５月番組表

赤字は今月のお薦め番組です

１（水）
7:00
9:00
10:00
11:30
13:00
14:30
16:30
18:30
20:30
22:00
23:30
0:30
1:30
3:00

２(木)

中●し破壊 黒人巨大マラ 巨乳無残！
近●相姦AVを見た義妹のパンティがグショ濡れ!!実は僕
以上の超絶ムッツリスケベだった義妹と生まれて初めて

7:00
9:00
10:30
12:00
13:30
16:30
17:30
19:30
21:30
23:00
0:30
2:30
1:30 緊縛絶叫鬼イカセ 椎名ゆな
3:30
3:00 オッパイ美人なおばさんに家庭教師をお願いしたら隣の 5:00
谷間に童貞チ●ポは勃起っぱなし！
5:00 完全●撮！素●風俗店破り！～あの手この手で本●ア
タック！ 耳かきエステ編

幼稚園で一緒の美人ママ友を騙し取材！スケベ取材で
先っぽだけの約束が中●しまでされ「えっ！？」３
ガチ本●！！極上素●ナンパ即挿入！！in浦和

7:00
8:30
【坂口みほの】超絶かわいいコスプレだけを集めましたぁ 10:30
Tバックくい込み女子●生 ④
12:00
プラチナ級素●清楚妻による優しい童貞筆おろし2
13:30
自宅で縛られアナルを開発された美人妻 橘メアリー
15:00
半ケツ状態のママチャリ妻にエッチないたずら！！サド 16:00
ルに媚薬を塗りたくったら、ヨガりまくりなので、そのまま
性欲処理用の妻
桐岡さつき
18:00
痴女の棲家～司ミコト 男を連れ込みハメ撮り動画を撮 19:00
影するオンナ
媚薬で豹変したお嬢様たちの本性丸出しアクメ映像！
21:00
マッサージ師NTR 「夫は愛しているわ、ケド私が欲しい
22:30
のはオチ○ポなの！」 音羽文子
街頭インタビュー中にナイショでご本人登場！！
波多野 0:00
結衣 蓮実クレア 浜崎真緒と素●さんがご対面中●し
ラグジュアリーな人妻たちの淫猥生中●しSEX
2:00
《検証実験企画》友達同士の男女が密室で二人っき
4:00
り！？コンドームを目の前に、男女の友情は保たれるの
宇宙少女
最上架純のやみつき高級エステ
5:00

７(火)
7:00
9:00
10:30
11:30
13:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:30
22:00
0:00
2:00
3:30
5:00

５(日)
しゃぶる！咥える！舐め尽くす！フェラチオ中毒女のや
らしすぎる性交！
素股中に強力媚薬をチ●コにこっそり塗りこんで擦り続
けていたら我慢できずに勝手に生挿入してイキまくる高
終電逃して泊めてもらうことになったメイクを落とした女
上司のすっぴんが可愛くて不覚にも超勃起！そのまま
ザ・ラスト・アイドル・デビュー 夢見照うた
こんな淫らな黄金比BODYに弄ばれてみたい！！【仲村
茉莉恵・浜崎真緒・西條るり】
いじめてドM志願！マゾ巨乳女子学●
あやたん
童貞の僕が処女の幼馴染にパンティ越しのH練習をお
願い!汚すとまずいからと生で素股したらヌルヌルのお股
犯された巨乳ヨガインストラクター
女のカラダは腰使いで決まる！～シリーズ最高の淫乱
ボディが勢揃い～
高確率でヤレると噂のマッチングアプリで会った爆乳Ｎさ
ん(広島県出身/上京し一人暮らし/証券会社勤務)
息子の担任に犯され続ける美人巨乳妻～伝説ソープ嬢
の過去がばれて…君島みお
媚薬緊縛レ●プ 媚薬でイカされ、縛られて嬲られる人妻
たち・・・
偶然見えたカワイイ女子●生の純白パンチラ♥そのまま
中●ししちゃいました!
ねえ、妊娠させてよ❤ 孕みたがる中●し美少女 波木は
るか
最強素●軟派！！激アツ東武東上線沿線！！

ラグジュアリーな人妻たちの淫猥生中●しSEX
ザ・ラスト・アイドル・デビュー 夢見照うた
4人でルームシェアする痴女っ娘たちの自宅中●し合コ
ン2
リケジョの生態を徹底調査！～研究成果を証明するた
めに、自ら開発した媚薬で連続絶頂、大量噴射してしま
オッパイ美人なおばさんに家庭教師をお願いしたら隣の
谷間に童貞チ●ポは勃起っぱなし！
ナンパして媚薬チ●ポを手コキさせたら、激エロオーラ
が止まらない！５人の豹変素●娘！
酔いつぶれた美人の同僚に無理矢理中●し！

7:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:30
16:00
プラチナ級素●清楚妻による優しい童貞筆おろし2
17:30
さらば青春の光～クラスメイト達との学園生活とセックス 19:00
事情～ 夢咲ひなみ・持田栞里・皆月ひかる
温泉旅館で頼んだマッサージ師が若くて超美人！サー
21:00
ビス中に自然と浴衣がはだけて勃起チ○ポが露出！ダ
ねえ、妊娠させてよ❤
孕みたがる中●し美少女 波木は 22:00
るか
旦那からの着信は不倫セックス中！！不倫相手に促さ
0:00
れ電話に出た人妻は、必死に喘ぎ声を押し殺してはいた
人妻アクシデント
下着モデル撮影のアルバイトで「パン
1:00
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入っ
高級風俗フルコース
結城あい菜
2:30
3:30
5:30

7:00
8:30
10:00
12:00
13:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:30
22:00
23:30
0:30
2:30
4:00
5:00

最近毎日見かける、美人で可愛いＯＬに思い切って声掛け
てみたら案外簡単に・・・
妊娠必須！人気女優中●し20連発3時間スペシャル
馬用興奮剤を飲んだ男女が中●しぐちょぐちょ種付けSEX
風間ゆみ
妻が●●●をしている間に、誘惑する妻の友達。初めは
冗談かと疑いつつも、完全に誘ってる!?すぐ隣にいるにも
巨乳幸福論～旦那がいながらも他人に乳を見せたがる人
妻編
巨乳インストラクターを指名し、媚薬アロマを炊いた部屋で
ストレッチをしてムラムラきたところで密着生中●しSEX!!
朝のゴミ捨て場ですれ違うノーブラ奥さん 春菜はな
ケガした僕の介助にボランティアの綺麗な人妻さんがやっ
てきた！下着のラインがくっきりなピタパンで無意識に密着
全身受精
佐々木あき
義父に寝取ら(NTR)れて… 真木今日子
胸を押しつけながら超密着してくる巨乳人妻の発情サイン
を見逃すな!

4人でルームシェアする痴女っ娘たちの自宅中●し合コン2
濃厚濃密ねっとりとしたくちづけと性交 ～春野あすか～
旦那からの着信は不倫セックス中！！不倫相手に促され
電話に出た人妻は、必死に喘ぎ声を押し殺してはいたが、
名物「特盛り潮茶漬け」
下町義母子の弁当屋 涙の人情
ものがたり
素●女子大生限定!パンティ素股でカチカチち●ぽがアソ
コに擦れて赤面発情!クロッチは恥ずかし汁まみれ!そのま
女子●生痴●バス～閉ざされた空間～ 柚木彩花
いつの間にか僕の部屋でたむろうようになった家●女子●
生たちは、いつも僕のチ●ポを弄ぶ！
欲求不満な社宅妻と美しい義母たち
神咲詩織～痴女のススメ
誰にも見せられない有名私立女子●生の本性丸出しナマ
交尾
新作の水着モニター募集！簡単高収入バイトにやってき
た爆乳娘！！VOL.2
弟の嫁 塚田詩織
リケジョの生態を徹底調査！～研究成果を証明するため
に、自ら開発した媚薬で連続絶頂、大量噴射してしまう理
朝のゴミ捨て場ですれ違うノーブラ奥さん
春菜はな
美人すぎる定食屋店員
【佐倉絆 星美りか】ベストフレンド 6

９(木)
7:00
9:00
10:30
12:00
14:00
16:00
17:30
19:30
20:30
22:30
23:30
2:00
3:30
5:00

１１(土)
妻が●●●をしている間に、誘惑する妻の友達。初めは
冗談かと疑いつつも、完全に誘ってる!?すぐ隣にいるにも
パイパンマ●コで種付け中●しSEX
宮崎あや
帰省したヤリマン3姉妹のご近所中●し物語 大槻ひびき
AIKA 葉月七瀬
いじめてドM志願！マゾ巨乳女子学●
あやたん
義父に寝取ら(NTR)れて… 真木今日子
高確率でヤレると噂のマッチングアプリで会った爆乳Ｎさ
ん(広島県出身/上京し一人暮らし/証券会社勤務)
酔っ払った女はヤバいエロい!!話しているだけでエロい事
務職のOLさん。昼間は真面目に働いているが、夜はお
朝のゴミ捨て場ですれ違うノーブラ奥さん 春菜はな

一日だけの体験入店の人妻デリヘル嬢は必ずヤレる!?生
ハメ、中●しまでガッツリヤッちゃいました!
緊縛調教に堕ちた美乳令嬢姉妹
～さとう遥希・大槻ひび
き～
隣のおじさんに犯され続ける美しすぎる団地妻

６(月)

８(水)

世間知らずのタダ乗りヒッチハイカー娘に親切な男を
7:00 小さい胸に悩む女性をバストアップと称して乳揉みまく
装って生中●し！！
り!!最後に本●まで持ち込む極悪指圧師の手口
中●し破壊
黒人巨大マラ 巨乳無残！
9:00 媚薬で豹変したお嬢様たちの本性丸出しアクメ映像！
全身受精 佐々木あき
10:30 マッサージ師NTR 「夫は愛しているわ、ケド私が欲しい
音羽文子
近●相姦AVを見た義妹のパンティがグショ濡れ!!実は僕 12:00 のはオチ○ポなの！」
いろんなシチュエーションの濃厚SEXをたっぷり150分35
以上の超絶ムッツリスケベだった義妹と生まれて初めて 14:30 人凝縮スペシャル
大胆なパンチラ誘惑に、気づいたらハメてしまった僕
隣のおじさんに犯され続ける美しすぎる団地妻
義父を愛してしまった人妻 愛咲れいら
16:00 僕の部屋からこっそり持ち出したAVを友達と一緒に興味
津々で鑑賞する女子●生の義妹と友達。そんなHな光景
滋養強壮ドリンクと称した媚薬のチラシをマンションに投 18:00 現役OLの高収入裏バイト
～生ハメSEXで狂う清楚OL～
函！連絡をしてきた若妻をそのまま頂きました！！
淫乱すぎる義理叔母
星野あかり ～巨乳が魅力的な
20:00 緊縛令嬢 かすみ果穂
叔母さんは欲情した肉体で僕を誘惑する～
女子●生孕ませレ●プ中●し20連発
なつめ愛莉
21:00 軟派即日セックススペシャル！！
酔っ払った女はヤバいエロい!!話しているだけでエロい事 23:30 「中に●して…夫と子供には内緒！」自宅で愚痴聞き屋
務職のOLさん。昼間は真面目に働いているが、夜はお
に中●しセックスをせがむ美人妻たち3
人妻アクシデント
下着モデル撮影のアルバイトで「パン
1:30 自己犠牲レ●プ
旦那の為なら何でもします ●員の妻
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入っ
僕だけの美人家庭教師
スペシャル2時間3
2:30 Tバックくい込み女子●生 ④
巨乳インストラクターを指名し、媚薬アロマを炊いた部屋
4:30 ユーザー参加企画！あなたの卒業アルバムで一番かわ
でストレッチをしてムラムラきたところで密着生中●し
いい元同級生のオマ●コを見てみませんか?
モテない僕が片思いのクラスメイトに媚薬入りのスペシャ
5:30 藤井シェリー☆初オールプロデュース作「発情痴女」
ルプレゼント!!気を良くした女子●生はあっさり媚薬の餌
ガチ本●！！美乳素●ナンパ即挿入ｉｎ所沢 ～素●娘
のあんなトコロもこんなトコロも全部が美味しい所沢編～

１０(金)
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10:30
12:00
14:00
16:00
18:00
19:00
21:00
23:00
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2:00
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３(金)

リケジョの生態を徹底調査！～研究成果を証明するた
5:00 麗しの美人OL～キャリアウーマンから新人ＯＬまで！7
めに、自ら開発した媚薬で連続絶頂、大量噴射してしま
人の綺麗なお姉さんがあなたの股間を熱くする！！～
弟の嫁
塚田詩織
7:00 友達のお母さん
雨宮真貴
高確率でヤレると噂のマッチングアプリで会った爆乳Ｎさ 8:00 軟派即日セックススペシャル！！
ん(広島県出身/上京し一人暮らし/証券会社勤務)
女のカラダは腰使いで決まる！これぞ絶品のクビレ美
10:30 酔っ払った女はヤバいエロい!!話しているだけでエロい事
女！
麻倉憂～麻倉憂がやさしく捧げるあなただけのセックス 12:00 務職のOLさん。昼間は真面目に働いているが、夜はお
【超S級】AVに応募してきた、カラダに自信がある素●娘
たち！！
絶倫人妻が性教育と称して少●チ●ポにハメ強要！！ 13:30 ガチ本●！！美乳素●ナンパ即挿入ｉｎ所沢
～素●娘
のあんなトコロもこんなトコロも全部が美味しい所沢編～
ガチ本●！山陰素●ナンパ即挿入！～大当たり連発の 15:30 見ているだけでヌケる？！濃厚に絡みつく5つの贅沢
鳥取編～
BODY
「え?童貞なの?」は貴重な初チ●ポを堪能出来るオンナ
17:30 人妻アクシデント
下着モデル撮影のアルバイトで「パン
達が本気になるサインだ!筆おろしBEST2時間SP
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入っ
ザ・ラスト・アイドル・デビュー
夢見照うた
19:30 モテない僕が片思いのクラスメイトに媚薬入りのスペシャ
ルプレゼント!!気を良くした女子●生はあっさり媚薬の餌
終電逃して泊めてもらうことになったメイクを落とした女
21:00 4人でルームシェアする痴女っ娘たちの自宅中●し合コ
上司のすっぴんが可愛くて不覚にも超勃起！そのまま
ン2
いじめてドM志願！マゾ巨乳女子学●
あやたん
22:30 旦那からの着信は不倫セックス中！！不倫相手に促さ
れ電話に出た人妻は、必死に喘ぎ声を押し殺してはいた
女子●生痴●バス～閉ざされた空間～ 柚木彩花
0:30 友達のお母さん
【愛咲れいら】
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※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
8:30
10:00
11:30
13:30
15:30
17:00
18:00
普通のアルバイト帰りの素●娘に生ハメSEXバイト勧誘 20:00
佐倉絆 ガマンできないスゴテク業界NO.1フェラ
21:00
童貞の僕が処女の幼馴染にパンティ越しのH練習をお
22:30
願い!汚すとまずいからと生で素股したらヌルヌルのお股
淫乱すぎる親戚の義理叔母
当真ゆき
0:30
女子●生孕ませレ●プ中●し20連発 阿部乃みく
1:30
弟の嫁 塚田詩織
2:30
酔った上司を自宅まで送り届けた部下。「出迎えた美人
4:00
奥様に興奮して、フル勃起チ●ポを見せつけると、上司
【超S級】AVに応募してきた、カラダに自信がある素●娘
5:00
たち！！

ケガした僕の介助にボランティアの綺麗な人妻さんがやっ
てきた！下着のラインがくっきりなピタパンで無意識に密着
新作の水着モニター募集！簡単高収入バイトにやってき
た爆乳娘！！VOL.2
誰にも見せられない有名私立女子●生の本性丸出しナマ
交尾
街頭インタビュー中にナイショでご本人登場！！ 波多野
結衣 蓮実クレア 浜崎真緒と素●さんがご対面中●しSEX
麗しの美人OL～キャリアウーマンから新人ＯＬまで！7人
の綺麗なお姉さんがあなたの股間を熱くする！！～
痴女の棲家～司ミコト 男を連れ込みハメ撮り動画を撮影
するオンナ
都内某日焼けサロンで店長の居ない間にバイトが媚薬入
り特性オイルを黒ギャルに塗りこませ、イキ狂った黒ギャ
寝盗られた人妻 牧原れい子 ～肉体調教の果てに、清楚
な人妻は自ら他人棒を求め。。。～
「え?童貞なの?」は貴重な初チ●ポを堪能出来るオンナ達
が本気になるサインだ!筆おろしBEST2時間SP
絶品ボディの貸し切りS級素●娘。ひなのちゃん（18歳）
中●し願望の素●娘！～とにかくナマが好き！何が何で
もナマじゃなきゃイヤっ！
終電逃して泊めてもらうことになったメイクを落とした女上
司のすっぴんが可愛くて不覚にも超勃起！そのままハメ
女のカラダは腰使いで決まる！これぞ絶品のクビレ美
女！
修●旅行で女子のお風呂を覗いたら…憧れのあの子の
おっぱい陰毛丸見え！生ま●こもチラ見え！！バレそうに

１２(日)
究極のセンズリ鑑賞！！街を歩いている●人さんに、ガッ
つりセンズリ見てもらったら・・・
巨乳インストラクターを指名し、媚薬アロマを炊いた部屋で
ストレッチをしてムラムラきたところで密着生中●しSEX!!
緊縛絶叫鬼イカセ 椎名ゆな
「中に●して…夫と子供には内緒！」自宅で愚痴聞き屋に
中●しセックスをせがむ美人妻たち3
そんなに揺れたら中に●さずにはいられない巨乳・中●し
BEST 2
モテない僕が片思いのクラスメイトに媚薬入りのスペシャ
ルプレゼント!!気を良くした女子●生はあっさり媚薬の餌食
いいなり義母 北島玲
童貞の僕が一人暮らしの部屋に清掃業者を呼んだら、ま
さかの巨乳ちゃん登場。汗ばんだ胸元、浮き出た乳首に堪
コスプレ中●しFUCK！
成瀬心美
中●し破壊 黒人巨大マラ 巨乳無残！
街頭インタビュー中にナイショでご本人登場！！ 波多野
結衣 蓮実クレア
浜崎真緒と素●さんがご対面中●しSEX
全身受精
佐々木あき
隣の新妻 向井恋
マッサージ師NTR 「夫は愛しているわ、ケド私が欲しいの
はオチ○ポなの！」 音羽文子
馬用興奮剤を飲んだ男女が中●しぐちょぐちょ種付けSEX
風間ゆみ
ガチ本●！山陰素●ナンパ即挿入！～大当たり連発の鳥
取編～

５月番組表

赤字は今月のお薦め番組です

１３(月)
7:00
9:00
10:30
12:00
14:30
16:00
17:30
19:30
20:30
21:30
23:00
1:00
3:00
5:00

１４(火)

ボクとノーブラ爆乳秘書SP
5本●！【星美りか】 5つのシュチュエーションで本気
モード全開の濃密ＳＥＸ！！
息子の担任に犯され続ける美人巨乳妻～伝説ソープ嬢
の過去がばれて…君島みお
軟派即日セックススペシャル！！

7:00
9:00
10:30
12:30
終電逃して泊めてもらうことになったメイクを落とした女
14:30
上司のすっぴんが可愛くて不覚にも超勃起！そのまま
幼稚園で一緒の美人ママ友を騙し取材！スケベ取材で
16:00
先っぽだけの約束が中●しまでされ「えっ！？」３
くぱくぱマ●コにザーメンどばぁ
愛華みれい 佳苗るか
17:30
広瀬うみ 長谷川モニカ
自宅で縛られアナルを開発された美人妻
橘メアリー
19:30
義父を愛してしまった人妻 愛咲れいら
21:30
隣のおじさんに犯され続ける美しすぎる団地妻
22:30
ガチ本●！！美乳素●ナンパ即挿入ｉｎ所沢 ～素●娘
0:30
のあんなトコロもこんなトコロも全部が美味しい所沢編～
近●相姦AVを見た義妹のパンティがグショ濡れ!!実は僕 2:00
以上の超絶ムッツリスケベだった義妹と生まれて初めて
さらば青春の光～クラスメイト達との学園生活とセックス
3:30
事情～ 夢咲ひなみ・持田栞里・皆月ひかる
媚薬緊縛レ●プ
媚薬でイカされ、縛られて嬲られる人妻 5:00
たち・・・

１６(木)
7:00
8:00
9:30
11:00
13:00
14:00
17:00
18:00
19:30
20:30
22:30
0:00
2:00
3:30
5:00

犯された巨乳ヨガインストラクター
朝のゴミ捨て場ですれ違うノーブラ奥さん 春菜はな
女子●生孕ませレ●プ中●し20連発 阿部乃みく
さらば青春の光～クラスメイト達との学園生活とセックス
事情～ 夢咲ひなみ・持田栞里・皆月ひかる
友達のお母さん
【愛咲れいら】
50人3時間 美巨乳美女のド迫力SEX
弟の嫁 塚田詩織
高確率でヤレると噂のマッチングアプリで会った爆乳Ｎさ
ん(広島県出身/上京し一人暮らし/証券会社勤務)
宇宙少女
最上架純のやみつき高級エステ
世間知らずのタダ乗りヒッチハイカー娘に親切な男を
装って生中●し！！
巨乳インストラクターを指名し、媚薬アロマを炊いた部屋
でストレッチをしてムラムラきたところで密着生中●し
プラチナ級素●清楚妻による優しい童貞筆おろし2
隣のおじさんに犯され続ける美しすぎる団地妻
最近毎日見かける、美人で可愛いＯＬに思い切って声掛
けてみたら案外簡単に・・・
リケジョの生態を徹底調査！～研究成果を証明するた
めに、自ら開発した媚薬で連続絶頂、大量噴射してしま

性欲処理用の妻 桐岡さつき
人妻アクシデント 下着モデル撮影のアルバイトで「パン
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入っ
佐倉絆
ガマンできないスゴテク業界NO.1フェラ
熟練した騎乗位人妻50人SuperBest3時間
神咲詩織～痴女のススメ
「え?童貞なの?」は貴重な初チ●ポを堪能出来るオンナ
達が本気になるサインだ!筆おろしBEST2時間SP
Tバックくい込み女子●生
④
大胆なパンチラ誘惑に、気づいたらハメてしまった僕
旦那からの着信は不倫セックス中！！不倫相手に促さ
れ電話に出た人妻は、必死に喘ぎ声を押し殺してはいた
「義弟が私を変な目で見る訳がない！」
～混浴温泉で
姉のHなヌルヌルボディ洗いでも本当に義弟は勃起しな
4人でルームシェアする痴女っ娘たちの自宅中●し合コ
ン2
媚薬で豹変したお嬢様たちの本性丸出しアクメ映像！
巨乳幸福論～旦那がいながらも他人に乳を見せたがる
人妻編
いいなり義母
北島玲

7:00
10:00
11:00
12:30
14:00
16:00
18:30
20:30
22:00
0:00
2:00
3:30
5:00

濃厚濃密ねっとりとしたくちづけと性交 ～春野あすか～
旦那からの着信は不倫セックス中！！不倫相手に促さ
れ電話に出た人妻は、必死に喘ぎ声を押し殺してはいた
娘のSEXを見て疼いた若妻はどんな男の精子も中で受
け止める！！
いじめてドM志願！マゾ巨乳女子学● あやたん
Tバックくい込み女子●生 ④
ザ・ラスト・アイドル・デビュー 夢見照うた
新作の水着モニター募集！簡単高収入バイトにやってき
た爆乳娘！！VOL.2 男を連れ込みハメ撮り動画を撮
痴女の棲家～司ミコト
影するオンナ
いつの間にか僕の部屋でたむろうようになった家●女子
●生たちは、いつも僕のチ●ポを弄ぶ！

7:00
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00
16:00
18:00
19:00
21:00
22:30
0:30
2:00
3:30
5:00

終電逃して泊めてもらうことになったメイクを落とした女
上司のすっぴんが可愛くて不覚にも超勃起！そのまま
偶然見えたカワイイ女子●生の純白パンチラ♥そのまま
中●ししちゃいました!

人妻アクシデント 下着モデル撮影のアルバイトで「パン
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入って
オッパイ美人なおばさんに家庭教師をお願いしたら隣の谷
間に童貞チ●ポは勃起っぱなし！
酔っ払った女はヤバいエロい!!話しているだけでエロい事
務職のOLさん。昼間は真面目に働いているが、夜はお酒
岐阜の美人妻 高梨あゆみ ～旦那と子供には言えない秘
密のAV出演～
佐倉絆 ガマンできないスゴテク業界NO.1フェラ
中●し媚薬レ●プ 家族の留守を狙った白昼の暴●

18(土)

《検証実験企画》友達同士の男女が密室で二人っき
り！？コンドームを目の前に、男女の友情は保たれるの
絶品ボディの貸し切りS級素●娘。ひなのちゃん（18歳）
馬用興奮剤を飲んだ男女が中●しぐちょぐちょ種付け
SEX 風間ゆみ
巨乳インストラクターを指名し、媚薬アロマを炊いた部屋
でストレッチをしてムラムラきたところで密着生中●し
究極のセンズリ鑑賞！！街を歩いている●人さんに、
ガッつりセンズリ見てもらったら・・・
生中●し女子●生Special セレクション.6
最強素●軟派！！激アツ東武東上線沿線！！
いじめてドM志願！マゾ巨乳女子学● あやたん
「中に●して…夫と子供には内緒！」自宅で愚痴聞き屋
に中●しセックスをせがむ美人妻たち3
マッサージ師NTR
「夫は愛しているわ、ケド私が欲しい
のはオチ○ポなの！」
音羽文子
中●し媚薬レ●プ
家族の留守を狙った白昼の暴●
義父に寝取ら(NTR)れて… 真木今日子
ザ・ラスト・アイドル・デビュー 夢見照うた
誰にも見せられない有名私立女子●生の本性丸出しナ
マ交尾
ナンパして媚薬チ●ポを手コキさせたら、激エロオーラ
が止まらない！５人の豹変素●娘！

２１(火)
7:00
9:30
10:30
12:00
13:30
15:30
16:30
17:30
19:00
21:00
22:00
0:00
1:30
3:00
5:00

２３(木)

17:30
19:30
20:30
21:30
23:30
1:00
2:00
3:00
5:00

生中●し女子●生Special セレクション.6
神咲詩織～痴女のススメ
僕だけの美人家庭教師 スペシャル2時間3
ラグジュアリーな人妻たちの淫猥生中●しSEX
誰にも見せられない有名私立女子●生の本性丸出しナマ
交尾
ケガした僕の介助にボランティアの綺麗な人妻さんがやっ
てきた！下着のラインがくっきりなピタパンで無意識に密着
本●ありの裏風俗で、バックでついている時にこっそりゴ
ムを外し、そのままドップリ生●出ししちゃいましたぁー
4人でルームシェアする痴女っ娘たちの自宅中●し合コン2

超有名AV女優の目の前にガン勃ちチ●コをセンズリし
7:00 美人すぎる定食屋店員
ながら登場したらどうなる？？ガチのリアクションを検証!
義父に縛られて…
星美りか
8:00 全身受精 佐々木あき
中●し破壊 黒人巨大マラ 巨乳無残！
9:00 地方で見つけた美乳娘たち！～ふたたびの奈良編～
マッサージ師NTR 「夫は愛しているわ、ケド私が欲しい
10:30 素●水着オーディション大作戦！！ 芸能スカウトのふり
のはオチ○ポなの！」 音羽文子
くぱくぱマ●コにザーメンどばぁ
愛華みれい 佳苗るか
13:00 してナンパ連れ込んで羞恥撮影したら、マイクロビキニび
若妻不倫温泉34
広瀬うみ 長谷川モニカ
軟派即日セックススペシャル！！
14:30 媚薬緊縛レ●プ 媚薬でイカされ、縛られて嬲られる人妻た
ち・・・
BAZOOKA 素●若妻生中●し20連発
16:30 一日だけの体験入店の人妻デリヘル嬢は必ずヤレる!?生
ハメ、中●しまでガッツリヤッちゃいました!
モテない僕が片思いのクラスメイトに媚薬入りのスペシャ 18:30 新作の水着モニター募集！簡単高収入バイトにやってき
ルプレゼント!!気を良くした女子●生はあっさり媚薬の餌 20:00 素●女子大生限定!パンティ素股でカチカチち●ぽがアソ
た爆乳娘！！VOL.2
素股中に強力媚薬をチ●コにこっそり塗りこんで擦り続
けていたら我慢できずに勝手に生挿入してイキまくる高 22:00 小さい胸に悩む女性をバストアップと称して乳揉みまくり!!
コに擦れて赤面発情!クロッチは恥ずかし汁まみれ!そのま
僕の部屋からこっそり持ち出したAVを友達と一緒に興味
津々で鑑賞する女子●生の義妹と友達。そんなHな光景 0:00 終電逃して泊めてもらうことになったメイクを落とした女上
最後に本●まで持ち込む極悪指圧師の手口
こんな淫らな黄金比BODYに弄ばれてみたい！！【仲村
茉莉恵・浜崎真緒・西條るり】
司のすっぴんが可愛くて不覚にも超勃起！そのままハメ
名物「特盛り潮茶漬け」
下町義母子の弁当屋 涙の人
1:30 滋養強壮ドリンクと称した媚薬のチラシをマンションに投
情ものがたり
函！連絡をしてきた若妻をそのまま頂きました！！
童貞の僕が処女の幼馴染にパンティ越しのH練習をお
3:30 息子の担任に犯され続ける美人巨乳妻～伝説ソープ嬢の
願い!汚すとまずいからと生で素股したらヌルヌルのお股 5:00 現役OLの高収入裏バイト
過去がばれて…君島みお ～生ハメSEXで狂う清楚OL～

修●旅行で女子のお風呂を覗いたら…憧れのあの子の 7:00 ねえ、妊娠させてよ❤ 孕みたがる中●し美少女 波木は
おっぱい陰毛丸見え！生ま●こもチラ見え！！バレそう
るか
九州の奥様とナマ中●しS●X！夫が仕事に行っている
8:00 美人ＯＬ３０人が仕事帰りに制服姿でナマ挿入！！
間に妻はここまでやっちゃってます！
モテない僕が片思いのクラスメイトに媚薬入りのスペシャ 11:00 自己犠牲レ●プ 旦那の為なら何でもします ●員の妻
ルプレゼント!!気を良くした女子●生はあっさり媚薬の餌
中●し願望の素●娘！～とにかくナマが好き！何が何 12:00 自宅で縛られアナルを開発された美人妻 橘メアリー
でもナマじゃなきゃイヤっ！
友達のお母さん 雨宮真貴
13:00 素股中に強力媚薬をチ●コにこっそり塗りこんで擦り続
けていたら我慢できずに勝手に生挿入してイキまくる高
本●ありの裏風俗でバックでついている時にゴムを外
15:00 ザ・ラスト・アイドル・デビュー
夢見照うた
し、そのまま生中●ししちゃいました！
高級風俗フルコース 結城あい菜
16:30 女子●生痴●バス～閉ざされた空間～ 柚木彩花
童貞の僕が処女の幼馴染にパンティ越しのH練習をお
願い!汚すとまずいからと生で素股したらヌルヌルのお股
50人3時間
美巨乳美女のド迫力SEX
新作の水着モニター募集！簡単高収入バイトにやってき
た爆乳娘！！VOL.2
軟派即日セックススペシャル！！
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２０(月)

２２(水)
7:00
9:00
10:30
12:00
14:30
15:30
17:30
18:30
20:30
23:30
1:00
3:30
5:00

素●女子大生限定!パンティ素股でカチカチち●ぽがア
ソコに擦れて赤面発情!クロッチは恥ずかし汁まみれ!そ
名物「特盛り潮茶漬け」
下町義母子の弁当屋 涙の人
情ものがたり
小さい胸に悩む女性をバストアップと称して乳揉みまく
り!!最後に本●まで持ち込む極悪指圧師の手口
素●ナンパ！！とりあえず素股までが間違えてチ●ポ
がズボリッ 「このまま続けていいですかぁ？」
媚薬で豹変したお嬢様たちの本性丸出しアクメ映像！

１５(水)

１７(金)

１９(日)
7:00
8:00
10:00
11:00
14:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
1:00
2:30
4:00
6:00

※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
9:00
10:30
12:00
14:00
15:00
16:30
媚薬緊縛レ●プ 媚薬でイカされ、縛られて嬲られる人妻 18:30
たち・・・ ガマンできないスゴテク業界NO.1フェラ
佐倉絆
19:30
素●OLブッた斬り 2
21:30
ラグジュアリーな人妻たちの淫猥生中●しSEX
0:30
媚薬で豹変したお嬢様たちの本性丸出しアクメ映像！
2:00
神咲詩織～痴女のススメ
3:00
いじめてドM志願！マゾ巨乳女子学● あやたん
4:30
素●女子大生限定!パンティ素股でカチカチち●ぽがア
6:00
ソコに擦れて赤面発情!クロッチは恥ずかし汁まみれ!そ
最高級三ツ星巨乳ホテルコンシェルジュのSEXスイート
サービス②

いろんなシチュエーションの濃厚SEXをたっぷり150分35人
凝縮スペシャル
緊縛令嬢
かすみ果穂
朝のゴミ捨て場ですれ違うノーブラ奥さん 春菜はな
地方で見つけた美乳娘たち！～ふたたびの奈良編～
温泉旅館で頼んだマッサージ師が若くて超美人！サービ
ス中に自然と浴衣がはだけて勃起チ○ポが露出！ダメも
風俗フルコース
美涼りな～癒し系スライム巨乳づくし！！
カフェで働く国民的アイドルグループのシノ○リ激似店員
がデビューしちゃいました！
岐阜の美人妻
高梨あゆみ ～旦那と子供には言えない秘
密のAV出演～
街頭インタビュー中にナイショでご本人登場！！
波多野
結衣 蓮実クレア
弟の嫁
塚田詩織浜崎真緒と素●さんがご対面中●しSEX
さらば青春の光～クラスメイト達との学園生活とセックス事
情～ 夢咲ひなみ・持田栞里・皆月ひかる
高確率でヤレると噂のマッチングアプリで会った爆乳Ｎさ
ん(広島県出身/上京し一人暮らし/証券会社勤務)
【超S級】AVに応募してきた、カラダに自信がある素●娘た
ち！！
絶倫人妻が性教育と称して少●チ●ポにハメ強要！！
僕の部屋からこっそり持ち出したAVを友達と一緒に興味
津々で鑑賞する女子●生の義妹と友達。そんなHな光景を

２４(金)
娘のSEXを見て疼いた若妻はどんな男の精子も中で受け
止める！！
酔っ払った女はヤバいエロい!!話しているだけでエロい事
務職のOLさん。昼間は真面目に働いているが、夜はお酒
ガチ本●！！極上素●ナンパ即挿入！！in浦和
「義弟が私を変な目で見る訳がない！」 ～混浴温泉で姉
のHなヌルヌルボディ洗いでも本当に義弟は勃起しないの
弟の嫁
塚田詩織
女子●生孕ませレ●プ中●し20連発 阿部乃みく
童貞の僕が一人暮らしの部屋に清掃業者を呼んだら、ま
さかの巨乳ちゃん登場。汗ばんだ胸元、浮き出た乳首に堪
【超S級】ヤレると噂の不動産レディー
わかなちゃん21歳
そんなに揺れたら中に●さずにはいられない巨乳・中●し
BEST 2
熟練した騎乗位人妻50人SuperBest3時間
朝のゴミ捨て場ですれ違うノーブラ奥さん 春菜はな
女子●生孕ませレ●プ中●し20連発 なつめ愛莉
4人でルームシェアする痴女っ娘たちの自宅中●し合コン2
マッサージ師NTR 「夫は愛しているわ、ケド私が欲しいの
はオチ○ポなの！」 音羽文子
欲求不満な社宅妻と美しい義母たち

５月番組表

赤字は今月のお薦め番組です

２５(土)
7:00
9:00
11:00
12:00
14:00
16:00
18:00
19:00
21:00
22:00
0:00
1:30
3:00
5:00

２６(日)

くぱくぱマ●コにザーメンどばぁ 愛華みれい 佳苗るか
広瀬うみ
長谷川モニカ
中●し媚薬レ●プ
家族の留守を狙った白昼の暴●
絶品ボディの貸し切りS級素●娘。ひなのちゃん（18歳）
人妻アクシデント 下着モデル撮影のアルバイトで「パン
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入っ
絶倫人妻が性教育と称して少●チ●ポにハメ強要！！
修●旅行で女子のお風呂を覗いたら…憧れのあの子の
おっぱい陰毛丸見え！生ま●こもチラ見え！！バレそう
ユーザー参加企画！あなたの卒業アルバムで一番かわ
いい元同級生のオマ●コを見てみませんか?
胸を押しつけながら超密着してくる巨乳人妻の発情サイ
ンを見逃すな!
馬用興奮剤を飲んだ男女が中●しぐちょぐちょ種付け
SEX 風間ゆみ
ボクとノーブラ爆乳秘書SP

7:00
9:00
11:00
13:00
14:30
16:00
18:00
19:00
21:00
22:30
誰にも見せられない有名私立女子●生の本性丸出しナ
0:30
マ交尾
中●し破壊
黒人巨大マラ 巨乳無残！
2:00
世間知らずのタダ乗りヒッチハイカー娘に親切な男を
3:00
装って生中●し！！
本●ありの裏風俗で、バックでついている時にこっそりゴ 4:30
ムを外し、そのままドップリ生●出ししちゃいましたぁー

２８(火)
7:00
9:00
11:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:30
21:00
23:00
1:00
2:00

半ケツ状態のママチャリ妻にエッチないたずら！！サド
ルに媚薬を塗りたくったら、ヨガりまくりなので、そのまま
プラチナ級素●清楚妻による優しい童貞筆おろし2
オッパイ美人なおばさんに家庭教師をお願いしたら隣の
谷間に童貞チ●ポは勃起っぱなし！
義父に縛られて… 星美りか
完全●撮！素●風俗店破り！～あの手この手で本●ア
タック！
耳かきエステ編
寝盗られた人妻
牧原れい子 ～肉体調教の果てに、清
楚な人妻は自ら他人棒を求め。。。～
不動の人気キャバ嬢AVデビュー
河北はるな
息子の担任に犯され続ける美人巨乳妻～伝説ソープ嬢
の過去がばれて…君島みお
マッサージ師NTR
「夫は愛しているわ、ケド私が欲しい
のはオチ○ポなの！」 音羽文子
くぱくぱマ●コにザーメンどばぁ
愛華みれい 佳苗るか
広瀬うみ 長谷川モニカ
修●旅行で女子のお風呂を覗いたら…憧れのあの子の
おっぱい陰毛丸見え！生ま●こもチラ見え！！バレそう
友達のお母さん 雨宮真貴
鬼イカセスーパーベスト大絶頂スペシャル 数々の女優
たちをイカセ続けた名シリーズの集大成！これを見ずに

３１(金)
7:00
8:00
9:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:30
19:30
21:00
23:30
1:30
3:30
5:00

絶品ボディの貸し切りS級素●娘。ひなのちゃん（18歳）
佐倉絆 ガマンできないスゴテク業界NO.1フェラ
街頭インタビュー中にナイショでご本人登場！！ 波多野
結衣
蓮実クレア
浜崎真緒と素●さんがご対面中●し
岐阜の美人妻
高梨あゆみ
～旦那と子供には言えない
秘密のAV出演～
新作の水着モニター募集！簡単高収入バイトにやってき
た爆乳娘！！VOL.2
しゃぶる！咥える！舐め尽くす！フェラチオ中毒女のや
らしすぎる性交！
最高級三ツ星巨乳ホテルコンシェルジュのSEXスイート
サービス②
素股中に強力媚薬をチ●コにこっそり塗りこんで擦り続
けていたら我慢できずに勝手に生挿入してイキまくる高
誰にも見せられない有名私立女子●生の本性丸出しナ
マ交尾
素●水着オーディション大作戦！！ 芸能スカウトのふ
りしてナンパ連れ込んで羞恥撮影したら、マイクロビキニ
偶然見えたカワイイ女子●生の純白パンチラ♥そのまま
中●ししちゃいました!
女のカラダは腰使いで決まる！～シリーズ最高の淫乱
ボディが勢揃い～
中●し破壊 黒人巨大マラ 巨乳無残！
本●ありの裏風俗でバックでついている時にゴムを外
し、そのまま生中●ししちゃいました！

※放送内容は予告なしに変更される場合がございます。

僕だけの美人家庭教師 スペシャル2時間3
温泉旅館で頼んだマッサージ師が若くて超美人！サー
ビス中に自然と浴衣がはだけて勃起チ○ポが露出！ダ
見ているだけでヌケる？！濃厚に絡みつく5つの贅沢
BODY
5本●！【星美りか】 5つのシュチュエーションで本気
モード全開の濃密ＳＥＸ！！
緊縛調教に堕ちた美乳令嬢姉妹 ～さとう遥希・大槻ひ
びき～
さらば青春の光～クラスメイト達との学園生活とセックス
事情～ 夢咲ひなみ・持田栞里・皆月ひかる
風俗フルコース
美涼りな～癒し系スライム巨乳づく
し！！
素●ナンパ！！とりあえず素股までが間違えてチ●ポ
がズボリッ 「このまま続けていいですかぁ？」
岐阜の美人妻
高梨あゆみ ～旦那と子供には言えない
秘密のAV出演～
生中●し女子●生Special セレクション.6
名物「特盛り潮茶漬け」 下町義母子の弁当屋 涙の人
情ものがたり
友達のお母さん
【愛咲れいら】
九州の奥様とナマ中●しS●X！夫が仕事に行っている
間に妻はここまでやっちゃってます！
軟派即日セックススペシャル！！

２７(月)
7:00
8:30
10:30
11:30
12:30
13:30
15:00
16:00
18:00
19:30
21:30
23:00
0:30
2:30
4:00

２９(水)
7:00
8:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:30
17:30
18:30
20:00
23:00
0:00
2:00
4:00

女子●生痴●バス～閉ざされた空間～ 柚木彩花
さらば青春の光～クラスメイト達との学園生活とセックス
事情～
夢咲ひなみ・持田栞里・皆月ひかる
淫乱すぎる親戚の義理叔母
当真ゆき
【佐倉絆 星美りか】ベストフレンド 6
淫乱すぎる義理叔母 星野あかり ～巨乳が魅力的な
叔母さんは欲情した肉体で僕を誘惑する～
巨乳インストラクターを指名し、媚薬アロマを炊いた部屋
でストレッチをしてムラムラきたところで密着生中●し
旦那からの着信は不倫セックス中！！不倫相手に促さ
れ電話に出た人妻は、必死に喘ぎ声を押し殺してはいた
俺の肉便器～四畳半監●娘上原亜衣

7:00
8:30
10:00
11:30
12:30
13:30
15:00
17:00
ザ・ラスト・アイドル・デビュー 夢見照うた
18:00
妊娠必須！人気女優中●し20連発3時間スペシャル
19:00
自宅で縛られアナルを開発された美人妻 橘メアリー
21:00
大胆なパンチラ誘惑に、気づいたらハメてしまった僕
22:30
街頭インタビュー中にナイショでご本人登場！！ 波多野 0:30
結衣 蓮実クレア 浜崎真緒と素●さんがご対面中●し
熟練した騎乗位人妻50人SuperBest3時間
2:30
4:00

麻倉憂～麻倉憂がやさしく捧げるあなただけのセックス
偶然見えたカワイイ女子●生の純白パンチラ♥そのまま中
●ししちゃいました!
隣の新妻 向井恋
酔いつぶれた美人の同僚に無理矢理中●し！
コスプレ中●しFUCK！ 成瀬心美
ガチ軟派！やっぱりヤリマンの友達はヤリマン
佐倉絆 ガマンできないスゴテク業界NO.1フェラ
酔った上司を自宅まで送り届けた部下。「出迎えた美人奥
様に興奮して、フル勃起チ●ポを見せつけると、上司の隣
媚薬で豹変したお嬢様たちの本性丸出しアクメ映像！
ケガした僕の介助にボランティアの綺麗な人妻さんがやっ
てきた！下着のラインがくっきりなピタパンで無意識に密着
痴女の棲家～司ミコト
男を連れ込みハメ撮り動画を撮影
するオンナ
モテない僕が片思いのクラスメイトに媚薬入りのスペシャ
ルプレゼント!!気を良くした女子●生はあっさり媚薬の餌食
妻が●●●をしている間に、誘惑する妻の友達。初めは
冗談かと疑いつつも、完全に誘ってる!?すぐ隣にいるにも
酔っ払った女はヤバいエロい!!話しているだけでエロい事
務職のOLさん。昼間は真面目に働いているが、夜はお酒
バコバコ温泉乱●ツアー！～浴場・宴会場でハメはずしま
くりの大乱●

３０(木)
5本●！【星美りか】 5つのシュチュエーションで本気モー
ド全開の濃密ＳＥＸ！！
ガチ軟派！やっぱりヤリマンの友達はヤリマン
若妻不倫温泉34
パイパンマ●コで種付け中●しSEX 宮崎あや
【超S級】ヤレると噂の不動産レディー わかなちゃん21歳
朝のゴミ捨て場ですれ違うノーブラ奥さん 春菜はな
帰省したヤリマン3姉妹のご近所中●し物語 大槻ひびき
AIKA 葉月七瀬 2
素●OLブッた斬り
佐倉絆 淫語セックス ローション＆オイルの液体まみれで
あなたを見つめ卑猥に囁く…
中●し媚薬レ●プ
家族の留守を狙った白昼の暴●
地方で見つけた美乳娘たち！～ふたたびの奈良編～
絶倫人妻が性教育と称して少●チ●ポにハメ強要！！
BAZOOKA 素●若妻生中●し20連発
高確率でヤレると噂のマッチングアプリで会った爆乳Ｎさ
ん(広島県出身/上京し一人暮らし/証券会社勤務)
美人ＯＬ３０人が仕事帰りに制服姿でナマ挿入！！

