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出品する - マイ・オークション - オプション - 

ログイン

Yahoo! JAPAN - オークション利用登録 - ヘルプ

全カテゴリ一覧 - 特集・キャンペーン一覧

こんにちは、  ゲスト  さん  （利用可能ポイント：ログインして確認） ログインしてスタークラブのラン

クを確認

o357【N64】カセット!!サンプルカセット（牧場物語２）

オークション > おもちゃ、ゲーム  > ゲーム  > テレビゲーム  > NINTENDO 64 > タイトル  > シミュレーション

このオークションの出品者、落札者はログインしてください。 ログイン

　類似のオークション

500 円/ 1 入札/ 残り 2日
N64　　　どうぶつの森

　　ソフトのみ　

500 円/ 1 入札/ 残り 2日
N64　どうぶつの森・たま

ごっち・ポケモン...

99 円/ 残り 30分
GM7515★N64★★スー
パーロボットスピリッ...

69 円/ 残り 2時間
GM6899★N64★★オウ
ガバトル64★保証付！...

89 円/ 残り 2時間
GM9663★N64★★オウ
ガバトル64★保証付！...

 
タイトル 現在価格 ポイント 入札 残り

新品Ｎ６４　糸井重里のバス釣りＮｏ１ 決定版！   999 円 - - 7時間

★☆N64 カセット ソフト 超空間 プロ野球キング メール便発送  50 円 - - 16時間

★☆N64 カセット ソフト カメレオン・ツイスト メール便発送  50 円 - - 16時間

●☆N64 ポケモンスタジアム金銀クリスタルバージョン対応 100 円 - - 16時間

【ゲームソフト】N64　NBA　インザゾーン９８◆新品  2,400 円 - - 17時間

このカテゴリから探す 同じ出品者から探す

 

キーワード： カテゴリ指定：  

このカテゴリから
  検索   条件を指

定して検索

商品の情報  連絡掲示板(0)  

快適、安全「Yahoo! JAPAN向け IE9」を無料配布中
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大きな画像を見る （全3枚）

商品説明を読む

初めての方

初めての方へ

用語の解説（入札のヘルプ）

利用登録の手順

Yahoo!オークションへの連絡

違反商品の申告

出品者の情報

出品者 ： katsuraone （自己紹介）

評価 ： 9177 （評価の詳細）

出品者への質問

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

・ ゆうちょ銀行

・ 楽天銀行

・ ジャパンネット銀行

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

5,095 円

Synes godt om 0

現在の価格 ： 

残り時間 ： 終了 （詳細な

残り時間）

入札件数 ： 4 （入札履歴）

詳細情報

個数 ： 1

開始時の価格 ： 1,000 円

落札者 ： goo***** /

評価：1940

開始日時 ： 7月 7日 0時

23分

終了日時 ： 7月 12日 21

時 27分

 カレンダーに

追加

入札者評価制限 ： 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 ： h165986554

商品の状態 ： 中古

返品の可否 ： 返品不可
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o357【N64】カセット!!サンプルカセット（牧場物語２）のページトップに戻る

商品説明

【N64】は任天堂のニンテンドウ６４のソフトです。その他、箱・説明書・付属品の有無は「商品の説明」

欄および掲載写真でご確認ください。

タイトルにカセット!!の表示があるものは、ROMカセットのみの出品です。

ここで取り扱っている商品は、特に明記しない限り、中古品です。

o357【N64】カセット!!サンプルカセット（牧場物語２）

商品の説明：

※本出品物は、基本的にソフトのみです。説明書及びその他付属品にある場合は、この「商品の説明」欄の記

載、または掲載されている画像でご確認ください。

■カセット：全体的に並み。

※このカセットには「牧場物語２」が収録されていますが、市販のものとプレイ内容が違うのかはわかりません。

また体験版とはことなり通常のプレイができるようですが、どこまでプレイできるものかわかりません。

※ここで取り扱っている商品は中古品ですので、外観に多少の汚れ・傷み・擦り傷等があります。

　特に気になる状態については上記に記載していますが、あくまでもこちらの主観であることをご了承ください。
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　また掲載された写真と合わせて十分ご確認のうえご入札ください。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。

※起動チェックしています。ただし正常にセーブができるかどうかの保証はできません。

送料：

ゆうメール（旧冊子小包）：￥２１０

その他、

定形外郵便：￥２４０

簡易書留郵便、エクスパック、ゆうパック（補償有）での発送承ります。

■基本的にクリアパックで包み、さらにエアパッキン（ぷちぷち）で梱包した状態で送ります。

■複数の商品を落札された場合は同梱して発送いたします。またオークション終了日が異なる落札品について同梱

を希望する場合は事前にご連絡ください。

■同梱発送の送料はその合計の重量によって異なりますので、送料は改めてお知らせします。基本的に梱包代は

いただいていませんので送料は郵便局のホームページ等を参照してください。

■クロネコメール便での発送について

梱包する時に緩衝材としてエアパッキン（ぷちぷち）で包んでいるため厚さが２ｃｍを超えてしまいクロネコメー

ル便での発送はしていません。

ただしエアパッキンでの梱包をしなくてもよければ一般的な大きさの【SFC】カセット!!、【N64】カセット!!の場合

４本までクロネコメール便¥160での発送が可能です。

※さらに丈夫な梱包（ダンボール箱等）を希望することもできます。ただしその場合は箱代及び増重量分の送料

をいただく場合があります。

取引のための基本事項：

■オークション終了後３日以内の送り先等のご連絡、及び１週間以内の入金をお願いします。

■初回落札から1週間以内に終了する当方のオークションに入札予定がある場合は一時落札品を取り置き、まとめ

ての発送に応じます。

　その場合あらかじめ取り置きの旨と送り先等をご連絡ください。

■切手あるいは金券でのお支払い、また代引きなど後払いによるお支払いはお断りします。

■質問はオークション終了24時間前まで受け付けます。

落札案内の連絡：

■Auction-Masterから送付される落札通知のコメント欄をご覧ください。

■当方から、オークション終了後24時間以内に支払金額、支払方法等を記載した「落札案内」を取引ナビより連

絡します。

※オークション終了から24時間経過しても当方からの「落札案内」のご連絡がない場合は、当方へ問い合わせて

ください。

送り先等のご連絡：

■送り先等を「落札案内」にありました返信フォームに記載してご連絡ください。

※オークション終了から３日経過しても送り先等のご連絡がない場合、連絡掲示板から連絡します。

　警告なく「キャンセル処理」及び「評価」欄からのご連絡はしません。

　ただし「評価停止中」の場合、即「キャンセル処理」します。

支払方法：

　ゆうちょ銀行
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出品者への質問

o357【N64】カセット!!サンプルカセット（牧場物語２）のページトップに戻る

o357【N64】カセット!!サンプルカセット（牧場物語２）のページトップに戻る

o357【N64】カセット!!サンプルカセット（牧場物語２）のページトップに戻る

　三井住友銀行

　イーバンク銀行

　ジャパンネットバンク

　yahooかんたん決済

※入金後に送り先等をご連絡いただいてもかまいません。

発送方法：

■商品は茶封筒に入れて発送します。外から見えることはありません。ただしゆうメールの場合一部開封します。

■入金を確認した日の翌日に発送します。

■土日祝日も発送します。

※基本的に上記事項に従い、発送するように心がけます。

　ただしオークション終了直後全体の落札件数が多い場合や当方の都合でメール確認及び発送準備ができないな

どの場合発送が遅れることもあります。

評価について：

■「評価」を希望されない方に配慮するため、最初に当方から「評価」することはありません。

■「評価」をいただいた場合、「評価」を希望するものと判断し、「評価」をつけます。

■「評価」を希望されない方はこちらへも「評価」をつけないようにお願いします。

　Auction-Masterから送付される「評価」メールを受け取った場合に「評価」をつけていますので、誤って「評

価」をつけてしまう恐れがあります。

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。

決済方法

Yahoo!かんたん決済 　（詳細） 

     - クレジットカード決済    

     - 銀行ネット決済   

銀行振込 対応できる銀行

ゆうちょ銀行

楽天銀行

ジャパンネット銀行

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 －

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 ： －
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ヤフオク限定うまいもの大セール 1円スタートオークション 大アウトレットセール スピードワゴンセール 収納大バザール

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

ヤフオクの特集

カテゴリから探す

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
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