タイトル(５０音順）
買取価格
あそび塾
¥2,000
ｱﾒﾆﾃｨｰｽﾞﾗｲﾌ 初回版
¥1,800
あやかし草子 ～逢魔が時の夢～
¥2,500
ALcotHonneyComb文庫S
¥2,000
EVE burst error A
¥2,500
異種図姦 採螽ｴﾃﾞｨｼｮﾝ
¥2,300
いたずら家庭教師
¥2,000
ｲﾌﾞﾆｸﾙ
¥2,000
いろとりどりのセカイ WORLD S END COMPLET
¥2,400
淫蜜の宝箱3
¥2,000
永遠のｱｾﾘｱPremiumSE
¥2,000
EXTRAVAGANZAｺﾝﾌﾟﾘｰﾄE
¥2,400
etude10th annivers･･
¥2,250
えろぐっず! 初回限定
¥2,000
えろｾﾞﾐ
¥2,000
艶×2 熟母パック
¥2,250
艶蜜乙女
¥2,000
オイラは番台 平作＆健太 初回版
¥2,500
ｵｰﾊﾞｰﾄﾞｰｽﾞｺﾚｸｼｮﾝﾊﾟｯｸ
¥2,500
オゲレツセット
¥1,900
おジャ魔女あどべんちゃー ないしょのまほう
¥2,250
乙女達の恋物語 桜色･･
¥2,500
乙女達の恋･･ずっと･･
¥3,000
鬼性欲
¥2,000
俺が校則!中出し以･･
¥2,000
神楽箱ｽﾍﾟｼｬﾙ e･go版
¥2,000
貸し出し妻･･ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄP
¥3,000
家族計画 ～そしてまた家族計画を～
¥1,900
彼女×彼女×彼女 ドキドキPack！
¥2,100
神様のｹﾞｰﾑ 初回版
¥2,500
姦染 COMPLETE BOX
¥2,100
菅野ひろゆき メモリアル (永久保存版) ¥4,000
輝光翼戦記･･ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄP
¥2,500
KISS×ΩOMEGA
¥2,500
ｷﾐのとなりで･･FDﾊﾟｯｸ
¥2,000
虐襲1234+EXTRAｺﾝﾊﾟｸﾄ
¥2,000
Canvas 15thｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰP
¥2,500

タイトル(５０音順）
買取価格
タイトル(５０音順）
買取価格
タイトル(５０音順）
巨乳大家族催眠
¥2,000 痴漢専用車両２
¥2,000 ﾏｺﾞｯﾄﾍﾞｲﾂ
霧谷伯爵家の六姉妹
¥2,000 XXﾅ彼女ﾉ･･2ﾌﾟﾚﾐｱﾑP
¥2,400 魔女と剣と千の月
ｸﾞﾘｻﾞｲｱ･ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ
¥5,000 妻みぐい3
¥2,000 魔法戦士 Complete Disc２
グリムガーデンの少女 -witch in gleamgard
¥2,250 つよきすFESTIVAL
¥2,500 ﾏﾏｸﾗﾌﾞ ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｸ
ｺｳﾐｶﾞﾐ 豪華版
¥600 ティンクルくるせいだーす プレミアムエディション
¥1,900 ママしぼり^2（ママしぼりの事情）
この大空･･ﾒﾓﾘｱﾙﾌﾗｲﾄP
¥2,000 鉄と裸
¥2,000 野外学習
催眠学園3年生
¥2,000 てにおはっ!
¥2,000 夜勤病棟CompleteBOX 上巻
催眠ｸﾗｽWONDERFUL
¥2,500 時計仕掛けのﾚｲﾗｲﾝSP
¥2,200 夜勤病棟CompleteBOX 下巻
ｻｸﾗﾉ詩
¥2,300 ﾅｲﾝﾃｲﾙ ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰﾊﾟｯｸ
¥3,000 ﾔﾗｾﾃｯ!ﾃｨｰﾁｬｰComplete
ｻﾉﾊﾞｳｨｯﾁ
¥2,200 ﾅﾅｲﾛ･ｱｹｲﾛ･･ﾏﾙﾁﾊﾟｯｸ
¥4,300 ﾕﾆｵﾘｽﾞﾑ･･A3DAYS 豪華
シークレットゲーム 究極完全合体BOX ¥2,150 ﾅﾝﾊﾟ生ﾊﾒ中出し万歳P
¥2,000 らぶデスFINAL!
JD温泉｡ｴﾛｴﾛﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ･･
¥2,500 肉壺学級
¥2,000 らぶ撮りﾊﾚｰｼｮﾝ
Si-Nis-Kanto ｼﾆｼｶﾝﾄ
¥2,000 狙われた女神天使エンゼルティア-～守った人間達に裏切られて～
¥2,000 LOVEﾄﾚ
処女宮 ～栗毛の潮吹少女たち～
¥2,500 野々村病院の人々+河原崎家の一族マルチパック
¥2,250 ﾙﾈｿﾌﾄﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾟｯｸ
処女と魔王とタクティクス～魔王争奪戦～限定Ｗセット
¥2,000 ﾉﾗと皇女と野良猫ﾊｰﾄ
¥2,300 レイプレイ
神学校 ﾂｲﾝﾊﾟｯｸ
¥2,500 ﾉﾗと皇女と野良･･TVｱﾆﾒ
¥3,000 ﾚﾐﾆｾﾝｽ CollectorsEdi
真恋姫英雄譚123+PLUS
¥2,500 呪いの魔剣に闇憑き･･
¥2,000 Re:LieF
素晴らしき日々～不連続存在～ 通常版 ¥1,800 働くｵﾀｸの恋愛事情
¥2,000 恋愛０キロメートル 初回版
すぺじゃに共和国SP.P
¥2,500 ﾊﾆｰｾﾚｸﾄ
¥2,300
聖娼女 性奴育成学園（通常版）
¥2,000 ﾊﾋﾟﾒｱ Wﾊﾟｯｸ
¥2,000
聖なるかな Special Edition
¥2,450 ﾊﾙｳｿ 豪華限定版
¥2,500
戦国･恋姫X
¥2,800 ひこうき雲の向こう側
¥2,000
戦極姫5～戦渦断つ覇王の系譜～ 豪華限定版
¥3,000 ひ・み・つ
¥1,900
戦極姫6 豪華限定版
¥2,000 ﾌｪｱﾘｰﾃｲﾙ･ｼﾝﾌｫﾆｰ
¥2,000
戦極姫7
¥2,500 fortissimo EXS//Akkord:nachste
¥1,900
戦御村正 剣の･･DXｽﾍﾟ
¥2,500 PULLTOP LATTE 3ﾋﾟｰｽP
¥2,000
戦場のﾌｫｰｸﾛｱ ｽﾍﾟｼｬﾙP
¥1,850 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｰｶｲﾌﾞｽ北側寒囲
¥2,000
千恋＊万花
¥2,200 ﾌﾟﾚﾐｱﾑA むとうけいじ
¥2,000
装甲悪鬼村正 限定生産版
¥1,900 ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｰｶｲﾌﾞｽ 山田一
¥2,250
相州戦神館学園八命陣
¥2,250 フレラバ 通常版
¥2,000
想聖天使ｸﾛｽｴﾓｰｼｮﾝ(初
¥2,000 ヘルタースケルター 白濁の村 初回限定版¥1,900
ｿﾌﾄﾊｳｽｼｰﾙ100本Pｺﾝﾊﾟｸﾄ
¥2,300 僕と恋するﾎﾟﾝｺﾂｱｸﾏ｡
¥2,000
対戦ホットギミックス フォーエバー 初回限定版
¥2,150 炎の孕ﾏｾ･･ｴﾛｱﾌﾟﾘ学園
¥2,300
Tiny Dungeon ｺﾚｸｼｮﾝP
¥2,000 炎の孕ませ乳ドルマイ★スター学園Ｚ(初) ¥1,900
駄作 ﾇｲｱﾜｾ
¥2,000 まいてつ 第3刷
¥3,000
TOUCHABLE BOX2ﾒﾓﾘｱﾙP
¥2,000 まいてつ
¥2,000
ちぇ～んじ！ ～あの娘になって･･･
¥1,800 魔王のくせに･･合体BOX
¥2,000

買取価格

¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥1,900
¥2,500
¥2,400
¥2,500
¥2,000
¥4,000
¥4,000
¥2,000
¥2,000
¥2,250
¥4,000
¥2,000
¥3,000
¥2,000

