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青春フラジャイル ¥5,500 恋する乙女と守護の楯 Re:boot　初回版 ¥4,500 ＩｘＳＨＥ　Ｔｅｌｌ　［初回版］ ¥4,000

極限痴漢特異点 ¥5,500 光翼戦姫エクスティア３ ¥4,000 アナスタシアと７人の姫女神　淫紋の刻印 ¥2,000

放課後シンデレラ　20周年記念初回豪華版 ¥5,500 宿星のｶﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞALLSTAR ¥3,000 アメイジング・グレイス　－Ｗｈａｔ　ｃｏｌｏｒ　ｉｓ　ｙｏｕｒ　ａｔｔｒｉｂｕｔｅ？－ ¥3,500

異世界変態生活！ ¥5,000 ｼﾞﾝｷ･ﾘｻﾞﾚｸｼｮﾝ [初回版] ¥2,500 妹ぱらだいす！３ ¥2,000

プリンセスハートリンク　通常版 ¥5,000 絶対女帝都市 -叛逆の男･カムイ-　　　　　　　　　　　　　 ¥2,000 妹を汚した記憶 ¥2,000

かけぬけ★青春スパーキング ¥5,000 創神のアルスマグナ ¥1,500 ウ゛ィーナスリゾート　巨乳乱交アイランド ¥2,000

あまあま★シェアリング ¥4,000 HaremKingdom -ハーレムキングダム- [初回豪華版] ¥2,500 お兄ちゃん、朝までずっとギュッてして！ ¥2,500

となりに彼女のいる幸せ　コンプリート ¥6,000 フルキスＳ [初回限定生産版]　　　　　　　　　　　　　　　 ¥2,000 夏汁１００％ ¥2,500

淫獄の姫騎士姉妹　オークの家畜苗床 ¥2,500 カスタムオーダーメイド３Ｄ２ ¥4,000

ＬIKExLOVE　色川鈴音 ¥1,500 かりぐらし恋愛　［初回限定版］ ¥3,500

あの日の旅人、ふれあう未来 ¥1,500 巨乳エルフ母娘催眠「はい……人間様のオチ○ポを母娘で ¥2,500

寝取られ三角関係 ¥1,500 アイキス　初回版 ¥3,000 黒獣２　－淫欲に染まる背徳の都、再び－ ¥3,000

アオナツライン 初回限定版 ”BLUE” Edition ¥6,000 黒獣・改－気高き聖女は白濁に染まる－ ¥3,000

現実が見えてきたので少女を愛するのを辞めました｡ ¥4,000 アオナツライン 通常版”WHITE” Edition ¥4,000 コイカツ！ ¥4,000

俺の彼女は他人棒が気になるようです。 ¥3,000 Ｅスクールライフ ¥2,500 コイカツ！アフタースクール ¥3,500

Hではじめた絶品バーガー ¥2,000 イブニクル２　　　　　　　　　　 ¥2,500 コイカツ！－性格追加パック－ ¥2,000

彼女がアイツで､俺はだれ!? ¥1,500 ＡＩｘ少女 ¥4,000 催眠学園１年生 ¥2,000

地下アイドル調教計画 筥崎エリカ編 ¥1,500 お姉さん先生 －補習授業のエッチな先生－ ¥2,500 Ｓｕｍｍｅｒ　Ｐｏｃｋｅｔｓ　初回版 ¥2,500

琥珀色のハンター [通常版] ¥2,000 姉ちゃんのススメ －お姉ちゃんのイタズラ性生活－ ¥2,500 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　　 ¥2,000

いっぱいしちゃお! 3本のしちゃお！と梢のアナザーストーリー ¥3,500 家属 ¥3,000 支配の教壇 ¥3,000

喫茶ステラと死神の蝶 ¥2,000 少女と年の差、ふたまわり ¥2,500

絆きらめく恋いろは Special Memorial Edition ¥4,000 真･恋姫†夢想-革命- 孫呉の血脈 DVD-ROM版　　　　　　 ¥2,500

まおかつ! -魔王と勇者のｱｲﾄﾞﾙ生活- [通常版] ¥3,000 絆きらめく恋いろは-椿恋歌- ¥2,000 素晴らしき日々　フルボイスＨＤ版 ¥3,000

Summer Pockets REFLECTION BLUE [初回限定版] ¥4,500 絆きらめく恋いろは-椿恋歌- 本編同梱版　 ¥4,500 添いカノ　［初回限定生産版］ ¥1,500

敗北の淫獣ハンター･緋炎姫アスカ 結界学園の罠 ¥3,500 気まぐれテンプテーション ¥1,500 その大樹は魔界を喰らう！ ¥2,000

Triangle CompleteDisc 6 ¥3,000 金色ラブリッチェ-Golden Time- [初回限定版] ¥3,000 鉄と裸II －敗北の女帝－　　　 ¥2,500

オレは姫武将を孕ませたい!　　　　 ¥3,500 屈辱２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,500 トリノライン：ジェネシス　豪華版 ¥4,000

シスターレッスン　　　　 ¥2,500 グランギニョルの夜　完全版 ¥5,000 9-nine-そらいろそらうたそらのおと　　　　　　　　　　 ¥1,500

虜ﾉ絆 -奪われた学園に響く処女の喘ぎ- ¥3,000 健全!変態公僕のツトメ ¥2,500 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

虜ﾉ絆 ＆ 虜ﾉ歪 同梱版　　　　 ¥5,000 催眠術４　　　　　　　　　　　　 ¥3,000 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

姫ト乙女ノヤキモチLOVE　きらめき夏物語 [通常版] ¥2,000 さくら、もゆ。 -as the Night’s. Reincarnation- ¥4,500 はるとゆき、 ¥2,000

ねこツク､さくら｡ [初回版]　　　　　　 ¥2,000 ＪＫ妹。 ¥3,500 封緘のグラセスタ ¥3,000

キストリロジー ¥4,000 真愛の百合は赤く染まる ¥2,500 放課後　濡れた制服　インモラルエディション ¥2,500

求婚催眠 -私､絶対に浮気なんてしません- ¥2,000 スタディステディ ¥2,000 まいてつ　第４刷 ¥4,000

セックスオープンワールドへようこそ ¥2,500 まいてつ　第５刷 ¥5,000

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 魔法少女イノリ　異種姦孕ませ・無限淫獄 ¥2,000

SHUFFLE！ エピソード2　通常版 ¥3,000 9-nine-はるいろはるこいはるのかぜ ¥1,500 みにくいモジカの子 ¥2,500

支配の教壇II ¥3,500 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳は～2 [初回特典版]　　 ¥6,000 未来ラジオと人工鳩　初回版 ¥2,500

ハニーセレクト2 リビドー ¥4,500 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 Making*Lovers　通常版 ¥4,000

ペトリコール -Petrichor- ¥2,000 初めての彼女　　　　　　　　 ¥2,500 メルキス　Ｓｗｅｅｔ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ¥2,000

Secret Agent　初回版 ¥3,000 はぴねす!2 Sakura Celebration ¥2,000 メルキス　初回限定生産版 Ｋｉｓｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ¥3,500

義母の吐息ﾘﾏｽﾀｰ＆義母の滴 ﾊﾟｯｸ ¥3,500 pieces/渡り鳥のソムニウム　　　　 ¥2,000 もっと！孕ませ！炎のおっぱい異世界エロ魔法学園！ ¥3,500

姫と穢欲のサクリファイス ¥3,500 闇染Ｒｅｖｅｎｇｅｒ ¥3,500

もっと!孕ませ!炎のおっぱい超エロアプリ学園! ¥3,500 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｷｭｰﾌﾞ　　　　　　　　 ¥2,500

シルヴァリオラグナロク ¥3,500 勇者と踊れ！通常版 ¥2,000 Ｌｏｖｅ×Ｈｏｌｉｃ　－魅惑の乙女と白濁カンケイ－ ¥3,500

リアルエロゲシチュエーション！２ ¥3,000 夢と色でできている　　 ¥2,000 ランス１０ ¥3,500

搾精士のお姉さん ¥2,000 ラブクリア [初回限定版]　　　　　　　　　　 ¥2,000 リアルエロゲシチュエーション！Ｈ×３ 初回 ¥3,500

トリニティＸカラミティ ¥2,000 ルネソフトプレミアムパック４ ¥4,000 リアルエロゲシチュエーション！　Ｗパック ¥6,000

淫妖蟲　醜 ¥2,500 恋愛、借りちゃいました [初回版] ¥4,000 ＲＩＤＤＬＥ　ＪＯＫＥＲ ¥2,500

9-nine-ゆきいろゆきはなゆきのあと ¥1,500

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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