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蒼の彼方のフォーリズム for Nintendo Switch ¥5,000 テイルズオブヴェスペリア REMASTER ¥3,000

AMNESIA for Nintendo Switch ¥3,500 鉄道にっぽん！路線たび 叡山電車編 ¥3,000

UNDERTALE ¥2,500 Dead by Daylight ¥2,500

イースⅧ -Lacrimosa of DANA- ¥5,000 DAEMON X MACHINA ¥2,000

ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション ¥3,000 天穂のサクナヒメ ¥1,500

ウイニングポスト9 2021 ¥4,500 ドンキーコング トロピカルフリーズ ¥2,500

映画すみっコぐらし とびだす絵本と秘密のコ ¥2,000 ナビつき！ つくってわかるはじめてゲームプログラミング ¥1,500

エスプレイドΨ ¥4,000 二ノ国 白き聖灰の女王 for Nintendo Switch ¥2,500

オーバーウォッチ レジェンダリー・エディション ¥3,000 New ポケモンスナップ ¥2,000

オランピアソワレ ¥3,500 信長の野望・創造 with パワーアップキット ¥9,000

ぎゃる☆がん りたーんず ¥2,000 Human Fall Flat ¥2,000

グノーシア ¥2,500 ファイアーエムブレム無双 ¥2,000

クラッシュ・バンディクーレーシング ブッとびニトロ！ ¥1,500 Fit Boxing 2 ¥3,500

五等分の花嫁∬ ～夏の思い出も五等分～ ¥4,000 風雨来記4 ¥4,000

Summer Pockets REFLECTION BLUE ¥4,500 ベヨネッタ2 ¥4,000

シュタインズゲート ダイバージェンシズアソート ¥5,000 ポケットモンスター ソード＋エキスパンションパス ¥6,000

SWEET CLOWN ～午前三時のオカシな道化師～ ¥4,000 Hollow Knight ¥2,000

Splatoon2 ¥3,000 マリオ＆ソニック AT 東京2020オリンピック ¥3,000

絶体絶命都市4Plus for Nintendo Switch ¥3,500 moon PREMIUM EDITION ¥3,000

ゼルダの伝説 夢をみる島 ¥2,500 夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch ¥4,500

大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL ¥4,500 リトルナイトメア デラックスエディション ¥2,000

超・逃走中＆超・戦闘中 ダブルパック ¥2,000 ルーンファクトリー4 スペシャル ¥2,500

チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！ ¥2,000 ルーンファクトリー5 ¥2,500

釣りスピリッツ ¥3,000 ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 ¥4,000
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EARTH DEFENSE FORCE:Iron rain ¥300 テイルズオブヴェスペリア REMASTER ¥3,000

アサシンクリード オデッセイ ¥1,500 テイルズオブゼスティリア Welcome Price！ ¥1,500

アサシンクリード オリジンズ ¥1,500 テイルズオブベルセリア ¥1,200

いただきストリート DQ＆FF 30th Anniversary ¥4,500 Death end re;Quest ¥2,000

英雄伝説 零の軌跡：改 ¥1,000 討鬼伝 極 ¥1,500

鬼武者 ¥500 ドラゴンボールZ KAKAROT ¥2,000

影牢 ～もう1人のプリンセス～ ¥2,500 No Man's Sky ¥4,000

ガンダムブレイカー3 ¥2,000 バイオハザード 4 ¥1,200

機動戦士ガンダム EXTREME VS.マキシブーストON ¥3,000 バイオハザード 5 ¥1,200

ギルティギア STRIVE ¥4,000 バイオハザード 6 ¥1,200

グランツーリスモ SPORT ¥800 バイオハザード オリジンズコレクション ¥1,500

グランド・セフト・オートV ¥1,200 FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE ¥3,000

ケツイ Deathtiny ～絆地獄たち～ ¥3,500 ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ ¥2,500

サイコブレイク2 ¥1,000 北斗が如く ¥500

サムライスピリッツ ¥1,000 MAN EATER（日本版） ¥1,500

The Elder Scrolls:V Skyrim SPECIAL EDITION ¥3,000 428 ～封鎖された渋谷で～ ¥2,000

十三機兵防衛圏 ¥4,500 ライズ オブ ザ トゥームレイダー ¥2,000

真・三國無双7 with 猛将伝 ¥3,500 龍が如く 3 ¥2,000

スーパーロボット大戦T ¥3,500 龍が如く 4 伝説を継ぐ者 ¥1,500

SEKIRO : SHADOWS DIE TWICE ¥1,500 龍が如く 6 命の詩。 ¥1,200

DARK SOULS REMASTERED ¥2,000 龍が如く 7 光と闇の行方 ¥2,500

DARK SOULSⅢ THE FIRE FADES EDITION ¥3,000 龍が如く 維新！ ¥2,000

ダライアスバースト クロニクルセイバーズ ¥3,000 龍が如く 極 ¥800

ダンガンロンパ 1・2 Reload ¥2,000 龍が如く 極2 ¥1,500

地球防衛軍5 ¥1,500 レッド・デッド・リデンプションⅡ ¥800

2 Dark ¥500 ONE PIECE 海賊無双4 ¥1,200
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