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恥辱の制服 ¥3,000 放課後　～濡れた制服～　インモラルエディション ¥2,500

姉と幼なじみは中がｲｲ! ｢ﾆﾝﾍﾞﾝ｣ついてないし… ¥2,000 超昂天使エスカレイヤー･リブート ¥2,000 星織ユメミライ ¥2,000

甘え方は彼女なりに　初回版 ¥3,000 妻みぐい３ ¥2,000 星織ユメミライ[通常版]　　　 ¥2,000

イブニクル ¥3,000 TinkerBell あおじる5本パック ¥4,000 炎の孕ませおっぱい乳同級生 ¥3,000

裏教師　～背徳の淫悦授業～　インモラルエディション ¥2,500 Tinkerbellあおじる5本パック２ ¥4,000 炎の孕ませ乳(ﾊﾟｲ)ﾄﾞﾙﾏｲ★ｽﾀｰ学園Z ¥4,000

運命予報をお知らせします ¥4,000 デーモンバスターズ ¥2,000 炎の孕ませもっと!発育っ!身体測定２ ¥3,500

乙女達の恋物語 ～ご機嫌ようお嬢様～ ¥2,500 できない私が、くり返す　初回版 ¥4,000 炎の孕ませ“わんぱく”おっぱいお嬢さま学園 ¥2,000

乙女達の恋物語－桜色の花嫁たち－ ¥4,000 てにおはっ! ｰ女の子だってﾎﾝﾄはえっちだよ?ｰ[初回版] ¥2,000 まいてつ　　　　　　 ¥3,000

オトメ*ドメイン ¥3,500 てにおはっ! －女の子だってﾎﾝﾄはえっちだよ?－[通常版] ¥2,000 魔界天使ジブリール４ ¥2,000

俺が校則!中出し以外は校則違反!!! -女子校生全員中出し ¥3,000 てにおはっ! ２　初回版 ¥2,500 Maggot baits(ﾏｺﾞｯﾄ ﾍﾞｲﾂ) ¥3,500

学園２　～淫虐の儀式～　インモラルエディション ¥2,500 デモニオン２－魔王と三人の女王－[初回限定生産版] ¥2,000 真剣で私に恋しなさい!A [初回版] ¥5,000

学園３　～華麗なる悦辱～　インモラルエディション ¥2,500 デモニオン ～魔王の地下要塞～[通常版] ¥2,000 魔将の贄3 －白濁の海に沈む淫辱の隷姫－ ¥3,500

学園で時間よ止まれ ¥2,500 特別授業３ SLG ¥3,000 マドンナ-完熟ボディCollection- ¥2,500

神様のゲーム -監禁された6人の男女- ¥5,000 Ｔｒｉａｎｇｌｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｄｉｓｃ４ ¥4,000 魔法少女沙枝でらっくす　　　 ¥3,000

神頼みしすぎて俺の未来がヤバい ¥2,000 DRACU-RIOT!(ドラクリオット) ¥2,000 魔法戦士 Complete Disc ２ ¥4,500

キスアト[初回限定版] ¥3,000 虜ノ契　Ｔｈｅ　Ｍｏｔｉｏｎ ¥3,000 魔法戦士 Complete Disc ３ ¥3,000

キスアト[通常版] ¥3,000 なないろリンカネーション ¥2,500 魔法使いの夜[初回版]　 ¥2,500

キミの瞳にヒットミー　初回版 ¥3,000 新妻こよみ [通常版] ¥3,000 魔法使いの夜[通常版] ¥2,000

教育指導　インモラルエディション ¥2,500 ニュートンと林檎の樹[初回限定版] ¥3,500 満淫電車２　インモラルエディション ¥2,500

霧谷伯爵家の六姉妹 ¥2,500 人間デブリ-ｺﾝﾅｼﾞﾌﾞﾝﾆﾀﾞﾚｶﾞｼﾀ?-[初回版] ¥3,000 ManguSta -恥辱風紀委員会- ¥2,500

銀色、遥か　初回版 ¥2,500 姉、ちゃんとしようよっ! 1+2ツインパック[初回版] ¥5,000 ミラシシリーズ・パック ¥6,000

金色ラブリッチェ ¥4,500 姉、ちゃんとしようよっ! 1+2ツインパック[通常版] ¥5,000 無限煉姦 -恥辱にまみれし不死姫の輪舞- ¥2,000

屈辱 ¥3,500 狙われた女神天使エンゼルティアー ¥3,500 Making Lovers -ﾒｲｷﾝｸﾞﾗﾊﾞｰｽﾞ- [初回限定版] ¥5,000

黒の教室 ¥2,500 ノラと皇女と野良猫ハート[初回限定版] ¥4,000 メイドさんとボイン魂　 ¥2,000

光翼戦姫エクスティア ¥4,000 ノラと皇女と野良猫ハートTVｱﾆﾒ化記念特装版 ¥4,000 牝教師　～淫辱の教室～　インモラルエディション ¥3,000

最果てのイマ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ ¥5,000 呪いの魔剣に闇憑き乙女 ¥3,500 牝教師２　～淫従の螺旋～　インモラルエディション ¥2,500

催眠クラス WONDERFUL ¥5,000 バーチャルストーカー ¥3,000 牝教師3 -淫悦の学舎- ¥2,000

催眠乱交学園 ｴﾛﾃｨｯｸ･ﾘﾏｽﾀｰ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ ¥3,000 敗北の淫獣ハンター･月氷姫レイ ¥4,000 牝教師4 －穢された教壇－ ¥3,500

サノバウィッチ ¥3,500 働くオタクの恋愛事情　　　 ¥2,500 your diary+H　初回版 ¥2,500

三射面談　インモラルエディション ¥3,000 働くオトナの恋愛事情[初回版] ¥2,500 らぶおぶ恋愛皇帝 of LOVE! ¥5,000

SISTERS-夏の最後の日-Ultra Edition ¥6,000 はつゆきさくら[初回限定版] ¥2,500 らぶ撮りハレーション ¥2,500

女子のおしっこいじめ ¥5,000 花咲ワークスプリング!　 ¥2,500 らぶらぼｰ調教なんて興味のなかった俺と彼女の　　　　　 ¥2,500

真･恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王 ¥2,000 ハニーセレクト ¥3,000 ﾘｱﾙｴﾛｹﾞｼﾁｭｴｰｼｮﾝ!　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,000

ジンコウガクエン２ ¥3,000 ハニーセレクトパーティー ¥3,000 ﾘﾌﾟｷｽ [初回限定生産版]　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,000

幻聖神姫LINEAGE -ｾｲｸﾘｯﾄﾞﾘﾈｰｼﾞｭ- ¥2,000 ハピメア ¥2,000 領地貴族 ¥3,500

聖娼女 -性奴育成学園- ¥3,500 PARANOIA -Innocent Grey premium box- ¥3,000 るいは智を呼ぶ -ﾌﾙﾎﾞｲｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ-　　　　　　　　　 ¥2,000

聖奴隷女教師ERE ¥3,000 はるまで、くるる。　　　　 ¥2,500 Wanna. SpartanSex Spermax!!![通常版]　　　　　　　　 ¥2,000

聖奴隷学園ERE ¥3,500 秘蹟神姫アルカナセイバーERE ¥3,000 Wanna. SpartanSex Spermax!!![初回版]　　　　　　　　 ¥2,000

Cell works Collection Vol.1 ¥6,000 ひなたのつき　　　　　　　　 ¥6,000

Cell works Collection Vol.2 ¥6,000 媚肉の香りネイキッド ¥2,000

Cell works Collection Vol.3 ¥4,000 ひめごとユニオン　こんぷりーと！ ¥3,000

Cell works Collection Vol.4 ¥6,000 ピュア×コネクト[初回限定版] ¥2,000

聖麗奴学園ERE ¥4,000 風紀委員長 聖薇(せいら) ¥2,000

千の刃濤、桃花染の皇姫 [初回限定版] ¥3,000 PRIMAL×HEARTS[初回限定版] ¥3,500

先パイ･乙パイ･過去に戻りパイ ¥1,500 プレイホーム ¥3,500

その古城に勇者砲あり! ¥2,000 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｰｶｲﾌﾞｽ むとうけいじ ¥10,000

大催眠ＥＲＥ ¥2,500 へんしｰん!!!-ﾊﾟﾝﾂになってｸﾝｸﾝﾍﾟﾛﾍﾟﾛ-ﾊﾟﾝ･ﾂｰ･ﾊﾟｯｸ!初限 ¥2,000

対魔忍ｱｻｷﾞ３[通常版] ¥2,500 へんし～ん!!!ﾊﾟﾝﾂになってｸﾝｸﾝﾍﾟﾛﾍﾟﾛ ﾜﾝ･ﾂｰ･ﾊﾟｯｸ[通常版 ¥2,000

対魔忍ｱｻｷﾞ３[初回限定版] ¥2,500

ちぇ－んじ! －あの娘になってｸﾝｸﾝﾍﾟﾛﾍﾟﾛ－ ¥2,000

ちぇ～んじ! ～あの娘になってｸﾝｸﾝﾍﾟﾛﾍﾟﾛ ﾉｰﾌﾞﾗ(通常)版 ¥2,000

この買取表の買取価格は4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。
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