
illustration by 柾見ちえ

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
エルフでフェアリーなお姉ちゃん

宵嫁葛籠
エルフでフェアリーなお姉ちゃん
2020

illustration by まふゆ

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
ナマイキ妹と小悪魔フレンド

宵嫁葛籠
ナマイキ妹と小悪魔フレンド

1919
illustration by きのはらひかる

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
ニートなコスプレお姉さん

宵嫁葛籠
ニートなコスプレお姉さん

1818
illustration by うなっち

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
からかい上手なバイト娘の魅惑誘惑

宵嫁葛籠
からかい上手なバイト娘の魅惑誘惑
1717

illustration by 柾見ちえ

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
天使と悪魔のせいせん逃げイキ

宵嫁葛籠
天使と悪魔のせいせん逃げイキ

1616
illustration by 柾見ちえ

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
ワイルドシスター
宵嫁葛籠

ワイルドシスター
1515

illustration by 柾見ちえ

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
美少女幼なじみ姉妹のわがままおねだり

宵嫁葛籠
美少女幼なじみ姉妹のわがままおねだり
1414

illustration by きのはらひかる

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
蓮っ葉ミニマルギャルの挑発もてなし

宵嫁葛籠
蓮っ葉ミニマルギャルの挑発もてなし
1313

illustration by 瑠奈璃亜

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
きれいなお姉さんが好きです！

宵嫁葛籠
きれいなお姉さんが好きです！

1212
illustration by Hamao

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
ナマイキ盛りの乙女ゴロメイト

宵嫁葛籠
ナマイキ盛りの乙女ゴロメイト

1111
illustration by きのはらひかる

¥11,000¥11,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
Bloodfairy Queen
宵嫁葛籠

Bloodfairy Queen
1010

illustration by きのはらひかる

¥12,000¥12,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
許して……　喪服妻の憂い

宵嫁葛籠
許して……　喪服妻の憂い

99

illustration by 佐久間☆宗二

¥12,000¥12,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
美少女応援団
宵嫁葛籠
美少女応援団

88
illustration by きのはらひかる

¥12,000¥12,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
陰陽お嬢様フレンズ
宵嫁葛籠

陰陽お嬢様フレンズ
77

illustration by 山石１８

¥12,000¥12,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
騙し癒されコス姉
宵嫁葛籠

騙し癒されコス姉
66

illustration by きのはらひかる

¥12,000¥12,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
まじかるハロうぃんコス

宵嫁葛籠
まじかるハロうぃんコス

55
illustration by きのはらひかる

¥12,000¥12,000

よいよめつづらよいよめつづら

宵嫁葛籠
小イキなアイドルでゅお

宵嫁葛籠
小イキなアイドルでゅお

44

¥12,000¥12,000
家属　

美母娘お誘い
家属　

美母娘お誘い
33

¥12,000¥12,000
パパ喝ッ！　

ナマイキおバカなパパメイト
パパ喝ッ！　

ナマイキおバカなパパメイト
22

¥12,000¥12,000
コンビニ○○Z　
善明堤  鳴

コンビニ○○Z　
善明堤  鳴

11

オリジナルヒロインを人気イラストレーター様に描き起こして頂き
　　　　　　　　　　　抱き枕カバーとして展開するブランドですっ！

12/24release NEW12/24release NEW 12/24release NEW12/24release NEW

よいよめつづら



¥9,000¥9,000

※こちらはセパレート仕様ではありません※こちらはセパレート仕様ではありません

ツンDraCsuicide
　抱き枕カバー
ツンDraCsuicide
　抱き枕カバー

5050

¥9,000¥9,000

    劣情シリーズ♥vol.02
　エロ可愛おねえさん先生
    劣情シリーズ♥vol.02
　エロ可愛おねえさん先生

4949

¥9,000¥9,000

夢魔の街コルネリカ
　リリィーとロザリー
夢魔の街コルネリカ
　リリィーとロザリー

48 48 

¥9,000¥9,000

     完璧お嬢様
　完璧緊縛お嬢様と牝執事

     完璧お嬢様
　完璧緊縛お嬢様と牝執事
4747

¥9,000¥9,000

Tiny Evil 
　ニナ＆ヒロコ
Tiny Evil 

　ニナ＆ヒロコ
4646

¥9,000¥9,000

聖騎士ルヴィリアス
　雪肌イリス & ○リ魔女リフリア

聖騎士ルヴィリアス
　雪肌イリス & ○リ魔女リフリア
4545

¥9,000¥9,000

俺が姪を○す理由
　大木 凛夏  M＆D ver.
俺が姪を○す理由

　大木 凛夏  M＆D ver.
4444

¥9,000¥9,000

聖騎士ルヴィリアス
　リフリア & ルヴィリアス
聖騎士ルヴィリアス

　リフリア & ルヴィリアス
4343

¥9,000¥9,000

鬼父
　小生意気ウィッチのホットパンツ

鬼父
　小生意気ウィッチのホットパンツ

42 42 

¥9,000¥9,000

     卒業〇〇電車
　一輌目

     卒業〇〇電車
　一輌目

4141

¥9,000¥9,000

卒業〇〇電車
　二輌目
卒業〇〇電車
　二輌目

4040

¥11,000¥11,000

  異世界ハーレム物語
　フィリア&ティアーネ
  異世界ハーレム物語
　フィリア&ティアーネ

3939

¥11,000¥11,000

       彼女がヤツに抱かれたヒ
　新妻姉妹のイケない昼下がり
       彼女がヤツに抱かれたヒ
　新妻姉妹のイケない昼下がり
3838

¥11,000¥11,000

卒業〇〇電車
　三輌目 
卒業〇〇電車
　三輌目 

3737

¥11,000¥11,000

  異世界ハーレム物語
ティアーネ&リュゼ
  異世界ハーレム物語
ティアーネ&リュゼ

36 36 

¥11,000¥11,000

      White Blue
　白衣の天使 's　イケないご奉仕

      White Blue
　白衣の天使 's　イケないご奉仕

3535

¥11,000¥11,000

  異世界ハーレム物語
　リュゼ&ミラ

  異世界ハーレム物語
　リュゼ&ミラ

3434

¥11,000¥11,000

  異世界ハーレム物語
　ミラ&ナタリヤ
  異世界ハーレム物語
　ミラ&ナタリヤ

3333

¥11,000¥11,000

背徳の境界
　はしたない女教師たちの背徳

背徳の境界
　はしたない女教師たちの背徳
3232

¥12,000¥12,000

百鬼屋探偵事務所
　妖怪探偵「光」&女妖怪「獏」

百鬼屋探偵事務所
　妖怪探偵「光」&女妖怪「獏」
3131

¥12,000¥12,000

うさみみボウケンタン
　うなさか＆イロハ
うさみみボウケンタン
　うなさか＆イロハ

3030

¥12,000¥12,000

      そしてわたしはセンセイに
　小生意気な真っくろフレンズ
      そしてわたしはセンセイに
　小生意気な真っくろフレンズ
2929

¥12,000¥12,000

コスプレチェンジ
　巨乳女子大生「愛真 妹子」

コスプレチェンジ
　巨乳女子大生「愛真 妹子」
2828

¥13,000¥13,000

黒獣　マイア
　第一弾　アクアプレミア 

黒獣　マイア
　第一弾　アクアプレミア 
2727

¥13,000¥13,000

黒獣　クロエ
　第一弾　アクアプレミア 

黒獣　クロエ
　第一弾　アクアプレミア 

2626

¥13,000¥13,000

黒獣　カグヤ
　第一弾　アクアプレミア 

黒獣　カグヤ
　第一弾　アクアプレミア 

2525

¥13,000¥13,000

黒獣　プリム
　第一弾　アクアプレミア 

黒獣　プリム
　第一弾　アクアプレミア 

2424黒獣　セレスティン
　第一弾　アクアプレミア 
黒獣　セレスティン

　第一弾　アクアプレミア 
2323

¥13,000¥13,000¥13,000¥13,000

黒獣　アリシア
　第一弾　アクアプレミア 

黒獣　アリシア
　第一弾　アクアプレミア 
2222

¥13,000¥13,000

黒獣　オリガ
　第一弾　アクアプレミア 

黒獣　オリガ
　第一弾　アクアプレミア 
2121

「2枚購入→トータル金額より1,000 円引き」　　「3枚購入→トータル金額より2,000 円引き」
「4枚購入→トータル金額より3,000 円引き」

複数ご購入のお客様には割引をさせていただきます！！

18歳未満の方はお買求めになれません。

※以降 1枚ごとに 1,000 円引き

抱き枕カバー抱き枕カバー抱き枕カバー
セパレートタイプセパレートタイプ
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