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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

ユキイロサイン　初回限定版 ¥7,000 虜ﾉ絆 -奪われた学園に響く処女の喘ぎ- ¥2,500 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

我が姫君に栄冠を [初回版] ¥6,000 虜ﾉ絆 ＆ 虜ﾉ歪 同梱版　　　　 ¥4,000 母爛漫 ¥2,000

源平繚乱絵巻　-GIKEI-　初回版 ¥5,000 トリニティＸカラミティ ¥2,000 刃撫魅 ¥2,500

神聖昂燐ダクリュオン -正しい天使の育てかた ¥3,500 Triangle CompleteDisc６ ¥3,000 姫と穢欲のサクリファイス ¥3,000

魔法少女消耗戦線 DeadΩAegis [通常版] ¥3,500 HaremKingdom -ハーレムキングダム- [初回豪華版] ¥2,500 ままごと　－ママとないしょのエッチしましょ－ ¥3,500

姉は徒然なるママに ¥3,500 敗北の淫獣ハンター･緋炎姫アスカ 結界学園の罠 ¥3,000 もっと!孕ませ!炎のおっぱい超エロアプリ学園! ¥4,500

催眠学習 -Secret Desire- ¥2,000 白昼夢の青写真 ¥5,000 夢と色でできている　　 ¥3,500

聖の少女 -美娼女学園3- ¥1,500 ハニーセレクト2 リビドー ¥4,500 ラブクリア [初回限定版]　　　　　　　　　　 ¥2,000

ハニーセレクト2 リビドーＤＸ ¥3,000 ルネソフトプレミアムパック４ ¥5,000

ハミダシクリエイティブ ¥2,500 恋愛、借りちゃいました [初回版] ¥4,000

春音アリス＊グラムWパッケージ 初回限定版 ¥4,000

プリンセスクライシス ¥2,000

聖奴隷学園2 ¥4,000 プリンセスハートリンク　通常版 ¥3,500 ＩｘＳＨＥ　Ｔｅｌｌ　［初回版］ ¥3,500

冥契のルペルカリア 初回版 ¥3,500 放課後シンデレラ　20周年記念初回豪華版 ¥3,500 アナスタシアと７人の姫女神　淫紋の刻印 ¥2,000

LiLiM Premium BOX 2 -旋風雷牙- ¥2,500 ムチムチだからムクムクした ¥3,500 アメイジング・グレイス　－Ｗｈａｔ　ｃｏｌｏｒ　ｉｓ　ｙｏｕｒ　ａｔｔｒｉｂｕｔｅ？－ ¥3,500

極限痴漢特異点2 ¥3,000 闇染Liberator -闇堕ち勇者と堕ちる戦姫- ¥2,500 妹を汚した記憶 ¥2,000

閃鋼のクラリアス 初回限定版 ¥3,000 闇染Wパック ¥6,000 母娘シャッフル　初回版 ¥3,500

恋する乙女と守護の楯 Re:boot The“SHIELD-9” Plus ¥4,000 HULOTTE　ヤバいコンプリートパック ¥5,000 夏汁１００％ ¥4,000

檻姫 ～極嬢の未来は俺のモノ～ ¥4,000 妖花の園Ⅱ ¥4,000 カスタムオーダーメイド３Ｄ２ ¥3,500

淫妖蟲 穢 ～凌蝕桃源退魔録～ ¥2,000 リアルエロゲシチュエーション！２ ¥2,500 かりぐらし恋愛　［初回限定版］ ¥4,000

隷嬢管理棟 ¥3,000 黒獣２　－淫欲に染まる背徳の都、再び－ ¥3,000

恋愛×ロワイアル ¥4,000 黒獣・改－気高き聖女は白濁に染まる－ ¥3,500

ガラス姫と鏡の従者 [初回版] ¥3,500 コイカツ！ ¥4,000

悪堕ち 魔導処女 -絶対支配の触手調教- ¥3,000 コイカツ！アフタースクール ¥4,000

アイキス　初回版 ¥4,000 コイカツ！－性格追加パック－ ¥2,000

アオナツライン 初回限定版 ”BLUE” Edition ¥6,000 催眠学園１年生 ¥2,500

アイキス２　初回版 ¥3,000 アオナツライン 通常版”WHITE” Edition ¥4,000 支配の教壇 ¥3,000

あまあま☆シェアリング　初回版 ¥2,500 Ｅスクールライフ ¥2,500 添いカノ　［初回限定生産版］ ¥2,000

淫行客船渦潮 -奈落のクルーズ- ¥2,500 イイナリ妻色２　二十人の人妻コレクション ¥3,000 その大樹は魔界を喰らう！ ¥2,500

インターハートプレミアムBOX５ ¥10,000 イブニクル２　　　　　　　　　　 ¥3,000 鉄と裸II －敗北の女帝－　　　 ¥2,000

快感即イキ満淫電車 ¥2,000 淫妖蟲コンプリートボックス ¥12,000 9-nine-そらいろそらうたそらのおと　　　　　　　　　　 ¥1,500

キストリロジー ¥6,000 ＡＩｘ少女 ¥4,500 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

極限痴漢特異点 ¥3,000 乙女騎士 ¥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

巨乳女士官洗脳催眠 ¥2,000 お姉さん先生 －補習授業のエッチな先生－ ¥3,500 封緘のグラセスタ ¥2,500

紅月ゆれる恋あかり　初回版 ¥2,000 姉ちゃんのススメ －お姉ちゃんのイタズラ性生活－ ¥4,500 放課後　濡れた制服　インモラルエディション ¥2,500

現実が見えてきたので少女を愛するのを辞めました｡ ¥3,000 家属 ¥3,500 まいてつ　第４刷 ¥4,000

恋する乙女と守護の楯 Re:boot　初回版 ¥4,000 絆きらめく恋いろは Special Memorial Edition ¥10,000 まいてつ　第５刷 ¥4,000

コイノハ　－恋のシェアハウス－ ¥4,000 絆きらめく恋いろは-椿恋歌- ¥5,000 魔法少女イノリ　異種姦孕ませ・無限淫獄 ¥2,000

光翼戦姫エクスティア３ ¥3,500 絆きらめく恋いろは-椿恋歌- 本編同梱版　 ¥8,000 未来ラジオと人工鳩　初回版 ¥3,000

さくらの雲　スカアレットの恋 ¥5,000 気まぐれテンプテーション ¥2,000 Making*Lovers　通常版 ¥4,500

Summer Pockets REFLECTION BLUE [初回限定版] ¥4,500 金色ラブリッチェ-Golden Time- [初回限定版] ¥3,500 メルキス　Ｓｗｅｅｔ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ¥2,000

Secret Agent　初回版 ¥2,500 屈辱２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥3,500 メルキス　初回限定生産版 Ｋｉｓｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ¥3,000

支配の教壇II ¥3,000 グランギニョルの夜　完全版 ¥5,000 もっと！孕ませ！炎のおっぱい異世界エロ魔法学園！ ¥4,000

ｼﾞﾝｷ･ﾘｻﾞﾚｸｼｮﾝ [初回版] ¥5,000 催眠術４　　　　　　　　　　　　 ¥2,500 闇染Ｒｅｖｅｎｇｅｒ ¥2,000

スーパーリアル麻雀　ＬＯＶＥ２－７　ｆｏｒ　ＰＣ　特装版 ¥4,500 さくら、もゆ。 -as the Night’s. Reincarnation- ¥5,000 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｷｭｰﾌﾞ　　　　　　　　 ¥2,000

素晴らしき日々　１０ｔｈ ¥7,000 ＪＫ妹。 ¥4,000 Ｌｏｖｅ×Ｈｏｌｉｃ　－魅惑の乙女と白濁カンケイ－ ¥4,000

聖奴〇学園祭　リマスターコンプリートボックス ¥7,000 真愛の百合は赤く染まる ¥2,500 ランス１０ ¥3,500

蛇足 ¥2,000 スタディステディ ¥2,500 リアルエロゲシチュエーション！Ｈ×３ 初回 ¥3,000

天ノ少女　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＥＤＩＴＩＯＮ ¥3,000 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 リアルエロゲシチュエーション！　Ｗパック ¥6,000

ドーナドーナ ¥5,000 9-nine-はるいろはるこいはるのかぜ ¥1,500 リラクゼーション癒香・雅 ¥2,500

この買取表の買取価格は3月29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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