
指定月 種別 名称 発行所 コード番号

書籍 劇画ロマンス vol.11 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4250-1

書籍 劇画シークレット　vol.4 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4259-4

書籍 官能告白私小説　8 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-570-9

DVD
いいなり露出温泉 白咲碧[リマスター復刻
版]

㈱マーキュリー JAN4-571496-156893

DVD
爆乳ご奉仕メイド！ご主人様の熱～いザーメ
ンをおっぱいブッカケ７連発！葉山りん

㈱ケイ・エム・プロ
デュース

JAN4-589411-353906

書籍 漫画ロマン vol.5 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-573-0

書籍 劇画エマニエル vol.9 ㈱大洋図書 雑誌08390－6

書籍 劇漫デラックス vol.26 ㈱竹書房 ISBN978-4-8019-2652-3

書籍 劇画ハーレム　vol.1 マイウェイ出版㈱ ISBN978-4-86690-557-0

書籍 劇画シークレット　vol.5 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4287-7

書籍 劇画ロマンス　vol.12 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4279-2

DVD
凌辱キャリアウーマン～堕ちていく心と体
～

㈱ファーストインプレッ
ション

JAN4-580346-856203

DVD 彼女のお姉さんは、誘惑ヤリたがり娘。23 ㈲プレステージ JAN4-571471-038022

DVD 小さな愛人パイパンマ●コ飼育日記 GLAY’z JAN4-542375-001078

DVD
オフパコ報告コスプレイヤーの彼女を隠し
撮りした記録映像

㈱トータル・メディア・
エージェンシー

JAN4-941149-080682

DVD 午前10時学校どうしたの…りおん ビッグモーカル㈱ JAN4-988215-533444

書籍 漫画ロマン　Vol.6 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-580-8

書籍 50代からの男のゴラク　2021年8月号 ㈱一水社 雑誌18399-08

書籍 劇画エマニエル　vol.10 ㈱大洋図書 雑誌08390-8

書籍 劇漫デラックス　vol.27 ㈱竹書房 ISBN978-4-8019-2732-2

DVD カントク女子＃２野々宮すず ㈱マーキュリー JAN4-571496-161644

DVD
やめて、どうして…義父に汚されたカラダ
で義兄と恋した純愛女子校生【三角関係】

㈱ｈ．ｍ．ｐ JAN4-988121-610048

DVD 成長した小悪魔姪っ子と温泉旅行　ゆき キチックス JAN4-589798-170042

DVD
流出事故誰にも見せないでよ…ＡＶの真似
事で大火傷元アイドル高スペック彼女とラ
ブいちゃハメ撮り

ＡＢＣ JAN4-589405-629314

書籍 劇画ロマンス　vol.13 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4313-3

書籍 官能異常体験私小説　Vol.6 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-581-5

書籍 月刊劇漫スペシャル　2021年10月号 ㈱竹書房 雑誌13545-10

書籍 劇画エマニエル　vol.11 ㈱大洋図書 雑誌08390-10

書籍 劇漫デラックス　vol.28 ㈱竹書房 ISBN978-4-8019-2813-8

書籍 特ダネTABOO!(34)　大収穫の予感号 ㈱インテルフィン ISBN978-4-89212-636-9

書籍 漫画ロマン　Vol.7 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-588-4

書籍 官能異常体験私小説　Vol.7 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-589-1

書籍 ＣＯＭＩＣ必剣　vol.14 ㈱楽楽出版 ISBN978-4-86704-076-8

書籍 月刊劇漫スペシャル　2021年11月号 ㈱竹書房 雑誌13545-11

書籍 劇画シークレット　vol.7 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4350-8

書籍
芸能お宝最新特報 BUZOOOOON!!! VOL.2
[淫らな秋♥下半期スペシャル]

㈱インテルフィン ISBN978-4-89212-639-0

書籍 劇画ロマンス　vol.14 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4344-7

書籍 芸能スキャンダル特ダネ大放出スペシャル ㈱ブレインハウス ISBN978-4-86632-696-2

書籍 漫画大激闘　VOL.14 ㈱楽楽出版 ISBN978-4-86704-081-2

DVD 大人の個室ヨガ教室　由愛可奈 ＭＡＸＩＮＧ JAN4-589663-489866

DVD 東京中出し女子校生　のあ
㈱ケイ・エム・プロ
デュース

JAN4-960221-285067

DVD スリムジーンズが似合うＳ級素人Ｔさん
㈱ケイ・エム・プロ
デュース

JAN4-960221-285166
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R3.10 DVD 純真　柚木彩花　ＡＶデビュー
㈱ケイ・エム・プロ
デュース

JAN4-960221-224653

書籍 ５０代からの男のゴラク　2021年12月号 ㈱一水社 雑誌18399-12

書籍 漫画ボンジュール　2021年12月号 ㈱大都社 雑誌18327-12

書籍 漫画ロマン Vol.8 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-597-6

書籍 劇画エマニエル vol.12 ㈱大洋図書 雑誌08390-12

書籍
芸能お宝最新特報
BUZOOOOON!!!VOL.3[冬のパンチラ♥羞恥ス
ペシャル]

㈱インテルフィン ISBN978-4-89212-649-9

書籍 芸能アイドル封印された黒歴史 完全解放 ㈱ブレインハウス ISBN978-4-86632-697-9

書籍 劇画シークレット　vol.8 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4382-9

書籍 実話ローレンス 2022年1月号 辰巳出版㈱ 雑誌18019-1

書籍 劇画ロマンス vol.15 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4375-1

書籍 劇画エマニエル　vol.13 ㈱大洋図書 雑誌08390-2

書籍 50代からの男のゴラク　2022年2月号 ㈱一水社 雑誌18399-02

書籍 漫画ロマン　Vol.9 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-605-8

書籍 ＣＯＭＩＣ必剣　VOL.16 ㈱楽楽出版 ISBN978-4-86704-089-8

書籍 劇漫デラックス　vol.30 ㈱竹書房 ISBN978-4-8019-2955-5

書籍 因習秘録みだれまんだら　② ㈱リイド社 ISBN978-4-8458-5786-9

書籍
芸能お宝最新特報 BUZOOOOON!!! VOL.4
[柔肌ぬくもり♥露出スペシャル]

㈱インテルフィン ISBN978-4-89212-657-4

書籍 劇画ロマンス　vol.16 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4407-9

書籍 官能告白私小説　13 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-609-6

書籍 劇画シークレット　vol.9 ㈱大洋図書 ISBN978-4-8130-4414-7

書籍 漫画大激闘　VOL.16 ㈱楽楽出版 ISBN978-4-86704-090-4

書籍 実話ローレンス　2022年4月号 辰巳出版㈱ 雑誌18019-4

書籍 漫画ボンジュール　2022年4月号 ㈱大都社 雑誌18327-04

書籍 特ダネＴＡＢＯＯ！㊲　そろそろ春風号 ㈱インテルフィン ISBN978-4-89212-659-8

書籍 人気アイドルＳＥＸＹチラポロ傑作選 ㈱ブレインハウス ISBN978-4-86714-901-0

書籍 劇漫デラックス　vol.31 ㈱竹書房 ISBN978-4-8019-3018-6

書籍 官能異常体験私小説　Vol.10 ㈱一水社 ISBN978-4-86416-614-0

書籍 劇画エマニエル　vol.14 ㈱大洋図書 雑誌08390-4

書籍 ＥＸ特ダネ ＮＧ ＳＨＯＴ㉗ ㈱インテルフィン 雑誌01968-4
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