
タイトル 買取価格 タイトル 買取価格 タイトル 買取価格

ノラと皇女と野良猫ハート 1+2パック ¥8,000 催眠クラスWONDERFUL 女子全員、知らないうちに ¥4,000

アオイトリ ¥2,000 ノラと皇女と野良猫ハート ＴＶアニメ化記念特装版 ¥4,000 サクラノモリ†ドリーマーズ ¥2,000

ｱﾏｶﾉ－ Second Season －+ ¥2,000 ノラと皇女と野良猫ハート２ ¥3,500 三射面談 －連鎖する恥辱･調教の学園－ ｲﾝﾓﾗﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ　 ¥3,000

ｱﾏｶﾉ－ Second Season － Limited Edition ¥4,500 呪いの魔剣に闇憑き乙女 ¥3,500 ＪＫギャル淫交日記 ～ＪＫビッチ三人娘のエッチな日常生活～ ¥2,000

ｱﾏｶﾉ－Limited Edition － ¥5,000 は～とふるママン[初回限定版] ¥3,000 ＪＤ温泉｡ エロエロダイナマイト女子大生との温泉生活｡ ¥2,500

円交少女2 －JKｱｲﾄﾞﾙ真鈴の場合－ ¥1,000 は～とふるママン[通常版] ¥2,500 死に逝く君、館に芽吹く憎悪 ¥2,500

おいでよ! 水龍敬ランド －家族とｽｹﾍﾞなﾃｰﾏﾊﾟｰｸ!－ ¥1,000 ばくあね２ -弟､いっぱいしぼっちゃうぞ!- ¥2,500 真･恋姫†英雄譚123+PLUS －乙女艶乱☆三国志演義－ ¥4,000

桜花裁き [初回限定特装版] ¥2,000 働くオタクの恋愛事情　　　　　　　　　 ¥2,500 千恋＊万花 ¥2,500

お家に帰るまでがましまろです ¥3,500 初情スプリンクル　　　　　 ¥3,500 戦国恋姫Ｘ－乙女絢爛☆戦国絵巻－ ¥2,500

乙女達の恋物語－ずっと一緒に……ね?－ ¥5,000 ハニーセレクトパーティー　　 ¥4,000 戦極姫7 －戦雲つらぬく紅蓮の遺志－ [通常版] ¥3,000

お兄ちゃん､キッスの準備は・・?はじめてお兄ちゃんパック ¥5,000 はにデビ! Honey＆Devil Limited Edition ¥2,000 戦極姫7 -戦雲つらぬく紅蓮の遺志- [豪華限定版] ¥4,000

お兄ちゃん、キッスの準備は・・?エッチの準備 ¥1,500 BALDR BRINGER [初回限定生産版] ¥2,000 千の刃濤、桃花染の皇姫 　プレミアムパック ¥3,500

お兄ちゃん大好き! ¥1,500 BALDR BRINGER BASIS EDITION ¥1,500 千の刃濤、桃花染の皇姫 [初回限定版] ¥3,000

お姉さん×SHUFFLE! －ともだちのお姉ちゃんのエッチな体　 ¥3,000 Harmonia [初回限定版] ¥3,500 ダンジョンオブレガリアス -背徳の都ｲｼｭｶﾞﾘｱ-[初回限定生産版] ¥2,500

カスタムメイド３Ｄ２スターターパック ¥5,000 VenusBlood -BRAVE- ¥3,000 妻みぐい3　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,500

過保護なママとむっちむちママさんバレー ¥3,000 美少女万華鏡 -罪と罰の少女- [初回版] ¥1,000 Dearest Blue ¥2,000

神様のゲーム -監禁された６人の男女- ¥5,000 フルキス [初回限定生産版] ¥2,500 てにおはっ!2[初回限定版] ¥3,500

神頼みしすぎて俺の未来がヤバい｡ ¥2,500 プレイホーム ¥3,500 虜ノ旋律＆鎖パック ¥4,000

キスアト[期間限定生産版] ¥2,500 魔法少女ミハル 異種姦受胎･永久ループ　　　　　　　　　　 ¥2,000 夏ノ鎖　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,000

絆きらめく恋いろは [初回版] ¥3,000 みなとカーニバルFD ¥1,500 ノラと皇女と野良猫ハート[初回限定版] ¥4,000

キミに迫るオトメのレッスン ¥3,000 Making Lovers -メイキングラバーズ- [初回限定版] ¥5,000 白衣の天使はお世話好き!－ﾗﾌﾞﾗﾌﾞｴｯﾁな入院生活－ ¥1,500

キミの瞳にヒットミー[初回限定生産版] ¥3,000 モブ催眠 ¥2,000 ハニーセレクト ¥3,000

巨乳ファンタジー３ if ¥2,000 リアルエロゲシチュエーション! ¥3,500 ビッチなあの娘に性活指導! JKﾋﾞｯﾁ★はめぱこｽｸｰﾙﾗｲﾌ Plus ¥3,000

金色ラブリッチェ ¥4,500 領地貴族 ¥3,500 フローラル・フローラブ ¥1,500

屈辱 ¥3,500 Re;Lord 厄災の魔女編 全三章パッケージ ¥4,000 まいてつ　　　 ¥4,000

ChronoBox -クロノボックス- ¥3,000 ルリのかさね －いもうと物語り－ ¥3,500 まいてつ＆ものべの　仲良しセット ¥5,000

ChronoBox-クロノボックス- [通常版] ¥2,500 ワガママハイスペックOC ¥3,000 真剣で私に恋しなさい!A [特装版] ¥8,000

景の海のアペイリア ¥4,000 ワガママハイスペック 萌えゲーアワード大賞受賞記念版 ¥3,000 真剣で私に恋しなさい!A [初回版] ¥5,000

健全! 変態生活のススメ ¥3,000 見上げてごらん､夜空の星を FINE DAYS 本編同梱パック ¥2,000

サイミンアプリ-悪夢の寝取られゲーム- ¥3,000 冥刻學園 受胎編 「お願いします…… ¥2,500

催眠学園２年生 ¥2,000 ISLAND ¥2,000 牝堕ち巨乳妻は俺のモノ－負け組の俺が勝ち ¥2,000

催眠学園３年生 ¥2,500 あけいろ怪奇譚 ¥2,000 遊聖天使プリマヴェールDrei ﾀﾞｰｸﾐｯｼｮﾝ ¥2,500

しゅがてん!-sugarfull tempering- ¥2,500 甘えかたは彼女なりに｡ [初回限定生産版] ¥2,500 ユニオリズム・カルテットA3-DAYS ¥2,000

真･恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王 ¥4,000 アマカノ －Perfect Edition－ ¥2,500 らぶちゃ －つま先立ちで、瞳をとじて－ ¥2,000

水葬銀貨のイストリア ¥3,500 アマツツミ ¥3,000 らぶ撮りハレーション ¥2,500

すくｰるヘヴン らぶえろハーレム☆ももいろタイフーン いんもらる ¥2,500 ALIA’s CARNIVAL! Wパッケージ[初回限定版] ¥3,500 LOVEトレ～エッチな恋愛トレーニング～ ¥2,000

善悪 ¥3,000 淫妖蟲 獄 －凌触地獄退魔録－ ¥2,000 リプキス[初回限定生産版] ¥3,000

タユタマ２ -After Stories- [初回限定版] ¥1,500 淫妖蟲 獄 フルパック版 －凌触地獄退魔録－ ¥2,500 龍堂寺士門の淫謀 ¥2,000

恥辱遊戯－お嬢様の聖水(おしっこ)－ ¥2,000 えろぐっず! Hなおもちゃで快感エンジョイ[通常版] ¥2,000 Re：LieF －親愛なるあなたへ－ [通常版] ¥6,000

超昂神騎エクシール ¥2,000 乙女が彩る恋のエッセンス[初回限定版] ¥2,000 ワールド・エレクション ¥2,500

月に寄りそう乙女の作法2.1 E×S×PAR!! ¥1,500 オトメ＊ドメイン ¥3,500 ワガママハイスペック ¥2,500

月に寄りそう乙女の作法2.2 A×L SA!! ¥3,000 俺が校則!中出し以外は校則違反!!! -女子校生全員中出し ¥3,500

独占島 あんたを好きになるくらいなら孕まされた方がマシ ¥2,000 俺魔王!-砕け散った魂(俺)の欠片を収集せよ!- ¥2,500

トリノライン[豪華版] ¥4,000 終わる世界とバースデイDXパック ¥3,500

トリノライン　シンプル版 ¥3,000 カスタムメイド３Ｄコンプリートパック ¥6,000

9-nine- ここのつここのかここのいろ ¥1,500 枯れない世界と終わる花 ¥2,500

新妻こよみ [初回限定生産豪華版] ¥5,000 巨乳大家族催眠「家族みんなでイキまくる ¥3,000

新妻こよみ [通常版] ¥4,000 巨乳人妻3P催眠 －催眠で寝取らせていただきます!－ ¥2,000

ニュートンと林檎の樹[初回限定版] ¥4,000 銀色、遥か ¥3,000

人気声優のつくりかた [初回限定版] ¥2,000 光翼戦姫エクスティア２ ¥2,000

この買取表の買取価格は8月26日時点のものです。在庫状況などにより価格は変動します。ご了承ください。
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