
2017年発売タイトル 高価買取 2016年発売タイトル 高価買取 2014年発売タイトル 高価買取

アオイトリ ¥3,000 オトメ＊ドメイン ¥4,500 ハピメア　Ｆｒａｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｒｅａｍ ¥2,000

お家に帰るまでがましまろです ¥3,500 カスタムメイド３Ｄ２＋　ＡＣＴ．２ ¥2,000 ＰＲＩＭＡＬ×ＨＥＡＲＴＳ［初回限定版］ ¥4,000

夫の居ぬ間に…－わたし脅されて、 ¥2,000 カノジョ＊ステップ ¥2,000 星織ユメミライ ¥3,500

堕とされた美姉妹 ¥2,000 枯れない世界と終わる花 ¥3,000 星織ユメミライ［通常版］ ¥2,500

お兄ちゃん大好き！ ¥2,000 銀色、遥か ¥3,000 炎の孕ませ乳（パイ）ドルマイ★スター学園Ｚ［初回生産限定］ ¥3,500

お姉さん×ＳＨＵＦＦＬＥ！ ¥4,500 ご主人様、メイド服を脱がさないで。 ¥2,000 牝教師４　－穢された教壇－ ¥3,000

課外授業　私立白麗女子学園 ¥2,000 催眠クラス　ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ　－女子全員、知らないうちにまた妊娠してました－ ¥4,500 ランス９　ヘルマン革命 ¥2,000

カスタムメイド３Ｄ２＋　ＡＣＴ．３ ¥2,000 死に逝く君、館に芽吹く憎悪 ¥3,500 2013年以前発売タイトル 高価買取

過保護なママとむっちむちママさんバレー ¥3,500 修羅の痴漢道 ¥2,000 穢翼のユースティア［初回版］ ¥2,000

神頼みしすぎて俺の未来がヤバい。 ¥2,500 真・恋姫†英雄譚１２３＋ＰＬＵＳ ¥4,000 神採りアルケミーマイスター ¥1,500

戯ィ牙　－ファンリューゲ†クリフォト－ ¥2,000 スキとスキとでサンカク恋愛 ¥2,000 グリザイアの果実 ¥2,000

絆きらめく恋いろは　［初回版］ ¥3,500 戦国†恋姫Ｘ　－乙女絢爛☆戦国絵巻－ ¥3,500 幻創のイデア　ーＯｒａｔｏｒｉｏ　Ｐｈａｎｔａｓｍ　Ｈｉｓｔｏｒｉａー ¥2,500

キミの瞳にヒットミー　［初回限定生産版］ ¥3,000 千の刃濤、桃花染の皇姫　［初回限定版］ ¥3,000 ＳＩＳＴＥＲＳー夏の最後の日－Ｕｌｔｒａ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ¥6,000

巨乳ファンタジー３　ｉｆ ¥2,000 千恋＊万花 ¥3,500 車輪の国、向日葵の少女　通常版 ¥2,000

巨乳プリンセス催眠「下賤な貴方のモノを… ¥3,500 ダンジョン　オブ　レガリアス－背徳の都イシュガリア－［初回限定］ ¥3,000 聖エステラ学院の七人の魔女 ¥2,000

金色ラブリッチェ ¥6,000 妻みぐい３ ¥3,000 装甲悪鬼村正［通常版］ ¥2,000

屈辱 ¥4,000 鉄と裸 ¥2,500 大図書館の羊飼い　初回限定スタンダードパック ¥2,000

景（ひかり）の海のアペイリア ¥4,000 てにおはっ！２［初回限定版］ ¥4,000 大図書館の羊飼い　初回限定プレミアムパック ¥2,000

健全！　変態生活のススメ ¥3,000 夏ノ鎖 ¥2,000 ＣｈｕＳｉｎｇｕｒａ４６＋１　－忠臣蔵４６＋１－［通常版］ ¥2,500

ゴールデンアワー ¥2,500 ノラと皇女と野良猫ハート　－Ｎｏｒａ．　Ｐｒｉｎｃｅｓｓ．　ａｎｄ　Ｓｔｒａｙ　Ｃａｔ．－ ¥5,000 天神乱漫　ＬＵＣＫＹ　ｏｒ　ＵＮＬＵＣＫＹ！？ ¥2,000

このままだと弟がテクノブレイク… ¥3,000 白衣の天使はお世話好き！－ラブラブエッチな入院生活－ ¥2,000 ＤＲＡＣＵ－ＲＩＯＴ！（ドラクリオット） ¥2,500

サイミンアプリ　－悪夢の寝取られゲーム－ ¥4,500 ハニーセレクト ¥2,500 夏空のペルセウス［豪華版］ ¥2,000

催眠学園２年生 ¥2,500 ＶｅｎｕｓＢｌｏｏｄ　－ＲＡＧＮＡＲＯＫ－ ¥3,000 のーぶる☆わーくす ¥2,500

催眠学園３年生 ¥3,000 炎の孕ませおっぱい★エロアプリ学園 ¥3,000 はつゆきさくら［初回限定版］ ¥2,500

しごカレ　－エッチな女子大生とドキ×２ラブレッスン！！－ ¥2,000 まいてつ ¥3,500 ハピメア ¥2,500

しゅがてん！－ｓｕｇａｒｆｕｌｌ　ｔｅｍｐｅｒｉｎｇ－ ¥3,000 まいてつ　＆　ものべの　仲良しセット ¥5,500 ひとつ飛ばし恋愛［初回限定版］ ¥2,000

シルウ゛ァリオ　トリニティ　［初回限定版］ ¥2,000 真剣で私に恋しなさい！Ａ　［初回版］ ¥4,000 媚肉の香り－ネトリネトラレヤリヤラレ－ ¥3,500

真・恋姫†夢想－革命－　蒼天の覇王 ¥3,000 真剣で私に恋しなさい！Ａ　［特装版］ ¥6,000 向日葵の教会と長い夏休み［初回限定版］ ¥2,000

水葬銀貨のイストリア ¥4,000 冥刻學園　受胎編　「お願いします……先生の精液で ¥3,500 ＦＡＴＥ/ＳＴＡＹ　ＮＩＧＨＴ　ＤＶＤ版 ¥9,000

それでも妻を愛してる２　－女教師妻・茉莉花の場合－ ¥2,000 らぶ撮りハレーション ¥2,500 Ｆａｔｅ/ｓｔａｙ　ｎｉｇｈｔ　初回版 ¥7,500

それでも妻を愛してる２　豪華プレミアムパック ¥4,000 ＬＯＶＥトレ　～エッチな恋愛トレーニング～ ¥2,000 Ｆａｔｅ　／　ｈｏｌｌｏｗ　ａｔａｒａｘｉａ　初回版 ¥3,000

超昂神騎エクシール ¥3,000 Ｒｅ：ＬｉｅＦ　－親愛なるあなたへ－　［初回版］ ¥8,000 Ｆａｔｅ／ｈｏｌｌｏｗ　ａｔａｒａｘｉａ　通常版 ¥2,500

月に寄りそう乙女の作法２．２　Ａ×Ｌ　ＳＡ！！ ¥2,500 Ｒｅ：ＬｉｅＦ　－親愛なるあなたへ－　［通常版］ ¥6,500 フレラバ［初回版］ ¥3,500

トリノライン　［豪華版］ ¥4,500 ワールド・エレクション ¥2,500 炎の孕ませおっぱい乳同級生 ¥2,500

トリノライン　シンプル版 ¥4,500 ワガママハイスペック ¥3,000 魔法使いの夜［初回版］ ¥3,500

新妻こよみ　［通常版］ ¥4,500 2015年発売タイトル 高価買取 牝教師３　ー淫悦の学舎ー ¥2,000

ニュートンと林檎の樹 ¥4,000 アマカノ　－Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ－ ¥2,000 恋愛０キロメートル［初回版］ ¥2,000

人気声優のつくりかた　［初回限定版］ ¥2,500 イブニクル ¥3,500

眠れぬ羊と孤独な狼 ¥2,000 カスタムメイド３Ｄ２ ¥2,500

ノラと皇女と野良猫ハート　１＋２パック ¥9,000 恋×シンアイ彼女［初回版］ ¥2,500

ノラと皇女と野良猫ハート２ ¥3,000 サクラノ詩　－櫻の森の上を舞う－ ¥4,000

ノラと皇女と野良猫ハート　ＴＶアニメ化記念特装版 ¥5,000 ｻﾉﾊﾞｳｨｯﾁ　　　　　　　　　　 ¥5,000

は～とふるママン ¥2,500 幻聖神姫ＬＩＮＥＡＧＥ　－セイクリッドリネージュ－ ¥3,000

ハーレムゲーム２ ¥2,000 その古城に勇者砲あり!　　　 ¥2,000

ばくあね２　－弟、いっぱいしぼっちゃうぞ！－ ¥2,000 恥辱の制服 ¥3,000

幕末　尽忠報国烈士伝　ＭＩＢＵＲＯ ¥2,000 つよきすＦＥＳＴＩＶＡＬ　［初回版］ ¥2,500

初情スプリンクル ¥3,000 花咲ワークスプリング！ ¥3,000

ハニーセレクト－パーティ－ ¥3,000 ハルキス［初回限定版］ ¥3,500

ＢＡＬＤＲ　ＢＲＩＮＧＥＲ　［初回限定生産版］ ¥2,000 ピュア×コネクト［初回限定版］ ¥3,000

ＶｅｎｕｓＢｌｏｏｄ　－ＢＲＡＶＥ－ ¥2,500 ＰＲＩＭＡＬ×ＨＥＡＲＴＳ２［初回限定版］ ¥2,000

ビッチ学園が清純なはずがないっ！！？ ¥2,000 プレイクラブ ¥2,000

ビッチ姉妹が清純なはずがないっ！ ¥3,000 炎の孕ませもっと！発育っ！身体測定２ ¥3,500

フルキス　［初回限定生産版］ ¥2,500 嫁探しが捗りすぎてヤバい。 ¥2,000

プレイホーム ¥2,500 ランス０３　リーザス陥落 ¥3,500

みなとカーニバルＦＤ ¥2,000 2014年発売タイトル 高価買取

Ｍａｋｉｎｇ　Ｌｏｖｅｒｓ　－メイキングラバーズ－　［初回限定版］ ¥6,500 １１０　－産婦人科　死刑囚　病院ジャック－ ¥2,000

もののあはれは彩の頃。 ¥3,000 蒼の彼方のフォーリズム［初回限定特装版］ ¥2,000

夜巡る、ボクらの迷子教室 ¥5,000 ＯＨ！！マイクロマン　－小さくなって女の子の色んなトコロに入っちゃお－ ¥2,000

リアルエロゲシチュエーション！ ¥3,500 キスアト［初回限定版］ ¥2,000

領地貴族 ¥3,500 黒の教室 ¥3,000

隣人に壊されていく俺の妻 ¥2,500 恋する彼女の不器用な舞台［初回限定版］ ¥2,000

ワガママハイスペックＯＣ ¥3,000 催眠クラス　－女子全員、知らないうちに妊娠してました－ ¥2,000

2016年発売タイトル 高価買取 催眠術　Ｒｅ ¥2,000

ＩＳＬＡＮＤ ¥2,000 Ｃｉｅｌ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｂｏｘ　－Ｔｏｎｙ　Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅｓ－ ¥2,000

甘えかたは彼女なりに。　［初回限定生産版］ ¥2,500 ジンコウガクエン２ ¥4,000

アマカノ＋ ¥2,000 大図書館の羊飼い　－Ｄｒｅａｍｉｎｇ　Ｓｈｅｅｐ－［初回限定プレミアムパック］ ¥2,000

アマツツミ ¥3,500 ＣｈｕＳｉｎｇｕｒａ４６＋１　－忠臣蔵４６＋１－　武士の鼓動［初回版］ ¥2,000

えろゼミ－エッチにヤル気にＡＢＣ－ ¥2,000 超昂天使エスカレイヤー・リブート ¥3,000

　　　　☆ゼスト市原店  ☆ゼスト習志野店  ☆ゼスト相模原店  ☆ゼスト大和店  ☆ゼスト所沢店

☆ゼスト草加店   ☆ゼスト木更津店   ☆ゼスト横浜戸塚店   ☆ゼスト大宮宮原店

3月19日（火）現在ＺＥＳＴ美少女ＰＣゲーム高価買取リスト


