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AGEHA ～ EXTRAVAGANZA ～

価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-701

JAN コード：4562128467012

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2012 年 11 月 30 日

１
AGEHA ～ EXTRAVAGANZA ～

価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-701

JAN コード：4562128467012

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2012 年 11 月 30 日

内容はそのまま、濃縮プライス！！

夢幻廻廊 1.5 ～連鎖～

価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-703

JAN コード：4562128467036

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 1月 25 日

２
ク ・ リトル ・ リトル
   ～魔女の使役る、 蟲神の触手～
価格 円4,200 （本体価格 4,000 円）

品番：BCYC-622

JAN コード：4580334666227

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 5月 24 日

ク ・ リトル ・ リトル
   ～魔女の使役る、 蟲神の触手～
価格 円4,200 （本体価格 4,000 円）

品番：BCYC-622

JAN コード：4580334666227

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 5月 24 日

戦場デ少女ハ躰ヲカケル
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：CYCB-632

JAN コード：4580334666326

対応 OS：Windows XP

発売予定日：2013 年 10 月 25 日

まじかる☆萌えりん♪
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BEYE-502

JAN コード：4562128465025

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2012 年 12 月 21 日

３
ク ・ リトル ・ リトル　
        　～グレートハンティング～
価格 円2,100 （本体価格 2,000 円）

品番：BCYC-623

JAN コード：4580334666234

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 5月 24 日

戦場デ少女ハ心ヲサガス
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：CYCB-633

JAN コード：4580334666333

対応 OS：Windows XP

発売予定日：2013 年 10 月 25 日

夢幻廻廊　Vista 対応版

価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-614

JAN コード：4580334666142

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 1月 25 日

４
狗哭
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-624

JAN コード：4580334666241

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売日：2013 年 6月 28 日

恋する式 （おとめ）

　　　　　　～ SHIKIGAMI 2008 ～
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：WCYC-634

JAN コード：4580334666340

対応 OS：Windows XP

発売予定日：2013 年 11 月 22 日

２４
夢幻廻廊 2 ～螺旋～

価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-615

JAN コード：4580334666159

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 1月 25 日

５
獄淫の尖塔
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-625

JAN コード：4580334666258

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売日：2013 年 6月 28 日

夏色ストレート！
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：WCYC-635

JAN コード：4580334666357

対応 OS：Windows XP/Vista

発売予定日：2013 年 11 月 22 日

ゴア・スクリーミング・ ショウ　
　　　　　　　　　 Windows7 対応版
価格 円4,200 （本体価格 4,000 円）

品番：BCYC-616

JAN コード：4580334666166

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売日：2013 年 2月 22 日

６
闇の声特別編
価格 円2,625 （本体価格 2,500 円）

品番：BCYC-626

JAN コード：4580334666265

対応 OS：Windows XP

発売予定日：2013 年 7月 26 日

クロガネの翼
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：WCYC-636

JAN コード：4580334666364

対応 OS：Windows XP/Vista

発売予定日：2013 年 12 月 27 日

GUN-KATANA　通常版　
　　　　　　　　　 Windows7 対応版
価格 円4,200 （本体価格 4,000 円）

品番：BCYC-617

JAN コード：4580334666173

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売日：2013 年 2月 22 日

７
闇の声Ⅱ
価格 円2,625 （本体価格 2,500 円）

品番：BCYC-627

JAN コード：4580334666272

対応 OS：Windows XP

発売予定日：2013 年 7月 26 日

撫子乱舞
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：WCYC-637

JAN コード：4580334666371

対応 OS：Windows XP/Vista

発売予定日：2013 年 12 月 27 日

EXTRAVAGANZA　
　　　　　　　　　 Windows7 対応版
価格 円4,200 （本体価格 4,000 円）

品番：BCYC-618

JAN コード：4580334666180

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売日：2013 年 3月 22 日

８
闇の声Ⅲ～五芒三欲魔法陣～

価格 円2,625 （本体価格 2,500 円）

品番：BCYC-628

JAN コード：4580334666289

対応 OS：Windows XP

発売予定日：2013 年 8月 30 日

プリンセス X
   ～僕の許嫁はモンスターっ娘 !? ～

価格 円4,200 （本体価格 4,000 円）

品番：PBER-638

JAN コード：4580334666388

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売予定日：2014 年 1月 24 日

蟲使い
価格 円2,625 （本体価格 2,500 円）

品番：BCYC-619

JAN コード：4580334666197

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 3月 22 日

９
闇の声異聞録
価格 円2,625 （本体価格 2,500 円）

品番：BCYC-629

JAN コード：4580334666296

対応 OS：Windows XP

発売予定日：2013 年 8月 30 日

プリンセス XFD 
            ～許嫁は終わらない！？～

価格 円2,100 （本体価格 2,000 円）

品番：PBER-639

JAN コード：4580334666395

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売予定日：2014 年 1月 24 日

MinDeaD BlooD Complete Edition
価格 円4,200 （本体価格 4,000 円）

品番：BCYC-620

JAN コード：4580334666203

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売日：2013 年 4月 26 日

１０
闇の声 ZERO　Vista 対応版

価格 円2,625 （本体価格 2,500 円）

品番：BCYC-630

JAN コード：4580334666302

対応 OS：Windows XP/Vista

発売予定日：2013 年 9月 27 日

魔法美少女

まじかる☆萌えりん♪S
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：RCYC-640

JAN コード：4580334666401

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売予定日：2014 年 1月 24 日
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Before Dawn Daybreak 
                     ～深淵の歌姫～
価格 円2,625 （本体価格 2,500 円）

品番：BCYC-621

JAN コード：4580334666210

対応 OS：Windows XP/Vista

発売日：2013 年 4月 26 日

小夜子
価格 円3,150 （本体価格 3,000 円）

品番：BCYC-631

JAN コード：4580334666319

対応 OS：Windows XP/Vista/7

発売予定日：2013 年 9月 27 日
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※18歳未満の方はご購入できません。  ※Windows は、マイクロソフト株式会社の登録商標です。

※その他の製品名および社名は各社の商標および登録商標です。※製品は、日本国内のみの販売となっております。

※製品の仕様は、機能・性能の改善の為、将来予告無しに変更することがあります。

※製品において犯罪となる行為が描写されておりますが、現実に同様な行為に及んだ場合、法律により厳しく罰せられます。
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