ヤフオク! - Z 360 GSS 5MT 赤 車検有 令和3年4月迄
Yahoo! JAPAN - オークション利用登録 - ヘルプ
こんにちは、 sato3911 さん （ログイン履歴 - 利用可能ポイント：402）

出品者への質問： Z 360

GSS 5MT 赤

マイオク - 出品 - オプション

車検有 令和3年4月迄

オークション > 自動車、オートバイ > 中古車・新車 > ホンダ > Z

質問欄からの直接取引は禁止です

質問に回答する
オークションが終了しているため、回答はできません。
1ページ中 1ページ目を表示 （質問合計：13件）

質問一覧
質問1 投稿者：mghdb70186 / 評価：停止中

10月 6日 9時 08分

Hello Yahoo Seller... I am interested on this Item and I will offer you extra or additional $6,000 USD apart from the selling price you have on the advert but only if you will stop the selling with others and sell to me now. Please for further information, kindly
contact me now by Email = bendymark01 (at) gmail . com . for more details
この質問にはまだ回答していません。
質問2 投稿者：uajcp71916 / 評価：新規

10月 6日 21時 55分

Hello Am Interested in Buying your item (wleffert93 @gmailDOTcom) Get back to me as soon as you can through my Personal Email for further Business conversation.
この質問にはまだ回答していません。
質問3 投稿者：tomo430930 / 評価：17 （評価の詳細）

10月 10日 12時 29分

落札金額とは別に、諸費用等は幾ら必要ですか？
10月 11日 11時 42分

回答
ご自分で名義変更される場合は諸費用は必要ありません。 ただし、名義変更完了までの期間、書類と引き換えに5万円をお預かりします。 名義変更完了後、車検証を確認（写メ・Fax等）し、確実に変更されている事を証明できれば5万円はお返し致します。
質問4 投稿者：IC780 / 評価：349 （評価の詳細）

10月 11日 21時 04分

質問失礼します。 下記の追加画像のリンクが開ないのですが、もしよろしければお手数ですがメールにて画像いただくことは可能でしょうか？ austin.healey.sprite.wmmt @gmail.com までお願いします。
10月 12日 10時 11分

回答
こんにちは。大変申し訳ございませでした。こちらのサイトで確認できます。 http://carmagic.o.oo7.jp/osusume.htm 宜しくお願いします。
質問5 投稿者：IC780 / 評価：349 （評価の詳細）

10月 12日 11時 38分

画像確認できました。 ありがとうございます。 また車両の状態ですが、錆、腐りなどはありますでしょうか？ また現状で不具合などございますでしょうか？ 自走は可能でしょうか？ よろしくお願いします。
10月 12日 13時 38分

回答
こんにちは。オーナー様からの回答です。→

『古いので錆びなどあります。 車検ありますので、乗るには問題ないです。現車確認お願いいたします。たまにのってますから。』

質問6 投稿者：ahjwn86542 / 評価：停止中

10月 13日 8時 34分

こんにちは売り手、車は売られていますか？ （rr7574350 @gmail .com）に戻ってくれてありがとう
この質問にはまだ回答していません。
質問7 投稿者：auueh92015 / 評価：新規

10月 13日 13時 08分

こんにちは売り手、私は迅速なコミュニケーションのためにこの車を買うつもりです、私にメッセージを送ってください。 ( shuston734@ gmail. com ) ありがとうございました。
この質問にはまだ回答していません。
質問8 投稿者：ymuroya8821 / 評価：626 （評価の詳細）

https://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=f377551980

10月 15日 23時 21分

ヤフオク! - Z 360 GSS 5MT 赤 車検有 令和3年4月迄
水冷エンジンでクーペスタイルですので、GSSではなくGTLではありませんか？
10月 16日 12時 23分

回答
こんにちは。オーナー様に確認したところ、以下の回答が届きました。 ----------------------------------------- 間違いです。申し訳ございません。 中期型のGSです。 （購入した時お店の方からGSSと言われました。）
質問9 投稿者：ydax / 評価：1073 （評価の詳細）

10月 19日 17時 05分

質問８の方と同意見です貴重なGTLです。 GSですと、空冷でディスクブレーキだったとおもいます。
10月 19日 18時 03分

回答
オーナー様より、GTLかどうかは分からないそうです。
質問10 投稿者：sotamata_4i4 / 評価：停止中

10月 21日 11時 25分

こんにちは, 私はこれを購入することに興味を持っています 自動?Eメールに返信してください( wm900203 AT gmail DOT c0m)
この質問にはまだ回答していません。
質問11 投稿者：wgalo91597 / 評価：停止中

10月 27日 0時 03分

こんにちは売り手、私はこの車を買いたいです（francescommattia @gmail .com）で私に戻ってくれてありがとう
この質問にはまだ回答していません。
質問12 投稿者：hvtdj84691 / 評価：停止中

10月 27日 9時 38分

Hello Am Interested in Buying your item Get back to me as soon as you can through my Personal Email (websterlucas35 @gmailDOTcom) for further Business conversation.
この質問にはまだ回答していません。
質問13 投稿者：wqmfv78174 / 評価：新規

10月 30日 23時 37分

こんにちは売り手、私は迅速なコミュニケーションのためにこの車を買うつもりです、私にメッセージを送ってください。 ( davea5212@ gmail. com ) ありがとうございました。
この質問にはまだ回答していません。

1ページ中 1ページ目を表示 （質問合計：13件）
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