック コーチ
コーチ 69437 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾚｻﾞｰ×ｸﾛｺ型押し ▲角ｽﾚ小 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 中使用感小

A

63-2 2 バック ケイトスペード
ケイトスペード ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B 袋

63-3 3 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ 中
ﾔｹ

AB

63-4 4 バック グッチ
グッチ ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ
ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾔﾌﾞﾚ ST無

BC 鏡

63-5 5 バック トッズ
トッズ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲型崩れ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中
使用感小

AB 袋

63-6 6 バック シャネル
シャネル ﾚｻﾞｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ｼｰﾙなし ｴﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

63-7 7 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×青 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ 中社外補修

BC

63-8 8 バック バリー
バリー ﾚｻﾞｰ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

AB ｶﾃﾞﾅ ｷｰ ｸﾛｼｪｯﾄ

63-9 9 バック プラダ
プラダ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ST

63-10 10 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ﾎﾟｰﾁ 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 64

64 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

64-1 1 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲ﾎｯｸ不良 表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ 角ﾌ
ﾁｽﾚ 内ﾎﾟｹﾖｺﾞﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ

B-

64-2 2 バック コーチ
ｵﾌﾟｱｰﾄ コーチ 18651 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾋﾟﾝｸ ▲
表面ｽﾚ ｼﾐ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B 袋

64-3 3 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F71107 PVC×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ
中ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾂﾚ

B

64-4 4 バック バーバリー
バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶×白 ▲表面ｼﾐ小 ﾎﾂﾚ小
中使用感 小

AB ST

64-5 5

64-6 6

64-7 7

64-8 8

64-9 9

64-10 10
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   出品No. 65

65 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

65-1 1 バック グッチ
グッチ 702427 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ｸﾞｯﾁ×ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

A 袋 ※

65-2 2 衣類 グッチ グッチ 紺 #46 ｳｨﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 襟元ﾖｺﾞﾚ AB  ※

65-3 3 衣類 グッチ グッチ 緑 #44 ｸﾞｯﾁ×ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ﾏｸﾛGG ｼﾞｬｹｯﾄ S  ※

65-4 4 バック バーバリー
ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 紺 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾖﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

65-5 5 財布
ピンキー＆ダイ
アン

ピンキー＆ダイアン ｴﾅﾒﾙ 長財布 紺 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ
金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B-

65-6 6

65-7 7

65-8 8

65-9 9

65-10 10
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   出品No. 66

66 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

66-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱﾝﾌｨﾆ ＬＶ N42243 ｶﾊﾞ･ｳﾞｫﾜﾔｰｼﾞｭ CA0165 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾇ
ﾘ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ大 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾈｰﾑﾀｸﾞｲﾆｼｬﾙ

BC

66-2 2 バック タケチ タケチ ｸﾛｺ革 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

66-3 3 バック ６本山 ６本山 ｾﾘｰﾇ×2 ﾌｪﾗｶﾞﾓ×2 ﾛｴﾍﾞ MCM BC

66-4 4

66-5 5

66-6 6

66-7 7

66-8 8

66-9 9

66-10 10
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   出品No. 67

67 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

67-1 1 バック グッチ
グッチ ｽｴｰﾄﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 根元ｷﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 変色 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC 袋

67-2 2 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾌｰﾙﾄｩﾊﾞｻｽMM ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾉﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

67-3 3

67-4 4

67-5 5

67-6 6

67-7 7

67-8 8

67-9 9

67-10 10
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   出品No. 68

68 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

68-1 1 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 3番台 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ大 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ小 ｶﾋﾞ

B-  ※

68-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41108 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 MB2240 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ
革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中使用感 ｷｰ欠品

AB ｶﾃﾞﾅ

68-3 3 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N48181 ﾃﾑｽﾞGM MI4008 ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ小 A 袋 ※

68-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51182 ｻﾚﾔMM FL0026 ▲角ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟ
ﾝ跡

AB 袋

68-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40102 ﾛｯｸｲｯﾄ FL0046 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁ
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B 袋

68-6 6 バック グッチ
ＧＧｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 388924 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×茶 ▲角ｽﾚ 金具ｸ
ｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B+

68-7 7 バック グッチ グッチ 527792 ﾚｻﾞｰ ｳｴｽﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

68-8 8 バック バレンシアガ バレンシアガ 656060 ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ小 A

68-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51256 ﾐｭｾﾞｯﾄ AS1000 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 根元
ﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

68-10 10 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ VI0012 別ST付 ▲角ｽﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾋﾓ欠品

B 別ST
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   出品No. 69

69 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

69-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51274 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ27 873TH ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

BC

69-2 2 バック コーチ
コーチ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ST無

B

69-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51272 MB0011 ﾄﾛｶﾃﾞﾛGM ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
底ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外内ﾎﾟｹｯﾄ生地ｳｷ

BC

69-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 874VI ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁ
ﾊｶﾞﾚ 中ｷｽﾞ大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁﾋﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

69-5 5 バック プラダ
プラダ BN2665 ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾓ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- ｶｰﾄﾞ ST

69-6 6 バック グッチ
ＧＧ グッチ 169945 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×茶 ▲底ｽﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持
手ﾖﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

69-7 7 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B+

69-8 8 バック ２本山 ２本山 ﾌﾙﾗ ﾏｲｹﾙｺｰｽ B

69-9 9 バック ３本山 ３本山 ｺｰﾁ×3 BC

69-10 10 バック ノースフェース ノースフェース ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ AB
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   出品No. 70

70 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

70-1 1 バック グッチ
ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ グッチ 353394 2WAYﾊﾞｯｸ 青 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B

70-2 2 バック グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 211944 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ こげ茶 ｽｰｷｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

70-3 3 バック グッチ
グッチ 282309 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 白 ｿｰﾎｰ ｾﾗﾘｳｽ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

70-4 4 バック グッチ
グッチ 290681 ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ﾌﾘﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｽﾚ

B

70-5 5 バック グッチ
グッチ 211966 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ｼﾞｬｯｷｰﾎｰﾎﾞｰ ▲型崩れ 角ｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

70-6 6 バック グッチ
グッチ 246907 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾆｭｰｼﾞｬｯｷｰ ﾌﾘﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B-

70-7 7 バック グッチ
GGｸﾘｽﾀﾙ グッチ 185566 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｲﾝﾃﾞｨ ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾀｯｾﾙ ▲
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ
金具ｽﾚ 変色 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

70-8 8 バック フェンディ
ｾﾚﾘｱ フェンディ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｼﾙﾊﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

70-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N53315 ｱﾙﾄﾅPM RI0095 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

70-10 10 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30074 ﾓｽｺﾊﾞ ｴﾋﾟｾｱ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽ
ﾚ 変色 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B
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   出品No. 71

71 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

71-1 1 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞｷﾞｰﾊﾞｯｸ ﾒﾀﾘｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 中使用感

B

71-2 2 バック ケイトスペード
ケイトスペード ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B-

71-3 3 バック グッチ
グッチ 401231.2067 ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｸﾞﾘｰﾝ ﾃﾞｨｵﾆｭｿｽ ▲角ｽﾚ小
中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

A  ※

71-4 4 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30782 ｾﾚﾝｶﾞ CA1002 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B-

71-5 5 バック ディーゼル
ディーゼル ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ
中使用感

B

71-6 6 バック アークテリクス アークテリクス ﾅｲﾛﾝ 黒 ｺﾝﾃｨｽ26 ▲中ﾖｺﾞﾚ小 A

71-7 7 バック プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ﾔﾌﾞﾚ ﾎﾂﾚ 持手ｽﾚ大 ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ
ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ｷｽﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾌｧｽﾅｰ引っかかる

B-

71-8 8 バック エルメス
エルメス ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ｳﾞｨｸﾄﾘｱ35 □K刻印 ﾌﾞﾙｰｼﾞｰﾝ ▲角ｽﾚ 持手
根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B  ※

71-9 9 バック(NB)
ｱｸﾈｽﾄｩﾃﾞｨｵｽﾞ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾍﾟｲﾊﾟﾘｰ ﾅｲﾛﾝﾄｰﾄ ﾌﾞﾗｳﾝ×ﾋﾟﾝｸ ▲角
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

AB

71-10 10 バック グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 447632 ﾍﾞﾛｱ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾌﾞﾙｰ ▲角ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小

B
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   出品No. 72

72 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

72-1 1 バック プラダ
プラダ 1BG163 ｷｬﾝﾊﾞｽ 白 ｶﾅﾊﾟ ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 持手ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B+

72-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51127 ｴﾘﾌﾟｽPM MI0020 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 持手ﾋﾋﾞ
表面ﾌﾁﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B- ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ

72-3 3 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 根元ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち ﾚｻﾞｰ部 ﾔｹ ﾋﾋﾞ

B-

72-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 TH0042 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B 南京錠 ｶｷﾞ×2

72-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 VI1921 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｶﾋﾞ
金具ｻﾋﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｻｲﾄﾞｷﾚ

B-

72-6 6

72-7 7

72-8 8

72-9 9

72-10 10
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   出品No. 73

73 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

73-1 1 スカーフ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ｼﾙｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ 地図柄 ﾀｸﾞ A

73-2 2 衣類(NB) ﾒｿﾞﾝｷﾂﾈ ﾊﾟｰｶｰ #M 紺 A

73-3 3 衣類 カナダグース カナダグース 3426A 黒 #S ﾀﾞｳﾝ ▲ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち B

73-4 4 衣類
コムデギャルソ
ン

コムデギャルソン 黒 #L ﾊﾟｰｶｰ ▲ﾖｺﾞﾚ B

73-5 5 衣類 バーバリー バーバリー ﾍﾞｰｼﾞｭ #ｻｲｽﾞ不明 ﾄﾚﾝﾁｺｰﾄ ▲ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾆｵｲ ﾈｰﾑ入り B-

73-6 6 衣類(NB) Accency ﾐﾝｸ ｼｮｰﾙ こげ茶 ▲ｽﾚ AB

73-7 7 衣類 バーバリー ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ｶｰｷ #38 ﾉｰｽﾘｰﾌﾞｼｬﾂ ▲ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ B

73-8 8 靴 エルメス エルメス ﾋﾟﾝｸ #18 ﾍﾞﾋﾞｰ用 ▲ﾖｺﾞﾚ AB 箱

73-9 9 衣類 アルマーニ アルマーニ 3G1TR2 黒×白 #S Tｼｬﾂ S

73-10 10 スカーフ ＬＶ ＬＶ MP2268 RT0198 茶 ﾊﾞﾝﾄﾞｰｷｬｯﾄｸﾞﾗｳﾑ ﾀｸﾞ A
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   出品No. 74

74 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

74-1 1 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 8BH198 PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表面ﾌ
ﾁｽﾚ 中使用感 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｽﾚ

B

74-2 2 バック フェンディ
フェンディ 8BH260 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ｵｰﾙｲﾝ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

74-3 3 バック バレンシアガ
バレンシアガ 30232 ﾚｻﾞｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾗｼｯｸｸﾘｯﾌﾟL ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ 中使用感

B

74-4 4 バック プラダ
プラダ ﾋﾞﾆｰﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾚｻﾞｰﾌﾞﾔｹ
底ｼﾐ

B

74-5 5 バック プラダ
プラダ ﾑｰﾄﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 毛羽立
ち 中使用感 ﾎﾂﾚ ST無

B

74-6 6 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｼﾜ 表面ｽﾚ
ｷｽﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ小

B-

74-7 7 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ▲角ｽﾚ 持手押し跡 ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

74-8 8 バック Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾔﾌﾞﾚ小 ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ根元ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔｹ 金具ｻﾋﾞ 中使用感 ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

74-9 9 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ 107202 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾘｰﾑ ﾓﾝｻﾊﾞ ｶｺﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾎﾞﾝﾄﾞ跡

B-

74-10 10 バック バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感 ST無

B
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   出品No. 75

75 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

75-1 1 バック バレンチノ バレンチノ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 中ｷｽﾞ ﾍﾟﾝ跡 B+

75-2 2 バック カルティエ
ﾊﾟﾝﾃｰﾙ カルティエ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 押し跡
中使用感

B-

75-3 3 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M5926J ﾊﾟｯｼｨPM 確認できず ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔ
ｹ小 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

75-4 4 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M58862 ｾｷﾞｭｰﾙMM AR0035 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ 表面ｼ
ﾜ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

75-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M5933K ﾏﾄﾞﾚｰﾇPM AR1068 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ
ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

75-6 6 バック
エルベシャプリ
エ

エルベシャプリエ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ B+

75-7 7 バック
エルベシャプリ
エ

エルベシャプリエ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ B

75-8 8 バック バレンシアガ
バレンシアガ 339937 ｷｬﾝﾊﾞｽ 白×黒 ﾈｲﾋﾞｰﾎﾟｼｪﾄ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

75-9 9 バック バレンシアガ
バレンシアガ 390346 ｷｬﾝﾊﾞｽ 白×黒 ﾈｲﾋﾞｰｶﾊﾞXS ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大 中ﾖｺﾞﾚ

BC

75-10 10 バック フェンディ
フェンディ 8BT084 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黄 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表
面ｼﾐ大 金具ﾖｺﾞﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ

BC
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   出品No. 76

76 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

76-1 1 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾊﾞﾆﾃｨﾊﾞｯｸ 6番台 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+ ｶｰﾄﾞ ※

76-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M95019 ﾈｵｽﾋﾟｰﾃﾞｨ SD1025 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

76-3 3 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール 15-BO-1120 ｴﾅﾒﾙ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ 黒 ▲底ﾖｺﾞ
ﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ

AB 箱 ST ｶｰﾄﾞ

76-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51185 ﾓﾝｿｰ A20971 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾖﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ
ﾊｶﾞﾚ ｻｲﾄﾞｶﾋﾞ大

BC ST ｶｷﾞ

76-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ 旧ﾊﾞｹﾂ USA ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- がま口ﾎﾟｰﾁ

76-6 6 バック ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N41211 ﾐｯｸPM SR4163 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 根元
ﾎﾂﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 香水臭

B

76-7 7 バック プラダ
プラダ 1BG439 ﾃﾞﾆﾑ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ST Gｶｰﾄﾞ

76-8 8 バック サマンサタバサ サマンサタバサ ﾚｻﾞｰ ｸﾞﾚｰ ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾄｰﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ AB 未使用ﾀｸﾞ

76-9 9 バック サマンサタバサ サマンサタバサ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 持手ｺﾊﾞﾜﾚ小 AB 未使用ﾀｸﾞ ST

76-10 10 バック
サマンサシュ
エット

サマンサシュエット ﾌﾞﾙｰ 2WAYﾊﾞｯｸ SA ST
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   出品No. 77

77 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

77-1 1 バック トリーバーチ トリーバーチ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲中ｽﾚ小 A 未使用ﾀｸﾞ

77-2 2 バック セリーヌ ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ﾊﾞｹﾂﾄｰﾄ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ B

77-3 3 バック プリマクラッセ
プリマクラッセ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 地図柄 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 金具ｽ
ﾚ

AB 袋

77-4 4 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ B-

77-5 5 バック ５本山 ５本山 ｼﾝｸﾋﾞｰ 他 BC

77-6 6 バック ９本山 ９本山 BC

77-7 7 衣類 ３本山 ３本山 毛皮 B-

77-8 8 衣類(NB) ﾚｻﾞｰ 日本製ｼﾞｬｹｯﾄ ▲表面ﾔｹ B

77-9 9 衣類(NB) しぼり はんてん ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾆｵｲ B-

77-10 10 衣類 エスカーダ エスカーダ #36 ﾂｲｰﾄﾞ ｼﾞｬｹｯﾄ AB

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 78

78 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

78-1 1 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾗｲﾄﾄﾛｯﾀｰ ﾚｻﾞｰ×ﾃﾞﾆﾑ ▲持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ

B

78-2 2 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾚｻﾞｰ×ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 8番台 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ
角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 粉ﾌｷ ﾀｸﾞﾎﾂﾚ

BC 袋

78-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾄﾗﾝｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革
ﾔｹ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｼﾐ大 ﾍﾞﾙﾄ切れかけ

BC  ※

78-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51290 ﾄﾞﾙｰｵ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ大 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ST付根ﾁｷﾞﾚ

C

78-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁ
ﾋﾋﾞ大 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｷｽﾞ大 ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞ
ﾚ

C

78-6 6 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ大 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ大 金具ｸｽ
ﾐ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC ﾁｬｰﾑ

78-7 7 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾔｹ 外ﾎﾟｹｯ
ﾄﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙ1個社外

BC

78-8 8 バック クロエ
クロエ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ﾊﾟﾗﾃｨ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B

78-9 9 衣類 シャネル シャネル ｶｼﾐｱ 紺×ｸﾞﾚｰ #L ﾆｯﾄCD ▲表面毛羽立ち ﾎﾞﾀﾝ1個ﾄﾚ B

78-10 10 衣類 カナダグース カナダグース 2733MB ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ ｸﾞﾚｰ×黒 #S ▲表面ﾖｺﾞﾚ B+
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   出品No. 79

79 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

79-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41213 ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄPM FL1136 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾎﾂﾚ 金
具ｽﾚ 中ｽﾚ

B+

79-2 2

79-3 3

79-4 4

79-5 5

79-6 6

79-7 7

79-8 8

79-9 9

79-10 10
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   出品No. 80

80 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

80-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M23202 ｴｵｰﾙ60 BA1057 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ ｺﾞ
ﾑｽﾚﾖｺﾞﾚ

AB 袋 ｶｷﾞ

80-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51854 ﾎﾟｼｪｯﾄﾂｲﾝPM ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ

B-

80-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA1925 ▲底ｼﾐ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
外ﾎﾟｹｯﾄﾔｹ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

80-4 4

80-5 5

80-6 6

80-7 7

80-8 8

80-9 9

80-10 10
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   出品No. 81

81 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

81-1 1 靴 フェラガモ フェラガモ 黒 #5D ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｿｰﾙﾜﾚ B-

81-2 2 靴 アディダス アディダス 白 US6 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

81-3 3 靴 リーガル リーガル 黒 #23 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

81-4 4 靴 アルマーニ アルマーニ 白 #8 ▲ﾖｺﾞﾚ ｿｰﾙ薄ﾖｺﾞﾚ S 箱

81-5 5 靴 ナイキ ナイキ 赤 #29 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B- 箱

81-6 6 靴 フェラガモ フェラガモ 黒 #6 1/2 ▲底劣化 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｿｰﾙﾜﾚ BC 箱

81-7 7 靴 バレンチノ バレンチノ 黒 #6 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B 箱

81-8 8 靴 ３本山 ３本山 YSL BC 箱

81-9 9 靴 フェラガモ フェラガモ 黒 #6 ▲表面ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ B+ 箱

81-10 10 財布 ５本山 ５本山 ▲現状 ▲現状 B-
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   出品No. 82

82 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

82-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41522 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 VI881 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 持手ﾋﾋﾞ 根
元ﾉﾋﾞ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

82-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51148 ｶﾊﾞﾋﾟｱﾉ VI0021 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

82-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51108 ｻｯｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ MB0977 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋ
ﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中使用感

B-

82-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SP0963 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ 中使用感
内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ 持ち手ﾋﾋﾞ根元ﾋﾞｽﾄﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚ ｻｲﾄﾞﾐﾐﾔﾌﾞﾚ

BC

82-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51172 ｳﾞｧｳﾞｧﾝPM SD0092 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾔﾌﾞﾚ 中
使用感

C

82-6 6 バック グッチ
GGﾌﾟﾗｽ グッチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾎﾂ
ﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B-

82-7 7 バック グッチ
GG グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B

82-8 8 バック マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲底ｷｽﾞ 角ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ大 B+

82-9 9 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｷ
ﾚ 表面ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小

B-

82-10 10 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ST無

BC
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   出品No. 83

83 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

83-1 1 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ小

B

83-2 2 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

83-3 3 バック バリー バリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 中使用感 B+

83-4 4 バック バリー
バリー ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾆ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

83-5 5 バック ダンヒル
ダンヒル ﾚｻﾞｰ×ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ

B

83-6 6 バック フェラガモ
ｳﾞｧﾗ フェラガモ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
中ﾖｺﾞﾚ

B

83-7 7 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ﾎﾂﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾂﾚ 根
元ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ大 ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

83-8 8 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞ
ﾚ 中使用感

B+

83-9 9 バック ポールスミス
ポールスミス ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ 紺 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感
ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ

B-

83-10 10 バック(NB) ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ B+
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   出品No. 84

84 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

84-1 1 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｼｰﾌﾟｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｼｰﾙ不鮮明 黒 ﾊﾟﾘ
限定 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ﾎﾞﾀﾝ ﾜﾚ

B-  ※

84-2 2 バック ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N41289 ｱﾝﾌﾞﾚｰﾙ MB3185 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ
金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ変色

B-

84-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47542 ﾎﾟｯｼｭ･ﾄﾜﾚｯﾄ TH0960 ▲角ｽﾚ 表面ﾃｶﾘ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚ

C

84-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ AR0033 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 持ち手 根元ｷﾚ ﾐﾐ ﾋﾋﾞ ST無

BC

84-5 5 バック ＬＶ
ＬＶ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚ- ﾌｧﾝﾀﾞｼｵﾝ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使
用感

B-

84-6 6 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ×ｴﾅﾒﾙ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾔｹ小
表面ｽﾚ ｷｽﾞ 金具ｽﾚ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ

B-

84-7 7 バック プラダ
プラダ BT0175 ﾃｽｰﾄ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 出品取消 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小
中ﾖｺﾞﾚ

AB

84-8 8 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中使用感 ﾀｸﾞ生地ﾜﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾌｧｽﾅｰ固い

B-

84-9 9 バック コーチ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒×ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 B

84-10 10 バック(NB) UGG ｽｴｰﾄﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 B+



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 85

85 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

85-1 1 バック フェンディ
フェンディ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 底生地ﾜﾚ 持手ｽﾚ ｷｽﾞ 金具ｸﾞﾗつき

BC

85-2 2 バック プラダ
プラダ BR4217 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲ﾇﾘ 角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ
中使用感 持ち手ﾋﾋﾞｺﾊﾞﾋﾋﾞ 芯ｵﾚ小

B-

85-3 3 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 変色 中使用感 変色 B-

85-4 4 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
中使用感

B

85-5 5 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞ
ﾚ ﾔﾌﾞﾚ大 ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ ST無

C

85-6 6 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 表面変色 金具ｸｽﾐ ｻ
ﾋﾞ 中使用感

B-

85-7 7 バック フェラガモ
フェラガモ ﾊﾗｺ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾊｶﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡

BC

85-8 8 バック グッチ
GG グッチ 130786 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

BC

85-9 9 バック ジミーチュウ
ジミーチュウ ｴﾅﾒﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ﾗﾓﾅ ▲持手ｼﾜ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ

B

85-10 10 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30862 ﾀｲﾐｰﾙ SP1022 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 86

86 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

86-1 1 靴 シャネル シャネル #35 1/2 ﾌﾞｰﾂ ▲ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ小 ｿｰﾙ ﾊｶﾞﾚ B-

86-2 2 靴 ヴェルサーチ ヴェルサーチ ｼｮｰﾄﾌﾞｰﾂ #5 1/2 ▲ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ B-

86-3 3 靴 フェンディ フェンディ #39 ｽﾆｰｶｰ ▲ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ B+

86-4 4 靴 ＬＶ ＬＶ 1A34E3 #MS ｽﾆｰｶｰ ﾘｳﾞｫﾘﾗｲﾝ ▲ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ B

86-5 5 靴 プラダ プラダ #L ﾚｻﾞｰ ｼｭｰｽﾞ ▲ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ｿｰﾙ張り替え B-

86-6 6 靴 プラダ プラダ #35 1/2 ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲ﾖｺﾞﾚ ｿｰﾙﾊｶﾞﾚ B-

86-7 7 衣類 ＬＶ ＬＶ #S ｾｰﾀｰ ▲毛羽立ち B

86-8 8 スカーフ エルメス エルメス ｶﾚ90 ｼﾞｸﾞｻﾞｸﾞのｻﾝｸﾞﾙ SANGLES EN ZIGZAG ﾀｸﾞ ▲ｼﾐ B

86-9 9 スカーフ エルメス
エルメス ｶﾚ90 日傘と雨傘 OMBRELLES ET PARAPLUIES ﾀｸﾞ ▲ﾖ
ｺﾞﾚ小

AB

86-10 10 スカーフ エルメス エルメス ｶﾚ40 ｷｭｰﾌﾞ ﾀｸﾞ ▲ｼﾜ ｽﾚ AB
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   出品No. 87

87 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

87-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47520 ﾄｩﾙｰｽﾄﾞｩﾐﾛﾝﾄﾞ TH0935 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ﾊｶﾞﾚ 粉ﾌｷ

BC

87-2 2 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44172 ﾌﾟﾁﾉｴ A20922 赤×黒 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾋﾓｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

87-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42248 ｼﾞﾍﾞｼｴｰﾙ AR1920 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ根元ﾉﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

87-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 AR0936 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 金具ｻﾋﾞ 中使用感

B-

87-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41450 ｴｸｽｶｰｼｮﾝ VI0918 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

87-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56390 ｵﾃﾞｵﾝPM CA1088 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾉ
ﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

87-7 7

87-8 8

87-9 9

87-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 88

88 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

88-1 1 バック ２本山 ２本山 KOOBA ﾊﾞﾘｰ B

88-2 2 バック グッチ ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｼﾜ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾌﾁﾒｸﾚ B-

88-3 3 バック グッチ
グッチ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾞｯﾁﾌﾟﾗｽ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌｧｽﾅｰ固い ﾌﾁ変色 ﾊﾝﾄﾞﾙ根元ﾋﾋﾞ

BC

88-4 4 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 外ﾎﾟｹ ﾌﾗｯﾌﾟﾊ
ｶﾞﾚ

BC

88-5 5 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 9番台 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾎﾟｰﾁ無 中生地折れ

B-

88-6 6 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ 6番台 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ 使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B 箱 ※

88-7 7

88-8 8

88-9 9

88-10 10
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   出品No. 89

89 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

89-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51902 ｿﾅﾁﾈ VI1022 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼ
ﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

89-2 2 バック シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 03番台 黒 Vｽﾃｯﾁ ﾌﾘﾝｼﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-  ※

89-3 3 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 05番台 緑 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元
ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

89-4 4 バック シャネル
シャネル ｽｴｰﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 02番台 水色 Vｽﾃｯﾁ ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-  ※

89-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52377 ﾏﾙｾﾞﾙﾌﾞ MI0962 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

89-6 6

89-7 7

89-8 8

89-9 9

89-10 10
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   出品No. 90

90 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

90-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51172 ｳﾞｧｳﾞｧﾝPM SR0042 ▲持手劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

90-2 2 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52372 ﾏﾙｾﾞﾙﾌﾞ MI1005 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾎｯｸﾄﾚ

BC

90-3 3 バック プラダ
プラダ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄ 青 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

90-4 4 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ H05K-3574 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

90-5 5 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ E1221-F19249 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾇﾘ

B

90-6 6

90-7 7

90-8 8

90-9 9

90-10 10
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   出品No. 91

91 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

91-1 1 バック グッチ
GG グッチ 002.1099.2404 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｸｽﾐ 中使用感

B

91-2 2

91-3 3

91-4 4

91-5 5

91-6 6

91-7 7

91-8 8

91-9 9

91-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 92

92 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

92-1 1 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30194 ｸﾞﾗﾄﾞ SP0040 ｴﾋﾟｾｱ ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B- 箱 袋

92-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45238 ﾐﾆｱﾏｿﾞﾝ 817TH ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾖﾚ 根元ﾉ
ﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B- 袋

92-3 3 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ SD0073 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ 根
元ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

92-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41416 ｷｰﾎﾟﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ50 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ﾎﾂﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中使用感

B

92-5 5 バック ＬＶ ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N40000 ｱﾝﾄﾝ BA4117 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞｷｽﾞ小 中ｽﾚ小 A 箱 袋 ※

92-6 6 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾌｰﾙﾄｩMM ｸﾞﾚｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手毛羽立ち 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B+

92-7 7 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄMM 7番台 赤 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ
ｺﾊﾞﾜﾚ 中使用感 ｼﾐ 中板ﾜﾚ

BC Gｶｰﾄﾞ

92-8 8 バック コーチ
コーチ 29461 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ﾌﾞﾘｰｶｰ ﾃﾞｲﾘｰ ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B 袋

92-9 9

92-10 10
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   出品No. 93

93 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

93-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51982 ﾄｩﾙｰｽﾒｲｸｱｯﾌﾟ NO1908 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ 表
面ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B+

93-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM SP0948 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC ﾎﾟｰﾁ 袋

93-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51256 ﾐｭｾﾞｯﾄ AS09292 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根
元ﾉﾋﾞ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡

B 袋

93-4 4 バック エルメス エルメス ｽｲﾌﾄ ﾋﾟｺﾀﾝﾛｯｸPM U刻印 ﾅﾀｳﾞｪｰﾙ ﾗｯｷｰﾃﾞｲｼﾞｰ
S ｶﾃﾞﾅ ｶｷﾞ 箱 袋 ﾘﾎﾞﾝ
※

93-5 5 バック エルメス エルメス ｽｲﾌﾄ ﾋﾟｺﾀﾝﾛｯｸPM U刻印 ﾁｬｲﾋﾟﾝｸﾎﾜｲﾄ ﾗｯｷｰﾃﾞｲｼﾞｰ
S ｶﾃﾞﾅ ｶｷﾞ 箱 袋 ﾘﾎﾞﾝ
冊子 ※

93-6 6

93-7 7

93-8 8

93-9 9

93-10 10
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   出品No. 94

94 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

94-1 1 靴 シャネル シャネル G35927 ｻﾝﾀﾞﾙ #39 ▲中ｼﾜ小 SA 箱

94-2 2 靴 ＬＶ ＬＶ 赤 #37 ﾐｭｰﾙ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ A

94-3 3 靴 C・ディオール C・ディオール 白 #35 1/2 ﾌﾘﾝｼﾞ ﾐｭｰﾙ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B 箱 袋

94-4 4 靴
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ 茶 #35 1/2 ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｶﾋﾞ B+ 箱

94-5 5 靴
ステラマッカー
トニー

ステラマッカートニー #35 1/2 厚底ｽﾆｰｶｰ ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中
ｽﾚ

B+ 袋

94-6 6 小物 シャネル シャネル ﾋﾟﾝｸ ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ ▲ﾀｸﾞ切れかけ B 箱 ※

94-7 7 衣類 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール 白 ﾊﾟｰｶｰ ｶﾅｰｼﾞｭ A 箱

94-8 8 靴 グッチ グッチ ｽﾆｰｶｰ #36 1/2 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

94-9 9

94-10 10
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   出品No. 95

95 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

95-1 1 バック コーチ
コーチ 34340 ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ 赤 ﾍﾟﾌﾞﾙﾄﾞﾚｻﾞｰ ﾌﾟﾚｰﾘｰ ｻｯﾁｪﾙ ▲角
ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ毛羽立ち ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

95-2 2 バック トリーバーチ
トリーバーチ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC 袋

95-3 3 バック ケイトスペード
ケイトスペード ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B

95-4 4 バック ダンヒル
ダンヒル ｶｰﾌ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ﾛｯｸﾅﾝﾊﾞｰ「118」 ﾀﾞｲﾔﾙ付き ▲角ｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯ
ﾄﾌﾁｽﾚ

B-

95-5 5 バック グッチ
GGｷｬﾝﾊﾞｽ グッチ 001-3306 ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 紺 ｼﾞｬｯｷｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

95-6 6 バック グッチ
ｵｰﾙﾄﾞｸﾞｯﾁ グッチ ｶｰﾌ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ﾊﾞｲｶﾗｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

95-7 7 バック サマンサタバサ
サマンサタバサ PVC 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

95-8 8 バック エルメス
エルメス ｱﾏｿﾞﾆｱ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨMM 茶 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

BC

95-9 9

95-10 10
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   出品No. 96

96 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

96-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 VI8901 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｷﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾐﾐﾁ
ｷﾞﾚ

BC ﾎﾟﾜﾆｴ ｶﾃﾞﾅ ﾈｰﾑﾀｸﾞ

96-2 2

96-3 3

96-4 4

96-5 5

96-6 6

96-7 7

96-8 8

96-9 9

96-10 10
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   出品No. 97

97 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

97-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41015 ﾄｰﾀﾘｰMM FL0182 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽ
ﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B

97-2 2 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ｴｰﾙﾊﾞｯｸ □F刻印 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｼﾜ ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ

B-

97-3 3 バック バーバリー バーバリー ﾚｻﾞｰ 茶 ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲持手ﾖﾚ A

97-4 4 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51105 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙ DR2194 A  ※

97-5 5 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ｴｰﾙﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷ
ｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

97-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M46520 ﾎﾞﾋﾞｰ 確認できず ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 表
面ｼﾜ ｽﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾌｧｽﾅｰ固い

B-

97-7 7

97-8 8

97-9 9

97-10 10
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   出品No. 98

98 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

98-1 1 バック グッチ
ｼﾞｬｯｷｰ グッチ 3306 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ｶ
ﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

B 袋

98-2 2 バック バーバリー
バーバリー PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ小 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ しっとり

B-

98-3 3 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
持ち手ｽﾃｯﾁﾔﾌﾞﾚ

B-

98-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 VI991 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾍﾟﾝ跡小

BC ｶﾃﾞﾅ

98-5 5 バック エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾃﾞﾅ ｷｰ無

B- ｶﾃﾞﾅ

98-6 6 バック バーバリー
バーバリー 茶 ﾁｪｰﾝﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ

B-

98-7 7 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 70333 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元社外補修跡

B-

98-8 8 バック シンクビー シンクビー ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ B+ 袋

98-9 9 バック ２本山 ２本山 ﾎﾟﾛ B-

98-10 10 バック プリマクラッセ
プリマクラッセ PVC 茶 ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 外
ﾎﾟｹｯﾄｼﾐ

B-
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   出品No. 99

99 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

99-1 1 バック ２本山 ２本山 ｹﾞｽ ｺｰﾁ B-

99-2 2 バック ２本山 ２本山 ｻﾏﾝｻ NB B-

99-3 3 バック ４本山 ４本山 ﾚｽﾎﾟｰﾄｻｯｸ ﾌｪｲﾗｰ×2 ﾛｰﾚﾗｲ B-

99-4 4 バック(NB)
ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ 表面ﾊﾝﾄﾞﾙ
跡

B- 袋

99-5 5 バック プリマクラッセ プリマクラッセ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 国旗 ▲角ｽﾚ 表面しっとり 中ﾖｺﾞﾚ B-

99-6 6 バック プリマクラッセ
プリマクラッセ PVC ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

B- ST

99-7 7

99-8 8

99-9 9

99-10 10
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   出品No. 100

100 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

100-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40007 ﾎﾟﾊﾟﾝｸｰﾙ･ｵ FL0055 ▲角ﾔﾌﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾎﾂ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

BC

100-2 2 バック(NB) 出品取消  

100-3 3 バック(NB)
ｸﾛｺ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感
ｶﾋﾞ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

B- ｶｷﾞ

100-4 4 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ 青 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

100-5 5 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ×ｸﾞﾚｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B-

100-6 6 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ ｴﾙﾒｽ B-

100-7 7

100-8 8

100-9 9

100-10 10
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   出品No. 101

101 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

101-1 1 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ｺｲﾝｹｰｽ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾊ
ｶﾞﾚ ｽﾚｷｽﾞ 内ｽﾚｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ

B

101-2 2 バック セリーヌ
セリーヌ CE00/25 ﾚｻﾞｰ ﾌﾞｷﾞーﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ 柄型押し ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ｽﾚ ﾎﾂﾚ 内ﾖｺﾞﾚ

B

101-3 3 バック フェラガモ ｳﾞｧﾗ フェラガモ BA216161 ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲ｽﾚ 内ｽﾚ AB 袋

101-4 4 バック コーチ ｵﾌﾟｱｰﾄ コーチ F14305 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾖｺﾞﾚ 内ﾖｺﾞﾚ AB 袋

101-5 5 バック プラダ プラダ BN2653 ﾅｯﾊﾟ ﾎﾞﾝﾊﾞｰ 2WAY ﾈｲﾋﾞｰ ▲ｶﾄﾞｽﾚ ｽﾚ 傷 内ﾖｺﾞﾚ B+ ST ｶｰﾄﾞ

101-6 6 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸﾞﾘｰﾝ ▲ﾖｺﾞﾚ 変色 金具ｽﾚ 内ｽﾚ B

101-7 7 バック プラダ
プラダ V20S ﾃｽｰﾄ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ｻﾌｨｱｰﾉ ▲STﾅｼ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 内ﾖｺﾞﾚ

B ｶｰﾄﾞ

101-8 8 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 8番 ﾌﾞﾗｯｸ ｼｰﾙ ▲ｶﾄﾞﾔﾌﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 内ﾖｺﾞﾚ 底敷ﾔﾌﾞﾚ

B ｶｰﾄﾞ

101-9 9 バック シャネル
シャネル ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 07番 ﾌﾞﾗｳﾝ ｼｰﾙ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼﾐ ｽﾚ
ｺﾊﾞｽﾚ 内ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- ｶｰﾄﾞ

101-10 10 バック バレンシアガ バレンシアガ 507460 ﾅｲﾛﾝ ﾎｲｰﾙﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ A 箱 袋 ※

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 102

102 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

102-1 1 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ FL1007 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 内ﾖｺﾞﾚ AB 箱 袋

102-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾌﾟﾁ･ﾊﾞｹｯﾄ AR0978 ﾎﾟｰﾁ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｽﾚ ﾔｹ
ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 内ﾊｶﾞﾚ大 粉

BC

102-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51365 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝGM ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾊﾝﾄﾞｽﾚ 内ｶ
ﾋﾞ ﾍﾟﾝ跡 ﾎﾟｰﾁﾅｼ

B-

102-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45266 ﾀﾞﾇｰﾌﾞ SL0041 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ
内ｽﾚﾊｶﾞﾚ

B-

102-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ VI1904 ▲ｺﾊﾞﾍﾞﾀ ｽﾚﾖｺﾞﾚ ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 内
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

102-6 6 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47524 ﾄｩﾙｰｽ･ﾄﾜﾚｯﾄ MB1012 A

102-7 7 ポーチ ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾊﾞｹﾂ用ﾎﾟｰﾁ ▲ｺﾊﾞｽﾚ 内ｽﾚ AB

102-8 8 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47524 ﾄｩﾙｰｽ･ﾄﾜﾚｯﾄ TH8901 ▲ｽﾚ 内ﾖｺﾞﾚ B

102-9 9 バック ＬＶ ｴﾋﾟ ＬＶ M44003 ﾉｴ AR0995 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ｽﾚ B+

102-10 10 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52123 ﾓﾝｿｰ SR0947 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲ｺﾊﾞﾔﾌﾞﾚ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ｽ
ﾚ ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

B
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   出品No. 103

103 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

103-1 1 バック ケイトスペード
ケイトスペード PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾜｲﾄ ▲ｽﾚﾖｺﾞﾚ 内ﾖｺﾞﾚ ﾔ
ｹ

AB

103-2 2 バック
マークバイマー
クジェイコブス

マークバイマークジェイコブス ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｲｴﾛｰｸﾞﾚｰ ▲ﾖｺﾞﾚ
内ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ

AB 袋

103-3 3 バック フェラガモ
フェラガモ AU-21 6690 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｶﾄﾞｽﾚ 底浮
き ｽﾚﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 内ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

103-4 4 バック フェラガモ
フェラガモ AU-21 8865 ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｶﾄﾞｽﾚ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ｽﾚ 内ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

103-5 5 バック(NB) ｸﾛｺ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ﾎﾟｰﾁ ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B+

103-6 6 バック(NB) ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｽﾚ A

103-7 7 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F10250 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ﾌﾟﾙｽﾚ

A

103-8 8 バック コーチ コーチ 8A03 ﾚｻﾞｰ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｽﾚ小 内ｽﾚ小 A

103-9 9 バック ２本山 ２本山 TRANSITGATE renoma B

103-10 10 バック バーバリー ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲外内ﾔｹｼﾐ B+

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 104

104 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

104-1 1 バック(NB) ﾅｲﾛﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 青 ｺﾑｻ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 中使用感 ST無 B

104-2 2 バック シャリオール シャリオール ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 白 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ AB ｺｻｰｼﾞｭ

104-3 3 バック プリマクラッセ
プリマクラッセ PVC ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ST無

B-

104-4 4 バック シャリオール シャリオール ﾚｻﾞｰ 黒 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 B 袋

104-5 5 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ しっとり 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽ
ﾚ

AB

104-6 6 バック プラダ
ｽﾎﾟｰﾂ プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

104-7 7 バック バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー ﾅｲﾛﾝ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 赤 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B+

104-8 8 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ 茶 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ 金具ｷ
ｽﾞ ｸｽﾐ 中使用感

B 袋

104-9 9 バック キプリング キプリング ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ B

104-10 10 バック ４本山 ４本山 NB B-
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   出品No. 105

105 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

105-1 1 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91134 ｺﾛﾝﾊﾞｽ LM0091 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｶﾋﾞ

BC

105-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91037 ｳｰｽﾀｰ BA1919 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 袋

105-3 3 バック フルラ
フルラ 271219 ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 根元
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝ付根ﾉﾘｼﾞﾐ

B- ST

105-4 4 バック マイケルコース
マイケルコース 3056GS751L PVC ﾍﾞｰｼﾞｭ 3WAYﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手
ｽﾚ 根元ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B- ST

105-5 5 バック コーチ
コーチ B8C-4106 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

105-6 6

105-7 7

105-8 8

105-9 9

105-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 106

106 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

106-1 1 バック グッチ
グッチ 400249 HS7AN11 ﾂｲｰﾄﾞ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒×白×赤 ﾃﾞｨｵﾆｭｿ
ｽ ﾀｲｶﾞｰ ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ小

A  ※

106-2 2 バック コーチ
コーチ F2157 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ C5663 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小
金具ｽﾚ

A

106-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾌﾟﾁ･ﾊﾞｹｯﾄ VI1919 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

106-4 4 バック グッチ
ＧＧ グッチ 122793 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 角
ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

106-5 5 バック コーチ コーチ 32320 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A

106-6 6 バック コーチ コーチ F59355 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ﾐｯｷｰ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 AB

106-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51148 ｶﾊﾞﾋﾟｱﾉ VI0062 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｼﾐ大 ｺﾊﾞ
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中使用感 ﾆｵｲ

B-

106-8 8 バック サンローラン
サンローラン 481909 ﾚｻﾞｰ ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝｶﾊﾞｽ ｽﾀｯｽﾞ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B

106-9 9 バック トッズ トッズ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 押し跡 A

106-10 10 バック フェラガモ ｳﾞｧﾗ フェラガモ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ▲表面ｽﾚ小 A
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   出品No. 107

107 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

107-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42250 ｿﾛｰﾆｭ SL0929 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角
ﾊｶﾞﾚ 表面ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ﾇﾒ革劣化 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大
ｼｮﾙﾀﾞｰ付根破損

C

107-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ AR0060 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持ち手破損

BC

107-3 3 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ｱｸｾｻﾘｰﾎﾟｰﾁ 黒 ▲持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ AB

107-4 4 バック トゥミ トゥミ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B

107-5 5 バック トゥミ
トゥミ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中使用感小

B

107-6 6 バック(NB) 吉田ｶﾊﾞﾝ ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾜ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

107-7 7 バック １０本山 １０本山 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ×2 ﾊﾅｴﾓﾘ×2 他 BC

107-8 8

107-9 9

107-10 10
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   出品No. 108

108 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

108-1 1 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
表面ｽﾚ 中ｽﾚ

B+

108-2 2 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶×白 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

108-3 3 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

108-4 4 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ大 表面ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

108-5 5 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁﾜﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ大 ﾌﾟﾙ劣化

BC

108-6 6 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

B

108-7 7 バック(NB)
ﾏﾝﾊｯﾀﾝﾎﾟｰﾃｰｼﾞ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾀﾊﾞｺ臭 ﾌﾁﾎﾂﾚ

B-

108-8 8 バック ニナリッチ
ニナリッチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 緑 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽ
ﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ｶﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

108-9 9 バック(NB)
FARAONI ｽｴｰﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｼﾐ

B-

108-10 10 バック(NB)
TAKEOde365 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｼﾜ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ大 ST無

BC
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   出品No. 109

109 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

109-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40007 ﾎﾟﾊﾟﾝｸｰﾙ･ｵ FL0056 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手劣化 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

C

109-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51240 ﾄﾛﾀｰ AR0063 ▲角ｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

C

109-3 3 バック ＬＶ
LVｶｯﾌﾟ ＬＶ M80519 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ SP0969 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ﾍﾞﾀ 劣化 中劣化

BC

109-4 4 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 白 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

109-5 5 バック(NB)
BISTEC ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾐﾆｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表
面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

109-6 6 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

109-7 7 バック
マークバイマー
クジェイコブス

マークバイマークジェイコブス ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

109-8 8 バック
カステルバ
ジャック

カステルバジャック ｶｰﾌ 黒 ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

109-9 9 バック(NB) STATE OF ESCAPE 布 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 赤 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ AB

109-10 10 バック シャリオール
シャリオール ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾊｶﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 110

110 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

110-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51155 ﾙｺ LM8804 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽ
ﾚ

AB

110-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51294 ｲﾊﾟﾈﾏPM MI0045 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

B-

110-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N48181 ﾃﾑｽﾞGM NI4818 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

110-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41522 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 853SA ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手劣
化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾆｵｲ大 ﾌﾟﾙﾋﾋﾞ

BC

110-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41624 ｻｯｸｽｰﾌﾟﾙ 873VI ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ﾋﾋﾞ ｼﾜ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

110-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41426 ｷｰﾎﾟﾙ50 851MB ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ﾋﾋﾞ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

110-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ 確認できず ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ
内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ大 ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ

BC

110-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ 確認できず 旧型 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ｽﾚ大 ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ固い

BC

110-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51815 ﾄﾞｩｰﾌﾞﾙﾗﾊﾞ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

B-

110-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51852 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ﾂｲﾝGM CA0094 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｼﾐ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ

B
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   出品No. 111

111 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

111-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51855 ﾎﾟｼｪｯﾄﾌﾛﾗﾝﾃｨｰﾇ FL0094 #XS ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

111-2 2 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30892 ｻﾗﾄｳﾞPM VI0044 緑 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ しっとり 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ 色移り

BC

111-3 3 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30182 ﾊﾞｲｶﾙ CA0012 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ST社外

B

111-4 4 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ大
ﾊｶﾞﾚ

BC

111-5 5 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ
ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小

B

111-6 6 バック シャネル
ﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル 書類ｶﾊﾞﾝ 5番台 黒 ▲底ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 持手毛羽立ち
ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

BC

111-7 7 バック コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A ST

111-8 8 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中使用感

B

111-9 9 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表
面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾌｧｽﾅｰ金具ｻﾋﾞ

B+

111-10 10 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ ﾋﾟｶｿ B-
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   出品No. 112

112 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

112-1 1 バック ＭＣＭ ＭＣＭ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒×白 ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 B

112-2 2 バック ２本山 ２本山 ｱｲｸﾞﾅｰ B-

112-3 3 バック トッズ トッズ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 水色 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ B+

112-4 4 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ B-

112-5 5 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ B

112-6 6 バック ２本山 ２本山 ﾌｫﾘﾌｫﾘ NB BC

112-7 7 バック プラダ プラダ ﾌﾟﾗﾀﾞｽﾎﾟｰﾂ ▲底変色 持手ﾖｺﾞﾚ 中ｼﾐ ｴﾅﾒﾙ変色 B

112-8 8 バック ５本山 ５本山 NB B

112-9 9 バック ８本山 ８本山 NB B

112-10 10 バック ４本山 ４本山 NB B
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   出品No. 113

113 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

113-1 1 バック グッチ
ｼｪﾘｰﾗｲﾝ グッチ GGﾌﾟﾗｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 巾着 ▲角ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中劣化 粉ﾌｷ ﾈｰﾑ入り

C

113-2 2 バック グッチ
ｼｪﾘｰﾗｲﾝ グッチ 41.02.039 GGﾌﾟﾗｽ 2WAYﾊﾞｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ大 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中劣化 粉ﾌｷ

BC

113-3 3 バック グッチ
ｼｪﾘｰﾗｲﾝ グッチ 73983 ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手毛羽立ち 表面ｽﾚ
中ｽﾚ

B+

113-4 4 バック ３本山 ３本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ BC

113-5 5 バック ７本山 ７本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌｪﾝﾃﾞｨ 他 BC

113-6 6 バック １０本山 １０本山 ｺｰﾁ×3 ｹﾞｽ×1 他 BC

113-7 7

113-8 8

113-9 9

113-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 114

114 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

114-1 1 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91004 ﾋｭｰｽﾄﾝ TH0958 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ 中
芯ﾜﾚ

BC

114-2 2 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M43007 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 VI0952 ｶｽﾃｨﾘｱﾝﾚｯﾄﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角持手
ﾌﾁﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

AB 袋

114-3 3 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60006 ﾗｳﾞｪｯﾛGM VI0069 ▲持手ﾖﾚ 金具ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A ST 袋  箱 ※

114-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51120 ﾏﾉｽｸGM BA0074 ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 ﾎﾟｰﾁ
中ｽﾚ小

AB 袋 ﾎﾟｰﾁ ※

114-5 5

114-6 6

114-7 7

114-8 8

114-9 9

114-10 10
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   出品No. 115

115 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

115-1 1 バック ２本山 ２本山 ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻ ｺｰﾁ B

115-2 2 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｼﾐ
ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｼﾐ大

BC

115-3 3 バック フルラ フルラ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ AB 袋 ﾎﾟｰﾁ

115-4 4 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

B-

115-5 5 バック サンローラン
サンローラン ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾘ 中生地ﾜﾚ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾇﾘ

B-

115-6 6 バック サンローラン
サンローラン ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 金具ｽﾚ小
中使用感

A

115-7 7

115-8 8

115-9 9

115-10 10
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   出品No. 116

116 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

116-1 1 バック
マークバイマー
クジェイコブス

マークバイマークジェイコブス ﾚｻﾞｰ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ST

116-2 2 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾜ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

116-3 3 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表
面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ﾇﾘ

B- 袋

116-4 4 バック フェラガモ
ｳﾞｧﾗ フェラガモ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

116-5 5 バック フェンディ ｽﾞｯｷｰﾉ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲中使用感 A

116-6 6

116-7 7

116-8 8

116-9 9

116-10 10
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   出品No. 117

117 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

117-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45266 ﾀﾞﾇｰﾌﾞ AR0030 廃盤品 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 袋

117-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M95019 ﾈｵｽﾋﾟｰﾃﾞｨ SP0055 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ 廃盤品 ▲角
ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾇﾒ革ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大

B-

117-3 3 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44009 ﾉｴ AR0964 ﾀｯｼﾘｲｴﾛｰ 廃盤品 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ｽﾚ
ｻﾋﾞ

B- 箱 ※

117-4 4 バック バレンシアガ
バレンシアガ 285433 ﾚｻﾞｰ ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌｧｰｽﾄ 6480 赤 ▲角ｽﾚ 持手ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B- ﾐﾗｰ 袋 ｼｮｯﾌﾟGｶｰﾄﾞ

117-5 5 バック ロンシャン ロンシャン ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 赤×黒 ﾛｿﾞ ▲中ｽﾚ小 金具ｽﾚ A ST

117-6 6 バック
ステラマッカー
トニー

ステラマッカートニー 391859W9664 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 495151FW15 茶
ﾌｪｲｸﾚｻﾞｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ周り
ﾊｶﾞﾚ 糸ﾄﾋﾞ

B 袋

117-7 7 バック コーチ
コーチ F80323 ﾊﾟｲｿﾝ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ J1923 白 ﾐｱ ﾊﾟｲｿﾝ型押
し ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 ﾁｬｰﾑｷｽﾞ

AB ﾁｬｰﾑ ST 袋

117-8 8 バック モスキーノ
モスキーノ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- ｸﾛｼｪｯﾄ

117-9 9 バック タケオキクチ
タケオキクチ 7626 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 070-07321 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ

B ﾀｸﾞ

117-10 10 バック ゲンテン
ゲンテン ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ緑青化

B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 118

118 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

118-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51102 ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ VI0997 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾐ ｺﾊﾞ
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

118-2 2 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中使用感

AB

118-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51290 ﾄﾞﾙｰｵ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ﾋﾋﾞ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｼﾜ

B

118-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51274 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ MB0034 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

118-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N45258 ﾊﾞｽﾃｨｰﾕ SP0054 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ﾇﾘ

B

118-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51154 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ・ｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ AR0016 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

118-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ AR1001 ▲表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｼﾜ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｳｷ 内ﾎﾟｹｯﾄｳｷ ﾊｶﾞﾚ小

B

118-8 8 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中使用感

B

118-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51186 ｽﾄﾚｰｻﾞPM FL0130 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾖｺﾞﾚ

B

118-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51156 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ・ｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ MI0016 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 119

119 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

119-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ AR0988 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B+

119-2 2 バック バーバリー
バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ
中使用感

AB

119-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40608 ﾗｽﾊﾟｲﾕPM SD0152 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｺ
ﾊﾞ毛羽立ち 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

119-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41218 ﾊﾟﾗｽBB SP1146 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

119-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ N47500 ｽﾎﾟﾝﾃｨｰﾆ AR0011 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ｼﾜ

AB ST

119-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40043 ｻｯｸﾎﾞｽﾌｫｰﾙ CA0095 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

119-7 7 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51109 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙPM VI4126 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ小 角ｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｳｷﾊｶﾞﾚ小 ｻｲﾄﾞ
ﾋﾓｺﾊﾞﾜﾚ

B-

119-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45254 ﾘﾎﾟｰﾀｰPM SP0063 ▲角ｽﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾔｹ ﾆｵｲ

AB

119-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N52001 ﾊﾞｰｸﾚｰ DU2029 ▲持手ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ｽﾚ 中使用感

B+

119-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51997 ﾄﾚｳﾞｨPM TH3007 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

AB
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   出品No. 120

120 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

120-1 1 バック マイケルコース マイケルコース ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｶﾄﾞｽﾚ ｽﾚ 内ﾖｺﾞﾚ B+

120-2 2 バック マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 内ｽﾚ AB

120-3 3 バック バーバリー バーバリー ﾚｻﾞｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲ｺﾊﾞｽﾚ小 A

120-4 4 バック バリー
バリー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ｽｴｰﾄﾞ×ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ▲ｶﾄﾞｽﾚ ｽﾚ 内ｽ
ﾚ

B+ 袋

120-5 5 バック セリーヌ ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｶﾄﾞｽﾚ ｽﾚ ﾎﾂﾚ 内ｽﾚ B

120-6 6 バック ポールスミス ポールスミス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲ｶﾄﾞﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 内ﾖｺﾞﾚ AB

120-7 7 バック イルビゾンテ
イルビゾンテ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｽﾚﾖｺﾞﾚ 内ｽﾚﾖｺﾞ
ﾚ

B

120-8 8 バック(NB) ﾙﾈ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｽﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 内ﾖｺﾞﾚ AB 袋

120-9 9 バック コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ﾔｹ ｶﾄﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾖｺﾞﾚ B

120-10 10 バック ２本山 ２本山 ﾘｻﾞｰﾄﾞJRA ﾊﾟｲｿﾝ B+
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   出品No. 121

121 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

121-1 1 バック エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄMM ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ

B

121-2 2 バック バリー
バリー ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

121-3 3 バック フェラガモ
ｳﾞｧﾗ フェラガモ ﾅｲﾛﾝ×ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾌﾁ一部ﾇﾘ

B-

121-4 4 バック グッチ
GG グッチ 163288 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

121-5 5 バック バーバリー
バーバリー ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

121-6 6 バック フェラガモ
ｳﾞｧﾗ フェラガモ ｸﾛｺ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

121-7 7 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

121-8 8 バック ボルボネーゼ
ボルボネーゼ ｽｴｰﾄﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B

121-9 9 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ 底変色 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

121-10 10 バック バーバリー バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ 茶 ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ AB
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   出品No. 122

122 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

122-1 1 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30222 ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ CA0011 ｴﾋﾟｾｱ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B-

122-2 2 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ 確認できず ﾊﾞｹｯﾄ用ﾎﾟｰﾁ ▲角ｽﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾃｶﾘ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾌﾁｽﾚ ﾎﾂﾚ

B

122-3 3 バック ラルフローレン
ラルフローレン ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

122-4 4 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶×ｶｰｷ ▲角ｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

122-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 891FC ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

BC

122-6 6 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52112 ｱﾝｷﾞｬﾝ 確認できず ﾉﾜｰﾙ ▲型崩れ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾃｶﾘ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾆｵｲ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

122-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ TH0042 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ 金具ｻﾋﾞ 変色 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

122-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M92663 ﾄｩﾙｰｳﾞｨﾙ BA0094 ﾌﾞﾛﾝ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ
角ｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

C

122-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41414 ｷｰﾎﾟﾙﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ VI8912 (参定) 209,000円 ▲
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾋﾋﾞ 金具
ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾌｧｽﾅｰ不良 ST無

BC

122-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45244 ﾅｲﾙ 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 付根補修

BC
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   出品No. 123

123 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

123-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51155 ﾙｺ LM0021 ▲角ｽﾚ 持手劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｼﾜ

BC

123-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 841MB ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾜﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ×2

BC

123-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51108 ｻｯｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 確認できず ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手
劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革劣化 中劣化

BC

123-4 4 バック エルメス
エルメス ﾅｲﾛﾝ 黒 ｱｶﾌﾟﾙｺPM ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中しっとり ﾍﾞﾀ

BC

123-5 5 バック バリー
バリー ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

123-6 6 バック(NB) ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 爬虫類 ▲中使用感 AB

123-7 7 バック(NB) ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

123-8 8 バック フェラガモ
フェラガモ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B+

123-9 9 バック フェラガモ
フェラガモ BA214178 ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

123-10 10 バック カルティエ
カルティエ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 124

124 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

124-1 1 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M54422 ｾﾙｳﾞｨｴｯﾄｺﾝｾｲｴ 確認できず 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞｽﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

124-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40264 ﾏﾙｿｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 付根ｷﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌｧｽﾅｰﾔﾌﾞﾚ

C

124-3 3 バック(NB)
LeuLocati ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｼﾜ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

124-4 4 バック ダンヒル
ダンヒル PVC ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B+

124-5 5 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中使用感 ﾎﾂﾚ

B+

124-6 6 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 白 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 中使用感
小

AB

124-7 7 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾋ
ﾋﾞ 付根ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 紐切れかけ

BC

124-8 8 バック ハマノ ハマノ ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAY 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ A

124-9 9 バック ケイトスペード
ケイトスペード ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 ﾎﾂﾚ

AB

124-10 10 バック ケイトスペード
ケイトスペード ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使
用感

AB



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 125

125 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

125-1 1 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ 出品取消 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁ変色 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ変色

BC

125-2 2 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ﾊｶﾞﾚ小 表面ﾌﾁｷﾚ小
中使用感 ﾌﾁｷﾚ

B-

125-3 3 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ﾚｻﾞｰ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ﾐｯｷｰ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ｷｽﾞ 中使用感

B+

125-4 4 バック コーチ コーチ PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中使用感 B+

125-5 5 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ﾔﾌﾞﾚ 角ｽﾚ ｷﾚ小 持
手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

125-6 6 バック(NB) ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 持ち手修理跡 B-

125-7 7 バック(NB)
ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ST無

B-

125-8 8 バック ケイトスペード ケイトスペード ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲中ｽﾚ小 A

125-9 9 バック ケイトスペード ケイトスペード ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ A

125-10 10 バック(NB)
MAGNA MATER ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞｷﾚ 中使用
感

B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 126

126 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

126-1 1 バック グッチ
GGｷｬﾝﾊﾞｽ グッチ 211976 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ﾎﾂﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

126-2 2 バック カルティエ
ﾏｽﾄﾗｲﾝ カルティエ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾘ ﾎﾞﾀﾝｻﾋﾞ外ﾎﾟｹｯﾄｶ
ﾋﾞ大 ﾌｧｽﾅｰ開かない

BC

126-3 3 バック カルティエ
ﾏｽﾄﾗｲﾝ カルティエ ｶｰﾌ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中劣化 中ﾌﾁ社外補修跡

C

126-4 4 バック フェラガモ
フェラガモ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

126-5 5 バック フェラガモ
フェラガモ PVC ﾍﾞｰｼﾞｭ ｳﾞｧﾗﾘﾎﾞﾝ ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

126-6 6 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

126-7 7 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 白 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

126-8 8 バック ヴェルサーチ
ヴェルサーチ ｶｰﾌ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

126-9 9 バック(NB)
ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄ
ｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ

B-

126-10 10 バック マイケルコース
マイケルコース ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 127

127 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

127-1 1 ポーチ エルメス エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ 赤 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

127-2 2 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

127-3 3 バック フェラガモ
フェラガモ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

B-

127-4 4 バック バリー
バリー ｽｴｰﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

127-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51102 ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ SD0976 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｼ
ﾐ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞ
ﾚ

BC

127-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51151 ｶﾊﾞ･ﾒｿﾞ AR0082 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手劣化 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

127-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51140 ｻｯｸﾌﾟﾗ 894FC ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁﾎﾂﾚ

B-

127-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41522 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 MB0930 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ

B-

127-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45266 ﾀﾞﾇｰﾌﾞ 8901SL ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

127-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51387 ﾐｭｾﾞｯﾄｻﾙｻ･ﾛﾝｸﾞ LM0093 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 128

128 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

128-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ 861 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 根元ﾉﾋﾞ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ小

B-

128-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93589 ﾍﾞﾙﾋﾞｭｰGM 不鮮明 ｱﾏﾗﾝﾄ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中使用感

B

128-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ VI0977 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ ﾇﾒ革ｼﾐ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

128-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40007 ﾎﾟﾊﾟﾝｸｰﾙ･ｵ FL0035 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾇﾒ革ﾔ
ｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾆｵｲ小

B-

128-5 5 靴 ＬＶ ＬＶ #36 1/2 ﾌｧﾌﾞﾘｯｸｳｪｯｼﾞ ﾘｰﾙｻﾝﾀﾞﾙ ▲ｿｰﾙｽﾚ AB

128-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51242 ｻﾝｸﾙｰ TF1102 ▲角ｽﾚ ﾇﾒ革押し跡 外ﾎﾟｹｯﾄﾌ
ﾁﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｼﾜ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

B-

128-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41412 ｷｰﾎﾟﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ60 MB1012 (参定) 202,000
円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中使用感 ｼｮﾙﾀﾞｰ根元 社外修理

B-

128-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ VI0967 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｻｲﾄﾞﾋﾚ

BC

128-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M5110 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｯｸ 確認できず ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根
元ﾉﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ

B-

128-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA0947 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ﾔｹ 金具ｻ
ﾋﾞ 中使用感 ﾌｧｽﾅｰ固い

BC
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   出品No. 129

129 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

129-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51825 ﾏﾙﾘｰﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇGM 844 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ
ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

C

129-2 2 バック グッチ
GG グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 019.0401.200047 黒 ▲型崩れ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 角ﾇﾘ

B-

129-3 3 バック グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ ﾚｻﾞｰ ﾎﾟｰﾁ 141811.4276 水色 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小
中ｽﾚ

B

129-4 4 バック グッチ
GG グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾎﾟｰﾁ 245952.491403 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾔ
ｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾀｸﾞﾜﾚ

B-

129-5 5 バック グッチ
GG グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー 039-0973.002113 赤 巾着ﾎﾟｰﾁ ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ｼｮﾙﾀﾞｰﾇﾘ ﾋﾘ

B

129-6 6 バック ２本山 ２本山 ｾﾘｰﾇ×2 B-

129-7 7 バック ２本山 ２本山 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ×2 B-

129-8 8 バック ３本山 ３本山 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ×3 B-

129-9 9 バック ３本山 ３本山 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ×3 B

129-10 10 バック ２本山 ２本山 ｴﾙﾒｽ ｺｰﾁ BC

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 130

130 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

130-1 1 バック ４本山 ４本山 ｸﾛｺ ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾘｻﾞｰﾄﾞ×2 B-

130-2 2 バック ４本山 ４本山 ｶｲﾏﾝ ｸﾛｺ ｵｰｽﾄﾘｯﾁ×2 BC

130-3 3 バック ２本山 ２本山 ｸﾞｯﾁ×2 BC

130-4 4 バック ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ×3 BC

130-5 5 バック ４本山 ４本山 ﾏｲｹﾙｺｰｽ ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞ ﾛﾝｼｬﾝ ｹﾞﾗﾙﾃﾞｨｰﾆ BC

130-6 6 バック コーチ
コーチ 4115 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｵｰﾙﾄﾞｺｰﾁ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

130-7 7 バック バーバリー
バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｼｬﾄﾞｰﾎｰｽ ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰｽﾞ ▲表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

130-8 8

130-9 9

130-10 10
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   出品No. 131

131 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

131-1 1 バック １７本山 １７本山 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ｼｬﾈﾙ ｾﾘｰﾇ ｸﾞｯﾁ ｴﾄﾛ 他 BC

131-2 2 バック １３本山 １３本山 ｺｰﾁ他 B-

131-3 3 財布 １６本山 １６本山 ｼｬﾈﾙ ｺｰﾁ ｸﾛｴ他 C

131-4 4 バック他 ５本山 ５本山 出品取消 ﾌﾟﾗﾀﾞ C

131-5 5

131-6 6

131-7 7

131-8 8

131-9 9

131-10 10
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   出品No. 132

132 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

132-1 1 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ

B

132-2 2 バック ニナリッチ
ニナリッチ PVC ﾍﾞｰｼﾞｭ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金
具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾘﾒｲｸ

B

132-3 3 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓ補修

B

132-4 4 バック サマンサベガ
サマンサベガ PVC 2WAYﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

132-5 5 バック ポロ
ポロ PVC ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 緑 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

132-6 6 バック ポロ
ポロ PVC 緑 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖ
ﾚ ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ 根元ｺﾊﾞｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ｷﾚ

B-

132-7 7 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 緑 ▲角ｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

BC

132-8 8

132-9 9

132-10 10
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   出品No. 133

133 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

133-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51253 ｶﾙﾄｼｴｰﾙMM 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｷﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ｶﾋﾞ

B-

133-2 2 靴 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ 1AADXJ BR0262 黒 #37(23.5cm) ｱﾝｸﾙﾌﾞｰﾂ (参定)
220,000円

S ﾋｰﾙｺﾞﾑ LV袋

133-3 3 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30116 ｹﾝﾀﾞﾙGM SP1928 赤茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ ｽﾄﾗｯｸﾅｼ

B LV南京錠 ※

133-4 4 万年筆 ２本山 ２本山 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ 作家ｼﾘｰｽﾞ BC 専用ｲﾝｸ×2

133-5 5

133-6 6

133-7 7

133-8 8

133-9 9

133-10 10
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   出品No. 134

134 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

134-1 1 バック エトロ
エトロ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽ
ﾚ 中ﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ

BC ｸﾛｼｪｯﾄ ｷｰ

134-2 2 バック(NB)
ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ JRAﾀｸﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

134-3 3 バック ２本山 ２本山 ｸﾞｯﾁ ﾃﾞｨｵｰﾙ BC

134-4 4 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ×5 B

134-5 5 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ×2 B

134-6 6 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ×5 B

134-7 7 バック ４本山 ４本山 ｷﾀﾑﾗ×2 ﾐｷﾓﾄ ﾗｼｯﾄ ▲現状 B

134-8 8 バック ５本山 ５本山 ﾛﾍﾞ ﾐｯｼｪﾙｸﾗﾝ他 ▲現状 B-

134-9 9 バック フルラ フルラ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰｼﾞｭ ▲表面ｽﾚ 中使用感小 ﾎﾂﾚ A 袋 ST

134-10 10 バック ゲンテン
ゲンテン ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中使用感

B
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   出品No. 135

135 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

135-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40121 ﾋﾞﾊﾞﾘｰMM FL3048 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

135-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51154 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ・ｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ DU0046 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

135-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41275 FL4175 ﾌｪｲﾎﾞﾘｯﾄ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

135-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51136 ﾓﾝｽﾘMM SP0061 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ｽﾚ ｼﾐ 角ｽ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

135-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40121 ﾋﾞﾊﾞﾘｰMM SR1017 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

135-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40256 ｼﾞｭﾃﾞｨMM TR0432 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ｼﾐ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

135-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51155 ﾙｺ SR1001 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B+

135-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51181 ｼﾃGM FL0024 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

B+

135-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51272 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ MB0394 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 根
元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

135-10 10 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M44021 ﾈｵﾉｴ RI3197 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ A  ※

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 136

136 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

136-1 1 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M55116 ｽﾄｯｸﾄﾝ CA0043 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 中使用
感

AB

136-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ 確認できず ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｳｷ ﾊｶﾞﾚ

B-

136-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ 確認できず ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ
ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

136-4 4

136-5 5

136-6 6

136-7 7

136-8 8

136-9 9

136-10 10
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   出品No. 137

137 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

137-1 1 バック エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ ﾍﾞﾙﾗﾝｺﾞ P刻印 ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

137-2 2 バック エルメス
エルメス 黒 ﾏｰｹｯﾄ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 紐ﾋﾋﾞ

B-

137-3 3 バック エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ ﾄﾘﾑ C刻印 こげ茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

137-4 4 バック エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ C刻印 こげ茶 ﾛﾃﾞｵPM ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

137-5 5 バック エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ G刻印 ﾅﾁｭﾗﾙ ｻｺｯｼｭﾌﾟｰﾙｾﾙ ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ
角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼ
ﾐ

B-

137-6 6 バック エルメス
エルメス 黒 ｷｬﾗﾊﾞﾝ ｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ST無

BC 袋

137-7 7 バック エルメス
エルメス ﾁｪﾝﾅｲ こげ茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾔﾌﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

137-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 TH0030 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｼﾐ ｶﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｶﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 袋

137-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51242 ｻﾝｸﾙｰ TH1919 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC 袋

137-10 10
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   出品No. 138

138 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

138-1 1 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール MA.1929 ﾚｻﾞｰ 黒 ﾏﾘｽﾊﾟｰﾙﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB 袋 ｶｰﾄﾞ ※

138-2 2 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30172 ｶｼｱｰ SP0050 ｱｶｼﾞｭｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

138-3 3 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52612 ﾎﾟｼｪｯﾄｾﾘｴﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇ TH0918 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ
ｼﾜ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 毛羽立ち 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊ
ｶﾞﾚ

BC

138-4 4 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ 003.2058 ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ 0059 茶 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵ
ｲ

B-

138-5 5 バック トゥミ
トゥミ ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ﾐﾃﾞｨｱﾑ ﾄﾗﾍﾞﾙﾄｰﾄ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B ST

138-6 6 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ B2122　C2814 黒 ▲持手ｽﾚ ﾖﾚ 金具ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

138-7 7 バック バリー
バリー ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｼﾐ

B

138-8 8 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ ﾗﾝﾊﾞﾝ B-

138-9 9 バック ダンヒル ダンヒル ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ B+

138-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N23293 ﾍﾞｶﾞｽ45 SP0093 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ 車輪ｷｽﾞ

B 袋
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   出品No. 139

139 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

139-1 1 バック(NB) 出品取消 ▲持手ｽﾚ S

139-2 2 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ 黒 ﾊﾞﾝﾀﾞﾅｽﾀｯｽﾞ ﾏｰｻｰ ｻｯﾁｪﾙ ▲表面ｽﾚ小 中使用感
小

SA 袋

139-3 3 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 11574 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×茶 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

139-4 4 バック(NB)
Moments ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ 革 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 JRAﾀｸﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B- ｶｷﾞ

139-5 5 バック(NB)
ｸﾛｺ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

B-

139-6 6 バック(NB)
ｸﾛｺ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

139-7 7 バック ６本山 ６本山 ｺｰﾁ×3 NB BC

139-8 8

139-9 9

139-10 10
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   出品No. 140

140 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

140-1 1 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 5番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中使用感

B+ ｶｰﾄﾞ ※

140-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42249 ｼﾞﾍﾞｼｴｰﾙGM SL0959 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛
羽立ち 根元ｽﾚ 表面しっとり小 ﾌﾁｽﾚ 中使用感

B+ 袋

140-3 3 バック トッズ
トッズ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾘｰﾑ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽ
ﾚ 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B+ 袋 ST

140-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51227 TH0040 ｼﾞｮｾﾞﾌｨｰﾇ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄ社外
修理

BC

140-5 5 バック ２本山 ２本山 ﾓﾘﾊﾅｴ B

140-6 6 バック ３本山 ３本山 ﾛﾝｼｬﾝ ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ 他 B

140-7 7 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ
ｷｽﾞ 金具ｽﾚ 中使用感

B

140-8 8

140-9 9

140-10 10
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   出品No. 141

141 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

141-1 1 バック ＬＶ
ＬＶ M45885 IC ﾐﾗｰﾊﾝﾄﾞﾙ ｿﾌﾄﾄﾗﾝｸ ▲底ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ
ﾇﾒ革ﾔｹ小 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

A 袋

141-2 2 バック ＬＶ ｴﾋﾟ ＬＶ M80479 IC ｲｰｼﾞｰﾎﾟｰﾁ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ小 中ｽﾚ小 SA 袋 ※

141-3 3 バック グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 631685 ﾃﾞﾆﾑ×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ×茶 ▲角ﾊ
ｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B+

141-4 4 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ﾗﾑｽｷﾝ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ 05-
MA-0057 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ
金具ｸｽﾐ 中使用感

B- 袋 ※

141-5 5 バック セリーヌ
セリーヌ ｶｰﾌ ﾋﾟﾝｸ×茶 ﾊﾟｰﾃｨｶﾙｶﾊﾞ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｽﾚ 表
面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

141-6 6 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｱｲﾎﾞﾘｰ ｱﾘｰﾇPM ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面毛
羽立ち小 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B+

141-7 7 バック イルビゾンテ
イルビゾンテ ﾚｻﾞｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾘｯｸ ﾎﾟｰﾁ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B+

141-8 8 バック シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 5番台 黒 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 表面ｽﾚ
金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+ 保

141-9 9 バック シャネル
ｶﾝﾎﾞﾝﾗｲﾝ シャネル ｱｸｾｻﾘｰﾎﾟｰﾁ 8番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B-  ※

141-10 10 バック シャネル
シャネル ｽｴｰﾄﾞ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 3番台 黒 がま口 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B
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   出品No. 142

142 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

142-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 VI1913 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 持手ﾋﾋﾞ 根
元ﾉﾋﾞ ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B- ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ

142-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41414 ｷｰﾎﾟﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ55 VI0920 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感 ST無

B ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ ｶｷﾞ

142-3 3 バック グッチ
GG グッチ 124542 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 中ﾌﾁ変色
小

B+

142-4 4 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾌｰﾙﾄｩPM 赤 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 毛羽立
ち 中使用感

B

142-5 5 バック フルラ
フルラ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使
用感 ﾍﾟﾝ跡

B

142-6 6 バック シーバイクロエ
シーバイクロエ ｴﾅﾒﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

142-7 7

142-8 8

142-9 9

142-10 10
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   出品No. 143

143 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

143-1 1 バック シャネル
ﾁｮｺﾊﾞｰ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｼｰﾙなし 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
中ｽﾚ

B

143-2 2

143-3 3

143-4 4

143-5 5

143-6 6

143-7 7

143-8 8

143-9 9

143-10 10
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   出品No. 144

144 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

144-1 1 バック ヴェルサーチ
ヴェルサーチ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾁｬｰﾑ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

144-2 2 バック レオナール
レオナール ﾚｻﾞｰ ｼﾙﾊﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 花柄 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ
表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

144-3 3 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 青×緑 ﾊﾞｲｶﾗｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角
ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾔｹ

B

144-4 4 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

144-5 5 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ｷｬﾝﾊﾞｽ 茶 ｱﾅｸﾞﾗﾑ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 B+

144-6 6 バック
カステルバ
ジャック

カステルバジャック ﾚｻﾞｰ 白 ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

144-7 7 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ｷｬﾝﾊﾞｽ ｶｰｷ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｷﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

144-8 8 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
根元ｷﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

144-9 9 バック ４本山 ４本山 ｺｰﾁ×2 他 BC

144-10 10 バック ヴェルサーチ
ヴェルサーチ ﾚｻﾞｰ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｸｽﾐ 中ｽﾚ

B-
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   出品No. 145

145 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

145-1 1 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ BN2195 黒 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾆｵｲ

B- ST ※

145-2 2

145-3 3

145-4 4

145-5 5

145-6 6

145-7 7

145-8 8

145-9 9

145-10 10
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   出品No. 146

146 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

146-1 1 バック コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ C5679 ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ 茶 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 中ｽﾚ小 A

146-2 2 バック コーチ コーチ C1531 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 緑 馬車金具 ▲角ｽﾚ 中ｽﾚ A 袋

146-3 3 バック コーチ
コーチ F57847 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞｷｽﾞ 表面ﾌﾁ
ﾎﾂﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾁﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

B

146-4 4 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F23918 ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 持手
ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B

146-5 5 バック コーチ
コーチ 13441 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ がま口 ▲角ｽﾚ 持手
ﾖｺﾞﾚ 表面ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B-

146-6 6 ポーチ コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

146-7 7 バック ６本山 ６本山 ▲現状 B-

146-8 8 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ

B+

146-9 9 バック ケイトスペード
ケイトスペード ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ST無 底ﾌﾁ
ﾖｺﾞﾚ

B

146-10 10 バック ヒロフ ヒロフ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 緑 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｼﾜ 中ｽﾚ B+ 袋
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   出品No. 147

147 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

147-1 1 ネクタイ(NB) 81本山 ｸﾞｯﾁ ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾊﾞﾚﾝｼｱｶﾞ ﾗﾝﾊﾞﾝ他 BC

147-2 2 バック ６本山 ６本山 ｺｰﾁ BC

147-3 3

147-4 4

147-5 5

147-6 6

147-7 7

147-8 8

147-9 9

147-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 148

148 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

148-1 1 バック ４本山 ４本山 ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ×4 BC

148-2 2 バック ３本山 ３本山 ﾛﾝｼｬﾝ×3 B

148-3 3 バック ４本山 ４本山 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ×4 BC

148-4 4 バック ３本山 ３本山 ﾎﾟｰﾀｰ×3 BC

148-5 5 バック ５本山 ５本山 ﾀﾞﾆｴﾙ＆ﾎﾞﾌﾞ 他 BC

148-6 6 バック ５本山 ５本山 ﾊﾞﾘｰ ﾋﾛﾌ B-

148-7 7 バック ５本山 ５本山 ﾗｼｯﾄ ﾌｪﾘｰｼﾞ ﾉｰｽﾌｪｲｽ BC

148-8 8 バック ７本山 ７本山 ｺｰﾁ B-

148-9 9 バック ８本山 ８本山 ADMJ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ｼﾞﾙｻﾝﾀﾞｰ 他 B-

148-10 10 バック ５本山 ５本山 ﾛｴﾍﾞ ｶﾙﾃｨｴ ﾌｪﾗｶﾞﾓ ｳﾞｪﾙｻｰﾁ B-
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   出品No. 149

149 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

149-1 1 バック ４本山 ４本山 J&Mﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ ｱﾆﾔﾊｲﾝﾄﾞﾏｰﾁ ﾓﾗﾋﾞﾄ ﾐｭｳﾐｭｳ B-

149-2 2 バック １２本山 １２本山 ｻｻﾞﾋﾞｰ ｷﾀﾑﾗ ﾀﾞｺﾀ ｹﾞｽ ﾗﾝｾﾙ ﾊﾅｴﾓﾘ 他 B-

149-3 3 バック １１本山 １１本山 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ ｷﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｱﾝﾃﾌﾟﾘﾏ ﾌｪｲﾗｰ ﾗｺｽﾃ ｱﾅｽｲ 他 B-

149-4 4

149-5 5

149-6 6

149-7 7

149-8 8

149-9 9

149-10 10
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   出品No. 150

150 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

150-1 1 靴 ４本山 ４本山 ﾛｴﾍﾞ ﾘｰｶﾞﾙ ﾌｪﾗｶﾞﾓ ﾅｲｷ BC

150-2 2 靴 9本山 9本山 ｾﾙｼﾞｵﾛｯｼ ﾗﾝﾊﾞﾝ ﾃｨﾝﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｽﾁｭｱｰﾄﾜｲﾂﾏﾝ BC

150-3 3 靴 １４本山 １４本山 ﾌｪﾗｶﾞﾓ ﾌﾟﾗﾀﾞ ﾊﾞﾘｰ ｼｬﾈﾙ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 他 BC

150-4 4 靴 １２本山 １２本山 ﾌﾙﾗ ﾏｯｸｽﾏｰﾗ ｴﾐﾘｵﾌﾟｯﾁ ﾀﾞｲｱﾅ ﾄﾘｰﾊﾞｰﾁ ﾌﾞｯﾃﾛ 他 BC

150-5 5

150-6 6

150-7 7

150-8 8

150-9 9

150-10 10
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   出品No. 151

151 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

151-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

151-2 2 バック ロエベ
ロエベ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黄緑×ﾍﾞｰｼﾞｭ 革×GP ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾖｺﾞﾚ ST無

B+

151-3 3 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ 5BB104 革 ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

151-4 4 バック アンテプリマ
アンテプリマ PVC ﾋﾟﾝｸ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｽｸｴｱﾊﾞｯｸ ▲持手ｽﾚ 表面しっとり
中しっとり

B+

151-5 5 バック フェンディ
ｾﾚﾘｱ フェンディ 革 ﾋﾟﾝｸ ﾘﾝﾀﾞ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

151-6 6 バック イルビゾンテ
イルビゾンテ 革 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

151-7 7 バック ロンシャン
ﾌﾟﾘｱｰｼﾞｭ ロンシャン ﾅｲﾛﾝ×革 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎﾂﾚ

BC

151-8 8 バック グッチ
ﾏｲｸﾛｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 449413 革 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化

BC

151-9 9 バック フェラガモ
フェラガモ EE-21 5751 ｽｴｰﾄﾞ×ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾊｰﾌｼｮﾙﾀﾞｰ 水色 ▲ﾊﾟｲﾋﾟ
ﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

BC

151-10 10 バック ２本山 ２本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ BC
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   出品No. 152

152 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

152-1 1 バック ポーター
ポーター 布 ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使
用感

B-

152-2 2 バック コーチ
コーチ 2156 布×革 ﾊｰﾌｼｮﾙﾀﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 中
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾍﾟﾝ跡

B-

152-3 3 バック エトロ
エトロ 1H033/7098/0600 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ こげ茶 革×PVC×布 (参定)
155,000円 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ 中
使用感

B

152-4 4 バック ２本山 ２本山 NB ｵｰｽﾄﾘｯﾁ B-

152-5 5 バック キタムラ キタムラ 合皮 紺 ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ B

152-6 6 バック(NB)
ﾌﾞﾙｰﾚﾓﾝ 革 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 深緑 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

152-7 7 バック ２本山 ２本山 ﾅｲｷ ﾌｨﾗﾉ B

152-8 8 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾊﾞﾆﾃｨﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲持手ｽﾚ ｷｽﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｷｽﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾔﾌﾞﾚ

B-

152-9 9 バック ディーゼル
ディーゼル ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ こげ茶 ｺｰﾃﾞｭﾛｲ×木 ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手毛羽立ち
ﾖｺﾞﾚ 表面毛羽立ち ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

152-10 10 靴 ジミーチュウ ジミーチュウ 革 紫 #37.5 ｻﾝﾀﾞﾙ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B
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   出品No. 153

153 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

153-1 1 衣類 プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ 黒 #42 ｼﾞｬｹｯﾄ ▲表面ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ小 B+

153-2 2 衣類 モンクレール モンクレール ﾅｲﾛﾝ 紺 #1 ﾚｰｽｺｰﾄ Davoust ▲表面ﾎﾂﾚ 保管臭 B+

153-3 3 衣類 ３本山 ３本山 ﾃﾞｼｸﾞｱﾙ B-

153-4 4 衣類 ２本山 ２本山 ﾉｰｽﾌｪｲｽ B-

153-5 5 衣類
イッセイ　ミヤ
ケ

イッセイ　ミヤケ 麻 黒 #M ﾉｰｽﾘｰﾌﾞｼｬﾂ ▲表面ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾞﾀﾝﾜﾚ B

153-6 6 バック セリーヌ
セリーヌ 165213 革 ﾗｹﾞｰｼﾞﾅﾉｼｮｯﾊﾟｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 持手ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ小 中使用感

AB  ※

153-7 7 バック エルメス
エルメス ｸｼｭﾍﾞﾙ ｳﾞｪｽﾊﾟPM □B刻印 黄 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち
ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 変色 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

B-

153-8 8 靴 ニューバランス
ニューバランス M997NY ｸﾞﾚｰ #26 USA製 ｽﾆｰｶｰ ｽｴｰﾄﾞ×ﾅｲﾛﾝ ▲
底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B

153-9 9 靴 フェラガモ フェラガモ 革 茶 #7 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B

153-10 10 衣類 ３本山 ３本山 ｴﾃﾞｨｰﾊﾞｳｱｰ ﾄﾐｰﾋﾙﾌｨｶﾞｰ B
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   出品No. 154

154 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

154-1 1 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ

B-

154-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51172 ﾊﾞﾑﾊﾞｯｸﾒﾙｳﾞｨｰﾙ VI1015 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ

B+

154-3 3 帽子 グッチ グッチ 652942 ﾉｰｽﾌｪｲｽｺﾗﾎﾞ ▲ﾎﾂﾚ ﾖｺﾞﾚ小 A 箱 袋

154-4 4 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40156 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM SP2057 ▲中ﾆｵｲ SA

154-5 5

154-6 6

154-7 7

154-8 8

154-9 9

154-10 10
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   出品No. 155

155 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

155-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M23250 ﾍﾟｶﾞｽ60 SP0093 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｻｲﾄﾞｺﾞﾑ劣化

B-  ※

155-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51105 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM GI4123 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 根元ｼﾜ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

155-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51810 ﾎﾟｼｪｯﾄﾀﾞﾑGM 863TH ▲角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｻﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾏｸﾞﾈｯﾄ社外補修

B-

155-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ AR0030 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ﾜﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

155-5 5 バック シャネル
シャネル 30番台 ｺｺﾏｰｸ ﾚｻﾞｰ 巾着ﾐﾆｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ﾖｺﾞﾚ小

A 箱 袋 G ※

155-6 6 バック シャネル
旧ﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 5番台 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手毛羽立ち
表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ

B ﾎﾟｰﾁ G ※

155-7 7 バック エルメス
ﾌｰﾙﾄｩ エルメス ｻﾞﾊﾞｽMM ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

BC

155-8 8 バック グッチ
ＧＧｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ PVC 2WAYﾊﾞｯｸ 473887/560440 ▲持手ｽﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

155-9 9 バック プラダ
プラダ BT0520 ﾃｽｰﾄ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感
小 ﾌｧｽﾅｰ毛羽立ち

B

155-10 10 バック
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ EPEV　2008　1241
A/199875 ▲底ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 156

156 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

156-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51136 ﾓﾝｽﾘMM SP0091 ▲型崩れ 底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 角ｽ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

156-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51136 ﾓﾝｽﾘMM SP1908 ▲型崩れ 底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 角ｽ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾋﾓ劣化 短い

B-

156-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40662 ｿﾐｭｰﾙGM AR0993 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ小 ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ｷｽﾞ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

156-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51127 ｴﾘﾌﾟｽPM MI0958 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中付着物

B- ｷｰ 袋

156-5 5

156-6 6

156-7 7

156-8 8

156-9 9

156-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 157

157 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

157-1 1 バック(NB) NIKO AND ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾎﾂﾚ 中使用感 B+

157-2 2 バック(NB)
FIRANO Men ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ 型押し ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中使用
感

AB

157-3 3 バック ２本山 ２本山 BARCOS A

157-4 4 バック(NB) ATTENTION ﾊﾟｲｿﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ A

157-5 5 バック(NB) ｸﾛｺ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中使用感 B

157-6 6 バック(NB)
ｸﾛｺ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用
感

B

157-7 7 バック
ゼロハリバート
ン

ゼロハリバートン ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾀｯｼｭｹｰｽ ｼﾙﾊﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｷｽﾞ 表
面ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B

157-8 8 バック ポーター
ポーター ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 中使用
感

B

157-9 9 バック グレゴリー
グレゴリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小
ﾎﾂﾚ 中ｽﾚ小

B

157-10 10 バック グレゴリー グレゴリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾘｭｯｸ 紺 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 158

158 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

158-1 1 バック ２本山 ２本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ con.Te B-

158-2 2 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F14872 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち

B-

158-3 3 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F13068 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B

158-4 4 バック ゲス
ゲス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B+

158-5 5 バック エスカーダ
エスカーダ ﾚｻﾞｰ 黒 ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

158-6 6 バック
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 緑 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾔﾌﾞﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 袋

158-7 7 バック マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

158-8 8 バック マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 中使用感
小

A 袋

158-9 9 バック ケイトスペード
ケイトスペード ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｴﾝｼﾞ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB ST

158-10 10 バック プラダ
プラダ B7338 ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 青 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 毛羽立ち

B- ｶｰﾄﾞ
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   出品No. 159

159 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

159-1 1 バック シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ﾐﾆﾐﾆﾏﾄﾗｯｾ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁｷﾚ

B  ※

159-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41160 ｸﾞﾘﾓ SP0938 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中使用感

AB ｸﾛｼｪｯﾄ ※

159-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51303 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝGM ▲角ｽﾚ 持手ｼﾜ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾎﾟｰﾁ無

B+

159-4 4

159-5 5

159-6 6

159-7 7

159-8 8

159-9 9

159-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 160

160 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

160-1 1 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N45255 ﾅｳﾞｨｸﾞﾘｵ SR1102 ▲角ｽﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 AB

160-2 2

160-3 3

160-4 4

160-5 5

160-6 6

160-7 7

160-8 8

160-9 9

160-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 161

161 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

161-1 1 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ こげ茶 ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖﾚ
根元ｷﾚ

B-

161-2 2 バック コーチ コーチ C1432 ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 中ｽﾚ B

161-3 3 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 002.0260.2615 茶 出品取消 ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ 押し跡 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

161-4 4 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ AQ-21 ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 8662 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

161-5 5 バック グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 189833 ｶｰﾌ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 492783 ▲角ｽﾚ 持手ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 中使用感

B

161-6 6 バック フルラ フルラ ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ 型押し ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｷｽﾞ小 中ｽﾚ B+ 袋

161-7 7 バック エルメス
エルメス PVC×ｶｰﾌ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨPM T刻印 ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

BC

161-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M20213 ﾍﾟｶﾞｽ55 SP0054 ▲角ｽﾚ 持手ﾔｹ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾀｲﾔ破損 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部分破損大

BC  ※

161-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M53013 ｶﾊﾞ･ﾎﾞﾌﾞｰﾙ DU0039 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 毛羽立
ち 表面毛羽立ち 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ

B

161-10 10 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52267 ｻﾝｼﾞｬｯｸ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ AS0979 ｶｽﾃｨﾘｱﾝﾚｯﾄﾞ ▲角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾆｵｲ小 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁｷﾚ小

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 162

162 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

162-1 1 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ 花柄 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ

B-

162-2 2 バック(NB) ｸﾛｺ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚ ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 A 袋

162-3 3 バック(NB) ｸﾛｺ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 金具ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

162-4 4 バック
ピエールカルダ
ン

ピエールカルダン ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ｸﾞﾚｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手根元ｽﾚ
中ｽﾚ ﾆｵｲ 表面ﾔｹ

B 袋

162-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41157 ﾘｳﾞｨﾝﾄﾝPM FL4141 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ 金具ｽﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小

AB

162-6 6

162-7 7

162-8 8

162-9 9

162-10 10
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   出品No. 163

163 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

163-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41404 ｼﾘｳｽ55 VI874 (参定) 219,000円 ▲型崩れ 角
ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ
変色

B-  ※

163-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N40156 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM SP4079 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手劣化 表面ﾔ
ﾌﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

C

163-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ 986 (参定) 177,000円 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟ
ﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ大 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄ
ﾍﾟﾝ跡

BC

163-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42248 ｼﾞﾍﾞｼｴｰﾙPM AR0924 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ大 ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ劣化 表面ﾖｺﾞﾚ大 ｶﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大

BC

163-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 VI0942 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ
大 底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾎﾂﾚ ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

BC

163-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞMM MI0021 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 持手劣
化 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾟﾝ跡 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ毛羽立ち 焦げ
跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

BC

163-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA0060 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 角ｽﾚ大 持
手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞｽﾚｷｽﾞ ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大
内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎﾂﾚ

BC ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ

163-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ VI0091 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手無 中ﾍﾟﾝ跡

B- 別ST

163-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ TH1926 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 角ｽﾚ大 持
手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

163-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51825 ﾏﾙﾘｰﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇGM TH8902 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄ中生地ﾊｶﾞﾚ

BC
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   出品No. 164

164 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

164-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51385 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ30 不明 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手劣
化 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

BC

164-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M92311 ｼﾞｮｾﾞﾌｨｰﾇGM VI0042 チェリー ▲型崩れ ﾊﾟ
ｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｼﾐ大 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

164-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42425 ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞPM 不明 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｶﾋﾞ大

BC

164-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40106 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰPM･ﾎﾞｽﾌｫｰﾙ DU1019 ▲型崩れ 角
ﾔﾌﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｷﾚ ﾔﾌﾞﾚ

BC

164-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44105 ﾌﾟﾁﾉｴ A20952 ﾄﾚﾄﾞﾌﾞﾙｰ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ｼﾜ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓ劣化 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

164-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 SP0958 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ﾔｹ
持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

BC

164-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ 解読不能 (参定) 177,000円 ▲型崩れ
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ ｷﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾔ
ﾌﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

BC

164-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51385 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ30 不明 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｷｽﾞ ｶﾋﾞ

BC

164-9 9 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44003 ﾉｴ 9001A2 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

164-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄPM FL0096 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手
劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾎﾟｰﾁ無

BC
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   出品No. 165

165 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

165-1 1 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91005 ﾋｭｰｽﾄﾝ LM1919 ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ﾊｶﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ大 持手ｶﾋﾞ大 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾔ
ﾌﾞﾚ

BC

165-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91092 ﾋｭｰｽﾄﾝ CA1001 ﾙｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ大 底ﾖ
ｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ｶﾋﾞ
ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC

165-3 3 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91053 ﾋｭｰｽﾄﾝ LW1919 ｼﾙﾊﾞｰ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞ
ﾚ 底ﾖｺﾞﾚ大 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖ
ｺﾞﾚ

BC

165-4 4 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91055 ﾋｭｰｽﾄﾝ LM1005 ﾗｲﾑｲｴﾛｰ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ
跡

B-

165-5 5 バック ＬＶ
ｱﾝﾃｨｸﾞｱ ＬＶ M40039 ｶﾊﾞPM FL0095 ｱｲﾎﾞﾘｰ/ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

165-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ T42238 ﾊﾞｹｯﾄPM 不明 USA限定 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖ
ｺﾞﾚ 持手劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾎﾟｰﾁ無

BC

165-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51828 ﾏﾙﾘｰ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ TH882 ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｶ
ﾋﾞ

BC

165-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ AR0939 ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内
ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ST無

BC

165-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40264 ﾌﾟﾁﾏﾙｿｰ 不明 ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊ
ｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟ
ｹｯﾄｶﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 角ｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ

BC

165-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45238 ﾐﾆｱﾏｿﾞﾝ 852 ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊ
ｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡 外ﾎﾟｹｯﾄ開かない

C

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 166

166 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

166-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 SA ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手劣化 表
面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ大 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾆｵｲ ﾌﾟﾙﾄﾚ

C

166-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SP0964 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持
手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ大 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｶﾋﾞ ﾌﾟﾙﾄ
ﾚ

BC

166-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51810 ﾎﾟｼｪｯﾄﾀﾞﾑGM 882TH ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ﾎｯｸ不良

BC

166-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 不明 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ劣化 底ﾖｺﾞ
ﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ大 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

BC

166-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51845 ｺﾝﾋﾟｴｰﾆｭ28 SL0970 ▲底ﾖｺﾞﾚ大 角ﾖｺﾞﾚ 表面
ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ｼﾐ大 ﾋﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｷｽﾞ ﾖ
ｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

166-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 MB843 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ劣化 底ﾖ
ｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ 持手劣化 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革劣化 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾋﾞｽﾄﾚ
ﾌﾟﾙﾄﾚ

C

166-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51825 ﾏﾙﾘｰﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇGM 881TH ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞ
ﾚ大 底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革劣化 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

C

166-8 8 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ BC

166-9 9 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ BC

166-10 10 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ BC
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   出品No. 167

167 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

167-1 1 バック グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 681064 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 525040 ｵﾌｨﾃﾞｨｱ ▲底
ﾖｺﾞﾚ小 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞｷｽﾞ小 表面ﾌﾁ押し跡 中ﾖｺﾞﾚ小

SA 箱 袋 ※

167-2 2 バック グッチ
グッチ 001.3814 ｽｴｰﾄﾞ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 002058 黒 ▲角ｽﾚ小 持手
根元ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B- 袋

167-3 3 バック ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N41028 ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄPM NM CA4156 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち
金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B+ 袋

167-4 4

167-5 5

167-6 6

167-7 7

167-8 8

167-9 9

167-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 168

168 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

168-1 1 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 13843 ｻﾃﾝ×ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ﾖﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 中使用感

B

168-2 2 バック コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 紫 ▲型崩れ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ AB

168-3 3 バック ロエベ
ロエベ ｽｴｰﾄﾞ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 緑×黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡 ﾆｵｲ小

B-

168-4 4

168-5 5

168-6 6

168-7 7

168-8 8

168-9 9

168-10 10
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   出品No. 169

169 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

169-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51512 ｸﾛﾜｯｻﾝMM FL0043 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡小

B 袋

169-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51153 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ･ｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA1005 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ
小 ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｼﾐ

B

169-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40104 ﾛｯｸｲｯﾄ･ｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ VI0096 ▲型崩れ 角ｽﾚ大 表
面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｼﾐ大 ﾍﾟﾝ跡 持ち手ｽﾚ大 ﾎﾂﾚ
根本ｼﾝｵﾚ ﾉﾋﾞ

BC 錠

169-4 4 バック コーチ
コーチ F70662 ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾘｰﾌｹｰｽ G1461 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B- ST

169-5 5

169-6 6

169-7 7

169-8 8

169-9 9

169-10 10
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   出品No. 170

170 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

170-1 1 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91122 ﾋｭｰｽﾄﾝ LM0031 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

170-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93507 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ・ｱｳﾞｪﾆｭｰ 確認できず ﾎﾟﾑﾀﾞﾑｰﾙ ▲角
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 中使用感

B

170-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45254 ﾘﾎﾟｰﾀｰPM SP0043 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ
根元ﾉﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾎﾂﾚ

B

170-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42224 ﾉｴ AR0246 (参定) 174,000円 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁ
ｽﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

170-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｼﾞｭｱﾝ ＬＶ M93077 ﾙｰ 確認できず ﾃｰﾙ ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾎﾂﾚ ﾇ
ﾒ革ﾔｹ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾖｺﾞﾚ 変色

B-

170-6 6 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲持手ﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ A

170-7 7 バック シャネル
シャネル ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 1番台 黒 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 中生地ﾜﾚ

BC

170-8 8 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手
ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B

170-9 9 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

170-10 10 バック コーチ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 AB
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   出品No. 171

171 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

171-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞMM FL0064 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ
小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B+

171-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM FL0010 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ 表面
ﾌﾁｽﾚ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ無

BC

171-3 3 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ
根元ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ST無 ﾎｯｸ不良

BC

171-4 4 バック グッチ
ＧＧ グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁ
ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B

171-5 5 バック グッチ
ＧＧ グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金
具ｸｽﾐ 中使用感

B

171-6 6 バック バーバリー
ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾌﾁｽﾚ 中使用感

B

171-7 7 バック コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 B

171-8 8 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手しっとり ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｷｽﾞ 表面ｽﾚ 中
使用感

B

171-9 9 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B

171-10 10 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 中使用感

B+
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   出品No. 172

172 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

172-1 1 バック プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｼﾙﾊﾞｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

C

172-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ TH0092 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

172-3 3 バック フェンディ
フェンディ ﾚｻﾞｰ 黒 ﾌﾘｯﾌﾟﾐﾃﾞｨｱﾑ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち
根元ﾎﾂﾚ 表面ﾊｶﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中使用感

B- 革ST

172-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N40349 ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄPM NM CA4270 (参定) 206,000
円 ▲角ｽﾚ 表面しっとり 金具ｷｽﾞ 中使用感

B

172-5 5 バック バーバリー
ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ
中使用感

B

172-6 6 バック
エルベシャプリ
エ

エルベシャプリエ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 赤 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B+

172-7 7 バック ケイトスペード
ケイトスペード PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ 花柄 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手根元ｺﾊﾞﾊｶﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B- 袋

172-8 8 バック グッチ
グッチ 623694 525048 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ｼｬｲﾆｰﾚｻﾞｰ ▲表面ｽﾚ小 中ﾖｺﾞ
ﾚ

B+ 箱 袋 ※

172-9 9

172-10 10
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   出品No. 173

173 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

173-1 1 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｶｰﾌ ﾌﾞﾙｰ ﾐﾆﾏﾄﾗｯｾ18 ﾌﾞﾃｨｯｸｼｰﾙ ▲角ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾔｹ 変色 中ｽﾚ

B ｶｰﾄﾞ ※

173-2 2 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 8番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾖｺﾞﾚ
持手ｼﾜ 中ﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾁ変色小 ﾎﾟｰﾁ無

AB

173-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51205 ﾊﾑﾌﾟｽﾃｯﾄﾞ MI2078 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾃｶﾘ
ﾌﾁｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

173-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N52000 ﾊﾞｰｸﾚｰ 不鮮明 ▲角ｽﾚ 表面ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾁｼﾜ ｽﾚ 金具
ｷｽﾞ 中使用感

B-

173-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41185 ﾎﾟｰﾄﾍﾞﾛｰPM SP3162 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁﾜ
ﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

173-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N42251 ﾌﾞﾙｰﾑｽﾞﾍﾞﾘ DU2151 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表
面ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

173-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51265 AS0837 ﾌﾞﾛｰﾆｭ30 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根元ﾎﾂ
ﾚ 表面ﾌﾁｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

173-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM SP0968 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ

B ﾎﾟｰﾁ

173-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄPM AR0949 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖ
ｺﾞﾚ小

B+ ﾎﾟｰﾁ

173-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51995 ｲﾛｳﾞｫMM AR0045 ▲角ﾔﾌﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾌ
ﾁｷﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 根元ﾉﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ小 ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ

BC
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   出品No. 174

174 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

174-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N42251 ﾌﾞﾙｰﾑｽﾞﾍﾞﾘ CT3141 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾜ 付
根ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B

174-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51150 ﾌﾞﾚﾗ VI0020 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中使用感 ﾍﾟ
ﾝ跡

B-

174-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N51185 ｻﾚﾔPM VI2077 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｷﾚ 表面ﾌﾁﾔ
ｹ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

174-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N51207 ﾊﾑﾌﾟｽﾃｯﾄﾞ CA1088 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ
金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 札入れｻｲﾄﾞﾎﾞﾀﾝ ｵｽ 社外修理

B-

174-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ 確認できず ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ 根
元ﾔﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

174-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51126 ｴﾘﾌﾟｽMM MI0997 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ
根元ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

174-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ TH0090 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾎﾂﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

B-

174-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51253 ｶﾙﾄｼｴｰﾙ 確認できず ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ

B-

174-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51187 AZ0905 ﾓﾝｿｰ20 ▲型崩れ 底ﾔﾌﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｺﾊﾞﾍﾞﾀ 表面ﾃｶﾘ ﾌﾁﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 留具不良 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯ
ﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

174-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM FL0030 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞ
ﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC ﾎﾟｰﾁ
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   出品No. 175

175 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

175-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42243 ﾗﾝﾄﾞﾈGM 871A2 ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

175-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51155 ﾙｺ 確認できず ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根元ﾎﾂﾚ ﾔ
ﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ 中 使用感 中ﾀｸﾞﾁｷﾞﾚ

C

175-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42254 ｿﾐｭｰﾙ35 AR0940 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ小
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

175-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ
表面ﾔｹ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ小 ﾆｵｲ

BC

175-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51243 ｻﾝｸﾙｰ 884VI ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯ
ﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

175-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42254 ｿﾐｭｰﾙ35 AR0972 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾋﾋﾞ
ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾆｵｲ

B-

175-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56688 DU1141 ﾄｰﾀﾘｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ
表面ﾃｶﾘ ﾌﾁﾖﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

175-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45244 ﾅｲﾙ NO0929 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰしっとり 金具ｻﾋﾞ
中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

175-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 AR0992 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表
面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中使用感

BC

175-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51185 ﾓﾝｿｰ28 確認できず ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 表面ﾌﾁﾍﾞﾀ 金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ｻｲﾄﾞｷ
ﾚ

BC

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 176

176 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

176-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41424 ｷｰﾎﾟﾙ55 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌｧｽﾅｰﾌ
ﾁﾎﾂﾚ

B-

176-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 VI0992 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

B- ｶｷﾞ

176-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹﾂGM AR0030 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔ
ｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ﾔｹ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ無

BC

176-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47522 ﾄｩﾙｰｽﾄﾜﾚｯﾄ28 844 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

176-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47522 ﾄｩﾙｰｽﾄﾜﾚｯﾄ23 823 ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

B-

176-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹﾂGM DK0028 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手劣化 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾎﾟｰﾁ無

BC

176-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SP0978 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 角
ﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾍﾞﾀ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ 内ﾎﾟ
ｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

B-

176-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞMM FL1021 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ毛羽立
ち ﾆｵｲ

BC

176-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 確認できず ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ劣化
持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革劣化 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

BC

176-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 VI871 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 底ﾖｺﾞ
ﾚ大 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ｶﾋﾞ大 金具ｻﾋﾞ
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 177

177 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

177-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51265 M20970 ﾌﾞﾛｰﾆｭ30 ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹ生地ｳｷ小

BC

177-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 AR8909 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ
大

BC

177-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51366 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ26 SP0067 旧型 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｷｽﾞ ｶﾋﾞ

BC

177-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄPM AR0966 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 持手劣化
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ無

BC

177-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SP1022 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾜﾚ しっとり 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻ
ﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

BC

177-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41426 ｷｰﾎﾟﾙ50 SP1911 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ大 ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

177-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51825 ﾏﾙﾘｰﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇGM 682TH ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｼﾐ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

177-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 ｼﾘｱﾙ不明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ劣化 持手ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾟﾙｷﾚ

BC

177-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 ｼﾘｱﾙ不明 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾜﾚ 根元ｻﾋﾞ大 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ大
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ破損

BC

177-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45244 ﾅｲﾙ AR0092 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 根
元ﾉﾋﾞ 補修跡 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ大 ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾌｧｽﾅｰ周りﾎﾂﾚ

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 178

178 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

178-1 1 バック グッチ
ＧＧ グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

178-2 2 バック グッチ
ＧＧ グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

178-3 3 バック グッチ
ＧＧｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｺﾊﾞｽﾚ 中使用感 ST無

B

178-4 4 バック グッチ ＧＧ グッチ PVC ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中 社外修理 BC

178-5 5 バック プラダ
プラダ MV21 ﾅｲﾛﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

178-6 6 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 出品取消 ▲持手ﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内
ﾎﾟｹｯﾄ 底生地ﾒｸﾚ

B

178-7 7 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感
ﾎﾂﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄしっとり

B-

178-8 8 バック プラダ
プラダ B9126M ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ 赤 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾌﾁしっと
り小

B

178-9 9 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ 黒 巾着ﾊﾞｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感 ﾀｸﾞﾎﾂﾚ B

178-10 10 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ 黒 巾着ﾊﾞｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中使用感 B-



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 179

179 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

179-1 1 バック
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ ｽｴｰﾄﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾐﾗｰﾖｺﾞﾚ

B

179-2 2 バック プラダ
プラダ B2513Y ﾃｽｰﾄ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ大 ﾖｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

C

179-3 3 バック フェラガモ
フェラガモ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ大 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ大 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ﾔｹ ｽﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

179-4 4 バック バリー
バリー ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

B-

179-5 5 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

179-6 6 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ大

BC

179-7 7 バック ゲス
ゲス ｴﾅﾒﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎﾂﾚ

B

179-8 8 バック JRA
JRA ﾊﾟｲｿﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ｽﾚ 持手ﾖﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B

179-9 9 バック フルラ
フルラ ﾚｻﾞｰ×ﾊﾗｺ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾎﾂﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

179-10 10 バック JRA
JRA ｵｰｽﾄﾘｯﾁ 黒 ｷｬﾘｰｹｰｽ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 車
輪ﾖｺﾞﾚ

B  ※
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   出品No. 180

180 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

180-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 SD ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金
具ｻﾋﾞ 中使用感 ﾆｵｲ ﾌｧｽﾅｰ 修理

B-

180-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41426 ｷｰﾎﾟﾙ50 SD ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻ
ﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 持ち手ｽﾚ大 ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚ ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ

C

180-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47524 ﾄｩﾙｰｽ･ﾄﾜﾚｯﾄ TH8906 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中使用感 ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ

C

180-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41108 ｶﾊﾞ･ﾘｳﾞｨﾝﾄﾝ CA1162 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ小 ｺﾊﾞｽﾚ
根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 香水臭小 中生地ﾜﾚ小

B-

180-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M92209 SP1001 ﾐﾆﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡小 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟ
ﾝ跡

B-

180-6 6 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91122 ﾋｭｰｽﾄﾝ LW0030 茶 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｶﾋﾞ大 内ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ

BC

180-7 7 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91143 ﾘｰﾄﾞMM TH0092 茶 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ 表面ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁﾎﾂﾚ 底ﾖｺﾞﾚ

BC

180-8 8 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93578 ﾘｰﾄﾞPM MI0088 赤紫 ▲角ﾊｶﾞﾚ小 持手ﾋﾋﾞ 表面
ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ小 中使用感

B-

180-9 9 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91144 ﾘｰﾄﾞPM MI1002 ｼﾙﾊﾞｰ ▲底ﾔｹ小 角ｽﾚ 持手ｽ
ﾚ 中使用感

B+

180-10 10 バック ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M92663 ﾄｩﾙｰｳﾞｨﾙ MI0045 白 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾎﾂﾚ ﾋﾋﾞ 付根ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ小 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用
感 ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝｻﾋﾞ跡

B-
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   出品No. 181

181 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

181-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N41612 TJ1106 黒 ｼﾞｭｯｼｭｱﾒﾘｶｽﾞｶｯﾌﾟﾘｭｯｸ ▲角ｽ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B  ※

181-2 2 バック ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N41106 ﾐｯｸMM SR3173 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 根元
ﾎﾂﾚ ｷﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

181-3 3 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M42967 ｷｰﾎﾟﾙ50 VI0924 赤 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾎﾂﾚ ｺﾊﾞ
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ｼﾐ

B

181-4 4 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M80207 ｻｯｸﾃﾞﾎﾟｰﾙ VI0915 赤 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ 根元ﾖﾚ
ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾌﾁｽﾚ 中使用感 ﾌﾁｽﾚ ﾆｵｲ

B-

181-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44105 ﾉｴ VI0972 青 ▲角ﾔﾌﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓ ﾋﾋﾞ

BC

181-6 6 バック グッチ
GG グッチ 141642 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾘｭｯｸ 002122 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

181-7 7 バック グッチ
GG グッチ 120940 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾐﾆｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 002058 茶×水色 ▲角ｽ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾏﾜﾘ ﾖｺﾞﾚ

B

181-8 8 バック グッチ
グッチ 189667 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 203998 黒×茶 ｶﾚｲﾄﾞﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ ▲角
ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 中使用感

B-

181-9 9 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ 189669 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾎﾂﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B-

181-10 10 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ 茶 ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾋﾋﾞ 金具ｽﾚ
中使用感

AB
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   出品No. 182

182 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

182-1 1 バック ロエベ ロエベ ﾚｻﾞｰ ﾌﾗﾒﾝｺ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中使用感 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ AB

182-2 2 バック プラダ
プラダ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄ ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾍﾟﾝ跡

B-

182-3 3 バック プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾎﾂﾚ 使用感 B-

182-4 4 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽ
ﾅｰﾌﾟﾙ ｺﾊﾞﾔﾌﾞﾚ

B

182-5 5 バック カルティエ
カルティエ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｷｬﾒﾙ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁ
ｽﾚ 中使用感

B

182-6 6 バック フェラガモ
ｳﾞｧﾗ フェラガモ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中使
用感

B

182-7 7 靴 ＬＶ ＬＶ 白×ﾍﾞｰｼﾞｭ #37 ｽﾆｰｶｰ ▲ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ｿｺ社外修理 B- 箱

182-8 8 ポーチ ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N58011 TL1028 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B

182-9 9 ポーチ ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M48442 ﾄﾞｰﾌｨｰﾇ 不鮮明 黒 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊ
ｶﾞﾚ

BC

182-10 10 ポーチ ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M48447 ﾄﾞｰﾌｨｰﾇ 不鮮明 赤 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC
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   出品No. 183

183 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

183-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42249 ｼﾞﾍﾞｼｴｰﾙ ｼﾘｱﾙ不明 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ

BC

183-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51845 ｺﾝﾋﾟｴｰﾆｭ28 SL0964 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔ
ｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ｶﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ
ﾊｶﾞﾚ

BC

183-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51122 ﾍﾞﾙｴｱ SL1907 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 持手劣化 ｼｮ
ﾙﾀﾞｰ劣化 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革劣化 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ

BC ST

183-4 4

183-5 5

183-6 6

183-7 7

183-8 8

183-9 9

183-10 10
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   出品No. 184

184 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

184-1 1 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 表
面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ 中使用感

B

184-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91218 ﾋｭｰｽﾄﾝ TH1011 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾔｹ小 金具ｽﾚ 中 ｽﾚ 生地ｳｷ ﾌﾁｼﾜ

B

184-3 3 バック バリー
バリー ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中
使用感

B

184-4 4 バック ダンヒル
ダンヒル ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ﾔﾌﾞﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち
表面ﾖｺﾞﾚ 変色小 中使用感 ﾍﾟﾝ跡

B-

184-5 5 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ変色小 中使
用感

B

184-6 6 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾌﾁｽﾚ 中使用感

B

184-7 7 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小
中使用感

AB

184-8 8 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾜﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 中使用感

B-

184-9 9 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 紺 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｷｽﾞ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 中使用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B

184-10 10 バック フルラ
フルラ ｽｴｰﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化 表面ｽ
ﾚ ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

BC



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 185

185 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

185-1 1 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ｴﾅﾒﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｼﾜ
根元ｷﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾔﾌﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

185-2 2 バック キタムラ キタムラ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ｽﾚ 表面ｽﾚ ｼﾜ 中ｽﾚ AB

185-3 3 バック フェイラー
フェイラー ﾀｵﾙ地 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾎﾂﾚ ﾖｺﾞﾚ
中使用感

B

185-4 4 バック オロビアンコ
オロビアンコ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手毛羽立ち ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち
表面ｽﾚ 中ｽﾚ

B

185-5 5 バック キタムラ
キタムラ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B

185-6 6 バック ディーゼル
ディーゼル ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ ｷｽﾞ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B+

185-7 7 バック JRA JRA ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中使用感小 AB

185-8 8 衣類 サガミンク サガミンク こげ茶 #ｻｲｽﾞ不明 ｺｰﾄ ▲中ｼﾐ ｼﾜ ﾊﾗｺﾊｹﾞ B-

185-9 9 衣類(NB) 茶 #ｻｲｽﾞ不明 毛皮ｺｰﾄ ▲中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

185-10 10 衣類(NB) 黒 #9 毛皮ｺｰﾄ B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 186

186 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

186-1 1 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ｵｰﾙﾄﾞｺｰﾁ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

186-2 2 靴 コンバース コンバース #23.5cm ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 AB

186-3 3 靴 コンバース コンバース #24.5cm ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 AB

186-4 4 衣類 ７本山 ７本山 ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ﾓﾝｸﾚｰﾙ袋 ZARA BEAMS他 BC

186-5 5

186-6 6

186-7 7

186-8 8

186-9 9

186-10 10
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   出品No. 187

187 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

187-1 1 バック ２本山 ２本山 ﾌﾙﾗ BC

187-2 2 バック １３本山 １３本山 ｺｰﾁ 他 BC

187-3 3

187-4 4

187-5 5

187-6 6

187-7 7

187-8 8

187-9 9

187-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 188

188 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

188-1 1 バック ５本山 ５本山 ｴﾎﾟｶ ｷｯﾄﾞｿﾝ ｺｰﾁ ｸﾗｰｸｽ BC

188-2 2 バック ６本山 ６本山 LMA ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾊﾅｴﾓﾘ ﾏﾘｸﾚｰﾙ B-

188-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51148 ｶﾊﾞﾋﾟｱﾉ VI0091 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾆｵｲ大 持ち手破損 ｶﾋﾞ臭

C

188-4 4 バック コーチ
コーチ F38267 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面押し跡 ｽ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

188-5 5 バック ２本山 ２本山 ｶﾙﾃｨｴ ▲1点ﾎｯｸ不良 C

188-6 6

188-7 7

188-8 8

188-9 9

188-10 10
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   出品No. 189

189 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

189-1 1 バック フェンディ
フェンディ 26424 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

B

189-2 2 バック ２本山 ２本山 ﾄﾘｰﾊﾞｰﾁ ﾎﾞﾙﾎﾞﾈｰｾﾞ B-

189-3 3 バック ２本山 ２本山 ｴｰｽｼﾞｰﾝ ﾄｩﾐ BC

189-4 4

189-5 5

189-6 6

189-7 7

189-8 8

189-9 9

189-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 190

190 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

190-1 1 衣類 ４本山 ４本山 ﾌｪﾝﾃﾞｨ ｼﾞﾐｰﾁｭｳ ﾌﾟﾗﾀﾞ Reefur B-

190-2 2

190-3 3

190-4 4

190-5 5

190-6 6

190-7 7

190-8 8

190-9 9

190-10 10
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   出品No. 191

191 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

191-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45254 ﾘﾎﾟｰﾀｰPM SP3161 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

191-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ VI0090 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 社外金具付き ﾌｧｽﾅｰﾄﾚ

C

191-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM FL0012 ▲持手ﾖｺﾞﾚ小 ﾇﾒ革ﾔｹ小 中
しっとり 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ

B- 袋 ﾎﾟｰﾁ

191-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41177 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM IC反応せず ｽﾘｰｽﾞ (参定)
172,000円 ▲持手ｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ小 中ﾖｺﾞﾚ小

AB ﾎﾟｰﾁ ※

191-5 5 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ 660195 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 493075 ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾈｰﾑ入り

AB  ※

191-6 6 バック(NB) ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾃｨﾑﾊﾞｯｸ ▲表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 AB

191-7 7 財布 カルティエ
ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰ カルティエ RL189771 ｴﾅﾒﾙ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾎﾞﾙ
ﾄﾞｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B ｶｰﾄﾞ

191-8 8
シガレット
ケース

ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63024 ｴﾃｭｲ･ｼｶﾞﾚｯﾄ CT0016 (参定) 27,000円 ▲型崩れ
角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

191-9 9 バック ゲラルディーニ
ゲラルディーニ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲持手毛羽立ち 表面ｽﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

191-10 10 チョーカー ＬＶ ＬＶ ｺﾝﾊﾟｽ 方位磁石 2000ﾋﾞﾄﾝｶｯﾌﾟ ▲表面ｽﾚ 金具ｸｽﾐ B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 192

192 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

192-1 1 バック グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 177052 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾜ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

192-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47524 ﾄｩﾙｰｽﾄﾜﾚｯﾄ23 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表
面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B

192-3 3 バック他 ２本山 ２本山 LV ﾌｪﾝﾃﾞｨ BC

192-4 4 ベルト ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M6910 BC3115 #80cm ▲表面ｽﾚ ｼﾜ ﾋﾋﾞ 金具ｽﾚ ｷｽﾞ B-

192-5 5 サングラス シャネル シャネル 4085C124/8E 62□15 120 ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ｽﾄｰﾝﾄﾚ B- 箱

192-6 6 サングラス レイバン レイバン RB2140 1049 50□22　3N ▲ﾌﾚｰﾑ歪み B ｹｰｽ

192-7 7 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 根
元ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾆｵｲ

BC ST

192-8 8 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M61206 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ SN4156 ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ周りﾖｺﾞﾚ

B+

192-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61854 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄﾚﾃｨｰﾛ MI0199 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚﾌﾁﾊ
ｶﾞﾚﾍｺﾐ

B-

192-10 10 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41895 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾌｭｰｼｬ ▲金具ｽﾚ小 ﾌﾟﾙｽﾚ小 S 箱



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 193

193 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

193-1 1 靴 マイケルコース マイケルコース ｽﾆｰｶｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞ #US5.5 S 箱

193-2 2 衣類 マイケルコース マイケルコース ﾆｯﾄﾊﾟｰｶｰ #XS ﾌﾞﾙｰ S

193-3 3 ストール エルメス エルメス ｼﾙｸ×ｱﾝｺﾞﾗ 馬柄 ﾌﾞﾙｰ×ｲｴﾛｰ ▲糸引き AB

193-4 4 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ ▲ｺﾊﾞﾜﾚ ｽﾚ ﾎﾟｹｯﾄ内ﾊｶﾞﾚ 内ｽﾚﾖｺﾞﾚ B

193-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM AR0916 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼﾐﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
ｽﾚ 内ﾊｶﾞﾚ大

B-

193-6 6 バック ＴＵＭＩ ＴＵＭＩ ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ A

193-7 7 バック サザビー サザビー ﾚｻﾞｰ×ﾌｧｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ A

193-8 8 バック サザビー サザビー ﾚｻﾞｰ×ﾌｧｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸﾞﾘｰﾝ A

193-9 9

193-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 194

194 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

194-1 1 バック ２本山 ２本山 ｻﾞﾉｰｽﾌｪｲｽ×2 B-

194-2 2 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

194-3 3 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ﾏﾄﾞﾗｽ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ ﾋ
ﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B- 袋

194-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ T42238 ﾊﾞｹｯﾄ ﾊﾞｹｯﾄUSA ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ大 持手劣
化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ
大 ﾎﾟｰﾁ無

BC

194-5 5 バック グッチ
グッチ 007.2046.0284 ｽｴｰﾄﾞ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

194-6 6 バック バリー
バリー ｽｴｰﾄﾞ 黒 ｽｴｰﾄﾞ ﾗｳﾝﾄﾞｼｮﾙﾀﾞｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 中使用感

B-

194-7 7

194-8 8

194-9 9

194-10 10
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   出品No. 195

195 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

195-1 1 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ ｴﾅﾒﾙ ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝ 黒 ▲型崩れ 表面ﾍﾞﾀ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

AB 袋

195-2 2 バック バリー
バリー ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 底ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具変色 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

195-3 3 バック バリー
バリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 緑 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

195-4 4

195-5 5

195-6 6

195-7 7

195-8 8

195-9 9

195-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 196

196 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

196-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 SP1926 (参定) 161,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B+

196-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42224 ﾉｴ SP0996 (参定) 174,000円 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ小 ﾍﾟﾝ跡 表面ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

196-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51227 ｼﾞｭﾇ・ﾌｨｰﾕ 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾋﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

196-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47542 ﾎﾟｯｼｭ･ﾄﾜﾚｯﾄ26 854 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使
用感 ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁ金具跡

B

196-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞMM FL0051 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ
小 金具ｽﾚ 中使用感

B+

196-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51221 ﾌﾞﾛﾜ BA1022 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾉﾋﾞ小
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B

196-7 7 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91055 ﾋｭｰｽﾄﾝ LM0094 ﾗｲﾑｲｴﾛｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面
ﾔｹ ﾇﾒ革ﾔｹ小 金具ｽﾚ 中使用感

B-

196-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 882FL ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙ ﾋ
ﾋﾞ ﾇﾒ革 ｺｹﾞ

BC

196-9 9

196-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 197

197 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

197-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47500 ｽﾎﾟﾝﾃｨｰﾆ AR0012 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC 袋

197-2 2 バック(NB)
ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B

197-3 3 バック ９本山 ９本山 ﾊﾞﾘｰ ｺｰﾁ他 BC

197-4 4

197-5 5

197-6 6

197-7 7

197-8 8

197-9 9

197-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 198

198 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

198-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41117 ｳﾞｪﾛｰﾅPM VI4110 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 根元
金具跡 表面ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B+ 袋

198-2 2 カフス ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ SV925 ﾀﾞﾐｴ16 ▲ｽﾚｷｽﾞﾒｯｷﾊｹﾞ B- ｹｰｽ

198-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60045 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏｼﾞｪﾗﾝ CT1077 (参定) 44,000円 ▲
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

B-

198-4 4 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62631 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 8902RA (参定) 21,000円 ▲表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁﾍﾞﾀ小 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B

198-5 5 財布 ２本山 ２本山 LV B

198-6 6 サングラス グッチ グッチ GG2475/S ▲ﾌﾚｰﾑﾖｺﾞﾚ ﾚﾝｽﾞﾖｺﾞﾚ B-

198-7 7 サングラス ブルガリ ブルガリ 710538 P191195 ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾚﾝｽﾞｽﾚ B ｹｰｽ

198-8 8 サングラス フェンディ フェンディ SL7705 ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾚﾝｽﾞｽﾚ B ｹｰｽ

198-9 9

198-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 199

199 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

199-1 1 バック(NB) ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸﾞﾘｰﾝ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

199-2 2 バック(NB)
ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ﾀｰｺｲｽﾞﾌﾞﾙｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B-

199-3 3 バック(NB)
ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｯﾄｸﾛｺ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾎﾂﾚ 表面
ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

199-4 4 バック(NB)
ｸﾛｺﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

199-5 5 財布 ヘンローン
ヘンローン ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ 黒 ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾟﾙｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ

B+

199-6 6 バック ＡＤＭＪ
ＡＤＭＪ ファー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋｮｳ柄 ▲持手ｼﾜ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊ
ｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B

199-7 7 バック(NB) ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 青 ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A ST 袋

199-8 8

199-9 9

199-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 200

200 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

200-1 1 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ×革 ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾄﾛｯﾀｰ ▲ﾊﾟｲ
ﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 根元ｷﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B-

200-2 2 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ×革 ｸﾞﾚｰ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ﾄﾛｯﾀｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ▲角ｽ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 生地ﾜﾚ

B-

200-3 3 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 白 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ 巾着 ▲型崩れ 角ｻﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 変色 ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

BC

200-4 4 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾆｵｲ小 ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙ破損

B-

200-5 5 バック(NB)
ﾍﾟｯﾄﾓﾙﾋﾞﾀﾞ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 変
色小 金具ｷｽﾞ 中使用感

B+ 袋

200-6 6 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ 茶 ｱﾀｯｼｭｹｰｽ ｶｷﾞ000 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾎﾂﾚ

B

200-7 7 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝ ﾔﾌﾞﾚ 小

BC

200-8 8 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ｽｴｰﾄﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 紺 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B- 袋

200-9 9

200-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 201

201 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

201-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ M41628 不鮮明 ｻｯｸｽﾌﾟｰﾙ35 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ｺ
ﾊﾞﾜﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

201-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ M40264 ﾌﾟﾁﾏﾙｿｰ 確認できず 出品取消 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰｻﾋﾞ
ﾌﾟﾙﾎﾂﾚ

BC

201-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ M45244 ﾅｲﾙ 旧型 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ劣化 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ
根元ﾉﾋﾞ ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ 中ｶﾋﾞ ｷｽﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ

C

201-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ M51252 ｶﾙﾄｼｴｰﾙ 出品取消 ▲型崩れ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾔ
ｹ大 ﾖｺﾞﾚ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC

201-5 5 バック(NB) 出品取消  

201-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ M41534 ﾐﾆｽﾋﾟｰﾃﾞｨ ▲型崩れ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ大 中ｶﾋﾞ ﾆｵｲ ﾌｧｽﾅｰﾔﾌﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

201-7 7 バック Ｃ・ディオール
ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｼﾐ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｼﾐ大 ﾌｧｽﾅｰ固い

BC

201-8 8 バック セリーヌ
ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｽﾚ大 根
元ｷﾚ 表面ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾎｯｸ不良

BC

201-9 9 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 8番台 黒 ▲型崩れ 持手劣化 表面ﾖ
ｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ 粉ﾌｷ大

BC

201-10 10 バック ２本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ×2 B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 202

202 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

202-1 1 バック(NB)
ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞﾍﾞﾚｯﾀ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾘｰﾌｹｰｽ 茶 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 根元
ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

202-2 2 バック(NB)
大峡製鞄 ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾘｰﾌｹｰｽ 紫 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

202-3 3 バック(NB)
DENTS ｶｰﾌ ﾀﾞﾚｽﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 袋

202-4 4 バック(NB)
SPEREAFICO ﾚｻﾞｰ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ 番号000 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

202-5 5 バック ３本山 ３本山 DAKS ｻﾑｿﾅｲﾄ 他 B

202-6 6 バック ポーター ポーター ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具変色 中使用感 B

202-7 7 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 白 花柄 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B 袋

202-8 8 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾘｭｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ 出品取消 ▲底ﾖｺﾞﾚ大 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾋ
ﾓﾎﾂﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

202-9 9 バック ３本山 ３本山 ｼｬﾈﾙ ﾉﾍﾞﾙﾃｨ BC

202-10 10 バック ４本山 ４本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ skap ﾗｺｽﾃ(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ) BC



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 203

203 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

203-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41414 ｷｰﾎﾟﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ55 SP1928 (参定) 209,000
円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ﾆｵｲ ｽﾚ 中ﾈｰﾑ
入り

B- ｶﾃﾞﾅ

203-2 2 バック Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール 01-RU-1100 ｸﾞﾚｰ ﾊﾟﾅﾚｱ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 持手ｺ
ﾊﾞﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

B+ 保 袋

203-3 3

203-4 4

203-5 5

203-6 6

203-7 7

203-8 8

203-9 9

203-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 204

204 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

204-1 1 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51994 ｼﾞｪﾛﾆﾓｽ CA0054 ▲型崩れ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ大 ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾄﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ

BC

204-2 2 財布 プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ 長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾔﾌﾞﾚ

BC

204-3 3

204-4 4

204-5 5

204-6 6

204-7 7

204-8 8

204-9 9

204-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 251

251 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

251-1 1 ネックレス シャネル シャネル GP F13V ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ｺｺﾏｰｸ ▲ｽﾄｰﾝ落ち B-

251-2 2 ネックレス ＬＶ ＬＶ M61059 GP LE1104 LV&ME D ▲金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ小 B

251-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ｴﾀｰﾅﾙ ｻｰｸﾙ ▲金具ｷｽﾞ B 袋

251-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV ﾘﾀｰﾝﾄｩｵｰﾊﾞﾙﾄﾞｯｸﾀｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ▲金具ｽﾚ AB 袋

251-5 5 ピアス ティファニー ティファニー SV ｻｾｯﾄ ▲金具変色 B 袋

251-6 6 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ▲金具ｽﾚ ｷﾚ BC

251-7 7

251-8 8

251-9 9

251-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 252

252 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

252-1 1 衣類 グッチ グッチ 白 #XS ﾄﾚｰﾅｰ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち B+

252-2 2 ネックレス ２本山 ２本山 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝｳｴｽﾄｳｯﾄﾞ ﾃｨﾌｧﾆｰ AB ｹｰｽ

252-3 3 小物 ７本山 ７本山 BREE ｲﾙﾋﾞｿﾞﾝﾃ B-

252-4 4

252-5 5

252-6 6

252-7 7

252-8 8

252-9 9

252-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 253

253 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

253-1 1 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 2つ折り長財布 16番台 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ

BC ｶｰﾄﾞ

253-2 2 財布 ２本山 ２本山 LV BC

253-3 3 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93524 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ TH2028 ｱﾏﾗﾝﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ｲﾆｼｬﾙ

B

253-4 4 小物 ＬＶ ＬＶ ﾍｱｰｷｭｰﾌﾞ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲表面ｽﾚ ｷｽﾞ 金具ｷｽﾞ B

253-5 5
キーホル
ダー

ＬＶ ＬＶ ▲中ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ ｲﾆｼｬﾙ B-

253-6 6 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ｱﾄﾗｽ ﾊﾞﾝｸﾞﾙ ▲金具変色 ｸｽﾐ B- 箱

253-7 7 ネックレス コーチ コーチ GP A

253-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV ｸﾛｽ ▲金具変色 B 袋

253-9 9 ボールペン ミキモト ミキモト A 箱

253-10 10 スカーフ フェンディ ｽﾞｯｶ フェンディ ﾂｲﾘｰ ▲表面ｼﾜ ｼﾐ B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 254

254 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

254-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー Ag925 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ 約40㎝ 7.4g A 箱

254-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー 925 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄﾗﾘｱｯﾄ 淡水ﾊﾟｰﾙ 5.6g ▲ｸｽﾐ B 箱

254-3 3 カフス ブルガリ ブルガリ SV925 B-ZERO1 10.8g ▲ｽﾚｷｽﾞ 空洞有 B

254-4 4 ネックレス グッチ グッチ Ag925 ﾊｰﾄ 色石 袋 6.5g ▲ｽﾚ B+ ｶｰﾄﾞ

254-5 5 指輪 ティファニー ティファニー 925 ｽﾀｯｷﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 1PR 2.6g ▲ｽﾚ B 箱

254-6 6 カフス ブルガリ ブルガリ Ag925 ﾛｺﾞ ｽｸｴｱ ﾌﾞﾙｰ 19.8g ▲ｷｽﾞ B

254-7 7 ペントップ
ジョージジェン
セン

ジョージジェンセン 925 ﾘｰﾌ 1994 6.1g ▲ｽﾚｸｽﾐ B

254-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー 925 ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｸﾛｽ 6.6g ▲ｽﾚ NCﾌﾞﾗﾝﾄﾞ刻印ﾅｼ B 箱

254-9 9 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B+

254-10 10 ネックレス ミキモト ミキモト SV ｱｺﾔﾊﾟｰﾙ約6.9mm 3.3g ▲NC社外 B



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 255

255 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

255-1 1 バンダナ ＬＶ ＬＶ M77350 ｶﾚ ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ･ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ｺﾝﾌｨﾃﾞﾝｼｬﾙ A

255-2 2 衣類(NB) ｺﾝﾃｽ ﾐﾝｸｺｰﾄ ｼﾙｸ裏地 ｶﾊﾞｰ付 #ﾌﾘｰ ﾀﾞｰｸ AB

255-3 3 財布 エルメス
エルメス ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾄﾞｺﾞﾝGM □B刻印 ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

255-4 4 衣類 バーバリー バーバリー ﾘｶﾙﾄﾞ ﾃｨｯｼ期 ｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝ ▲表面毛羽立ち小 AB

255-5 5 衣類 モンクレール
モンクレール ﾅｲﾛﾝ 69483 黒 ﾄﾚﾝﾁｺｰﾄ ﾚﾃﾞｨｰｽ ﾍﾞﾙﾄ付き NERINE
▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾎﾂﾚ小

B+

255-6 6 衣類 モンクレール
モンクレール ﾑｰﾄﾝ C20934694510 黒 #0 ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ
小 ﾀｸﾞｷﾚ

AB

255-7 7 衣類 モンクレール
モンクレール B10918438650 MAGLIA CARDIGAN ﾗｲﾀﾞｰｽ ｼﾞｯﾌﾟｱｯ
ﾌﾟｽｳｪｯﾄ ﾚﾃﾞｨｰｽ

AB 冊子

255-8 8

255-9 9

255-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 256

256 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

256-1 1 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63077 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ CA0133 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ
ﾌﾟﾙﾄﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

256-2 2 帽子 グッチ グッチ 204891 ﾍﾞｰｼﾞｭ ｷｬｯﾌﾟ ▲表面ｽﾚ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ B

256-3 3
サングラス
(NB)

ｱｲｳﾞｧﾝ Hank-SUN A ｹｰｽ

256-4 4 指輪 ティファニー ティファニー SV925 ﾊﾟﾛﾏﾋﾟｶｿ 2.9g ▲金具ｸｽﾐ B

256-5 5

256-6 6

256-7 7

256-8 8

256-9 9

256-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 257

257 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

257-1 1 ストール ＬＶ ＬＶ ﾋﾟﾝｸ ▲ﾀｸﾞﾄﾚ 伝染 B

257-2 2 ボールペン ウォーターマン ウォーターマン ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ ｴｯｾﾝｼｬﾙ 黒 AB

257-3 3 ボールペン ２本山 ２本山 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ▲ｲﾝｸ無 B-

257-4 4 サングラス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール D28EU 黒 ▲金具ｻﾋﾞ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B

257-5 5 小物 ２本山 ２本山 ｷﾌﾟﾘﾝｸﾞ 他 B

257-6 6

257-7 7

257-8 8

257-9 9

257-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 258

258 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

258-1 1 財布 サンローラン
サンローラン 革 2つ折り財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

258-2 2 財布 カルティエ
カルティエ EL456908 革 2つ折り財布 ｴﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｷ
ｽﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

258-3 3 財布 バーバリー
バーバリー 革 ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ不良

BC

258-4 4 名刺入れ ダンヒル ダンヒル 革 こげ茶 ▲角ｽﾚ 表面ｼﾜ 中ｽﾚ B+

258-5 5 カードケース シャネル
シャネル 革 5番台 黒 O.R百貨店ｼｰﾙ 1999.7.20 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中
使用感

B

258-6 6 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ 革 ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 赤 ▲角ｽﾚ小 表
面ｽﾚ小

A

258-7 7 手帳カバー ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ R20005 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM CA0949 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中押し跡 ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

258-8 8 名刺入れ ブルガリ ブルガリ 30420 革 黒 S 箱

258-9 9

258-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 259

259 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

259-1 1 小物 ３本山 ３本山 ｱﾅｽｲ B 箱

259-2 2 小物 ３本山 ３本山 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ ﾆﾅﾘｯﾁ 他 B

259-3 3 小物 ４本山 ４本山 NB B

259-4 4 小物 ５本山 ５本山 NB BC

259-5 5 小物 ６本山 ６本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ 他 B-

259-6 6 小物 ８本山 ８本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ 他 BC

259-7 7 キーケース
ヴィヴィアンウ
エストウッド

ヴィヴィアンウエストウッド ﾚｻﾞｰ 6P 茶 UFO ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

259-8 8 コインケース
ヴィヴィアンウ
エストウッド

ヴィヴィアンウエストウッド ｷｬﾝﾊﾞｽ 黒 ﾄﾞｸﾛ Wｼﾞｯﾌﾟ ｷｰｹｰｽ付 ▲表
面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

259-9 9 財布
ヴィヴィアンウ
エストウッド

ヴィヴィアンウエストウッド ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

AB

259-10 10 小物 ５本山 ５本山 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ他 B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 260

260 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

260-1 1 ネックレス セリーヌ セリーヌ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

260-2 2 イヤリング セリーヌ セリーヌ ▲金具ｷｽﾞ ｽﾄｰﾝ落ち BC

260-3 3

260-4 4

260-5 5

260-6 6

260-7 7

260-8 8

260-9 9

260-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 261

261 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

261-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60503 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾘｾﾞ SP4142 ｵﾛｰﾙ ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾌﾁﾋﾋﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｲﾆｼｬﾙ

B-

261-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61184 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｻﾗﾚﾃｨｰﾛ MI1146 ｽﾘｰｽﾞ (参定)
89,000円 ▲角ｽﾚ 表面ｿﾘ小 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 中
使用感 ﾌﾁ社外修理 ｲﾆｼｬﾙ

B-

261-3 3 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93522 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA3165 ｱﾏﾗﾝﾄ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

261-4 4 ネックレス グッチ グッチ SV ▲ｽﾚ ｸｽﾐ B 箱 袋

261-5 5 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M68332 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ IC ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ S 箱 袋

261-6 6 財布 ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69034 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽ
ﾖｺﾞﾚ小 ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝ ﾖｺﾞﾚ 極小

A

261-7 7 カードケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61732 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･ﾄﾞｩ･ﾎﾟｯｼｭ MI3087 ▲角ｽﾚ 表面ﾌ
ﾁﾜﾚ ｷﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎﾂﾚ 中使用感

B

261-8 8

261-9 9

261-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 262

262 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

262-1 1 財布 コーチ コーチ PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 こげ茶 ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ AB

262-2 2 マフラー コーチ コーチ ｸﾞﾚｰ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ B+

262-3 3 サングラス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール 茶 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ変形 B- 箱 ｹｰｽ

262-4 4 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63209 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CI1104 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞ
ﾚ小

B

262-5 5 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63079 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｵﾘｶﾞﾐﾛﾝ FR4121 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

AB

262-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M80968 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾇ IC ﾌﾞﾗｯｸ×ﾍﾞｰ
ｼﾞｭ ▲金具ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

A 袋

262-7 7 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69794 IC ﾄｩﾙﾄﾚｰﾙｸﾚｰﾑ ▲金具ｽﾚ S 袋

262-8 8 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M6354D ﾎﾟﾙﾄﾋﾞｴ･ｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨﾓﾈ VI0031 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ

B

262-9 9

262-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 263

263 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

263-1 1 財布 トムフォード
トムフォード ﾚｻﾞｰ ﾈｲﾋﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ ﾐﾗﾉ限定 GD金具 展示品 ▲
表面ｽﾚ小

SA 袋

263-2 2 財布 トムフォード トムフォード ﾚｻﾞｰ ﾈｲﾋﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ ﾐﾗﾉ限定 GD金具 展示品 S 袋

263-3 3 財布 トムフォード トムフォード ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ ﾐﾗﾉ限定 GD金具 展示品 S 袋

263-4 4 財布 トムフォード トムフォード ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ ﾐﾗﾉ限定 SV金具 展示品 S 袋

263-5 5 マフラー ＬＶ
ＬＶ M75834 ｴｼｬﾙﾌﾟ・ﾛｺﾞﾏﾆｱ ｼｬｲﾝ GM0195 ﾍﾞｰｼﾞｭ ｳｰﾙ×ｼﾙｸ×
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 展示品 ▲表面毛羽立ち小 ﾎﾂﾚ小

A

263-6 6 マフラー ＬＶ
ＬＶ M70466 ｴｼｬﾙﾌﾟ・ﾛｺﾞﾏﾆｱ ｼｬｲﾝ GM0196 ﾋﾟﾝｸ ｳｰﾙ×ｼﾙｸ×ﾎﾟﾘ
ｴｽﾃﾙ 展示品 ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ小

AB

263-7 7 小物 サンローラン
サンローラン 6403173YG42106 ﾌﾞﾗｯｸ ｳｰﾙ×ｶｼﾐｱ SLRDｴｸｽｸﾙｰｼ
ﾌﾞ 展示品 ▲表面毛羽立ち

AB

263-8 8

263-9 9

263-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 264

264 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

264-1 1 小物 ＬＶ ＬＶ M65843 ﾋﾞｼﾞｭｰｻｯｸ･ｱﾝｿﾚﾝｽ ▲ｽﾚ AB 袋

264-2 2 カードケース ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60642 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･ﾄﾞｩ･ﾎﾟｯｼｭ CT2169 ﾉﾜｰﾙ ▲表面ｽﾚ小
中ｽﾚ小

A

264-3 3 ネクタイ ＬＶ ＬＶ M77608 ｼﾙｸ ｸﾗｳﾞｧｯﾄLVﾓﾉｸﾞﾗﾑ ﾂｰﾄﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ ﾀｸﾞ ▲表面ｽﾚ小 A

264-4 4 ネクタイ ＬＶ ＬＶ M75984 ｼﾙｸ 青 ｸﾗｳﾞｧｯﾄﾁｪｯｸ ﾀｸﾞ ▲ｽﾚ小 AB

264-5 5 ネクタイ エルメス エルメス 758807T ｼﾙｸ ﾀｸﾞ A

264-6 6 コインケース ロエベ ｱﾅｸﾞﾗﾑ ロエベ ﾚｻﾞｰ ｽｲｶ ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ小 A

264-7 7 キーケース グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 456118 6P 白 ﾚｻﾞｰ×ｷｬﾝﾊﾞｽ (参定) 32,000円
▲中金具裏 ﾖｺﾞﾚ小

A

264-8 8

264-9 9

264-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 265

265 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

265-1 1 財布 シャネル
シャネル ｶｰﾌ 長財布 23番台 黒 ｺｺﾏｰｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽ
ﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

265-2 2 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 長財布 8番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺｺﾏｰｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ ﾍﾟﾝ跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ
ｼﾐ

B-

265-3 3 カードケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M61696 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ・ﾄﾞｩ ﾎﾟｯｼｭ CT4156 ▲角ｽﾚ
表面ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾜﾚ小 中使用感

B+ 箱 袋

265-4 4 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93630 ﾗﾄﾞﾛｰ BJ1068 赤 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中
ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小

AB 箱 袋

265-5 5 スカーフ エルメス エルメス ｵﾚﾝｼﾞ ﾌﾟﾘｰﾂ A 箱

265-6 6 チョーカー エルメス エルメス ｼﾞｬﾝﾎﾞﾁｮｰｶｰ 茶 ▲ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ小 金具ｽﾚ B

265-7 7 チョーカー エルメス エルメス 黒 ｱﾋﾟ ▲ｽﾚ A

265-8 8

265-9 9

265-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 266

266 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

266-1 1 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60742 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ IC ﾌｭｰｼｬ (参定) 67,000円 S 袋

266-2 2

266-3 3

266-4 4

266-5 5

266-6 6

266-7 7

266-8 8

266-9 9

266-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 267

267 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

267-1 1 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63213 ﾎﾟﾙﾄｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ･円 CA0934 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ
角ﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用
感 札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

267-2 2 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63803 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｸﾚ CA0966 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC

267-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CT0036 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面
ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ緩い ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

267-4 4

267-5 5

267-6 6

267-7 7

267-8 8

267-9 9

267-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 268

268 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

268-1 1 小物
トミーフィルフィ
ガー

トミーフィルフィガー 革 黒 ｶｰﾄﾞｹｰｽ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ B

268-2 2 キーケース ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63824 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 LO0953 ｸﾞﾘｰﾝ ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B-

268-3 3 携帯ケース グッチ グッチ 623093 617664 GGｽﾌﾟﾘｰﾑ ▲ｽﾚ 小 香水臭 AB 箱

268-4 4 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M61857 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CI4168 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

268-5 5 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63261 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｽﾚﾝﾀﾞｰ SP0281 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾋ
ﾋﾞ 中使用感 ｶｰﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡 札入れｽﾚ ｲﾆｼｬﾙ

AB 箱 袋

268-6 6 財布 グッチ
グッチ 658634 496334 ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ
小

A 箱 袋

268-7 7

268-8 8

268-9 9

268-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 269

269 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

269-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M61866 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ SP2165 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩
れ 角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

B

269-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M60169 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ SP2187 赤 ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

269-3 3 財布 ＬＶ
ＬＶ N92927 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｶﾌﾟｼｰﾇ MI3156 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾖ
ｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 金具ｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

269-4 4 財布 ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61725 ｸﾚﾃﾞｨ CA0939 ▲金具ｽﾚ A

269-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61667 ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾞｯﾌﾟ CA0062 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ 札入れ生地ｳｷ

AB

269-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62472 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾇ NZ4149 ▲表面ﾌﾁﾋﾋﾞ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中押し跡 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

AB

269-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61663 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｳﾞｨｴﾉﾜ CA0024 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾊ
ｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

AB

269-8 8 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N61735 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ 確認できず 白 ▲角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ小 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰ
ｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽｷﾚ小

B-

269-9 9 財布 ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M93533 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CA1181 黒×紫 ▲角ｽﾚ 表面
ﾋﾋﾞ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ ｲﾆｼｬﾙ

B

269-10 10
メガネケー
ス

ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M66545 SN0171 ｴﾃｭｲ･ﾘﾈｯﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ B+

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 270

270 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

270-1 1 財布 シャネル
ｶﾒﾘｱ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ 2つ折り財布 15番台 ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用
感 ﾎｯｸ不良

BC

270-2 2 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 17番台 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

BC

270-3 3

270-4 4

270-5 5

270-6 6

270-7 7

270-8 8

270-9 9

270-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 271

271 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

271-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41895 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾌｭｰｼｬ ▲金具ｽﾚ 中ﾌﾁﾎﾂﾚ
小

S 袋

271-2 2 スカーフ エルメス エルメス ﾋﾟﾝｸ ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾐ小 ｼﾜ 糸ﾂﾘ B

271-3 3 スカーフ シャネル シャネル ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾐ ﾀｸﾞ取れかけ B-

271-4 4 スカーフ ４本山 ４本山 YSL 他 BC

271-5 5 サングラス シャネル シャネル ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ変形 B-

271-6 6

271-7 7

271-8 8

271-9 9

271-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 272

272 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

272-1 1 小物 ３本山 ３本山 ﾃﾃﾞｨﾍﾞｱ ﾌﾟﾗﾀﾞ ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ BC

272-2 2 小物 ４本山 ４本山 JB ﾗﾝﾊﾞﾝ ﾏﾁｺﾛﾝﾄﾞﾝ B

272-3 3 小物 ３本山 ３本山 ｴﾄﾛ ｼｰﾊﾞｲｸﾛｴ ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ B

272-4 4 小物 ４本山 ４本山 ﾚｲﾊﾞﾝ ﾌｪﾗｶﾞﾓ×2 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ B

272-5 5

272-6 6

272-7 7

272-8 8

272-9 9

272-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 273

273 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

273-1 1 財布 ３本山 ３本山 ｺｰﾁ ﾐｭｳﾐｭｳ ﾗｼｯﾄ B-

273-2 2 ストラップ ＬＶ ＬＶ ▲金具ｽﾚ AB

273-3 3 小物 ３本山 ３本山 NB ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ ﾄﾘｰﾊﾞｰﾁ B

273-4 4 万年筆 モンブラン モンブラン ▲ｹｰｽ劣化 ｲﾝｸｼﾐ B-

273-5 5 香水 シャネル シャネル B

273-6 6 小物 １２本山 １２本山 ﾒｶﾞﾈ BC

273-7 7

273-8 8

273-9 9

273-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 274

274 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

274-1 1 香水 グッチ グッチ 350094689 ﾌﾛｰﾗｺﾞｰｼﾞｬｽｶﾞｰﾃﾞﾆｱ ｵｰﾄﾞﾊﾟﾙﾌｧﾑ 50ml B 箱

274-2 2 ストラップ ブルガリ ブルガリ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ B-

274-3 3 小物 ３本山 ３本山 ﾊﾟｰﾙﾈｯｸ B

274-4 4 小物 ２本山 ２本山 ｸﾞｯﾁ BC

274-5 5 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63487 Wﾎｯｸ財布 SP0965 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｷｽﾞ
ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｼｰﾙ跡

BC

274-6 6 ネクタイ ５本山 ５本山 ｸﾞｯﾁ ｼｬﾈﾙ×2 ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ﾊﾞﾚﾝﾁﾉ B

274-7 7 財布 プラダ
プラダ 1M0506 ｻﾌｨｱｰﾉ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B G

274-8 8 小物 ３本山 ３本山 ﾎﾞｯﾃｶﾞ ﾌﾟﾘﾏｸﾗｯｾ×2 BC

274-9 9

274-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 275

275 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

275-1 1 財布 ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N40046 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾛｰｽﾞﾊﾞﾚﾘｰﾇ ▲金具ｽﾚ S 箱 袋 紙袋

275-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61723 874AN 2つ折り長財布 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

275-3 3
シガレット
ケース

ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M63024 ｴﾃｭｲ･ｼｶﾞﾚｯﾄ CT1827 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

B-

275-4 4 カードケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60533 873A2 2つ折り ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
大 ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 社外補修 ｶｰﾄﾞｹｰｽﾒｸﾚ

C

275-5 5 カードケース ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63589 SP1918 黄 2つ折り ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

275-6 6 財布 サンローラン
サンローラン ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 GNC372266/0615 ▲角ｽﾚ 表面
ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ 香水臭 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊ
ｶﾞﾚ

B-

275-7 7 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾛｺﾞ A

275-8 8 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾛｺﾞ ▲金具ｽﾚ AB

275-9 9 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾛｺﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ BC

275-10 10 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 276

276 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

276-1 1 小物 ２本山 ２本山 ﾌｪﾝﾃﾞｨ AB ｼｰﾙ 販売ﾀｸﾞ

276-2 2 小物 ７本山 ７本山 ﾌｪｲﾗｰ 他 AB

276-3 3 小物 ４本山 ４本山 ｾﾘｰﾇ AB

276-4 4 小物 １１本山 １１本山 ﾌｪﾝﾃﾞｨ 他 BC

276-5 5 小物 ４本山 ４本山 YSL 他 BC

276-6 6 小物 ４本山 ４本山 ﾆﾅﾘｯﾁ 他 BC

276-7 7 小物 ３本山 ３本山 MCM 他 AB

276-8 8

276-9 9

276-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 277

277 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

277-1 1 小物 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール Dior刻印 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾋﾟﾝ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

277-2 2 タイピン(NB) ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

277-3 3 ライター ２本山 ２本山 ﾄﾗｻﾙﾃﾞｨｰ ▲現状 BC

277-4 4

277-5 5

277-6 6

277-7 7

277-8 8

277-9 9

277-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 278

278 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

278-1 1 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 TORANA ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 AB

278-2 2 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 PARURES DES SABLES ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾜ小 AB

278-3 3 ストール ロエベ ロエベ ﾚｰﾖﾝ×ｼﾙｸ ｱﾅｸﾞﾗﾑ刺繍 ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾌﾘﾝｼﾞ ▲表面ｽﾚ ｼﾜ AB

278-4 4 小物 エルメス エルメス 陶器 ﾋﾟｳﾞｫﾜﾝﾇ 花柄 ｱｯｼｭﾄﾚｲ B

278-5 5 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 LE LAISSER COURRE ▲ﾀｸﾞ取れかけ B 箱

278-6 6
コインケース
(NB)

ﾎﾟﾛﾊﾞｲﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ 2つ折り財布 A 箱

278-7 7 財布 フェラガモ ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ 2つ折り財布 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ B-

278-8 8 スカーフ ＬＶ ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾌﾗﾜｰ ﾊﾞﾝﾄﾞｰﾀｲ ▲表面ﾖｺﾞﾚ B 箱

278-9 9 小物 ５本山 ５本山 LV 南京錠 B

278-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 279

279 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

279-1 1 携帯ケース ＬＶ
ＬＶ M81087 SN1232 黒 iPhone13Pro ｴｸﾘﾌﾟｽ ﾊﾞﾝﾊﾟｰ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ

B

279-2 2 ライター ２本山 ２本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ 他 ▲現状 AB

279-3 3 キーケース バレンシアガ バレンシアガ 499204 6P 2023年新作 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 A 箱

279-4 4 靴 フェラガモ フェラガモ 197920 ﾚｻﾞｰ 茶 #7D SAM ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

279-5 5 ポーチ ＬＶ
ＬＶ ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ用ﾎﾟｰﾁ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中使用感

B

279-6 6 財布 ＬＶ
ＬＶ M61636 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ 確認できず ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾊｶﾞﾚ大 札
入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

279-7 7

279-8 8

279-9 9

279-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 280

280 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

280-1 1 スカーフ コーチ コーチ ｼﾙｸ 白×黒 ▲表面ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ B-

280-2 2 財布 コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ B

280-3 3

280-4 4

280-5 5

280-6 6

280-7 7

280-8 8

280-9 9

280-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 301

301 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

301-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60936 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA1125 ｸﾞﾙﾅｰﾄﾞ ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小

AB

301-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M62121 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ SP4156 ﾏﾘｰﾇﾙｰｼﾞｭ
(参定) 117,000円 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲ
ﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

301-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61727 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ CA0091 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

301-4 4 財布 エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ ｱｻﾞｯﾌﾟﾛﾝｸﾞｼﾙｸｲﾝ P刻印 赤 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

B-

301-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60499 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏﾘｰﾙｰﾛﾝ CA3164 ﾋﾟﾓﾝ (参定)
84,000円 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小

AB

301-6 6 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61240 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ TH3087 ▲角ｽﾚ小 表面ｽﾚ 金具ｷ
ｽﾞ

AB

301-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M66540 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ IC (参定) 70,000円 ▲表面ﾖ
ｺﾞﾚ小 中ｼﾜ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

AB

301-8 8 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CA3181 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷ
ﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

301-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60067 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ IC ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ小

B 箱 袋

301-10 10 財布 ＬＶ
ＬＶ M67862 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾛｯｸﾐﾆ UB2169 ｷｬﾗﾒﾙ (参定) 61,000円 ▲
型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞ
ﾚ ﾎｯｸ不良

B- 箱 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 302

302 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

302-1 1 ポーチ ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N47516 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｺｽﾒﾃｨｯｸ 確認できず (参定) 50,000円 ▲
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC

302-2 2 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M61911 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾁｪﾘｰｳｯﾄﾞ TH4189 ﾛｰｽﾞﾊﾞﾚﾘｰﾇ ▲
角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感 ｲﾆｼｬﾙ

B

302-3 3 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N60111 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰNM IC ▲ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感
小

AB

302-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾊﾟﾝﾀﾞ ＬＶ M61666 ﾎﾟﾙﾄﾋﾞｴ･ｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ CA1004 ▲角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ不良

B-

302-5 5 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M31002 ﾎﾟﾙﾄｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ CT4037 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 押し跡 中使用感

B+

302-6 6 財布 エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ ｱｻﾞｯﾌﾟﾛﾝｸﾞｼﾙｸｲﾝ □R刻印 ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙ切れかけ

B

302-7 7 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N60019 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA4171 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾔｹ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

302-8 8 財布 バレンシアガ
バレンシアガ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ｸﾞﾚｰ ▲金具ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ
小

A

302-9 9 財布 ＬＶ
ＬＶ M63102 ﾄﾘﾖﾝﾚｻﾞｰ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｺﾒｯﾄ IC (参定) 147,000円 ▲表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾛｺﾞｽﾚ

AB

302-10 10 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M64838 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ GI2137 ﾉﾜｰﾙ・ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ (参定)
100,000円 ▲表面ｽﾚ小

A
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   出品No. 303

303 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

303-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ MS1149 (参定) 75,000円 ▲角ｽ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ 外ﾎﾟｹｯﾄｿﾘ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ ﾎｯｸ不
良

B-

303-2 2 ポーチ プラダ
プラダ 1NA369 ﾅｲﾛﾝ ﾋﾟﾝｸ ﾊﾝﾄﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B

303-3 3 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60003 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ MI0090 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

303-4 4 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M33404 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾛﾝ TA1146 ｵｾｱﾝ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B

303-5 5 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60965 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 106,000
円 ▲表面ｼﾜ小 中ﾖｺﾞﾚ小

A

303-6 6 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M32572 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ MB0129 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

303-7 7 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63077 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ CA0130 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感

B-

303-8 8 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30501 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ TA1169 ﾉﾜｰﾙ (参定) 79,000円
▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

303-9 9 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30285 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 88,000円 ▲金
具ｽﾚ

S

303-10 10 携帯ケース ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N61067 iPhone8・ﾌｫﾘｵ(7にも対応) 不鮮明 ▲型崩れ
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｲﾆｼｬﾙ

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 304

304 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

304-1 1 財布 ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63070 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ SB4079 ▲金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 A

304-2 2 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 371662 ｶｰﾌ 白 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾗｳﾝﾄﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中
ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

B

304-3 3 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ 確認できず 黒 2つ折り財布 ▲型崩れ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
大 ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ ﾛｺﾞｽﾚ

B-

304-4 4 財布 フェンディ
ｾﾚﾘｱ フェンディ 8M0114 Wﾎｯｸ長財布 ｼﾙﾊﾞｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

AB

304-5 5 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M69517 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 RA0022 (参定) 24,000円 ▲金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

304-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60402 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｱﾅｲｽ CA1194 (参定) 56,000円 ▲
角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ しっとり ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖ
ｺﾞﾚ

B

304-7 7 財布 ＬＶ
ＬＶ M62367 ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｶﾌﾟｼｰﾇ MI2146 ▲金具ｽﾚ小 ｲ
ﾆｼｬﾙ

A

304-8 8 パスケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ 確認できず ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

B-

304-9 9 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 CT1059 ｱﾙﾏﾆｬｯｸ (参定) 28,000円
▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

304-10 10 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱﾝﾌｨﾆ ＬＶ N63010 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ SP2135 ｵﾆｷｽ (参定)
96,000円 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽ押し跡小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小

AB
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   出品No. 305

305 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

305-1 1 カードケース ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30922 ｱﾝｳﾞｪﾛｯﾌﾟ･ｶﾙﾄﾄﾞｩｳﾞｨｼﾞｯﾄ CA3154 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲
角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ小 中使用感

B

305-2 2 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30392 ﾎﾟﾙﾄﾊﾞﾙｰﾙ・ｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ VI1023 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲型崩
れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中使用感 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ

BC

305-3 3 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63093 MI3171 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾛﾝ ﾓﾃﾞｭﾗﾌﾞﾙ (参定) 65,000円
▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ｿﾘ ｽﾚ ﾌﾁｷﾚ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｲﾆｼｬﾙ

BC

305-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61725 ﾎﾟｼｪｯﾄ・ﾎﾟﾙﾄ・ﾓﾈ・ｸﾚﾃﾞｨ TH0958 ▲角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ
大 ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

305-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61725 ﾎﾟｼｪｯﾄ・ﾎﾟﾙﾄ・ﾓﾈ・ｸﾚﾃﾞｨ TH1927 ▲角ｽﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾊｶﾞ
ﾚ

B-

305-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61217 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ TH0070 ▲角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

BC

305-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61727 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ TH0074 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊ
ｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

305-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60002 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ VI0057 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

305-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M67478 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾊﾟﾗｽｺﾝﾊﾟｸﾄ SP0230 ｽﾘｰｽﾞ (参定)
100,000円 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞ
ﾚ

B

305-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M81279 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 ｺﾊﾞﾖ
ｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

A 箱 袋
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   出品No. 306

306 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

306-1 1 キーケース ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N62631 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 TH1007 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ AB

306-2 2 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N61735 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ TH1037 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
小 ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ

AB

306-3 3 スカーフ シャネル シャネル 紺赤 ▲表面ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ﾀｸﾞ無 B

306-4 4

306-5 5

306-6 6

306-7 7

306-8 8

306-9 9

306-10 10
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   出品No. 307

307 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

307-1 1 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60005 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｺｱﾗ CA0066 ▲角ｽﾚ 表面ｿﾘ ｽﾚ 金具
ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

307-2 2 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91499 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗﾇｰ TS1121 ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾟﾝ跡

AB

307-3 3 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30503 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA2196 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡

B+

307-4 4 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63852 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA0057 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

307-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60002 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA2180 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

BC

307-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60698 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ CA5124 ▲角ｽﾚ 表面ｿﾘ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ

AB

307-7 7 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ SN0230 ▲金具ｽﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ A

307-8 8 カードケース ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63075 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･ﾄﾞｩ･ﾎﾟｯｼｭ ▲角ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾌﾁ ｽﾚ ﾌｸﾗﾐ

B

307-9 9 キーケース ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ ﾜﾚ ﾌﾁｽ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

307-10 10 財布 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ ｶｽﾃﾙﾊﾟｼﾞｬｯｸ B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 308

308 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

308-1 1 携帯ケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61616 8C2136 iPhone6・ﾌｫﾘｵ ▲角ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ｷﾚ

B-

308-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61663 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾋﾞｴ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI0918 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ

BC

308-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61663 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾋﾞｴ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI0998 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽ
ﾚ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾊ
ｶﾞﾚ

BC

308-4 4 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63575 ﾎﾟｼｪｯﾄﾎﾟﾙﾄﾓﾈｸﾚﾃﾞｨ CA0996 ▲角ｽﾚ 表面ｷｽﾞ ﾌﾁ
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

308-5 5 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 CT1196 ｱﾙﾏﾆｬｯｸ ▲型崩れ 角ｽﾚ
表面ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

B

308-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61654 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾘｰｽﾞ SP0933 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ
中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ

BC

308-7 7 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63487 ﾎﾟﾙﾄﾋﾞｴｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ SD0987 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ
中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ

BC

308-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏｶｻｰ ＬＶ M60168 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾛﾝ MI5029 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ
ﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 表面ﾌｸﾗﾐ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

BC 箱 袋

308-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61184 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｻﾗﾚﾃｨｰﾛ MI2138 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁ
ﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不良

B-

308-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61207 ﾎﾟﾙﾄﾊﾟﾋﾟｴ･ｼﾞｯﾌﾟ SP1929 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾊｶﾞﾚ
ﾍﾞﾀ小 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ

BC ｹｰｽ



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 309

309 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

309-1 1 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗｾ ＬＶ M66510 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ 確認できず ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ｼ
ﾜ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ社外補修跡

BC 箱 袋

309-2 2 指輪 ＬＶ ＬＶ M65099 GL0121 ｺﾘｴｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ M ▲表面ｷｽﾞ 石ﾄﾚ B- 箱 袋

309-3 3 ブレスレット ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ M6608F ﾌﾞﾗｽﾚｷｰﾌﾟｲｯﾄ ▲表面ｽﾚ ｺﾜﾚ BC

309-4 4 ピアス ＬＶ ＬＶ M65938 ﾌﾞｰｸﾙﾄﾞﾚｲﾕﾋﾟｭｽｼﾙﾊﾞﾆｱ ▲金具ｻﾋﾞ 1個欠品 B

309-5 5 ブレスレット ＬＶ ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ M6616E ﾌﾞﾗｽﾚｻﾝｲｯﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾜﾚ BC 箱 袋

309-6 6 ネックレス ＬＶ ＬＶ M65096 ｺﾘｴ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ GI1120 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 石ﾄﾚ BC 箱 袋

309-7 7 ピアス ＬＶ ＬＶ M66059 ｺﾘｴ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ GL1120 ▲金具ｷｽﾞ ｻﾋﾞ 石ｶｹ B-

309-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61725 TH1929 ﾎﾟｼｪｯﾄﾓﾈｸﾚﾃﾞｨ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾌﾁﾊｶﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾌﾁﾎﾂﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾞﾀ

B- 箱 袋

309-9 9 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60622 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ MB1138 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾌﾁ
ﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B- 箱 袋

309-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61287 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｱﾃﾞﾙ SF1118 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾊｶﾞﾚ
小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾌｧｽﾅｰﾋﾞｽﾄﾚ

B- 箱 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 310

310 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

310-1 1 財布 エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ ｱｻﾞｯﾌﾟﾛﾝｸﾞ X刻印 赤 長財布 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 箱 ﾘﾎﾞﾝ 袋

310-2 2 財布 ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M60275 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA3102 ﾉﾜｰﾙ×ｳﾞｨｵﾚ ▲角ｽ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

310-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61665 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏﾙｺ CA1908 旧型 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
中ｽﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

310-4 4 財布 クロエ
クロエ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽ
ﾚ

B+ 箱 袋 Gｶｰﾄﾞ ｶｷﾞ

310-5 5 キーリング ＬＶ
ＬＶ M66780 GP GA0182 ｺﾞｰﾙﾄﾞ×ｼﾙﾊﾞｰ ﾎﾟﾙﾄｸﾚ・ｱｲｽﾌﾗﾜｰ ▲表
面ｽﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ

B

310-6 6 バングル コーチ コーチ ▲金具ｽﾚ ｷｽﾞ B- 箱 袋

310-7 7 メガネ コーチ コーチ 5226 HC6050F ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ 度入り B ｹｰｽ

310-8 8 ストール ＬＶ ＬＶ ｼﾙｸ×ｳｰﾙ 140×140cm ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾀｸﾞ取れかけ B- ﾀｸﾞ

310-9 9 スカーフ セリーヌ セリーヌ 馬車柄 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾎﾂﾚ ﾀｸﾞ無 黄ばみ B-

310-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 311

311 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

311-1 1 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M69409 L字長財布 (参定) 162,000円 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲ
ﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 香水臭

A ST

311-2 2 携帯ケース グッチ グッチ 668406 iPhone12ｶﾊﾞｰ ▲中ｽﾚ SA 箱 袋

311-3 3 イヤリング シャネル シャネル 96A 直径3.8cm ▲ﾊﾟｰﾙｷｽﾞ B-

311-4 4

311-5 5

311-6 6

311-7 7

311-8 8

311-9 9

311-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 312

312 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

312-1 1 財布 ロエベ
ロエベ C660TR 2X01 ｶｰﾌ 3つ折り財布 ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲｸﾘｰﾝ (参定)
72,000円 ▲ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

N 箱 袋

312-2 2

312-3 3

312-4 4

312-5 5

312-6 6

312-7 7

312-8 8

312-9 9

312-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 313

313 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

313-1 1 財布 コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ 3つ折り財布 水色 ▲表面ﾌﾁｽﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ B

313-2 2 財布 フェラガモ
フェラガモ ｶｰﾌ 3つ折り財布 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

B

313-3 3 財布 フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面押し跡小 金具ｽﾚ
中ｽﾚ

B ﾊﾟｽｹｰｽ

313-4 4 スカーフ エルメス エルメス ｵﾚﾝｼﾞ ｼﾙｸ他 ﾀｸﾞ ▲ﾎﾂﾚ 小 B+ 箱

313-5 5 ポーチ ＬＶ ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91010 ﾚｷｼﾝﾄﾝ VI0939 ｲｴﾛｰ ▲表面ﾔｹ ﾌﾁｼﾐ B 袋

313-6 6 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ VI0063 ▲ﾇﾒ革ﾔｹ ﾎﾂﾚ ﾔﾌﾞ
ﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙ金具 社外

B

313-7 7 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ ▲角ｽﾚ 表面ｿﾘ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中
ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

B

313-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61452 ﾃﾞｲﾘｰ･ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ SP3175 ｽﾘｰｽﾞ ▲型崩れ
角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 中ﾌﾁﾋﾋﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｲﾆｼｬﾙ

B

313-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41534 ﾐﾆｽﾋﾟｰﾃﾞｨ TH1024 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｺﾊﾞｽﾚ
ﾇﾒ革ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ小 中ｽﾚ

B 袋

313-10 10 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M90419 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ GI1138 ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定)
107,000円 ▲表面ﾍﾟﾝ跡小 金具ｽﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ小

AB

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 314

314 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

314-1 1 指輪 グッチ グッチ SV ▲ｽﾚ B

314-2 2
スカーフリン
グ

フェラガモ フェラガモ GP ▲ｽﾚ B+ 箱

314-3 3 ブローチ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾉﾍﾞﾙﾃｨ ｽﾀｰ ﾌﾞﾛｰﾁ ｶﾌｽ ﾀｲﾋﾟﾝ S 箱

314-4 4 小物 ３本山 ３本山 ｳｪｯｼﾞｳｯﾄﾞ AB 箱×1 ｹｰｽ×1

314-5 5 キーケース ポールスミス ポールスミス ﾚｻﾞｰ 黒 ▲表面ｽﾚ小 中押し跡 AB 箱 袋

314-6 6 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ 白×ｴﾝｼﾞ ﾀｸﾞ ▲ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ B ｶｷﾞ

314-7 7 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61970 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｸﾞｾﾞ CT0052 ▲表面ｿﾘ ﾌﾁｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 中
ﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ

B-

314-8 8 小物 ２本山 ２本山 ﾊﾟｰｶｰ 万年筆 ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ B ｹｰｽ×1

314-9 9 万年筆 パイロット パイロット S ｹｰｽ 替え芯

314-10 10 万年筆 モンブラン モンブラン 4810 ﾍﾟﾝ先14K AB 箱



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 315

315 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

315-1 1 コインケース プラダ プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

315-2 2 ポーチ コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾀｸﾞﾖｺﾞﾚ 中ﾐﾐ ﾖｺﾞﾚ B

315-3 3 財布(NB)
ｺｺﾏｲｽﾀｰ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲表面ｽﾚ ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾌﾟﾙ ｽ
ﾚ ｺｲﾝ ｽﾚ跡

B 箱 袋

315-4 4 財布(NB) ｺｺﾏｲｽﾀｰ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 茶 ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ ｺｲﾝ跡 小 AB 箱 袋

315-5 5 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ 白 2つ折りﾎｯｸ財布 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｽ
ﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 札入れﾖｺﾞﾚ

B- 箱 袋

315-6 6 財布 バレンシアガ バレンシアガ 616911 ｶｰﾌ 黒 ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾞｯﾌﾟ ▲表面ｽﾚ小 A 箱 袋

315-7 7 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 694312 ｶｰﾌ 黒 3つ折りWﾎｯｸ財布 ▲表面押し跡 外
中ｽﾚ 小

AB 箱 袋

315-8 8 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 391448 ｶｰﾌ 黒 3つ折りWﾎｯｸ財布 ▲表面押し跡 ｽﾚ
小

AB 箱 袋

315-9 9 ポーチ グッチ
グッチ 548394 PVC 化粧ﾎﾟｰﾁ 茶 GGｽﾌﾟﾘｰﾑ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具
ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ ｼﾐ

B

315-10 10 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61930 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾌﾟﾗ 確認できず ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ
ﾎﾂﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 316

316 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

316-1 1 コインケース ＹＳＬ ＹＳＬ ﾚｻﾞｰ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 B

316-2 2 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾌﾞﾗｳﾝ 花柄 ▲角ｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

316-3 3 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ C1948 PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 A2181-C1948 ﾌﾞﾗｳ
ﾝ ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

316-4 4 キーケース エルメス
エルメス ﾚｻﾞｰ 4P □E刻印 ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ 4連 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ
中使用感 金具跡

B

316-5 5 財布 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 428725 203887 ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

316-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ MI2177 (参定) 96,000円 ▲角ｽﾚ
金具ｽﾚ ｷｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

A

316-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼﾞｬｲｱﾝﾄ ＬＶ M69353 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ LM0230 (参定) 112,000
円 ▲角ｽﾚ小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

A

316-8 8 財布 グッチ
GG グッチ 258405 496334 ｷｬﾝﾊﾞｽ 2つ折り長財布 ﾌﾞﾗｳﾝ×ﾋﾟﾝｸ ▲
角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

B+ 箱

316-9 9 カードケース プラダ
プラダ 1MC208 ｻﾌｨｱｰﾉ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ小 中
使用感

B 箱 G

316-10 10 キーケース
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ 6P ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁﾋﾋﾞ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 317

317 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

317-1 1 財布 グッチ
ｿｰﾎｰ グッチ 598187 525040 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽ
ﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B+

317-2 2 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63097 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｵﾘｶﾞﾐﾛﾝ TR4111 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れしっとり 中ｲﾆｼｬﾙ

B

317-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ SN0156 (参定) 75,000円 ▲角ﾊ
ｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ
ｿﾘ ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ

B- 箱 袋

317-4 4 カードケース ＬＶ
ﾀｲｶﾞﾗﾏ ＬＶ M30270 ｺｲﾝｶｰﾄﾞ･ﾎﾙﾀﾞｰ FH4210 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

317-5 5 財布 エルメス
エルメス ｴﾌﾟｿﾝ ﾍﾞｱﾝｽﾌﾚ □Q刻印 6TA ｸﾞﾚｰ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾍﾞ
ﾙﾄﾖｺﾞﾚｺﾊﾞ割れ

B-

317-6 6 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61202 ﾎﾟﾙﾄﾄﾚｿﾞｰﾙｴﾃｭｲﾊﾟﾋﾟｴ CR1154 ▲表面ｿﾘ小 外ﾎﾟ
ｹｯﾄｿﾘ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

AB

317-7 7 財布 プラダ プラダ 1ML506 ﾃｽｰﾄ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾌﾞﾗｯｸ ▲ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 A 箱 G

317-8 8 財布 プラダ
プラダ 1M1132 ｻﾌｨｱｰﾉ 2つ折り長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲表面ｼﾜ小 中ﾖｺﾞﾚ小
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

AB 箱 G

317-9 9 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M61231 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ TS0158 ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ ▲表面
ﾖｺﾞﾚ小 ﾔｹ 金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

AB 箱 袋

317-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M62121 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ SP1106 ﾏﾘｰﾇﾙｰｼﾞｭ
(参定) 117,000円 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽ押し跡小
ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小

AB

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 318

318 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

318-1 1 財布 ヒロフ
ヒロフ ﾚｻﾞｰ ｸﾞﾚｰ 3つ折り ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾁｽﾚ 中使用感
押し跡 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B 袋

318-2 2 財布 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ PVC 2つ折り財布 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲表面ｽﾚ 中使用感 ｺｲ
ﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B+ 箱 袋

318-3 3 財布 印傅屋 印傅屋 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾈｲﾋﾞｰ 2つ折り長財布 ▲角ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A

318-4 4 キーケース グッチ
グッチ 322117 1147 ﾚｻﾞｰ 6P ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ小 表面ﾌﾁｽﾚ小 金具ｽﾚ
中ｽﾚ

AB 箱

318-5 5 財布 プラダ
プラダ 1ML506 ｻﾌｨｱｰﾉ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ小
金具ｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B+ 箱 ｶｰﾄﾞ

318-6 6 財布 グッチ
GG グッチ 346056 2184 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾌﾞﾗｳﾝ ｺﾝﾊﾟｸﾄﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ ▲角ｽ
ﾚ 表面ｽﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｱｳﾄﾚｯﾄ

A

318-7 7 コインケース セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ｲｴﾛｰ×ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ

B ｷｰﾘﾝｸﾞ

318-8 8 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63389 ﾎﾟﾙﾄﾄﾚｿﾞｰﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ CA0040 黄 ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

318-9 9 名刺入れ ブルガリ ブルガリ ﾚｻﾞｰ ｸﾞﾚｰ×ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ小 中ｽﾚ小 A

318-10 10 カードケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60703 ﾎﾟﾙﾄｶﾙﾄ･ｻｰﾝﾌﾟﾙ CA2177 ﾌｭｰｼｬ (参定)
23,000円 ▲表面ﾌﾁｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ小 中使用感

B 箱 袋
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   出品No. 319

319 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

319-1 1 財布 ヒロフ
ヒロフ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中使用感
ﾌﾁｷﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

319-2 2 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ 3つ折り財布 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｽﾚ 中使用感 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖﾚ

B

319-3 3 財布 コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC 2つ折り財布 ｸﾞﾚｰ×ﾌﾞﾗｯｸ ▲中ｽﾚ A

319-4 4 財布 フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ﾚｻﾞｰ 3つ折り財布 225017 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

319-5 5 カードケース プラダ プラダ 1MC025 ｻﾌｨｱｰﾉ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B 箱 ｶｰﾄﾞ

319-6 6 カードケース ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M90216 ｱﾝｳﾞｪﾛｯﾌﾟ･ｶﾙﾄﾄﾞｩｳﾞｨｼﾞｯﾄ CA4160 ﾃﾞｭﾝﾇ (参
定) 32,000円 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 ﾔｹ小 中ｽﾚ

A

319-7 7 キーケース ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30522 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 CT3183 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁﾊｶﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ｲﾆｼｬﾙ

B

319-8 8 カードケース ブルガリ ブルガリ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 金具ｽﾚ ｸｽﾐ 中ｽﾚ B+

319-9 9 コインケース カルティエ カルティエ ｶｰﾌ ﾌﾞﾗｯｸ ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ AB

319-10 10 カードケース ブルガリ ブルガリ ｶｰﾌ ｸﾞﾚｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ AB
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   出品No. 320

320 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

320-1 1 ストラップ プラダ プラダ ｶｰﾌ 黒 ﾊﾞｯｸ用ｽﾄﾗｯﾌﾟ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 金具ｽﾚ B

320-2 2 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｶｰﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡 ﾌﾟﾙ劣化

B-

320-3 3 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾟﾙ劣化

B-

320-4 4 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ 2つ折り長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

B- 箱

320-5 5 手帳カバー ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ R20005 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
押し跡

B

320-6 6 財布 ケイトスペード
ケイトスペード ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 黄 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾜﾚ ﾋﾋﾞ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

320-7 7 カードケース Ｄ＆Ｇ
Ｄ＆Ｇ PVC×ﾚｻﾞｰ 名刺入れ ﾋｮｳ柄 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

B- 箱

320-8 8 サングラス ヴェルサーチ ヴェルサーチ 黒 ﾒﾝｽﾞ ▲ﾌﾚｰﾑ歪み ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B-

320-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61725 2つ折り長札入 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾞﾀ
ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾀﾝ緩い

BC

320-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M60171 長札入れ 黒 (参定) 84,000円 ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙ劣
化

B-



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 321

321 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

321-1 1 カードケース バーバリー バーバリー ｶｰﾌ 黒 ▲中ﾍﾞﾀ B- 箱

321-2 2 ブレスレット Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 変色 B- 袋

321-3 3 ブレスレット ジバンシー ジバンシー ▲金具ｽﾚ ｻﾋﾞ B-

321-4 4 カードケース ダンヒル ダンヒル ｶｰﾌ 黒 ﾊﾟｽｹｰｽ B+

321-5 5 財布 プラダ プラダ M510 ﾅｲﾛﾝ 3つ折り財布 黒 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾛｺﾞﾖｺﾞﾚ AB 箱 ｶｰﾄﾞ

321-6 6 財布 フェラガモ
フェラガモ 長財布 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰ
ｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

321-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60175 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈｸﾚﾃﾞｨ 旧型 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔ
ﾌﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

321-8 8 財布 キプリス
キプリス ﾚｻﾞｰ ｵﾚﾝｼﾞ 3つ折り財布 ▲ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 札入れｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B+

321-9 9 小物 ４本山 ４本山 ｾﾘｰﾇ×4 BC

321-10 10 小物 ２本山 ２本山 ｼｬﾈﾙ×2 BC

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 322

322 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

322-1 1 イヤリング シャネル シャネル ｼﾙﾊﾞｰ ﾒﾀﾙ ｺｺﾏｰｸ ▲金具ｷｽﾞ ｻﾋﾞ B

322-2 2 ピアス シャネル シャネル ｺｺﾏｰｸ ﾊﾟｰﾙ AB

322-3 3 ピアス シャネル シャネル 07C ｺｺﾏｰｸ ｽｸｴｱ ▲表面ｽﾚ 金具変色 ｷｬｯﾁ変形 B+

322-4 4 ピアス シャネル シャネル ｺｺﾏｰｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｻﾋﾞ小 B+

322-5 5 ピアス シャネル シャネル ｺｺﾏｰｸ ▲金具変色 B

322-6 6 ブローチ シャネル シャネル GP 02A 黒 ｺｺﾏｰｸ ▲金具ｽﾚ AB

322-7 7 ブローチ シャネル シャネル GP 02A 黒 ﾊﾞｯｸﾞﾓﾁｰﾌ ▲金具ｻﾋﾞ ﾊﾟｰﾙﾊｶﾞﾚ B

322-8 8 キーリング クロムハーツ
クロムハーツ 黒 SV925×ﾚｻﾞｰ ｸﾛｽﾍﾞﾙﾄﾙｰﾌﾟ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具
ｷｽﾞ

B

322-9 9 指輪 ＬＶ ＬＶ M62822 GP LE0176 ｺﾞｰﾙﾄﾞ #S ﾗｯｷｰｸﾞﾗﾑ ▲金具ｷｽﾞ B 箱 袋 冊子

322-10 10 ネックレス
ヴィヴィアンウ
エストウッド

ヴィヴィアンウエストウッド ｼﾙﾊﾞｰ ﾒﾀﾙ ｵｰﾌﾞ ▲ﾌﾁﾎﾞﾝﾄﾞ跡 A 箱



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 323

323 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

323-1 1 靴 グッチ GG グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｽﾆｰｶｰ 黒 #36 1/2 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ B 箱 袋

323-2 2 靴 ＬＶ ＬＶ スエード ﾌﾞｰﾂ 黒 ﾑｰﾄﾝ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ AB

323-3 3 靴 UGG
UGG スエード 黒 #22.0cm ｼﾞﾐｰﾁｭｳｺﾗﾎﾞ ﾌﾘﾝｼﾞ ﾑｰﾄﾝ ﾌﾞｰﾂ ▲底ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ

B

323-4 4 靴 グッチ グッチ ﾚｻﾞｰ ﾋﾟﾝｸ #37 ﾋﾞｰｽﾀｰ ｽﾆｰｶｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

323-5 5 靴 バリー バリー ﾚｻﾞｰ 黒 #38 SABBY ｸﾘｽﾀﾙ ｻﾝﾀﾞﾙ ▲底ﾖｺﾞﾚ AB 箱 袋 冊子

323-6 6 靴 アナスイ アナスイ ﾚｻﾞｰ 黒 #2 1/2 ﾚｰｽ 刺繍 ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ B+ 箱

323-7 7 ベルト シャネル シャネル 黒 30-75 ﾗﾑｽｷﾝ ｳｴｽﾄﾏｰｸ ﾍﾞﾙﾄ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

323-8 8 スカーフ シャネル シャネル ｼﾙｸ 大判ｽｶｰﾌ ﾀｸﾞ AB 紙袋

323-9 9 財布 プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

323-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 MI0161 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 札入れしっとり ﾛｺﾞｽﾚ ﾌｧｽﾅｰ回り布地飛び出し
ｺｲﾝｹｰｽﾊｶﾞﾚ

B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 324

324 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

324-1 1 靴 バレンシアガ バレンシアガ スエード ﾈｲﾋﾞｰ #36 ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ B

324-2 2 靴 ラルフローレン ラルフローレン ｷｬﾝﾊﾞｽ #38 1/2 千鳥柄 ﾌﾞｰﾃｨ AB

324-3 3 靴
ピエールアル
ディ

ピエールアルディ ﾚｻﾞｰ 黒 #38 ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B 袋

324-4 4 靴(NB) ｷｬｻﾘﾝﾊﾑﾈｯﾄ ﾚｻﾞｰ ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ｷｬﾒﾙ #22 1/2 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ B

324-5 5 靴(NB) ｷｬｻﾘﾝﾊﾑﾈｯﾄ ﾚｻﾞｰ ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ｵﾚﾝｼﾞ #23 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ B

324-6 6 靴 セルジオロッシ セルジオロッシ ﾚｻﾞｰ ｻﾝﾀﾞﾙ ﾌﾞﾗｳﾝ #35 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ B 箱

324-7 7 靴 コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ﾛｰﾌｧｰ ﾌﾞﾗｳﾝ #6C ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 A 箱 冊子

324-8 8 靴 ＹＳＬ ＹＳＬ ﾚｻﾞｰ ﾊﾟﾝﾌﾟｽ 黒 #35 1/2 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ B 箱

324-9 9 靴(NB) 銀座かねまつ ｽｴｰﾄﾞ ｼｮｰﾄﾌﾞｰﾂ ｸﾞﾚｰ #36 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ B

324-10 10 靴 ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ ｾﾙｼﾞｵﾛｯｼ ｸﾚｰｼﾞｭ B-



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 325

325 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

325-1 1 財布(NB)
クロコダイル 長財布 ﾊﾞﾆﾗ ﾊﾞﾆﾗ目地染め ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｺ
ｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

325-2 2 財布(NB) クロコダイル 長財布 白 目地染め ▲表面ﾔｹ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B 箱

325-3 3 財布(NB) クロコダイル 長財布 ﾋﾟﾝｸ ﾏｯﾄ加工 ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A 箱

325-4 4 チャーム ＬＶ ＬＶ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

325-5 5

325-6 6

325-7 7

325-8 8

325-9 9

325-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 326

326 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

326-1 1 ショール ＬＶ ＬＶ 大判ｼｮｰﾙ ▲表面ｽﾚ ﾎﾂﾚ ﾖｺﾞﾚ B ﾀｸﾞ

326-2 2 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ 90cm ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾀｸﾞﾎﾂﾚ B

326-3 3 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ 90cm ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 糸引き有 B

326-4 4 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ 90cm ▲表面ｽﾚ ﾀｸﾞ無 B+

326-5 5 スカーフ カルティエ カルティエ ｼﾙｸ 90cm ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ B+

326-6 6 スカーフ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ｼﾙｸ 90cm ▲表面ｽﾚ B+

326-7 7 小物 ２本山 ２本山 ﾆﾅﾘｯﾁ ﾃﾞｨｵｰﾙ B

326-8 8 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61960 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｷｭｳﾞｪｯﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

326-9 9 小物 ４本山 ４本山 LV BC

326-10 10 小物 ３本山 ３本山 ｾﾘｰﾇ ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ｺｰﾁ B-



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 327

327 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

327-1 1 ベルト ７本山 ７本山 ｴﾙﾒｽ C

327-2 2 ブレスレット ２本山 ２本山 ｼｬﾈﾙ ﾎﾞｯﾃｶﾞ B-

327-3 3 チャーム ＬＶ ＬＶ M66002 GP GL0099 ﾎﾟﾙﾄｸﾚｼｭﾝﾇﾃﾞﾘｱ ▲金具ｽﾚ B 袋

327-4 4 小物 ５本山 ５本山 ｴﾙﾒｽ B-

327-5 5 小物 ６本山 ６本山 ｴﾙﾒｽ B-

327-6 6 小物 ４本山 ４本山 ｴﾙﾒｽ B-

327-7 7 小物 ６本山 ６本山 ｴﾙﾒｽ B-

327-8 8 小物 ２本山 ２本山 LV B-

327-9 9 小物 ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ ｴﾙﾒｽ B-

327-10 10 サングラス ３本山 ３本山 ｼｬﾈﾙ BC

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 328

328 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

328-1 1 小物 サンローラン サンローラン ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾗｲﾀｰ ▲金具ｽﾚ 現状 B ｹｰｽ

328-2 2 小物
ヴィクトリノック
ス

ヴィクトリノックス ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ｽｰﾊﾟｰﾃｨﾝｶｰﾅｲﾌ B-

328-3 3 小物(NB) ﾌﾟｰﾏ ｽﾄｯｸﾏﾝﾅｲﾌ 木 B- ｹｰｽ

328-4 4 サングラス オークリー オークリー 05-895J 茶 Betray ▲ﾌﾚｰﾑ歪み ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B- 袋

328-5 5 サングラス ガザール ガザール 茶 Betray ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B- 袋

328-6 6 小物 ラルフローレン ラルフローレン RA4087 ｻﾝｸﾞﾗｽ 茶 61□16 374/13 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ｶｹ BC ｹｰｽ

328-7 7
サングラス
(NB)

WAKEMAN 充電ｹｰﾌﾞﾙ 偏光 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ 現状 B ｹｰｽ

328-8 8

328-9 9

328-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 329

329 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

329-1 1 小物 ７本山 ７本山 ﾎﾞｯﾃｶﾞ B-

329-2 2

329-3 3

329-4 4

329-5 5

329-6 6

329-7 7

329-8 8

329-9 9

329-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 330

330 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

330-1 1 サングラス １０本山 １０本山 ﾚｲﾊﾞﾝ×5 ｸﾞｯﾁ ｳﾞｪﾙｻｰﾁ YSL ｶﾙﾊﾞﾝｸﾗｲﾝ 他 B-

330-2 2

330-3 3

330-4 4

330-5 5

330-6 6

330-7 7

330-8 8

330-9 9

330-10 10
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   出品No. 331

331 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

331-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CT1069 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B+

331-2 2 財布 グッチ
ﾏｲｸﾛｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 革 ﾈｲﾋﾞｰ ﾏﾈｰｸﾘｯﾌﾟ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中使用
感 ｱｳﾄﾚｯﾄ

B 袋

331-3 3 サングラス グッチ グッチ GG0489 SA002 茶 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ ▲ﾌﾚｰﾑ変形小 SA ｹｰｽ

331-4 4 小物 ティファニー ティファニー ﾌﾞｯｸﾏｰｸ 栞 ﾋﾟｱﾉﾃﾞｻﾞｲﾝ ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B 袋

331-5 5 ベルト
Ｄスクエアード
２

Ｄスクエアード２ 革 SVﾊﾞｯｸﾙ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ B

331-6 6 コインケース シャネル シャネル ｴﾅﾒﾙ 黒 Vｽﾃｯﾁ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

331-7 7 財布 トリーバーチ
トリーバーチ PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

331-8 8 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ CA0052 ▲持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ
ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

331-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61215 ﾎﾟﾙﾄﾄﾚｿﾞｰﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮ TH0073 ▲型崩れ 角ﾔ
ﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ
ﾎｯｸ緩い

BC

331-10 10 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N63208 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕｻﾗ CT4152 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾌ
ﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾍﾟﾝ跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ ｺﾊﾞﾜﾚ

B-
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   出品No. 332

332 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

332-1 1 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N62665 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ TA1145 黒 (参定) 70,000円
▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感 ｲﾆｼｬﾙ消し跡

BC

332-2 2 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ 2つ折り長財布 11番台 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ破
損

BC ｶｰﾄﾞ Gｶｰﾄﾞ

332-3 3 財布 プラダ
プラダ 1M0506 ｴﾅﾒﾙ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 紫 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

332-4 4 カードケース ポーター ポーター 黒 ｶﾚﾝﾄ 2つ折り ▲表面ｽﾚ 押し跡 中ｽﾚ B+

332-5 5 カードケース バレンシアガ
バレンシアガ 616015 革 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

B ST

332-6 6
トラベルケー
ス

ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ専用 LS0153 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
香水臭

B

332-7 7 名刺入れ カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ 革 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 2つ折り ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

332-8 8 カードケース イルビゾンテ イルビゾンテ 革 茶 2つ折り ▲角ｽﾚ 表面押し跡 ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

332-9 9 ベルト エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ □J刻印 ｺﾞｰﾙﾄﾞ Hﾊﾞｯｸﾙ 100cm ▲表面ﾖﾚ ｽﾚ
金具ｷｽﾞ

B

332-10 10 ベルト ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ M6802 革 ｻﾝﾁｭｰﾙ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ B
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   出品No. 333

333 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

333-1 1 ポーチ ボルボネーゼ
ボルボネーゼ ﾚｻﾞｰ 茶 化粧ﾎﾟｰﾁ うずら柄 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

333-2 2 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲角ﾊｶﾞ
ﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

333-3 3 サングラス ブルガリ ブルガリ BV6165 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽｸｴｱ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ﾌﾚｰﾑ変形小 AB ｹｰｽ 袋 ｸﾘｰﾅｰｸﾛｽ

333-4 4 サングラス ＬＶ ＬＶ Z0286E A1029 赤 ｴｳﾞｨﾀﾞﾝｽ ▲金具ｸｽﾐ ﾌﾚｰﾑ変形小 B+ 箱 ｹｰｽ 袋

333-5 5 財布 プラダ
プラダ 1MH132 ｻﾌｨｱｰﾉ 2つ折り長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B 箱 ﾊﾟｽｹｰｽ

333-6 6 財布 サマンサタバサ
サマンサタバサ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ

AB 箱

333-7 7 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 541996 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲表面ｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B+ 箱 袋

333-8 8 財布 コーチ コーチ F23553 2つ折り財布 黒 ▲中ｽﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 AB

333-9 9 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60613 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏﾙｺ CA2145 ﾌﾞﾙｰｾﾚｽﾄ ▲型崩れ 角ｽ
ﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ｲﾆｼｬﾙ

B-

333-10 10 財布 ジミーチュウ
ジミーチュウ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 黒 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大
ﾔｹ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC
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   出品No. 334

334 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

334-1 1 サングラス セリーヌ セリーヌ ▲ﾌﾚｰﾑ歪み ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B- ｹｰｽ

334-2 2 サングラス セリーヌ セリーヌ ▲ﾌﾚｰﾑ歪み ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B- ｹｰｽ

334-3 3

334-4 4

334-5 5

334-6 6

334-7 7

334-8 8

334-9 9

334-10 10
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   出品No. 335

335 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

335-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CT1153 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ

B+

335-2 2 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱﾝﾌｨﾆ ＬＶ N63549 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA0165 ｺｽﾓｽ ▲
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ

B- 袋

335-3 3 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61654 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾘｰｽﾞ SP0998 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
大 ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞ
ﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

335-4 4 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60622 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ SP1152 ﾉﾜｰﾙ (参定) 79,000円
▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰ
ｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾌﾁｷﾚ

BC

335-5 5 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63249 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI0936 ｼﾞｮｰﾇ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

335-6 6 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93521 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI4007 ｱﾏﾗﾝﾄ (参定) 97,000
円 ▲型崩れ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟ
ｹｯﾄ使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

BC

335-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60895 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾙ RA0021 (参定) 53,000円
▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾔｹ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾎﾂﾚ ｶｰﾄﾞｹｰ
ｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

BC

335-8 8 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M6321D CA0053 ﾓｶ ﾎﾟﾙﾄｶﾙﾄ・ｸﾚﾃﾞｨ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｿﾘ ｼﾜ 中押し跡 ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

335-9 9 財布 ブルガリ
ﾌﾞﾙｶﾞﾘﾌﾞﾙｶﾞﾘ ブルガリ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ｴﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

335-10 10 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F54022 ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 黒×茶 ▲角ｽﾚ 表面
ｼﾜ ｽﾚ 中ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B
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   出品No. 336

336 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

336-1 1 財布 Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール 3つ折り財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ×紺 ｻﾄﾞﾙ ▲表面ｽﾚ小
中ﾖｺﾞﾚ小

AB 箱 袋 ｶｰﾄﾞ ﾚｼｰﾄ

336-2 2 財布 ジミーチュウ
ジミーチュウ HANNE RJC 193 ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ｼﾙﾊﾞｰ×黒 ▲中
ｽﾚ小

SA 箱 袋 ｶｰﾄﾞ

336-3 3 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ 114076 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 茶
▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽ
ﾖｺﾞﾚ大 中ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

336-4 4 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ 150509 ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ｸﾞﾚｰ ▲
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ
ﾎｯｸ緩い

BC

336-5 5 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ 120697 ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 黒 ▲角ﾊｶﾞ
ﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ

B-

336-6 6 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ 193642 ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 黒 ▲型崩
れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

336-7 7 財布 ゴヤール
ゴヤール PVC 茶 ｻﾝﾌﾛﾗﾝﾀﾝ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ
札入れﾖｺﾞﾚ

B

336-8 8 財布 コーチ コーチ F52372 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲中ｽﾚ小 A

336-9 9 キーケース ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 TH0947 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

BC

336-10 10 キーケース ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 CA0976 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-
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   出品No. 337

337 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

337-1 1 コインケース プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ 青 ﾛﾎﾞ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ
中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ

BC

337-2 2
シガレット
ケース

ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63024 ｴﾃｭｲ･ｼｶﾞﾚｯﾄ CT3192 (参定) 27,000円 ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ

B-

337-3 3
マネークリッ
プ

サンローラン
サンローラン HPP473186 黒 ﾚｻﾞｰ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

337-4 4 カードケース カルティエ
カルティエ TL238081 ﾚｻﾞｰ 黒 ﾊﾟｼｬ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ 表面ﾛｺﾞｽ
ﾚ

B- ｶｰﾄﾞ

337-5 5 ストラップ フェンディ フェンディ ﾏﾙﾁｶﾗｰ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾄﾗｯﾌﾟ ▲表面ｽﾚ ｼﾜ 金具ｷｽﾞ B

337-6 6 カデナ ＬＶ ＬＶ №319 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B ｷｰ×2

337-7 7

337-8 8

337-9 9

337-10 10
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   出品No. 338

338 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

338-1 1 スカーフ シャネル シャネル ｺｯﾄﾝ ﾀｸﾞ AB

338-2 2 衣類 グッチ グッチ 474326 ｺｯﾄﾝ #M ｴﾝﾌﾞﾛｲﾀﾞﾘｰ ﾆｯﾄｾｰﾀｰ AB

338-3 3 衣類 セリーヌ セリーヌ ｺｯﾄﾝ ｽｶｰﾄ 黒 #36 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 AB

338-4 4 小物 バリー バリー ｷｰﾘﾝｸﾞ A 箱 ﾀｸﾞ

338-5 5 小物 バリー バリー ｷｰﾘﾝｸﾞ ｽﾆｰｶｰﾓﾁｰﾌ A 箱 ﾀｸﾞ

338-6 6 財布 カルティエ
ﾊﾟﾝﾃｰﾙ カルティエ ｴﾅﾒﾙ 3つ折り財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲表面ｼﾜ小 押し跡
小 中ｽﾚ

AB 箱 Gｶｰﾄﾞ

338-7 7 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 499207 ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾏｾﾞﾝﾀ ﾍﾟｰﾊﾟｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小 正面ﾛｺﾞﾖｺﾞﾚ

B+

338-8 8 キーケース
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

338-9 9 財布 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

B-

338-10 10 財布 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

B+ ﾀｸﾞ
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   出品No. 339

339 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

339-1 1 手帳カバー ＹＳＬ ＹＳＬ ﾊﾟﾃﾝﾄﾚｻﾞｰ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｼﾜ ｽﾚ B

339-2 2 財布 プラダ プラダ 3M0510 ﾅｲﾛﾝ 3つ折り財布 黒 ▲表面ｽﾚ 中ｼﾜ B+ Gｶｰﾄﾞ

339-3 3 財布 ダンヒル
ﾃﾞｨｰｴｲﾄ ダンヒル PVC×ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲表面ﾌﾁｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ小 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

AB

339-4 4 財布 コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ ｱｲﾎﾞﾘｰ ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 A

339-5 5 財布 セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC×ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾌﾞﾗｳﾝ がま口 ▲角ｽﾚ
表面ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾌﾁﾎﾞﾝﾄﾞ跡

B+

339-6 6 財布 カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲表面ｽﾚ小 中押し跡小
ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小

AB

339-7 7 財布 フルラ フルラ ﾚｻﾞｰ ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾐｽﾐﾐ ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ小 A

339-8 8 財布 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ×2 2つ折り長財布 AB

339-9 9 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ小 中ｽﾚ ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れｽﾚ

B

339-10 10 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F62545 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾊﾟｽｹｰｽ付ｺｲﾝｹｰ
ｽ ▲表面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B
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   出品No. 340

340 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

340-1 1 指輪 ティファニー ティファニー SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ﾗﾋﾞﾝｸﾞﾊｰﾄ #13 計4.6g ▲金具変色 ｷｽﾞ B-

340-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ﾗﾋﾞﾝｸﾞﾊｰﾄ 計3.7g ▲金具変色 B-

340-3 3 ピアス ティファニー
ティファニー SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ﾗﾋﾞﾝｸﾞﾊｰﾄ 計1.6g ▲金具変色 ｷｬｯﾁ社
外

B-

340-4 4 ブレスレット ブルガリ ブルガリ SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ｺｰﾄﾞ 計12.7g ▲金具ｷｽﾞ B

340-5 5 ブローチ ＹＳＬ ＹＳＬ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｻﾝﾛｰﾗﾝ GP YSLﾛｺﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｷｽﾞ BC

340-6 6 イヤリング YSL YSL ｻﾝﾛｰﾗﾝ GP うず巻き ▲金具ｷｽﾞ ｷｬｯﾁ無 B

340-7 7 イヤリング YSL YSL ｻﾝﾛｰﾗﾝ ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾙ YSLﾛｺﾞ ▲金具変色 BC

340-8 8 ペントップ ＹＳＬ ＹＳＬ ｻﾝﾛｰﾗﾝ ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾙ YSLﾛｺﾞ ▲金具変色 ｸｽﾐ BC

340-9 9 チャーム セリーヌ セリーヌ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾘﾝｼﾞ ▲金具ｷｽﾞ B+

340-10 10 ブローチ スワロフスキー スワロフスキー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾊｰﾌﾟ 楽器 ▲金具ｽﾚ AB ﾀｸﾞ
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   出品No. 341

341 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

341-1 1 財布 カルティエ ﾏｽﾄ カルティエ JL459 434 ｶｰﾌ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲表面ｽﾚ 中押し跡小 ﾖｺﾞﾚ AB

341-2 2 財布 カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ EL274 854 ｶｰﾌ 長財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ
小

A

341-3 3 財布 フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ 茶 折り財布 ▲角ｽﾚ小 札入れｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽ生
地ｳｷ

B

341-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ MI0096 (参定) 75,000円 ▲角ｽ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ ｺｲﾝｹｰｽ生地ｳｷ

B-

341-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61674 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI0976 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感
札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

341-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61736 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ SP0011 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

341-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61660 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ﾋﾞｴ Wﾎｯｸ財布 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

BC

341-8 8 財布 バーバリー
バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 折り財布 ▲表面ﾖｺﾞﾚ
小 中押し跡小

A

341-9 9 財布 コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 長財布 ｸﾞﾚｰ×黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

BC

341-10 10 財布 ミュウミュウ
ミュウミュウ ﾚｻﾞｰ 長財布 緑 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC
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   出品No. 342

342 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

342-1 1 サングラス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾖｺﾞﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B

342-2 2 サングラス グッチ グッチ ▲ﾌﾚｰﾑｽﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B+

342-3 3 サングラス グッチ グッチ ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾖｺﾞﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ BC

342-4 4 サングラス グッチ グッチ ▲ﾌﾚｰﾑ変形 小 ｽﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B

342-5 5 サングラス グッチ グッチ ▲ﾌﾚｰﾑﾖｺﾞﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B

342-6 6 メガネ トムフォード トムフォード ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾚﾝｽﾞｽﾚ B

342-7 7 サングラス ガザール ガザール ▲ﾌﾚｰﾑｽﾚ B+

342-8 8 サングラス フェラガモ フェラガモ ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾖｺﾞﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B-

342-9 9 サングラス Ｄ&Ｇ Ｄ&Ｇ ▲ﾌﾚｰﾑｸｽﾐ 片方ﾈｼﾞ緩い B-

342-10 10
サングラス
(NB)

▲ﾌﾚｰﾑｽﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B
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   出品No. 343

343 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

343-1 1 財布 フェラガモ
フェラガモ PVC 長財布 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

343-2 2 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61730 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ CA1026 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ小

B

343-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61674 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｳﾞｨｴﾉﾜ SD0051 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ
表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰ
ｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感大 札入れﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ ｼﾜ ﾊｶﾞﾚ

BC

343-4 4 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61665 ﾎﾟﾙﾄﾋﾞｴｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨﾓﾈ CA1004 (参定) 50,000円 ▲
型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

BC

343-5 5 財布 コーチ コーチ ｴﾅﾒﾙ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 白 ▲表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ B

343-6 6 財布 コーチ
コーチ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ×茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

343-7 7 財布 コーチ
コーチ PVC 2つ折り財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金
具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

343-8 8 財布 マイケルコース
マイケルコース PVC ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ﾖｺﾞﾚ
小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B+

343-9 9 財布 ポールスミス
ポールスミス ﾚｻﾞｰ TN4123 ﾈｲﾋﾞｰ 財布 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ

BC

343-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M61788 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ TN4123 ﾌﾞﾛｯｻﾑ ▲角ﾊ
ｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ
ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ

B-
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   出品No. 344

344 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

344-1 1 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47515 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｺｽﾒﾃｨｯｸ CA0014 (参定) 50,000円 ▲
角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

344-2 2 ポーチ エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾟﾘｰﾄﾞﾎﾟｰﾁ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中使用感

B

344-3 3 手帳カバー ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ R20700 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM CA1003 (参定) 38,000円 ▲表面ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ小

B+ 箱

344-4 4 財布 Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール PVC 2つ折り財布 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 色移り

B ｱﾄﾞﾚｽ帳

344-5 5 キーケース ＬＶ
ﾏﾋﾅ ＬＶ M64056 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 TN1147 ﾏｸﾞﾉﾘｱ (参定) 46,000円 ▲表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｲﾆｼｬﾙ

B-

344-6 6 靴 フェラガモ ｳﾞｧﾗ フェラガモ 黒 #22.5cm ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｼﾜ AB 箱 袋

344-7 7 靴(NB) bussola 厚底ﾛｰﾌｧｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ #24cm A 箱

344-8 8 小物 ＬＶ ＬＶ M67285 ｼﾙﾊﾞｰ ｻﾎﾟｰﾄﾃﾚﾌｫﾝﾅﾉｸﾞﾗﾑ ▲金具ｷｽﾞ B 箱 袋 ｼｮｯﾊﾟｰ

344-9 9 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62650 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｸﾚ CT0188 (参定) 24,000円 ▲角ｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大

B-

344-10 10 小物 ２本山 ２本山 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ ｹｰｽ ﾗｲﾀｰ B+



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 345

345 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

345-1 1 財布 グッチ GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 658610 ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小 SA 箱 袋

345-2 2 財布 セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ｸﾞﾚｰ ｽﾓｰﾙﾄﾘﾌｫｰﾙﾄﾞ ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 表
面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 札入れﾖｺﾞﾚ小

AB 箱

345-3 3 財布 ロエベ
ロエベ ｶｰﾌ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾓｰﾙﾊﾞｰﾃｨｶﾙ ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中
ｽﾚ小 ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

AB

345-4 4 財布 フルラ フルラ ﾋﾟﾝｸ ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 ﾌｧｽﾅｰ周りﾖｺﾞﾚ AB 箱 袋

345-5 5 財布 シャネル
ｶﾝﾎﾞﾝﾗｲﾝ シャネル 2つ折り長財布 黒 ﾌﾞﾃｨｯｸｼｰﾙ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞ
ﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感

BC ｶｰﾄﾞ

345-6 6
キーホル
ダー

シャネル シャネル ｺﾞｰﾙﾄﾞ 出品取消 ｺｺ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ BC 箱

345-7 7 ボールペン ＬＶ ＬＶ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｷｽﾞ AB 箱

345-8 8 スカーフ ヴェルサーチ ヴェルサーチ ｼﾙｸ 大判 ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾜ小 AB

345-9 9 カードケース ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63582 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･ﾄﾞｩ･ﾎﾟｯｼｭ SP1006 ﾉﾜｰﾙ ▲表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 中使用感 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

345-10 10 サングラス グッチ グッチ GG2803 茶 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑﾖｺﾞﾚ B ｹｰｽ

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 346

346 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

346-1 1 メガネ(NB) ｵﾘﾊﾞｰﾋﾟｰﾌﾟﾙｽﾞ Rita-J ｳｪﾘﾝﾄﾝ べっ甲 度無 (参定) 37,800円 A ｹｰｽ 袋

346-2 2 サングラス ２本山 ２本山 ｶｻﾞｰﾙ B

346-3 3 サングラス ３本山 ３本山 ﾚｲﾊﾞﾝ ｵｰｸﾘｰ B-

346-4 4 小物 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ BC

346-5 5 小物 ７本山 ７本山 ｹｲﾄｽﾍﾟｰﾄﾞ ﾌﾙﾗ BC

346-6 6 小物 ５本山 ５本山 ﾛｴﾍﾞ YSL B-

346-7 7 小物 ４本山 ４本山 ｱﾝﾃﾌﾟﾘﾏ B

346-8 8 財布 ２本山 ２本山 LV BC

346-9 9

346-10 10
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   出品No. 347

347 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

347-1 1 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 ﾌﾞﾗｯｸ ﾀｸﾞ ▲ﾖｺﾞﾚ AB

347-2 2 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 ｸﾞﾘｰﾝ ﾀｸﾞ A 紙袋

347-3 3 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 黄×茶 ﾀｸﾞ S 紙ｹｰｽ

347-4 4 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｵﾚﾝｼﾞ ﾌﾟﾘｰﾂ ﾀｸﾞ ▲ﾖｺﾞﾚ 極小 A ｹｰｽ

347-5 5 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾟﾘｰﾂ ﾀｸﾞ ▲ｼｯﾄﾘ 小 A ｹｰｽ

347-6 6

347-7 7

347-8 8

347-9 9

347-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 348

348 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

348-1 1 サングラス シャネル シャネル ▲金具ｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ変形 B

348-2 2 サングラス シャネル シャネル ▲金具変色 ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ汚れ ﾌﾚｰﾑ変形 B-

348-3 3 サングラス シャネル シャネル ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ﾌﾚｰﾑｽﾚ AB

348-4 4 サングラス シャネル シャネル ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ﾌﾚｰﾑｽﾚ B

348-5 5 サングラス シャネル シャネル ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B

348-6 6 サングラス グッチ グッチ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ AB

348-7 7 サングラス グッチ グッチ ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ AB

348-8 8 サングラス グッチ グッチ ▲ﾚﾝｽﾞ汚れ ﾌﾚｰﾑｽﾚ AB

348-9 9 サングラス フェンディ フェンディ ▲金具ｷｽﾞ ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ傷 B

348-10 10
サングラス
(NB)

X-girl ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾚﾝｽﾞﾖｺﾞﾚ B



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 349

349 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

349-1 1 キーリング フェラガモ フェラガモ GP ﾋﾟﾝｸ ▲金具ｽﾚ B

349-2 2 小物 ＬＶ ＬＶ M80266 US0271 ｼｭｼｭﾅﾉｸﾞﾗﾑ ﾌﾟﾗﾈｯﾄ A

349-3 3 マフラー ＬＶ
ＬＶ M74742 ｳｰﾙ×ｼﾙｸ ｴｼｬﾙﾌﾟ･ﾛｺﾞﾏﾆｱ GM0196 ｸﾞﾘﾍﾟﾙﾙ (参定)
49,000円

A

349-4 4 靴
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン #37 1/2 ｽﾀｯｽﾞ ｽﾘｯﾎﾟﾝ A 箱 袋

349-5 5 マフラー バーバリー バーバリー ｳｰﾙ ▲表面毛羽立ち AB 箱

349-6 6

349-7 7

349-8 8

349-9 9

349-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 350

350 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

350-1 1 小物 ５本山 ５本山 印伝 B-

350-2 2 小物 ７本山 ７本山 ﾌﾞﾙｶﾞﾘ ｼﾝｸﾋﾞｰ 他 B-

350-3 3

350-4 4

350-5 5

350-6 6

350-7 7

350-8 8

350-9 9

350-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 351

351 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

351-1 1 ブローチ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｷｽﾞ B+

351-2 2 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ▲金具ｽﾚ ｽﾄｰﾝｸｽﾐ B

351-3 3 イヤリング Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

351-4 4 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ Gﾛｺﾞ ▲金具ｷｽﾞ B ﾀｸﾞ

351-5 5 イヤリング ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｽﾚ ｸｽﾐ B

351-6 6 小物 ２本山 ２本山 ｳｪｯｼﾞｳｯﾄﾞ×2 B

351-7 7 小物 １０本山 １０本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ×4 ﾌｪﾝﾃﾞｨ ｸﾚｰｼﾞｭ×2 ﾏｲｹﾙｺｰｽ B-

351-8 8 小物 ５本山 ５本山 ﾆﾅﾘｯﾁ B-

351-9 9 小物 ４本山 ４本山 ﾊﾅｴﾓﾘ×4 BC

351-10 10 小物 ５本山 ５本山 ﾊﾅｴﾓﾘ×5 B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 352

352 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

352-1 1
ネックレス
(NB)

ﾛﾝｼｬﾝ GP ▲金具ｽﾚ AB

352-2 2
ネックレス
(NB)

ﾛﾝｼｬﾝ GP ▲金具ｽﾚ AB

352-3 3
ブレスレット
(NB)

ﾛﾝｼｬﾝ GP ▲金具ｽﾚ AB

352-4 4 パスケース コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F63274 PVC×ﾚｻﾞｰ ▲紐ﾖﾚ ﾊﾟｽｹｰｽﾖｺﾞﾚ B ST

352-5 5 小物 ３本山 ３本山 ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾜｰｹﾞﾝ B-

352-6 6 小物 ４本山 ４本山 ﾐｷﾓﾄ×4 ｱﾄﾏｲｻﾞｰ B

352-7 7 サングラス グッチ グッチ GG1284 ﾃｨｱﾄﾞﾛｯﾌﾟ ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑｽﾚ ﾉｰｽﾞﾊﾟｯﾄﾞﾖｺﾞﾚ B

352-8 8 小物 ６本山 ６本山 ｳﾞｪﾙｻｰﾁ ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ﾗﾝｾﾙ B-

352-9 9 小物(NB) ﾍﾞﾙﾄ ﾊﾞﾘｰ ﾚｻﾞｰ ▲金具ｽﾚ A 箱 ﾀｸﾞ

352-10 10 スカーフ バーバリー バーバリー ｼﾙｸ 大判ｽｶｰﾌ ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾐ ｼﾜ B
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   出品No. 353

353 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

353-1 1 財布 カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 出品取消 ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ

BC

353-2 2 財布 カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 出品取消 ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 札入れﾍﾞﾀ

BC

353-3 3 財布 プラダ
プラダ 2ML317 ｻﾌｨｱｰﾉ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

353-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61854 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄﾚﾃｨｰﾛ MI4166 ｽﾘｰｽﾞ (参定)
98,000円 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽ
ﾖｺﾞﾚ

B- 箱 袋

353-5 5 財布 グッチ GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 598662 2つ折り財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲中ｽﾚ小 S 箱 袋

353-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61298 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ UB2137 ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参
定) 60,000円 ▲表面ﾌﾁｽﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 糸色ｵﾁ小

SA 袋

353-7 7 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60965 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA0127 ﾉﾜｰﾙ (参定)
106,000円 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽ
ﾖｺﾞﾚ

B 袋

353-8 8 財布 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ 3つ折り財布 黒 ｵﾌﾞﾘｰｸ ▲金具ｸｽﾐ S 箱 袋

353-9 9 サングラス コーチ コーチ HC8158F ｸﾞﾚｰ ▲ﾌﾚｰﾑ ｽﾚ A ｹｰｽ ｸﾘｰﾅｰｸﾛｽ

353-10 10 サングラス コーチ コーチ AC8120F ﾌﾞﾗｳﾝ ▲ﾌﾚｰﾑ ｽﾚ ﾚﾝｽﾞﾊｶﾞﾚ 小 B+ ｹｰｽ ｸﾘｰﾅｰｸﾛｽ

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 354

354 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

354-1 1 財布
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ小 中使用
感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

354-2 2 財布 フェンディ
フェンディ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ｼﾙﾊﾞｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中
使用感 ﾊｶﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

354-3 3 財布 フェリージ
フェリージ ｸﾛｺ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ｸﾞﾚｰ 型押し ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

354-4 4 財布 シャネル
ﾎﾞｰｲｼｬﾈﾙ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 26番台 黒 ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小 ﾖｺﾞﾚ小

AB Gｶｰﾄﾞ

354-5 5 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 381226 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

B- ｼｮｯﾌﾟｶｰﾄﾞ 印刷物 箱

354-6 6 財布 ポールスミス ポールスミス ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾈｲﾋﾞｰ S 箱

354-7 7 財布(NB) ﾙｼﾞｱｰﾉ ﾊﾞﾚﾝﾁﾉ ﾚｻﾞｰ 長財布 青 ▲角ｷﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾆｵｲ AB

354-8 8 カードケース プラダ プラダ 1MC945 ｻﾌｨｱｰﾉ 黒 ▲表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ A 箱 Gｶｰﾄﾞ

354-9 9 ボールペン カルティエ カルティエ ｼﾙﾊﾞｰ ▲ｽﾚ A 箱 ｹｰｽ 小冊子

354-10 10 サングラス ＬＶ ＬＶ Z1669E MG0272 93L 53□22 150 ▲ﾌﾚｰﾑ ｽﾚ 小 A ｹｰｽ 袋



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 355

355 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

355-1 1 ベルト グッチ
グッチ 22.3894.214351 PVC 黒 GGﾊﾞｯｸﾙ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾎ
ﾂﾚ 金具ｷｽﾞ 穴広がり

BC

355-2 2 ポーチ(NB) ﾗｼｯﾄ ﾚｻﾞｰ 茶 ▲型崩れ 表面ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ B-

355-3 3 カードケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M81817 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ・ﾄﾞｩ ﾎﾟｯｼｭ IC S 箱 袋

355-4 4
キーケース
(NB)

PVC 6Pｷｰﾘﾝｸﾞ付き 白 ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ小 A

355-5 5

355-6 6

355-7 7

355-8 8

355-9 9

355-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 356

356 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

356-1 1 サングラス シャネル シャネル ▲金具変色 ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ変形 B+

356-2 2 メガネ レイバン レイバン ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ﾉｰｽﾞﾊﾟｯﾄﾞﾖｺﾞﾚ AB

356-3 3 サングラス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ変形 B

356-4 4 サングラス グッチ グッチ ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞﾖｺﾞﾚ ﾌﾚｰﾑ緩い B-

356-5 5 サングラス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B+

356-6 6
サングラス
(NB)

ｴｽｶｰﾀﾞ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ AB

356-7 7 メガネ(NB) ｴﾝﾎﾟﾘｵｱﾙﾏｰﾆ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ AB

356-8 8 サングラス ラルフローレン ラルフローレン B

356-9 9
サングラス
(NB)

DAKS ▲金具ｽﾚ ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B

356-10 10 サングラス カレラ カレラ ﾎﾟﾙｼｪﾃﾞｻﾞｲﾝ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ B+



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 357

357 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

357-1 1 イヤリング シャネル シャネル 01A ▲金具ｷｽﾞ ｽﾄｰﾝ欠け ｽﾄｰﾝ落ち BC

357-2 2 イヤリング フェラガモ フェラガモ ▲金具変色 B-

357-3 3 チャーム ＬＶ ＬＶ M68105 OB1115 ▲金具ｽﾚ AB

357-4 4 ネックレス ＬＶ ＬＶ M00631 LE0222 A

357-5 5 バック(NB) 出品取消  出品取消

357-6 6 万年筆 モンブラン モンブラン ﾍﾟﾝ先585 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 変色 B-

357-7 7 ボールペン カルティエ カルティエ ▲表面ｽﾚ小 AB

357-8 8 万年筆 パーカー パーカー ▲金具ｷｽﾞ 変色 B-

357-9 9 ライター ダンヒル ダンヒル ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 現状 B

357-10 10 ライター ダンヒル ダンヒル ▲金具ｷｽﾞ 現状 B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 358

358 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

358-1 1 ネクタイ シャネル シャネル ｴﾝｼﾞ ▲表面薄ﾖｺﾞﾚ B+

358-2 2 ネクタイ
ジョルジオアル
マーニ

ジョルジオアルマーニ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ｴﾝｼﾞ ▲表面ﾆｵｲ B+

358-3 3 ネクタイ ランバン ランバン ｸﾞﾚｰ AB

358-4 4 ネクタイ
ジャンニヴェル
サーチ

ジャンニヴェルサーチ ｸﾞﾚｰ ▲ﾀｸﾞﾎﾂﾚ B

358-5 5 ネクタイ(NB) ﾚｵﾅｰﾙ こげ茶 AB

358-6 6 ネクタイ(NB) 茶×黒 AB

358-7 7 ネクタイ(NB) 紺 B+

358-8 8 小物 マイケルコース マイケルコース 黒 ﾏﾌﾗｰ A

358-9 9 スカーフ エルメス エルメス ｶﾚ90 茶 ▲表面ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾀｸﾞﾄﾚｶｹ B-

358-10 10 スカーフ ＬＶ ＬＶ ｸﾞﾚｰ AB



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 359

359 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

359-1 1
シガレット
ケース

ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M63024 ｴﾃｭｲ･ｼｶﾞﾚｯﾄ CT1000 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

359-2 2
シガレット
ケース

ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M63024 ｴﾃｭｲ･ｼｶﾞﾚｯﾄ CT1000 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

359-3 3

359-4 4

359-5 5

359-6 6

359-7 7

359-8 8

359-9 9

359-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 360

360 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

360-1 1 財布
ボッテガヴェネ
タ

ﾏｷｼｲﾝﾄﾚ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ｸﾞﾘｰﾝ ▲ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝ
ｹｰｽ跡

A 箱 袋

360-2 2 財布 プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ ﾄﾗﾍﾞﾙｹｰｽ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ﾌｧｽﾅｰ固い ｽﾚ 毛羽立ち 内ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽ内ﾔﾌﾞﾚ

B

360-3 3 ポーチ エルメス エルメス ﾚｻﾞｰ □J刻 ｴﾄｩｰﾌﾟ ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾖｺﾞﾚ B

360-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M60171 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ SN0128 ﾉﾜｰﾙ (参
定) 88,000円 ▲ｽﾚ 内ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

A 箱 袋

360-5 5 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63477 ﾎﾟﾙﾄ12ｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ SP0995 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲ｺﾊﾞｽﾚ 内ﾖ
ｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ大

B

360-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61725 ﾎﾟｼｪｯﾄ・ﾎﾟﾙﾄ・ﾓﾈ・ｸﾚﾃﾞｨ TH0052 ▲ｺﾊﾞｽﾚ 内ﾖ
ｺﾞﾚ

AB

360-7 7 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30652 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･ｱﾄｰﾙ MI0062 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲ｺﾊﾞｽﾚ 内
ﾖｺﾞﾚ

B

360-8 8 財布他 ２本山 ２本山 LV 長札入れ ｷｰｹｰｽ6P BC

360-9 9 財布 ３本山 ３本山 ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｱﾅｽｲ ｺｰﾁ B

360-10 10 ポーチ ４本山 ４本山 ｱﾅｽｲ*3 ﾈｺ 他 AB



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 361

361 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

361-1 1 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41660 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA4196 (参定) 89,000円 ▲
角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

361-2 2 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N62665 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ SP4150 (参定) 70,000円 ▲
角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 中ﾆｵｲ

AB 箱 袋

361-3 3 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩
れ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B 箱 袋

361-4 4 財布 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 573811 ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 黒 ▲表面ｽﾚ小 ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

A 箱 袋

361-5 5 財布 グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 598778 2つ折り財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ｲﾁｺﾞ柄 ▲ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ

AB

361-6 6 財布 グッチ グッチ 473928 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲金具ｽﾚ A 箱 袋

361-7 7 財布 サンローラン
サンローラン 403723 2つ折り財布 黒 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞ
ﾚ

AB 箱 袋

361-8 8 財布
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲表面ｽﾚ 金
具ｽﾚ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ小 ｽﾀｯｽﾞﾊｶﾞﾚ

AB 箱 袋 紙袋 明細

361-9 9 キーリング バレンシアガ バレンシアガ 551984 黒 ▲金具ｽﾚ A 箱 袋 紙袋 保

361-10 10 財布 グッチ
グッチ 476084 ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 黒 ｼｪﾘｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 362

362 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

362-1 1 ベルト エルメス
エルメス ｺﾝｽﾀﾝｽﾍﾞﾙﾄ □K刻印 ﾌﾞﾗﾝﾅﾁｭﾗﾙ ｴﾌﾟｿﾝ ｳﾞｫｰｼｬﾓﾆｰ H
▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｷｽﾞ

B 箱 袋

362-2 2 手帳カバー ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ R2005H ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM CA0073 ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ (参定) 35,000円 ▲角
ｽﾚ小 金具ｽﾚ

A

362-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60136 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ CA0153 ﾙｰｼﾞｭ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ ｲﾆｼｬ
ﾙ

B

362-4 4 キーケース ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N60020 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 FL3087 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

362-5 5 財布 プラダ
プラダ 1M1132 ｻﾌｨｱｰﾉ 2つ折り長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B ｶｰﾄﾞ

362-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M66565 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｱﾝｿﾘｯﾄ CA3078 ｳﾞｪｰﾙ ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ
使用感

B-

362-7 7 財布 ３本山 ３本山 ｺｰﾁ×2 ｱﾙﾏｰﾆ B+

362-8 8 財布 ２本山 ２本山 LV×2 BC

362-9 9 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61735 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ RA0033 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 金具ｽﾚ AB

362-10 10 小物 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ×2 AB



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 363

363 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

363-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61217 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾄﾚｿﾞｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ TH1919 ▲型
崩れ 角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入
れﾍﾞﾀ 使用感

B-

363-2 2 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ ﾎﾟｼｪｯﾄ・ﾎﾟﾙﾄ・ﾓﾈ・ｸﾚﾃﾞｨ 確認出来ず 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾒｯｷﾊｹﾞ 全ﾇﾘ

BC

363-3 3 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63704 LO0911 ﾎﾞﾙﾈｵｸﾞﾘｰﾝ ｷｭﾍﾞｯﾄ ｽﾌﾟｰﾙ ▲角ｽﾚ 表面
ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

363-4 4 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63202 ﾎﾟﾙﾄ2ｶﾙﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ SP0910 ﾉﾜｰﾙ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ﾖｺﾞﾚ ﾊﾟｽｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

363-5 5
シガレット
ケース

ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M63024 ｴﾃｭｲ･ｼｶﾞﾚｯﾄ MI0936 (参定) 30,000円 ▲型崩
れ 角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

363-6 6
シガレット
ケース

コーチ コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ▲表面毛羽立ち小 中ｽﾚ小 A

363-7 7 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 150509　V0013
2040 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

363-8 8 コインケース カルティエ カルティエ ﾚｻﾞｰ 黒 ﾊﾟｼｬ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

363-9 9 チョーカー エルメス エルメス ｼﾞｬﾝﾎﾞ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ B-

363-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ ▲金具ｸｽﾐ B+

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 364

364 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

364-1 1 ネクタイ ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ ﾌｪﾗｶﾞﾓ ｴﾄﾛ B

364-2 2 財布 エルメス
エルメス ﾘｻﾞｰﾄﾞ ﾍﾞｱﾝｽﾌﾚ □M刻印 ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小
札入れﾖｺﾞﾚ

B-

364-3 3 財布(NB)
Berluti ｶｰﾌ ｶﾘｸﾞﾗﾌｨ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 茶 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ大 ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感大

BC

364-4 4 手帳カバー ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ R20426 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM CA2160 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ (参定) 43,000円 ▲
角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

364-5 5 手帳カバー ＬＶ
ｻｲﾊﾞｰｴﾋﾟ ＬＶ M99080 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM CA1909 ｻｲﾊﾞｰｴﾋﾟ ▲角ｽﾚ 表面
変色 ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B-

364-6 6 ボールペン ティファニー ティファニー Tｸﾘｯﾌﾟ ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ B-

364-7 7 ボールペン ティファニー ティファニー Tｸﾘｯﾌﾟ ▲金具ｷｽﾞ B

364-8 8 ピアス シャネル シャネル 出品取消 ▲表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｷｬｯﾁなし B

364-9 9 ピアス シャネル シャネル 出品取消 ▲表面変色 B-

364-10 10 イヤリング シャネル シャネル 出品取消 ▲金具変色 金具破損 C
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   出品No. 365

365 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

365-1 1 ブローチ シャネル シャネル 12P ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

365-2 2 ピアス シャネル シャネル 01P ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

365-3 3 イヤリング Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ｷｽﾞ B

365-4 4 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

365-5 5 ネックレス ＹＳＬ ＹＳＬ ▲金具ｽﾚ AB

365-6 6 ネックレス セリーヌ セリーヌ ▲金具ｽﾚ AB

365-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー ﾋﾞｰﾝｽﾞ ▲金具ｽﾚ ｸｽﾐ B+

365-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー ﾁｪｰﾝ ▲金具変色 B-

365-9 9 指輪 フェンディ フェンディ ▲ｽﾄｰﾝ落ち BC

365-10 10 イヤリング Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ｽﾚ小 A

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 366

366 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

366-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ AN0990 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾌｧｽﾅｰ 社外

BC

366-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ 824 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ
ｺｲﾝｹｰｽﾊｶﾞﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ 中 ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ 社外修理

BC

366-3 3 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63697 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾎﾞﾜｯﾄ MI0987 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞ
ﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B

366-4 4 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾎﾞﾜｯﾄ MI0054 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞ
ﾚ ﾎｯｸ不良

B-

366-5 5 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾎﾞﾜｯﾄ MI0947 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞ
ﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC

366-6 6 財布 カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ
ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

366-7 7 財布 セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC 2つ折り長財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 押し跡 ﾔｹ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

366-8 8 バック(NB) 出品取消  

366-9 9 ポーチ MCM MCM PVC 茶 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B

366-10 10 コインケース サンローラン サンローラン ﾚｻﾞｰ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ AB
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   出品No. 367

367 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

367-1 1 手帳カバー ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ R20042 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞMM SP0054 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｷ
ｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中押し跡 ﾖｺﾞﾚ

B

367-2 2 キーケース ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M64421 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 TS4137 ﾉﾜｰﾙ (参定) 43,000円 ▲
型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

367-3 3 キーケース ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N62631 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 TH0089 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

BC

367-4 4 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62631 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 (参定) 21,000円 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中劣化

BC

367-5 5 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62631 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 FL0063 (参定) 21,000円 ▲型崩れ
角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

BC

367-6 6 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62650 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｸﾚ CA0938 (参定) 24,000円 ▲表面ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

367-7 7 キーケース エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ □H刻印 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｼﾜ ｽﾚ
ｷｰﾘﾝｸﾞ1P取れ

C

367-8 8 財布 シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ 2つ折り財布 3番台 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽ
ﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

BC

367-9 9 財布 コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾌｧｽﾅｰ付財布 ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

367-10 10 コインケース コーチ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｼﾐ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 368

368 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

368-1 1 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール B

368-2 2 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール AB

368-3 3 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール B

368-4 4 ブレスレット Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール B+

368-5 5 ネックレス スワロフスキー スワロフスキー A

368-6 6 ピアス(NB) AB

368-7 7 小物(NB) ｱｸｾｻﾘｰｹｰｽ 中ﾖｺﾞﾚ小 AB

368-8 8 小物(NB) ｶﾌﾘﾝｸｽ B

368-9 9
ボールペン
(NB)

AB

368-10 10 ベルト フェラガモ フェラガモ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ 裏ｽﾚﾊｶﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚﾊｶﾞﾚ B-
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   出品No. 369

369 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

369-1 1 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 ｸﾞﾘｰﾝ Boogaie woogie ﾀｸﾞ ▲表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ B-

369-2 2 タオル エルメス エルメス ｺｯﾄﾝ 赤 ﾀｸﾞ AB

369-3 3 マフラー バーバリー バーバリー ｸﾞﾚｰ ▲表面毛羽立ち ｼﾐ B-

369-4 4 マフラー バーバリー バーバリー ｶｼﾐｱ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ ▲表面毛羽立ち B

369-5 5 マフラー ２本山 ２本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ×2 ﾄﾛｯﾀｰ ▲表面ﾔﾌﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

369-6 6 スカーフ グッチ グッチ ｼﾙｸ 大判ｽｶｰﾌ ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ BC

369-7 7 衣類 フェラガモ フェラガモ ｺｯﾄﾝ ﾋﾟﾝｸ ﾊﾟﾝﾂ ITALY42 ▲表面ﾖｺﾞﾚ B

369-8 8 衣類 バーバリー バーバリー ｺｯﾄﾝ 黒 #38 ﾎﾟﾛｼｬﾂ ﾜﾝﾋﾟｰｽ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

369-9 9 衣類(NB) ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰｽﾞ ｺｯﾄﾝ ﾄﾚﾝﾁｺｰﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ BC

369-10 10 衣類 エスカーダ エスカーダ #34 ｺｯﾄﾝ ﾃﾞﾆﾑ ｽｶｰﾄ B+

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 370

370 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

370-1 1 衣類 マルニ マルニ ｺｯﾄﾝ ｶｰｷ #38 ﾁｭﾆｯｸ ▲表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ B-

370-2 2 衣類
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ｺｯﾄﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ #4 ｼﾞｬｹｯﾄ B

370-3 3 衣類 リーバイス
リーバイス 70608 59 ｺｰﾃﾞｭﾛｲ ｸﾞﾚｰ #XL ﾎﾞｱ ｼﾞｬｹｯﾄ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B

370-4 4 衣類 ランバン ランバン ｺｯﾄﾝ ｸﾞﾚｰ #48 ﾌﾞﾙｿﾞﾝ ▲表面変色 首元ﾖｺﾞﾚ大 BC

370-5 5 小物(NB) ARNSTADT KRISTALL 花瓶 B

370-6 6 ライター ４本山 ４本山 ▲現状 B

370-7 7 ストール ３本山 ３本山 BIASA×2 MOGA B

370-8 8 スカーフ ３本山 ３本山 ｴﾙﾒｽ ｾﾘｰﾇ ｴﾄﾛ 大判 BC

370-9 9 小物 ３本山 ３本山 ｼｬﾈﾙ LV×2 BC

370-10 10 小物 １０本山 １０本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ×4 ｸﾞｯﾁ×3 ﾌｪﾝﾃﾞｨ ﾀﾞﾝﾋﾙ ｺｰﾁ C
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   出品No. 371

371 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

371-1 1 財布 ２本山 ２本山 吉田ｶﾊﾞﾝ ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝｳｴｽﾄｳｯﾄﾞ B+

371-2 2 財布 ３本山 ３本山 ｺｰﾁ×2 ﾏｲｹﾙｺｰｽ AB

371-3 3 ネクタイ シャネル シャネル ﾈｲﾋﾞｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ B

371-4 4 靴 エルメス エルメス ｽﾆｰｶｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ #43 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｶﾋﾞ BC 箱

371-5 5 靴(NB) ﾒｿﾞﾝﾏﾙｼﾞｪﾗ S57WR0851 ｽﾘｯﾎﾟﾝﾀﾋﾞｼｭｰｽﾞ 黒 #41 (参定) 102,000円 A 箱 袋 別ｲﾝｿｰﾙ

371-6 6 靴 コンバース コンバース ｷｬﾝﾊﾞｽ 白 #27.5cm ｼﾞｬｯｸﾊﾟｰｾﾙ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 AB 箱

371-7 7 靴 ナイキ ナイキ CW2288 111 ﾚｻﾞｰ 白 #28cm ｴｱﾌｫｰｽ1 ▲底ﾖｺﾞﾚ AB 箱

371-8 8 靴(NB) ﾊﾞﾝｽﾞ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｵｰｾﾝﾃｨｯｸ 白 #27.5cm ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ B+ 箱

371-9 9 帽子 ３本山 ３本山 ﾆｭｰｴﾗ×3 AB

371-10 10 サングラス グッチ グッチ GG0381SA ▲ﾌﾚｰﾑ歪み小 AB

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 372

372 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

372-1 1 サングラス ブルガリ ブルガリ AB ｹｰｽ 袋

372-2 2 ネックレス ＬＶ
ＬＶ M61083 OB0220 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾈｯｸﾚｽ･ｴｾﾝｼｬﾙV (参定) 55,000円 ▲
金具ｽﾚ

AB

372-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ ▲金具ｸｽﾐ B 箱 袋

372-4 4 ネックレス グッチ グッチ SV ﾃﾃﾞｨﾍﾞｱｺｲﾝ ▲金具ｽﾚ AB 箱 袋

372-5 5 ネックレス グッチ グッチ SV ▲金具ｷｽﾞ B 箱 袋

372-6 6 ブレスレット コーチ コーチ ▲金具ｽﾚ小 A 袋

372-7 7 ブレスレット コーチ コーチ ▲金具ｽﾚ小 A

372-8 8 ピアス
ヴィヴィアンウ
エストウッド

ヴィヴィアンウエストウッド ｽﾄｰﾝ A 箱 袋

372-9 9 ピアス
ヴィヴィアンウ
エストウッド

ヴィヴィアンウエストウッド ｽﾄｰﾝ
A 箱 袋 紙袋 販売証明
書×2

372-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 373

373 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

373-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61667 ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾞｯﾌﾟ MI1011 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ
大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ
緩い

BC

373-2 2 財布 シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ 2つ折り長財布 3番台 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ大 ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾞﾀ

B- G

373-3 3 ボールペン ティファニー ティファニー SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ｴﾙｻﾍﾟﾚｯﾃｨ ▲金具ｽﾚ AB 箱 袋

373-4 4 万年筆 ペリカン ペリカン 黒 A 保 ｲﾝｸ  箱 外箱

373-5 5 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾚｻﾞｰ 長財布 1番台 黒 ▲角ｽﾚ小 表面ｼﾜ小 ﾖｺﾞﾚ
小 中ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

A 箱 袋 G

373-6 6 サングラス シャネル シャネル 黒 A 袋

373-7 7 サングラス シャネル シャネル 黒 ▲ﾌﾚｰﾑﾍﾝｹｲ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B 袋

373-8 8 財布 ５本山 ５本山 LV ﾀﾞﾝﾋﾙ ﾎﾞｯﾃｶﾞ ｶﾙﾃｨｴ ｸﾞｯﾁ BC

373-9 9

373-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 374

374 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

374-1 1 イヤリング シャネル シャネル 93A ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具変色 B- 箱

374-2 2 イヤリング シャネル シャネル 93P ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｷｽﾞ B 箱

374-3 3

374-4 4

374-5 5

374-6 6

374-7 7

374-8 8

374-9 9

374-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 375

375 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

375-1 1 キーリング ＬＶ ｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M69475 ﾎﾟﾙﾄｸﾚ･ﾈｵLVｸﾗﾌﾞ (参定) 43,000円 ▲金具ｷｽﾞ B

375-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69034 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ SP5119 ﾄｩﾙﾄﾚｰﾙ (参
定) 122,000円 ▲角ｽﾚ小 表面ｽﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽ押
し跡小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

A

375-3 3 財布 グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 523155 ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｳｫﾚｯﾄ 茶 (参定) 53,000円 ▲
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れｽﾚ

B+

375-4 4 キーケース グッチ GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 456118 ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾎﾜｲﾄ (参定) 32,000円 S 箱 袋

375-5 5 カードケース プラダ プラダ 2MC122 ｻﾌｨｱｰﾉ 黒 ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A 箱 Gｶｰﾄﾞ

375-6 6 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ 656592 ﾚｻﾞｰ 札入れ S020591030 黒
(参定) 100,000円 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｶｰﾄﾞｹｰｽ
使用感

B 箱 袋

375-7 7

375-8 8

375-9 9

375-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 376

376 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

376-1 1 財布 エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ ｱｻﾞｯﾌﾟﾛﾝｸﾞｼﾙｸｲﾝ D刻印 ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

AB

376-2 2 ネックレス シャネル シャネル GP ｺｺﾏｰｸ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

376-3 3 ピアス シャネル シャネル SV ▲ｽﾚ B

376-4 4 スカーフ エルメス エルメス ｶﾚ90 ﾀｸﾞ A

376-5 5 スカーフ エルメス エルメス ｶﾚ90 ﾀｸﾞ ▲ｼﾐ AB

376-6 6

376-7 7

376-8 8

376-9 9

376-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 377

377 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

377-1 1 サングラス コーチ コーチ S498 茶 AB ｹｰｽ

377-2 2 サングラス グッチ グッチ GG1638 黒 ▲ｹｰｽ劣化 ﾌﾚｰﾑ緩い B ｹｰｽ(破損)

377-3 3 サングラス ラルフローレン ラルフローレン 茶 AB ｹｰｽ

377-4 4 マフラー グッチ グッチ 茶 出品取消 B

377-5 5 スカーフ ３本山 ３本山 BC

377-6 6 小物 ２本山 ２本山 ｽﾜﾛﾌｽｷｰ AB

377-7 7 小物 ３本山 ３本山 ﾌｫﾘﾌｫﾘ SV925K18 22.2/2.4/7.0g B 箱

377-8 8 指輪 ２本山 ２本山 ﾏｲｹﾙｺｰｽ B 箱

377-9 9 小物 ４本山 ４本山 B

377-10 10 小物 クレージュ クレージュ B

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 378

378 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

378-1 1 ネックレス ４℃ ４℃ SV925 1.8g ▲金具ｷｽﾞ B 箱

378-2 2 指輪 グッチ グッチ SV925 ﾛｺﾞ 16.4g ▲金具ｷｽﾞ大 B-

378-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾊﾟﾛﾏﾋﾟｶｿ 2.4g ▲金具ｽﾚ AB

378-4 4 ブレスレット ティファニー ティファニー SV925 13.6g ▲金具ｽﾚ AB 箱 袋

378-5 5 ペントップ ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ 3.8g ▲金具ｽﾚ AB 箱 袋

378-6 6 ピアス シャネル シャネル 02C ▲金具変色 石ﾄﾚ BC

378-7 7 ネックレス コーチ コーチ A 箱

378-8 8 ネックレス グッチ グッチ SV925 紫石 5.4g ▲金具ｽﾚ AB

378-9 9 指輪 エルメス エルメス SV925 #53 ﾃﾞｨｱﾝﾇ 12.8g ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B-

378-10 10 ネックレス シャネル シャネル SV925 出品取消 7.6g ▲金具ｷｽﾞ ｷﾚ B



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 379

379 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

379-1 1 指輪 グッチ グッチ SV925 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞG 7.8g ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ B-

379-2 2 指輪 グッチ グッチ SV925 #16 ﾛｺﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ 6.8g ▲金具ｷｽﾞ大 B-

379-3 3 小物(NB) ﾏﾘｸﾚｰﾙ SV925 ｾｯﾄ 10.0g B

379-4 4 スカーフ ２本山 ２本山 ｼｬﾈﾙ ｶﾙﾃｨｴ ▲ﾀｸﾞ無 B

379-5 5 サングラス プラダ プラダ SPR58H ▲金具ｸｽﾐ ﾚﾝｽﾞｽﾚ B ｹｰｽ

379-6 6
スカーフ
(NB)

33本山 ｴﾙﾒｽ 他 BC

379-7 7

379-8 8

379-9 9

379-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 380

380 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

380-1 1 財布 マイケルコース マイケルコース PVC ｼｮﾙﾀﾞｰｳｫﾚｯﾄ ﾌﾞﾗｳﾝ S 袋

380-2 2 財布 マイケルコース マイケルコース PVC ｼｮﾙﾀﾞｰｳｫﾚｯﾄ ﾌﾞﾗｯｸ S 袋

380-3 3 財布 マイケルコース マイケルコース PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾌﾞﾗｳﾝ SA

380-4 4 財布 グッチ ｵﾌｨﾃﾞｨｱ グッチ 735099 3つ折り財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ S 袋

380-5 5 ポーチ ２本山 ２本山 ｼﾞﾙﾊﾞｲｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｱﾅｽｲ A

380-6 6 ポーチ ２本山 ２本山 ﾗﾝﾊﾞﾝｵﾝﾌﾞﾙｰ*2 A

380-7 7 ベルト(NB) ﾙﾈ ﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ A 箱

380-8 8 香水 ヴェレンチノ ヴェレンチノ ｳﾞｧﾚﾝﾃｨﾉﾄﾞﾝﾅ ﾛｰｻﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ 125ml A 箱

380-9 9 化粧品 ２本山 ２本山 ｼｬﾈﾙ 日焼け止め乳液 ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 未使用 S

380-10 10 化粧品 ４本山 ４本山 ｼｬﾈﾙ ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ*2 ﾁｰｸ ｱｲﾗｲﾅｰﾍﾟﾝｼﾙ 未使用 A



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 381

381 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

381-1 1 靴 ２本山 ２本山 ﾌｪﾗｶﾞﾓ NB B

381-2 2 衣類 エルメス エルメス 紺 #38 ﾎﾟﾛｼｬﾂ ▲表面毛羽立ち 虫食い穴あり BC

381-3 3 ネックレス シャネル シャネル GP ▲金具破損 C

381-4 4 ブローチ シャネル シャネル GP ｽﾄｰﾝ付 ▲ｽﾄｰﾝ変色 B

381-5 5 財布 シャネル
ｶﾒﾘｱ シャネル ｶｰﾌ 長財布 12番台 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

381-6 6 財布 シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ 長財布 12番台 ｵﾚﾝｼﾞ ▲表面ﾔｹ ﾌﾁｽﾚ しっとり 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

381-7 7 財布 ゴヤール
ゴヤール PVC×ｶｰﾌ 長財布 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B 箱

381-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61217 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ TH0013 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ
使用感 ﾎｯｸﾕﾙｲ

BC 箱

381-9 9 小物 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M58080 CT1015 ｴﾄｩｲPSP ▲表面ｿﾘ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ AB 箱

381-10 10 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61217 ﾎﾟﾙﾄﾄﾚｿﾞｰﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ▲角ｽﾚ 表面ｿﾘ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B 箱

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 382

382 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

382-1 1 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60015 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ MI2163 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

382-2 2 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N60012 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ CA1142 (参定) 94,000
円 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｲﾆｼｬﾙ ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

382-3 3 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91381 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ｸﾚﾃﾞｨ TH1024 ﾌﾞﾙｰﾆｭｲ (参定) 68,000
円 ▲表面ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

382-4 4 ポーチ シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ 化粧ﾎﾟｰﾁ 4043484 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ
ﾌｧｽﾅｰ回りｻﾋﾞ

B-

382-5 5 財布 シャネル
ﾜｲﾙﾄﾞｽﾃｯﾁ シャネル ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 17番台 黒 ▲角ｽﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾌﾟﾙﾎﾂﾚ 中ﾛｺﾞｽﾚ

B-

382-6 6 財布 シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ 長財布 13番台 深緑 ▲表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 粉ﾌｷ

BC

382-7 7 小物 ２本山 ２本山 LV BC

382-8 8
シガレット
ケース

２本山 ２本山 LV BC

382-9 9 小物 ２本山 ２本山 LV BC

382-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61660 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ﾋﾞｴ 確認できず ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 札入れﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ
ﾎｯｸﾕﾙｲ ﾎﾞﾀﾝﾊｶﾞﾚ

BC



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 383

383 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

383-1 1 財布 バーバリー
バーバリー PVC 2つ折り財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ閉まりにくい

B-

383-2 2 財布 トリーバーチ
トリーバーチ ﾚｻﾞｰ 長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

383-3 3 財布 バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

383-4 4 財布 グッチ
グッチ 231835 ﾚｻﾞｰ 長財布 茶 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｽﾚ 金
具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ｱｳﾄﾚｯﾄ

BC

383-5 5 財布 ２本山 ２本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ ｶﾙﾃｨｴ C

383-6 6 財布 ４本山 ４本山 ｸﾚｰｼﾞｭ ﾚｽﾎﾟｰﾄｻｯｸ ﾆﾅﾘｯﾁ 他 B-

383-7 7 財布 プリマクラッセ
プリマクラッセ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 茶 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ

B- 箱

383-8 8 サングラス プラダ プラダ ZVNOA6 AB ｹｰｽ

383-9 9 サングラス レイバン レイバン RB4075 ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ﾌﾚｰﾑﾕﾙｲ B ｹｰｽ

383-10 10 キーケース プリマクラッセ プリマクラッセ ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ大 中ﾖｺﾞﾚ大 B-

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 384

384 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

384-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60017 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA2078 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC 箱 袋

384-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CT0075 (参定) 75,000円 ▲型
崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ緩い

BC

384-3 3 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 赤 ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰ
ｽ使用感 ﾌｧｽﾅｰ固い ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ

BC 箱

384-4 4 財布 カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 赤 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ大
ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

BC

384-5 5 財布 カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ JL182788 ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 赤 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 札入れｼｰﾙ跡

B 箱

384-6 6 コインケース カルティエ カルティエ ﾚｻﾞｰ ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ AB 箱

384-7 7 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N61735 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ MB437 白 旧型 ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感 ﾌｧｽﾅｰｻﾋﾞ

BC

384-8 8 財布 コーチ コーチ C4537 PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ▲角ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ AB

384-9 9 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91981 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA0164 ﾎﾟﾑ・ﾀﾞﾑｰﾙ ▲角ｽﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

384-10 10 財布 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 8BH185 長財布 茶 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲ
ﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B 箱
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   出品No. 385

385 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

385-1 1 カードケース シャネル ｺｺﾎﾞﾀﾝ シャネル ｶｰﾌ 8番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B- 箱

385-2 2 財布 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ｶｰｷ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用
感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不良

B- 箱

385-3 3 ポーチ フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ PVC ｶｰｷ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

385-4 4 財布
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ 茶 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

385-5 5 カードケース プラダ プラダ 1M0208 ｻﾌｨｱｰﾉ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B- 箱

385-6 6 財布 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ BC

385-7 7 財布 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ BC

385-8 8 財布 ３本山 ３本山 LV C

385-9 9 財布 ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ 他 BC

385-10 10 小物 ４本山 ４本山 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｧｲﾙ 他 BC

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 386

386 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

386-1 1 コインケース ２本山 ２本山 ｶﾙﾃｨｴ B

386-2 2 財布 ２本山 ２本山 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ B

386-3 3 小物 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ ﾄﾗﾍﾞﾙｹｰｽ B

386-4 4 小物 ５本山 ５本山 ﾛｴﾍﾞ ﾌｪﾗｶﾞﾓ 他 B

386-5 5 小物 ２本山 ２本山 ｴﾙﾒｽ LV BC

386-6 6 カードケース ３本山 ３本山 LV BC

386-7 7 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93724 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ SP3181 ｵﾚﾝｼﾞｻﾝｾｯﾄ ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感

B-

386-8 8 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M32822 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA4147 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲角
ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

386-9 9 財布 プラダ
プラダ 1MH132 ﾚｻﾞｰ 長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

386-10 10 傘 ２本山 ２本山 ﾌｪﾝﾃﾞｨ 他 B
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   出品No. 387

387 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

387-1 1 バック グッチ GG グッチ 594101 ﾚｻﾞｰ 黒 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ ▲中ｽﾚ小 A

387-2 2 バングル エルメス エルメス GP 黒 ｴﾏｲﾕﾊﾞﾝｸﾞﾙ ▲金具ｷｽﾞ B+

387-3 3 バングル エルメス エルメス SS ﾚｯﾄﾞ ｴﾏｲﾕﾊﾞﾝｸﾞﾙ AB

387-4 4 ピアス エルメス エルメス 925 ｼｪｰﾇﾀﾞﾝｸﾙ ▲金具ｽﾚ AB

387-5 5

387-6 6

387-7 7

387-8 8

387-9 9

387-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 388

388 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

388-1 1 食器 ４本山 ４本山 ﾃｨﾌｧﾆｰ ﾉﾘﾀｹ ｳｪｯｼﾞｳｯﾄﾞ ﾙｸﾙｰｾﾞ A

388-2 2 ライター ７本山 ７本山 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ ｶﾙﾃｨｴ ﾀﾞﾝﾋﾙ×3 他 ▲現状 BC

388-3 3 ブローチ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ▲ｽﾚ B+

388-4 4 ブレスレット Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ▲底ｽﾚ ｽﾚ AB

388-5 5 スカーフ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾀｸﾞ ▲ｼﾐ B-

388-6 6 スカーフ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾀｸﾞ ▲ｼﾐ B

388-7 7 スカーフ シャネル シャネル ﾀｸﾞ ▲ｼﾐ B-

388-8 8 スカーフ シャネル シャネル ﾀｸﾞ ▲糸ﾋｷ AB

388-9 9 財布 １０本山 １０本山 ｶﾙﾃｨｴ×2 ｸﾞｯﾁ×2 ﾌﾟﾗﾀﾞ×2 他 B-

388-10 10 財布 １４本山 １４本山 LV BC
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   出品No. 389

389 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

389-1 1 靴 リーガル リーガル 茶 #24 1/2EE ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｶﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B

389-2 2

389-3 3

389-4 4

389-5 5

389-6 6

389-7 7

389-8 8

389-9 9

389-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 390

390 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

390-1 1 衣類 カナダグース
カナダグース 黒 #S/P ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ ▲襟元ﾖｺﾞﾚ 袖口ﾖｺﾞﾚ 毛玉 ﾌｧｰ
無

B

390-2 2 手袋(NB) 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

390-3 3

390-4 4

390-5 5

390-6 6

390-7 7

390-8 8

390-9 9

390-10 10
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   出品No. 391

391 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

391-1 1 靴 シャネル シャネル G29529 ﾛﾝｸﾞﾌﾞｰﾂ #36 1/2 ▲ｽﾚ ｿｰﾙ張り替え B+ 箱 袋

391-2 2 靴 シャネル
シャネル G24313 ﾑｰﾄﾝ ｼｮｰﾄﾌﾞｰﾂ #36 1/2 ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｿｰﾙ張り替
え

B 箱 袋

391-3 3 靴 ＬＶ ＬＶ MA0117M #37 1/2 ﾏﾄﾞﾚｰﾇﾗｲﾝ ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲ﾖｺﾞﾚ ｿｰﾙｷｽﾞ B 袋

391-4 4 靴 ＬＶ ＬＶ 1A2Y7X #35 1/2 ﾄﾚｲﾙｱﾝｸﾙﾌﾞｰﾂ ▲ﾖｺﾞﾚ AB

391-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 AR0938 ﾊﾞｹﾂ23 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾋﾋﾞ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ無

BC

391-6 6 バック マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中
使用感

B

391-7 7 バック コーチ コーチ G8N-6203 ｺｯﾄﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ A

391-8 8 バック(NB) ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 中使用感 B

391-9 9 衣類 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ FJTS17YCX #M Tｼｬﾂ ▲ｽﾚ 小 A

391-10 10 衣類 クロムハーツ クロムハーツ 黒 175/96B Tｼｬﾂ ▲ｽﾚ 毛羽立ち小 B ﾀｸﾞ

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 392

392 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

392-1 1 ショール ＬＶ ＬＶ M73676 ﾋﾟﾝｸ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ﾈｵﾅｯﾄ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ B+

392-2 2 ショール ＬＶ ＬＶ M73676 黒 ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ﾈｵﾅｯﾄ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ B

392-3 3 ブレスレット ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M92594 ﾌﾞﾗｽﾚ ﾎﾟﾙﾄｱﾄﾞﾚｽ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ｷ
ｽﾞ

B 袋

392-4 4

392-5 5

392-6 6

392-7 7

392-8 8

392-9 9

392-10 10
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   出品No. 393

393 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

393-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61202 ﾎﾟﾙﾄﾄﾚｿﾞｰﾙ･ｴﾃｭｲﾊﾟﾋﾟｴ SP0075 ▲角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

393-2 2 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61728 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA0163 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 膨らみ

B-

393-3 3 財布 ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M60049 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA2037 ﾌﾞﾛﾝ ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感

B-

393-4 4 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M90208 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ TN4114 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B+

393-5 5 財布 ４本山 ４本山 LV BC

393-6 6 サングラス グッチ グッチ GG0726S ▲金具ｽﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ AB 保 袋

393-7 7 ピアス ＬＶ ＬＶ M61088 ｴｯｾﾝｼｬﾙV ﾌｰﾌﾟ ▲金具ｷｽﾞ B

393-8 8 キーリング ＬＶ ＬＶ M65087 ﾋﾞｼﾞｭｰｻｯｸ ｱﾝｿﾚﾝｽ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

393-9 9 キーリング ＬＶ ＬＶ M65997 ﾎﾟﾙﾄｸﾚ･ｽｳｨﾝｸﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

393-10 10 財布 ２本山 ２本山 ｼｬﾘｵｰﾙ B 箱
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   出品No. 394

394 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

394-1 1 手帳カバー ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ R20062 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞGM MI0947 赤 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

394-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60697 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ IC 茶 (参定) 57,000円 ▲ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

AB 袋

394-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M62295 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ MB3118 青
(参定) 89,000円 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞ
ﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ緩い

B-

394-4 4 カードケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62920 ｱﾝｳﾞｪﾛｯﾌﾟ･ｶﾙﾄﾄﾞｩｳﾞｨｼﾞｯﾄ ▲表面ｿﾘ小 中ｽﾚ AB 箱

394-5 5 コインケース シャネル
シャネル ｴﾅﾒﾙ 黒 ﾌｧｽﾅｰ ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

394-6 6 カードケース ブルガリ ブルガリ PVC×ﾚｻﾞｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中使用感小 AB 箱 ﾀｸﾞ

394-7 7 財布 グッチ
グッチ ｶｰﾌ 2つ折り長札入れ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ｷｽﾞ 中ｽﾚ 押
し跡 変色 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

394-8 8 キーケース ２本山 ２本山 LV ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ C

394-9 9 バック(NB) 出品取消  

394-10 10 ライター ティファニー ティファニー ｵｲﾙﾗｲﾀｰ 黒 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 現状 B- 箱 袋
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   出品No. 395

395 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

395-1 1 キーケース セリーヌ ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC 6P 茶 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 中使用感 AB

395-2 2 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC 2つ折り財布 ﾋﾟﾝｸ ▲中使用感 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ 札
入れﾖｺﾞﾚ

B+

395-3 3 財布 バレンシアガ
バレンシアガ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 赤 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

BC 箱 袋

395-4 4 財布 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

B-

395-5 5 財布 プラダ
プラダ 1MH132 ｻﾌｨｱｰﾉ 2つ折り長財布 紺 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ
金具ｸｽﾐ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾊﾟｽｹｰｽ無

B ｶｰﾄﾞ

395-6 6 財布 プラダ
プラダ 1ML506 ｻﾌｨｱｰﾉ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ小 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 表面膨らみ ﾌﾁ ｽﾚ

B- ｶｰﾄﾞ

395-7 7 財布 グッチ
グッチ 476084 ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾌﾁｽﾚ ｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

395-8 8 財布 グッチ
ﾏｲｸﾛｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 449391 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ｱ
ｳﾄﾚｯﾄ

B

395-9 9 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 2つ折り長財布 2番台 ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
大 ﾌﾁｽﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾔﾌﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

BC 箱 ｶｰﾄﾞ

395-10 10
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   出品No. 396

396 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

396-1 1 ペントップ ティファニー ティファニー SV ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ 4.6g ▲金具ｷｽﾞ B

396-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV 5.6g 名古屋ﾏﾗｿﾝ2020年 ひまわり ▲金具ｷｽﾞ B

396-3 3 指輪 ティファニー ティファニー SV ｱﾄﾗｽ 9.4g ▲金具ｷｽﾞ B

396-4 4 指輪 ティファニー ティファニー SV ｱﾄﾗｽ 8.2g ▲金具ｷｽﾞ B

396-5 5 指輪 ティファニー ティファニー SV 1837 5.5g ▲金具ｷｽﾞ B

396-6 6 指輪 ティファニー ティファニー SV 1837 4.5g AB 箱 袋

396-7 7 指輪 ティファニー ティファニー SV 1837 3.9g B+ 箱 袋

396-8 8 指輪 ティファニー ティファニー SV ﾊｰﾄ 1.8g ▲金具ｷｽﾞ B

396-9 9 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ﾍﾞﾈﾁｱﾝ 15.0g ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B-

396-10 10 キーリング ティファニー ティファニー SV ﾘﾀｰﾝﾄｩ 15.7g ▲金具ｷｽﾞ大 B-
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   出品No. 397

397 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

397-1 1 ネックレス
ジョージジェン
セン

ジョージジェンセン SV 13.9g ▲金具変色 B-

397-2 2 ペントップ ティファニー ティファニー SV ﾃﾝﾀﾞﾈｽ ｸﾛｽ 2.3g ▲金具ｷｽﾞ B

397-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ 5.0g ▲金具ｷｽﾞ B

397-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV ｸﾛｽ 8.2g ▲金具ｷｽﾞ B 箱 袋

397-5 5 ネックレス グッチ グッチ SV ﾊｰﾄ 8.0g ▲金具ｽﾚ B+ 箱 袋

397-6 6 ピアス グッチ グッチ SV ﾊｰﾄ 3.4g ▲金具ｽﾚ AB 箱 袋

397-7 7 ブレスレット グッチ グッチ SV 39.7g ▲金具ｷｽﾞ B

397-8 8 指輪 エルメス エルメス SV ｸﾛﾜｾﾞｯﾄ 8.8g ▲金具ｷｽﾞ B 箱 ｹｰｽ

397-9 9 チャーム シャネル シャネル ｺｺﾏｰｸ ﾊﾟｰﾙ付 ▲金具ｷｽﾞ ﾊﾟｰﾙﾊｶﾞﾚ B- 箱

397-10 10 ブローチ シャネル シャネル ｺｺﾏｰｸ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ▲表面ﾖｺﾞﾚ B
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   出品No. 398

398 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

398-1 1 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91981 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA4067 ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具変色 ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

398-2 2 小物 ３本山 ３本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ×2 ｾﾘｰﾇ B+

398-3 3 イヤリング シャネル シャネル GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｺｺﾏｰｸ ▲金具ｻﾋﾞ B 箱

398-4 4 ボールペン ティファニー ティファニー SV925 ｼﾙﾊﾞｰ Tｸﾘｯﾌﾟ ▲金具変色 ｲﾝｸ無 BC 袋

398-5 5 ポーチ ４本山 ４本山 ｺｰﾁ×4 B-

398-6 6 財布 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ×2 B-

398-7 7 ポーチ ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ ﾏｲｹﾙｺｰｽ ﾗｼｯﾄ ▲現状 B-

398-8 8 靴(NB) ﾌｨﾗ ｽﾆｰｶｰ #24cm 白 ▲表面変色 B ｼｭｰｸﾘｰﾑ 替えﾋﾓ

398-9 9 靴 プラダ プラダ 黒 #36 ｻﾝﾀﾞﾙ B 箱

398-10 10 靴 C・ディオール C・ディオール ｸﾞﾚｰ ｾｯﾄｱｯﾌﾟｽｰﾂ A4 ▲表面ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 中ﾎﾂﾚ B-
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   出品No. 399

399 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

399-1 1 靴 ５本山 ５本山 ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ×5 AB

399-2 2 衣類(NB)
BARK ｳｰﾙ ﾆｯﾄﾀﾞｯﾌﾙｺｰﾄ ﾋﾟﾝｸ ﾀｸﾞ #S (参定) 88,000円 ▲ﾎﾞﾀﾝ 糸ﾎ
ﾂﾚ ｹﾊﾞﾀﾞﾁ 小

A

399-3 3 衣類(NB) ﾑｰﾄﾝ ｼｮｰﾄｼﾞｬｹｯﾄ #M-L ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲香水臭 小 ｽﾚ B

399-4 4 衣類 ＬＶ ＬＶ 綿 黒 #L ﾊｲﾈｯｸﾛﾝｸﾞTｼｬﾂ ▲ﾖｺﾞﾚ B

399-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 96,000円 ▲ﾌﾁﾊｶﾞﾚ小
ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄｿﾘ

S 箱 袋

399-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M62295 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ IC 黒 (参定)
96,000円 ▲ﾌﾁﾊｶﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

A 箱 袋

399-7 7 ポーチ ポーター
ポーター 349-1117 ﾚｻﾞｰ ｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｲﾄﾝ ﾎﾟｰﾁS ｽﾀｯｽﾞ (参定) 13,000
円

S 袋 紙袋 取説 納品書

399-8 8 財布
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス M0013360 ﾚｻﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄ 2つ折り財布
▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 変色 ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ

B-

399-9 9 財布 マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中
ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

AB

399-10 10
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   出品No. 400

400 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

400-1 1 指輪 ティファニー ティファニー SV ｱﾄﾗｽ ▲金具ｷｽﾞ 変色 B- 袋

400-2 2 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ｼｸﾞﾈﾁｬｰ ▲金具ｷｽﾞ B 箱

400-3 3 ブレスレット ティファニー ティファニー ﾊｰﾄ ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ B 箱 袋

400-4 4
キーホル
ダー

ティファニー ティファニー ▲金具変色大 BC 箱

400-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー 750YG 1.7g AB

400-6 6 ネックレス ２本山 ２本山 ｱﾅｽｲ ｲﾔﾘﾝｸﾞ B 箱

400-7 7

400-8 8

400-9 9

400-10 10
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   出品No. 401

401 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

401-1 1 バック ３本山 ３本山 ﾗｼｯﾄ CRNMPLER B

401-2 2

401-3 3

401-4 4

401-5 5

401-6 6

401-7 7

401-8 8

401-9 9

401-10 10
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   出品No. 451

451 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

451-1 1 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾘﾊﾞｰｽ ＬＶ M80726 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC (参定) 92,000円 N 箱 袋

451-2 2 財布 ＬＶ ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M81888 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 124,000円 N 箱 袋

451-3 3

451-4 4

451-5 5

451-6 6

451-7 7

451-8 8

451-9 9

451-10 10
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   出品No. 452

452 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

452-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M46255 ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄPM IC NV3 (参定) 206,000円
▲中ｽﾚ小

SA 箱 袋 紙袋

452-2 2 バック ＬＶ
ＬＶ M21700 ｱﾙﾏBB IC ﾉｰﾜﾙｼﾞｭｰﾇ LVXYK (参定) 344,300円 ▲持
ち手ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ極小

SA 箱 袋

452-3 3

452-4 4

452-5 5

452-6 6

452-7 7

452-8 8

452-9 9

452-10 10
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   出品No. 453

453 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

453-1 1 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M61698 ｼﾞｯﾋﾟｰXL IC (参定) 145,000円 S 袋

453-2 2

453-3 3

453-4 4

453-5 5

453-6 6

453-7 7

453-8 8

453-9 9

453-10 10
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   出品No. 454

454 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

454-1 1 財布 ＬＶ
ﾏﾋﾅ ＬＶ M61867 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 160,000円 ▲中ﾌﾁ
押し跡小

S 箱 袋

454-2 2 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼﾞｬｲｱﾝﾄ ＬＶ M69353 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 112,000円 S 袋

454-3 3 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼﾞｬｲｱﾝﾄ ＬＶ M69353 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 112,000円 S 袋

454-4 4

454-5 5

454-6 6

454-7 7

454-8 8

454-9 9

454-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 455

455 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

455-1 1 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 84,000円 S 箱 袋

455-2 2 財布 ＬＶ ＬＶ M68842 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾇ TH0230 ▲ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 S 箱 袋

455-3 3 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40818 ﾌﾟﾁﾉｴ IC ▲底ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 S 袋

455-4 4 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30503 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ LM4230 ﾉﾜｰﾙ (参定)
109,000円 ▲表面ｼﾜ小 中ｽﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

S 箱 袋

455-5 5 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC ｱﾙﾏﾆｬｯｸ (参定) 28,000円 S 箱 袋

455-6 6 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62581 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ IC (参定) 102,000円 S

455-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41894 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定) 89,000
円

S 袋

455-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61289 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ IC ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定)
66,000円

S 袋

455-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M62295 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ IC (参定)
89,000円

S 箱 袋

455-10 10 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61276 IC ﾎﾟｼｪｯﾄ･ﾌｪﾘｼｰ (参定) 171,000円 S 箱 袋



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 456

456 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

456-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41938 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾇ IC (参定) 67,000円 ▲中
ﾌﾁ ｷﾚ 極小 ｺｲﾝｹｰｽ ﾎﾞﾀﾝ跡

S 箱 袋

456-2 2 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60701 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC ﾌｭｰｼｬ (参定) 33,000円 S 袋

456-3 3 カードケース ＬＶ
ＬＶ M62899 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ・ﾄﾞｩ ﾎﾟｯｼｭ IC ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼｬﾄﾞｳ (参定) 63,000
円

S 箱 袋

456-4 4 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M69517 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 IC (参定) 28,000円 S 袋

456-5 5 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼﾞｬｲｱﾝﾄ ＬＶ M45321 ｵﾝｻﾞｺﾞｰMM IC (参定) 348,000円 S 箱 袋

456-6 6 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M69517 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 IC (参定) 28,000円 S 箱 袋

456-7 7 財布 ＬＶ ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M81455 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾛｻﾞﾘ IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 58,000円 S 箱 袋

456-8 8 財布 ＬＶ ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41660 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA3116 (参定) 96,000円 S 箱 袋

456-9 9 財布 ＬＶ ｴﾋﾟ ＬＶ M62643 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 135,000円 S 箱 袋

456-10 10 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60067 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ IC (参定) 62,000円 ▲ﾌｧｽﾅｰ
ﾚｰﾝ ｶﾅｸﾞﾒｯｷﾊｹﾞ極小

S 箱 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 457

457 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

457-1 1 ポーチ ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47353 IC ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｺｽﾒﾃｨｯｸGM (参定) 78,000円 S 箱 袋

457-2 2 バック ＬＶ ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M80596 ﾀｲﾆｰ・ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 230,000円 S 箱 袋

457-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M61864 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA4220 ﾉﾜｰﾙ (参定)
122,000円

S 箱 袋

457-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M68313 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ SN2169 ﾎｯﾄﾋﾟﾝｸ (参定)
67,000円

S 箱 袋

457-5 5 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 96,000円 S 箱 袋

457-6 6 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60701 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 SP4210 ﾌｭｰｼｬ (参定) 33,000円 S 箱 袋

457-7 7 財布 ＬＶ
ＬＶ M62157 ﾄﾘﾖﾝﾚｻﾞｰ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｶﾌﾟｼｰﾇ ｺﾝﾊﾟｸﾄ MI0211 黒 (参
定) 116,000円

S 箱 袋

457-8 8 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60046 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ LM3179 ﾛｰｽﾞ･ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定)
96,000円

S 袋

457-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M62295 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ IC (参定)
96,000円

S 袋

457-10 10 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41109 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 IC (参定) 178,000円 S 箱 袋



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 458

458 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

458-1 1 財布 ＬＶ ｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N64615 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC N 箱 袋

458-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M81510 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾉﾜｰﾙ ｴﾝﾎﾞｽ (参定) 160,000
円 ▲中押し跡

S 箱 袋

458-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 96,000円 ▲表面ﾌﾁｽ
ﾚ小

S 箱 袋

458-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 96,000円 ▲表面ﾌﾁﾊ
ｶﾞﾚ小

S 箱 袋

458-5 5 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60114 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC ﾛｰｽﾞ･ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定) 79,000円
▲中ﾖｺﾞﾚ小 表面ﾍｺﾐ 小

SA 箱 袋

458-6 6 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N63209 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC (参定) 79,000円 ▲中ﾌﾁｽﾚ小
ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄｿﾘ

S 箱 袋

458-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼﾞｬｲｱﾝﾄ ＬＶ M80726 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC (参定) 92,000円 ▲
外ﾎﾟｹｯﾄ糸ﾎﾂﾚ

S 袋

458-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC (参定) 79,000円 ▲ｶｰﾄﾞｹｰｽ
ｿﾘ小 表面ﾌﾁｽﾚ小

S 袋

458-9 9 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 96,000円 ▲金具ｽﾚ S 袋

458-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41895 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾌｭｰｼｬ (参定) 96,000円 ▲表
面折りｼﾜ小 中糸ﾎﾂﾚ小

S 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 459

459 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

459-1 1 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 84,000円 N

459-2 2 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 84,000円 ▲金具ｽﾚ小 S

459-3 3

459-4 4

459-5 5

459-6 6

459-7 7

459-8 8

459-9 9

459-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 460

460 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

460-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41894 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ LM1129 ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定)
96,000円 ▲表面折りｼﾜ ｺﾊﾞｽﾚ小

S 袋

460-2 2 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱﾝﾌｨﾆ ＬＶ N63124 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾙ IC ｵﾆｷｽ (参定)
78,000円

S 袋

460-3 3 財布 ＬＶ ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N64033 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｽﾚﾝﾀﾞｰ IC ﾌﾞﾙｰ (参定) 56,000円 S 袋

460-4 4 コインケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼﾞｬｲｱﾝﾄ ＬＶ M69354 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ IC (参定) 65,000円 S 袋

460-5 5 コインケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60067 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ IC (参定) 62,000円 S 袋

460-6 6 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60067 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ IC (参定) 62,000円 ▲金具ｽﾚ
小

S 袋

460-7 7 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC ｱﾙﾏﾆｬｯｸ (参定) 33,000円 S 袋

460-8 8 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC ｱﾙﾏﾆｬｯｸ (参定) 33,000円 ▲ﾌﾁ
ｽﾚ小

S 袋

460-9 9 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60701 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC ﾌｭｰｼｬ (参定) 33,000円 ▲ﾌﾁｽﾚ
小

S 袋

460-10 10 キーケース ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 CT1240 ｱﾙﾏﾆｬｯｸ (参定) 33,000円 S 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 461

461 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

461-1 1 財布 ＬＶ ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63077 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ CA3135 S 箱 袋

461-2 2 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63336 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏﾙｺ CA5220 (参定) 68,000円 ▲ｺｲ
ﾝｹｰｽ ﾎﾞﾀﾝ 裏 金具ｸｽﾐ

S 袋

461-3 3 財布 ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60114 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC ﾛｰｽﾞ･ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定) 79,000円 S 箱 袋

461-4 4 財布 ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69417 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ IC ﾏﾘｰﾇﾙｰｼﾞｭ (参定)
81,000円 ▲ﾎｯｸ ﾒｯｷﾊｹﾞ極小 ｺｲﾝｹｰｽ ｺｲﾝ跡

A 箱 袋

461-5 5 財布 ＬＶ ＬＶ M81306 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｶﾌﾟｼｰﾇ IC ▲中ｵｼ跡 極小 S 箱 袋

461-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41895 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA2129 (参定) 96,000円 ▲ﾌｧｽ
ﾅｰﾌﾟﾙ ﾒｯｷﾊｹﾞ 極小

S 袋

461-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M61864 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾉﾜｰﾙ (参定)
122,000円 ▲中ｵｼ跡 ﾌｧｽﾅｰﾒｯｷﾊｹﾞ極小

S 袋

461-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M43700 ｸﾞﾚｰｽﾌﾙPM IC ﾋﾟｳﾞｫﾜﾝﾇ (参定) 208,000円 ▲
持ち手ｽﾚ 極小

S 袋

461-9 9 財布 ＬＶ
ＬＶ M80423 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ IC ｼｬﾄﾞｳ (参定) 123,000円 ▲
中ｽﾚ

S 箱 袋

461-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41894 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ LM2159 ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定)
96,000円

S



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 462

462 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

462-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 96,000円 ▲ﾌｧｽﾅｰﾌﾟ
ﾙ ﾒｯｷﾊｹﾞ小

S 袋

462-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41896 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ MI5119 ｺｸﾘｺ (参定) 96,000円
▲ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙ ﾒｯｷﾊｹﾞ小

S 袋 箱

462-3 3 財布 ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M80152 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｸﾚｱ IC ﾄｩﾙﾄﾚｰﾙ (参定) 104,000
円 ▲ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽﾌﾁｷﾚ小

S 箱

462-4 4 バック ＬＶ ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M45982 ｵﾝｻﾞｺﾞｰMM IC ｱﾘｿﾞﾅﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ﾖｺﾞﾚ極小 S 箱 袋

462-5 5 財布 ＬＶ ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N64033 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｽﾚﾝﾀﾞｰ IC ﾌﾞﾙｰ (参定) 56,000円 S 袋

462-6 6 財布 ＬＶ ｴﾋﾟ ＬＶ M63322 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾂｲｽﾄ IC ｺﾝﾊﾟｸﾄXS S 袋

462-7 7 カードケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60502 ﾎﾟｹｯﾄ･ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ TA2129 (参定) 48,000円 S 袋

462-8 8 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30952 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾐｭﾃｨﾌﾟﾙ CT3118 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲表面ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ

S 袋

462-9 9 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62581 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ CA0220 (参定) 112,000円 S 袋

462-10 10 財布 ＬＶ
ｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M30297 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ IC 青 (参定) 94,000円 ▲ｺｲﾝ
ｹｰｽ生地ｳｷ極小

S 袋

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 463

463 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

463-1 1 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾙ IC ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ (参定) 72,000
円

S 袋

463-2 2 カードケース ＬＶ ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N62666 TJ0139 ﾈｵ･ﾎﾟﾙﾄｶﾙﾄ (参定) 41,000円 S 袋

463-3 3 財布 ＬＶ ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30530 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾙ SP4137 S 袋

463-4 4

463-5 5

463-6 6

463-7 7

463-8 8

463-9 9

463-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 464

464 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

464-1 1 キーケース ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M64421 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 43,000円 ▲金具ｽ
ﾚ

S 箱 袋

464-2 2

464-3 3

464-4 4

464-5 5

464-6 6

464-7 7

464-8 8

464-9 9

464-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 465

465 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

465-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M81460 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ IC ｱﾘｿﾞﾅﾍﾞｰｼﾞｭ
(参定) 100,000円

N 箱 袋

465-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M82233 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾅﾉｸﾞﾗﾑ (参定) 138,000円 ▲
ﾌﾁｽﾚ小

S 袋

465-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 96,000円 ▲金具ｽﾚ
札入れﾌﾁｽﾚ小

S 袋

465-4 4 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N60434 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾙ IC ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ3D (参定)
68,000円 ▲中押し跡小

S 袋

465-5 5 財布 ＬＶ ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N62663 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾙ IC (参定) 59,000円 S 袋

465-6 6

465-7 7

465-8 8

465-9 9

465-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 466

466 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

466-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M68708 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC ﾄｩﾙﾄﾚｰﾙ (参定)
103,000円 ▲札入れｼﾜ小

S 箱 袋

466-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69794 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC (参定) 134,000円 ▲
内ﾎﾟｹｯﾄｼﾜ小

S 箱 袋

466-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61348 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ SP3155 ﾌﾗﾐﾝｺﾞ ﾄｰﾃﾙ ▲ｶｰﾄﾞ
ｹｰｽｿﾘ

A 箱 袋

466-4 4

466-5 5

466-6 6

466-7 7

466-8 8

466-9 9

466-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 467

467 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

467-1 1
キーホル
ダー

ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ･ｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M61950 ﾎﾟﾙﾄｸﾚﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇ BC4282 (参定) 34,000
円

N 箱 袋

467-2 2 カードケース ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60642 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･ﾄﾞｩ･ﾎﾟｯｼｭ GI0271 ﾉﾜｰﾙ (参定) 52,000
円

S 袋

467-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M81667 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｾﾚｽﾄ IC ｼﾏｰｼｬﾝﾊﾟﾝ ▲ｺｲﾝｹｰｽ内
初期ｽﾚﾖｺﾞﾚ

N 箱 袋

467-4 4
キーホル
ダー

ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62709 ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ･LVﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇ CX5202 (参定) 34,000円 N 箱 袋

467-5 5
キーホル
ダー

ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M65221 ﾎﾟﾙﾄ ｸﾚ・ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇ DI3232 (参定) 35,000円 ▲金
具初期ｽﾚ

N 箱 袋

467-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M81667 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｾﾚｽﾄ IC ｼﾏｰｼｬﾝﾊﾟﾝ ▲ｺｲﾝｹｰｽ内
初期ｽﾚﾖｺﾞﾚ

N 箱 袋

467-7 7

467-8 8

467-9 9

467-10 10



2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 468

468 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

468-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M81667 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｾﾚｽﾄ IC ｼﾏｰｼｬﾝﾊﾟﾝ (参定) 67,000
円

S 袋

468-2 2 財布 ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M80481 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ (参定) 134,000
円

S 袋

468-3 3 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60742 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ IC ﾌｭｰｼｬ (参定) 67,000円 S 袋

468-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41178 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM IC ﾋﾟｳﾞｫﾜﾝﾇ ﾎﾟｰﾁ (参定)
223,000円

N 箱 袋

468-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61298 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ ＩＣ ﾛｰｽﾞ・ﾊﾞﾚﾘｰﾇ (参定)
67,000円

S 袋

468-6 6 コインケース ＬＶ ｴﾋﾟ ＬＶ M60152 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 61,000円 N 箱 袋

468-7 7

468-8 8

468-9 9

468-10 10

2023年3月18日 ブランドオークション

   出品No. 469

469 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

469-1 1 財布 ＬＶ
ﾏﾋﾅ ＬＶ M61868 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾏｸﾞﾉﾘｱ (参定) 160,000円 ▲中ｼ
ﾜ小

N 箱 袋

469-2 2

469-3 3

469-4 4

469-5 5

469-6 6

469-7 7

469-8 8

469-9 9

469-10 10


