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出品する - マイ・オークション - オプション - ログアウト

Yahoo! JAPAN - オークション利用登録 - ヘルプ

フリーマーケット出店者募集中

全カテゴリ一覧 - 特集・キャンペーン一覧

こんにちは、 irailgun さん （ログイン履歴  - 利用可能ポイント：0） スタークラブ： シルバーランク

東京マルイ 電動ガン シグ SIG SG550 マウント付き　稼動品！！

オークション > ホビー、カルチャー > ミリタリー > トイガン > 電動ガン

おめでとうございます!!　あなたが落札しました。

ヤフオク!から、あなたが落札したことを通知するメールが届きます。また、出品者には、あなたが落札したことを通知するメールが届きます。

出品者情報を確認し、取引ナビで出品者に連絡しましょう。取引ナビで投稿を行うと、出品
者には、あなたから投稿があったことを通知するメールが届きます。お互いのメッセージは
取引ナビで確認してください。
出品者には自己紹介をし、いつごろ入金できるかを連絡しましょう。また、支払い方法、配
送方法について希望があれば伝えましょう。

出品者情報
お支払いはこちら
取引ナビ

出品者の評価は、これからオークションを続けるにあたってあなた自身やほかの利用者にと
って貴重な情報となります。取引が完了したら出品者を評価してください。

出品者を評価する

ご注意

都合により取引ができなくなり、落札者が削除された場合、落札者側の都合による場合は落札者に、出品者側の都合による場合は出品者に、オーク
ションシステムから悪い評価がつきます。
※落札者のヘルプはこちらをご覧ください。

 

［買って 食べて 復興支援］漁師直送 東北の殻付き牡蠣
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Yahoo!かんたん決済の説明を見る 利用可能なクレジットカード

Yahoo!かんたん決済の説明を見る 利用可能な金融機関

 

出品者情報 落札結果
Yahoo! JAPAN ID 出品者へ連絡 個数 価格 落札代金支払いの手続き
atts1964 / 評価： 244 （評価の詳細） 取引ナビで連絡 1 28,500 円 決済する

※ヤフオク!では、個人情報保護の観点から利用者のメールアドレスを公開いたしません。取引には「取引ナビ」をご利用ください。 （オークションス
トアとの取引を除く）

オークション関連サービスのご案内

決済サービスのご案内　-　代金を手軽にオンラインでお支払い！

サービス名 申し込み

大好評！　安心・かんたんなクレジットカード決済。しかも手数料98円から！ ○ クレジットカード決済で支払う

いつもの銀行からインターネットで安心・かんたん振り込み。手数料は158円から！ ○ インターネットバンキングで支
払う

Tポイントの利用

落札代金の支払い方法にYahoo!かんたん決済を選択していただくと、Tポイントを利用して支払いができます。Tポイント
は、1ポイント＝1円として利用できます。

 利用可能ポイント

 0ポイント

宅配サービスのご案内-商品を安く手軽に発送！

サービス名

Yahoo!宅配の説明を見る

低価格の配送サービスです。ご利用を希望される場合は、出品者にご依頼ください。

はこBOONの説明を見る

× 利用できません

プレミアムサービスのご案内 – Yahoo!プレミアムに登録してヤフオク!をもっとお得に便利に使おう！

サービス名

落札後もずっと安心！　お買い物に便利な補償サービスが充実。
落札金額の80％を、年度3回、1回につき3万円まで補償する郵送事故補償や、メーカー修理費用の実費額を限度つきで補償
する修理補償など。
※ご加入当日に落札した商品も補償対象です。

Yahoo!プレミアム「お買いものあんしん補償」の詳しい説明を見る

 
お申し込みはこちらから
プレミアム会員価格：月額399
円

Yahoo!かんたん決済 （クレジットカード決済）

Yahoo!かんたん決済 （インターネットバンキング）

Yahoo!宅配

はこBOON

Yahoo!プレミアム「お買いものあんしん補償」
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商品の情報  連絡掲示板(0)   取引ナビ  

大きな画像を見る （全3枚）
商品説明を読む

プレミアム会員なら落札後もあんしん補償

初めての方
初めての方へ
用語の解説（入札のヘルプ）

ヤフオク!への連絡
違反商品の申告

出品者の情報

出品者 ： atts1964 （自己紹介）
評価 ： 244 （評価の詳細）

出品者への質問 （回答済み：なし）

出品者のその他のオークションを見る

支払いについて
・ Yahoo!かんたん決済
・ 埼玉りそな
・ ゆうちょ

送料、商品の受け取りについて
商品発送元地域 ： 埼玉県

商品画像

小さな画像をクリックすると、下に拡大表示されます。

商品の情報

28,500 円

ツイートツイート 6

現在の価格 ： 

残り時間 ： 終了 （詳細な残り時間）

入札件数 ： 57 （入札履歴）

0いいね！いいね！

詳細情報
個数 ： 1
開始時の価格 ： 1,000 円
落札者 ： irailgun / 評価：28 （評価の詳細）
開始日時 ： 11月 16日 12時 30分
終了日時 ： 11月 23日 22時 57分

 カレンダーに追加
入札者評価制限 ： 総合評価での制限 あり （評価の合

計がマイナスの方は入札できません）
早期終了 ： あり
自動延長 ： あり
オークションID ： r108214007
商品の状態 ： 中古
返品の可否 ： 返品不可
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東京マルイ 電動ガン シグ SIG SG550 マウント付き　稼動品！！のページトップに戻る

出品者への質問
東京マルイ 電動ガン シグ SIG SG550 マウント付き　稼動品！！のページトップに戻る

商品説明

■東京マルイ SIG SG550■

・内容
本体
ノーマルマガジン
説明書
ライフルスコープ用専用マウント
サプレッサー接続パーツ

・説明
東京マルイのシグＳＩＧ ＳＧ５５０です。可変ホップ機能、そしてマルイ初の可変バースト機構がついています。バッテリーをつ
ないだところフル・セミオート・バーストともに発射できました。説明書、スケルトンノーマルマガジン、サプレッサー接続パー
ツ、別売り専用ライフルスコープマウントが付属します。サプレッサー接続パーツは現行のマルイサプレッサーとは互換性がないと
思われます。ストック、バイポット、エジェクションポート兼ホップ調整はしっかり稼動します。パーツ欠損はないです。サバゲー
での使用は一度もないですが古いものなので、少し小傷やすれがありますが比較的美品かと思われます。今では生産されていない商
品なのでコレクションにもお勧めです。

・状態
中古品ですので、多少の汚れ、傷がある可能性があります。写真がすべてです。神経質な方は、入札をお控えくださ
い。ノークレームノーリターンでお願いします。

支払いについて

落札代金は先払いとなります。出品者は金額の支払いを確認した後、商品を発送します。

Yahoo!かんたん決済 　（詳細） 
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東京マルイ 電動ガン シグ SIG SG550 マウント付き　稼動品！！のページトップに戻る

東京マルイ 電動ガン シグ SIG SG550 マウント付き　稼動品！！のページトップに戻る

展示品に訳あり品！　大アウトレットセール 自動車　旧車、絶版車特集 オートバイ　旧車、絶版車特集 ハッピーブランドセール
腕時計コレクション スマートフォン　コレクション ゲーム機など多数！　お宝ジャンク天国 ゴルフクラブ名器コレクション
ハンドメイドギャラリー プレミアム焼酎＆超希少ワインを探そう

コンピュータ 家電、AV、カメラ 音楽 本、雑誌 映画、ビデオ おもちゃ、ゲーム ホビー、カルチャー アンティーク、コレクション
スポーツ、レジャー 自動車、オートバイ ファッション アクセサリー、時計 ビューティー、ヘルスケア 食品、飲料 住まい、インテリア
ペット、生き物 事務、店舗用品 花、園芸 チケット、金券、宿泊予約 ベビー用品 タレントグッズ コミック、アニメグッズ 不動産 チャリティー
その他

決済方法
     - クレジットカード決済    
     - インターネットバンキング   

銀行振込 対応できる銀行
埼玉りそな
ゆうちょ

送料、商品の受け取りについて

送料負担 落札者
商品発送元地域 埼玉県
海外発送 対応しません

配送方法
ゆうパック ： 料金表ページ
クロネコヤマト ： 料金表ページ
箱boon ： 料金表ページ

荷物に関する情報
（こん包後のサイズ）

縦、横、高さの合計 ： -

重さ ： -

ヤフオクの特集

カテゴリから探す

お得情報

QUOカード2,000円分をゲット！
ガリバーのお店で査定・お見積りで
貰える！《限定4,000名様》

美味しい高機能キャットフード
今、話題のパーフェクトフィット(R)
1kgを300円割引でご購入のチャンス！

その他のキャンペーン

プライバシーポリシー - 利用規約 - プレミアム利用ガイド  - ガイドライン - 特定商取引法の表示 - ストア出店について  - ご意見・ご要望 - ヘルプ・お問い合わせ
Copyright (C) 2013 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.
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