
2023年3月25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
ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ ｹﾘｰ28 〇I刻印 ｼｮﾙﾀﾞｰ□A刻印 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚｶﾋﾞ
持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚﾆｵｲ大

ｶﾃﾞﾅ ｷｰ×2 ST B

1-2 2 バック エルメス
ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ｴｳﾞﾘﾝⅢ □N刻印 茶 ▲型崩れ小 角ｽﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ小
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 金具ｸｽﾐ 外ﾎﾟｹﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚﾖｺﾞﾚ

B+

1-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ M21328 ﾋﾞｽﾃﾝ 35×45×20 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ中ﾖｺﾞﾚ

ｷｰ B

1-4 4

1-5 5

1-6 6

1-7 7

1-8 8

1-9 9

1-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SD0081 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｽﾚ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B+

2-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SP0949 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ

ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ ｷｰ×2 B

2-3 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 CA4027 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中使用感

袋 B

2-4 4 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51272 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ30 SL0014 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ AB

2-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40352 ﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾙPM TR3160 ▲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 ﾇﾒ革ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

袋 B

2-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41056 ﾓﾝﾃｰﾆｭMM CA2155 (参定) 290,000円 ▲角ｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

ST ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ ｷｰ ｸﾛｼｪｯﾄ
※ B+

2-7 7 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51174 ﾍﾞﾚﾑMM AR1028 ▲持手ﾌﾁｺﾊﾞｽﾚ 中ｽﾚ 袋 A

2-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40157 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙGM SP4058 ▲持手ｼﾐ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾌﾁ
ｽﾚ 中ｽﾚ

B+

2-9 9 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ﾊﾞｯｸ 2番台 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 中ﾆｵｲ 使用感

箱 ｶｰﾄﾞ B

2-10 10 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ﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

箱 袋 B



2023年3月25日 ブランドオークション

   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
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41359 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙPM SA111* (参定) 163,000円 ▲中ﾖｺﾞﾚ
小

箱 袋 S

3-2 2 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40929 ﾊﾟﾗｽ SP3163 ｼﾞｮｰﾇ ▲持手ﾖｺﾞﾚ ST B+

3-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M42747 ﾓﾝﾃｰﾆｭBB TJ1139 ﾏﾘｰﾇﾙｰｼﾞｭ (参
定) 332,000円 ▲持手ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ小 根元ｷｽﾞ

ST A

3-4 4 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51385 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝGM MB4038 ▲表面しっとり ﾇﾒ革ﾔｹ小 箱 袋 AB

3-5 5

3-6 6

3-7 7

3-8 8

3-9 9

3-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 N51145 ｳﾞｪﾆｽPM MI0032 ▲角ｽﾚ 表面ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ
ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 香水臭

B

4-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51126 ｴﾘﾌﾟｽMM MI0959 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾍﾞ
ﾀ ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 香水臭小

B

4-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾌﾟﾁ･ﾊﾞｹｯﾄ FL0031 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾌﾁｽ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ前 ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯ
ﾄﾍﾞﾀ前 ﾎﾟｰﾁ無

B

4-4 4

4-5 5

4-6 6

4-7 7

4-8 8

4-9 9

4-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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
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

袋 A

5-2 2 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 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面毛羽
立ち小 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

保 B+

5-3 3 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

5-4 4 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

5-5 5

5-6 6

5-7 7

5-8 8

5-9 9

5-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 476484 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 525040 黒 S

6-2 2 バック グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 476484 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 525040 黒 ▲中ｽﾚ小 S

6-3 3 バック グッチ ｼｪﾘｰ グッチ 527792 ﾚｻﾞｰ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ 48662B 黒 S

6-4 4 バック グッチ
ＧＧ グッチ 537219 ﾚｻﾞｰ×PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 525040 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲金具ﾖｺﾞ
ﾚ小 中ｽﾚ小

S

6-5 5 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B+

6-6 6 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ 470271 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 520981 ﾆﾑﾌｪｱ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち 表面ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾍﾟﾝ跡

ST B-

6-7 7 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 MM ▲角ﾔ
ﾌﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾍﾟﾝ跡

ｶｰﾄﾞ BC

6-8 8 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 AS1929 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ 表
面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化 根元社外修理

BC

6-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41522 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 SD ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾔﾌﾞﾚ 持手劣化

BC

6-10 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 ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 緑 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-
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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
ｲﾃﾞｨｰﾙ ＬＶ M40410 ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ SN5110 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B

7-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91103 ﾄﾝﾌﾟｷﾝｽｽｸｴｱ BA0042 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ｽﾚ 根元ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ

※ AB

7-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 AR8909 ▲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 ﾌﾁｽﾚ ﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 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

BC

7-4 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 CA0025 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小

B

7-5 5 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 DU0095 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持
手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

7-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51256 ﾐｭｾﾞｯﾄ SL0071 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
根元ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡

B

7-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 TH0033 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞ
ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 表面ﾃｶﾘ 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

B-

7-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51162 ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾘｼﾃ 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽ
ﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ

AB

7-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40391 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ30 BM1118 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ
ﾍﾟﾝ跡 ST無

BC

7-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N52006 ｶﾊﾞ･ﾎﾞﾌﾞｰﾙ CA0078 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-
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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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41595 ﾌﾗﾝﾄﾞﾘﾝ FL3167 ﾉﾜｰﾙ ▲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 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 香水臭

ST B

8-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51109 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙPM VI0181 ▲金具ｽﾚ小 中ｽﾚ小 内ﾎﾟｹｯ
ﾄﾖｺﾞﾚ小

袋 A

8-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM FL0061 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ｼﾐ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 中生地ｳｷ ﾖｺﾞﾚ

ﾎﾟｰﾁ B-

8-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾌﾟﾁ･ﾊﾞｹｯﾄ AR1020 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ 中生地ｳ
ｷ ﾎﾟｰﾁ無

BC

8-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40007 ﾎﾟﾊﾟﾝｸｰﾙ･ｵ FL5028 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

8-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SP0030 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ大 ﾖ
ｺﾞﾚ 持手ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ｼﾐ大 ﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

BC

8-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51165 ｳﾞｨﾊﾞｼﾃPM CA0044 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾔｹ ｽﾚ 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

B

8-8 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 CA0031 ▲持手ﾖﾚ 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

B-

8-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N55213 ｴｳﾞｧ SD2141 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中使用感

ST AB

8-10 10 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ

ST 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 M44259 ﾏﾘﾆｬﾝ FL4187 ｽﾄﾗｯﾌﾟFL3158 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 金具ｽﾚｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ小 ﾆｵｲ小

箱 袋 ※ B

9-2 2 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞﾗﾏ ＬＶ M30297 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ TA2230 青 (参定) 79,000円
▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 袋 AB

9-3 3

9-4 4

9-5 5

9-6 6

9-7 7

9-8 8

9-9 9

9-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｽｴｰﾄﾞ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｼｰﾙなし 赤 ｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｯﾌﾟ
▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 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-

10-2 2 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｼｰﾙなし 黒 ▲
底ｽﾚ 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 中生地ｳｷ
ｼﾜ

B-

10-3 3 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｼｰﾙなし 黒 ▲
底ｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ

B-

10-4 4 バック シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 1番台 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖ
ｺﾞﾚ

B

10-5 5 イヤリング シャネル シャネル 94A ▲金具ｻﾋﾞ ｷｽﾞ ｺﾞﾑ無 B

10-6 6 イヤリング シャネル シャネル 11A ▲金具ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾞﾑ無 社外 B

10-7 7 ブローチ シャネル シャネル 97A ▲金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ B

10-8 8 ネックレス シャネル シャネル 29 ▲金具ｷｽﾞ B

10-9 9 ネックレス シャネル シャネル 96A ▲金具ﾖｺﾞﾚ ｷｽﾞ B+

10-10 10 財布 エルメス
エルメス ｱﾘｹﾞｰﾀ ｱｻﾞｯﾌﾟｸﾗｼｯｸ □G刻印 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ小 金
具ｷｽﾞ 札入れﾌﾁﾖﾚ ﾌｪﾙﾄﾚｻﾞｰｺﾊﾞﾜﾚ

B
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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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51847 確認できず ｺﾝﾋﾟｴｰﾆｭ23 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊ
ｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革劣化 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 ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

11-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51795 ﾎﾟｼｪｯﾄｵﾑ SL0916 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ大 ﾖｺﾞﾚ大

BC

11-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47500 ｽﾎﾟﾝﾃｨｰﾆ AR0047 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角劣化
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ST無 付根ﾁｷﾞﾚ

袋 C

11-4 4 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91030 ﾓｯﾄ EH0030 ｼﾙﾊﾞｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

11-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M92314 ｼﾞｮｾﾞﾌｨｰﾇPM VI0044 ﾁｪﾘｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

袋 B

11-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N51189 ﾅｳﾞｨｸﾞﾘｵ SR1003 ▲角ﾎﾂﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 根元ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ1個破損

袋 C

11-7 7 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30772 ｱﾝｶﾞﾗ MB1012 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

11-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏｶｻｰ ＬＶ M40387 ﾄｰﾚｽ SR3131 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ST付根ﾁｷﾞﾚ

C

11-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 VI871 (参定) 161,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽ
ﾚ ﾋﾋﾞ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

ﾈｰﾑﾀｸﾞ ﾎﾟﾜﾆｴ ｶﾃﾞﾅ B-

11-10 10 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞﾗﾏ ＬＶ M30247 ﾊﾞﾑﾊﾞｯｸﾞ・ｱｳﾄﾄﾞｱ FP3210 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ小
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ小

袋 AB

2023年3月25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 ４本山 ４本山 B-

12-2 2 バック ３本山 ３本山 B

12-3 3 バック アルマーニ
アルマーニ ｴﾅﾒﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ｼﾞｰﾝｽﾞ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽ
ﾚ

AB

12-4 4 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 黒 ｸﾛｼｪｯﾄ ｶｷﾞ ST

12-5 5 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ押し跡 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

袋 ST ﾈｰﾑﾀｸﾞ B

12-6 6 バック グッチ
ｵｰﾙﾄﾞｸﾞｯﾁ グッチ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｼﾜ ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾔｹ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ﾊｶﾞﾚ ﾎｯｸ不良

袋 BC

12-7 7 バック プラダ
プラダ B5880 ﾃｽｰﾄ ｼｮﾙﾀﾞｰﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔ
ｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ﾆｵｲ ﾎﾟｹｯﾄ直し

ｶｰﾄﾞ BC

12-8 8 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ 粉ﾌｷ

B-

12-9 9 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中使用感

BC

12-10 10 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 PVC ﾌﾞﾗｳﾝ ｿﾌﾄｼｮｯﾄ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表
面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

AB
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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 M41112 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ30 IC (参定) 180,000円 ▲
持手ｼﾐ小 ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ ﾇﾒ革ｼﾐ小

AB

13-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾛﾜｰﾙ ＬＶ M95786 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 FO0028 ｱﾙｼﾞｬﾝ ▲角ｽﾚ 持
手ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾞﾝﾄﾞ跡

B

13-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱﾝﾌｨﾆ ＬＶ N41720 ｱｳﾞｪﾆｭｰ･ｽﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ MB0210 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞ
ﾚ小 表面ｼﾜ ｽﾚ ﾌﾁﾔｹ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

13-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ FL0022 ▲底ﾖｺﾞﾚ 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

13-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52272 ｻﾝｼﾞｬｯｸ AS0946 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｼﾜ ﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

13-6 6 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M61293 ﾎﾟｼｪｯﾄ・ﾌｪﾘｼｰ MI4179 ｽﾘｰｽﾞ ▲表面ﾔｹ ｽﾚ 金
具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾎｯｸ不良

B-

13-7 7 バック シャネル
ﾐﾆﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 16番台 黒 ▲底ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 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 内
ﾎﾟｹｯﾄｼﾜ

ｶｰﾄﾞ B

13-8 8 バック ロエベ
ロエベ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ｻｰｸﾙ　ﾅﾊﾟｶｰﾌ ▲持手ﾖﾚ ﾜﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾔｹ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

13-9 9 バック ブルガリ
ﾛｺﾞﾏﾆｱ ブルガリ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｼﾜ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

AB

13-10 10 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ小 表面ｽ
ﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B
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   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 バレンシアガ
バレンシアガ 4356225 ﾚｻﾞｰ 黒 ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

AB

14-2 2 バック ジミーチュウ
ジミーチュウ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

14-3 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 ▲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 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

14-4 4 バック ロエベ
ロエベ 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 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 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 毛羽立ち

B-

14-5 5 バック ロンシャン
ロンシャン ﾚｻﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ﾎｰﾎﾞｰﾊﾞｯｸ ▲底ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ
中ｽﾚ

AB

14-6 6 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 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ大

B-

14-7 7 バック トゥミ
トゥミ ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ大 表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵ
ｲ

B

14-8 8 バック トゥミ トゥミ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ A

14-9 9 バック(NB)
クロコ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B-

14-10 10 バック(NB)
ｵｰｽﾄﾘｯﾁ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B
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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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51845 ｺﾝﾋﾟｴｰﾆｭ SL0950 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 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 中ﾖｺﾞﾚ
内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

15-2 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 AR0969 ▲角ｽﾚ 持手劣化
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

15-3 3 バック コーチ
ﾐﾆｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 10772 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ D0732 ﾍﾞｰ
ｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｽﾚ 中使用感

袋 B-

15-4 4 バック(NB) ﾎﾞﾊﾞﾛﾊﾞ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 白×黒 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 袋 B

15-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51366 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝPM NO0935 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

15-6 6 バック(NB)
ｵｰｽﾄﾘｯﾁ 黒 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲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
中ﾖｺﾞﾚ

B

15-7 7 バック グッチ
ＧＧ グッチ 190525 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 491403 茶 ｱﾋﾞｰ ▲
角ｽﾚ小 持手ｽﾚ 中ｽﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

袋 AB

15-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA0976 ▲底ｼﾐ 角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ 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

袋 B

15-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41184 ﾎﾟｰﾄﾍﾞﾛｰPM SP0175 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち

B-

15-10 10 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 3番台 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ小 角ｽﾚ 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 ﾌﾟﾙ金具破損

BC
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   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 グッチ
グッチ ﾊﾟﾃﾝﾄﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 001.3166.0020.58 茶 ▲持手ﾔｹ ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

16-2 2 バック
エンポリオアル
マーニ

エンポリオアルマーニ ﾅｲﾛﾝ 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 金具変色

B

16-3 3 バック(NB) ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具変色 B+

16-4 4 バック ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30182 ﾊﾞｲｶﾙ VI0015 ｱﾙﾄﾞﾜｰｽﾞ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 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

B

16-5 5 バック シャネル
ｶﾝﾎﾞﾝﾗｲﾝ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 9番台 黒×白 ▲型崩れ 角ｽ
ﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

16-6 6 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F54788 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ F1780 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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

16-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 SD1929 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 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 ﾌﾟﾙﾋﾋﾞ

B

16-8 8 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ﾊﾞｯｸ 10番台 黒 SV金具 ▲角ｽﾚ 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 ｼﾐ

箱 袋 ｶｰﾄﾞ B-

16-9 9 バック ＬＶ
ｽﾊﾘ ＬＶ M91823 ﾀﾗﾝﾃｭｰ DU1004 ﾌﾞﾛﾝ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ﾔｹ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｸﾛｼｪｯﾄ欠品

B

16-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41545 ｼｴﾅPM RI1168 (参定) 182,000円 ▲表面ｽﾚ 金具
ｽﾚ 中ｽﾚ

ST 袋 A
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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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M92684 ﾙｼｰﾕPM SR0064 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 中ｼﾐ
小

袋 AB

17-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SP0013 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄ
劣化 ﾌﾟﾙﾋﾋﾞ小 根本ﾋﾋﾞ小

B-

17-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N42240 ﾏﾚ AR0978 ▲底ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ST乾燥 ﾎﾟｰﾁｺ
ﾊﾞﾍﾞﾀ

ﾎﾟｰﾁ B-

17-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56688 ﾄｰﾀﾘｰPM SF2194 ▲持手ｺﾊﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽ
ﾚ小 ﾆｵｲ小

B

17-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56689 ﾄｰﾀﾘｰMM FL2120 ▲角ｽﾚ小 持手根元ﾉﾋﾞ小 ﾇ
ﾒ革ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

袋 B

17-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41232 ｴｽﾄﾚｰﾗMM AR0121 ▲底ｼﾐ小 角ｽﾚ ｼﾐ 表面
しっとり ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ小 ST無

袋 B

17-7 7

17-8 8

17-9 9

17-10 10
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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 M51980 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ AR1021 ▲ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｼﾐ ﾌｧｽﾅｰ根元ﾎﾂﾚ

B

18-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51276 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ23 (参定) 128,000円 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾇﾒ革
ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ 中ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ

BC

18-3 3 バック グッチ グッチ 73983 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｷｽﾞ 中ｼﾐ小 ﾆｵｲ小 B

18-4 4 バック ロエベ
ロエベ ﾅｯﾊﾟ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾗﾒﾝｺ ▲持手ﾖｺﾞﾚ小 表面ｷｽﾞ小
中ｽﾚ小 ﾆｵｲ小

B

18-5 5 バック プラダ プラダ ﾃｽｰﾄ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾔﾌﾞﾚ BC

18-6 6

18-7 7

18-8 8

18-9 9

18-10 10
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   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 エルメス エルメス ﾄｺﾞ ﾋﾟｺﾀﾝﾛｯｸPM □M刻印 黒 ▲中ｽﾚ 袋 A

19-2 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 27番台 ﾋﾟﾝｸ 箱 ｶｰﾄﾞ S

19-3 3

19-4 4

19-5 5

19-6 6

19-7 7

19-8 8

19-9 9

19-10 10
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   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 Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

20-2 2 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ｽｴｰﾄﾞ 黒 ﾐﾆﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 根元ｺﾊﾞ
ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B

20-3 3 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ｽｴｰﾄﾞ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 根元ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｷﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ST B

20-4 4 バック トッズ
トッズ ﾚｻﾞｰ 黒 ﾀﾞﾌﾞﾙT ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ
押し跡 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B

20-5 5 ストラップ エルメス エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ 〇W刻印 ｽﾄﾗｯﾌﾟ ▲ﾚｻﾞｰ部ｽﾚ ｽﾚ B+

20-6 6 バック エルメス
エルメス ｴｳﾞﾘﾝPM □D刻印 茶 ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ﾊﾞﾚﾆｱ ▲型崩れ 角ｽ
ﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 根元金具不良

C

20-7 7 バック エルメス
エルメス ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ｴｳﾞﾘﾝGM □C刻印 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 根元金具不良

C

20-8 8 バック エルメス
エルメス ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾏｻｲ ﾀﾊﾞｯｸｷｬﾒﾙ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ小 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 ｼﾐ

※ B

20-9 9 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PM □M刻印 ｼｪﾙ ▲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 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

※ B-

20-10 10 バック エルメス
エルメス ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾎﾞﾘｰﾄﾞ35 □I刻印 ﾌﾞﾙｰｼﾞｰﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰ□G刻印
▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具跡 中ｷｽﾞ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ

ｶﾃﾞﾅ ｸﾛｼｪｯﾄ ST ※ B



2023年3月25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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M53151 ｱﾙﾏPM CT0162 ▲底ﾖｺﾞﾚ小 ﾇﾒ革ﾔｹ小 中ｽﾚ
小

AB

21-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91678 ｱﾙﾏBB MI1182 ｱﾏﾗﾝﾄ (参定) 203,000円 ▲底ﾖ
ｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ小 金具ｽﾚ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B

21-3 3 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M50480 ｱﾙﾏPM FL2115 ｼｬｲﾆｰ ▲金具ｽﾚ 中使用感 AB

21-4 4 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M40502 ｱﾙﾏPM AR0957 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ小 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ小

B+

21-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M43719 ﾎﾟﾝﾃｭPM PU3187 ﾉﾜｰﾙ (参定)
282,000円 ▲角ｽﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 ﾆｵｲ大

※ B

21-6 6 バック ＬＶ ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M45685 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM IC ﾉﾜｰﾙ ▲中ｽﾚ小 A

21-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45321 ｵﾝｻﾞｺﾞｰMM FP0260 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ小 中ﾆｵｲ ﾖ
ｺﾞﾚ小 ﾊﾝﾄﾞﾙｺﾊﾞｽﾚ

AB

21-8 8 バック プラダ プラダ 1BA335 ｻﾌｨｱｰﾉ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｰｼﾞ ｶｰﾄﾞ S

21-9 9 バック プラダ
プラダ 1BD127 ｻﾌｨｱｰﾉ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸﾍﾞｰｼﾞｭ ﾓﾉｸﾛｰﾑ ▲
中ﾖｺﾞﾚ小

ｶｰﾄﾞ A

21-10 10

2023年3月25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 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N42270 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ TH1929 ▲中ｽﾚ小 ﾚｻﾞｰ部ﾖｺﾞﾚ小 型崩
れ小

A

22-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51145 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞGM MI0090 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

22-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42250 ｿﾛｰﾆｭ SL1003 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾌﾁｽﾚ
表面ﾃｶﾘ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾆｵｲ

B

22-4 4 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44004 ﾌﾟﾁﾉｴ A21901 ﾎﾞﾙﾈｵ・ｸﾞﾘｰﾝ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｺ
ﾊﾞﾍﾞﾀ小 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓｽﾚ

B-

22-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51128 ｴﾘﾌﾟｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ VI0988 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ
小 中ｽﾚ

A

22-6 6

22-7 7

22-8 8

22-9 9

22-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 エルメス
エルメス ｴﾌﾟｿﾝ Z刻印 ﾙｰｼﾞｭ×ｸｰ ﾃﾞｯﾗ･ｶｳﾞｧｯﾚﾘｱ SV金具 ▲表面
ｽﾚ小 中ｽﾚ小

箱 袋 A

23-2 2 バック エルメス エルメス ｹﾘｰｱﾄﾞPM D刻印 ｴﾀﾝ GP金具 ▲角ｽﾚ小 金具ｽﾚ小 箱 袋 販売店ｶｰﾄﾞ A

23-3 3 バック エルメス
エルメス ｳﾞｫｰｼｬﾓﾆｰ ｹﾘｰ32 □E刻印 ﾙｰｼﾞｭｱｯｼｭ 外縫い ▲底ｽﾚ
角ﾊｶﾞﾚ小 持手ｽﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ小 ｽﾚ小 中ｽﾚ

袋 ST ｶｷﾞ ｶﾃﾞﾅ ｸﾛｼｪｯﾄ
AB

23-4 4 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M80118 ｷｰﾎﾟﾙ IC XS ﾓﾝｷｰ ﾆｯﾄﾊﾟﾍﾟｯﾄ ▲中ｽﾚ小 箱 袋 ST A

23-5 5

23-6 6

23-7 7

23-8 8

23-9 9

23-10 10

2023年3月25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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51162 ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾘｼﾃ MB0045 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞ
ﾚ小 ﾇﾒ革ﾔｹ小 中ｽﾚ小

AB

24-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41357 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙGM FL1019 ▲角ﾔﾌﾞﾚ ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

24-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41015 ﾄｰﾀﾘｰMM ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 香水臭

B-

24-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞMM FL0062 ▲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 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

24-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51365 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ30 ▲ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ不鮮明　0938 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ大

BC

24-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40145 ﾊﾟﾚﾙﾓPM SR2079 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ
革ｼﾐ大 ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

24-7 7 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 VI1929 ﾉﾜｰﾙ ▲金具ｽﾚ小 中ﾖ
ｺﾞﾚ小 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

24-8 8 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41112 ｼﾗｸｰｻMM SP1182 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ大 ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｷｽﾞ ｼﾐ大 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

24-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆﾗﾝ ＬＶ M95501 ｸﾛﾜｾﾞｯﾄ SP2097 ﾙｰｼﾞｭ ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 ▲型
崩れ 角ｽﾚ大 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡

BC

24-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51152 ｶﾊﾞ･ﾒｿﾞ DU0044 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC
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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 Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ×ﾈｲﾋﾞｰ ▲底ﾖｺﾞ
ﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 中生地ﾜﾚ

BC

25-2 2 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾅｲﾛﾝ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾞﾗｯｸ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

BC

25-3 3 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ｷｽﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾆｵｲ ﾌ
ﾁﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

B-

25-4 4 バック プラダ
プラダ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ×ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾅｲﾛﾝ×ﾒﾀﾙ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 持
手ｷｽﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ

BC

25-5 5 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 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ
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 粉ﾌｷ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

25-6 6 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 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｶﾋﾞ ｽﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ

BC

25-7 7 バック フェンディ
フェンディ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｶｰｷ×ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

25-8 8 バック ジミーチュウ
ジミーチュウ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 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 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大 ﾍﾟﾝ跡

B-

25-9 9 バック バーバリー
バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾌﾞﾗｳﾝ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角
ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

B-

25-10 10 バック セリーヌ
セリーヌ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾋﾓ劣化 中ﾖｺﾞﾚ

BC

2023年3月25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(NB)
ｸﾛｺ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ

ST B-

26-2 2 バック(NB)
ﾚｻﾞｰ ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞ ﾏﾙﾁｶﾗｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽ
ﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ傷 車輪ﾖｺﾞﾚ

B

26-3 3 バック アンテプリマ アンテプリマ ﾜｲﾔｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲持手ｽﾚ 表面ﾍﾞﾀ 中ﾍﾞﾀ 袋 B-

26-4 4 バック エトロ
エトロ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾊｶﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 粉ﾌｷ

BC

26-5 5 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞｷﾞーﾊﾞｯｸ 白 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾆｵｲ

袋 B-

26-6 6 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 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

B-

26-7 7 バック フルラ フルラ ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ×茶 ﾏﾙｹﾞﾘｰﾀﾐﾆ ﾄｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ ▲中ｽﾚ 袋 ST A

26-8 8 バック イッセイミヤケ
BAOBAO イッセイミヤケ ﾋﾞﾆｰﾙ ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲持手ｽﾚ 表面
ｽﾚ 中ｽﾚ

AB

26-9 9 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 7VA4966 ﾋﾞﾆｰﾙ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ ▲表面ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷ
ｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 底ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

袋 B-

26-10 10 バック ロエベ ロエベ ｶｰﾌ 黒 ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾞｯｸﾐﾃﾞｨｱﾑ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ 袋 A



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ウンガロ ウンガロ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｼﾜ小 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ 袋 鏡 AB

27-2 2 バック ４本山 ４本山 BC

27-3 3 バック ４本山 ４本山 BC

27-4 4 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 黒 ▲表面ｽﾚ小 袋 ST A

27-5 5 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 茶 ▲表面ｽﾚ小 袋 ST A

27-6 6 バック コンテス コンテス ﾎｰｽﾍｱ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ AB

27-7 7 バック バレンシアガ
バレンシアガ 532298 ﾚｻﾞｰ ﾎﾟｰﾁ 白 ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾊｶﾞﾚ

BC

27-8 8 バック ＭＣＭ ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ｳｴｽﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲金具ｽﾚ 使用感 中使用感 袋 Ｇｶｰﾄﾞ B

27-9 9 バック クロエ
クロエ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 Gｶｰﾄﾞ ST BC

27-10 10 バック クロエ
クロエ 8HS891-043 ﾚｻﾞｰ ﾊﾟﾗﾃｨ 茶 ▲持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 Gｶｰﾄﾞ ST B

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 162900 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 1013 ﾍﾞｰｼﾞｭ
▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 中使用感

袋 B+

28-2 2 バック コーチ
コーチ 71185 ﾚｻﾞｰ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ C1493 茶 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中使用感

B+

28-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47546 NO0948 ﾎﾟｯｼｭ･ﾄﾜﾚ18 (参定) 37,000円 ▲角ｽ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

28-4 4 バック(NB)
ｸﾛｺ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 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 ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

28-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M50202 ﾘﾍﾞﾗﾐﾆ CA1014 ｽﾍﾟｼｬﾙｵｰﾀﾞｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ

袋 B+

28-6 6 バック ニナリッチ ニナリッチ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ小 金具ｽﾚ A

28-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾌﾟﾁ･ﾊﾞｹｯﾄ SR1918 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｰﾁ無

BC

28-8 8 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M42942 ｷｰﾎﾟﾙ60 VI0940 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ

B-

28-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N51186 ｻﾚﾔPM VI4038 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

28-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M81295 ﾌﾟﾃｨｯﾄ･ｻｯｸﾌﾟﾗ (参定) 215,000円 ▲ﾇﾒ革ﾔｹ小
中ｽﾚ小

箱 袋 ST A



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 フェンディ
フェンディ 8BH185 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 1292580 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ｽ
ﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ﾎﾟｰﾁ BC

29-2 2 バック コーチ
コーチ 91131 ﾃﾞﾆﾑ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ G2122 ﾌﾞﾙｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

29-3 3 バック ジバンシー
ジバンシー 布 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｼﾜ 表面ﾎﾂﾚ ｼﾐ 中使
用感

B

29-4 4 バック ２本山 ２本山 LV×1　ｴﾋﾟ　ｻﾝｼﾞｬｯｸ　VI1924 青　ﾉｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ×1 BC

29-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44108 ﾌﾟﾁﾉｴ AR0964 ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手
ｼﾜ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾋﾓｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

29-6 6 バック プラダ
プラダ ﾃﾞﾆﾑ ﾌﾞﾙｰ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄGM ▲型崩れ 角ｽﾚ大 持手ﾖｺﾞﾚ大 表面
ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

29-7 7 バック マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｳﾝ 3WAYﾊﾞｯｸ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 ST A

29-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51179 ﾀﾝﾌﾞﾗﾝ VI1023 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

29-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51204 ﾊﾑﾌﾟｽﾃｯﾄﾞ MI2017 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中使用感

B-

29-10 10 バック ロエベ
ロエベ ﾚｻﾞｰ ｱﾏｿﾅ28 271203 ﾏﾙﾁｶﾗｰ ▲持手根元ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小
色移り小

袋 A

2023年3月25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(NB)
ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯ
ｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾆｵｲ

BC

30-2 2 バック シャネル
ﾆｭｰﾄﾗﾍﾞﾙﾗｲﾝ シャネル A15991 ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄMM 8番台 ﾍﾞｰ
ｼﾞｭ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄ
ｼﾐ大

BC

30-3 3 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾊﾟｲｿﾝ型押しﾚｻﾞｰ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持
手ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 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-

30-4 4 バック グッチ
グッチ 264221 PVC×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾎﾜｲﾄ×ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ｱｳﾄﾚｯﾄ

B-

30-5 5 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ 底ｷｽﾞ
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 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ変色 ﾔﾌﾞﾚ
大 内ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

30-6 6 バック セリーヌ
セリーヌ PVC×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲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 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ

B

30-7 7 バック ジバンシー
ジバンシー ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲持手ﾖﾚ ｼﾜ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｶﾋﾞ
大

BC

30-8 8 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ×ﾈｲﾋﾞｰ ▲型
崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ｼﾐ大 金具ｻﾋﾞ
中ｼﾐ大

BC

30-9 9 バック ポロ
ポロ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

30-10 10 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 底ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 中ﾆｵｲ 変色 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 マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲中ｽﾚ小 ST A

31-2 2 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨ □F刻印 ｸﾞﾚｰ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 変色 ﾍﾟﾝ跡

BC

31-3 3 バック トリーバーチ トリーバーチ ﾅｲﾛﾝ×ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ 紺 ▲底ｽﾚ小 中ｽﾚ A

31-4 4 バック シャネル
シャネル ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 8番台 黒×白 ｳｨﾝﾄﾞｳﾗｲﾝ ▲型崩れ 底ﾖ
ｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ｼﾐ大 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大 中ｼﾐ大

BC

31-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51827 ﾏﾙﾘｰﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇPM SL1903 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ

AB

31-6 6 バック コーチ
コーチ C2267 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ L2037 ﾋﾟﾝｸ×ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ｳｨﾛｳ ▲角ﾖ
ｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小

袋 AB

31-7 7 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 FL0033 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｼﾐ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ST #XS FL0023 B

31-8 8 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｴｰﾙﾊﾞｯｸMM □D刻印 茶 GD金具 ▲角ｽ
ﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 替えﾊﾞｯｸﾖｺﾞﾚ

箱 袋 AB

31-9 9 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M42962 ｷｰﾎﾟﾙ50 SP0966 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ小 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ小 金具ｻﾋﾞ小 中ｽﾚ

袋 AB

31-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41578 ｽﾍﾟﾛﾝ SR1118 (参定) 230,000円 ▲角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ 表面ﾌﾁ変色 中ﾖｺﾞﾚ

袋 B+

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 コーチ
コーチ 5052 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ J04S 黒 小型 ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

袋 B

32-2 2 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 001.2058.1638.0 黒 ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾝﾌﾞｰ ▲型崩れ
角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

32-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾊﾟﾋﾟﾖﾝPM 842 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ破損

BC

32-4 4 バック コーチ コーチ 9480 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ G3S 黒 ▲持手ｽﾚ小 表面ｽﾚ小 箱 袋 A

32-5 5 バック ロエベ
ロエベ ｽｴｰﾄﾞ×ﾚｻﾞｰ 61108 茶×黒 ｱﾏｿﾅ35 ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ
持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

袋 B

32-6 6 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾌｰﾙﾄｩﾄｰﾄPM 茶×紺 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中使用感 ﾎｯｸｶｹ 固い

B-

32-7 7 バック シャネル
シャネル ｼｰﾌﾟｽｷﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 白 GPﾁｪｰﾝ革巻き ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾎｯｸ緩い

BC

32-8 8 バック プラダ
プラダ MV515 ﾅｲﾛﾝ ﾐﾆﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ﾃｽｰﾄｽﾎﾟｰﾂ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ
ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

ｶｰﾄﾞ B+

32-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾃﾞﾆﾑ ﾈｵｶﾋﾞｨMM VI2018 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 ST無

B

32-10 10 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM CA3181 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 根元ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 ｸｽﾐ

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 ２本山 ２本山 BC

33-2 2 バック ３本山 ３本山 A

33-3 3 バック コーチ
コーチ 70360 ﾚｻﾞｰ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面
ｷｽﾞ大 ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙｽﾚ大

BC

33-4 4 バック コーチ
コーチ F15203 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

袋 B

33-5 5 バック コーチ
コーチ F15242 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｼﾙﾊﾞｰ×ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

33-6 6 バック フルラ
フルラ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

袋 B-

33-7 7 バック コーチ
コーチ 41321 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲ﾇﾒ革ﾔｹ 中使用感 ﾀﾊﾞｺ臭
ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾂﾚ小

袋 B

33-8 8 バック コーチ
コーチ F54763 ﾚｻﾞｰ 書類ｶﾊﾞﾝ 黒 ▲持手ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷ
ｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B-

33-9 9 バック ４本山 ４本山 BC

33-10 10 バック ４本山 ４本山 BC

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ロンシャン ロンシャン ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 赤 ▲持手ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 B-

34-2 2 バック ロンシャン ロンシャン ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾛｰｽﾞ ▲持手ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ AB

34-3 3 バック ロンシャン
ロンシャン ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾛｰｽﾞ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

ST B

34-4 4 バック ３本山 ３本山 ﾌｪﾘｰｼﾞ×2 ﾛﾋﾞﾝｿﾝ B-

34-5 5 バック
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 ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ大

B-

34-6 6 バック バレンシアガ
バレンシアガ 532298 ﾚｻﾞｰ ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁﾊｶﾞﾚ

袋 B-

34-7 7 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ 5BH609 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ﾏﾄﾞﾗｽ ▲表面ｽﾚ小 中ｽ
ﾚ ﾍﾞﾙﾄﾚｻﾞｰｽﾚ

AB

34-8 8 バック グッチ
グッチ 421882 ｶｰﾌ 白 ｼﾙｳﾞｨｰｽﾓｰﾙ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ小
金具ｽﾚ

※ A

34-9 9 バック Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール PVC ﾎﾟｰﾁ ｸﾞﾚｰ CDﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 袋 A

34-10 10 バック セリーヌ
セリーヌ ｶｰﾌ ｼﾙﾊﾞｰ ｸﾗｼｯｸﾎﾞｯｸｽ ﾐﾃﾞｨｱﾑｼｮﾙﾀﾞｰ ▲表面ｽﾚ小 金
具ｽﾚ小 中ｽﾚ小

箱 袋 ST A
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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 ＬＶ M80327 IC ｽﾃｨｰﾏｰXS ▲底ｽﾚ小 表面ｽﾚ小 中ﾆｵｲ ｽﾚ A

35-2 2 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M57099 SP4260 ﾉｴﾊﾟｰｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 箱 A

35-3 3

35-4 4

35-5 5

35-6 6

35-7 7

35-8 8

35-9 9

35-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ジミーチュウ
ジミーチュウ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ大 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾜﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

36-2 2 バック グッチ
グッチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ×ﾈｲﾋﾞｰ ▲角ｽﾚ 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 中ｶﾋﾞ ﾎｯｸ破損

BC

36-3 3 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ PVC×ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ 底ﾖ
ｺﾞﾚ 角ｽﾚ 表面ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾊｶﾞﾚ

BC

36-4 4 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ 67.014.2125 PVC×ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中劣化 粉ﾌｷ

BC

36-5 5 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ 89.02.032 PVC×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾌﾞﾗｳﾝ ▲
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄ劣化 内ﾎﾟｹｯﾄ劣化 ST付根ﾁ
ｷﾞﾚ 粉ﾌｷ

C

36-6 6 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール PVC×ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｳﾝ×ﾌﾞﾗｳﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲角ﾊ
ｶﾞﾚ 表面ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不良 ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞﾖｺﾞﾚ

BC

36-7 7 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール 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×ﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩
れ 角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｼﾜ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ｼﾐ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾛｺﾞｽﾚ

BC

36-8 8 バック プラダ
プラダ ｽｴｰﾄﾞ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲型崩れ 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-

36-9 9 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 社外補修 ﾌﾁﾎﾂﾚ

BC

36-10 10 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ﾃﾞﾆﾑ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ ▲角ﾊ
ｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大

BC
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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
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41541 ｼｽﾃｨﾅMM VI0110 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中使用感

B+

37-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56381 ｶﾞﾘｴﾗGM SP4171 ▲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 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｼﾐ ﾍﾟﾝ跡

B-

37-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M92393 ﾃﾀﾞGM FL0084 (参定) 291,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

袋 B

37-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51156 ﾊﾞﾃｨﾆｮｰﾙ SP0016 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ 中ｼﾐ ﾆｵｲ

B-

37-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56390 ｵﾃﾞｵﾝPM CA1180 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ
根元ﾉﾋﾞ ﾇﾒ革ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ 香水臭

袋 AB

37-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51190 ｺﾝｺﾙﾄﾞ A20844 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

37-7 7 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91690 ﾌﾞﾚｱMM VI2180 ﾙｰｼﾞｭﾌｫｰｳﾞｨｽﾄ ▲底ｽﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中使用感

袋 ST AB

37-8 8 バック ゴヤール ゴヤール ｻﾝﾙｲGM ｽｰﾊﾟｰﾄﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾍﾟﾝ跡 ﾖｺﾞﾚ B

37-9 9 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ﾊﾞｯｸ 13番台 ｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｯﾌﾟ ▲
角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾖｺﾞﾚ

袋 B-

37-10 10 バック(NB)
CEIL DE VOSGES ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ｹﾘｰ風ﾊﾞｯｸ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞ毛羽立ち 表面ﾔｹ ｺﾊﾞ毛羽立ち 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 ｶｷﾞ ｶﾃﾞﾅ B

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 38

38 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

38-1 1 衣類 モンクレール
モンクレール TETRAS GIUBBOTO ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ #0 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小
糸飛び出し

B+

38-2 2 衣類 モンクレール
モンクレール YOLANDE GIUBBOTO ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ #10　140cm ▲表
面ﾖｺﾞﾚ 香水臭

B

38-3 3 靴 C・ディオール
C・ディオール KDB585OBE S56B #35D GRANVILLE ｴｽﾊﾟﾄﾞﾘｰﾕ ▲
底ﾖｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ

B+

38-4 4 靴 Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール KDC200TFL S900 #34D J'ADIOR ｽﾘﾝｸﾞﾊﾞｯｸ ﾊﾟﾝﾌﾟｽ
▲底ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小

B

38-5 5 靴 ジミーチュウ ジミーチュウ #39 1/2 ﾊｲｶｯﾄ ｽﾆｰｶｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 A

38-6 6 靴 ナイキ
ナイキ DV1209-085 #6 24cm AIR MAX DAWN NCPS GREY ▲底ﾖ
ｺﾞﾚ小

A

38-7 7 靴(NB) ﾀﾞﾝﾄﾝ 19A-FA-002 ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ #40 ▲袖毛羽立ち AB

38-8 8 衣類 Ｄスクエアード Ｄスクエアード #44 ｼﾞｬｹｯﾄ ▲糸飛び出し AB

38-9 9 衣類 エミリオプッチ エミリオプッチ 3EJG45 #L Marmo ﾒｯｼｭﾄﾞﾚｽ (参定) 149,000円 ﾀｸﾞ ﾊﾝｶﾞｰ A

38-10 10 スカーフ ＬＶ ＬＶ MP3211 OS0261 ｼｮｰﾙｶﾒｵ ▲表面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ B
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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 M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 8812 (参定) 161,000円 ▲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 しっとり 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

B

39-2 2 バック フェラガモ
フェラガモ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲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-

39-3 3 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 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

39-4 4 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ 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 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 ﾌﾁﾔｹ

B

39-5 5 バック(NB)
茶 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾊ
ｶﾞﾚ

B

39-6 6 バック ２本山 ２本山 ﾄﾘｰﾊﾞｰﾁ ﾎﾟｰﾀｰ BC

39-7 7 バック ３本山 ３本山 ﾌｪﾝﾃﾞｨ NB×2 BC

39-8 8

39-9 9

39-10 10
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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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 VI0942 ▲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 ｽﾚ大 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｼﾐ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

40-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄPM AR0967 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

ﾎﾟｰﾁ BC

40-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 ﾊﾞｹｯﾄPM AR1927 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 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

ﾎﾟｰﾁ BC

40-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｻﾃﾝ ＬＶ M92273 ｺﾝﾄﾄﾞｩﾌｪﾐｭｾﾞｯﾄ SR0042 ﾉﾜｰﾙ ▲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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ

B-

40-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51274 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ27 確認出来ず ▲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 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞ
ﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

40-6 6 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 CA1015 ▲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 ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ

B

40-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51151 ｶﾊﾞ･ﾒｿﾞ DU1012 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 角ﾊｶﾞﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

BC

40-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 ｼﾘｱﾙなし (参定) 161,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟ
ﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｼﾐ 金具
ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

40-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ VI0943 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 角ﾔﾌﾞﾚ 持手
ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ｼﾐ大 ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

BC

40-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51145 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞGM LM0061 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ
大 ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁ
毛羽立ち 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ毛羽立ち

BC
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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 衣類 マックスマーラ マックスマーラ ｷｬﾒﾙ ｺｰﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ #34 白ﾀｸﾞ ▲毛羽立ち小 ﾎﾂﾚ ｽﾚ B

41-2 2 衣類 マックスマーラ マックスマーラ ｺｰﾄ ﾌﾞﾙｰ #32 ｱﾙﾊﾟｶ 白ﾀｸﾞ ▲ｽﾚ B+

41-3 3 衣類 マックスマーラ マックスマーラ ｺｰﾄ ｸﾞﾚｰ #32 ｱﾙﾊﾟｶ 白ﾀｸﾞ ▲ｼﾐ 小 B

41-4 4 衣類 マックスマーラ マックスマーラ ｺｰﾄ ｸﾞﾚｰ #32 ｱﾙﾊﾟｶ 白ﾀｸﾞ ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 B

41-5 5 衣類 バーバリー バーバリー ﾊﾟｰﾌﾟﾙ #38 ｼﾙｸ ｳｰﾙ ｺｰﾄ ▲ﾎﾂﾚ ｽﾚ B+

41-6 6 衣類 バーバリー バーバリー ｶｰｷ #40 ｺｯﾄﾝ ｺｰﾄ ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 B

41-7 7 バック マックスマーラ
マックスマーラ ｶｰﾌ×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 白 ﾌﾘﾝｼﾞ ﾎｲｯﾄﾆｰ ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ

袋 AB

41-8 8 バック マックスマーラ
マックスマーラ ｽｴｰﾄﾞ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽ
ﾚ 押し跡 中使用感

袋 B

41-9 9 バック マックスマーラ
マックスマーラ ｽｴｰﾄﾞ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

41-10 10 バック マックスマーラ
マックスマーラ ﾚｻﾞｰ×ﾋﾞﾆｰﾙ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾘｱﾊﾞｯｸ ｽﾍﾟｼｪﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ
▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 中使用感

袋 B

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 197953 PVC×ﾊﾟﾃﾝﾄﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾌﾞﾗ
ｳﾝ ▲角ｽﾚ ﾔﾌﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾎﾂﾚ ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ST無

B-

42-2 2 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 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 毛羽立ち

B-

42-3 3 バック ３本山
３本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

B-

42-4 4 バック プラダ
プラダ B8492 ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ▲持手ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ
ﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

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 ﾚｯﾄﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ｽﾚ 中ﾒｯｷﾊｹﾞ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

BC

42-6 6 バック ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ ACCESSORIES ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞ BC

42-7 7 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ｶｰﾌ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯ
ﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ ｶﾋﾞ 中劣化

BC

42-8 8 バック グッチ
GG グッチ 110054 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×ﾌﾞﾗｳﾝ ▲
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 ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾚｰ
ﾝﾔﾌﾞﾚ

B-

42-9 9

42-10 10
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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 フェンディ ｽﾞｯｶ フェンディ PVC ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾊｶﾞﾚ小 中ｽﾚ AB

43-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｼﾞｭｱﾝ ＬＶ M93619 ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ AR2170 ﾃｰﾙ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角毛
羽立ち小 表面ﾌﾁｽﾚ ﾊｶﾞﾚ

B

43-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ M92207 ｱﾙﾏﾛﾝ MI0091 ｽﾘｰｽﾞ (参定) 138,000円 ▲
底ﾒｯｷﾊｹﾞ ｽﾚ 押し跡 角ｽﾚ 表面ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大

B-

43-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 SP1926 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ小 ｺﾊﾞ
ｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

ｶﾃﾞﾅ ﾎﾟﾜﾆｴ B

43-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40043 ｻｯｸﾎﾞｽﾌｫｰﾙ CA1057 ▲角ｽﾚ小 表面ｽﾚ ﾇﾒ革
ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B

43-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M62291 ﾎﾟｼｪｯﾄ・ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ TN0270 (参定)
88,000円 ▲角ｽﾚ小 ﾇﾒ革ｽﾚ

箱 袋 AB

43-7 7

43-8 8

43-9 9

43-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 44

44 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

44-1 1 バック ヴェルサーチ ヴェルサーチ ｴﾅﾒﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ｻﾝﾊﾞｰｽﾄﾊﾞﾆﾃｨ ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ B+

44-2 2 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ｶｰﾌ 2wayｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面
ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 根元ｺﾊﾞｽﾚ

B

44-3 3 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ
しっとり 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ

B-

44-4 4 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ×ﾅｲﾛﾝ ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲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 しっとり ﾇﾒ革ﾊｶﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

BC

44-5 5 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

ｶﾃﾞﾅ BC

44-6 6 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ×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 ﾋﾓﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

44-7 7 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ×ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ

B-

44-8 8 バック(NB) 出品取消 B-

44-9 9 バック プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ×ﾅｲﾛﾝ 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 ﾆｵｲ 外ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ

B-

44-10 10 バック(NB) 出品取消



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 エルメス
エルメス ﾄﾜﾙｱｯｼｭ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨPM □H刻印 ﾏﾛﾝ ▲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 ﾍﾟﾝ跡 ﾆｵｲ 角ﾇﾘ

B-

45-2 2 バック エルメス
エルメス ﾄﾜﾙｱｯｼｭ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨPM □I刻印 ﾏﾛﾝ ▲持手ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 角ﾇﾘ

※ B

45-3 3 バック エルメス
エルメス ﾄﾜﾙｱｯｼｭ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨPM ｸﾞﾚｰ 限定 ﾎﾞﾙﾃﾞｭｯｸﾘﾎﾞﾝ ▲ﾇﾘ
持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ﾇﾘ

B

45-4 4 バック エルメス
エルメス ﾄﾜﾙｱｯｼｭ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨPM ｸﾞﾚｰ 限定 ﾎﾞﾙﾃﾞｭｯｸﾘﾎﾞﾝ ▲角
ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

箱 袋 B-

45-5 5 バック シャネル
ﾋﾞｺﾛｰﾚ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 03番台 黒 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 持手ｽﾚ 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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

ｺｺﾁｬｰﾑ B

45-6 6

45-7 7

45-8 8

45-9 9

45-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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(NB)
ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｼｬｲﾆﾝｸﾞ加工 (参定) 200,000円 ▲角ｽﾚ
持手ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ

B

46-2 2 バック(NB)
ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 紫 ｼｬｲﾆﾝｸﾞ加工 JRA証明 (参定) 380,000円 ▲
中ｽﾚ

AB

46-3 3 バック(NB)
YAMAGUCHI ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾏｯﾄ加工 JRA証明 ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ (参
定) 200,000円 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ

A

46-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51290 ﾄﾞﾙｰｵ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ

BC

46-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M80787 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ﾄﾞｩ-ﾌﾞﾙ ｼﾞｯﾌﾟ IC ﾊﾞｲｶﾗｰ ▲ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

箱 袋 AB

46-6 6 バック ＬＶ
ＬＶ M50920 LVﾛｺﾞ ﾛｯｸﾐｰ2BB 2WAYﾊﾞｯｸ ▲持手ｽﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 AB

46-7 7 バック バレンシアガ
バレンシアガ ｶｰﾌ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B-

46-8 8 バック(NB) 出品取消

46-9 9 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 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 ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

袋 B-

46-10 10 バック フェラガモ フェラガモ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒×茶 ｶｰﾌ ｽﾄﾛｰ ▲表面ｽﾚ小 中押し跡 袋 A



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 マックスマーラ
マックスマーラ 茶 ｸﾛｺ型押し ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ
中ｽﾚ

袋 AB

47-2 2 ショール エルメス
エルメス ｶｼﾐｱ×ｼﾙｸ 大判 ETRIERS HERMES PARIS ﾀｸﾞ ▲表面毛
羽立ち ｽﾚ

B

47-3 3 ショール エルメス エルメス ｶｼﾐｱ×ｼﾙｸ 大判 ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち AB

47-4 4
ショール
(NB)

ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ｳｰﾙ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ B

47-5 5
ショール
(NB)

ﾏｯｸｽﾏｰﾗ ｼﾙｸ ｼｮｰﾙ ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾜ AB

47-6 6
ショール
(NB)

ｸﾞﾚｰ ﾏｯｸｽﾏｰﾗ ｳｰﾙ ｼｮｰﾙ 白ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち AB

47-7 7 財布 グッチ
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ グッチ 615523 ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ ｸﾞﾘｰﾝ ▲角ﾖｺﾞﾚ 金
具ｽﾚ

箱 袋 AB

47-8 8 靴 マックスマーラ マックスマーラ 茶 ｸﾛｺ ﾌﾞｰﾂ #37 ▲底ﾖｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ小 箱 袋 ※ AB

47-9 9 チョーカー エルメス エルメス ｼｪｰﾇﾀﾞﾝｸﾙ ▲表面ｽﾚ ﾋﾓﾖｺﾞﾚ 箱 B

47-10 10 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ 底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｼﾜ ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

箱 袋 ※ B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   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
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 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 根元ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 表面ｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B

48-2 2 バック
カテリーナルッ
キ

カテリーナルッキ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 緑 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B

48-3 3 バック(NB)
SLY ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ

B-

48-4 4 バック セリーヌ
セリーヌ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 白×黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｺ
ﾊﾞﾍﾞﾀ 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ｼﾐ ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ小 ﾊｶﾞﾚ
内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

48-5 5 バック フェンディ
フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾍﾞﾀ
金具ｽﾚ ｸｽﾐ 中ﾍﾞﾀ 内ﾎﾟｹｯﾄしっとり

BC

48-6 6 バック コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 白 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｷｽﾞ ｼﾐ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

BC

48-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41526 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 TH1909 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾋﾋﾞ小 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾍﾟﾝ跡

B

48-8 8 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 白 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾌﾁｽﾚ
金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ﾇﾘ ﾖｺﾞﾚ

B-

48-9 9 バック ノースフェース
ノースフェース ﾅｲﾛﾝ 黒 ﾋｯﾌﾟﾊﾞｯｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖ
ｺﾞﾚ

B-

48-10 10 バック(NB) Cavalanti ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ 型押し ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B
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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 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール M1265 ZRGO-M928 白 ﾌﾞｯｸﾄｰﾄ ▲持手ｽﾚ 袋 S

49-2 2

49-3 3

49-4 4

49-5 5

49-6 6

49-7 7

49-8 8

49-9 9

49-10 10

2023年3月25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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51901 ﾊﾟﾙﾃｨｼｵﾝ 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B+

50-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51165 ｳﾞｨﾊﾞｼﾃPM 確認できず ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ｽﾚ ｼﾐ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B+

50-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51165 ｳﾞｨﾊﾞｼﾃPM 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ
小 表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B+

50-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51386 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ26 DU1013 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ

B

50-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51122 ﾍﾞﾙｴｱ SL1928 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 根元ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 表面ﾃｶﾘ ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ 毛羽立ち小 ﾌﾁｷﾚ

ST B

50-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51512 ｸﾛﾜｯｻﾝMM TH0033 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖﾚ ｼﾜ
ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 香水臭小

B

50-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 AR0961 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｼﾜ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

50-8 8 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41013 ｲｴﾅPM FL0147 (参定) 175,000円 ▲角ｽﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ｼﾜ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ小 ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

50-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51304 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ26 MB3152 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 根
元ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B

50-10 10 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 2番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51256 ﾐｭｾﾞｯﾄ AS0979 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根元
ﾌﾁｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

51-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51162 ﾐｭﾙﾃｨﾌﾟﾘｼﾃ MB1014 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾋ
ﾋﾞ 根元ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

51-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51302 ﾐｭｾﾞｯﾄ TH0096 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 根
元ﾎﾂﾚ 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 ﾌﾗｯﾌﾟﾖｺﾞﾚﾍﾟﾝ跡

B

51-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51205 ﾊﾑﾌﾟｽﾃｯﾄﾞPM MI4018 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

51-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51127 ｴﾘﾌﾟｽPM MI0021 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾌﾁｽﾚ
ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｿﾘ

B

51-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51258 ﾐｭｾﾞｯﾄｻﾙｻ LM1011 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾌﾁｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 中ｽﾚ ﾌﾁｷﾚ

B

51-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51242 ｻﾝｸﾙｰ VI8904 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ 表
面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 金具ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ｼﾜ ﾌﾁｷﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ

B

51-8 8 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51260 ﾐｭｾﾞｯﾄｻﾙｻ LM1013 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 根
元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾌﾁｷﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

51-9 9 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51204 ﾊﾑﾌﾟｽﾃｯﾄﾞMM CA4007 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ ｼﾐ ﾔｹ 金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

51-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51258 ﾐｭｾﾞｯﾄｻﾙｻ LM0091 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾌﾁｽﾚ 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 ﾍﾟﾝ跡

B

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ M58477 ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ IC ﾌﾞﾛﾝ 箱 袋 ﾚｼｰﾄ S

52-2 2

52-3 3

52-4 4

52-5 5

52-6 6

52-7 7

52-8 8

52-9 9

52-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 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ﾊﾞｯｸ 2番台 黒 ▲型崩れ ﾊﾟｲ
ﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

ｶｰﾄﾞ B-

53-2 2 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 1番台 青×赤 巾着型 ▲型崩れ 底ﾖ
ｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾆｵｲ大 ｽﾚ

ｶｰﾄﾞ B-

53-3 3 バック(NB) 出品取消

53-4 4 バック シャネル
ｺｺｺｸｰﾝ シャネル ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 21番台 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ大 持手ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

BC

53-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51155 ﾄﾘｱﾅ VI0999 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 金具ｷｽﾞ
中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

袋 B

53-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51131 ｱﾙﾏ SD1023 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

袋 B-

53-7 7 衣類 ＹＳＬ ＹＳＬ HS002-522-40 ﾍﾞｰｼﾞｭ 毛/ｷｭﾌﾟﾗ ｺｰﾄ #S 110cm ▲保管臭 AB

53-8 8 衣類 ＹＳＬ ＹＳＬ FR021-026-32 紺 綿/ｷｭﾌﾟﾗ ｺｰﾄ #9 110cm ▲保管臭 襟ﾖｺﾞﾚ B

53-9 9 衣類(NB) ﾏﾀﾞﾑｸﾞﾚ ﾐﾝｸ ｺｰﾄ 黒 #F ｽｰﾊﾟｰｼｪｱｰﾄﾞ　ｻｶﾞﾐﾝｸ (参定) 2,500,000円 A

53-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 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+

54-2 2 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 袋 ST SA

54-3 3

54-4 4

54-5 5

54-6 6

54-7 7

54-8 8

54-9 9

54-10 10



2023年3月25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(NB)
ｶﾘﾝｼｮﾙﾂ ﾎｰｽ型押し ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ ﾔｹ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ

箱 B

55-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51257 ﾐｭｾﾞｯﾄﾀﾝｺﾞ･ｼｮｰﾄ SP0051 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
劣化 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

袋 BC

55-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47270 ﾄﾞｰｳﾞｨﾙ MB1022 (参定) 177,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ大 根元ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾜ 中ｽﾚ

B-

55-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M42906 ﾊﾞﾑﾊﾞｯｸﾞ MB2138 (参定) 168,000円 ▲
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 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆ
ｵｲ ﾌﾁｽﾚ ﾋﾋﾞ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ

袋 B-

55-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M40620 ｱﾙﾏPM FL5101 ｱﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ (参定) 221,000円 ▲
角ｽﾚ小 中ｽﾚ

A

55-6 6 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｼｰﾙなし GP金具 ▲
角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

B-

55-7 7

55-8 8

55-9 9

55-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44002 ﾉｴ 9006A2 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞﾋﾋﾞ 毛羽立ち
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

56-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91092 ﾋｭｰｽﾄﾝ CA0051 ﾙｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ大 持手ｽﾚ ﾋﾋﾞ
小 ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾊｶﾞﾚ ｽﾚ

B-

56-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41626 ｻｯｸｽﾌﾟｰﾙ35 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ﾋﾋﾞ 金具
ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾋﾞｽﾄﾚ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

ﾎﾟﾜﾆｴ BC

56-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 MB0021 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾇﾒ
革ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾛﾋﾋﾞ

袋 B-

56-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51155 ﾙｺ SR0040 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ

袋 B-

56-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42224 ﾉｴ MI871 (参定) 174,000円 ▲底ｼﾐ 角ﾔﾌﾞﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ ﾋﾓｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｽﾚ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

56-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51108 ｻｯｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ大 ﾋﾋﾞ 持手ﾔﾌﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

BC

56-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45257 ｱﾍﾞｽ RI1171 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｽﾚ 金具ｷ
ｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B

56-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M58122 ｻｯｸｸﾚｰﾍﾞﾙ (参定) 171,000円 ▲持手ｼﾐ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中ﾆｵｲ

ﾈｰﾑﾀｸﾞ ST BC

56-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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(NB) 出品取消

57-2 2 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 持手ﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中
使用感

B

57-3 3 バック ３本山 ３本山 ﾚﾉﾏ NB ﾉｰｽﾌｪｲｽ B-

57-4 4 帽子 コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ #S ﾊｯﾄ ▲ﾚｻﾞｰ部ｷﾚ ﾔｹ小 B+

57-5 5 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 茶 ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根元ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ

B-

57-6 6 バック ４本山 ４本山 NB×3 ｻﾏﾝｻ B-

57-7 7 衣類(NB) 出品取消

57-8 8

57-9 9

57-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ
ﾆｭｰｼﾞｬｯｷｰ グッチ 124407 ﾚｻﾞｰ×ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 水色 ▲底ﾖｺﾞ
ﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

58-2 2 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ×PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 青 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲型崩れ ﾊﾟｲ
ﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ大 ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ﾖｺﾞﾚ

B-

58-3 3 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞ
ﾜﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 中劣化 粉ﾌｷ

BC

58-4 4 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 GG ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ ﾋﾋﾞ 根元劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中劣化 粉ﾌｷ

BC

58-5 5 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ GG ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ大 ｼﾐ大

BC

58-6 6 バック グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ GG ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大
ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

BC

58-7 7 バック プラダ
プラダ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手劣化 表面ﾔ
ｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｼﾐ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ大 ﾆｵｲ

BC

58-8 8 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 ▲型崩れ 底ｼﾐ 角ﾔﾌﾞﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感

BC

58-9 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 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ

BC

58-10 10 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 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 巾着 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底
ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面ｼﾜ ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾊｶﾞﾚ ｼﾜ ﾋﾋﾞ

BC
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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 フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲型崩れ 底ｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖ
ﾚ ｼﾜ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

59-2 2 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 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾇﾒ革劣化 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ

BC

59-3 3 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 角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｶ
ﾋﾞ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ大

BC

59-4 4 バック セリーヌ
セリーヌ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 馬車 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖﾚ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

59-5 5 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 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾔﾌﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ﾌｧｽﾅｰﾚｰﾝﾔﾌﾞﾚ

BC

59-6 6 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 ▲角ﾊｶﾞﾚ 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 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

BC

59-7 7 バック フルラ
フルラ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中大 ﾖｺﾞﾚ

B-

59-8 8 バック ３本山 ３本山 BC

59-9 9 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M32578 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ SP2099 ｸﾞﾘｽﾞﾘ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽ
ﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

59-10 10 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 中使用感

B-
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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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45567 EP3290 黒×白 ﾀﾌﾃｯﾄﾞﾓﾉｸﾞﾗﾑｶﾊﾞLV UFｺﾗﾎﾞ
▲角ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 底ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ

袋 A

60-2 2

60-3 3

60-4 4

60-5 5

60-6 6

60-7 7

60-8 8

60-9 9

60-10 10
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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 小物 バレンシアガ バレンシアガ 618189 ｶｰﾌ 白 ｽﾏﾎﾎﾟｰﾁ ▲表面ｽﾚ小 A

61-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51252 ｶﾙﾄｼｴｰﾙ 831SL ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ大 ﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｷｽﾞ大 ﾖｺﾞﾚ

BC

61-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45252 ﾘﾎﾟｰﾀｰGM SP0041 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ 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
ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

袋 ｶｷﾞ×2 ｶﾃﾞﾅ×2 B-

61-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41376 ｻｯｸﾄﾛﾜﾎﾟｯｼｭ 8911VX ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 金
具社外 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

ﾈｰﾑﾀｸﾞ ﾎﾟﾜﾆｴ ｶｷﾞ×2 ｶ
ﾃﾞﾅ×2 B-

61-5 5 バック ミュウミュウ
ミュウミュウ ﾃﾞﾆﾑ 2WAYﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ST B

61-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾊﾟｲｿﾝ ｳﾞｨｰﾅｽ AR4136 ▲底ｽﾚ小 表面ｽﾚ 中ｽﾚ小 ﾍﾋﾞ
革ﾒｸﾚ小 ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾚ

ST ｸﾛｼｪｯﾄ ｶｷﾞ×2 A

61-7 7 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51172 ﾊﾞﾑﾊﾞｯｸﾒﾙｳﾞｨｰﾙ ▲中使用感小 箱 袋 A

61-8 8 バック ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M92648 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｱｸｾｿﾜｰﾙ ﾉﾜｰﾙ ▲ﾇﾒ革ﾔｹ小 中ｽﾚ
小

箱 袋 A

61-9 9 バック フェンディ フェンディ ｶｰﾌ ﾋﾟｰｶﾌﾞｰ 黒 I SeeU MINI ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ 箱 袋 ST 雨用ｶﾊﾞｰ A

61-10 10 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ｴｰﾙﾊﾞｯｸPM □D刻印 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ﾖｺﾞﾚ大
角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面しっとり ﾖｺﾞﾚ大 ﾇﾒ革ｽﾚ ｷｽﾞ ｼﾐ 中
ﾖｺﾞﾚ しっとり 焦げ跡 替えﾊﾞｯｸﾖｺﾞﾚ

箱 袋 BC
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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 靴 ＬＶ
ＬＶ 1A7WM2 ﾚｻﾞｰ BM0220 黒 #8 ｱﾍﾞｽﾗｲﾝ ﾀﾞｰﾋﾞｰｽﾆｰｶｰ ﾒﾝｽﾞ ▲
底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ｿｰﾙﾖｺﾞﾚ

箱 替えﾋﾓ B

62-2 2

62-3 3

62-4 4

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 ニナリッチ
ニナリッチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ｼﾞﾗﾌ柄 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ｼﾜ 表面
ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

ﾁｬｰﾑ 袋 B

63-2 2 バック ランセル
ランセル ﾚｻﾞｰ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

AB

63-3 3 バック(NB)
Alchimia ﾊﾗｺ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 茶 ▲持手ﾊｶﾞﾚ 表面ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

63-4 4 バック(NB)
luluGUINNESS ｱｸﾘﾙ製 ﾘｯﾌﾟｸﾗｯﾁ 黒 ﾗﾒ ▲表面ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ
中ﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

袋 B

63-5 5 バック １０本山
１０本山 ﾚﾉﾏ ｹｲﾄｽﾍﾟｰﾄﾞ YSL ｳﾝｶﾞﾛ ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｺｰﾁ CHRISTIAN×2
ISSEY MIYAKE×1 他

B

63-6 6 靴 コーチ コーチ ﾐｭｰﾙ #7B ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 箱 ｶｰﾄﾞ AB

63-7 7 ネクタイ(NB) 23本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ×3 GuyLaroche×1　他×19 BC

63-8 8 ネクタイ(NB) 23本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ×3 POLO×1　他×19 BC

63-9 9 バック サマンサベガ
サマンサベガ ﾚｻﾞｰ 茶 3WAY ▲角ﾍﾞﾀ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾎﾂﾚ
金具ｽﾚ 中ｽﾚ

ｶｰﾄﾞ AB

63-10 10 バック(NB)
Albante MASSA 6185 ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ 表面ｽﾚ
金具ｽﾚ 中ｽﾚ

A
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   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 シャネル
ﾋﾞｺﾛｰﾚ シャネル ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 1番台 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚｷｽﾞ ﾌﾁｽﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

64-2 2 バック ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M42746 ﾓﾝﾃｰﾆｭMM FA0221 紺 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡 根元ﾎﾂﾚ

※ B

64-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51155 ﾄﾘｱﾅ VI0020 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ 表面
ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

64-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA1020 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾋﾋﾞ ﾇﾒ革ｼﾐ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

64-5 5 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ﾊﾞﾆﾃｨﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚｷｽﾞ小
ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

64-6 6 バック(NB) ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ BC

64-7 7 バック ラルフローレン
ラルフローレン ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ毛
羽立ち 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ小

B

64-8 8 バック
ゼロハリバート
ン

ゼロハリバートン ｶﾒﾗﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚｷｽﾞ 中
ｽﾚ

※ B+

64-9 9 バック ニナリッチ
ニナリッチ PVC 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚｷｽﾞ ｸｽﾐ
中ﾖｺﾞﾚ

ST B+

64-10 10 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F37573 PVC ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表
面ｽﾚ ｼﾜ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

AB
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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 シャネル シャネル ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 26番台 ﾋﾟﾝｸ ▲金具ｽﾚ小 中ｽﾚ小 箱 ｶｰﾄﾞ S

65-2 2 バック ロエベ
ロエベ 330.54NK01 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 青 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 ﾌﾁｽﾚ
金具跡

袋 A

65-3 3 バック グッチ グッチ PVC 巾着ﾊﾞｯｸ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

65-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61252 ﾅﾉ・ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ DU2187 (参定) 122,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟ
ﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ

袋 B

65-5 5 バック シャネル
シャネル ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 5番台 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表
面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾌﾁｽﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ小 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ｶｰﾄﾞ B

65-6 6 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ 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 ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ｼﾜ ﾆｵｲ ﾌﾁｷﾚ

B

65-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ TH0958 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 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

65-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45268 ﾐﾆﾀﾞﾇｰﾌﾞ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾎﾂﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾉﾋﾞ ｷ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

65-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51165 ｳﾞｨﾊﾞｼﾃPM CA0094 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾌﾁｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾃｶﾘ ﾔｹ ﾌﾁｷﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

65-10 10 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面変色 ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁ変色

B-
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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 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 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾈｼﾞﾄﾚ

ST B+

66-2 2 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91619 ﾌﾞﾚｱMM AA3172 ｱﾏﾗﾝﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 持ち手ｺｹﾞ ﾌﾁｽﾚ ST無

B-

66-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏPM FL1010 ▲角ｽﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

B-

66-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51205 ｱﾝｷﾞｬﾝ MI0941 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

66-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51847 TH0920 ｺﾝﾋﾟｴｰﾆｭ23 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

66-6 6 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 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ｶｷﾞ B+

66-7 7 バック ダンヒル
ダンヒル ﾅｲﾛﾝ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 緑 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾎﾂﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

ST B

66-8 8 バック ６本山 ６本山 ﾚﾉﾏ 他 B

66-9 9 バック ４本山 ４本山 ｻﾏﾝｻ 他 B-

66-10 10 バック ８本山 ８本山 NB BC
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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
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 ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 1 l 1 99 4502131 黒 ▲表
面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小

AB

67-2 2 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 ﾀﾞｲｱﾙ「000」 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金
具ｷｽﾞ ｻﾋﾞ 中使用感

B+

67-3 3 バック ダンヒル
ダンヒル PVC ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 黒×茶 ▲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 中使用感

B

67-4 4 バック フェラガモ
フェラガモ ﾚｻﾞｰ 2wayﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 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

B-

67-5 5 バック フェラガモ
フェラガモ ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ AU-21　0164 ｱｲﾎﾞﾘｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 中ｽﾚ

B

67-6 6 バック
ロベルタディカ
メリーノ

ロベルタディカメリーノ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根元
ﾎﾂﾚ 中ｽﾚ

ﾎﾟｰﾁ B

67-7 7 バック ２本山 ２本山 ｸﾞｯﾁ ﾄｰﾄGM 手提げ BC

67-8 8 バック バリー
バリー ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒×白 ▲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 ST無

B

67-9 9 バック コーチ
コーチ 33547 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ G1480 33547 赤 ▲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

67-10 10 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ ﾏｰｸﾊﾞｲﾏｰｸｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ B
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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 グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ 010 378 ﾎﾟｰﾁ 茶 ▲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 中劣化 粉ﾌｷ

B-

68-2 2 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ 323658 002058 2WAYﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持
手ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

68-3 3 バック グッチ
GG グッチ 001-3346 002113 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
持手ﾖﾚ ｼﾜ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

68-4 4 バック バリー
バリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

68-5 5 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MM 8番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大
角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｼﾐ大

BC

68-6 6 バック ロエベ
ロエベ ｽｴｰﾄﾞ×ｴﾅﾒﾙ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 紫 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

68-7 7 バック マイケルコース
マイケルコース 紺 ﾁｪｰﾝﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面しっとり ﾖｺﾞﾚ 金具
ｷｽﾞ 中使用感

B

68-8 8 バック ラジット ラジット ﾅｲﾛﾝ 紺 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 A

68-9 9 バック ラジット
ラジット ﾍﾞｰｼﾞｭ×茶 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ
小

AB

68-10 10 バック ラジット ラジット 黒×ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾘｭｯｸ ▲中ｽﾚ小 A



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 シャネル
シャネル ｽｴｰﾄﾞ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 9番台 ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

ｶｰﾄﾞ 袋 B-

69-2 2 バック フェンディ
ﾏｲｸﾛｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ こげ茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ 根元ﾖﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

AB

69-3 3 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ｽｴｰﾄﾞ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
小 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

69-4 4 バック フェンディ
ｽﾞｯｷｰﾉ フェンディ ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

B+

69-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N52216 ｶﾞﾘｴﾗGM SD2130 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾍﾟﾝ跡

B+

69-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56688 ﾄｰﾀﾘｰPM DU1135 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｽ
ﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾃｶﾘ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ小

B

69-7 7 バック グッチ
グッチ 91250 ﾃﾞﾆﾑ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 2404 黒 ▲底ｽﾚｷｽﾞ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽ
ﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ

B-

69-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 SP1907 (参定) 161,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾋﾋﾞ ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｼ
ﾐ ﾌﾁ

B

69-9 9 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M44109 ﾌﾟﾁﾉｴ AR0985 ﾀｯｼﾘｲｴﾛｰ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ
ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 表面ｽﾚｷｽﾞ ﾌﾁｽﾚ ﾋﾓﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ毛羽立ち

B-

69-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51290 ﾄﾞﾙｰｵ SD0080 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 根元
ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾙｰﾌﾟ
1個無

BC
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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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51244 ﾐﾆｻﾝｸﾙｰ LP0940 ▲底ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ劣化 表面
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ
ﾊｶﾞﾚ

BC

70-2 2 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ FL0031 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ 袋 ｶｷﾞ AB

70-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41359 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙPM AR5109 (参定) 163,000円 ▲角ｽﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ小 中ｽﾚ小

A

70-4 4 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ FL504374 ﾚｻﾞｰ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲底ｽﾚ 持手
ｽﾚ 表面ｽﾚ 押し跡 中ｽﾚ

ｶｰﾄﾞ B

70-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ TH0929 ▲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 表面ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ﾇﾒ革ｼﾐ 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

B-

70-6 6 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47542 ﾎﾟｯｼｭ・ﾄﾜﾚｯﾄ25 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ毛羽立
ち 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

70-7 7 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42238 AR0829 ﾊﾞｹｯﾄPM付属 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
毛羽立ち 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

70-8 8 バック プラダ
プラダ B4834 ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ大 ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 粉ﾌｷ大 ﾌﾟﾙｽﾚ大

BC

70-9 9 バック プラダ
プラダ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲型崩れ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸ
ｽﾐ 中使用感 粉ﾌｷ

B-

70-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51242 ｻﾝｸﾙｰ TH0010 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 根
元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC
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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 ３本山 ３本山 ｺｰﾁ×3 BC

71-2 2 バック コーチ
コーチ ｶｰﾌ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲型崩れ 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

B

71-3 3 バック コーチ
コーチ PVC×ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤×茶 ▲底ｽﾚ 角ﾖｺﾞﾚ小 持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞ押し跡 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ST無

B

71-4 4 バック コーチ コーチ ｶｰﾌ ﾌﾞﾘｰﾌｹｰｽ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

71-5 5 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表
面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

71-6 6 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 ｵﾚﾝｼﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ 金具ｷ
ｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

71-7 7 バック バーバリー
ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

71-8 8 バック バーバリー
ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ バーバリー ﾂｲｰﾄﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手毛羽立ち 表
面毛羽立ち 金具ｷｽﾞ 中使用感

B

71-9 9 バック(NB) ｵｰｽﾄﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲金具ｽﾚ 中ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ BC

71-10 10 バック バリー
バリー ｸﾛｺ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ｽﾚ 根元ﾋ
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 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 粉ﾌｷ

BC

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ゲス ゲス ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ小 中ｽﾚ 袋 A

72-2 2 バック ケイトスペード
ケイトスペード ｽｴｰﾄﾞ×ｴﾅﾒﾙ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 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

袋 B

72-3 3 バック グッチ
グッチ ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面ﾔ
ｹ ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

72-4 4 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ大 持手ｷｽﾞ 表面ﾔ
ｹ ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

72-5 5 バック
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ 142469 V3050 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｷｬﾒﾙ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

72-6 6 バック エルメス
ﾌｰﾙﾄｩ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ

BC

72-7 7 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 持手毛羽立ち 表面
毛羽立ち 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

72-8 8 バック エルメス
ﾌｰﾙﾄｩ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄMM 茶 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ
中使用感

B-

72-9 9 バック フェラガモ
フェラガモ CC-21793 ｴﾅﾒﾙ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾜ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

72-10 10 バック フェラガモ
フェラガモ FZ-21 7803 ｴﾅﾒﾙ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中使用感

B
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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 バック シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ｼｰﾙなし 黒 ﾊﾟﾘ限定
▲角ｽﾚ大 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 外ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 生地ﾜﾚ

B-

73-2 2 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 B03817417X ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ
▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ﾐﾗｰ 袋 B+

73-3 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 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ B02817399F 赤 ▲角ｽﾚ
持手ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ

袋 ※ AB

73-4 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 ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ B04479034A ﾌﾞﾛﾝｽﾞ
▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

73-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51146 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞMM MI0969 ▲角ｽﾚ 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

B

73-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51151 ｶﾊﾞ･ﾒｿﾞ DU1012 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 金
具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B+

73-7 7 バック エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス ﾘｭｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手毛羽立ち ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立
ち 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ

B

73-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51272 ﾄﾛｶﾃﾞﾛ30 MB0042 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ ﾖﾚ
根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 内ﾎﾟｹｯﾄ外ﾎﾟｹｯﾄ生地ｳｷ ﾖｺﾞﾚ

B-

73-9 9 バック Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール GLY44190 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ BOL0034 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞ
ﾚ

ｶｰﾄﾞ 袋 BC

73-10 10
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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 プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｷｽﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
小 ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ST無

ﾈｰﾑﾀｸﾞ B

74-2 2 バック グッチ
GG グッチ 190630 ﾅｲﾛﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｱｳﾄﾚｯﾄ

袋 AB

74-3 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 ｻﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾍﾞﾀ小 表面ｼﾐ 中ｽﾚ ﾌﾟﾙﾎﾂﾚ

袋 B-

74-4 4 バック エルメス
エルメス ﾄﾜﾙｱｯｼｭ □J刻印 ｵﾚﾝｼﾞ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｧｲﾙPM ｷｬﾝﾊﾞｽ ▲角ｽ
ﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

ST B-

74-5 5 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ 白 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ小
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B

74-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41408 ｼﾘｳｽ45 VI8904 (参定) 204,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽ
ﾚ 持手ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ小 ﾇﾒ革ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

ﾈｰﾑﾀｸﾞ ※ B-

74-7 7 バック グッチ
GG グッチ 211970 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中
ﾖｺﾞﾚ

AB

74-8 8 バック コーチ
コーチ 12935 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 白 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞｷｽﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ小 ﾛｺﾞﾀｸﾞﾊｶﾞﾚ

ST B-

74-9 9 バック(NB)
ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 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 ｼﾐ ST無

B-

74-10 10 バック ４本山 ４本山 ﾌｪﾗｶﾞﾓ 他 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 ＬＶ
ＬＶ M44962 DU4169 ﾌﾞﾗｯｸ ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾑｰﾝｱﾙﾏ ▲金
具ｽﾚ 中ｽﾚ小

箱 袋 ﾁｪｰﾝST A

75-2 2 バック ＬＶ
ＬＶ M40740 ﾈｵﾊﾟﾋﾟﾖﾝPM 茶 ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾚｳﾞｪﾗｼｮﾝ ▲持手ﾖﾚ小 ｺﾊﾞ毛
羽立ち 表面ｽﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 ST ｸﾛｼｪｯﾄ B+

75-3 3 バック ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N41259 ﾀﾀﾞｵPM DU0069 (参定) 185,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中使用感 ﾆｵｲ

ST 袋 B+

75-4 4 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N51206 ﾊﾑﾌﾟｽﾃｯﾄﾞMM CA2180 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
表面ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

袋 AB

75-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M95049 ﾊﾞｷﾞｰPM FL0066 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｼ
ﾐ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

75-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51145 ﾙｰﾋﾟﾝｸﾞGM LM0090 ▲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

B

75-7 7 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51982 ﾄｩﾙｰｽﾒｲｸｱｯﾌﾟ SP1013 ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

75-8 8 バック バレンシアガ バレンシアガ 638524 革 ﾌﾞﾗｯｸ ﾈｵｸﾗｼｯｸﾐﾆ ▲表面押し跡小 ST 袋 SA

75-9 9 バック コーチ
コーチ 革 2WAYﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｺﾗﾎﾞ ﾐｯｷｰ型 ▲底ｽﾚ小 表面ｽ
ﾚ小 金具ｽﾚ

ﾁｪｰﾝ 袋 A

75-10 10 バック コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 1591 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲中ﾌﾁｽﾚ小 袋 ST SA
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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 エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾞｻｽ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎﾂﾚ

B-

76-2 2 バック フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ 革 黒 ﾐﾆﾘｭｯｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ｽﾚ 持手ｺﾊﾞ表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B

76-3 3 バック
ドルチェ＆ガッ
バーナ

ドルチェ＆ガッバーナ 日本限定TANIAﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 花柄 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B

76-4 4

76-5 5

76-6 6

76-7 7

76-8 8

76-9 9

76-10 10
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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 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

箱 袋 ｶｰﾄﾞ ﾚｼｰﾄ SA

77-2 2

77-3 3

77-4 4

77-5 5

77-6 6

77-7 7

77-8 8

77-9 9

77-10 10
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   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41140 ｻｯｸｼｬｽ 不鮮明 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ

ST ※ BC

78-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41422 ｷｰﾎﾟﾙ60 SD881 (参定) 161,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ 持手ｽﾚ大 ﾎﾂﾚ ﾌﾁｽﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

78-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M93411 ﾙﾐﾆｭｰｽﾞPM SP4150 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 香水臭
ST無

BC

78-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51140 ｻｯｸﾌﾟﾗ 831 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 根元ｷ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ

B-

78-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51825 ﾏﾙﾘｰﾄﾞﾗｺﾞﾝﾇ SD1916 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟ
ｹｯﾄﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

BC

78-6 6 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ 革 ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 白 Yﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 BC

78-7 7 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 ｶｰｷ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中ﾖ
ｺﾞﾚ小

袋 A

78-8 8 バック ３本山 ３本山 ﾄﾘﾊﾞｰﾁ ﾀﾞﾅｷｬﾗﾝ 他 B-

78-9 9 バック サマンサベガ
サマンサベガ PVC 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 金具跡 金具
ｽﾚ 中ｽﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ小

ST A

78-10 10 バック ２本山 ２本山 ﾃﾞｨﾃﾞｨｴﾗ ﾏﾙﾄ 袋 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 靴 グッチ グッチ ﾚｻﾞｰ ｽﾆｰｶｰ #27 ﾊｲｶｯﾄ ｲﾝﾀｰﾛｯｸ ▲ﾖｺﾞﾚ 色移り 箱 B

79-2 2 靴 ２本山 ２本山 ﾅｲｷ B-

79-3 3 靴 ２本山 ２本山 ﾘｰﾎﾞｯｸ ﾋﾟｻﾛ 箱 B-

79-4 4 靴 ２本山 ２本山 ｷｬｻﾘﾝﾊﾑﾃｯﾄﾞ ｽｸｰﾙｼﾞｰﾝｽﾞ B-

79-5 5 靴 プーマ プーマ 3663 10-01 スエード ｽﾆｰｶｰ 黒 #25.5 ﾊｲｶｯﾄ X'O19 ▲ｽﾚ A

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 ２本山 ２本山 ﾎﾟｰﾀｰ ｱﾙﾏｰﾆ B

80-2 2 バック コーチ
コーチ F28186 PVC×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲型崩れ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾜﾚ
ﾋﾋﾞ 表面ﾍﾞﾀ大 ﾖｺﾞﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ大 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ST
無

BC

80-3 3 靴 コールハーン コールハーン ｴﾅﾒﾙ ﾌﾞｰﾂ 黒 #6 1/2B ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

80-4 4 靴 7本山 7本山 B-

80-5 5 小物 ２本山 ２本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ BC

80-6 6 バック ７本山 ７本山 BC

80-7 7 化粧品 ８本山 ８本山 B

80-8 8 香水 シャネル シャネル PLATINUM EGOISTE A

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 バック マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 袋 冊子 A

81-2 2 バック マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾎﾜｲﾄ ﾌﾘﾝｼﾞ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小
中使用感

ST SA

81-3 3 バック マイケルコース
マイケルコース ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾊﾟｲｿﾝ型押し ﾐﾗﾝﾀﾞｶｰｺﾗﾎﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾖﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

袋 ST ﾀｸﾞ AB

81-4 4 バック マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 黒 ﾌﾚｰﾑ ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 袋 ﾀｸﾞ A

81-5 5 バック マイケルコース マイケルコース PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 袋 ST ﾀｸﾞ A

81-6 6 バック マイケルコース
マイケルコース PVC 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ｽﾚ ｷｽﾞ 中ｽﾚ 持手ﾖﾚ

ST B+

81-7 7 バック マイケルコース
マイケルコース PVC×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B

81-8 8 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 37458 PVC×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
中ｽﾚ

ST A

81-9 9 バック コーチ コーチ 36957 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ｽｶｳﾄ ▲金具ｽﾚ 袋 ST A

81-10 10 バック コーチ
コーチ F27850 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ﾏﾃﾞｨｿﾝ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ
ｼﾜ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 ST 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 ケイトスペード ケイトスペード ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ▲表面押し跡 ST ﾀｸﾞ AB

82-2 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 ｸﾞﾚｰｼﾞｭ ▲中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾎﾞﾝﾄﾞｼﾐ 袋 A

82-3 3 財布 ケイトスペード
ケイトスペード ﾚｻﾞｰ ﾋﾟﾝｸ ﾐﾆｰｺﾗﾎﾞ ﾁｪｰﾝｳｫﾚｯﾄ ▲型崩れ 表面ﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

冊子 B

82-4 4 バック サマンサタバサ サマンサタバサ ﾚｻﾞｰ ﾋﾟﾝｸ 3WAYﾘｭｯｸ ▲角ﾊｶﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ST×2 AB

82-5 5 バック サマンサタバサ サマンサタバサ ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾙｰ ﾐﾗﾝﾀﾞｶｰ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝ ▲中ｽﾚ小
ﾊｰﾄｶﾃﾞﾅ ｸﾛｼｪｯﾄ ｶｷﾞ×2
袋 ST A

82-6 6 バック サマンサタバサ
サマンサタバサ ﾚｻﾞｰ 白×黒 ﾐﾆﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ
中ｼﾜ ﾌﾁｼﾐ

B+

82-7 7 バック サマンサタバサ サマンサタバサ ﾌｧｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲中ｽﾚ小 ｸﾛｼｪｯﾄ A

82-8 8 バック ケイトスペード ケイトスペード ﾌｧｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲金具ｽﾚ小 A

82-9 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 ﾌﾞﾙｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 ST 冊子 A

82-10 10 バック フルラ フルラ ﾚｻﾞｰ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ﾎｰﾎﾞｰ ▲底ｽﾚ小 表面ｼﾜ 押し跡小 中ｽﾚ小 A
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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 ダコタ
ダコタ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 赤 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ大 中使用感

B-

83-2 2 バック バリー バリー ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｱｸｾｻﾘｰﾎﾟｰﾁ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 ﾆｵｲ ﾀｸﾞ AB

83-3 3 バック アンテプリマ アンテプリマ ﾜｲﾔｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ﾘﾎﾞﾝ ▲持手ﾍﾞﾀ 表面ﾍﾞﾀ 中ﾍﾞﾀ B-

83-4 4 バック ５本山 ５本山 ｸﾞｯﾁ YSL ﾌﾟﾗﾀﾞ ｱﾆｴｽﾍﾞｰ×2 BC

83-5 5 バック ５本山 ５本山 ｾﾘｰﾇ ｸﾞｯﾁ ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ﾊﾞﾘｰ ﾎﾞﾙﾎﾞﾈｰｾﾞ BC

83-6 6 バック ５本山 ５本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾀﾞﾝﾋﾙ×2 ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞ×2 BC

83-7 7 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ×2 ﾎﾟｰﾀｰ ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ BC

83-8 8 バック ５本山 ５本山 ﾊﾞﾘｰ ﾌﾙﾗ ｻﾏﾝｻ×2 ｹｲﾄｽﾍﾟｰﾄﾞ BC

83-9 9 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ×4 ﾏｰｸｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ BC

83-10 10 バック ５本山 ５本山 ｺｰﾁ×5 BC

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 MB8911 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

84-2 2

84-3 3

84-4 4

84-5 5

84-6 6

84-7 7

84-8 8

84-9 9

84-10 10
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   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏｶｻｰ ＬＶ M43555 ｻﾝﾄﾝｼﾞｭ DU3108 ﾉﾜｰﾙ (参定) 188,000
円 ▲角ｽﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

※ AB

85-2 2 バック コーチ
コーチ F57498 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲持手ｺﾊﾞｷｽﾞ小 ﾎﾂﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ

ST A

85-3 3 バック コーチ
コーチ 76088 ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰ ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

85-4 4

85-5 5

85-6 6

85-7 7

85-8 8

85-9 9

85-10 10
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   出品No. 86

86 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

86-1 1 バック コーチ
コーチ 6772 ｽﾄﾛｰ×革 茶×黒 かごﾊﾞｯｸ ▲底ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾊｶﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

86-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N42270 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ TH0014 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ小 金具ｷｽﾞ
中ｽﾚ ﾆｵｲ

袋 AB

86-3 3 バック ＭＣＭ ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 9340 茶 ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 B

86-4 4 バック カルティエ
ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面小
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

袋 BC

86-5 5 バック セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ST無

B-

86-6 6 バック(NB)
ｱﾝﾃﾞｨﾊﾜｰﾄﾞ 26667-01 ﾅｲﾛﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ小 持手ﾎﾂﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ小 中使用感小

ST ｶﾞｼﾞｪｯﾄ AB

86-7 7 バック(NB) ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾗﾍﾞﾗｰ ﾅｲﾛﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST A

86-8 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ﾊﾞｯｸ 3番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ
底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾍﾟﾝ跡

ﾌﾞﾃｨｯｸｼｰﾙ B-

86-9 9 バック オロビアンコ
オロビアンコ 601501 ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ｻｯｸｽﾊﾞｰｺﾗﾎﾞ ▲
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾆｵｲ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ

袋 ST B

86-10 10 バック(NB)
ｸﾛｺ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ｶｷﾞ「000」 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ
ﾌｸﾗﾐ

BC
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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 衣類(NB)
ﾏﾑｰﾄ ﾅｲﾛﾝ ﾏｳﾃﾝﾀﾌｼﾞｬｹｯﾄ #ｱｼﾞｱﾝL 310717Ti 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾆｵ
ｲ大

BC

87-2 2 バック ポーター
ポーター ﾅｲﾛﾝ 黒 中田英寿ﾓﾃﾞﾙ ｷｬｽﾀｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中使用感

B-

87-3 3 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ﾖﾚ小 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾌﾁﾎﾂﾚ

B+

87-4 4 ベルト ＬＶ ＬＶ ﾚｻﾞｰ CT0094 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ B

87-5 5 バック ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N41455 ﾉﾘｰﾀ SP0085 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ 袋 南京錠 ｶｷﾞ B

87-6 6 バック フェラガモ
ｳﾞｧﾗ フェラガモ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー 2WAYﾊﾞｯｸ AU-21　7184 ▲底ｽﾚ
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 金具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B

87-7 7 バック コーチ
コーチ 2186 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ﾀｲﾀﾞｲｻｯﾁｪﾙ ▲型崩
れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾆｵｲ

BC

87-8 8 衣類 ミュウミュウ ミュウミュウ ﾅｲﾛﾝ 黒 #42 ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰﾄ 花柄刺繍 ▲表面ｽﾚ ﾎﾂﾚ小 B

87-9 9 バック ゲラルディーニ
ゲラルディーニ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ×紫×青 ｿﾌﾃｨ ﾌﾗﾜｰﾌﾟ
ﾘﾝﾄ ▲表面しっとり 中ｽﾚ小

A

87-10 10 バック クロエ
クロエ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾗｳﾝ ｽﾓｰﾙ ｳｯﾃﾞｨ ｺｯﾄﾝｷｬﾝﾊﾞｽ×革 ▲中ｽﾚ小
ST無

A
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   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 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

箱 ST ｶｰﾄﾞ AB

88-2 2

88-3 3

88-4 4

88-5 5

88-6 6

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 バーバリー
バーバリー PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ﾍﾞﾀ ﾌﾁﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

89-2 2 小物 ６本山 ６本山 ﾀｵﾙ AB

89-3 3 財布 ２本山 ２本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ BC

89-4 4 財布 クロエ
クロエ ｴﾅﾒﾙ 折財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ 金具ｷｽﾞ
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

BC

89-5 5 財布 プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ 2つ折り長財布 水色 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾊｶﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁﾎﾂﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

89-6 6 財布 ２本山 ２本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ BC

89-7 7 財布 ４本山 ４本山 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ ﾌｪﾗｶﾞﾓ ｺｰﾁ ｱﾙﾏｰﾆ BC

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 プラダ
プラダ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 中ｼﾐ大 底ﾋﾞｽﾌﾁﾊｶﾞﾚ

BC

90-2 2 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ﾘﾎﾞﾝ ▲角ﾔﾌﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 毛羽
立ち 中ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

BC

90-3 3 バック アンテプリマ アンテプリマ ﾜｲﾔｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 白 ﾌｧｰ ▲持手ﾍﾞﾀ 表面ﾍﾞﾀ 中ﾍﾞﾀ 袋 B-

90-4 4 バック コーチ
コーチ F15142 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ F1020 黒 ﾌｧｽﾅｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ大 角ｽﾚ
持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ

袋 BC

90-5 5 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ﾊﾞｯｸ 黒 GP ▲角ｽﾚ大 ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ
破損

箱 ｶｰﾄﾞ 袋 ※ BC

90-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 VI0973 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾟﾝ跡 ﾌﾟﾙﾋﾋﾞ 底
焦げ跡

BC

90-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 VI8912 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B-

90-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56390 ｵﾃﾞｵﾝPM CA1111 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

BC

90-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 MB0081 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ｼﾐ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ

B

90-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼｬﾄﾞｳ ＬＶ M81115 ｶﾞｽﾄﾝ･ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｳｫﾚｯﾄ ▲角ｽﾚ小 表面ｽ
ﾚ小 金具ｽﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ小 香水臭 ﾎﾟｰﾁ押し跡小

A
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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 セリーヌ
セリーヌ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ﾄﾘｵﾝﾌ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ST無

B

91-2 2 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 7Z047 PVC×ﾚｻﾞｰ ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ ▲表面ｽﾚ小 外ﾎﾟｹｯﾄ
ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

91-3 3 バック バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黄 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ
中使用感

ST B

91-4 4 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｼﾙﾊﾞｰ ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ

ST B-

91-5 5 バック ＭＣＭ
ｳﾞｨｾﾄｽ ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ 青 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞ
ﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙ劣化

B-

91-6 6 バック グッチ
グッチ 246410 ﾅｲﾛﾝ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B-

91-7 7 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91491 ｼｬｰｳｯﾄﾞPM FL5100 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ
角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

91-8 8

91-9 9

91-10 10

2023年3月25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
ドルチェ＆ガッ
バーナ

ドルチェ＆ガッバーナ ﾊﾟｲｿﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ 黄 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

92-2 2 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 ﾍﾞｰｼﾞｭ×赤 ｼｬﾄﾞｰﾎｰｽ ｷｬﾘｰｹｰｽ
▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｷｽﾞ 車
輪ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

92-3 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 茶 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｷｽﾞ 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

B-

92-4 4 バック サンローラン
サンローラン ﾚｻﾞｰ 黒 ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾛｺﾞ消えかけ

B-

92-5 5 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 青 ▲型崩れ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ｷｽﾞ 中使用感

ST B

92-6 6 バック バーバリー
バーバリー ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ﾀﾏﾑｼ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡 外ﾎﾟ
ｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾍﾟﾝ跡

BC

92-7 7

92-8 8

92-9 9

92-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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
ｴﾋﾟ ＬＶ M58972 ﾏｯﾂｨ 確認できず 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ小 持手ｼﾜ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾌﾁｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎﾞﾝﾄﾞ跡

B

93-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M92126 ｷｬﾊﾞﾚｰ 確認できず ｶｰﾏｲﾝ ▲表面ｽﾚ 金
具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

93-3 3 バック(NB) 出品取消

93-4 4

93-5 5

93-6 6

93-7 7

93-8 8

93-9 9

93-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 94

94 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

94-1 1 バック グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 14600 PVC ﾐﾆﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ×青 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

94-2 2 バック グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 161822 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×茶 ▲
角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾋﾋﾞﾎﾂﾚ

B-

94-3 3

94-4 4

94-5 5

94-6 6

94-7 7

94-8 8

94-9 9

94-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51997 ﾄﾚｳﾞｨPM TH4017 ｴﾍﾞﾇ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B+

95-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47524 881 ﾄｩﾙｰｽ･ﾄﾜﾚｯﾄ23 ▲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 ﾍﾟﾝ跡 ﾌｧｽﾅｰ布地ﾔﾌﾞﾚ

B-

95-3 3 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ﾊﾞｯｸ 02番台 黒 ｺｺﾏｰｸ ▲角
ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ﾌﾁﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ
ｽﾚ

袋 B-

95-4 4 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ 003.38.0015 ｽｴｰﾄﾞ ﾘｭｯｸ 赤 ▲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 ﾖﾚ大 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ ｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

95-5 5 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 茶 ﾌﾗｯﾌﾟ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
ﾖﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

95-6 6 バック ロエベ
ロエベ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸﾘｰﾑ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁｼﾐ

袋 B

95-7 7 バック ロエベ
ロエベ ｽｴｰﾄﾞ 茶 ｾﾐｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

95-8 8 バック ロエベ
ロエベ ｽｴｰﾄﾞ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｾﾐｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 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

袋 B

95-9 9 バック トゥミ
トゥミ ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ 263141D4 黒 ▲持手ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ

B+

95-10 10 食器 ２本山 ２本山 ﾛｲﾔﾙｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ　ﾌﾞﾙｰﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ B

2023年3月25日 ブランドオークション

   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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏｶｻｰ ＬＶ M41411 ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ・ｷｰﾎﾟﾙ OL3007 55 (参定)
292,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾜ 中使用感 ﾌｧｽﾅｰ両ｻｲﾄﾞ付け根
部分ﾊｶﾞﾚ

ST ﾈｰﾑﾀｸﾞ ※ B-

96-2 2 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51105 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM SA5112 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ

B-

96-3 3 バック フェラガモ
フェラガモ PVC×ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

96-4 4 バック バーバリー
バーバリー ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 草 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 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

96-5 5 バック コーチ コーチ PVC ﾘｭｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 A

96-6 6 バック エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス 布 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ▲角ﾎﾂﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ 毛羽立ち 表
面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B

96-7 7 バック ＭＣＭ ＭＣＭ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｷｬﾒﾙ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ B+

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
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N23295 ﾍﾟｶﾞｽ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ｽﾚ ｷｽﾞ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌ
ﾁﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B

97-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ AR1914 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋ
ﾋﾞ ﾖﾚ 根元ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

B-

97-3 3 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M48037 ｶﾝﾇ AS0936 ｶｽﾃｨﾘｱﾝﾚｯﾄﾞ ▲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 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾌﾟﾙ破損

B-

97-4 4 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91075 ｳｰｽﾀｰ BA0949 黄 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｼﾐ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ ｶﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ 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

B-

97-5 5 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52262 ｻﾝｼﾞｬｯｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾉﾜｰﾙ ▲底ｽﾚ ｼﾜ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ 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 ﾍﾟﾝ跡

B-

97-6 6 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91092 ﾋｭｰｽﾄﾝ CA1010 ▲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 表面ﾔｹ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｶﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

B-

97-7 7 バック シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 不鮮明 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ﾚｯﾄﾞ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ 落書き

B-

97-8 8 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 861SD (参定) 209,000円
▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｶﾋﾞ 表面
ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｼﾜ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

97-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51512 ｸﾛﾜｯｻﾝMM ▲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
ﾖﾚ ｶﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ

B

97-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 TH0014 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B
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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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 TH0939 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ
革ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中使用感 ST無

B

98-2 2 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 MI0037 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ毛羽立ち 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

98-3 3

98-4 4

98-5 5

98-6 6

98-7 7

98-8 8

98-9 9

98-10 10
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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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41175 ﾊﾟﾗｽ CA1117 ｽﾘｰｽﾞ (参定) 310,000円 ▲型崩
れ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 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 表面ｺｰ
ﾃｨﾝｸﾞﾊｶﾞﾚﾖｺﾞﾚ

袋 BC

99-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62155 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｼﾞｬﾝﾇ CA3167 ﾌｭｰｼｬ (参定)
60,000円 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ｲﾆｼｬﾙ

ｶｰﾄﾞｹｰｽ ｺｲﾝｹｰｽ B-

99-3 3 ストール エルメス エルメス 140×148cm 大判 ▲表面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ 糸引き B-

99-4 4 ストール コーチ コーチ 202×74cm ▲表面毛羽立ち B+

99-5 5 ネクタイ(NB) 出品取消

99-6 6 財布 グッチ
グッチ ﾊﾟｲｿﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 453158　0416 ｸﾞﾚｰ ｵｰﾀﾞｰ KIKI ▲
表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

箱 袋 A

99-7 7 財布 プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 224 水色 ▲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-

99-8 8 靴 グッチ グッチ 501908 #35 1/2 ｷｬｯﾄ刺繍 ｽﾆｰｶｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 箱 袋 A

99-9 9 靴 グッチ グッチ #36 ﾋﾞｰ PAR AMOUR ▲底ﾖｺﾞﾚ小 金具ﾖｺﾞﾚ 箱 袋 AB

99-10 10 小物 ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ　ﾘﾎﾞﾝ・B・N ▲ﾇﾘ跡 箱 B

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 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×ﾚｻﾞー ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 8番台 ﾋﾟﾝｸ ▲底
ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ

BC

100-2 2 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 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中使用感

ST B

100-3 3 バック(NB)
ﾚｶﾞｰﾄﾗﾙｺﾞ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 持手根元ｷﾚ小 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

ST B+

100-4 4 バック(NB)
ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 青 ▲持手ﾎﾂﾚ小 表面ｽﾚ小 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁﾎ
ﾂﾚ

ST B

100-5 5

100-6 6

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 トッズ
トッズ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲持手ﾖｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ
中ｼﾐ

ST BC

101-2 2 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 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ﾋﾓﾊｶﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ
中ｽﾚ

B

101-3 3 ポーチ コーチ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ 白 ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾟｰﾁ ▲表面ｼﾐ 中ｼﾐ B

101-4 4 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 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾔｹ ｷｽﾞ 中ｼ
ﾐ小

B

101-5 5 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 ﾏﾙﾁ ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ ▲表面ｼﾐ大 中ｼﾐ大 ST B-

101-6 6 バック フルラ フルラ ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｷｽﾞ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

101-7 7 バック ２本山 ２本山 ﾄﾘｰﾊﾞｰﾁ ｸﾞｯﾁ B-

101-8 8 バック マイケルコース マイケルコース PVC ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶×ﾋﾟﾝｸ ▲表面ｷｽﾞ小 ST無 A

101-9 9 バック クロエ クロエ ﾚｻﾞｰ×ﾊﾗｺ ｱﾘｿﾝ 茶×黒 ▲持手ﾊｶﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾊﾗｺﾊｶﾞﾚ BC

101-10 10

2023年3月25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 衣類 シャネル シャネル P72236 ﾜﾝﾋﾟｰｽ 白 ﾂｲｰﾄﾞ ﾊﾝｶﾞｰ A

102-2 2 衣類 シャネル シャネル P70734 21A ｸﾞﾚｰ ﾚｷﾞﾝｽ P7034V62575 ｶﾊﾞｰ A

102-3 3 衣類(NB) ﾐﾝｸ 茶 ﾊｰﾌｺｰﾄ ▲ﾈｰﾑ入り B

102-4 4 衣類(NB) BLACK GLAMA ﾐﾝｸ ﾛﾝｸﾞｺｰﾄ 茶 AB

102-5 5 衣類(NB) FUR STAR ﾐﾝｸ ﾛﾝｸﾞｺｰﾄ 茶 ▲ﾀｸﾞﾎﾂﾚ B

102-6 6 衣類 ＬＶ ＬＶ 16SS 青 #44 ﾎﾞﾝﾊﾞｰｼﾞｬｹｯﾄ ｶﾓﾌﾗ ▲表面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 袖ｽﾚ ｶﾊﾞｰ B+

102-7 7 衣類 シュプリーム シュプリーム 2016AW 黒 #L ﾊﾟｰｶｰ AB

102-8 8 靴 ナイキ ナイキ DJ4702-002 #27.5cm ｽｺｰﾋﾟｵﾝ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ AB

102-9 9 靴 ナイキ ナイキ DH7863-100 ｵﾌﾎﾜｲﾄ #28.5cm ﾌﾞﾚｰｻﾞｰ 箱 ﾀｸﾞ S

102-10 10 靴 グッチ グッチ 32405 白×茶 #7 ﾛｰﾌｧｰ ▲表面ｼﾜ 中ﾖｺﾞﾚ 箱 AB
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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 衣類 エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ｼﾞｬｹｯﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾙｼﾞｪﾗ期 ▲表面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ B

103-2 2 衣類 ２本山 ２本山 ｸﾛｴ B-

103-3 3 衣類(NB) ｼｪｱｰﾄﾞﾐﾝｸ ﾛﾝｸﾞｺｰﾄ 茶 ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ AB

103-4 4 衣類(NB) ﾐﾝｸ ﾛﾝｸﾞｺｰﾄ 茶 ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ AB

103-5 5 衣類(NB) Diatura ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ ｶｰｷ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

103-6 6 衣類(NB) ｴﾙﾒｽ ﾌｪﾝﾃﾞｨ ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ 他 BC

103-7 7 衣類(NB) ｼｪｱｰﾄﾞﾐﾝｸ ﾛﾝｸﾞｺｰﾄ ｼﾙﾊﾞｰ 裏地ｼﾙｸ AB

103-8 8 衣類(NB) ﾐﾝｸ ｺｰﾄ 茶 ▲ｶﾋﾞ臭 B

103-9 9 衣類 サガミンク サガミンク 黒 ｺｰﾄ ▲ﾈｰﾑ入り ﾀｸﾞ切れかけ B-

103-10 10 衣類 ８本山 ８本山 BC
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   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47524 ﾄｩﾙｰｽ･ﾄﾜﾚｯﾄPM ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾔﾌﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ大 ﾌｧｽﾅｰ周り糸ﾇｹ

BC

104-2 2 バック エルメス
ｴｰﾙﾗｲﾝ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾞｻｽ 不鮮明 ｸﾞﾚｰ ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ ▲角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

104-3 3 バック プラダ
ﾃｽｰﾄ プラダ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾘｭｯｸ ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾎﾂﾚ
表面変色 ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

104-4 4 バック(NB) 出品取消 AB

104-5 5 バック バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾛｺﾞ金具 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小

AB

104-6 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×ﾚｻﾞー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾆｵｲ

B+

104-7 7 バック トッズ
トッズ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 Restyled D-BAG ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

B+

104-8 8 バック(NB) 出品取消

104-9 9 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 AB-21　5370 ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏﾘｯｻ ▲角ｽﾚ 持
手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ ﾔｹ小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

袋 B

104-10 10 バック コーチ
コーチ 28900 ﾃﾞﾆﾑ×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ M1757 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具
ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

ST 袋 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 コーチ
コーチ C1649 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ

B

105-2 2 バック コーチ
コーチ C4061 PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 青 ▲角ｽﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ小 表面
金具跡 中ｽﾚ ﾎﾂﾚ

袋 AB

105-3 3 バック コーチ
コーチ F57617 PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲角ﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ
根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ大 表面ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

105-4 4 バック コーチ
コーチ C8448 ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ

ST AB

105-5 5 バック コーチ
コーチ 12392 ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 白 ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｺ
ﾊﾞﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 香水臭小

AB

105-6 6 バック ダックス ダックス ﾅｲﾛﾝ 紺 ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ※ AB

105-7 7 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 白 ▲型崩れ 角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾋ
ﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾌﾁｼﾐ

B-

105-8 8 衣類 フェンディ フェンディ #ｻｲｽﾞ不明 ｺｰﾄ ▲ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち B-

105-9 9

105-10 10
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   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 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ﾐﾆﾄﾗﾝｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽ
ﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 社外ST

社外ST AB

106-2 2 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ 茶 ﾀﾞｲﾔﾙﾛｯｸ ﾊﾞﾆﾃｨ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 中ｽﾚ
変色 ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｸｽﾐ

B

106-3 3 バック グッチ
グッチ 135952 ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ　ｸﾛｺ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾁｪｰﾝ ﾃﾞｭｵﾆｿｽ ﾄﾞﾗｺﾞﾝ
ﾊﾞｯｸ ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ 石ﾄﾚ ﾀｸﾞｷﾚ

袋 ﾀｸﾞ B+

106-4 4 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 黒 ﾛﾎﾞｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ中生地崩れ 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 粉ﾌｷ

袋 BC

106-5 5 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ 緑 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ﾔﾌﾞﾚ大 ﾘﾎﾞﾝ欠品

ST BC

106-6 6 バック プラダ
プラダ ｶｰﾌ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌﾟｯｼｭﾛｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表
面ｽﾚ 中ｽﾚ 金具変色

B-

106-7 7 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

106-8 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 白 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾇﾒ革ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B

106-9 9 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 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ 持手ﾇﾘ

BC

106-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 M5115 ﾙｺ FL0091 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ
根元劣化 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

107-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ FL0025 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

107-3 3 バック(NB) 出品取消

107-4 4 バック(NB) 出品取消 BC

107-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41108 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ30 TH0020 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ ｷｰ B

107-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42236 ﾊﾞｹｯﾄGM AR0978 ▲型崩れ 角ｽﾚ大 持手ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

107-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42226 ﾌﾟﾁﾉｴ A28901 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 持手ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ｽﾚ ﾋﾓ劣化 中ｶﾋﾞ ｼﾐ ﾍﾟﾝ跡

BC

107-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ TH0978 ▲底ﾖｺﾞﾚ大 角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大
ｺﾊﾞ毛羽立ち ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌｧｽﾅｰﾚｰ
ﾝﾔﾌﾞﾚ

ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ BC

107-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51147 ﾐﾆﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ DU0015 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 持手劣
化 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾗｯﾌﾟﾍﾟﾝ跡

BC

107-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45266 ﾀﾞﾇｰﾌﾞ 882SL ▲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 根元ﾉﾋﾞ ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ ｶﾋﾞ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45236 ｱﾏｿﾞﾝ TH0030 ▲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 ﾇﾒ革ｼﾐ大 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

108-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51265 AS0030 ﾌﾞﾛｰﾆｭPM ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 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 粉ﾌｷ

BC

108-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51244 ｻﾝｸﾙｰPM VI0931 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ
根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 外ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟ
ｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

108-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51140 ｻｯｸﾌﾟﾗ NI0020 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ 持手
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

箱 袋 BC

108-5 5 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91121 ﾋｭｰｽﾄﾝ LM0060 ｼﾞｮｰﾇ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 持手ｼﾐ ﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

BC

108-6 6 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M80157 ｻｯｸﾃﾞﾎﾟｰﾙPM 黒 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞ毛羽立ち 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｾﾛﾃｰﾌﾟ ﾎﾞﾀﾝﾜﾚ

B

108-7 7 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51302 ﾐｭｾﾞｯﾄ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 根
元使用感 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾗｯﾌﾟｷｽﾞ大

袋 BC

108-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41424 ｷｰﾎﾟﾙ55 MI8910 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ﾋﾋﾞ
ｽﾚ大 ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾋﾋﾞ ｷｽﾞ ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶﾃﾞﾅ社外

ﾊﾟﾄﾞﾛｯｸ B-

108-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41222 ｻｯｸﾎﾟﾛｼｮﾝ AI1923 (参定) 110,000円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝ
ｸﾞｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ

※ B-

108-10 10 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 3番台 黒 ﾄﾘﾌﾟﾙｺｺ ▲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 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

G 袋 B
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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 バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー PVC×ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤/ﾁｪｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ
小 中ｽﾚ

A

109-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42246 ｼﾞﾍﾞｼｴｰﾙGM SL0929 ▲角ｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ STｽﾚ
ST根元糸ﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾆｵｲ

B

109-3 3 バック ＬＶ ＬＶ M92649 SL0043 ﾌﾞﾛﾝ ▲角ｽﾚ 底ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ STﾋﾋﾞ小 中ｽﾚ AB

109-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M95049 ﾊﾞｷﾞｰPM ｼﾘｱﾙ不鮮明 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ ▲角ｽﾚ
金具ｽﾚｷｽﾞ STﾋﾋﾞ 中ｽﾚ

B+

109-5 5 バック エルメス
エルメス ﾄﾜﾙｱｯｼｭ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨPM ﾍﾞｰｼﾞｭ×茶 □H刻 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ
ｽﾚ小

A

109-6 6 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 Wﾌﾗｯﾌﾟ ｼｰﾙ ▲角
ｽﾚ 底ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 中ｽﾚ ｼﾜ

箱　ｶｰﾄﾞ B

109-7 7 バック ＬＶ ＬＶ M20754 IC (参定) 259,000円 ▲角ｽﾚ小 ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾚ
箱　布袋 ｶﾃﾞﾅ ｷｰ ST ※
A

109-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M45840 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ25 IC ﾜｲﾙﾄﾞｱｯﾄ
ﾊｰﾄ

布袋 ST ※ A

109-9 9 バック エルメス
エルメス ﾚｻﾞｰ ﾎﾟｼｪｯﾄｹﾘｰ ﾌﾞﾙｰ □L刻 SV金具 ▲角ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 中ｽ
ﾚ

布袋 ※ B+

109-10 10 バック エルメス
エルメス ﾎﾟｼｪｯﾄｹﾘｰ ﾌﾞﾗｯｸ □H刻 G金具 ▲角ｽﾚ小 表面ｽﾚ小 中ｽ
ﾚ

袋 ※ AB

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 110

110 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

110-1 1 衣類(NB) 毛皮 ｺｰﾄ #13 茶 B

110-2 2 衣類(NB) 毛皮 ｺｰﾄ 黒 AB

110-3 3 衣類(NB) 毛皮 ｼﾞｬｹｯﾄ 茶 ▲ｶﾋﾞ BC

110-4 4
マフラー
(NB)

茶 毛皮 B

110-5 5 衣類(NB) 毛皮 ｼﾞｬｹｯﾄ ｸﾞﾚｰ B

110-6 6 靴 ５本山 ５本山 ﾘｰｶﾞﾙ他 B

110-7 7 靴 フェラガモ ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ﾛｰﾌｧｰ #7 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲底ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ B

110-8 8 衣類 １２本山 １２本山 #00 #0 #XXS ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ*9 GAP*2ﾊﾟﾝﾂ B

110-9 9 衣類 8本山 8本山 #0　#XS POLO他 ｼｬﾂ ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ他山 B

110-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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(NB) 出品取消

111-2 2 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｼﾜ 金具
ｷｽﾞ 中使用感

袋 B

111-3 3 バック グッチ
ｵｰﾙﾄﾞｸﾞｯﾁ グッチ PVC ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手劣化
表面ﾌﾁﾊｶﾞﾚ大 中劣化 粉ﾌｷ

BC

111-4 4 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール MA-0022 ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B-

111-5 5 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール PVC ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲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

B-

111-6 6 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール PVC ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ 黒 ▲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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ

BC

111-7 7 バック フェンディ
フェンディ ｼﾞｬｰｼﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾍﾞﾀ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ﾍﾞﾀ

BC

111-8 8 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

111-9 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 ▲型崩れ 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 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚﾊｶﾞﾚ

B

111-10 10 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ PVC ﾘｭｯｸ 茶 ▲型崩れ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ
根元ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 セリーヌ セリーヌ ﾚｻﾞｰ ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ大 BC

112-2 2 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 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中しっとり ﾖｺﾞﾚ

B

112-3 3 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 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

112-4 4 バック バーバリー バーバリー PVC×ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲中ｽﾚ小 箱 ※ A

112-5 5 バック プラダ
プラダ 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 ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔ
ｹ ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾌﾁｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

112-6 6 バック プラダ
プラダ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤×茶 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ変色

B-

112-7 7 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 底ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ
持手ﾖﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 変色 ﾌﾁﾎﾂﾚ

G BC

112-8 8 バック(NB) 出品取消 BC

112-9 9 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ 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 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ
金具ｷｽﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ

B-

112-10 10 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾂﾚ 表面ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞﾚ 中ﾍﾞﾀ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

BC



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 プラダ プラダ ﾃｽｰﾄ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手根元ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ B-

113-2 2 バック プラダ プラダ ﾃｽｰﾄ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 粉ﾌｷ B-

113-3 3 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾘｭｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ ﾋﾓﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾆｵ
ｲ しっとり

B-

113-4 4 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾘｭｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ根元ﾎﾂﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中
しっとり ﾚｻﾞｰｼﾜ

B-

113-5 5

113-6 6

113-7 7

113-8 8

113-9 9

113-10 10

2023年3月25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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42243 ﾗﾝﾄﾞﾈPM 115A2 ▲型崩れ 底ｼﾐ大 角ｽﾚ大 持
手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

BC

114-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41109 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 VI871 (参定) 133,000円 ▲型崩れ
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖ
ｺﾞﾚ ﾆｵｲ

BC

114-3 3 バック ３本山 ３本山 LV BC

114-4 4 バック グッチ
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ ｽｴｰﾄﾞ 2WAYﾊﾞｯｸ 237540506 黒 ▲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 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感

B

114-5 5 バック ロエベ
ロエベ ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 青 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
表面ｼﾐ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

114-6 6 バック グッチ
グッチ ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 Gﾀｰﾝﾛｯｸ ▲持手ｼﾜ ｽﾚ 表面ｽﾚ小 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ

B

114-7 7 バック フルラ
フルラ 245735 ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 型押し ▲角ｽﾚ小 持手ﾖﾚ 表面ｽﾚ
金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ小

A

114-8 8 バック １４本山 １４本山 ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞ ﾄﾗｻﾙﾃﾞｨ　ﾎﾞﾙﾎﾞﾈｰｾﾞ　他 BC

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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 882VI ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾋﾋﾞ
ﾔｹ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ

BC

115-2 2

115-3 3

115-4 4

115-5 5

115-6 6

115-7 7

115-8 8

115-9 9

115-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 116

116 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

116-1 1 衣類 エルメス エルメス ﾌﾞﾗｳｽ 赤 #S ｼﾙｸ×ｺｯﾄﾝ ▲縫い跡 ｽﾚ ﾈｰﾑ刺繍 B

116-2 2 衣類 レオナール レオナール 黒 #F ｽﾎﾟｰﾂ ｼﾞｬｹｯﾄ ▲ｽﾚ 中ﾎﾂﾚ AB

116-3 3 衣類 フェラガモ フェラガモ ｼﾞｬｹｯﾄ 茶 #S ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ B

116-4 4 衣類 ＭＣＭ ＭＣＭ 白 #36 ｺｰﾄ ▲縫い跡 ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾈｰﾑ刺繍 B

116-5 5 衣類 Ｄ＆Ｇ Ｄ＆Ｇ 黒 #XS ﾚｰｽ ﾌﾞﾗｳｽ ▲ｽﾚ ﾎﾂﾚ 表面ﾎﾂﾚ小 B

116-6 6 衣類 プラダ プラダ ｺｯﾄﾝ Tｼｬﾂ 黒 ｻｲｽﾞ不明 ▲毛羽立ちｽﾚ B-

116-7 7 衣類 フォクシー フォクシー ｼﾞｬｹｯﾄ ﾓｶ #38 ▲ｽﾚ ﾎﾂﾚ 襟元ﾖｺﾞﾚ B+

116-8 8 靴 フェラガモ ｳﾞｧﾗ フェラガモ 黒 6D ▲ｽﾚ ｿｰﾙﾄﾚ B-

116-9 9 衣類(NB) ｼﾞｬｹｯﾄ 黒 #40 羊革 ▲ﾔｹ小 ｽﾚ B

116-10 10 衣類(NB) ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ﾐｽﾞﾚｲｺ #9 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 糸ﾋｷ ﾀｸﾞ B+
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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 プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｷﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 根
元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B-

117-2 2 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 ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

117-3 3 バック
ドルチェ＆ガッ
バーナ

ドルチェ＆ガッバーナ PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｱﾆﾏﾙ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚｷｽﾞ ｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 根元ﾋﾋﾞ 表面ﾃｶﾘ ﾌﾁﾔｹ ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔｹ

B-

117-4 4 バック ケイトスペード
ケイトスペード PVC ﾏﾙﾁ ﾐﾆﾎﾞｽﾄﾝ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾎﾂﾚ ﾊｶﾞﾚ
表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B-

117-5 5 バック ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M91144 ﾘｰﾄﾞPM MI0035 ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔｹ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 持ち手劣化

BC

117-6 6 バック ミラショーン
ミラショーン ﾚｻﾞｰ 黒 ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ
中ﾖｺﾞﾚ しっとり

B-

117-7 7

117-8 8

117-9 9

117-10 10
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   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 M42226 ﾌﾟﾁﾉｴ AR8609 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 持手ﾖﾚ ﾋﾋﾞ
ﾖｺﾞﾚ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓﾋﾋﾞ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ

BC

118-2 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 SP0929 (参定) 209,000
円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ

ST ｶﾃﾞﾅ AB

118-3 3 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MM 8番台 黒 ▲持手ｽﾚ ｼﾜ Gｶｰﾄﾞ A

118-4 4 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52782 ｼﾞｬｽﾐﾝ TH0073 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 底ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ小

袋 AB

118-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41428 ｷｰﾎﾟﾙ45 852SA ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
大 ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ ﾌｧｽﾅｰ
固い

BC

118-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ FL0062 ▲底ｼﾐ大 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ｽﾚ ｺ
ﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 BC

118-7 7 バック バーバリー バーバリー ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 茶 ▲持手ｼﾜ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ B

118-8 8 バック バーバリー
バーバリー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾁｪｯｸ柄 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 表面
ｼﾐ ｶﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

118-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51365 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾋﾋﾞ ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｶﾋﾞ ﾍﾟﾝ跡

B-

118-10 10 バック ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51130 ｱﾙﾏ BA1914 ｶﾃﾞﾅ
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   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 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ﾊﾞｯｸ 0番台 黒 ▲底ｽﾚ 角ｽﾚ
小 表面ﾔｹ ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾆｵｲ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

箱 袋 B-

119-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 AR0913 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾐ ｼﾜ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ

B

119-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51136 ﾓﾝｽﾘMM SP0061 ▲型崩れ 底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

119-4 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 MI1016 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰ毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

119-5 5 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51790 ｵﾙｾｰ AR2111 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ毛羽立ち
金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾌｸﾗﾐ小

袋 B+

119-6 6 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N47625 ﾄﾜﾚﾎﾟｰﾁ BA3009 (参定) 88,000円 ▲持手
ｽﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

119-7 7 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱﾝﾌｨﾆ ＬＶ N41217 ｷｰﾎﾟﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞﾘｴｰﾙ45 DU4127 ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚ小 ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾈｰﾑﾀｸﾞｲﾆｼｬﾙ

ST ｶｷﾞ ｶﾃﾞﾅ ﾈｰﾑﾀｸﾞ ﾎﾟﾜ
ﾆｴ AB

119-8 8 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 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 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 中劣化 粉ﾌｷ

BC

119-9 9 バック ロエベ
ロエベ ﾚｻﾞｰ ﾅｯﾊﾟｱｲﾚ 茶 ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｼﾐ 内ﾎﾟ
ｹｯﾄｼﾐ

B

119-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41522 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 SP1903 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾔｹ大
持手劣化 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 ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

ｶｷﾞ ｶﾃﾞﾅ BC

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ
GG グッチ 180942 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾋﾞｽﾄﾚ

袋 B-

120-2 2 バック グッチ
ｼﾞｬｯｷｰ グッチ 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 ▲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 ﾌﾁﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ
生地ﾜﾚ

袋 BC

120-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41528 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ25 SP1919 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

ｶｷﾞ ｶﾃﾞﾅ B

120-4 4 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 26424 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾏﾝﾏﾊﾞｹｯﾄ ｶｰｷ ▲持手ｽﾚ
金具ｸｽﾐ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌｧｽﾅｰ固い

B

120-5 5 バック フェンディ
ｽﾞｯｷｰﾉ フェンディ 8BH138 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾏﾙﾁ ▲持手
ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感

B

120-6 6 バック フェンディ
ｽﾞｯｷｰﾉ フェンディ 8BH152 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 持手ﾖｺﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ

B

120-7 7 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×ﾚｻﾞー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 青 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B-

120-8 8 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×ﾚｻﾞー ｱｸｾｻﾘｰﾎﾟｰﾁ 青 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持
手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

B-

120-9 9 バック フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 15562 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾋﾋﾞ ｽﾚ 表面ﾍﾞ
ﾀ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ 中使用感

B-

120-10 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 SL0952 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ｶﾋﾞ

BC



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 シーバイクロエ
シーバイクロエ Z225846 ﾅｲﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ｼﾞｮｲﾗｲﾀﾞｰ ▲持手ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁｼﾐ

ｶｰﾄﾞ B-

121-2 2 バック プラダ
プラダ MV12 ﾃｽｰﾄ ﾎﾟｰﾁ 赤 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 中ﾀｸﾞﾎ
ﾂﾚ

ｶｰﾄﾞ B

121-3 3 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 深緑 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中使
用感 ﾌﾁﾖｺﾞﾚ しっとり 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁ変色

BC

121-4 4 バック プラダ
プラダ B9849 ﾃｽｰﾄ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 蛍光緑 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ大 金具ｸｽﾐ 中ﾆｵｲ 使用感

B-

121-5 5 バック プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｸｽﾐ 中
ﾍﾞﾀ ﾆｵｲ

B-

121-6 6 バック ケイトスペード ケイトスペード ﾅｲﾛﾝ ﾋﾟﾝｸ×ﾈｲﾋﾞｰ ﾘｭｯｸ ▲金具ｽﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ小 A

121-7 7 バック ケイトスペード ケイトスペード WKR00066 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ ▲金具ｽﾚ小 A

121-8 8 バック ケイトスペード ケイトスペード PVC 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ小 A

121-9 9 バック ケイトスペード ケイトスペード WKRU5757 2WAYﾊﾞｯｸ PVC×ﾃﾞﾆﾑ SA

121-10 10 バック ケイトスペード ケイトスペード ﾅｲﾛﾝ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾈｲﾋﾞｰ SA

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 フルラ
フルラ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ しっとり 根元ﾉﾋﾞ ﾎﾂ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

122-2 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 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

122-3 3 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 ﾋﾟﾝｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ A

122-4 4

122-5 5

122-6 6

122-7 7

122-8 8

122-9 9

122-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 M41534 ﾐﾆｽﾋﾟｰﾃﾞｨ TH0962 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
大 ｺﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾋﾋﾞ

B-

123-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51148 ｶﾊﾞﾋﾟｱﾉ DV0015 ▲底ｼﾐ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾆｵｲ

B

123-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42250 ｿﾛｰﾆｭ TH0038 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖ
ｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

123-4 4 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41522 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 MB8912 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾎﾂﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

123-5 5 バック ＬＶ
ﾁｪﾘｰﾌﾞﾛｯｻﾑ ＬＶ M95010 ｻｯｸﾌﾟﾗ MI0046 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小
ﾇﾒ革ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ小

AB

123-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏｯﾄ ＬＶ M55112 ｽﾄｯｸﾄﾝ CA0042 ﾉﾜｰﾙ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表
面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

123-7 7 バック トッズ トッズ 革 2WAYﾊﾞｯｸ ｵﾚﾝｼﾞ ▲表面ｽﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ小 A

123-8 8 バック
ハンティング
ワールド

ハンティングワールド ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ 紺 ▲持手ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ
ST無

AB

123-9 9 バック フェンディ
ｾﾚﾘｱ フェンディ 革 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ
表面ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

123-10 10 バック コーチ
コーチ 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 ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ大 中使用感

B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51136 ﾓﾝｽﾘMM SP0949 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 角ｽﾚ ｼｮ
ﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

124-2 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 SD0025 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ
持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

B+

124-3 3 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M50157 ﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾙMM MI2165 ﾋﾟｳﾞｫﾜﾝﾇ (参定) 152,000
円 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｼﾐ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用
感

B

124-4 4 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 TH8912 ▲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 ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ ﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

124-5 5 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N51105 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM GI2162 旧型 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ 表面ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

124-6 6 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M52363 ｸﾞﾙﾈﾙ MI1904 ｹﾆｱﾌﾞﾗｳﾝ ▲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+

124-7 7 バック ＭＣＭ ＭＣＭ ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 5716 ｼｸﾞﾈﾁｬｰ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 ﾎﾟｰﾁ A

124-8 8 バック シャネル
シャネル ｷｬﾝﾊﾞｽ 黒 ﾏﾘﾝﾊﾞｯｸ ▲底ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表面ｽﾚ
中ﾖｺﾞﾚ

B

124-9 9 バック シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 復刻ﾄｰﾄ 7番台 黒 ▲角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ｷ
ｽﾞ

B

124-10 10 バック バレンシアガ
バレンシアガ 525162 ﾅｲﾛﾝ 黒 ﾘｭｯｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰ毛羽立ち 表面ﾖｺﾞﾚ
小 内ﾎﾟｹｯﾄ生地ｳｷ

B-



2023年3月25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 Ｃ・ディオール
ｶﾅｰｼﾞｭ Ｃ・ディオール ﾚｻﾞｰ ﾚﾃﾞｨﾃﾞｨｵｰﾙ LW0977 黒 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽ
ﾚ 持手ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

箱 袋 ｶｰﾄﾞ ST B

125-2 2 バック エルメス
エルメス ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ エヴリンⅢ □R刻印 水色 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰ
毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

袋 B-

125-3 3 バック シャネル
シャネル ﾚｻﾞｰ 2WAYｼｮﾙﾀﾞｰ 17番台 黒 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ大
持手根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ大 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁ変色

B-

125-4 4 バック シャネル
シャネル ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ大 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｼﾜ 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 ﾎｯｸ固い

BC

125-5 5 バック グッチ
GG グッチ 120837 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ｽﾚ 持手ﾖﾚ 中ｽﾚ
ﾆｵｲ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ

袋 B

125-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41522 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ40 SP0928 ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
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 持ち手噛み跡 中ﾋﾞｽ
ｻﾋﾞ

BC

125-7 7 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42235 ﾊﾞｹｯﾄPM DK4057 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 持手劣化
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ小 ﾎﾟｰﾁ中ﾍﾞﾀ

ﾎﾟｰﾁ BC

125-8 8 バック セリーヌ
ﾏｶﾀﾞﾑ セリーヌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ M94 茶 巾着 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｶﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓｽﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

BC

125-9 9 バック グッチ
GG グッチ 92735 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 持手ﾖｺﾞﾚ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾚｻﾞｰﾔｹ

B

125-10 10 バック グッチ
GG グッチ 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 ﾖｺﾞﾚ 底ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中劣化 粉ﾌｷ

袋 BC

2023年3月25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 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾐﾆｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 4番台 黒 ▲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 ﾌﾁｽﾚ 中ｶﾋﾞ ｽﾚ ﾎｯｸ固い

袋 Gｶｰﾄﾞ B-

126-2 2 バック ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M42963 ｷｰﾎﾟﾙ50 VI1913 茶 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ﾎﾂﾚ ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 B

126-3 3 バック グッチ ﾊﾞﾝﾌﾞｰ グッチ ｽｴｰﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ BC

126-4 4 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 DM91 茶 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼ
ﾐ 外ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感

B

126-5 5 バック グッチ
グッチ 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 ﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ 持手劣化 表面ｼﾐ
大 ﾔｹ ﾇﾒ革ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

126-6 6 バック グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 197953 ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ大 持手ｽﾚ
大 ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

126-7 7 バック ジバンシー
ジバンシー ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ﾄｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ ▲底ﾌﾁﾎﾂﾚ小 表面ｽﾚ 金
具変色 中ｽﾚ ST無

AB

126-8 8 バック ジバンシー
ジバンシー ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 黒 ﾄｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ ▲底ｽﾚ 持手ｼﾜ 表面ｼﾜ
中ﾍﾞﾀ

ST B+

126-9 9 バック バーバリー
バーバリー 8010152 ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾁｪｯｸ ▲中ｽﾚ小 ﾌﾟ
ﾙﾋﾓﾄﾚ

B

126-10 10 バック バーバリー
バーバリー ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾘｭｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓﾖｺﾞﾚ
中使用感

B-



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 127

127 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

127-1 1 バック シャネル
ﾜｲﾙﾄﾞｽﾃｯﾁ シャネル ﾚｻﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 6番台 赤 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ
持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ大小 ﾖｺﾞﾚ 中使用感

Gｶｰﾄﾞ BC

127-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M23434 ｳｽ・ﾎﾟﾙﾄｱﾋﾞｶﾞｰﾒﾝﾄ・ｶﾊﾞｰ 874VX ▲持手劣化
ﾇﾒ革劣化 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾔﾌﾞﾚ

BC

127-3 3 バック プラダ
ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ プラダ BR4348 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 ▲底
ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ﾜﾚ大 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中使用感 付根ｺﾊﾞﾋﾋﾞ

Gｶｰﾄﾞ BC

127-4 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 ﾊﾞﾆﾃｨ ｶｰｷ ﾎﾟｰﾁ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ
持手ｽﾚ大 ｺﾊﾞﾜﾚ 表面ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ

袋 ｶｷﾞ BC

127-5 5 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 ▲持手ﾖﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞﾋ
ﾋﾞ小 表面ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ

袋 B

127-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51240 ﾄﾛﾀｰ AR0033 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ大 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 付根破損

C

127-7 7 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 SL1002 ▲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

127-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 SP1924 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾌﾟﾙﾋﾋﾞ

B-

127-9 9 バック エルメス
エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄﾞｰｳﾞｨﾙMM 赤 ▲角ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾜﾚ

B-

127-10 10 バック プラダ プラダ V267 ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ Gｶｰﾄﾞ B

2023年3月25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(NB)
GENTIL BANDIT PVC ﾘｭｯｸ 迷彩 ▲底ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ ﾍﾟﾝ跡 角ｽﾚ 持手ﾖｺﾞ
ﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 中使用感

B

128-2 2 バック バリー バリー HUYA GYTJ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ小 AB

128-3 3 バック ＹＳＬ
ＹＳＬ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖﾚ 金具ｷｽﾞ
中ｽﾚ小

B

128-4 4 バック マイケルコース マイケルコース MRSWD2 PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ ▲角ｽﾚ 持手ﾖﾚ AB

128-5 5 バック コーチ
コーチ 10239 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾎﾟｰﾁ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ
ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

128-6 6 バック(NB)
ｼｬｲﾆｰｸﾛｺ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ小 中ｽﾚ 外ﾎﾟｹｯﾄ
しっとり

A

128-7 7 バック ５本山 ５本山 BC

128-8 8 バック ３本山 ３本山 ｵ-ｽﾄ B

128-9 9

128-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ
グッチ 323675 ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 茶 ▲底ﾖｺﾞﾚ 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 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

袋 ST B-

129-2 2 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 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾔﾌﾞﾚ 持手
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

129-3 3 バック グッチ
ＧＧ グッチ 141470 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 角ﾊｶﾞﾚ
持手ﾖﾚ ｽﾚ大 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾌﾟﾙ切れ
かけ

BC

129-4 4 バック グッチ
GGｸﾘｽﾀﾙ グッチ 223963 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾔｹ ｽﾚ 中使用感

袋 B

129-5 5 バック サンローラン
サンローラン 607779 ﾚｻﾞｰ 黒 ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ▲表面ｽﾚ小 金具ｽﾚ 中ｽ
ﾚ小 香水臭小

箱 袋 AB

129-6 6 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51240 ﾄﾛﾀｰ AR0097 ▲底ｼﾐ 角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 金具
ｷｽﾞ 中ｽﾚ

袋 B+

129-7 7 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 AR1007 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 中ｽﾚ

袋 ST AB

129-8 8 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M51290 ﾄﾞﾙｰｵ VI0061 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ大 底ｼﾐ大 ｼｮﾙﾀﾞｰ
ｼﾐ大 ﾋﾋﾞ 根元ﾉﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄしっとり ﾌｸ
ﾗﾐ

BC

129-9 9 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42256 ｿﾐｭｰﾙ30 MB0997 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ｼﾐ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

129-10 10 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41524 ｽﾋﾟｰﾃﾞｨ35 VI874 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾋﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ
大 ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾌﾟﾙﾁｷﾞﾚ

BC

2023年3月25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 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル A01094 ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 3番台 黒 ▲角ｽ
ﾚ 持手ｽﾚ 表面押し跡小 ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ小 ｽﾚ

Gｶｰﾄﾞ AB

130-2 2 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ﾊﾞｯｸ ｼｰﾙなし ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩
れ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不
良

箱 BC

130-3 3 バック プラダ
プラダ ﾃﾞﾆﾑ ｶﾅﾊﾟﾄｰﾄ 青 ▲型崩れ 底ﾖｺﾞﾚ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ大 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-

130-4 4 バック プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 赤 ▲角ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽ
ﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

130-5 5

130-6 6

130-7 7

130-8 8

130-9 9

130-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ
ＧＧｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 363568 PVC ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 325040 ｸﾞﾚｰ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ
▲角ｽﾚ小 持手根元ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ小

A

131-2 2 バック グッチ
グッチ 286198 ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 200047 青 ▲底ｼﾐ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾌﾁｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｼﾐ

B-

131-3 3 バック グッチ
ＧＧｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 353431 PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 213317 ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ
小 中ｽﾚ

A

131-4 4 バック グッチ
グッチ 002.1098.1705 ﾅｲﾛﾝ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 茶 ▲底ｽﾚ ｷｽﾞ 角ﾊｶﾞﾚ 持手ｽ
ﾚ大 ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

131-5 5 バック グッチ
ＧＧ グッチ 284699 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾎﾟｰﾁ 200047 茶×ﾋﾟﾝｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ｷｽﾞ 中使用感 ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ

B-

131-6 6 バック コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F58284 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
▲角ｽﾚ小 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ

A

131-7 7 バック コーチ コーチ F27591 PVC ｷｬﾘｵｰﾙ 黒 ﾐﾆ ﾘﾘｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ AB

131-8 8 バック コーチ
コーチ 9480 ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲角ｽﾚ大 ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｽﾚ 表面ｽﾚ
大 ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中変色 ﾖｺﾞﾚ

BC

131-9 9 バック コーチ
コーチ 21148 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー 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 金具ｷｽﾞ 中使用感

B

131-10 10 バック コーチ
コーチ F22947 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ｴﾅﾒﾙ 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾋﾟﾝｸ ▲持手ﾋ
ﾋﾞ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ

BC

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M47500 ｽﾎﾟﾝﾃｨｰﾆ AR1021 ▲持手ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞｽﾚ ｼｮﾙ
ﾀﾞｰﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ

ST B-

132-2 2 バック バレンシアガ
バレンシアガ 339933 ﾈｲﾋﾞｰｶﾊﾞｽ 黒 #S ｵｰﾙﾚｻﾞｰ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾆｵｲ ｽﾚ

ﾎﾟｰﾁ ｶｰﾄﾞ AB

132-3 3

132-4 4

132-5 5

132-6 6

132-7 7

132-8 8

132-9 9

132-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 M45257 ｱﾏｿﾞﾝ TH0090 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ 根
元ﾉﾋﾞ ﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ革ﾔｹ 外ﾎﾟｹｯﾄﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

B

133-2 2

133-3 3

133-4 4

133-5 5

133-6 6

133-7 7

133-8 8

133-9 9

133-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 134

134 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

134-1 1 衣類 ポールスミス ポールスミス ﾑｰﾄﾝ ｺｰﾄ (参定) 280,000円 ▲表面ﾖｺﾞﾚ B-

134-2 2

134-3 3

134-4 4

134-5 5

134-6 6

134-7 7

134-8 8

134-9 9

134-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 マイケルコース マイケルコース ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ小 A

135-2 2 ポーチ マイケルコース マイケルコース PVC 赤 ▲金具ｽﾚ小 A

135-3 3 靴 マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ×白 #23.3cm ｽﾆｰｶｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 箱 A

135-4 4 靴 マイケルコース マイケルコース 黒×ｸﾞﾚｰ #22cm ｻﾝﾀﾞﾙ 箱 S

135-5 5 靴 マイケルコース マイケルコース ｸﾞﾚｰ #22cm ｻﾝﾀﾞﾙ 箱 S

135-6 6

135-7 7

135-8 8

135-9 9

135-10 10

2023年3月25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 衣類 バーバリー バーバリー ｼｬﾂ ▲表面ｼﾜ 香水臭 B-

136-2 2 衣類 バーバリー バーバリー ｽｶｰﾄ ﾌﾞﾙｰﾚｰﾍﾞﾙ 茶 #38 ▲表面ｽﾚ B-

136-3 3 衣類 クロエ クロエ ｺｰﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ #40 ▲表面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ B-

136-4 4 衣類 ラルフローレン ラルフローレン ｺｰﾄ 茶 #L ▲表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 色ｱｾ大 BC

136-5 5 衣類
トミーフィルフィ
ガー

トミーフィルフィガー ｼｬﾂ ﾀｸﾞ B

136-6 6 衣類 デュペチカ デュペチカ ﾀﾞｳﾝ ｶｰｷ ▲表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾌｰﾄﾞﾎﾂﾚ BC

136-7 7 衣類(NB) JNBY ｺｰﾄ 緑 #38 ▲表面ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ B-

136-8 8 ネクタイ ２本山 ２本山 ｴﾙﾒｽ B

136-9 9 スカーフ ２本山 ２本山 ｸﾛｴ BC

136-10 10 靴(NB) 2976 Dr.Martens SA



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾈｲﾋﾞｰ×ｸﾞﾚｰ ﾎﾟｰﾁ付き携帯
ｼｮﾙﾀﾞｰ (参定) 60,000円

箱 ｶｰﾄﾞ S

137-2 2 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏｯﾄ ＬＶ M55102 ｳｨﾙｳｯﾄﾞ TH0052 ﾉﾜｰﾙ ▲持手ﾖｺﾞﾚ小 表
面ｽﾚ小 中ｽﾚ小

A

137-3 3 タオル エルメス エルメス ▲表面ｼﾐ B

137-4 4 タオル エルメス エルメス S

137-5 5

137-6 6

137-7 7

137-8 8

137-9 9

137-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 白 ▲底ﾖｺﾞﾚ 角ﾖｺﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

ST BC

138-2 2 バック ウンガロ
ウンガロ ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲底ｽﾚ 持手ﾖﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中
使用感

B

138-3 3 バック ２本山 ２本山 BC

138-4 4 バック ３本山 ３本山 ﾊﾅｴﾓﾘ NB ﾖｼﾉﾔ BC

138-5 5

138-6 6

138-7 7

138-8 8

138-9 9

138-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾘﾊﾞｰｽ ＬＶ M43556 ｻﾝﾄﾝｼﾞｭ DU1138 ｺｸﾘｺ (参定) 174,000
円 ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ 表面ｽﾚ ｼﾜ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾆｵｲ

箱 袋 AB

139-2 2

139-3 3

139-4 4

139-5 5

139-6 6

139-7 7

139-8 8

139-9 9

139-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 06番台 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

箱 袋 G B-

140-2 2

140-3 3

140-4 4

140-5 5

140-6 6

140-7 7

140-8 8

140-9 9

140-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 141

141 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

141-1 1 帽子 グッチ グッチ 茶 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 中ﾖｺﾞﾚ BC

141-2 2 ベルト ５本山 ５本山 P&D×2 JENNIFER×3 AB

141-3 3 ベルト 6本山 6本山 P&D×6 AB

141-4 4 ベルト ９本山 ９本山 JENNIFER AB

141-5 5

141-6 6

141-7 7

141-8 8

141-9 9

141-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ M58495 ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ IC 黒 ｸﾘｽﾄﾌｧｰXS ▲外ﾎﾟｹｯﾄ中ｽﾚ小 SA

142-2 2 バック ロエベ
ロエベ ｶｰﾌ 黒 ﾊﾟｽﾞﾙ ﾊﾞﾑﾊﾞｯｸ ｽﾓｰﾙ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ小 中香
水臭小 ﾖｺﾞﾚ小

※ AB

142-3 3 財布 ＬＶ ＬＶ M69998 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ･ﾄﾞｩﾎﾟｯｼｭ IC ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾊﾟｽﾃﾙ ※ S

142-4 4 バック グッチ
グッチ 421882 ｶｰﾌ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ ｼﾙｳﾞｨｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金
具ｽﾚ 中ｽﾚ小 ﾘﾎﾞﾝﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

AB

142-5 5

142-6 6

142-7 7

142-8 8

142-9 9

142-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー 2WAYﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ小 金具ｽﾚ
小

A

143-2 2 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 白×青 ▲持手ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ
ｼﾐ

B

143-3 3 バック ２本山 ２本山 吉田ｶﾊﾞﾝ BC

143-4 4 バック コーチ
コーチ ﾃﾞﾆﾑ×ﾚｻﾞｰ 2WAYﾊﾞｯｸ 青 ▲角ﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B-

143-5 5 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ｸﾞﾚｰ ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ｽﾚ 中ｽﾚ

B

143-6 6 バック コーチ
コーチ ｽｴｰﾄﾞ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲持手ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大
毛羽立ち 金具ｷｽﾞ 中使用感

BC

143-7 7 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ×ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲底ｼﾐ 角ｽﾚ 持
手根元ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｼﾐ 中ｽﾚ

B

143-8 8 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 黒 ▲持手ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷ
ｽﾞ ｸｽﾐ 中使用感 ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ｽﾃｯﾁﾖｺﾞﾚ

B

143-9 9 バック コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞー ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B

143-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 バーバリー
バーバリー ﾚｻﾞｰ 茶 ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ▲角ｽﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ小 中変色 ﾌﾟﾙ
ｺﾊﾞﾋﾋﾞ

B

144-2 2 小物(NB) ﾈｲﾋﾞｰ ﾎﾟｰﾀｰ ﾅｲﾛﾝ ﾀﾌﾞﾚｯﾄｹｰｽ ▲金具ｽﾚ小 A

144-3 3 バック ニナリッチ
ニナリッチ PVC ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸ 茶 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖﾚ ｼﾜ 表面ﾌ
ﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

144-4 4 バック(NB)
ﾓﾝﾍﾞﾙ ﾅｲﾛﾝ ﾘｭｯｸ 黒×緑 ▲型崩れ ｼｮﾙﾀﾞｰﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金
具ｸｽﾐ 中ﾖｺﾞﾚ

B-

144-5 5 バック ２本山 ２本山 ｱﾙﾏｰﾆ ﾊﾝﾃｨﾝｸﾞﾜｰﾙﾄﾞ BC

144-6 6 バック ２本山 ２本山 ｺｰﾁ B-

144-7 7

144-8 8

144-9 9

144-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール ｽﾄﾛｰﾊﾞｯｸ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ小 金具
ｽﾚ 中ｽﾚ

A

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

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 グッチ
ＧＧ グッチ 115015 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 付根金具社外修理

BC

146-2 2 バック バリー
バリー ﾚｻﾞｰ 黒 Wﾌﾗｯﾌﾟﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾌﾗｯﾌﾟｷﾚ

B+

146-3 3

146-4 4

146-5 5

146-6 6

146-7 7

146-8 8

146-9 9

146-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 147

147 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

147-1 1 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M45238 ﾐﾆｱﾏｿﾞﾝ 852 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ﾖﾚ
根元ﾉﾋﾞ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ 色落ち ｼﾜ

B-

147-2 2

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25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 セリーヌ
セリーヌ MC00/2 ｽｴｰﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ ｶｰｷ ▲型崩れ 角ｽﾚ 持手ﾖﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾔﾌﾞﾚ

BC

148-2 2

148-3 3

148-4 4

148-5 5

148-6 6

148-7 7

148-8 8

148-9 9

148-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 149

149 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

149-1 1 靴 コーチ コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾋﾟﾝｸ ﾛｰｽﾆｰｶｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

149-2 2 靴 フェラガモ
フェラガモ スエード ﾋｰﾙ 80196 紺 #6C ▲底ﾖｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ
小

AB

149-3 3 靴 シャネル シャネル ﾗﾑｽｷﾝ #37 ﾛﾝｸﾞﾌﾞｰﾂ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ﾊｶﾞﾚ BC

149-4 4 靴 ＬＶ ＬＶ ﾌﾞｰﾂ NL0156 #35 1/2M ▲底ﾖｺﾞﾚ小 表面ﾖｺﾞﾚ AB

149-5 5 靴 グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ スエード 408210 黒 ﾌﾞｰﾂ #36 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ AB

149-6 6 靴 トッズ トッズ ﾚｻﾞｰ 赤 ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ #36 A

149-7 7 靴 グッチ
グッチ ｶｰﾌ ﾛｰﾌｧｰ 414998 ｵﾌﾎﾜｲﾄ ﾎｰｽﾋﾞｯﾄ #36 ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ

B

149-8 8 靴 フェラガモ フェラガモ スエード 黒 ﾘﾎﾞﾝ ﾗｲﾝ #6D ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ AB

149-9 9 サングラス グッチ グッチ GG0163S ﾋﾞｰ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ｹｰｽ A

149-10 10 サングラス Ｄ&Ｇ Ｄ&Ｇ DG4016 ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ AB

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 150

150 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

150-1 1 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 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 持手ｽﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ

B

150-2 2

150-3 3

150-4 4

150-5 5

150-6 6

150-7 7

150-8 8

150-9 9

150-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 151

151 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

151-1 1 マフラー バーバリー バーバリー ｸﾞﾚｰ ▲表面毛羽立ち B

151-2 2 衣類 ロベルトカバリ ロベルトカバリ 黒 #42 ﾀﾞｳﾝｺｰﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ B+

151-3 3 衣類(NB) ｷﾞﾗﾛｯｼｭ ｺｰﾄ ▲ﾆｵｲ B

151-4 4 衣類 バレンチノ バレンチノ 緑 #M Tｼｬﾂ ▲表面ﾖｺﾞﾚ大 色ｱｾ BC

151-5 5 衣類 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール 白 #S ｼｬﾂ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ B-

151-6 6 衣類 バーバリー バーバリー FXG04-073 ﾍﾞｰｼﾞｭ #7 ｽｶｰﾄ ▲表面毛羽立ち ｼﾐ B

151-7 7 衣類 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール 黄 #M JKT ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ 首元ﾖｺﾞﾚ B-

151-8 8 衣類(NB) GLOVERALL ﾀﾞｯﾌﾙｺｰﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ B

151-9 9

151-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ
ＬＶ ﾌﾞﾛﾝ ﾏﾙﾁｶﾗｰ ﾎﾞﾜｯﾄﾌﾗｺﾝ SPｵｰﾀﾞｰ ▲持ち手ｽﾚﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｽﾚﾖｺﾞﾚﾒｯｷﾊｹﾞ 内側ｽﾚ小ﾖｺﾞﾚ

ｷｰ×2 ﾈｰﾑﾀｸﾞ ▲内箱欠
品 B+

152-2 2

152-3 3

152-4 4

152-5 5

152-6 6

152-7 7

152-8 8

152-9 9

152-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 153

153 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

153-1 1 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール 50-MA-0119 ﾋﾟﾝｸ ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾞｯｸﾄｰﾄ ▲角ｽﾚﾖｺﾞﾚ 持
ち手ｽﾚﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ小 内側ｽﾚ小

A

153-2 2 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール 50-MA-0291 ﾍﾞｰｼﾞｭ×ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾞｯｸﾄｰﾄMINI
▲角ｽﾚﾖｺﾞﾚ 持ち手ｽﾚﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ 内側ｽﾚ

箱 AB

153-3 3 バック シャネル
シャネル 23番台 ｶｰｷ ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ▲角ｽﾚ小 持ち手
ｽﾚ小 表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 内側ｽﾚ

箱 袋 ｶｰﾄﾞ A

153-4 4 バック シャネル
シャネル 1番台 ﾌﾞﾗｯｸ ｼｰﾌﾟｽｷﾝ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ▲角ｽﾚ 持ち手
ｽﾚﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ 内側ｽﾚﾖｺﾞﾚｶﾋﾞ ﾎﾟｹｯﾄｶﾋﾞ

箱 袋 ｶｰﾄﾞ B

153-5 5 バック シャネル
シャネル 5番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ ▲角ｽﾚﾖｺﾞﾚ 持ち手ｽ
ﾚﾖｺﾞﾚﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 内側ｽﾚﾖｺﾞﾚ

袋 ｶｰﾄﾞ AB

153-6 6 バック ＬＶ
ＬＶ M46331 RI5200 ｴｸﾘﾌﾟｽ ｸﾘｽﾄﾌｧｰPM ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ小 表
面ｽﾚ 内側ｽﾚﾖｺﾞﾚ

AB

153-7 7 バック ＬＶ
ＬＶ M40564 AR3191 ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾚｲﾕｰﾙ ﾌﾟﾁﾉｴ ▲角ｽﾚ小 持ち手ｽﾚ小ﾖ
ｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ小ﾖｺﾞﾚﾋﾋﾞ小 金具ｽﾚ 内側ｽﾚﾖｺﾞﾚｶﾋﾞ小

袋 AB

153-8 8 小物 ＬＶ ＬＶ SV ﾌﾟﾚｽﾊﾟﾋﾟｴVVV ▲ｽﾚﾖｺﾞﾚｷｽﾞ B+

153-9 9 ネックレス シャネル シャネル 97P GP ﾈｯｸﾚｽ ▲ｽﾚ 箱 A

153-10 10 ネックレス エルメス エルメス Ag925 ｼｪｰﾇﾀﾞﾝｸﾙ ▲ｽﾚ 箱 AB

2023年3月25日 ブランドオークション

   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 エルメス
エルメス Q刻 ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ×ｸﾚｳﾞｪｯﾄ ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾘﾝﾃﾞｨ26ｴｸﾗ ▲角ｽ
ﾚﾖｺﾞﾚ小 表面金具ｽﾚ小 内側ﾖｺﾞﾚ小

袋 A

154-2 2 バック エルメス
エルメス Y刻 ｴﾀﾝ ﾄﾘﾖﾝｸﾚﾏﾝｽ ﾋﾟｺﾀﾝﾛｯｸMM ▲持ち手ｽﾚ小ﾖｺﾞﾚ小
表面ﾖｺﾞﾚ小

箱 袋 ｶﾃﾞﾅ ｷｰ×2 A

154-3 3 バック エルメス
エルメス A刻 ｴﾄｩｰﾌﾟ ﾄﾜﾙｵﾌｨｼｪ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨTPM ▲角ﾖｺﾞﾚ小 表
面ｽﾚ 内側ｽﾚ小

箱 袋 A

154-4 4 バック シャネル
シャネル 23番台 ｼﾙﾊﾞｰ ﾚｻﾞｰ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰ ▲角ｽﾚ 持ち手
ｽﾚﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 内側ｽﾚ小

袋 ｶｰﾄﾞ AB

154-5 5 バック シャネル
シャネル 11番台 ﾌﾞﾗｯｸ ｼｰﾌﾟｽｷﾝ ﾏﾄﾗｯｾ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ▲角ｽﾚ
小 持ち手ｽﾚ小 表面ｽﾚ 内側ｽﾚﾖｺﾞﾚ

箱 袋 ｶｰﾄﾞ AB

154-6 6 バック シャネル シャネル 27番台 ﾌﾞﾗｯｸ ﾚｻﾞｰ ﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ▲内側ｽﾚ小 箱(付着物) 袋 ｶｰﾄﾞ S

154-7 7 バック シャネル
シャネル 5番台 ﾚｯﾄﾞ ｼｰﾌﾟｽｷﾝ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ ▲角ｽﾚ 持ち手ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ 内側ｽﾚ

袋 ｶｰﾄﾞ AB

154-8 8 バック シャネル
シャネル 5番台 ﾍﾞｰｼﾞｭ ｼｰﾌﾟｽｷﾝ ﾏﾄﾗｯｾ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ▲角ｽﾚﾖｺﾞﾚ
持ち手ｽﾚﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚﾖｺﾞﾚ 内側ｽﾚﾖｺﾞﾚｼﾜﾋﾋﾞ小

B

154-9 9 バック ＬＶ
ＬＶ M45592 RFIDｼﾘｱﾙ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ﾊﾟｯｼｰﾁｪｰﾝｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ▲角ｽﾚ
持ち手ｽﾚ小 表面ｽﾚ小 金具ｽﾚ 内側ｽﾚ小ﾖｺﾞﾚ小

A

154-10 10 バック Ｃ・ディオール
Ｃ・ディオール ﾌﾞﾗｯｸ ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ ﾘﾓﾜｺﾗﾎﾞ ▲持ち手ｽﾚ小 表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 内側ｽﾚ小

箱 袋 A



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 シャネル
ﾐﾆﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾁｪｰﾝﾊﾞｯｸ 05番台 黒 ▲型崩れ 角ｽﾚ
ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ 根元ﾎﾂﾚ 表面ｽﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ

B+

155-2 2 小物 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 5番台 茶 ｽﾏﾎﾁｪｰﾝ ﾐﾆﾎﾟｰﾁ ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

155-3 3 バック ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N41211 ﾐｯｸPM SR4182 ▲角ｽﾚ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
根元ﾎﾂﾚ 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

155-4 4 バック ＭＣＭ
ＭＣＭ PVC ﾎﾟｰﾁ 茶 ﾌｧｽﾅｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｼﾜ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ

B

155-5 5 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 ▲ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾋﾋﾞ

B+

155-6 6

155-7 7

155-8 8

155-9 9

155-10 10

2023年3月25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 グッチ
ｼｪﾘｰ グッチ ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ ▲型崩れ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 持手ﾖｺﾞﾚ大 ﾊｶﾞﾚ
表面ｼﾐ大 金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｼﾐ大 ﾌｧｽﾅｰｻﾋﾞ 開閉固い 持手芯折
れ 付根ﾊｶﾞﾚ

BC

156-2 2

156-3 3

156-4 4

156-5 5

156-6 6

156-7 7

156-8 8

156-9 9

156-10 10



2023年3月25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 手帳カバー ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ MI1909 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 箱 B-

251-2 2 財布 ＬＶ
N63182 ｼﾞｯﾋﾟｰ・ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ CA3103 青 ﾀﾞﾐｴｸﾞﾗﾌｨｯﾄ (参定)
109,000円 ▲角ﾊｶﾞﾚ 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
押し跡小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

251-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｺﾊﾞﾙﾄ M61678 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA1126 ▲型崩れ
角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 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-

251-4 4 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ N63171 白 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｱｽｺｯﾄ ▲表面ﾌﾁ変色 ｶｰﾄﾞｹｰｽ
ｿﾘ

AB

251-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ M61730 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ 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 札入れｼﾜ ﾎｯｸ緩い

BC

251-6 6 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ 2つ折り長財布 26番台 黒 ▲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小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

251-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ M69415 紺 ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ▲角ｽﾚ小 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

箱 袋 AB

251-8 8 コインケース ＬＶ
ｴﾋﾟ M63807 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｸﾚ CA1097 ﾙｰｼﾞｭ ▲表面ｽﾚ 金具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰ
ｽﾖｺﾞﾚ小

B

251-9 9

251-10 10

2023年3月25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 財布 ブルガリ ブルガリ 36964 ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 AL/H18-36964 黒 箱 ｶｰﾄﾞ S

252-2 2 財布 プラダ
プラダ 1ML.506 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲表面ﾌﾁ毛羽立ち
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 ｶｰﾄﾞ B

252-3 3 サングラス バレンシアガ バレンシアガ BB0061SK ｽｸｴｱ ｹｰｽ A

252-4 4
キーホル
ダー

グッチ グッチ 478136 CWC1N 1000 SS 黒 ﾚｻﾞｰ ｼｸﾞﾈﾁｬｰ 冊子 袋 箱 S

252-5 5 財布 グッチ
グッチ 308280.0416 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾋﾟﾝｸ ｿｰﾎｰ ｲﾝﾀｰﾛｯ
ｷﾝｸﾞ ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰ
ｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌﾟﾙ劣化

BC

252-6 6 財布 グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 307982 0959 PVC×ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布
ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏｲｸﾛGGｽﾀｰ ▲角ﾊｶﾞﾚ 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

252-7 7 ポーチ グッチ
GG グッチ PVC ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い ﾛｺﾞﾀｸﾞ無

BC

252-8 8 ストラップ ＬＶ ﾀｲｶﾞ ＬＶ ｴﾋﾟｾｱ PVC ﾌｯｸ付ｽﾄﾗｯﾌﾟ ▲金具ｽﾚ 箱 袋 A

252-9 9 カードケース ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｺﾊﾞﾙﾄ ＬＶ N63210 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰﾄﾞｭﾎﾟｯｼｭ CT4114 (参定) 42,000
円 ▲型崩れ 表面ｿﾘ 中ｽﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

袋 B+

252-10 10 財布 コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ 長財布 白 ▲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
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B



2023年3月25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 カードケース ダンヒル ダンヒル ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ ▲表面ｽﾚ小 金具ｽﾚ小 中ｽﾚ小 箱 ｶｰﾄﾞ SA

253-2 2 財布 グッチ
グッチ 410102 PVC×ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾍﾞｰｼﾞｭ ｱﾗﾍﾞｽｸ ▲表面ｽﾚ小 ﾌ
ﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ小 押し跡 金具跡

箱 ｼｮｯﾌﾟｶｰﾄﾞ SA

253-3 3 帽子 エルメス エルメス ｺｯﾄﾝ ﾈｲﾋﾞｰ #58 ▲ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち小 中ﾖｺﾞﾚ B

253-4 4 メガネ カルティエ カルティエ ﾌﾞﾗｯｸ ▲ﾌﾚｰﾑﾖｺﾞﾚ 度入り ｹｰｽ B+

253-5 5 靴 シャネル シャネル ｼﾙｸ ｶﾒﾘｱ #36C ▲ｽﾚ ｿｰﾙﾖｺﾞﾚ ｽﾚ B+

253-6 6 食器 ブルガリ ブルガリ ﾌﾗﾜｰ ▲ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ 箱 ｶｰﾄﾞ B-

253-7 7 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93529 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾘｰｽﾞ TH0024 赤 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｸｽﾐ 内ﾎﾟｹｯﾄﾖｺﾞﾚ 金具跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

253-8 8 ポーチ トリーバーチ トリーバーチ ﾋﾟﾝｸ ｺﾞﾑ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ小 AB

253-9 9 メガネ レイバン レイバン ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ｽﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ ｷｽﾞ 塗装ﾊｶﾞﾚ ｹｰｽ B-

253-10 10 財布(NB) ｸﾛｺ 長財布 ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾔｹ 中ｽﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小 箱 袋 AB

2023年3月25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 靴 ＬＶ ＬＶ スエード FD1124 ﾍﾞｰｼﾞｭ #8 ﾒﾝｽﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 表面ｽﾚ A

254-2 2 靴 ＬＶ ＬＶ スエード ST0025 ﾍﾞｰｼﾞｭ #7 1/2 ﾒﾝｽﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

254-3 3 靴 ＬＶ
ＬＶ スエード TD0064 こげ茶 #8 ﾒﾝｽﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞ
ﾚ

B

254-4 4 靴 ＬＶ ＬＶ GO1101 #8 ｽﾆｰｶｰﾒﾝｽﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

254-5 5 靴 ＬＶ ＬＶ こげ茶 ｻﾝﾀﾞﾙ ﾒﾝｽﾞ ▲底ﾊｶﾞﾚ ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾋﾋﾞ BC

254-6 6 靴 ＬＶ ＬＶ MS1009 白 #7 ｽﾆｰｶｰ ﾒﾝｽﾞ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾋﾓﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B-

254-7 7 財布 ＬＶ ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M60243 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA1156 黒 ▲金具ｽﾚ小 A

254-8 8 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63095 ｼﾞｯﾋﾟｰｳｫﾚｯﾄ・ｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CT2108 (参定)
92,000円 ▲角ｽﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小

AB

254-9 9 財布 グッチ
ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 410102 ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 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 ﾌｸﾗﾐ

B-

254-10 10 カードケース グッチ GGﾌﾞﾙｰﾑｽ グッチ 410088 ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾋﾟﾝｸ ▲表面ｽﾚ小 A



2023年3月25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 財布 ３本山 ３本山 ﾌｪﾗｶﾞﾓ ｱｲｸﾞﾅｰ NB BC

255-2 2 小物 ２本山 ２本山 LV ﾌﾞﾙｶﾞﾘ B

255-3 3

255-4 4

255-5 5

255-6 6

255-7 7

255-8 8

255-9 9

255-10 10

2023年3月25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
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61730 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ SD0074 ▲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 ﾌｸﾗﾐ

B

256-2 2 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N60023 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｱｺﾙﾃﾞｨｵﾝ TH3079 ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶﾋﾞ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感 ｲﾆｼｬﾙ

ﾁｪｰﾝ B-

256-3 3 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63083 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｺﾝﾊﾟｸﾄﾓﾃﾞｭﾗﾌﾞﾙ MI2098 ▲表面ｿﾘ
ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ｲﾆｼｬﾙ ｺｲﾝｹｰｽ生地ｳｷ

ｺｲﾝｹｰｽ ﾊﾟｽｹｰｽ ｶｰﾄﾞｹｰ
ｽ B+

256-4 4 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61736 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ CA5018 ▲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 ｶｰﾄﾞｹｰｽｽﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

箱 袋 B

256-5 5 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61736 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ CA0097 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁｽﾚ ﾎﾂﾚ 中使用感 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 札入れﾖｺﾞﾚ

箱 袋 B-

256-6 6 財布 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ 8M0029 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ｶｰｷ ▲角ｽﾚ
表面ｽﾚ 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 札入れﾖｺﾞﾚ

B

256-7 7 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 ｶｰｷ ▲表面ｽﾚ小 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

箱 B+

256-8 8 小物 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M40488 TR0192 ｵﾘｶﾞﾐ ｺﾝﾊﾟｸﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 中使
用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

箱 袋 B+

256-9 9 名刺入れ
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ 605720 ｸﾞﾚｰ ▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ AB

256-10 10 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 CA4187 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小
ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾆｵｲ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B+



2023年3月25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 小物 ＬＶ ＬＶ M00347 AK0241 ▲金具ｽﾚ AB

257-2 2 ネックレス ＬＶ LVｶｯﾌﾟ ＬＶ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

257-3 3 ピアス シャネル シャネル B19B A

257-4 4 小物 １０本山 １０本山 ｴﾙﾒｽ LV 他 BC

257-5 5 小物 ９本山 ９本山 ｾﾘｰﾇ 他 BC

257-6 6 ブレスレット Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール 2021 ｹﾆｰｼｬｰﾌ ｺﾗﾎﾞ A

257-7 7 ブレスレット グッチ グッチ 925 ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ ▲金具ｸｽﾐ B

257-8 8 ネックレス グッチ グッチ 925 ▲金具ｽﾚ AB

257-9 9 指輪(NB) 925 ｽﾀｰﾘﾝｷﾞｱ 2014 ﾊﾛｳｨﾝ ﾆｭｰﾌﾗﾝｹﾝ ▲金具ｷｽﾞ ｹｰｽ Gｶｰﾄﾞ B

257-10 10 指輪(NB) K18/SV ﾀﾞﾃﾞｨ＆ｷﾝｸﾞ ▲金具ｷｽﾞ 変色 B

2023年3月25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 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 A

258-2 2 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 ▲金具ｽﾚ AB

258-3 3 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 A

258-4 4 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 A

258-5 5 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 A

258-6 6 ブレスレット
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 ▲金具ｽﾚ AB

258-7 7 ブレスレット
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 A

258-8 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 A

258-9 9 ブレスレット ２本山 ２本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ B

258-10 10 ブレスレット グッチ グッチ 925 ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ 15g ▲金具ｷｽﾞ B



2023年3月25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 カフス ダンヒル ダンヒル GP ▲金具ｽﾚ 箱 A

259-2 2 カフス ダンヒル ダンヒル SS 箱 A

259-3 3 サングラス ポリス ポリス 3S8299 ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ AB

259-4 4 サングラス オークリー オークリー ﾚｲﾀﾞｰ A

259-5 5 サングラス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ﾌﾚｰﾑ緩い ｷｽﾞ ｹｰｽﾖｺﾞﾚ B-

259-6 6 サングラス レイバン レイバン RB4171-F ERIKA A

259-7 7 サングラス レイバン レイバン RB2193-F LEONARD A

259-8 8 サングラス レイバン レイバン RB3016 CLUBMASTER A

259-9 9

259-10 10

2023年3月25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 ブレスレット ポリス ポリス ▲金具ｷｽﾞ B

260-2 2 小物 ２本山 ２本山 ﾎﾟﾘｽ BC

260-3 3 ブレスレット ポリス ポリス ▲金具ｽﾚ AB

260-4 4 ブレスレット ポリス ポリス ▲金具ｽﾚ AB

260-5 5 ネックレス ポリス ポリス ▲金具ｽﾚ AB

260-6 6 小物 １１本山 １１本山 BC

260-7 7

260-8 8

260-9 9

260-10 10



2023年3月25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
ＬＶ M64551 ﾄﾘﾖﾝﾚｻﾞｰ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｶﾌﾟｼｰﾇ IC 黒 ▲金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ
小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

箱 袋 紙 ﾘﾎﾞﾝ AB

261-2 2 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 26番台 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ
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 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌｸ
ﾗﾐ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾇﾘ

B-

261-3 3 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ 3つ折り財布 28番台 ﾋﾟﾝｸ ﾎﾞｰｲｼｬﾈﾙ ▲角
ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾘ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

261-4 4 財布 エルメス
エルメス ｴﾌﾟｿﾝ ｹﾘｰｳｫﾚｯﾄ T刻印 ﾋﾟﾝｸ GD金具 ▲ﾇﾘ 角ｽﾚ 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 型崩れ小

袋 ﾘﾎﾞﾝ B-

261-5 5

261-6 6

261-7 7

261-8 8

261-9 9

261-10 10

2023年3月25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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61660 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ﾋﾞｴ 883AN 廃盤品 ▲角ﾊｶﾞﾚ 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 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 札入れ
ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾀﾝﾊｶﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

262-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61660 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ﾋﾞｴ 2160RY 廃盤品 ▲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 ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 札入れﾖｺﾞﾚ大
ﾎｯｸ緩い

BC

262-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61660 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ﾋﾞｴ 833 廃盤品 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｽﾚ 中押し跡 ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い ﾎﾞﾀﾝﾊｶﾞﾚ

B-

262-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61660 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ﾋﾞｴ AN0851 廃盤品 ▲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 ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 札入
れﾖｺﾞﾚ大 ﾎｯｸ緩い

BC

262-5 5 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M69517 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 CT2112 (参定) 28,000円 ▲型崩れ
角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾜﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

262-6 6

262-7 7

262-8 8

262-9 9

262-10 10



2023年3月25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 ブレスレット ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M6456 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ｷｽﾞ B

263-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M93431 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｽｸﾚｯﾄ TS0181 ﾉﾜｰﾙ ▲角
ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 変色 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-

263-3 3 名刺入れ ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63582 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰﾄﾞｩﾎﾟｯｼｭ SP0959 ▲角ｽﾚ 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

B-

263-4 4
マネークリッ
プ

グッチ グッチ ▲金具ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ BC

263-5 5 帽子 バレンシアガ バレンシアガ #L ▲表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ BC

263-6 6 帽子 バレンシアガ バレンシアガ #L ▲表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ BC

263-7 7

263-8 8

263-9 9

263-10 10

2023年3月25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 財布 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 523153 ﾊﾟｲｿﾝ 2つ折り長財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ 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
ﾄﾞｹｰｽ使用感小

B-

264-2 2 財布 バーバリー
ﾉﾊﾞﾁｪｯｸ バーバリー 2つ折り長財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾅｲﾛﾝ×PVC ▲角ｽﾚ小
表面ﾖｺﾞﾚ 中使用感 ﾆｵｲ ｺｲﾝｹｰｽｼﾜ ﾖｺﾞﾚ小

B

264-3 3 財布 カルティエ
カルティエ ｶｰﾌ 2つ折り財布 黒 ▲表面ｽﾚ ﾌﾟﾂﾌﾟﾂ 中ｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾌﾁ
ﾖｺﾞﾚ小

Gｶｰﾄﾞ AB

264-4 4 財布 プラダ
プラダ ﾃｽｰﾄ 2つ折り財布 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用
感 金具ｸｽﾐ

B+

264-5 5 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63577 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｻﾗ SR0050 赤 ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 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 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾞﾀ ﾊ
ｶﾞﾚ

B-

264-6 6 ポーチ シャネル シャネル ｺｯﾄﾝ 化粧ﾎﾟｰﾁ ﾋﾟﾝｸ ﾉﾍﾞﾙﾃｨ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

264-7 7 コインケース コーチ
コーチ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 黒 2つ折り ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ 押し
跡

B+

264-8 8 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 ﾋﾟﾝｸ ▲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 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

B-

264-9 9 キーケース Ｄ＆Ｇ Ｄ＆Ｇ PVC 6P 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｸｽﾐ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

264-10 10 小物 ４本山 ４本山 ｺｰﾁ ﾌﾟﾗﾀﾞ ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ B



2023年3月25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 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M6350H ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴ･ﾄﾚｿﾞｰﾙ SR0043 ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面
ｽﾚ 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 ﾎｯｸ不良

BC

265-2 2 小物 ２本山 ２本山 ｼｬﾈﾙ ﾐﾗｰ 油取り紙 A

265-3 3 手帳カバー エルメス エルメス ｸｼｭﾍﾞﾙ 〇Z刻印 緑 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

265-4 4 財布 サンローラン
サンローラン ｶｰﾌ 2つ折り長財布 ｸﾞﾚｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞ
ﾋﾋﾞ 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

265-5 5 コインケース ＬＶ ｴﾋﾟ ＬＶ M63707 LO0960 ▲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 B-

265-6 6 コインケース カルティエ カルティエ ｶｰﾌ 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

265-7 7 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62610 ﾎﾟｼｪｯﾄ6ｸﾚ TH0031 ▲型崩れ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 1Pﾄﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

C

265-8 8 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 CT0952 ｱﾙﾏﾆｬｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｽﾚ

BC

265-9 9 財布 ミュウミュウ
ミュウミュウ ｶｰﾌ 長財布 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 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大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

265-10 10 財布 ケイトスペード
ケイトスペード PVC 長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲表面ﾍﾞﾀ 中ﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾁﾋﾋﾞ 正面ﾛ
ｺﾞｽﾚ

箱 B-

2023年3月25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 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 456117 ｶｰﾌ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ

B+

266-2 2 ブレスレット バレンチノ バレンチノ A

266-3 3 ブレスレット バレンチノ バレンチノ A

266-4 4 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 ｵｰﾌﾞ ▲金具ｷｽﾞ 内側ﾋﾋﾞ 箱 保 袋 B+

266-5 5 ネックレス 田崎 田崎 SV ｱｺﾔﾊﾟｰﾙ A

266-6 6 タイピン ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ ▲金具変色 B-

266-7 7 小物 １０本山 １０本山 4℃ 他 BC

266-8 8 小物 ３本山 ３本山 ﾐﾗｼｮｰﾝ 他 B

266-9 9 靴 ２本山 ２本山 ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄﾊﾞｰｷﾝ B

266-10 10 バック ２本山 ２本山 ｸﾛｺ B



2023年3月25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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M42616 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ MZ1138 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺ
ﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾆｵｲ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌｸﾗﾐ

箱 袋 B-

267-2 2

267-3 3

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25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 ベルト エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ ｺﾝｽﾀﾝｽﾍﾞﾙﾄ □A刻印 黒 Hﾍﾞﾙﾄ #65 ▲表面ｽ
ﾚ 金具ｷｽﾞ

AB

268-2 2

268-3 3

268-4 4

268-5 5

268-6 6

268-7 7

268-8 8

268-9 9

268-10 10



2023年3月25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 エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ ﾍﾞｱﾝ □C刻印 茶 2つ折り長札 ▲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 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れ
ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｽﾄﾗｯﾌﾟ先ﾊｶﾞﾚ

B-

269-2 2

269-3 3

269-4 4

269-5 5

269-6 6

269-7 7

269-8 8

269-9 9

269-10 10

2023年3月25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 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63382 ﾎﾟﾙﾄﾄﾚｿﾞｰﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾙ CA0957 ﾉﾜｰﾙ ▲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 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾀﾊﾞｺ臭

B-

270-2 2

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25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 M61727 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ CA0936 ▲角ｽﾚ 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 ｺｲﾝｹｰｽﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰｺﾜﾚ

BC

271-2 2

271-3 3

271-4 4

271-5 5

271-6 6

271-7 7

271-8 8

271-9 9

271-10 10

2023年3月25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 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 ▲金具ｽﾚ 箱 袋 SA

301-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CA3191 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｽﾚ
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ

箱 袋 AB

301-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61289 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ CA0177 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾍﾟﾝ跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌｸﾗﾐ
ﾎｯｸ不良

箱 袋 B-

301-4 4 財布 セリーヌ
セリーヌ ﾚｻﾞｰ 長財布 黒 ﾗｰｼﾞﾌﾗｯﾌﾟ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ ﾌﾗｯﾌﾟ押
し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 正面ﾛｺﾞ変色ｽﾚ

箱 袋 B+

301-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M61697 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ TA4138 ▲角ｽﾚ小 表
面ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｲﾆｼｬﾙ

A

301-6 6 財布 Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール ｷｬﾝﾊﾞｽ 2つ折り財布 TR0051 紺 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ

Gｶｰﾄﾞ B-

301-7 7 財布
メゾンマルジェ
ラ

メゾンマルジェラ SA3UI0010 ﾚｻﾞｰ 黒 3つ折り財布 箱 A

301-8 8 帽子 グッチ グッチ 267114 ｸﾞﾚｰ #L ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｷｬｯﾌﾟ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ B

301-9 9 財布 ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69415 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ IC ﾏﾘｰﾇﾙｰｼﾞｭ ▲ｺｲﾝｹｰｽ
押し跡

箱 袋 A

301-10 10



2023年3月25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 ピアス シャネル シャネル GP 01A ｺｺﾏｰｸ ﾏﾙﾁ 箱 B

302-2 2 ブローチ シャネル シャネル GP 95A ｺｺﾏｰｸ ▲金具変色 箱 B-

302-3 3 ブローチ シャネル シャネル GP 93P ｻｰｸﾙ ｺｺﾏｰｸ ▲金具ｽﾚ ｸｽﾐ B

302-4 4 ブローチ シャネル シャネル GP 94P ﾄﾘﾌﾟﾙｺｺ B

302-5 5 ネックレス シャネル シャネル GP ｺｺﾏｰｸ ▲金具ｻﾋﾞ B

302-6 6 ベルト シャネル シャネル GP ﾁｪｰﾝﾍﾞﾙﾄ 箱 B

302-7 7 イヤリング シャネル シャネル GP ｺｺﾏｰｸ B

302-8 8 指輪 グッチ グッチ 925 #13 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞG B

302-9 9 ネックレス グッチ グッチ 925 ｶｯﾄｱｳﾄG B

302-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 303

303 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

303-1 1 財布 グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 598629 ｶｰﾌ 2つ折り財布 ﾋﾟﾝｸ S

303-2 2 財布 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 598629 ｶｰﾌ 2つ折り財布 ﾋﾟﾝｸ ▲ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ極
小

SA

303-3 3 財布 グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 443436 ｶｰﾌ 2つ折り長財布 ﾋﾟﾝｸ S

303-4 4 財布 グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 443436 ｶｰﾌ 2つ折り長財布 ﾋﾟﾝｸ S

303-5 5 財布 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 523153 ﾊﾟｲｿﾝ 2つ折り長財布 緑 ▲金具ｽﾚ 中ｽﾚ
ﾌﾗｯﾌﾟ押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

AB

303-6 6 財布 グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 443123 ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 S

303-7 7 サングラス ヴェルサーチ ヴェルサーチ ▲ﾌﾚｰﾑ変形小 ﾚﾝｽﾞｽﾚ AB

303-8 8 ポーチ グッチ ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 240188 ｶｰﾌ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

303-9 9 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 ｶｰﾌ 6P こげ茶 ▲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 押し跡 ﾎｯｸ緩い

B-

303-10 10 バック グッチ ＧＧｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 602552 PVC ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｺﾗﾎﾞ S



2023年3月25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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60531 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ SP4146 ▲角ｽﾚ 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 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ ﾎﾞﾀﾝ緩い

B

304-2 2 財布 ＬＶ
ＬＶ M63921 ﾄﾘﾖﾝ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾛｯｸﾐﾆ UB2270 ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B+

304-3 3 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60534 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ MI4105 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁﾎﾂ
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-

304-4 4 財布 ＹＳＬ
ＹＳＬ PVC 黒 折り財布 ▲表面ｽﾚ ｼﾜ 金具ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ
小 札入れﾖｺﾞﾚ小 ﾍﾞﾀ小

B

304-5 5 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F54633 ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ｸﾞﾚｰ ▲角ﾔ
ﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ

B-

304-6 6 財布 バリー
バリー ﾚｻﾞｰ ｵﾚﾝｼﾞ 長財布 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡
ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

B

304-7 7 財布
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ 114076 ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 V0511 黒 ▲角
ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰｻﾋﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾔﾌﾞﾚ小

B-

304-8 8 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財布 S0188138Y ﾈｲ
ﾋﾞｰ ▲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

B-

304-9 9

304-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 305

305 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

305-1 1 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 CA0966 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞ
ﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ﾔｹ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾎｯｸ緩い

BC

305-2 2 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 SP0948 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖ
ｺﾞﾚ 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 札入れﾖｺﾞﾚ ﾊ
ｶﾞﾚ

BC

305-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62650 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｸﾚ SP0043 ▲表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大

BC

305-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61930 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾌﾟﾗ MI0055 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ｲﾆｼｬﾙ

B-

305-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61652 Wﾎｯｸ財布 SP0062 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ大 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 札入れﾖｺﾞﾚ
ﾎｯｸ緩い

B-

305-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M66704 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈｱﾝｿﾘｯﾄ MI4029 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ
ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

305-7 7 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 VI2047 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾖｺﾞﾚ 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-

305-8 8 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 SP0071 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 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

B+

305-9 9
シガレット
ケース

シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 6番台 黒 ▲型崩れ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖ
ｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

B-

305-10 10 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル 3つ折り財布 25番台 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲ
ﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 押し跡 札入れﾖｺﾞﾚ

箱 袋 Gｶｰﾄﾞ B



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 306

306 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

306-1 1 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N41625 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)
57,000円 ▲ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

箱 袋 AB

306-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62334 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ MI3179 ﾌｭｰｼｬ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ 外ﾎﾟｹｯﾄｿﾘ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ ﾎｯｸ不良

箱 袋 B-

306-3 3 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 長財布 12番台 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ 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 ﾛｺﾞｽﾚ

B-

306-4 4 財布(NB) ｸﾛｺ 長財布 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲表面ｽﾚ小 金具ｽﾚ小 箱 SA

306-5 5 財布 バレンシアガ
バレンシアガ ｶｰﾌ 2つ折り財布 黒 ▲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

B

306-6 6 財布 フェリージ フェリージ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 黒 ▲表面ｽﾚ ｼﾜ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小 AB

306-7 7

306-8 8

306-9 9

306-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 307

307 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

307-1 1 ブローチ シャネル ｺｺﾏｰｸ シャネル D10V 箱 A

307-2 2 ネックレス シャネル シャネル GP 13P ｺｺﾏｰｸ A

307-3 3 小物 エルメス エルメス GP ﾌｫﾙﾁｭﾅ ﾀﾞｲｽ ▲金具ｷｽﾞ 箱 B

307-4 4 指輪 グッチ グッチ SV925 Gﾘﾝｸﾞ 8g ▲金具ｷｽﾞ 袋 B

307-5 5 ブローチ ティファニー ティファニー SV ﾊﾟﾛﾏﾋﾟｶｿ ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B-

307-6 6 ネックレス Ｄ＆Ｇ Ｄ＆Ｇ ▲金具ｽﾚ AB

307-7 7 小物 ＬＶ ＬＶ M64268 GP LF1108 ｺﾘｴ ｴｯｾﾝｼｬﾙV ｷﾞﾖｰｼｭ A

307-8 8

307-9 9

307-10 10



2023年3月25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 サングラス
オリバーピープ
ルズ

オリバーピープルズ 505　BK　47□24　142 黒×ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘﾐﾃｯﾄﾞｴﾃﾞｨ
ｼｮﾝ

箱 A

308-2 2 メガネ バーバリー
バーバリー 1/10　12KGF　F□　16-141 ▲金具ｷｽﾞ ｻﾋﾞ小 ﾚﾝｽﾞｽﾚ
度入り

社外ｹｰｽ B

308-3 3 サングラス ジバンシー
ジバンシー SGV　847G ﾌﾞﾗｳﾝ 63□15 0958 135 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ
ｷｽﾞ

内ｹｰｽ B-

308-4 4 サングラス
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 MMJ491/S ｾﾞﾌﾞﾗ LSANR 52□18 140 ｹｰｽ A

308-5 5 サングラス
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 MMJ399/F/S 赤 IRHHA 60□15 130
▲表面ｽﾚ小 ﾌﾚｰﾑｽﾚ

ｹｰｽ AB

308-6 6 サングラス グッチ グッチ GG3026/S 茶 HXX02 56□15 130 ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ ﾌﾚｰﾑ緩い B

308-7 7 サングラス グッチ
グッチ GG3031/S ｴﾝｼﾞ×ｼﾙﾊﾞｰ STRASS D287V 60□12 120 ▲ﾌ
ﾚｰﾑ変形 ﾚﾝｽﾞｽﾚ

ｹｰｽ B

308-8 8 サングラス グッチ
グッチ GG3525/K/S 黒 D28JJ 62□13 120 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾚﾝｽﾞ外れや
すい

ｹｰｽ B

308-9 9 サングラス シャネル シャネル 4113 ｼﾙﾊﾞｰ×黒 0.124/8G 65□15 120 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ｹｰｽ B

308-10 10 サングラス シャネル シャネル 01450　94305 黒×GP ▲ﾌﾚｰﾑ変形 ﾚﾝｽﾞｽﾚ ｹｰｽ B

2023年3月25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
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 SP2198 ﾌｭｰｼｬ (参
定) 97,000円 ▲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
ﾎｯｸ緩い

AB

309-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M61697 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ﾌﾞﾗｻﾞ TA4150 ▲角ｽﾚ 表面
ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ ｼﾜ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

B+

309-3 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 TS4117 ﾉﾜｰﾙ (参定)
117,000円 ▲金具ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌｸﾗﾐ小

B+

309-4 4 財布 グッチ
グッチ 573612 ﾚｻﾞｰ ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｳｫﾚｯﾄ 黒×ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲型崩れ 金具ｽ
ﾚ ﾌｧｽﾅｰﾌﾁﾎﾂﾚ

箱 AB

309-5 5 財布 ジバンシー
ジバンシー ﾚｻﾞｰ 長財布 黒 ▲表面ｽﾚ小 金具ｽﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

AB

309-6 6 財布 ロエベ
ロエベ ﾚｻﾞｰ 長財布 茶 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽ
ﾖｺﾞﾚ 押し跡

B

309-7 7
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 CT0020 (参定) 30,000円 ▲表面
ﾖｺﾞﾚ小 型崩れ小

AB

309-8 8 カードケース ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30514 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ・ﾄﾞｩ ﾎﾟｯｼｭ MI1001 ｴﾋﾟｾｱ ▲表面ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

309-9 9 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63555 ﾎﾟﾙﾄﾋﾞｴ・ｺﾝﾊﾟｸﾄ MI0011 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞ
ﾚ大 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 札入れｽﾚ

BC

309-10 10 ストラップ ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾄﾗｯﾌﾟ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B



2023年3月25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
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 MI0988 (参定) 30,000円 ▲型崩
れ 角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾋﾋﾞ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 日付ﾍﾟﾝ書き

BC

310-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CA0944 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ ｻﾋﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

310-3 3 財布 マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ 3つ折り財布 黒 ▲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

310-4 4 財布 マイケルコース
マイケルコース PVC 3つ折り財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾍﾞﾀ 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-

310-5 5 財布 マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾈｲﾋﾞｰ 長財布 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷ
ｽﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

B

310-6 6 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財布 茶 ▲角毛羽立ち 表面ｽﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

310-7 7 財布 コーチ
コーチ ﾚｻﾞｰ 長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡 ｷ
ｽﾞ ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

310-8 8 ポーチ プラダ プラダ ﾅｲﾛﾝ ﾋｮｳ柄 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中使用感 B+

310-9 9
キーホル
ダー

コーチ コーチ 黒 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具変色 B-

310-10 10
キーホル
ダー

ケイトスペード ケイトスペード GP 箱 A

2023年3月25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
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62225 ﾎﾟﾙﾄｼｪｷｴ･ｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ 872A2 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾎﾂﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽﾖﾚ 札入れﾖｺﾞ
ﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

BC

311-2 2 手帳カバー ＬＶ
ｽﾊﾘ ＬＶ R20889 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM CA1015 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 中ｽﾚ

B

311-3 3 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93524 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ TN2190 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲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-

311-4 4 財布 ＬＶ
ｽﾊﾘ ＬＶ M91836 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ TH1024 黒 ▲角ｽﾚ 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 押し跡 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-

311-5 5 携帯ケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M63050 ｴﾃｭｲ・ﾃﾚﾌｫﾝﾇｼﾞｬﾎﾟﾝ NI0091 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾇﾒ
革ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ緩い

B

311-6 6 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61675 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏﾙｺ CA1015 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ ﾌ
ﾁｽﾚ 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

箱 B-

311-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M56175 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｷﾓﾉ GI2147 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ
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大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ｲ
ﾆｼｬﾙ

箱 袋 B-

311-8 8 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 CA0144 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽ使用感小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

箱 袋 B

311-9 9 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 SP0075 ▲中押し跡小 ｶｰ
ﾄﾞｹｰｽ使用感小 金具変色 内ﾎﾟｹｯﾄしっとり

箱 ﾊﾟｽｹｰｽ AB

311-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼｬﾄﾞｳ ＬＶ M81526 IC反応せず ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ｳｫﾚｯﾄ ▲ｺｲﾝｹｰｽ
ｽﾚ小

箱 袋 A



2023年3月25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 プラダ
プラダ ﾅｲﾛﾝ Wﾎｯｸ財布 黒 ▲角ﾖｺﾞﾚ 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 ｶｰﾄﾞｹｰｽﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

BC

312-2 2 財布 コーチ
コーチ 52859 PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 こげ茶×ﾋﾟﾝｸ ▲角ｽﾚ小 表面
ﾌﾁﾖｺﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 袋 B+

312-3 3 財布 トリーバーチ
トリーバーチ ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾋｮｳ柄 ▲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 中ﾌﾁ押し跡 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

312-4 4
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 CT0928 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

BC

312-5 5 財布 バーバリー
バーバリー PVC 2つ折り長財布 ﾁｪｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 中押し跡

袋 B

312-6 6 財布 グッチ
GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 456126.2149 ﾚｻﾞｰ ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ｳｫﾚｯﾄ 白 ▲角ﾖｺﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ周りﾖｺﾞﾚ

B

312-7 7 手帳カバー エルメス エルメス ｸｼｭﾍﾞﾙ □G刻印 茶 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ A

312-8 8 カードケース
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ﾚｻﾞｰ 黒×赤 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ 箱 袋 AB

312-9 9 キーリング プラダ プラダ ITR009 黒×白 ﾅｲﾛﾝ ﾛﾎﾞｯﾄｷｰﾘﾝｸﾞﾄﾘｯｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 箱 A

312-10 10 財布 グッチ GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 663922 PVC ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ｳｫﾚｯﾄ ﾚﾎﾟﾑｱｯﾌﾟﾙ 箱 袋 SA

2023年3月25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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61736 L字ﾌｧｽﾅｰ財布 RA0979 廃盤品 ▲角ﾊｶﾞﾚ 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 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 札入
れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾊｶﾞﾚ

BC

313-2 2 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62631 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 CT1123 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｿﾘ ﾌﾁｺ
ﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾅﾅﾒ ｲﾆｼｬﾙ

B-

313-3 3 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61207 ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾞｯﾌﾟ MI1909 廃盤品 ▲型崩れ 角ｽﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 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
れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

313-4 4 財布(NB)
ｵｰｽﾄﾘｯﾁ 2つ折長財布 黒 ▲表面ｽﾚ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小 札入れ
ｽﾚ

AB

313-5 5 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｼｰﾌﾟｷﾙﾄ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 28番台 緑 ▲角ｽﾚ
大 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

箱 袋 ｶｰﾄﾞ B

313-6 6 ピアス コーチ コーチ F73021 GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ×水色 箱 A

313-7 7 財布 エルメス エルメス ｼｪｰﾌﾞﾙ □G刻印 黒 ﾍﾞﾙｲﾙ ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ小 箱 A

313-8 8 財布
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾈｵﾝｲｴﾛｰ ｽﾀｯｽﾞ
▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽ押し跡

AB

313-9 9 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 371661 ﾚｻﾞｰ ｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾏｰﾆｰ ｼﾞｯﾌﾟｱﾗｳﾝﾄﾞ ▲表面
ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 袋 AB

313-10 10 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA3134 ▲角ｽﾚ 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



2023年3月25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 カデナ エルメス エルメス ｴﾚﾌｧﾝﾄ ｼﾙﾊﾞｰ ▲金具ｷｽﾞ B+

314-2 2 カデナ エルメス エルメス ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾖｯﾄ「ﾊﾟﾘの風」 ▲金具ｽﾚ 箱 AB

314-3 3 スカーフ エルメス エルメス ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾆｽｶｰﾌ 「CARPE DIEM」 AB

314-4 4 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 黒×白 ▲表面ｼﾐ小 AB

314-5 5 ベルト エルメス
エルメス ﾎﾟﾛｻｽ ｺﾝｽﾀﾝｽﾍﾞﾙﾄ 〇Z刻印 GP×黒 85cm ▲表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ﾛｺﾞｽﾚ

箱 袋 ※ B+

314-6 6

314-7 7

314-8 8

314-9 9

314-10 10

2023年3月25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 財布 シャネル
ﾏﾄﾞﾓﾜｾﾞﾙ シャネル ﾗﾑｽｷﾝ 2つ折り財布 10番台 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾆｵｲ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

BC

315-2 2 手帳カバー シャネル シャネル ﾚｻﾞｰ 5番台 ﾌﾞﾗｯｸ ﾐﾆ SA

315-3 3 財布 シャネル
シャネル ﾗﾑｽｷﾝ ﾌﾞﾗｯｸ Wﾌﾗｯﾌﾟ財布 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁ
ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾔﾌﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖ
ｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

315-4 4 カードケース ベルルッティ ベルルッティ ｽｸﾘｯﾄﾚｻﾞｰ ｲﾝﾌﾞｲｱ ﾌﾞﾗｯｸ ▲表面ｽﾚ ｷｽﾞ 中ｽﾚ B

315-5 5 財布 ＹＳＬ
ＹＳＬ ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 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 ﾌﾗｯﾌﾟ押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不良

B-

315-6 6 キーケース ダンヒル
ダンヒル ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾗｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｷｽﾞ大 ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ大 ｷｰﾘﾝｸﾞ1Pﾄﾚ

BC

315-7 7 財布 グッチ
GG グッチ 05470 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾌﾞﾗｳﾝ ｼｪ
ﾘｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 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
札入れｼﾜ ﾖｺﾞﾚ

B-

315-8 8 キーケース シャネル
ｶﾒﾘｱ シャネル ﾚｻﾞｰ 16番台 ﾋﾟﾝｸ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｷｰﾘﾝｸﾞ1Pﾄﾚ

C

315-9 9 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽ
ﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

B-

315-10 10 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 MI8909 ▲角ｽﾚ小 表
面ﾖｺﾞﾚ小 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 札入れﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

B-



2023年3月25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 指輪 グッチ グッチ SV925 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ #19 ▲金具ｽﾚ 箱 AB

316-2 2 指輪 グッチ グッチ SV925 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ #9 ▲金具ﾔｹ B

316-3 3 キーリング グッチ グッチ 523161 ｵﾌｨﾃﾞｨｱ ▲表面ｽﾚ 毛羽立ち 金具ｷｽﾞ 箱 B+

316-4 4 キーリング グッチ グッチ 523161 ｵﾌｨﾃﾞｨｱ ▲表面ｽﾚ 毛羽立ち 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

316-5 5 指輪
ジャスティンデ
イビス

ジャスティンデイビス SV925 ▲金具ｷｽﾞ B

316-6 6 財布 フェンディ
ｽﾞｯｶ フェンディ ｶｰﾌ 3つ折り財布 ｲｴﾛｰ×茶 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾔﾌﾞﾚ

B-

316-7 7 サングラス レイバン レイバン RB7093D ▲ﾌﾚｰﾑｷｽﾞ ｹｰｽ B-

316-8 8

316-9 9

316-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 317

317 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

317-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M64202 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｴﾐﾘｰ CA5107 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ 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 ﾎｯｸ緩い

BC

317-2 2 財布 ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M92659 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ TH1014 ﾌﾞﾛﾝ ▲型崩
れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖ
ｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

BC

317-3 3 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 CA1004 (参定) 50,000円 ▲
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

BC

317-4 4 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 CA0060 (参定) 50,000円 ▲
表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

BC

317-5 5 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 RA0917 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 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-

317-6 6 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 TH0072 ▲型崩れ 角
使用感 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｶﾋﾞ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用
感 札入れｶﾋﾞ

BC

317-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CT2097 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ ﾎﾂﾚ 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-

317-8 8 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 SP0010 ▲角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 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

317-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60017 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA5038 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ｺｲﾝｹｰｽ生地ﾖｺﾞﾚ
ｳｷ

BC

317-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60003 ﾎﾟﾙﾄｶﾙﾄｺｱﾗ TH1016 ▲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 留め具金具破損 ﾊﾟｽｹｰｽﾖｺﾞﾚ

C



2023年3月25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 メガネ プラダ プラダ 1AB-101 黒 56□17 ▲ﾌﾚｰﾑｽﾚ 度入り ｹｰｽ AB

318-2 2 タイピン ＬＶ
ＬＶ M65042 AN0240 ｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾟﾝｽ･ｸﾗｳﾞｧｯﾄ･ｼｬﾝｾﾞﾘｾﾞ (参定) 46,000
円 ▲金具ｽﾚ

箱 袋 B+

318-3 3
キーホル
ダー

ＬＶ ＬＶ M80237 DI0280 ﾎﾟﾙﾄｸﾚﾈｵLVｸﾗﾌﾞ (参定) 43,000円 箱 袋 S

318-4 4 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M6324G ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI1004 ﾐﾙﾃｨｰﾕ ▲角ｽﾚ小 表面
ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 中押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 日付入り

B

318-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61727 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ TH1014 ▲表面ﾌﾁｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊ
ｹﾞ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 型崩れ小

B

318-6 6 財布 シャネル
ﾏﾄﾗｯｾ シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 18番台 黒 ▲角ｽ
ﾚ 表面ﾌﾁｽﾚ 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大 ﾌﾟﾙﾄﾚ

B

318-7 7 ネクタイ ＬＶ ＬＶ M70953 ｼﾙｸ 紺 ｸﾗｳﾞｧｯﾄ･ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ｸﾗｼｯｸ 箱 ﾀｸﾞ S

318-8 8 ベルト ＬＶ ＬＶ M0157 AC3220 ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ｻﾝﾁｭｰﾙ･LVｲﾆｼｬﾙ #90/36 箱 袋 S

318-9 9

318-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 319

319 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

319-1 1 財布 サンローラン
サンローラン ﾚｻﾞｰ 黒 ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 押し跡小 中ｼﾜ
使用感小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 押し跡

AB

319-2 2 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ90 ﾈｲﾋﾞｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 箱 AB

319-3 3 ブレスレット エルメス エルメス □J刻印 ｵﾚﾝｼﾞ GP×ﾚｻﾞｰ ｹﾘｰﾄﾞｩﾌﾞﾄｩｰﾙ 箱 A

319-4 4 ブレスレット エルメス エルメス ｸﾘｯｸｸﾗｯｸPM ﾋﾟﾝｸ ▲金具ｽﾚ ｷｽﾞ B

319-5 5 ネックレス エルメス エルメス D刻印 GP ｽｲﾌﾄ ｶﾃﾞﾅ ｵｰｸﾘｰPM 箱 A

319-6 6 ネックレス エルメス エルメス ﾃｨｰﾊﾞ ﾊﾞｯﾌｧﾛｰﾎｰﾝ 箱 ｶｰﾄﾞ A

319-7 7 ブレスレット エルメス エルメス SV925 ｱﾐｭﾚｯﾄ 7 61.8g ▲金具ｷｽﾞ 変色 箱 B-

319-8 8 キーリング ＬＶ
ＬＶ M63747 GP FJ0168 ﾎﾟﾙﾄｸﾚ ﾆｭｰｳｪｰﾌﾞﾛｺﾞ (参定) 34,000円 ▲
金具ｽﾚ ｷｽﾞ

B

319-9 9

319-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 320

320 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

320-1 1 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60043 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨ HZ2118 ﾛｰｽﾞﾊﾞﾚﾘｰﾇ ▲表面
ｿﾘ小 中ﾆｵｲ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感小

A

320-2 2 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M69517 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 IC ▲表面ｿﾘ小 金具ｷｽﾞ SA

320-3 3 キーケース ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 CT0059 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 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 ﾎｯｸ緩い

BC

320-4 4 カードケース ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M66558 ｱﾝｳﾞｪﾛｯﾌﾟ･ｶﾙﾄﾄﾞｩｳﾞｨｼﾞｯﾄ CA3162 ▲角ｽﾚ
表面ﾌﾗｯﾌﾟｿﾘ ｺﾊﾞｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

B

320-5 5 携帯ケース ＬＶ
ＬＶ M62618 BC4188 ｱｲ･ﾄﾗﾝｸ ﾘﾊﾞｰｽ iPhoneX XS 対応 ▲表面ｽﾚ
金具ﾒｯｷﾊｹﾞ

B

320-6 6 キーケース グッチ GGﾏｰﾓﾝﾄ グッチ 456118 6P ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ AB

320-7 7 ブレスレット エルメス エルメス GP ｴﾏｲﾕ ﾈｲﾋﾞｰ ▲金具ｷｽﾞ B

320-8 8 ブレスレット エルメス エルメス GP ｴﾏｲﾕ ｸﾞﾘｰﾝ ▲金具ｷｽﾞ B

320-9 9 ネックレス クロムハーツ クロムハーツ SV ﾍﾟｰﾊﾟｰﾁｪｰﾝ 36.0g ▲金具ｷｽﾞ B

320-10 10 ベルト エルメス エルメス GP ｺﾝｽﾀﾝｽﾍﾞﾙﾄ D刻印 90cm 箱 ※ N

2023年3月25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 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 ▲金具ｽﾚ AB

321-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾊﾟﾛﾏﾋﾟｶｿｷｽ ▲金具ｽﾚ AB

321-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 1PD ｸﾛｽ ▲金具ｽﾚ AB

321-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾘｰﾌ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲金具ｽﾚ 変色小 B+

321-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝﾘｰﾌ ▲金具変色小 AB

321-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｴﾀｰﾅﾙｻｰｸﾙ ▲金具ｽﾚ小 A

321-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾄﾘﾌﾟﾙｵｰﾌﾟﾝｽﾀｰ ▲金具ｸｽﾐ B+

321-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｱﾄﾗｽｷｭｰﾌﾞ ▲金具ｷｽﾞ B

321-9 9 バングル ティファニー ティファニー SV925 ｱﾄﾗｽ ▲金具ｷｽﾞ 変色 B-

321-10 10 バングル ティファニー ティファニー SV925 ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸﾌﾞﾚｽ ﾉｰﾂﾁｬｰﾑ ▲金具ｷｽﾞ 歪み B



2023年3月25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 指輪 ティファニー ティファニー SV925 1837ﾅﾛｰﾘﾝｸﾞ ▲金具ｽﾚ AB

322-2 2 指輪 ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ ▲金具ｷｽﾞ B

322-3 3 指輪 ティファニー ティファニー SV925 ｼｸﾞﾈﾁｬｰ ▲金具ｽﾚ AB

322-4 4 指輪 ティファニー ティファニー SV925 ｱﾄﾗｽ ▲金具ｷｽﾞ B

322-5 5 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 A

322-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝｱｯﾌﾟﾙ A

322-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｸﾗｳﾝｵﾌﾞﾊｰﾄ A

322-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾛｺﾞ ▲金具ｽﾚ AB

322-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾘﾀｰﾝﾄｩ ﾀﾞﾌﾞﾙﾊｰﾄ ﾀｸﾞ ｼｪﾙ ▲金具ｽﾚ AB

322-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｸﾛｽ ▲金具ｽﾚ AB

2023年3月25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 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 CA0073 廃盤品 ▲札入れ
ｼﾜ

AB

323-2 2 財布 ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M93532 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CA4112 ﾌﾞﾛﾝ 廃盤品 ▲角ｽﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞ
ｹｰｽｿﾘ

BC

323-3 3 財布 グッチ
グッチ 120931 Wﾎｯｸ長財布 213313 ﾋﾟﾝｸ ﾋﾟｸﾞｽｷﾝ ▲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 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

箱 B

323-4 4 財布
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス ﾚｻﾞｰ 黒 L字ﾌｧｽﾅｰｺﾝﾊﾟｸﾄ財布 ▲表面ｽﾚ 金具
ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

AB

323-5 5 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ がま口長財布 8番台 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ 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 ﾎﾂﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

BC

323-6 6 財布 マイケルコース
マイケルコース ﾚｻﾞｰ こげ茶 L字ﾌｧｽﾅｰ長財布 ▲角ｽﾚ 表面ﾌﾁﾊｶﾞ
ﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

323-7 7 財布 バレンシアガ
バレンシアガ 516366 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 4610.Z.584046 紺 ▲
表面ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小

A

323-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M81107 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ NIGOｺﾗﾎﾞ 廃盤
品 (参定) 130,000円 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 金具ｷｽﾞ 中押
し跡 ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

323-9 9 コインケース エルメス エルメス ｴﾌﾟｿﾝ □J刻印 ｸﾞﾚｰ ﾊﾞｽﾃｨｱ ▲表面ｽﾚ小 箱 A

323-10 10 財布 エルメス
エルメス ﾘｻﾞｰﾄﾞ ﾍﾞｱﾝ □G刻印 黒 GD金具 ▲角ｽﾚ小 表面ｽﾚ 押し
跡 中ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ小

箱 AB
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   出品No. 324

324 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

324-1 1 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ 31547 ﾅｲﾛﾝ×ﾚｻﾞｰ ﾌｧｽﾅｰ長財布 C2081 茶×青
▲表面ｽﾚ 中ｽﾚ

A

324-2 2 サングラス グッチ グッチ ｶｰｷ ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ緩い ｹｰｽ B

324-3 3 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 VI0095 廃盤品 ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用
感

B-

324-4 4 サングラス
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 ﾋﾟﾝｸ ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ﾌﾚｰﾑ緩い ｹｰｽ B-

324-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61727 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ TH0015 ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 ｿﾘ小 ｶｰ
ﾄﾞｹｰｽ使用感

AB

324-6 6 財布 ケイトスペード
ケイトスペード ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾋﾟﾝｸ ｺﾝﾊﾟｸﾄ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ﾌｸﾗﾐ

B

324-7 7 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 中ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ｺ
ｲﾝｹｰｽｽﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

箱 ｶｰﾄﾞ B

324-8 8 財布 ＬＶ
ＬＶ M69068 ﾄﾘﾖﾝﾚｻﾞｰ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｶﾌﾟｼｰﾇ MI4119 ｺｰﾗﾙﾀﾋﾁ 廃盤
品 (参定) 149,000円 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖ
ｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ不良

BC

324-9 9 財布 ＬＶ
ｸﾞﾗﾌｨｯﾄ ＬＶ N63095 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ CA1171 ▲型崩れ 角
ﾊｶﾞﾚ 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 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使
用感

B-

324-10 10 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 TS3175 ▲金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B+

2023年3月25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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61207 ﾎﾟﾙﾄﾊﾟﾋﾟｴ･ｼﾞｯﾌﾟ SP0012 ▲型崩れ 角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ大 ﾃｶﾘ 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大 札
入れﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い ﾊﾟｽｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

325-2 2 財布 ＬＶ
ﾀｲｶﾞ ＬＶ M30998 TH0066 ｸﾞﾘｽﾞﾘ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｱｺﾙﾃﾞｵﾝ ▲型崩れ 角
ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ ﾋﾋﾞ 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 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ緩い

BC

325-3 3 財布 ３本山 ３本山 LV BC

325-4 4 財布 １０本山 １０本山 LV BC

325-5 5 財布 １０本山 １０本山 LV BC

325-6 6 財布 １０本山 １０本山 LV BC

325-7 7 財布 ７本山 ７本山 LV BC

325-8 8 財布 ６本山 ６本山 LV C

325-9 9 財布 ９本山 ９本山 ｺｰﾁ BC

325-10 10 財布 ８本山 ８本山 ｺｰﾁ BC



2023年3月25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 手帳カバー ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ R20005 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞPM CA1918 (参定) 38,000円 ▲型崩れ
角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 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

326-2 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 CT0989 (参定) 30,000円 ▲型崩
れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大

BC

326-3 3 財布 プラダ プラダ 1ML506 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 黒 ▲金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ小 箱 ｶｰﾄﾞ A

326-4 4 バック(NB) 出品取消

326-5 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 156819 長財布 V46511000 黒×白 ▲
型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾀｸﾞﾎﾂﾚ
ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

326-6 6

326-7 7

326-8 8

326-9 9

326-10 10

2023年3月25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 小物 ７本山 ７本山 LV ｶﾙﾃｨｴ ﾐｭｳﾐｭｳ他 BC

327-2 2 バック ４本山 ４本山 ｺｰﾁ ｲﾙﾋﾞｿﾞﾝﾃ 他 BC

327-3 3 ストール Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ ひざ掛け毛布 ▲表面毛羽立ち AB

327-4 4 帽子 グッチ グッチ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾆｯﾄｷｬｯﾌﾟ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ B+

327-5 5 バック トリーバーチ トリーバーチ 35456 ｶｰﾌ 2WAYﾊﾞｯｸ ｱｲﾎﾞﾘｰ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 A

327-6 6 小物 エルメス エルメス ｵﾚﾝｼﾞ ｳｨｯﾄﾞﾎﾟｯｼｭ 銀座限定 A

327-7 7 食器 エルメス エルメス ｶｯﾌﾟ&ｿｰｻｰ 2客 B

327-8 8 バック デルボー デルボー ﾚｻﾞｰ ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ ﾚﾝｶﾞ ▲角ｽﾚ 持手ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ B

327-9 9

327-10 10



2023年3月25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 ライター ７本山 ７本山 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ 他 ▲現状 B

328-2 2 ベルト グッチ GG グッチ 114876 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ #90 ▲ｽﾚ ﾖﾚ ｺﾊﾞﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ B+

328-3 3 ベルト グッチ ｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 114984 ﾚｻﾞｰ #90 ▲ｽﾚ ｼﾜ 穴広がり 金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B

328-4 4 ベルト ブルガリ ブルガリ ﾚｻﾞｰ #110 ▲ｽﾚ 芯折れ 金具ｷｽﾞ 穴広がり B-

328-5 5 靴 プラダ プラダ ｴﾅﾒﾙ #36 ｻﾝﾀﾞﾙ ▲ｿｰﾙ ﾖｺﾞﾚ B-

328-6 6 サングラス 7本山 7本山 ｸﾞｯﾁ 他 ｹｰｽ B-

328-7 7 万年筆 モンブラン モンブラン ▲ｽﾚ ｹｰｽ 取説 AB

328-8 8 小物 バカラ バカラ 花瓶 ▲ｽﾚ 箱 B+

328-9 9 ネックレス １２本山 １２本山 SV ｱｸｾｻﾘｰ 計88.5g B-

328-10 10 サングラス ＬＶ ＬＶ Z0034U B0018 ｺﾝｽﾋﾟﾗｼｵﾝGM ▲ﾌﾚｰﾑ ｽﾚ ﾚﾝｽﾞｽﾚ ｹｰｽ 布 B+

2023年3月25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 タイピン ５本山 ５本山 ｻﾝﾛｰﾗﾝ 他 B

329-2 2 ブローチ 田崎 田崎 SS ▲金具変色小 AB

329-3 3 指輪 ３本山 ３本山 SV ｸﾞｯﾁ 計21.7g B-

329-4 4 ブレスレット グッチ グッチ SV 15.3g ▲金具変色 ｷｽﾞ 箱 袋 B-

329-5 5 ブレスレット エルメス エルメス GP ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾞﾚｽ 革 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ B

329-6 6 ブレスレット ２本山 ２本山 ｺｰﾁ 他 箱 AB

329-7 7 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｽﾄｰﾝ変色 B

329-8 8 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-

329-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV ｸﾛｰﾊﾞｰ ▲金具変色 箱 B

329-10 10 ネックレス グッチ グッチ SV ﾄｯﾌﾟ付き 16.0g ▲金具ｷｽﾞ 変色 B
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   出品No. 330

330 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

330-1 1 財布 ４本山 ４本山 B-

330-2 2 財布 ２本山 ２本山 B-

330-3 3 財布 クロエ
クロエ ｶｰﾌ 長財布 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 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙ劣化

箱 袋 ｶｰﾄﾞ BC

330-4 4 財布 グッチ
GG グッチ ｷｬﾝﾊﾞｽ 長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞｽﾚ ﾎﾂﾚ 中
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾞﾀﾝ緩い

箱 BC

330-5 5 財布 ３本山 ３本山 ｺｰﾁ×3 B-

330-6 6 財布 ポールスミス
ポールスミス ｶｰﾌ 黒 ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｫﾚｯﾄ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽ
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

箱 B

330-7 7 カードケース カルティエ ｻﾝﾄｽ カルティエ ｶｰﾌ 黒 ▲表面ｽﾚ 中押し跡 箱 袋 ｶｰﾄﾞ SA

330-8 8 カードケース グッチ
グッチ 474748 ｶｰﾌ 黒 GGﾏｰﾓﾝﾄ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽ
ﾚ

B+

330-9 9 財布 ブルガリ
ブルガリ 30414 長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 押し跡 ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝ
ｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 留具緩い

B

330-10 10 カードケース カルティエ カルティエ ｶｰﾌ 黒 ▲中押し跡 箱 袋 ｶｰﾄﾞ S
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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 小物 ３本山 ３本山 ﾌｪﾗｰﾘ ﾊﾞﾚﾝﾁﾉ ﾀﾞﾝﾋﾙ AB

331-2 2 スカーフ ブルガリ ブルガリ 赤 ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ B

331-3 3 小物 ４本山 ４本山 ﾒｶﾞﾈｹｰｽ×3 ﾒｶﾞﾈ･ｻﾝｸﾞﾗｽ B-

331-4 4 サングラス レイバン レイバン RB3648 緑 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ AB

331-5 5
サングラス
(NB)

ﾓﾝｸﾚｰﾙ ML5029001 黒緑 ｹｰｽ A

331-6 6
サングラス
(NB)

ﾓﾝｸﾚｰﾙ 0098-F01A ｸﾞﾚｰ×黒緑 ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ小 ｹｰｽ A

331-7 7 財布 ヴァレクストラ
ヴァレクストラ V9A13 ﾚｻﾞｰ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ 3つ折り財布 ▲表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾜﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ

箱 袋 B

331-8 8 小物 カルティエ カルティエ ﾍﾟｰﾊﾟｰｳｪｲﾄ ｹｰｽ A

331-9 9 スカーフ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール 濃紺 ﾂｲﾘｰ ▲表面ｼﾜ ﾖｺﾞﾚ ｹｰｽ B

331-10 10 小物 プラダ プラダ 1IF015 ﾅｲﾛﾝ 黒 ｼｭｼｭ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 箱 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
ｴﾋﾟ ＬＶ M63242 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴ･ｳﾞｨｴﾉﾜ MI0928 黒 ▲内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ
札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

332-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61652 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾋﾞｴ ｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ SP0051 ▲型崩れ 角ﾔ
ﾌﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾃｶﾘ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 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 ﾎｯｸ緩い

BC

332-3 3 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 SP0079 黒 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 B-

332-4 4 財布 ２本山 ２本山 LV×2 BC

332-5 5 財布 ２本山 ２本山 LV×2 BC

332-6 6 財布 ５本山 ５本山 LV BC

332-7 7 財布 ２本山 ２本山 LV×2 BC

332-8 8 財布 グッチ
グッチ 141411.4216 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ｴﾅﾒﾙ 2つ折り財布 ｼﾙﾊﾞｰ ▲表面ﾖ
ｺﾞﾚ 中変色 ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｶﾋﾞ大 札入れﾌﾁｼﾐ ﾔﾌﾞﾚ

BC

332-9 9 財布 ２本山 ２本山 ｸﾞｯﾁ×2 BC

332-10 10 財布 シャネル
シャネル N1-5386242 ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 2つ折り長財布 ｼｰﾙなし 黒 ▲角
ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾔﾌﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾔ
ﾌﾞﾚ 札入れﾖｺﾞﾚ大 ﾔﾌﾞﾚ

箱 BC
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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 財布 セリーヌ
セリーヌ ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ 2つ折り長財布 黒 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾔｹ
毛羽立ち 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 B

333-2 2 財布 プラダ
プラダ 1M0506 ｶｰﾌ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 赤 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ
大 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大 札入れﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙｺﾊﾞﾋﾋﾞ

箱 BC

333-3 3 財布 プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ 2つ折り長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾖｺﾞﾚ 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 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

箱 B-

333-4 4 財布 ２本山 ２本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ BC

333-5 5 小物 ６本山 ６本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ BC

333-6 6 コインケース
マークジェイコ
ブス

マークジェイコブス PVC 黒×ﾋﾟﾝｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲ
ﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 B

333-7 7 財布 ケイトスペード
ケイトスペード ｶｰﾌ 2つ折り長財布 ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 中ｽﾚ小 ｺ
ｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小

A

333-8 8 小物 ３本山 ３本山 ｺｰﾁ ﾀﾞﾝﾋﾙ BC

333-9 9 財布 ２本山 ２本山 ﾌｪﾗｶﾞﾓ ｸﾛｴ BC

333-10 10 財布 ４本山 ４本山 ﾌﾙﾗ×2 ｺｰﾁ×2 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 食器 バカラ バカラ ﾐｭﾙﾅｲﾂ 箱 説明書 A

334-2 2 食器 バカラ バカラ ﾍﾞｶﾞ ﾛｯｸｸﾞﾗｽ 箱 説明書 A

334-3 3 食器 バカラ バカラ ｴﾄﾞﾅ ﾛｯｸｸﾞﾗｽ 箱 AB

334-4 4 食器 バカラ バカラ ﾍﾞﾙｰｶﾞ ﾛｯｸｸﾞﾗｽ 箱 説明書 SA

334-5 5 食器 バカラ バカラ ﾍﾞｶﾞ ﾛｯｸｸﾞﾗｽ ﾍﾟｱ ▲付属品無 A

334-6 6 食器(NB) 2010ｲﾔｰ ﾀﾝﾌﾞﾗｰ ﾛｯｸｸﾞﾗｽ ▲付属品無 A

334-7 7 食器 ティファニー ティファニー ｽｳｨﾝｸﾞ OF ﾛｯｸｸﾞﾗｽ 新品未使用 ｼｰﾙ付 箱 説明書 SA

334-8 8 食器 ティファニー ティファニー ﾂﾘｰﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 新品未使用 箱 説明書 SA

334-9 9 食器 ティファニー ティファニー ｽｳｨﾝｸﾞ OF ﾜｲﾝｸﾞﾗｽ 新品未使用 ｼｰﾙ付 箱 説明書 SA

334-10 10 食器 ティファニー ティファニー ｸﾞﾗﾏｼｰ ﾜｲﾝｸﾞﾗｽ 箱 説明書 A
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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 食器 ティファニー ティファニー ﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾘｰ C&S 新品未使用 箱 説明書 S

335-2 2 食器 ティファニー ティファニー ﾃｨﾌｧﾆｰ ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾚｰﾄ 2枚 ▲付属品無 AB

335-3 3 食器 ティファニー
ティファニー ﾆｭｰﾖｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ 5th ﾌﾟﾚｰﾄ 2枚 未使用に近い ▲付属
品無

A

335-4 4 食器 ティファニー
ティファニー ｱﾄﾗｽﾋﾟﾙｽﾅｰ ｱﾄﾗｽﾜｲﾝｸﾞﾗｽ 4本山 ▲ｸﾞﾗｽｶｹ 付属品
無

AB

335-5 5 食器 ティファニー ティファニー ｸﾞﾗﾏｼｰ C&S 新品未使用 ▲付属品無 A

335-6 6 食器 ティファニー ティファニー ｵｰﾙﾄﾞﾌｧｯｼｮﾝ ｸﾞﾗｽ 4本山 ▲付属品無 AB

335-7 7 食器 ティファニー ティファニー ﾎﾞｳｸｴｽﾄ ﾃﾞﾐﾀｽ C&S 4本山 ▲付属品無 A

335-8 8 食器 ティファニー ティファニー ﾋﾟﾝｸﾄﾘｯﾌﾟ ﾃﾞﾐﾀｽ C&S ▲付属品無 AB

335-9 9

335-10 10
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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 グッチ
GG グッチ 112715 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ Wﾎｯｸ長財布 黒 ▲角ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中押し跡 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-

336-2 2 財布 グッチ
GG グッチ 181593 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ Wﾎｯｸ長財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中押し跡 ｽﾚ 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-

336-3 3 財布 グッチ
GG グッチ 245723 ｷｬﾝﾊﾞｽ×ﾚｻﾞｰ Wﾎｯｸ長財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲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大 ﾊｶﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰ
ｽ使用感 札入れﾊｶﾞﾚ

B-

336-4 4 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 VI3068 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表
面ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾞﾀ ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ
使用感 ﾌｧｽﾅｰ閉まらない

BC

336-5 5 財布 MCM MCM MYM6AXL52CO001 ﾛｺﾞｸﾞﾗﾑ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ2つ折財布 SA

336-6 6 財布 エルメス
エルメス ﾘｻﾞｰﾄﾞ ﾍﾞｱﾝｽﾌﾚ □L刻印 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中押し跡 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大 札入
れﾖｺﾞﾚ

BC

336-7 7 財布 ７本山 ７本山 LV 他 BC

336-8 8

336-9 9

336-10 10
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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 ネクタイ(NB) 出品取消

337-2 2 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ PVC 3つ折り財布 B208376312 ｵﾌﾎﾜｲﾄ ▲表面ﾖ
ｺﾞﾚ小 ﾌﾁ変色 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ

箱 A

337-3 3 財布 クロムハーツ
クロムハーツ ｶｰﾌ型押し SV ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞ
ﾚ 押し跡 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中使用感 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

337-4 4 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93524 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ TH2023 ｱﾏﾗﾝﾄ (参定) 99,360円
▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾞﾀ ｺﾊﾞ毛羽立ち 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

337-5 5 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N61735 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ MI1058 (参定) 63,000円 ▲
角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁｺﾊﾞﾋﾋﾞ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷ
ﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎﾞﾀﾝ少し緩い

BC

337-6 6 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61652 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ SP0957 (参定) 56,700円 ▲型
崩れ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 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-

337-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61652 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ﾋﾞｴ ｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ SP1014 (参定) 56,700
円 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中押し跡 ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

337-8 8 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62650 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｸﾚ 8907ET (参定) 22,000円 ▲表面ﾔｹ
ﾖｺﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 変色 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

337-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61725 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈｸﾚﾃﾞｨ TH0021 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ﾎﾟﾙﾄ･ﾓﾈ･ｸﾚﾃﾞ
(参定) 50,400円 ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

B

337-10 10 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ MI1016 (参定) 63,000円 ▲表面
ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｿﾘ

B



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 338

338 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

338-1 1
キーホル
ダー

ブルガリ ブルガリ SV925 1498AR ﾌﾞﾙｶﾞﾘﾌﾞﾙｶﾞﾘ 10.8g ▲表面ｽﾚ ｸｽﾐ B

338-2 2 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ 31.4g ▲表面ｽﾚ B

338-3 3 ネックレス シャネル ｺｺﾏｰｸ シャネル B12C PL 3.4g ▲金具ｽﾚ 石ﾄﾚ B-

338-4 4 ネックレス シャネル シャネル GP D12V ｺｺﾏｰｸ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ 9.5g ▲金具ｽﾚ ｻﾋﾞ B-

338-5 5 ネックレス シャネル シャネル GP 07C ﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ ｺｺﾏｰｸ 19.9g ▲金具ｽﾚ ﾊﾟｰﾙｷｽﾞ B-

338-6 6 ネックレス シャネル ｺｺﾏｰｸ シャネル GP 1982 ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ 4.0g ▲金具ｽﾚ B

338-7 7 ピアス シャネル シャネル GP A18A ｺｺﾏｰｸ ﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ ▲ﾊﾟｰﾙﾄﾚ B-

338-8 8 イヤリング シャネル ｺｺﾏｰｸ シャネル GP 23 41.7g ▲金具ｽﾚ 箱 B

338-9 9 イヤリング シャネル シャネル GP 29 ﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ 30.2g ▲金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾊﾟｰﾙ部品ﾄﾚ B-

338-10 10 ベルト シャネル シャネル GP×ﾚｻﾞｰ 赤 ｺｺﾏｰｸ 67cm 169g ▲金具ｽﾚ 箱 B

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 339

339 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

339-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾂｲﾝﾊｰﾄ ﾗﾘｱｯﾄ風 ▲金具ｷｽﾞ B

339-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｸﾚｾﾝﾄﾑｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

339-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾞｰﾝｽﾞ ﾗｰｼﾞ ▲金具ｽﾚ AB

339-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝｱｯﾌﾟﾙ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲金具ｽﾚ AB

339-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾞｰﾝｽﾞ ▲金具ｽﾚ AB

339-6 6 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 ▲金具ｽﾚ AB

339-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾗｳﾞｨﾝｸﾞﾊｰﾄ ▲金具ｽﾚ小 A

339-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 1837 ﾄﾘﾌﾟﾙｻｰｸﾙ A

339-9 9 ネックレス ティファニー
ティファニー SV925 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｴﾚｻﾍﾟﾚｯﾃｨ ｻﾑﾌﾟﾘﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ ▲金具ｽ
ﾚ

AB

339-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾊｰﾄ ▲金具ｷｽﾞ 袋 B



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 340

340 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

340-1 1 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 ▲金具ｽﾚ AB

340-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾉｰﾂ ｽｸｴｱ ▲金具ｷｽﾞ B

340-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｸﾛｽ A

340-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｸﾛｽ ▲金具ｸｽﾐ B

340-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾌﾙﾊｰﾄ ▲金具変色小 袋 AB

340-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾞｰﾝｽﾞ ﾗｰｼﾞ ▲金具ｷｽﾞ 袋 B+

340-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ 袋 A

340-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 1837 ﾄﾘﾌﾟﾙｻｰｸﾙ 袋 A

340-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｻｰｸﾙ ▲金具ｽﾚ 袋 AB

340-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 名古屋ﾏﾗｿﾝ2019 ▲金具ｽﾚ小 袋 A

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 341

341 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

341-1 1 指輪 グッチ グッチ SV925 ▲金具ｽﾚ ｷｽﾞ 箱 袋 B

341-2 2 指輪
ボッテガヴェネ
タ

ボッテガヴェネタ B0105016 黒 ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 ▲型
崩れ 表面ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ 使用感

ﾁｪｰﾝ B-

341-3 3 ストール ＬＶ ＬＶ ｼﾙｸ 黒 ▲糸引き小 箱 AB

341-4 4 ポーチ ＬＶ ｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N60026 ｴﾃｭｲ・ﾃﾚﾌｫﾝﾇMM ▲ﾇﾒ革ﾔｹ小 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ 箱 袋 B+

341-5 5 ポーチ ＬＶ ｱｽﾞｰﾙ ＬＶ M9835 ｻﾝﾁｭｰﾙ ﾎﾟｼｪｯﾄ ｿﾛ 箱 袋 A

341-6 6

341-7 7

341-8 8

341-9 9

341-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 342

342 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

342-1 1 ピアス シャネル シャネル ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 黒 ▲金具ｷｽﾞ B

342-2 2 ボールペン ミキモト ミキモト ｼﾙﾊﾞｰ ▲ｲﾝｸｳｽｲ 箱 A

342-3 3 小物 ３本山 ３本山 ﾐｷﾓﾄ ﾏﾄﾞﾗｰ 箱 A

342-4 4 ポーチ ケイトスペード ケイトスペード ﾚｻﾞｰ 黒 ▲表面ｷｽﾞ小 ｽﾚ B+

342-5 5 ポーチ フェイラー フェイラー 黒 ﾊﾟｲﾙ ▲表面ｽﾚ AB

342-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61675 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏﾙｺ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁ
大 内側ﾀﾞﾒｰｼﾞ大

AB

342-7 7 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61668 ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾞｯﾌﾟ CA0022 ▲角ｽﾚ大 表面ｽﾚ大 中ｽﾚ
大

BC

342-8 8

342-9 9

342-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 343

343 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

343-1 1 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

343-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾘﾎﾞﾝ A

343-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾛｺﾞ ▲金具ｽﾚ小 A

343-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾞｰﾝｽﾞ ▲金具ｽﾚ AB

343-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾞｰﾝｽﾞ ﾗｰｼﾞ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲金具ｽﾚ AB

343-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾊﾟﾛﾏﾋﾟｶｿｷｽ ▲金具変色小 B+

343-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｺｲﾝｴｯｼﾞｻｰｸﾙ ▲金具ｷｽﾞ B

343-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｸﾛｽ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲金具変色 袋 B

343-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｱﾄﾗｽ ﾌﾟﾚｰﾄ ▲金具ｷｽﾞ 変色 B-

343-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 1837 ｻｰｸﾙ ▲金具ｽﾚ 袋 AB



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 344

344 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

344-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー SV925/750 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ ﾘﾎﾞﾝ ｺﾝﾋﾞ ▲金具ｽﾚ 変色小 AB

344-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾞｰﾝｽﾞ ﾗｰｼﾞ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲金具ｷｽﾞ B

344-3 3 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 ▲金具ｽﾚ AB

344-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾄﾘﾌﾟﾙｵｰﾌﾟﾝｽﾀｰ A

344-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 1837 ﾊﾞｰ ▲金具ｷｽﾞ 袋 B

344-6 6 ブレスレット ティファニー ティファニー SV925 ｽﾀｰﾌｨｯｼｭ ▲金具ｷｽﾞ B

344-7 7 ブレスレット ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾟｱｽﾄﾞﾊｰﾄ 箱 袋 冊子 A

344-8 8 ブレスレット ティファニー ティファニー SV925 5(ﾌｧｲﾌﾞ)ﾁｬｰﾑ ▲金具ｽﾚ 箱 袋 AB

344-9 9 バングル ティファニー ティファニー SV925 ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸﾌﾞﾚｽ ▲金具ｷｽﾞ 変形小 B

344-10 10 ブレスレット ティファニー ティファニー SV925 ﾊｰﾄ ﾀｸﾞ ▲金具ｷｽﾞ 袋 B

2023年3月25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 小物 ３本山 ３本山 ﾃｨﾌｧﾆｰ B-

345-2 2 ブレスレット ティファニー ティファニー ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ 箱 B-

345-3 3 ブレスレット ティファニー ティファニー ▲現状 金具ｷｽﾞ 袋 B

345-4 4 指輪 ティファニー ティファニー ▲金具ｷｽﾞ 袋 B

345-5 5 指輪 ティファニー ティファニー ▲金具ｷｽﾞ 袋 B

345-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー ▲金具変色 袋 B-

345-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー ▲金具ｸｽﾐ 袋 B

345-8 8 小物 ４本山 ４本山 ｼｬﾈﾙ B-

345-9 9 小物 ２本山 ２本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ B

345-10 10 小物 ２本山 ２本山 ｴﾙﾒｽ B



2023年3月25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 小物 シャネル
シャネル 黒 ｼﾞｭｴﾘｰﾄﾚｰ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
箱ﾔﾌﾞﾚ

BC

346-2 2 手帳カバー ミュウミュウ
ミュウミュウ ﾊﾗｺ 茶×白 ▲ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金具変色 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ ﾌﾟﾙ劣化

B

346-3 3 小物 ２本山 ２本山 ﾐｷﾓﾄ AB

346-4 4 小物 ５本山 ５本山 B

346-5 5 小物 ９本山 ９本山 BC

346-6 6 小物 ６本山 ６本山 B-

346-7 7 ライター ダンヒル ダンヒル ｺﾞｰﾙﾄﾞ 着火確認済 箱 B

346-8 8 ライター ２本山 ２本山 ｶﾙﾃｨｴ ▲現状 B

346-9 9 サングラス レイバン レイバン ▲金具ｷｽﾞ ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B-

346-10 10 小物 ４本山 ４本山 ﾚｲﾊﾞﾝ×3 YSL ▲ﾒｶﾞﾈ度入り B

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 347

347 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

347-1 1 ブレスレット ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ GG ▲金具ｽﾚ AB

347-2 2 ブレスレット ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ Gﾛｺﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

347-3 3 ブレスレット ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ Gﾛｺﾞ ｽﾄｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

347-4 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 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 AB

347-5 5 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾙｰｽﾄｰﾝ ▲金具ｻﾋﾞ B

347-6 6 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 ｽﾄｰﾝ ▲石ﾄﾚ BC

347-7 7 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B

347-8 8 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP GG ﾛﾝｸﾞ ▲金具ｽﾚ AB

347-9 9 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ｽﾀｰﾌｨｯｼｭ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾖｺﾞﾚ B-

347-10 10 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ小 袋 B



2023年3月25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 小物 ３本山 ３本山 ﾃｨﾌｧﾆｰ ﾃﾞｨｵｰﾙ BC

348-2 2 小物 ８本山
８本山 ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾆﾅﾘｯﾁ ｱﾑｴｲ ｱﾅｽｲ ｽﾜﾛﾌｽｷｰ ▲ﾆﾅﾘｯﾁ1本(ｽﾄｰﾝ
ﾄﾚ有)

BC

348-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾗﾋﾞﾝｸﾞﾊｰﾄ 1PD ▲表面ｽﾚ AB

348-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾎﾞｳ ﾘﾎﾞﾝ ▲表面ｽﾚ AB

348-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾃﾝﾀﾞﾈｽﾊｰﾄ ｸﾛｽ ▲表面変色 AB

348-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾋﾟｱｽﾄﾞｸﾛｽ ﾁｮｰｶｰ ▲表面ｷｽﾞ B

348-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｼﾘｳｽ ▲表面ｷｽﾞ 袋 B

348-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾘﾀｰﾝﾄｩ ｵｰﾊﾞﾙ ﾄﾞｯｸﾞﾀｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ▲表面ｷｽﾞ 箱 袋 B

348-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 星座 ﾗｰｼﾞ 牡羊座 ▲表面ｽﾚ 箱 袋 AB

348-10 10 バングル ティファニー ティファニー SV925 ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾌﾟ ▲表面ｷｽﾞ大 袋 B-

2023年3月25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 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63255 がま口長財布 MI0010 青 ▲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 押し跡 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰ
ﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡

BC

349-2 2 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M60310 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ MI4161 ｵﾚﾝｼﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 金具
ｽﾚ

B+

349-3 3 財布 ＬＶ
ｱｽﾞｰﾙ ＬＶ ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ VI2057 白 ▲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

B-

349-4 4

349-5 5

349-6 6

349-7 7

349-8 8

349-9 9

349-10 10



2023年3月25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 ２本山 ２本山 ｳｫｰﾀｰﾏﾝ×2 万年筆 ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ B

350-2 2 万年筆 モンブラン モンブラン ▲金具変色 ｷｽﾞ ｹｰｽ B-

350-3 3 万年筆 シェーファー シェーファー SV/K14 ▲金具変色 ﾒｯｷﾊｹﾞ ｹｰｽ ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ×2 B-

350-4 4 万年筆 パーカー パーカー AB

350-5 5 万年筆(NB) ﾍﾟﾝﾄ 青 ｼﾝﾌｫﾆｰ 沈思する寂静の夜 ｹｰｽ ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ×2 A

350-6 6 万年筆(NB) ﾂｲｽﾋﾞｰ 緑 箱 ｹｰｽ A

350-7 7 小物 ティファニー ティファニー ｼﾞｭｴﾘｰｹｰｽ 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 箱 B-

350-8 8 ボールペン ４本山 ４本山 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ｸﾛｽ ﾊﾟｰｶｰ×2 ｹｰｽ B

350-9 9 万年筆 ペリカン ペリカン M805 ﾌﾞﾙｰﾃﾞｭｰﾝ 箱 保 A

350-10 10 万年筆(NB) ﾙｲｶﾙﾃｨｴ ｸﾛｺ/18K ｴﾎﾞﾆｰ 88/1847
ｹｰｽ ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ×4 ｲﾝ
ｸﾎﾞﾄﾙ A

2023年3月25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 財布 シャネル
シャネル ｶｰﾌ 長財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺｺﾎﾞﾀﾝ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡
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 札入れｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾍﾟﾝ跡

B-

351-2 2 財布 エルメス
ﾌｰﾙﾄｩ エルメス ｷｬﾝﾊﾞｽ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 黒 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽｶｰﾄﾞ跡

B-

351-3 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 MI0947 ▲角ｽﾚ 表面ﾔｹ
ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾎﾂﾚ ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁﾎﾂﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 札入れﾊｶﾞﾚ

BC

351-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M62125 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CA3128 ▲角ｽﾚ 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 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

B-

351-5 5 財布 グッチ ｼｪﾘｰﾗｲﾝ グッチ 523173 PVC Wﾎｯｸ財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ 箱 袋 SA

351-6 6 香水 シャネル シャネル №19 100ml 箱 B-

351-7 7 小物 ４本山 ４本山 ﾆﾅﾘｯﾁ 他 B-

351-8 8 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール CDﾛｺﾞ ▲金具ｽﾚ B

351-9 9 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾊﾟｰﾙ ▲表面ｽﾚ 箱 袋 AB

351-10 10 小物 ７本山 ７本山 ﾆﾅﾘｯﾁ ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾀﾞﾝﾋﾙ 他 B-
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   出品No. 352

352 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

352-1 1 ライター ダンヒル ダンヒル SL25552 ｽﾃﾝ ﾛｰﾗｰ 着火確認済み 箱 保 B

352-2 2 ライター カルティエ カルティエ SS N166723 ｺﾞﾄﾞﾛﾝ 着火確認済み B

352-3 3 サングラス
エンポリオアル
マーニ

エンポリオアルマーニ EA405OF TE8109856 SS×ﾌﾟﾗ ﾐﾗｰﾚﾝｽﾞ ▲ﾚ
ﾝｽﾞｷｽﾞ

B-

352-4 4 サングラス バーバリー バーバリー B4126-A AY2208503 SS×ﾌﾟﾗ ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ B-

352-5 5 ベルト ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ R10051 GP ｻﾝﾁｭｰﾙ BI1907 黒 85/34 R15035 ▲表面ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 金具ｽﾚ 穴追加

B

352-6 6 靴 ＬＶ
ＬＶ BR0095 ﾌﾞﾛﾝ #35 ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾏﾙﾁ ﾌﾗｯﾄｼｭｰｽﾞ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 底張り替え

B-

352-7 7 靴 ＬＶ ＬＶ ｶｰﾌ 黒 ﾊﾞﾚｴｼｭｰｽﾞ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 底張り替え B-

352-8 8 靴 ＬＶ
ＬＶ ｶｰﾌ ﾐｭｰﾙ NQ0047 黒 ▲底ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾋﾋﾞﾜﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ

B-

352-9 9 靴 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾐｭｰﾙ MA1008 ﾋﾟﾝｸ #35 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖ
ｺﾞﾚ 底張り替え

B-

352-10 10 靴 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾃﾞﾆﾑ ﾐｭｰﾙ NQ0037 #35 1/2 ▲底ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

箱 B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 353

353 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

353-1 1 ブレスレット Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｷｽﾞ ｽﾚ B

353-2 2 香水 シャネル シャネル №19 A

353-3 3 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60701 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 CT4157 ﾌｭｰｼｬ (参定) 28,000円 ▲
表面ｿﾘ小 中香水臭

箱 袋 A

353-4 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 ▲角ｽﾚ 表面ｿﾘ ﾎﾂﾚ ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎﾞﾀﾝｷｽﾞ

B

353-5 5 イヤリング エルメス エルメス ｲｴﾛｰ 七宝 ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ﾖｺﾞﾚ ｺﾞﾑ無 箱 AB

353-6 6 コインケース ブルガリ ブルガリ ﾚｻﾞｰ 黒 箱 ｶｰﾄﾞ A

353-7 7 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｶﾚ ｵﾚﾝｼﾞ ▲表面ｼﾐ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾀｸﾞ取れそう B

353-8 8 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ﾌﾟﾘｰﾂｽｶｰﾌ 白 ▲表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾆｵｲ ﾀｸﾞ無 箱 B

353-9 9 財布 ＬＶ
ｼﾞｬｲｱﾝﾄ ＬＶ M80725 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｿﾞｴ IC (参定) 73,000円 ▲表面ｿﾘ
金具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽ押し跡

箱 袋 A

353-10 10 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 ▲
角ｽﾚ 金具ｷｽﾞ 内ﾎﾟｹｯﾄｷｽﾞ小 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 折り目有

B+



2023年3月25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 キーリング ブルガリ ブルガリ SV ▲金具ｽﾚ ｷｽﾞ ｸｽﾐ B-

354-2 2 ネックレス フェラガモ フェラガモ ｼﾙﾊﾞｰ ▲金具ｽﾚ ｷｽﾞ B

354-3 3 ポーチ Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール 合皮 ｺｽﾒﾉﾍﾞﾙﾃｨ ▲表面ﾊｶﾞﾚ B

354-4 4 キーリング シャネル シャネル ﾏﾙﾁ ﾉﾍﾞﾙﾃｨ ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ 箱 B

354-5 5 ピアス シャネル シャネル 白 ﾌﾟﾗ 花 ▲金具ｻﾋﾞ ｷｽﾞ ｷｬｯﾁ無 B

354-6 6 カードケース ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N61721 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰﾄﾞｭﾎﾟｯｼｭ MI0095 ▲型崩れ 中押し跡
ｽﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B

354-7 7 財布 グッチ
ﾏｲｸﾛｸﾞｯﾁｼﾏ グッチ 309758 ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 青 ▲表面
ﾔｹ しっとり 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

354-8 8 ネックレス
ジャスティンデ
イビス

ジャスティンデイビス SV BRIGETTE ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ (参定) 21,000円 ▲
金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ

箱 袋 B

354-9 9 ベルト ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ M98070 ｻﾝﾁｭｰﾙ･ｲﾆｼｱﾙ CT3181 90cm ▲表面ｺﾊﾞｽﾚ小
金具ｽﾚ

A

354-10 10 サングラス サンローラン サンローラン 50□-23 黒 ▲ﾌﾚｰﾑ広がり ｹｰｽ B

2023年3月25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 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 ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ﾎﾂﾚ B-

355-2 2 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61730 L字ﾌｧｽﾅｰ財布 CA1919 ▲表面ｿﾘ ｽﾚ大 中ﾍﾞ
ﾀ大

BC

355-3 3 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ ▲表面ﾔｹ ﾍﾞﾀ大 ｿﾘ大 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾔﾌﾞﾚ
ﾎｯｸ緩い

C

355-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ TH1015 旧型 ▲表面ｿﾘ ﾔｹ大 金具ﾒｯｷ
ﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不良

C

355-5 5 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60015 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CT3181 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌﾁｽﾚ 金
具ｷｽﾞ ｺｲﾝｹｰｽ押し跡

B

355-6 6 ポーチ コーチ コーチ ﾚｻﾞｰ 白 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ B

355-7 7 手袋
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 赤 ▲表面ｽﾚ 毛羽立ち AB

355-8 8 ネクタイ エルメス エルメス ｼﾙｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ済み A

355-9 9 ネクタイ ＬＶ ＬＶ ｼﾙｸ ｸﾞﾚｰ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ済み A

355-10 10 ネクタイ グッチ グッチ ｼﾙｸ 紫 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ済み A
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   出品No. 356

356 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

356-1 1 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M95082 TH0048 ﾄｩﾙｰｽ･ｽﾋﾟｰﾃﾞｨPM ▲角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ｽﾚ

AB

356-2 2 ポーチ ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾃﾞﾆﾑ ＬＶ M95081 TH0048 ﾄｩﾙｰｽｽﾋﾟｰﾃﾞｨGM ▲角ﾖｺﾞﾚ 表
面ﾔｹ ｼﾐ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B-

356-3 3 ポーチ ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69414 SR0231 ﾚｯﾄﾞ ｺｽﾒﾎﾟｰﾁ ▲角ｽﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ
中ﾖｺﾞﾚ小 ﾆｵｲ

AB

356-4 4 ポーチ ロエベ ロエベ 革 黒 ﾅｯﾊﾟｱｲﾚ ▲底ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ AB

356-5 5 ポーチ ロエベ ロエベ 革 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ﾅｯﾊﾟｱｲﾚ ▲持手ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ 表面ｽﾚ AB

356-6 6 手帳カバー ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M92652 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ・ﾐﾆ SR0073 黒 ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ﾖ
ｺﾞﾚ

B

356-7 7 手帳カバー ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M92653 ｱｼﾞｪﾝﾀﾞﾐﾆ SR0093 白 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ
中ﾖｺﾞﾚ

B

356-8 8 ベルト ＬＶ
ＬＶ M6812 革 ｻﾝﾁｭｰﾙ･ｼﾞｰﾝｽﾞ CA0038 SV金具 100cm ▲ﾇﾒ革ｽﾚ
ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

袋 AB

356-9 9 ベルト エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ 〇U刻印 ﾎｰｽﾍﾞﾙﾄ 黒 GD金具 85cm ▲表面ｽ
ﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ

B+

356-10 10 ベルト エルメス
エルメス ﾎﾞｯｸｽｶｰﾌ ｺﾝｽﾀﾝｽﾍﾞﾙﾄ □F刻印 ﾐﾆ SV金具 85cm ▲表
面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ 穴増設

B-
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   出品No. 357

357 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

357-1 1 ピアス ＬＶ ＬＶ ｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾗﾜｰ ▲金具ｽﾚ AB

357-2 2 イヤリング シャネル シャネル 97A ｺﾞｰﾙﾄﾞ×ｼﾙﾊﾞｰ ｺｺ ▲金具ｽﾚ AB

357-3 3 ブローチ シャネル シャネル 17K ﾌﾟﾗﾈｯﾄ ﾗｳﾝﾄﾞ ｹｰｽ A

357-4 4 ピアス シャネル シャネル ﾋﾟﾝｸ ｶﾒﾘｱ ▲金具変色 軸歪み ｹｰｽ B-

357-5 5 ブローチ シャネル シャネル 17K ﾊﾟｰﾌﾟﾙ×ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾗﾈｯﾄ･ｽﾀｰ ｹｰｽ A

357-6 6 ブローチ シャネル シャネル 17S ﾋﾟﾝｸ ﾌﾟﾗﾈｯﾄ･ｷｬｯﾄ ｹｰｽ A

357-7 7 ブローチ シャネル シャネル B17C ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ ﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｹｰｽ AB

357-8 8 ピアス シャネル シャネル 18C ﾋﾟﾝｸ ｺｺﾏｰｸ ▲片方のみ ｹｰｽ A

357-9 9 ブローチ シャネル シャネル 17S ﾌﾞﾙｰ ﾌﾟﾗﾈｯﾄ･ｷｬｯﾄ ｹｰｽ A

357-10 10 ブローチ シャネル シャネル B17C I LOVE ｺｺ ﾌﾙｰﾂ×ﾊｰﾄｺｺ ▲表面ﾖｺﾞﾚ ｹｰｽ B+



2023年3月25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 携帯ケース エルメス エルメス iPhone12Pro ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 箱 B

358-2 2 スカーフ エルメス エルメス ｶﾚ90 A

358-3 3 サングラス
ドルチェ＆ガッ
バーナ

ドルチェ＆ガッバーナ ﾏﾄﾞﾝﾅとのｺﾗﾎﾞ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ小 A

358-4 4

358-5 5

358-6 6

358-7 7

358-8 8

358-9 9

358-10 10

2023年3月25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 財布 コーチ
ｼｸﾞﾈﾁｬｰ コーチ F54805 ｴﾅﾒﾙ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 白 ▲表面ﾖｺﾞﾚ
中ﾌﾁﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ﾌﾁﾎﾞﾝﾄﾞ跡

B

359-2 2 財布 ブルガリ
ブルガリ ﾚｻﾞｰ Wﾎｯｸ財布 黒 ﾌﾞﾙｶﾞﾘﾌﾞﾙｶﾞﾘ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ｼﾜ 中
押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

359-3 3 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ がま口財布 4番台 黒 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔ
ｹ ﾖｺﾞﾚ大 中押し跡 ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽﾌﾁﾔﾌﾞﾚ ﾎﾞﾀﾝ
緩い

BC

359-4 4
キーホル
ダー(NB)

ｸﾘｽﾁｬﾝﾙﾌﾞﾀﾝ ｼﾙﾊﾞｰ ﾒﾀﾙ ｼｭｰｽﾞﾓﾁｰﾌ ▲表面ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ大 金具ｷ
ｽﾞ

箱 袋 BC

359-5 5 ネックレス
スタージュエ
リー

スタージュエリー SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞAM 計2.7g ﾍﾞｱｰぬいぐるみ 箱 Gｶｰﾄﾞ×2 AB

359-6 6 キーリング フェラガモ フェラガモ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｽﾚ小 ﾀｸﾞ A

359-7 7 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 AB

359-8 8 ネックレス アナスイ アナスイ SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ﾁｬｰﾑ 計8.0g ▲金具ｽﾚ ｸｽﾐ B-

359-9 9 ネックレス アガット アガット SV925 ｼﾙﾊﾞｰ ｸﾛｽ 計4.2g ▲金具ｸｽﾐ B

359-10 10 指輪 ２本山 ２本山 SV P&D 7.3g THE KISS 12.2g B-



2023年3月25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 小物 ３本山 ３本山 ﾆﾅﾘｯﾁ ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｸﾚｰｼﾞｭ B

360-2 2 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ▲金具ｷｽﾞ B

360-3 3 小物 ２本山 ２本山 ｳｪｯｼﾞｳｯﾄﾞ B

360-4 4 ライター ダンヒル ダンヒル ▲現状 金具ｷｽﾞ B-

360-5 5 小物 クロエ クロエ GP ﾌﾞﾛｰﾁ ▲金具ｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ｻﾋﾞ B

360-6 6 小物(NB) ｶｰﾙ･ﾗｶﾞｰﾌｪﾙﾄﾞ ﾌﾞﾛｰﾁ ▲金具ｷｽﾞ B

360-7 7 チョーカー グッチ グッチ SV925 革 13.2g ▲金具ｷｽﾞ大 ｸｽﾐ B-

360-8 8 小物 １０本山 １０本山 LV×10 B

360-9 9 小物 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ﾁｰﾌ ｴﾝｼﾞ ﾀｸﾞ AB

360-10 10 スカーフ エルメス エルメス ﾂｲﾘｰ ｵﾚﾝｼﾞ ▲表面ｼﾐ大 BC

2023年3月25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 ポーチ マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 化粧ﾎﾟｰﾁ A

361-2 2 小物 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ﾊﾞｹﾂ用小物入れ 廃盤品 ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾍﾞﾀ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾌｧｽﾅｰ固い

BC

361-3 3 財布 プラダ
プラダ 1M1132 ｻﾌｨｱｰﾉ 長財布 ｺﾞｰﾙﾄﾞ×ﾒﾀﾘｯｸ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾌ
ﾁｽﾚ 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

箱 ｶｰﾄﾞ B-

361-4 4 財布 カルティエ
ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰ カルティエ VL235750 ﾚｻﾞｰ 長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

箱 袋 ｶｰﾄﾞ BC

361-5 5 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N64449 TA4167 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｸﾗﾝﾌﾟﾄﾝ 廃盤品 ▲角ｽﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ小 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ小 ｲﾆｼｬﾙ消し跡

箱 袋 AB

361-6 6 小物 フルラ フルラ ﾚｻﾞｰ ﾋﾟﾝｸ 小物入れ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ小 AB

361-7 7 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 3つ折り財布 ｼｰﾙなし 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖ
ｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ大 ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎﾞﾀ
ﾝ緩い

BC

361-8 8 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 8番台 黒 3つ折りｺﾝﾊﾟｸﾄ ▲角ｽﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ大 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 ｺｲﾝｹｰｽ
押し跡

B-

361-9 9 サングラス ＬＶ ＬＶ Z0487 M1117 ﾌﾟﾃﾞｨｽﾌﾟｿﾝ ｷｬｯﾄｱｲ 箱 取説 A

361-10 10 コインケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ M81662 IC ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｺｲﾝﾊﾟｰｽ ｳﾞｪﾙﾃｨｶﾙ (参定)
66,000円 ▲金具ｽﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ

AB



2023年3月25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 指輪 ティファニー ティファニー SV925 ｼﾙﾊﾞｰ #10.5 ｱﾄﾗｽ 計7.4g ▲金具ｷｽﾞ C

362-2 2 ネックレス ジバンシー ジバンシー ｼﾙﾊﾞｰ ﾒﾀﾙ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾛﾝｸﾞ ▲金具ｷｽﾞ B-

362-3 3 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 ▲金具ｸｽﾐ 変色 B-

362-4 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 ﾛﾝｸﾞ B+

362-5 5 ブレスレット ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｺﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

362-6 6 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾛｺﾞ型抜き ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ B

362-7 7 イヤリング ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ▲金具ｻﾋﾞ小 B-

362-8 8 ネックレス マイケルコース マイケルコース GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ ﾛﾝｸﾞ B

362-9 9 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 ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞｼﾞｭｰ ｹｰｽ B+

362-10 10 イヤリング ４本山 ４本山 ﾋﾟｴｰﾙｶﾙﾀﾞﾝ×4 ｹｰｽ ﾀｸﾞ B+

2023年3月25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 イヤリング ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ Gﾛｺﾞ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ B

363-2 2 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 ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ B

363-3 3 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ B

363-4 4 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙG B

363-5 5 ブレスレット ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾌﾞﾙG B

363-6 6 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 ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ B

363-7 7 ブレスレット ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｼｪｰﾇﾀﾞﾝｸﾙ B+

363-8 8 ネックレス 5本山 5本山 ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ×5 C

363-9 9 ネックレス他 ６本山 ６本山 ﾆﾅﾘｯﾁ×4 ｸﾚｰｼﾞｭ ｳｪｯｼﾞｳｯﾄﾞ B

363-10 10 ブレスレット イルビゾンテ イルビゾンテ ﾚｻﾞｰ ▲金具変色 ｻﾋﾞ 袋 ﾀｸﾞ B-



2023年3月25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 サングラス グッチ グッチ GG3685 ﾊﾞﾝﾌﾞｰ ▲ﾚﾝｽﾞｽﾚ小 ｹｰｽ AB

364-2 2 小物 ミキモト ミキモト ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ 箱 A

364-3 3 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ﾂｲﾘｰ ﾀｸﾞ 箱 A

364-4 4 スカーフ シャネル シャネル ｼﾙｸ 大判ｽｶｰﾌ ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾜ AB

364-5 5 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ﾌﾟﾁｶﾚ42 ﾀｸﾞ 箱 A

364-6 6 スカーフ カルティエ カルティエ ｼﾙｸ ﾊﾟﾝｻｰ 大判ｽｶｰﾌ ﾀｸﾞ 箱 A

364-7 7 靴 エルメス エルメス ｳｰﾙ×ｱﾝｺﾞﾗ ﾍﾞﾋﾞｰｼｭｰｽﾞ 水色 袋 A

364-8 8 衣類 ラルフローレン ラルフローレン ｳｰﾙ ﾈｲﾋﾞｰ #XS ｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝ ▲表面毛羽立ち B

364-9 9 衣類 フェラガモ
ｶﾞﾝﾁｰﾆ フェラガモ ｺｯﾄﾝ ｼﾞｬｹｯﾄ 黒 #42 ▲表面ﾖｺﾞﾚ 金具ｽﾚ ｿﾃﾞﾖｺﾞ
ﾚ

B

364-10 10 衣類 ２本山 ２本山 ｾﾘｰﾇ×2 #38 #36 B

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 365

365 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

365-1 1
スカーフリン
グ

エルメス エルメス ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｽﾚ 箱 AB

365-2 2

365-3 3

365-4 4

365-5 5

365-6 6

365-7 7

365-8 8

365-9 9

365-10 10



2023年3月25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 小物 ６本山 ６本山 AB

366-2 2 小物 ４本山 ４本山 B

366-3 3 小物 ３本山 ３本山 B

366-4 4 小物 ７本山 ７本山 B

366-5 5 時計 ２本山 ２本山 ﾙｷｱ他 ▲現状 B

366-6 6 時計 ２本山 ２本山 ﾍﾞﾈﾄﾝ 他 B

366-7 7 小物 ６本山 ６本山 ｲﾋﾞｻﾞ 他 BC

366-8 8 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 2つ折り長財布 ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ▲角ｽﾚ 表
面ﾔｹ ｽﾚ大 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 ﾌﾗｯﾌﾟﾍﾟﾝ跡 ｺｲﾝ
ｹｰｽﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

366-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M60825 ﾎﾟﾙﾄｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ
ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 札入れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ

BC

366-10 10 財布 ２本山 ２本山 ﾌｪﾝﾃﾞｨ 他 B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 367

367 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

367-1 1 財布 グッチ
ｿｰﾎｰ グッチ 336286 ﾚｻﾞｰ Wﾎｯｸ長財布 黒 ▲型崩れ 持手ｺﾊﾞﾋﾋﾞ
表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

B-

367-2 2 財布 グッチ
グッチ 47398 ﾚｻﾞｰ ﾈｲﾋﾞｰ ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 ｼﾜ 中ﾖｺﾞﾚ
大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大

BC

367-3 3

367-4 4

367-5 5

367-6 6

367-7 7

367-8 8

367-9 9

367-10 10



2023年3月25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 バングル ティファニー ティファニー ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ B

368-2 2 小物 ３本山 ３本山 ﾆﾅﾘｯﾁ ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ ｽﾜﾛﾌｽｷｰ B

368-3 3 小物 ３本山 ３本山 ﾀﾞﾝﾋﾙ×2 ｹﾝｿﾞｰ B

368-4 4

368-5 5

368-6 6

368-7 7

368-8 8

368-9 9

368-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 369

369 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

369-1 1 マフラー エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ﾌﾞﾗｯｸ×ｸﾞﾚｰ Hﾏﾌﾗｰ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち B

369-2 2 マフラー エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ﾌﾞﾗｳﾝ Hﾏﾌﾗｰ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち AB

369-3 3 マフラー エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ﾌﾞﾗｳﾝ Hﾏﾌﾗｰ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち B

369-4 4 帽子 エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ｸﾞﾚｰ ﾆｯﾄ帽 ▲表面毛羽立ち B

369-5 5 マフラー エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ｸﾞﾚｰ Hﾏﾌﾗｰ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち B

369-6 6 ショール ＬＶ ＬＶ ｼﾙｸ ﾌﾞﾗｯｸ 歌舞伎 ﾀｸﾞ ▲表面ﾎﾂﾚ 毛羽立ち B-

369-7 7 ショール ＬＶ ＬＶ ﾋﾟﾝｸ×ﾎﾜｲﾄ ▲表面ﾎﾂﾚ 毛羽立ち ﾀｸﾞ無 B

369-8 8 ショール ＬＶ ＬＶ ﾌﾞﾗｯｸ×ﾚｯﾄﾞ ▲表面ｼﾜ ﾎﾂﾚ ﾀｸﾞ無 B

369-9 9 ショール ＬＶ ＬＶ ﾚｯﾄﾞ ｴﾄｰﾙ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ ﾆｵｲ B

369-10 10 ストール ＬＶ ＬＶ ﾌﾞﾗｯｸ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂﾚ B



2023年3月25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 スカーフ エルメス エルメス ｼﾙｸ ｸﾞﾘｰﾝ ﾀｸﾞ ▲表面ｼﾐ ｼﾜ B

370-2 2 ショール エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ｼﾙｸ ﾀｸﾞ ﾎﾜｲﾄ 葉模様 ▲表面毛羽立ち ｼﾐ BC

370-3 3 ショール エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ｼﾙｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ ｼﾐ B

370-4 4 ショール エルメス
エルメス ｶｼﾐｱ ｼﾙｸ SUR UN TAPIS 馬 ﾌﾞﾗｳﾝ ▲表面毛羽立ち ﾎﾂ
ﾚ ﾀｸﾞ無

B-

370-5 5 ショール エルメス
エルメス ｶｼﾐｱ ｼﾙｸ BALADE EN BERLINE ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち ﾖｺﾞ
ﾚ

B

370-6 6 ショール エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ｼﾙｸ ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ ﾀｸﾞ ▲表面毛羽立ち ﾖｺﾞﾚ B+

370-7 7 ショール エルメス エルメス ｶｼﾐｱ ｼﾙｸ SANGLES ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ B

370-8 8 ショール シャネル
シャネル ｶｼﾐｱ ｼﾙｸ ﾃｷｽﾄｼｮｰﾙ ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ 毛羽立ち ｼﾐ ﾀｸﾞ取
れかけ

B-

370-9 9 ショール シャネル シャネル ｼﾙｸ 車 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾀｸﾞ 袋 B+

370-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 371

371 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

371-1 1 財布 ポーター
ポーター 052-02210 黒 牛ｽﾃｱ ﾅｲﾛﾝｼﾞｬｶﾞｰﾄﾞ ｶﾚﾝﾄ L字ﾌｧｽﾅｰ ▲
角ｽﾚ 表面ﾍｺﾐ 中ｽﾚ 押し跡 ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

A

371-2 2 財布(NB)
ﾊﾚﾙﾔ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟﾚｻﾞｰ L字ﾌｧｽﾅｰ ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ ﾆｵ
ｲ

袋 取説 SA

371-3 3 キーケース ブルガリ ブルガリ 30422 PVC 6P 黒 ﾌﾞﾙｶﾞﾘﾌﾞﾙｶﾞﾘ GS A18 箱 S

371-4 4 カードケース カルティエ ﾏｽﾄ カルティエ ﾚｻﾞｰ ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

371-5 5 小物 ２本山 ２本山 MCM B-

371-6 6 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾌﾞﾙGﾓﾁｰﾌ B

371-7 7 財布 ３本山 ３本山 ﾊﾚﾙﾔ ▲表面ｽﾚ 箱×3 取説×3 SA

371-8 8

371-9 9

371-10 10



2023年3月25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 財布 マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ 2つ折りL字ﾌｧｽﾅｰ DI-1904 F19 黒 ▲中ｽﾚ小 A

372-2 2 財布 ＬＶ
ｳﾞｪﾙﾆ ＬＶ M93522 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA2057 ｱﾏﾗﾝﾄ ▲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
ﾌｧｽﾅｰ緩い

B-

372-3 3 キーケース イルビゾンテ
イルビゾンテ 5432409350 黒 ｸﾛｺ ｴﾝﾎﾟｽﾄﾞﾚｻﾞｰ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ﾖ
ｺﾞﾚ大

袋 取説 保 B-

372-4 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 114076 ﾚｻﾞｰ ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 VJ291
7670 青×茶 ▲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 ﾌﾟﾙｷﾚ ﾊﾟｲ
ﾋﾟﾝｸﾞﾇﾘ

B-

372-5 5 サングラス レイバン レイバン RB3547-N 001 GP 54□21 145 3N ｺﾞｰﾙﾄﾞ べっ甲 ｹｰｽ AB

372-6 6 指輪 グッチ グッチ Ag925 ｼﾙﾊﾞｰ #25 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ ﾌﾞﾘｯﾄ 5.4g ▲金具ｷｽﾞ 変色 箱 袋 取説 B-

372-7 7 財布(NB) 青木ｶﾊﾞﾝ ﾗｶﾞﾚﾘｱ ﾔｷﾞ革 ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ 茶 ▲中ｽﾚ小 取説 SA

372-8 8 ブレスレット ＹＳＬ ＹＳＬ ﾚｻﾞｰ 116187･214351 黒 ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 金具ｸｽﾐ B

372-9 9 衣類 シャネル ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾝ シャネル ｺｯﾄﾝ 黒×ﾍﾞｰｼﾞｭ ｺｺﾏｰｸ ▲表面ﾖｺﾞﾚ B

372-10 10 財布 シャネル
シャネル A50096 ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 2つ折り財布 17番台 黒 ｺｺﾏｰｸ ▲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 ﾛｺﾞｽﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

箱 ｶｰﾄﾞ BC

2023年3月25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 マイケルコース
マイケルコース PVC 2つ折り財布 DI-1902　T19 こげ茶 MKﾛｺﾞ ▲
表面ｽﾚ 中ｽﾚ

A

373-2 2 財布 シャネル
ｶﾝﾎﾞﾝﾗｲﾝ シャネル ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 15番台 黒×白 ｶｰﾌｽｷﾝ ▲
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

箱 袋 B-

373-3 3 イヤリング シャネル
シャネル 28 黒×ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾏﾄﾗｯｾ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ×GP ｺｺﾏｰｸ ▲表面ｽﾚ
金具ｽﾚ 変色

箱 B-

373-4 4 指輪
ジャスティンデ
イビス

ジャスティンデイビス SRJ450 925 ｼﾙﾊﾞｰ ｶﾞﾘｱﾅ CZ7石 9.9g ▲表
面ｽﾚ

B

373-5 5 指輪
ジャスティンデ
イビス

ジャスティンデイビス SRJ504 925 ｼﾙﾊﾞｰ×黒×白 S.E.Xﾘﾝｸﾞ ｻｲﾄﾞｸ
ﾛｽ ｵﾆｷｽ ｼｪﾙ 35.7g ▲表面ｽﾚ

B

373-6 6

373-7 7

373-8 8

373-9 9

373-10 10



2023年3月25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 小物 ２本山 ２本山 ｼｬﾈﾙ 他 B

374-2 2 小物 ３本山 ３本山 ｼｬﾈﾙ 他 B

374-3 3 小物 ２本山 ２本山 ｼｬﾈﾙ他 C

374-4 4 小物 ３本山 ３本山 B

374-5 5 小物 ２本山 ２本山 ﾎﾟﾘｽ 他 C

374-6 6

374-7 7

374-8 8

374-9 9

374-10 10

2023年3月25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 財布 ３本山 ３本山 ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ ｾﾘｰﾇ ﾛﾍﾞﾙﾀﾒﾘｰﾇ BC

375-2 2 財布 ２本山 ２本山 ｼｰﾊﾞｲｸﾛｴ ｲﾙﾋﾞｿﾞﾝﾃ B

375-3 3 財布 ２本山 ２本山 ｺｰﾁ ﾏｲｹﾙｺｰｽ B

375-4 4 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61734 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ CA2017 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾔﾌﾞﾚ ﾌﾁﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

BC

375-5 5 小物 レイバン レイバン RB8731D ｱｲｳｪｱ ▲ﾄﾞｲﾘ ﾌﾚｰﾑﾖｺﾞﾚ大 BC

375-6 6 財布 ポールスミス
ポールスミス ﾚｻﾞｰ 長財布 黒 ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊ
ｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ 中生地ﾔﾌﾞﾚ

BC

375-7 7 キーケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M69517 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ4 RA1014 ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面ﾔｹ
大 ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞﾊｶﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ

BC

375-8 8

375-9 9

375-10 10



2023年3月25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 衣類(NB) ﾙ ｸﾞﾗｼﾞｯｸ ｺｯﾄﾝ ﾜﾝﾋﾟｰｽ #36 ﾍﾞｰｼﾞｭ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ B

376-2 2 マフラー フェンディ フェンディ ｳｰﾙ ﾌﾞﾗｳﾝ ▲表面ｽﾚ A

376-3 3 小物 セリーヌ セリーヌ ｺｯﾄﾝ ﾀｵﾙｼｰﾂ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 箱 B-

376-4 4 小物 セリーヌ セリーヌ ｳｰﾙ ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 箱 B-

376-5 5 小物 Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ｺｯﾄﾝ ﾀｵﾙ2ｾｯﾄ 箱 SA

376-6 6 小物 ジバンシー ジバンシー ｺｯﾄﾝ ﾀｵﾙ2ｾｯﾄ 箱 A

376-7 7 小物 １０本山 １０本山 ｸﾛｴ×2 MCM ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ×2 ﾌｪﾗｶﾞﾓ×3 BC

376-8 8 小物 １０本山 １０本山 ﾌﾟﾗﾀﾞ×2 ﾀﾞﾝﾋﾙ×2 ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾌﾞﾙｶﾞﾘ ﾌｪﾝﾃﾞｨ BC

376-9 9 小物 ９本山 ９本山 ｾﾘｰﾇ ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ×3 ｹｲﾄｽﾍﾟｰﾄﾞ×3 ﾄﾘｰﾊﾞｰﾁ BC

376-10 10 小物 ５本山 ５本山 ｺｰﾁ×5 BC

2023年3月25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 財布 ＬＶ
ﾏﾙﾁｶﾗｰ ＬＶ M93533 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ TH0056 黒 ▲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 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾗｯﾌﾟﾌﾁｷﾚ ﾔﾌﾞﾚ ｺ
ｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾎｯｸ緩い

BC

377-2 2 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63579 長財布 CA0976 ﾀｯｼﾘｲｴﾛｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ｽﾚ
大 ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽｷｽﾞ ﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

377-3 3 財布 ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63389 長財布 CA0919 ﾀｯｼﾘｲｴﾛｰ ▲型崩れ 角ﾔﾌﾞﾚ 表面
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大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入
れﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

377-4 4 携帯ケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M67481 BC4198 iPhoneXS Max ▲型崩れ 角ﾊｶﾞﾚ 表面
ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞﾋﾋﾞ ﾊｶﾞﾚ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

BC

377-5 5 コインケース ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63805 MI1828 青 ｷｰﾘﾝｸﾞ付き ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ大 金具
ﾒｯｷﾊｹﾞ 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾟﾙﾄﾚ

BC

377-6 6 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 長財布 5番台 ｲｴﾛｰ ▲角ﾖｺﾞﾚ 表面ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大
ﾌﾁｽﾚ 中ﾖｺﾞﾚ大 ﾍﾟﾝ跡 ﾌﾁﾖﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾌﾟﾙﾄﾚ ﾎｯｸ緩い

BC

377-7 7 財布 フェラガモ
フェラガモ 2つ折り財布 224074 黒 ▲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 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 札入れﾖｺﾞﾚ ﾎｯｸ不
良

BC

377-8 8

377-9 9

377-10 10



2023年3月25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 小物 セリーヌ セリーヌ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｻﾋﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

378-2 2 小物 シャネル シャネル 16A ▲金具ｽﾚ ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

378-3 3

378-4 4

378-5 5

378-6 6

378-7 7

378-8 8

378-9 9

378-10 10

2023年3月25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 ネックレス他 ４本山 ４本山 ｽﾜﾌｽｷｰ ﾈｯｸ*2 ﾌﾞﾚｽ*1 ﾁｮｰｶｰ*1 箱*3 A

379-2 2 ブレスレット
クリスチャン
ディオール

クリスチャンディオール GP AB

379-3 3 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP AB

379-4 4 チャーム Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール A

379-5 5 ブローチ シャネル シャネル ﾏﾒ有 26 石付き ▲ｽﾚ B

379-6 6
アクセサリー
(NB)

ﾌｪｲｸﾊﾟｰﾙ GPｱｸｾｻﾘｰ山 B

379-7 7 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 ｹｰｽｽﾚｷｽﾞ ｹｰｽ B

379-8 8 サングラス フェンディ フェンディ ▲ｽﾚ B

379-9 9 ブレスレット エルメス エルメス ﾚｻﾞｰ ｹﾘｰﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ 黒 □H刻 ▲ビスﾄﾚ ﾌﾞﾚｽ内側ﾖｺﾞﾚ B

379-10 10 ブレスレット エルメス エルメス ｹﾘｰﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ 茶 □G刻 ▲金具ｽﾚ AB



2023年3月25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 キーケース ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 CT1161 ▲ｺﾊﾞﾔﾌﾞﾚ 反り 中ｽﾚﾖｺﾞﾚ 金
具ﾒｯｷﾊｹﾞ

B-

380-2 2 名刺入れ ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63585 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰﾄﾞｩﾎﾟｯｼｭ SP0987 ﾄﾚﾄﾞﾌﾞﾙｰ ▲角ｽﾚ 表
面ｽﾚｷｽﾞ 中ｽﾚ 中ﾎﾟｹﾊｶﾞﾚ

B-

380-3 3 名刺入れ ＬＶ
ｴﾋﾟ ＬＶ M63587 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰﾄﾞｩﾎﾟｯｼｭ SP0052 赤 ▲ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ
中ｽﾚ

B

380-4 4 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ 札入れ ▲角ｽﾚ ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ B

380-5 5 手帳カバー ＬＶ ﾀｲｶﾞ ＬＶ ｸﾞﾘｰﾝ ▲ｽﾚ A

380-6 6 カードケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ ▲ｺﾊﾞﾔﾌﾞﾚ ｷﾚﾂ ﾔｹ 中ｽﾚﾖｺﾞﾚ　ﾍﾞﾀ ﾌﾁﾔﾌﾞﾚ BC

380-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61660 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ・ﾋﾞｴ MI0972 ▲ｺﾊﾞｽﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚ 札
入れﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

BC

380-8 8 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61735 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈ･ｼﾞｯﾌﾟ AN0940 ▲角ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽ
ﾖｺﾞﾚ 側面ｽﾚ

B

380-9 9 財布 ＬＶ
ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N60015 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ CA2162 ▲角ﾔﾌﾞﾚ 表面ｽﾚ 中ｽﾚﾖ
ｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

380-10 10 小物 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑｴｸﾘﾌﾟｽ ＬＶ ｴﾃｭｲ･ｲﾔﾎﾝ SN2230 ▲表面ｽﾚ小 中ｽﾚ A

2023年3月25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 カードケース マイケルコース マイケルコース ｼﾙﾊﾞｰ ▲ｺﾊﾞｽﾚ A

381-2 2 財布 マイケルコース マイケルコース ﾚｻﾞｰ 2つ折り財布 黒 S

381-3 3 小物 ケイトスペード ケイトスペード 革 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ▲金具ｽﾚｷｽﾞ 中ﾖｺﾞﾚ AB

381-4 4 財布 コーチ コーチ PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ長財布 ﾋﾟﾝｸ ▲ｽﾚ 中ｽﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ B

381-5 5 小物 Ｃ・ディオール
ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール PVC ﾎﾟｰﾁ ▲ｽﾚ ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｽﾚﾊｶﾞﾚ ﾔｹ 中ｽﾚﾖ
ｺﾞﾚ

B

381-6 6 小物 Ｃ・ディオール ﾄﾛｯﾀｰ Ｃ・ディオール PVC ﾎﾟｰﾁ ▲ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ 中ｽﾚﾖｺﾞﾚ B

381-7 7 スカーフ ＬＶ ＬＶ M71389 ｼﾙｸ RT0198 ﾋﾟﾝｸ ｶﾚ・ｼﾞｭ ﾄﾞｩ ﾙｲ A

381-8 8 スカーフ ＬＶ ＬＶ M78656 ｼﾙｸ ﾊﾞﾝﾄﾞｰ・ﾓﾉｸﾞﾗﾑｺﾝﾌｨﾃﾞﾝｼｬﾙ MR0273 ﾉﾜｰﾙ A

381-9 9 財布 シャネル シャネル ﾚｻﾞｰ Wﾎｯｸ財布 黒 ｼｰﾙ ▲ｺｲﾝｹｰｽｽﾚ ｶｰﾄﾞ　箱 A

381-10 10 財布 エルメス エルメス ｳﾞｫｰｴﾌﾟｿﾝ ｱｻﾞｯﾌﾟｼﾙｸｲﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ ｵﾚﾝｼﾞ D刻 箱 SA



2023年3月25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 スカーフ ＬＶ ＬＶ 白 ﾀｸﾞ ▲表面ﾖｺﾞﾚ小 ﾎﾂﾚ小 ﾆｵｲ 箱 B+

382-2 2 ベルト ＬＶ ＬＶ M6811 CA0089 80cm ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ｺﾊﾞ毛羽立ち 金具ｷｽﾞ 箱 袋 B-

382-3 3 コインケース シャネル シャネル ｶｰﾌ 3番台 黒 ▲表面ｶﾋﾞ大 ﾖｺﾞﾚ大 中ﾖｺﾞﾚ大 ｶﾋﾞ 箱 C

382-4 4 バック(NB) 出品取消

382-5 5 財布 シャネル
シャネル ｷｬﾋﾞｱｽｷﾝ 2つ折り財布 4番台 黒 ▲型崩れ 角ﾖｺﾞﾚ 表面
ﾔｹ ﾖｺﾞﾚ大 中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ大 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ﾔﾌﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾎｯｸ
不良

BC

382-6 6 財布 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61675 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ﾏﾙｺ CA0059 ▲角ｽﾚ小 A

382-7 7 財布 グッチ
グッチ ｴﾅﾒﾙ 2つ折り財布 黒 ▲表面ｽﾚ 押し跡 金具ｻﾋﾞ 中押し跡
ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ大 ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感

箱 B

382-8 8 財布 グッチ
GGｽﾌﾟﾘｰﾑ グッチ 307982 PVC ﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰ財布 ﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾋﾟﾝｸ ▲
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 中ﾖｺﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B-

382-9 9 財布 フェラガモ フェラガモ ﾚｻﾞｰ ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ 2つ折り札入れ ▲表面ｽﾚ小 箱 SA

382-10 10

2023年3月25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 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61536 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ MI1185 ｵﾚﾝｼﾞ ▲表面ﾌﾁｺ
ﾊﾞﾊｶﾞﾚ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｶｰﾄﾞｹｰｽ使用感 ﾌﾟﾙﾖｺﾞﾚ

AB

383-2 2 ブレスレット
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 ｵｰﾌﾞ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ A

383-3 3

383-4 4

383-5 5

383-6 6

383-7 7

383-8 8

383-9 9

383-10 10



2023年3月25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 ピアス ティファニー ティファニー SV B

384-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

384-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

384-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV/750 B

384-5 5 ピアス ティファニー ティファニー SV B

384-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV 箱 ﾎﾟｰﾁ B

384-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ 箱 ﾎﾟｰﾁ B

384-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV 箱 ﾎﾟｰﾁ B

384-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV/14K 箱 ﾎﾟｰﾁ B

384-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 箱 ﾎﾟｰﾁ B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 385

385 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

385-1 1 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M61652 ﾎﾟﾙﾄﾓﾈﾋﾞｴｶﾙﾄｸﾚﾃﾞｨ TH0929 ﾏﾛﾝ ▲角ﾊｶﾞﾚ
表面ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｽﾚ 内ﾎﾟｹｯﾄﾍﾞﾀ ﾊｶﾞﾚ 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

385-2 2 財布
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ﾚｻﾞｰ 長財布 白×ﾋﾟﾝｸ ﾘｯﾌﾟ柄 ｽﾀｯｽﾞ ▲角ﾖｺﾞ
ﾚ 表面ﾌﾁﾖｺﾞﾚ小 ﾔｹ 金具ﾒｯｷﾊｹﾞ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ ｽﾀｯｽﾞﾊｶﾞﾚ

B

385-3 3 財布 プラダ
プラダ ｻﾌｨｱｰﾉ 緑 Wﾎｯｸ長財布 花柄 ▲角ｽﾚ 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 ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

385-4 4 靴 ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑﾐﾆ ＬＶ FD1015 #38 ｽﾆｰｶｰ ▲底ﾖｺﾞﾚ 表面ﾖｺﾞﾚ ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ B

385-5 5 携帯ケース ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M63443 8C5117 ﾏﾛﾝ iPhoneX&XS･ﾌｫﾘｵ ▲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

B-

385-6 6 カードケース
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 黒 ▲角ﾊｶﾞﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾌﾁｺﾊﾞ
ﾊｶﾞﾚ ｺｲﾝｹｰｽﾖｺﾞﾚ

B

385-7 7 サングラス マックスマーラ マックスマーラ ▲ﾚﾝｽﾞﾌﾚｰﾑｷｽﾞ B

385-8 8 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール ｼﾙﾊﾞｰ ﾛｺﾞﾌﾟﾚｰﾄ ▲金具ｷｽﾞ B

385-9 9 小物 ３本山 ３本山 ｸﾞｯﾁ ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ｺｰﾁ BC

385-10 10 小物 ２本山 ２本山 ﾐｭｳﾐｭｳ×2 BC



2023年3月25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 靴
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ #37 ｵｰﾌﾟﾝﾄｩﾒｯｼｭﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖ
ｺﾞﾚ 中ﾖｺﾞﾚ

箱 B+

386-2 2 靴
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ #37 定番ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 中
ﾖｺﾞﾚ

箱 AB

386-3 3 靴
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ﾊﾟﾃﾝﾄ ﾌﾞﾗｯｸ #37 定番ﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 中ﾖ
ｺﾞﾚ

箱 AB

386-4 4 靴
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン 革 ﾎﾜｲﾄ #37 ｵｰﾌﾟﾝﾄｩﾊﾟﾝﾌﾟｽ ▲底ﾖｺﾞﾚ小 表
面ﾖｺﾞﾚ小 中ﾖｺﾞﾚ

箱 B+

386-5 5 靴
クリスチャンル
ブタン

クリスチャンルブタン ﾋﾟﾝｸ #37 ｼﾙｸｻﾃﾝ ｵｰﾌﾟﾝﾄｩﾊﾟﾝﾌﾟｽ 箱 AB

386-6 6 衣類 ２本山 ２本山 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ B

386-7 7 衣類(NB) RINASCIMENTO ﾜﾝﾋﾟｰｽ ▲表面ﾎﾂﾚ ﾖｺﾞﾚ B-

386-8 8

386-9 9

386-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 387

387 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

387-1 1 ベルト カルティエ カルティエ 革 黒 2C ▲表面ｽﾚ 金具ｽﾚ 変色 B

387-2 2 コインケース
ボッテガヴェネ
タ

ｲﾝﾄﾚﾁｬｰﾄ ボッテガヴェネタ ｶｰﾌ ﾋﾟﾝｸ ﾌﾗﾜｰ ▲角ｽﾚ 表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ
中ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ

B

387-3 3 キーリング ブルガリ ブルガリ ｽﾃﾝ ▲金具ｽﾚ B

387-4 4
マネークリッ
プ

ＬＶ ＬＶ ▲金具ｽﾚ 変色 B-

387-5 5 小物 エルメス エルメス ﾄﾗﾝﾌﾟｾｯﾄ ▲現状 S

387-6 6 ネックレス エルメス エルメス ﾋﾟﾝｸ×ｸﾞﾘｰﾝ ﾎｰﾝ ▲表面ｽﾚ ﾊｶﾞﾚ小 B+

387-7 7 ネックレス エルメス エルメス ﾎｰﾝ ﾎﾜｲﾄ ▲表面ｽﾚ ﾖｺﾞﾚ ﾊｶﾞﾚ B-

387-8 8 サングラス
ドルチェ＆ガッ
バーナ

ドルチェ＆ガッバーナ 水玉 ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ｹｰｽ B-

387-9 9 サングラス レイバン レイバン ▲ﾌﾚｰﾑ歪み ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ｹｰｽ B-

387-10 10 小物 ブルガリ ブルガリ ﾒｶﾞﾈﾌﾚｰﾑ ▲ﾚﾝｽﾞｷｽﾞ ｹｰｽ B-



2023年3月25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 イヤリング ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

388-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ ｷｽﾞ B+

388-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

388-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

388-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

388-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ AB

388-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

388-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ AB

388-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ B

388-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 389

389 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

389-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ 変色 B-

389-2 2 イヤリング ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B

389-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 ｷｽﾞ B-

389-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B-

389-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

389-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

389-7 7 イヤリング ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

389-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV/GP ▲金具変色 ｷｽﾞ B-

389-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

389-10 10



2023年3月25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 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

390-2 2 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ 箱 ﾎﾟｰﾁ B

390-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ小 ｽﾚ B+

390-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ AB

390-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

390-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B

390-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ B

390-8 8 ネックレス ２本山 ２本山 ﾃｨﾌｧﾆｰ×2 B

390-9 9 イヤリング ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ B

390-10 10 イヤリング ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 391

391 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

391-1 1 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 ▲金具ｷｽﾞ 箱 袋 B

391-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｽｸﾘﾌﾟﾙ ▲金具ｽﾚ 箱 袋 B

391-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾌﾙﾊｰﾄ ▲金具ｽﾚ小 箱 袋 A

391-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾌﾟﾈｯｸﾚｽ ▲金具ｽﾚ 箱 袋 AB

391-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ﾗﾋﾞﾝｸﾞﾊｰﾄ ▲金具ｽﾚ 箱 袋 冊子 AB

391-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV925/750 ｵｰﾌﾟﾝﾐﾆﾀﾞﾌﾞﾙﾊｰﾄ ｺﾝﾋﾞ ▲金具ｽﾚ 箱 袋 AB

391-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV925/750 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ﾘﾎﾞﾝ ｺﾝﾋﾞ A

391-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝﾃｨｱﾄﾞﾛｯﾌﾟ 箱 袋 冊子 A

391-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV925 1PﾋﾟﾝｸS 立体ﾊｰﾄ ▲金具ｷｽﾞ 袋 B

391-10 10 ブレスレット ティファニー
ティファニー SV925 ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ ﾊﾞｲｻﾞﾔｰﾄﾞ 2ﾊﾟｰﾙ ﾋﾟﾝｸﾌﾚｯｼｭｳｫｰﾀｰ
ﾊﾟｰﾙ ▲金具ｽﾚ

箱 袋 AB



2023年3月25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 ブレスレット Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ CDﾛｺﾞ ｽﾄｰﾝ ▲金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ小 B

392-2 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 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ﾌｪｻﾞｰ 喜平 ｽﾄｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

392-3 3 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ 香水ﾎﾞﾄﾙﾓﾁｰﾌ ▲金具ｷｽﾞ B

392-4 4 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ ▲金具ｷｽﾞ ｻﾋﾞ小 B

392-5 5 ネックレス Ｃ・ディオール Ｃ・ディオール GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ 箱 A

392-6 6 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｼﾙﾊﾞｰ ﾛﾝｸﾞ ▲金具ｽﾚ AB

392-7 7 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｼﾙﾊﾞｰ ｻｰｸﾙ ｽﾄｰﾝ ▲金具ｷｽﾞ B

392-8 8 ネックレス ＹＳＬ ＹＳＬ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ A

392-9 9 ネックレス ＹＳＬ ＹＳＬ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ ｽｸｴｱ ﾛﾝｸﾞ ▲金具ｷｽﾞ B+

392-10 10 ネックレス ＹＳＬ ＹＳＬ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ ▲金具ｷｽﾞ ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 393

393 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

393-1 1 指輪 ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ B

393-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ AB

393-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ﾁｪｰﾝのみ ▲金具ｷｽﾞ B

393-4 4 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ｱﾄﾗｽ ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ 歪み B-

393-5 5 小物 ティファニー ティファニー SV ｶﾞﾗｶﾞﾗ ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B

393-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

393-7 7 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ 変色 B-

393-8 8 イヤリング ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 ﾎﾟｰﾁ B-

393-9 9 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 ｷｽﾞ B-

393-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ 変色 B-



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 394

394 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

394-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B

394-2 2 指輪 ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

394-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

394-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

394-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

394-6 6 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

394-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

394-8 8 指輪 ティファニー ティファニー SV B

394-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

394-10 10 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 395

395 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

395-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

395-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B-

395-3 3 指輪 ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ 変色 歪み B-

395-4 4 指輪 ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 ｷｽﾞ B-

395-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 ｷｽﾞ B-

395-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ B

395-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

395-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

395-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

395-10 10 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 396

396 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

396-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

396-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ 変色 B

396-3 3 指輪 ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ B

396-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

396-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B-

396-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ 変色 B

396-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ 変色 B

396-8 8 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ ｷｽﾞ B-

396-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 ｸｽﾐ B-

396-10 10 ピアス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ B

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 397

397 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

397-1 1 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ﾎﾟｰﾁ B

397-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

397-3 3 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ 変色 B-

397-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV B+

397-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

397-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具変色 B-

397-7 7 ネックレス ティファニー ティファニー SV B

397-8 8 ブレスレット ティファニー ティファニー SV B

397-9 9

397-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 398

398 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

398-1 1 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ AB

398-2 2 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ ｸｽﾐ B

398-3 3 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ▲金具ｷｽﾞ B

398-4 4 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ AB

398-5 5 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ ｷｽﾞ B-

398-6 6 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B-

398-7 7 指輪 ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ AB

398-8 8 指輪 ティファニー ティファニー SV/750 ▲金具ｷｽﾞ B

398-9 9 ネックレス ティファニー ティファニー SV ▲金具ｽﾚ AB

398-10 10 ブレスレット ティファニー ティファニー SV ▲金具ｸｽﾐ B

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 399

399 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

399-1 1 小物 ６本山 ６本山 ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ B-

399-2 2 小物 ６本山 ６本山 ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ B-

399-3 3 小物 ６本山 ６本山 ﾃﾞｨｵｰﾙ B-

399-4 4 小物 ６本山 ６本山 ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ B-

399-5 5 小物 ６本山 ６本山 ﾓﾈ ﾃｨﾌｧﾆｰ ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾋﾟｴｰﾙﾊﾞﾙﾏﾝ YSL ｾﾘｰﾇ B-

399-6 6 小物 ４本山 ４本山 ﾃｨﾌｧﾆｰ ｾﾘｰﾇ ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ B

399-7 7 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ NRﾛｺﾞ ﾊｰﾄ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ B-

399-8 8 ブレスレット ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

399-9 9 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ A

399-10 10 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｽﾄｰﾝ ﾃﾆｽ A



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 400

400 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

400-1 1 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 ｽﾄｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

400-2 2 ブレスレット ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ Gﾛｺﾞ ▲金具ｽﾚ AB

400-3 3 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ ▲金具ﾒｯｷﾊｹﾞ小 B

400-4 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 ｽﾄｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

400-5 5 ネックレス ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾁｪｰﾝ ▲金具ｽﾚ AB

400-6 6 小物 ジバンシー ジバンシー GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾈｯｸﾚｽ ｲﾔﾘﾝｸﾞ ｾｯﾄ 箱 ﾀｸﾞ B

400-7 7 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾚｯﾄﾞｽﾄｰﾝ A

400-8 8 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ NRﾛｺﾞ ▲金具ｽﾚ AB

400-9 9 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ NRﾛｺﾞ ｽﾄｰﾝ B

400-10 10 ネックレス ニナリッチ ニナリッチ GP ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾘｰﾌ 喜平 ｽﾄｰﾝ A

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 401

401 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

401-1 1 バック他 １９本山 １９本山 ﾎﾞﾙﾎﾞﾈｰｾﾞ ﾀﾞﾝﾋﾙ 他 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



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 402

402 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

402-1 1 バック ９本山 ９本山 ｺｰﾁ BC

402-2 2

402-3 3

402-4 4

402-5 5

402-6 6

402-7 7

402-8 8

402-9 9

402-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 403

403 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

403-1 1 衣類 ７本山 ７本山 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ ﾎﾟﾛ ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝ ｱﾒﾘｶﾝｲｰｸﾞﾙ(ﾎﾟｹﾓﾝｺﾗﾎﾞ) 他 B-

403-2 2

403-3 3

403-4 4

403-5 5

403-6 6

403-7 7

403-8 8

403-9 9

403-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 404

404 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

404-1 1 衣類 １０本山 １０本山 J.PRESS ﾘｰｶﾞﾙ 他 B-

404-2 2

404-3 3

404-4 4

404-5 5

404-6 6

404-7 7

404-8 8

404-9 9

404-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 405

405 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

405-1 1 小物 １０本山 １０本山 ｸﾞｯﾁ ﾌﾟﾗﾀﾞ ｺｰﾁ BC

405-2 2

405-3 3

405-4 4

405-5 5

405-6 6

405-7 7

405-8 8

405-9 9

405-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 406

406 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

406-1 1 小物 １０本山 １０本山 ｺｰﾁ ｹｲﾄｽﾍﾟｰﾄﾞ ﾏｲｹﾙｺｰｽ ﾌﾟﾗﾀﾞ ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ B-

406-2 2

406-3 3

406-4 4

406-5 5

406-6 6

406-7 7

406-8 8

406-9 9

406-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 407

407 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

407-1 1 バック ８本山 ８本山 NB B

407-2 2

407-3 3

407-4 4

407-5 5

407-6 6

407-7 7

407-8 8

407-9 9

407-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ﾀﾞﾐｴｱｽﾞｰﾙ ＬＶ N64614 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｳﾞｨｸﾄﾘｰﾇ IC 箱 袋 N

451-2 2

451-3 3

451-4 4

451-5 5

451-6 6

451-7 7

451-8 8

451-9 9

451-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   出品No. 452

452 № カテゴリ ブランド 特徴 備考 金額

452-1 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 袋 N

452-2 2

452-3 3

452-4 4

452-5 5

452-6 6

452-7 7

452-8 8

452-9 9

452-10 10



2023年3月25日 ブランドオークション

   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 ＬＶ M62650 ﾎﾟｼｪｯﾄ･ｸﾚ IC (参定) 38,000円 ▲表面ｽﾚ小 袋 S

453-2 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 ▲
ｶｰﾄﾞﾎﾟｹｯﾄﾌｸﾗﾐ小

袋 S

453-3 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 袋 箱 N

453-4 4 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 袋 箱 N

453-5 5 財布 ＬＶ ﾏﾋﾅ ＬＶ M80817 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｸﾚｱ IC ｶﾞﾚ (参定) 110,000円 袋 箱 N

453-6 6

453-7 7

453-8 8

453-9 9

453-10 10

2023年3月25日 ブランドオークション

   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
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 (参定) 67,000円 ▲ｺｲ
ﾝｹｰｽｽﾚ極小 ﾌﾗｯﾌﾟﾖﾚ極小

箱 袋 S

454-2 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 箱 袋 N

454-3 3 コインケース ＬＶ ＬＶ M80879 IC (参定) 49,000円 箱 袋 N

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25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 バック ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M41177 ﾈｳﾞｧｰﾌﾙMM IC ｺｸﾘｺ (参定) 223,000円 ▲ﾇﾒ
革ﾔｹ 中ﾖｺﾞﾚ小

SA

455-2 2

455-3 3

455-4 4

455-5 5

455-6 6

455-7 7

455-8 8

455-9 9

455-10 10

2023年3月25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 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 袋 S

456-2 2 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 袋 S

456-3 3 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

袋 S

456-4 4 財布 ＬＶ ＬＶ M81821 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｽﾚﾝﾀﾞｰ IC ﾈｲﾋﾞｰ LVｲﾆｼｬﾙ 袋 箱 N

456-5 5 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M69433 IC ﾌｭｰｼｬ ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ･ｼﾞｭﾘｴｯﾄ (参定) 92,000円
▲中ﾌﾁ折り目付着物

袋 箱 S

456-6 6 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｼﾞｬｲｱﾝﾄﾘﾊﾞｰｽ ＬＶ M80726 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC (参定) 92,000
円

袋 S

456-7 7 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69415 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｸﾚﾏﾝｽ IC ﾏﾘｰﾇﾙｰｼﾞｭ (参
定) 88,000円 ▲中ﾏﾁｽﾚ小

袋 箱 S

456-8 8 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 袋 箱 N

456-9 9 財布 ＬＶ
ﾓﾉｸﾞﾗﾑｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M80496 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｻﾗ IC ﾉﾜｰﾙ×ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾞｲｶ
ﾗｰ (参定) 115,000円

袋 箱 N

456-10 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 IC ﾏﾘｰﾇﾙｰｼﾞｭ (参定)
122,000円

袋 箱 N



2023年3月25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 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 ▲箱旧型 S

457-2 2 財布 ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M69794 ｼﾞｯﾋﾟｰ･ｳｫﾚｯﾄ IC ﾄｩﾙﾄﾚｰﾙｸﾚｰﾑ (参定)
134,000円 ▲内ﾎﾟｹｯﾄｼﾜ小

S

457-3 3 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 N

457-4 4 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 N

457-5 5 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 N

457-6 6 キーケース ＬＶ ﾓﾉｸﾞﾗﾑ ＬＶ M62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC (参定) 33,000円 N

457-7 7 キーケース ＬＶ ﾀﾞﾐｴ ＬＶ N62630 ﾐｭﾙﾃｨｸﾚ6 IC (参定) 33,000円 N

457-8 8 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) 107,000円 ▲
中ｽﾚ小

N

457-9 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 N

457-10 10 キーリング ＬＶ ＬＶ M80237 ﾎﾟﾙﾄｸﾚﾈｵLVｸﾗﾌﾞ (参定) 43,000円 N

2023年3月25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 バック ＬＶ
ｱﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ＬＶ M45653 ｵﾝｻﾞｺﾞｰPM IC ﾉﾜｰﾙ (参定) 379,000円 ▲金
具ｽﾚ

S

458-2 2 財布 ＬＶ ﾏﾋﾅ ＬＶ M60145 ﾎﾟﾙﾄﾌｫｲﾕ・ｲﾘｽ TN5107 ﾏｸﾞﾉﾘｱ (参定) 159,000円 S

458-3 3

458-4 4

458-5 5

458-6 6

458-7 7

458-8 8

458-9 9

458-10 10


