４月番組表

赤字は今月のお薦め番組です

１（月）
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:30
17:30
19:00
20:00
21:00
3:00
4:00

２(火)

母●交尾 ［湯本塩原路］ 里中亜矢子
7:00 極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
窓越しの誘惑 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な 8:00 馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
僕との筆下しNTR性交
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
9:00 恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一
乱！ 島津かおる
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師
小野さち 10:30 母●交尾 ［赤城路］ 桐岡さつき
子
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
11:30 18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！ 2
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳 13:00 やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
～マッチョ大好きスケベ妻～
み見る父～ 笹山希
彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
14:00 滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し 15:00 中●し！スレンダー四十路美熟女
乱！ 島津かおる
恥じらうウブな美人セレブ妻にセンズリ見せつけたら興
奮した
初めての夫婦交換 ～熟年スワッピングドキュメント～
16:30 美人妻の無毛の恥丘
快楽に溺れる五十路妻 夫は知らない白昼の情事
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
素●妻ナンパ生中●しセレブDX30人6時間総集編3
母●交尾 ［大月路] 三上由梨絵
完熟総集編～旦那に内緒で乱れまくる腰つき！15人の
淫ら妻 3時間SP～

17:30
19:00
20:00
21:00
2:00
4:00
5:30

４(木)
7:00
8:00
9:00
10:30
11:30
12:30
14:30
16:30
18:30
19:30
21:00
23:30
1:00
3:00
4:30
6:00

５(金)

滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫 7:00
乱！ 島津かおる ～熟年スワッピングドキュメント～
初めての夫婦交換
8:00
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
9:00
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって 10:00
美人妻の無毛の恥丘
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
11:30
セックスレスで欲求不満がたまっている美人妻にセンズ 12:30
リを見せつけたらSEXできちゃいました！
熟女マ●コ中●し集
田舎の高齢近●相姦義五十路母 13:30
「こんなおばさんを誘ってナニがしたいの？」働くおばさ
14:30
んナンパ中●し！VOL.1
母●交尾
［嬬恋路] 神崎久美
16:30
快楽に溺れる五十路妻 夫は知らない白昼の情事
17:30
熟女パンチラナンパ～恥じらい欲情エロ暴走～
18:30
病みつきになる公然不倫！夫婦交換スワッピング 夫が 20:00
見てる前で他人チ●ポを入れられ大興奮！
「あなた見ないで…」旦那の前で抱かれる2時間
完全な 21:00
る隷属編
中●し！スレンダー四十路美熟女
23:00
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
0:00
激しい近●相姦～
超好色五十路初撮り中●しドキュメント
三条つばさ 50歳 2:00
～マッチョ大好きスケベ妻～
4:00
5:00

７(日)
7:00
13:00
14:00
16:00
19:00
21:00
1:00
4:00

素●妻ナンパ生中●しセレブDX30人6時間総集編3
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
「こんなおばさんを誘ってナニがしたいの？」働くおばさ
んナンパ中●し！VOL.1
禁断近●相姦～畜生道に堕ちた女たち２０人～
「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
優しく筆おろししてあげる！6
リアル巨乳妻口説き！イカセ生中●しナンパ4時間ＤＸ
五十路・還暦熟肉乱舞 田舎のおばちゃん20人3時間Ｄ
Ｘ
禁断介護BEST
８名３時間

母●交尾 ［大月路] 三上由梨絵
母●交尾 ［湯本塩原路］ 里中亜矢子
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！ 2 小野さち
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師
子
窓越しの誘惑
向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
【庵叶和子】秘蜜の接待妻

7:00
8:30
11:30
13:30
14:30
17:00
21:00
続・異常性交 五十路義母と子 中●し近●相姦6＜特別 22:00
編＞～大石澪・倉田江里子・翔田千里～
初撮り人妻ドキュメント
斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
0:00
イル
キューティー妻～
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
1:00
乱！ 島津かおる
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞
其の一
2:00
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
3:30
彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
4:30
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し
初めての夫婦交換
～熟年スワッピングドキュメント～
中●しムッチムチ曲線美～太ももの間から滴りおちる蒸
れた愛液～
人妻即ハメ中●し田舎ナンパ～田舎暮らしに憧れて移
住した美人妻は刺激に飢えていた！～
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
優しく筆おろししてあげる！6

８(月)

7:00
8:00
9:00
10:30
11:30
12:30
14:00
15:00
16:30
17:30
18:30
21:00
22:00
1:00
2:30
4:30
6:00

１０(水)
7:00
9:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00
18:00
20:00
21:00
22:30
23:30
1:00
5:00

7:00
8:00
10:00
11:30
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で 19:00
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって
超好色五十路初撮り中●しドキュメント
三条つばさ 50歳 20:00
～マッチョ大好きスケベ妻～
初めての夫婦交換
～熟年スワッピングドキュメント～
21:00
娘婿に狙われた嫁の母親の卑猥過ぎる巨乳6
23:00
人妻さんと童貞君のAV鑑賞 素股筆下しナンパ～ガマン 0:00
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ
尻穴中毒女の初アナルフィスト
神納花
3:00
快楽に溺れる五十路妻 夫は知らない白昼の情事
4:30

人妻さんと童貞君のAV鑑賞 素股筆下しナンパ～ガマン 7:00
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ 10:00
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
初めての夫婦交換 ～熟年スワッピングドキュメント～
11:00
完熟総集編～旦那に内緒で乱れまくる腰つき！15人の 12:30
淫ら妻 3時間SP～
やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
13:30
み見る父～
笹山希 桐岡さつき
母●交尾
［赤城路］
15:00
セックスレスで欲求不満がたまっている美人妻にセンズ 16:00
リを見せつけたらSEXできちゃいました！
熟女マ●コ中●し集
田舎の高齢近●相姦義五十路母 17:00
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師 小野さち 18:00
子
どすけべ地方の団地妻たち
～京都・滋賀・赤穂篇～
19:00
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ 20:00
イル キューティー妻～
団地妻
昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に 21:00
も言えない秘密～
素●熟女ナンパ！発情おばちゃん淫乱肉欲セックス20
22:30
人４時間 4
「あなた見ないで…」旦那の前で抱かれる2時間
完全な 23:30
る隷属編
1:30
4:00

※放送内容は予告なしに変更される場合がございます。

３(水)
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
続・異常性交
五十路義母と子 中●し近●相姦6＜特別
編＞～大石澪・倉田江里子・翔田千里～
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
母●交尾 ［湯本塩原路］ 里中亜矢子
病みつきになる公然不倫！夫婦交換スワッピング 夫が
見てる前で他人チ●ポを入れられ大興奮！
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師
小野さち
子
人妻旅路
巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
中●しムッチムチ曲線美～太ももの間から滴りおちる蒸
れた愛液～ 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
窓越しの誘惑
僕との筆下しNTR性交
母●交尾
［大月路] 三上由梨絵
「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
優しく筆おろししてあげる！6
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁
成宮いろは
禁断近●相姦～畜生道に堕ちた女たち２０人～
ガチンコ中●し！戸越銀座熟女ナンパ
こんな女に抱かれたい 特別編集DX～三浦恵理子・
KAORI・篠田あゆみ～

６(土)
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
厳選豊満熟女中●し１０連発！３時間SP
人妻さんと童貞君のAV鑑賞 素股筆下しナンパ～ガマン
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ
超好色五十路初撮り中●しドキュメント
三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
こんな女に抱かれたい
特別編集DX～三浦恵理子・
KAORI・篠田あゆみ～
淫乱母娘ナンパ
やっぱり親子！恥らいイキまくり8家族
4時間DX 4 ［嬬恋路] 神崎久美
母●交尾
セックスレスで欲求不満がたまっている美人妻にセンズ
リを見せつけたらSEXできちゃいました！
やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
み見る父～ 笹山希
窓越しの誘惑
向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
ママ友泥酔！乱交！発狂！ナンパ中●し9

９(火)

母●交尾 ［赤城路］ 桐岡さつき
7:00 窓越しの誘惑 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
8:00 病みつきになる公然不倫！夫婦交換スワッピング
夫が
見てる前で他人チ●ポを入れられ大興奮！
団地妻 昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に
9:30 初撮り人妻ドキュメント
斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
も言えない秘密～
イル キューティー妻～
超好色五十路初撮り中●しドキュメント
三条つばさ 50歳 10:30 「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
～マッチョ大好きスケベ妻～
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
12:30 優しく筆おろししてあげる！6
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
乱！ 島津かおる
尻穴中毒女の初アナルフィスト 神納花
13:30 美人妻の無毛の恥丘
初めての夫婦交換 ～熟年スワッピングドキュメント～
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって
母●交尾
［嬬恋路] 神崎久美
やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
み見る父～ 笹山希
熟女パンチラナンパ～恥じらい欲情エロ暴走～

14:30
15:30
16:30
18:00
19:00
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
20:00
五十路の義母さんに膣中●し12人3時間スペシャル3 保 21:00
存版
快楽に溺れる五十路妻
夫は知らない白昼の情事
22:30
「あなた見ないで…」旦那の前で抱かれる2時間 完全な
0:00
る隷属編
旦那からの着信は不倫セックス中！バレないよう話して
3:00
いても興奮度はMAXに！いや絶対にバレてる！？
母●交尾
［湯本塩原路］ 里中亜矢子
5:00

１１(木)
禁断介護BEST ８名３時間
母●交尾 ［湯本塩原路］ 里中亜矢子
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一
母●交尾 ［大月路] 三上由梨絵
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！
2
超好色五十路初撮り中●しドキュメント
三条つばさ
50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは

7:00
8:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
17:00
初めての夫婦交換 ～熟年スワッピングドキュメント～
18:00
美人妻の無毛の恥丘
19:00
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫 20:00
乱！ 島津かおる
ガチンコ中●し！戸越銀座熟女ナンパ
21:00
窓越しの誘惑 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な 22:30
僕との筆下しNTR性交
続・異常性交
五十路義母と子 中●し近●相姦6＜特別 23:30
編＞～大石澪・倉田江里子・翔田千里～
こんな女に抱かれたい
特別編集DX～三浦恵理子・
1:30
KAORI・篠田あゆみ～
禁断近●相姦～畜生道に堕ちた女たち２０人～
5:30

極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師 小野さち
子
ガチンコ中●し！戸越銀座熟女ナンパ
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁
成宮いろは
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！ 2
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
厳選豊満熟女中●し１０連発！３時間SP
彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し
調教される義母＜特別編＞第2章～媚薬アクメ恍惚絶
頂～

１２(金)
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
病みつきになる公然不倫！夫婦交換スワッピング 夫が
見てる前で他人チ●ポを入れられ大興奮！
団地妻 昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に
も言えない秘密～
中●し！スレンダー四十路美熟女
旦那からの着信は不倫セックス中！バレないよう話して
いても興奮度はMAXに！いや絶対にバレてる！？
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師
小野さち
子
母●交尾
［赤城路］ 桐岡さつき
快楽に溺れる五十路妻 夫は知らない白昼の情事
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
調教される義母＜特別編＞第2章～媚薬アクメ恍惚絶
頂～
全員顔出しＯＫ！生ハメ中●し巨乳人妻ナンパ４時間4
どすけべ地方の団地妻たち ～京都・滋賀・赤穂篇～

４月番組表

１３(土)
7:00
12:00
16:00
19:00
20:00
21:00
22:00
0:00
3:00
4:00
5:00
6:00

娘婿に狙われた嫁の母親の卑猥過ぎる巨乳6
勇気あるナンパ４時間ＤＸ～年の差15歳以上の可愛い
熟々おばさんをゲットVOL.6～
五十路・還暦熟肉乱舞
田舎のおばちゃん20人3時間Ｄ
Ｘ
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
乱！ 島津かおる
やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
み見る父～
笹山希
母●交尾
［湯本塩原路］
里中亜矢子

7:00
8:30
10:00
12:30
15:30
16:30
「あなた見ないで…」旦那の前で抱かれる2時間 完全な 18:30
る隷属編
完熟総集編～旦那に内緒で乱れまくる腰つき！15人の
19:30
淫ら妻 3時間SP～
初撮り人妻ドキュメント
斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ 21:00
イル キューティー妻～
窓越しの誘惑
向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な 1:00
僕との筆下しNTR性交
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁
成宮いろは
2:00
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
3:00
4:00

１６(火)
7:00
11:00
12:00
13:00
14:00
16:00
17:30
19:00
20:00
21:00
0:00
1:00
3:00
5:00

淫乱母娘ナンパ やっぱり親子！恥らいイキまくり8家族
4時間DX 4
窓越しの誘惑
向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
初めての夫婦交換
～熟年スワッピングドキュメント～
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師 小野さち
子
「あなた見ないで…」旦那の前で抱かれる2時間
完全な
る隷属編
団地妻
昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に
も言えない秘密～
旦那からの着信は不倫セックス中！バレないよう話して
いても興奮度はMAXに！いや絶対にバレてる！？
母●交尾 ［大月路] 三上由梨絵

7:00
8:00
10:00
11:00
12:30
13:30
15:00
16:30
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳 17:30
～マッチョ大好きスケベ妻～
五十路・還暦熟肉乱舞
田舎のおばちゃん20人3時間Ｄ 19:00
Ｘ
美人妻の無毛の恥丘
20:00
セックスレスで欲求不満がたまっている美人妻にセンズ 21:00
リを見せつけたらSEXできちゃいました！
近●相姦
五十路・還暦義母中●しスペシャルコレクショ 22:30
ン
「こんなおばさんを誘ってナニがしたいの？」働くおばさ
0:30
んナンパ中●し！VOL.1
4:30
5:30

１９(金)
7:00
10:00
12:00
13:30
15:00
16:00
18:00
21:00
23:00
0:30
3:00
4:00

禁断近●相姦～畜生道に堕ちた女たち２０人～
人妻即ハメ中●し田舎ナンパ～田舎暮らしに憧れて移
住した美人妻は刺激に飢えていた！～
恥じらうウブな美人セレブ妻にセンズリ見せつけたら興
奮した
どすけべ地方の団地妻たち ～京都・滋賀・赤穂篇～

7:00
8:30
9:30
11:00
美人妻の無毛の恥丘
12:00
近●相姦 五十路・還暦義母中●しスペシャルコレクショ 16:00
ン
厳選豊満熟女中●し１０連発！３時間SP
18:00
熟女マ●コ中●し集 田舎の高齢近●相姦義五十路母 19:00
尻穴中毒女の初アナルフィスト 神納花
21:00
ママ友泥酔！乱交！発狂！ナンパ中●し9
22:00
やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗 23:30
み見る父～ 笹山希
五十路の義母さんに膣中●し12人3時間スペシャル3
保 0:30
存版
2:00
3:00
5:00

２２(月)
7:00
9:00
10:00
11:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:30
18:30
20:00
21:00
22:30
23:30
2:30
4:00

「こんなおばさんを誘ってナニがしたいの？」働くおばさ
んナンパ中●し！VOL.1
初めての夫婦交換
～熟年スワッピングドキュメント～
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
尻穴中毒女の初アナルフィスト 神納花
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
ガチンコ中●し！戸越銀座熟女ナンパ
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
どすけべ地方の団地妻たち
～京都・滋賀・赤穂篇～
窓越しの誘惑 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ
奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！ 2
美人妻の無毛の恥丘

7:00
8:00
9:00
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
団地妻 昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に 20:00
も言えない秘密～
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫 21:00
乱！ 島津かおる８名３時間
禁断介護BEST
0:00
恥じらうウブな美人セレブ妻にセンズリ見せつけたら興
2:00
奮した
五十路・還暦熟肉乱舞
田舎のおばちゃん20人3時間Ｄ
3:00
Ｘ
5:30

赤字は今月のお薦め番組です

※放送内容は予告なしに変更される場合がございます。

１４(日)

１５(月)

尻穴中毒女の初アナルフィスト 神納花
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！ 2
熟女パンチラナンパ～恥じらい欲情エロ暴走～

7:00
8:30
9:30
五十路の義母さんに膣中●し12人3時間スペシャル3 保 11:00
存版
初めての夫婦交換
～熟年スワッピングドキュメント～
12:00
彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
13:00
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し 14:00
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
どすけべ地方の団地妻たち ～京都・滋賀・赤穂篇～
16:00
素●熟女ナンパ！発情おばちゃん淫乱肉欲セックス20 17:00
人４時間 4
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師
小野さち 18:30
子
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
21:00
乱！ 島津かおる
母●交尾
［嬬恋路] 神崎久美
22:30
私みたいなおばさんが本当にいいの？～初めての不倫
0:30
セックスに悶え乱れる美熟妻たち～3時間DX
2:30
4:00
5:30

１７(水)

２０(土)

中●しムッチムチ曲線美～太ももの間から滴りおちる蒸
れた愛液～
人妻旅路
巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
こんな女に抱かれたい
特別編集DX～三浦恵理子・
KAORI・篠田あゆみ～
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって
「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
優しく筆おろししてあげる！6
人妻さんと童貞君のAV鑑賞 素股筆下しナンパ～ガマン
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ
快楽に溺れる五十路妻 夫は知らない白昼の情事
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一
病みつきになる公然不倫！夫婦交換スワッピング 夫が
見てる前で他人チ●ポを入れられ大興奮！

声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師 小野さち
子
旦那からの着信は不倫セックス中！バレないよう話して
いても興奮度はMAXに！いや絶対にバレてる！？
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
み見る父～ 笹山希
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
母●交尾 ［大月路] 三上由梨絵
団地妻 昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に
も言えない秘密～
窓越しの誘惑
向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁
成宮いろは
病みつきになる公然不倫！夫婦交換スワッピング 夫が
見てる前で他人チ●ポを入れられ大興奮！
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
全員顔出しＯＫ！生ハメ中●し巨乳人妻ナンパ４時間4
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
優しく筆おろししてあげる！6
初めての夫婦交換
～熟年スワッピングドキュメント～
人妻さんと童貞君のAV鑑賞 素股筆下しナンパ～ガマン
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ

２１(日)

快楽に溺れる五十路妻 夫は知らない白昼の情事
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
中●し！スレンダー四十路美熟女

7:00
8:00
12:00
初めての夫婦交換 ～熟年スワッピングドキュメント～
13:30
素●熟女ナンパ！発情おばちゃん淫乱肉欲セックス20 15:00
人４時間 4
「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
16:00
優しく筆おろししてあげる！6
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師
小野さち 18:00
子
中●しムッチムチ曲線美～太ももの間から滴りおちる蒸
20:00
れた愛液～
母●交尾
［大月路] 三上由梨絵
21:00
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿 1:00
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！ 2
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
2:00
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一
4:00
窓越しの誘惑 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な 5:00
僕との筆下しNTR性交
続・異常性交
五十路義母と子 中●し近●相姦6＜特別
編＞～大石澪・倉田江里子・翔田千里～
彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し

２３(火)

熟女パンチラナンパ～恥じらい欲情エロ暴走～
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって

初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁
成宮いろは

18(木)

馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
7:00
調教される義母＜特別編＞第2章～媚薬アクメ恍惚絶
8:00
頂～
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
9:30
乱！ 島津かおる
快楽に溺れる五十路妻
夫は知らない白昼の情事
10:30
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
11:30
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で 12:30
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって 13:30
ガチンコ中●し！戸越銀座熟女ナンパ
母●交尾 ［湯本塩原路］ 里中亜矢子
14:30
中●し！スレンダー四十路美熟女
16:00
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
17:00
母●交尾 ［嬬恋路] 神崎久美
18:00
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一
19:30
彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
21:00
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し
勇気あるナンパ４時間ＤＸ～年の差15歳以上の可愛い
1:00
熟々おばさんをゲットVOL.6～
母●交尾
［赤城路］ 桐岡さつき
2:00
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿 4:00
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！ 2
5:00

やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
み見る父～［嬬恋路]
笹山希 神崎久美
母●交尾
快楽に溺れる五十路妻 夫は知らない白昼の情事
母●交尾 ［大月路] 三上由梨絵
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～ ～熟年スワッピングドキュメント～
初めての夫婦交換
母●交尾 ［湯本塩原路］ 里中亜矢子
人妻さんと童貞君のAV鑑賞 素股筆下しナンパ～ガマン
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ
超好色五十路初撮り中●しドキュメント
三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
人妻旅路
巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
母●交尾 ［赤城路］ 桐岡さつき
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
完熟総集編～旦那に内緒で乱れまくる腰つき！15人の
淫ら妻 3時間SP～
人妻即ハメ中●し田舎ナンパ～田舎暮らしに憧れて移
住した美人妻は刺激に飢えていた！～
美人妻の無毛の恥丘

中●し！スレンダー四十路美熟女
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
恥じらうウブな美人セレブ妻にセンズリ見せつけたら興
奮した
【庵叶和子】秘蜜の接待妻

人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
全員顔出しＯＫ！生ハメ中●し巨乳人妻ナンパ４時間4
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
調教される義母＜特別編＞第2章～媚薬アクメ恍惚絶
頂～
人妻さんと童貞君のAV鑑賞
素股筆下しナンパ～ガマン
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ
母●交尾
［湯本塩原路］ 里中亜矢子
淫乱母娘ナンパ やっぱり親子！恥らいイキまくり8家族
4時間DX 4
超好色五十路初撮り中●しドキュメント
三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
熟女マ●コ中●し集
田舎の高齢近●相姦義五十路母
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師 小野さち
子
セックスレスで欲求不満がたまっている美人妻にセンズ
リを見せつけたらSEXできちゃいました！

２４(水)
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:30
15:30
16:30
17:30
19:00
20:00
21:00
23:00
2:00
3:00
5:00

【庵叶和子】秘蜜の接待妻
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師 小野さち
子
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し
母●交尾
［嬬恋路] 神崎久美
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一
窓越しの誘惑 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
滋賀で稲を刈っていた美乳美尻のお母さんはスンゲェ淫
乱！ 島津かおる
やらしく責める義母と悶える息子～それをただ静かに盗
み見る父～ 笹山希
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ
奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！
人妻旅路
巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜 2
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
「こんなおばさんを誘ってナニがしたいの？」働くおばさ
んナンパ中●し！VOL.1
私みたいなおばさんが本当にいいの？～初めての不倫
セックスに悶え乱れる美熟妻たち～3時間DX
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
セックスレスで欲求不満がたまっている美人妻にセンズ
リを見せつけたらSEXできちゃいました！
中●しムッチムチ曲線美～太ももの間から滴りおちる蒸
れた愛液～

４月番組表

赤字は今月のお薦め番組です

２５(木)
7:00
8:00
9:30
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
21:00
22:30
0:00
1:30
5:30

初めての夫婦交換 ～熟年スワッピングドキュメント～
ガチンコ中●し！戸越銀座熟女ナンパ
五十路・還暦熟肉乱舞 田舎のおばちゃん20人3時間Ｄ
Ｘ
旦那からの着信は不倫セックス中！バレないよう話して
いても興奮度はMAXに！いや絶対にバレてる！？
「何度も中●ししていいですよ」素●奥さんが童貞クンに
優しく筆おろししてあげる！6
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
母●交尾 ［赤城路］ 桐岡さつき
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
調教される義母＜特別編＞第2章～媚薬アクメ恍惚絶
頂～
恥じらうウブな美人セレブ妻にセンズリ見せつけたら興
奮した
一人暮らしの僕の家に泊まりに来たママと従叔母。隣で
寝ている従叔母のお尻にチンポ当てたら気持ち良くって
中●し！スレンダー四十路美熟女
リアル巨乳妻口説き！イカセ生中●しナンパ4時間ＤＸ
団地妻 昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に
も言えない秘密～

２６(金)
7:00
9:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:30
18:00
20:00
21:00
23:00
0:00
1:30
4:30
5:30

２８(日)
7:00
9:30
11:30
13:30
15:00
18:00
19:30
21:00
1:00
6:00

ママ友泥酔！乱交！発狂！ナンパ中●し9
セックスレスで欲求不満がたまっている美人妻にセンズ
リを見せつけたらSEXできちゃいました！
「あなた見ないで…」旦那の前で抱かれる2時間
完全な
る隷属編
快楽に溺れる五十路妻
夫は知らない白昼の情事
完熟総集編～旦那に内緒で乱れまくる腰つき！15人の
淫ら妻 3時間SP～
団地妻
昼顔夫人 2～真昼の情事 4人の妻たちの誰に
も言えない秘密～
恥じらうウブな美人セレブ妻にセンズリ見せつけたら興
奮した
勇気あるナンパ４時間ＤＸ～年の差15歳以上の可愛い
熟々おばさんをゲットVOL.6～
娘婿に狙われた嫁の母親の卑猥過ぎる巨乳6

※放送内容は予告なしに変更される場合がございます。

7:00
8:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:30
18:30
19:30
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師 小野さち 21:00
子
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
6:00

こんな女に抱かれたい 特別編集DX～三浦恵理子・
KAORI・篠田あゆみ～
人妻旅路
巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
どすけべ地方の団地妻たち ～京都・滋賀・赤穂篇～
母●交尾 ［嬬恋路] 神崎久美
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～ 夫は知らない白昼の情事
快楽に溺れる五十路妻
尻穴中毒女の初アナルフィスト 神納花
「あなた見ないで…」旦那の前で抱かれる2時間 完全な
る隷属編
窓越しの誘惑
向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
人妻さんと童貞君のAV鑑賞
素股筆下しナンパ～ガマン
できずズボッと生挿入！まさかの中●し！そしておかわ
声が出せない絶頂授業で10倍濡れる人妻教師
小野さち
子
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～
禁断介護BEST ８名３時間
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一

２７(土)
7:00
9:00
11:00
15:00
16:00
18:00
19:30
21:00
22:00
23:00
0:30
1:30
3:30
4:30
6:00

２９(月)
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
熟女マ●コ中●し集
田舎の高齢近●相姦義五十路母
窓越しの誘惑 向かい部屋に住む人妻と覗き魔で童貞な
僕との筆下しNTR性交
私みたいなおばさんが本当にいいの？～初めての不倫
セックスに悶え乱れる美熟妻たち～3時間DX
母●交尾 ［嬬恋路] 神崎久美
恥らう美人妻たちのセンズリ鑑賞 其の一
続・異常性交 五十路義母と子 中●し近●相姦6＜特別
編＞～大石澪・倉田江里子・翔田千里～
美人妻の無毛の恥丘
旦那からの着信は不倫セックス中！バレないよう話して
いても興奮度はMAXに！いや絶対にバレてる！？
近●相姦
五十路・還暦義母中●しスペシャルコレクショ
ン
極上！！五十路奥さま初脱ぎAVドキュメントDX
初めての夫婦交換 ～熟年スワッピングドキュメント～
馬並みの兄貴にメロメロにされた俺の嫁 成宮いろは
初撮り人妻ドキュメント 斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
厳選豊満熟女中●し１０連発！３時間SP
【庵叶和子】秘蜜の接待妻

彼女のお母さんにHの練習だからとお願いしまくって素
股してたら「あっ！生で入っちゃった！」そのまま中●し
近●相姦
五十路・還暦義母中●しスペシャルコレクショ
ン
リアル巨乳妻口説き！イカセ生中●しナンパ4時間ＤＸ
【庵叶和子】秘蜜の接待妻
人妻即ハメ中●し田舎ナンパ～田舎暮らしに憧れて移
住した美人妻は刺激に飢えていた！～
ガチンコ中●し！戸越銀座熟女ナンパ
病みつきになる公然不倫！夫婦交換スワッピング 夫が
見てる前で他人チ●ポを入れられ大興奮！
母●交尾
［赤城路］ 桐岡さつき
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
旦那からの着信は不倫セックス中！バレないよう話して
いても興奮度はMAXに！いや絶対にバレてる！？
初撮り人妻ドキュメント
斐川ゆい32歳～絶品モデルスタ
イル キューティー妻～
「こんなおばさんを誘ってナニがしたいの？」働くおばさ
んナンパ中●し！VOL.1
超好色五十路初撮り中●しドキュメント 三条つばさ 50歳
～マッチョ大好きスケベ妻～
18cmのデカマラをいきなり見せつけナンパ 奥様不貞挿
入！激しいピストンにイクイクが止まらない！
2
初めての夫婦交換
～熟年スワッピングドキュメント～

３０(火)
7:00
11:00
14:00
15:00
16:00
17:00
21:00
23:30
5:30

勇気あるナンパ４時間ＤＸ～年の差15歳以上の可愛い
熟々おばさんをゲットVOL.6～
禁断介護BEST
８名３時間
人妻旅路 巨乳巨尻の美人妻 さくらい葉菜
母●交尾 ［大月路] 三上由梨絵
母●交尾 ［赤城路］ 桐岡さつき
素●熟女ナンパ！発情おばちゃん淫乱肉欲セックス20
人４時間 4
こんな女に抱かれたい
特別編集DX～三浦恵理子・
KAORI・篠田あゆみ～
素●妻ナンパ生中●しセレブDX30人6時間総集編3
ある人里離れた山村の性風習～村暮らしとは思えない
激しい近●相姦～

