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風雷戦姫 神夢 ¥5,500 アオナツライン 初回限定版 ”BLUE” Edition ¥7,000 カスタムオーダーメイド３Ｄ２ ¥5,000

神様のしっぽ ～干支神さまたちの恩返し～ 初回版 ¥5,500 アオナツライン 通常版”WHITE” Edition ¥4,500 過保護でエッチな僕の姉 ¥2,000

催眠逆襲～どうぞ私たちを好きにしてください～ ¥5,000 イブニクル２　　　　　　　　　　 ¥2,500 かりぐらし恋愛　［初回限定版］ ¥3,500

あまいろショコラータ ¥2,500 乙女騎士 いますぐ私を抱きしめて ¥2,000 きゃらぶれｰしょん! －乙女は恋してｷｬﾗぶれる－　　　　 ¥2,000

聖光天使ノエル 悪魔の刻印と無限淫獄 ¥2,500 お姉さん先生 －補習授業のエッチな先生－ ¥3,000 巨乳エルフ母娘催眠「はい……人間様のオチ○ポを母娘で ¥3,500

おにあま -わたしに甘えて、お兄ちゃん- ¥1,500 姉ちゃんのススメ －お姉ちゃんのイタズラ性生活－ ¥3,000 黒獣２　－淫欲に染まる背徳の都、再び－ ¥3,500

スケベな処女のつくりかた ¥2,000 家属 ¥3,000 黒獣・改－気高き聖女は白濁に染まる－ ¥4,000

淫魔乙女葵 ～サキュバス見習い奮闘記～ ¥2,000 絆きらめく恋いろは-椿恋歌- ¥2,000 コイカツ！ ¥4,000

傲慢巨乳魔王ルシファー ¥1,500 絆きらめく恋いろは-椿恋歌- 本編同梱版　 ¥5,000 コイカツ！アフタースクール ¥4,000

恋愛、借りちゃいました 絵未＆八純 ミニアフターストーリー ¥1,500 気まぐれテンプテーション ¥1,500 コイカツ！－性格追加パック－ ¥1,500

金色ラブリッチェ-Golden Time- [初回限定版] ¥3,000 これからアナタを奪うから！！！　ユウワク　ソウダツ　シスターズ ¥1,500

屈辱２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,500 催眠学園１年生 ¥2,000

恋嵐スピリッチュ ¥2,000 催眠ぱらだいす!　　　　　　　 ¥1,500

催眠術４　　　　　　　　　　　　 ¥3,500 Ｓｕｍｍｅｒ　Ｐｏｃｋｅｔｓ1　初回版 ¥3,500

さくら、もゆ。 -as the Night’s. Reincarnation- ¥4,000 邪淫のいけにえ -触手姫ｱﾙﾃｱ＆魔子宮遣いﾋﾞｱﾝｶ 終わり　　 ¥3,000

白恋サクラ＊グラム ¥1,500 支配の教壇 ¥2,000

セックスオープンワールドへようこそ ¥3,500 将軍様はお年頃　［通常版］ ¥2,000

千の刃濤、桃花染の皇姫－花あかり－プレミアムエディション ¥3,000 真･恋姫†夢想-革命- 孫呉の血脈 DVD-ROM版　　　　　　 ¥3,000

D.C.4 ダ・カーポ４　初回限定版 ¥2,000 素晴らしき日々　フルボイスＨＤ版 ¥3,000

タマユラミライ ¥2,000 添いカノ　［初回限定生産版］ ¥1,500

巣作りカリンちゃん ¥4,000 月の彼方で逢いましょう [初回限定版] ¥3,500 鉄と裸II －敗北の女帝－　　　 ¥3,000

喫茶ステラと死神の蝶 ¥3,500 9-nine-はるいろはるこいはるのかぜ ¥1,000 トリノライン：ジェネシス　豪華版 ¥4,500

VenusBlood FRONTIER International [特装版] ¥4,000 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳は～2 [初回特典版]　　 ¥5,500 9-nine-そらいろそらうたそらのおと　　　　　　　　　　 ¥1,500

あにまる☆ぱにっく ¥3,000 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳は～ 1+2ﾊﾟｯｸ　　　　　 ¥12,000 抜きｹﾞｰみたいな島に住んでる 貧乳はどうすりゃいいですか？［初回版］ ¥8,000

神聖昂燐アルカナルージュ　　 ¥3,500 初めての彼女　　　　　　　　 ¥2,500 抜きゲーみたいな島に住んでる 貧乳はどうすりゃいいですか？　［通常版］ ¥5,000

絆きらめく恋いろは Special Memorial Edition ¥4,000 母爛漫 ¥2,500 ぱいずりﾌｨｱﾝｾ ¥2,500

孕女 －精子を欲しがる淫らな教え子－ ¥3,000 はぴねす!2 Sakura Celebration ¥2,500 バタフライシーカー ¥2,000

孕女 精子を欲しがる淫らな教え子＆六人の伽女 同梱版 ¥5,000 刃撫魅! －ｱﾀｼが産みなおしてやんよ!－ ¥3,000 バタフライシーカーＦＤ　－カオス・ナイトメアー ¥1,500

健全!変態公僕のツトメ ¥4,500 pieces/渡り鳥のソムニウム　　　　 ¥2,000 はるとゆき、 ¥2,500

星空のﾒﾓﾘｱ HD Shooting Star＆Eternal Heart ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ ¥3,500 姫と穢欲のサクリファイス ¥4,000 ひとつまみ －ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ－ ¥3,000

MUSICUS!　　　　　 ¥2,000 彼女（ヒロイン）は友達ですか？恋人ですか？それともトメフレですか？ ¥2,000 封緘のグラセスタ ¥3,000

アイコトバ ¥1,500 敏感巨乳美少女ツンふわ癒らしマッサージ ¥2,000 プレイ！プレイ！プレイ！ＧＯ！　［限定版］ ¥2,000

自爆ｶﾉｼﾞｮ －彼女は隠れて身悶える－ ¥1,500 メイドinウィッチライフ! -館で始まるHな魅了性活- ¥2,500 プレイホーム追加データ　＋　スタジオ ¥2,000

巨乳女戦士･土下座催眠 ¥4,000 保育しちゃお！？ ¥3,500 魔法少女イノリ　異種姦孕ませ・無限淫獄 ¥2,000

僕の未来は恋と課金と　初回版 ¥2,000 未来ラジオと人工鳩 ¥2,000

夢と色でできている　　 ¥2,000 冥刻學園　胎動編 ¥2,000

もっと!孕ませ!炎のおっぱい超エロアプリ学園! ¥3,500 ラブクリア [初回限定版]　　　　　　　　　　 ¥2,500 メルキス　Ｓｗｅｅｔ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ¥3,000

どっちのiが好きですか? [初回版] ¥5,000 恋愛、借りちゃいました [初回版] ¥4,000 メルキス　初回限定生産版 Ｋｉｓｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ¥4,000

ママxカノ -教え子のお母さんがｴｯﾁな先生で、娘の世話を～ ¥2,500 もっと！孕ませ！炎のおっぱい異世界エロ魔法学園！ ¥3,500

勇者と踊れ！通常版 ¥2,500 闇染Ｒｅｖｅｎｇｅｒ ¥4,000

ルネソフトプレミアムパック４ ¥5,000 縁りて此の葉は紅に [初回限定版]　　　　　　　　　　　 ¥2,500

ままごと －ﾏﾏとないしょのｴｯﾁしましょ－ ¥3,500 ＩｘＳＨＥ　Ｔｅｌｌ　［初回版］ ¥4,000 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｷｭｰﾌﾞ　　　　　　　　 ¥2,000

真愛の百合は赤く染まる ¥3,000 アナスタシアと７人の姫女神　淫紋の刻印 ¥2,500 Ｌｏｖｅ×Ｈｏｌｉｃ　－魅惑の乙女と白濁カンケイ－ ¥3,000

アメイジング・グレイス　－Ｗｈａｔ　ｃｏｌｏｒ　ｉｓ　ｙｏｕｒ　ａｔｔｒｉｂｕｔｅ？－ ¥4,000 ランス１０ ¥4,000

妹ぱらだいす！３ ¥2,500 リアルエロゲシチュエーション！Ｈ×３ 初回 ¥3,000

ＡＩｘ少女 ¥4,000 妹を汚した記憶 ¥2,000 リアルエロゲシチュエーション！　Ｗパック ¥6,000

ＪＫ妹。 ¥3,500 ウ゛ィーナスリゾート　巨乳乱交アイランド ¥3,000 ＲＩＤＤＬＥ　ＪＯＫＥＲ ¥2,500

アイキス　初回版 ¥4,000 Erewhon　　　　　　　　　　　 ¥2,500

仲良し姉妹（かぞく）ならキスも中出しも・・ ¥3,500 お兄ちゃん、朝までずっとギュッてして！ ¥3,000

新妻環 -環の愛妻日記+ﾊｰﾚﾑENDのそれから- ¥1,500 夏汁１００％ ¥3,000

この買取表の買取価格は1月30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。

10月発売新作

11月発売新作

12月発売新作

ゼスト　ＰＣソフト買取表　1月30日現在

2020年1月発売新作 2018年発売2019年発売

2018年発売


