10月番組表

赤字は今月のお薦め番組です
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2(金)

近所に美乳でエッチな女の子が接客してくれる夢のよう
7:00 新シリーズ!弾丸美巨乳フェティシズム～胸の大きい女性
な銭湯があった！！
のヤラシイ肢体
マッサージ師の資格をとった僕のお客さま第一号は巨乳
9:00 素●コスプレイヤーを媚薬バイブでアクメ強●！
な義叔母！乳房とアナルまわりのリンパを念入りに責め
【怒涛の30人斬り3時間！】世間知らずの女子●生にタッ 11:00 視線釘付け！わざわざ胸を強調して歩く街のパイスラッ
プリ生中●し
慰みの義母レ●プ 谷原希美
13:00 シャー女子ナンパ
童貞の僕は彼女と初めてのデートの前日に、義姉にセッ
クスの練習台となってもらう。もちろん挿入はしないはず
セックスレスで欲求不満すぎる、どーしよもないヤリマン 15:00 発育の良い美巨乳女子●生SEX30人3時間BEST
妻たち3時間
「うちの嫁とヤッたんだから お前の嫁とヤラせろ！！」旦 18:00 ドラレコに写された素●女子大生の生々しいSEX。
那の目の前でリベンジ寝取り
元国際線CA Gカップ人妻 藍原かれん30歳AVデ
19:30 旦那一族の性奴●にされた美人妻、服従の記録 佐々
ビュー
奥までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー3 史上最高 21:00 木あき
某テレビ局前ナンパ！おっぱい丸出しびしょ濡れおま●
レベルにかわいい素●10名完全撮り下ろし永久保存
緊縛解禁 M覚醒 七瀬いおり
0:00 こ生素股！ズボッと挿してそのまま生中●し！女子アナ
固くて無機質な突起部分に恋した、変態熱中角オナニー
10名
思春期女子●生 放課後こっそりオナニー 告白する勇気 1:30 オッパイ美人な義叔母さんに家庭教師をお願いしたら隣
がなくて、うぶなおま●こを一人慰める美少女たち7名
の谷間に童貞チ●ポは勃起っぱなし！
中●し媚薬レ●プ
家族の留守を狙った白昼の暴●
3:30 北欧ハーフ美女に特濃中●し10連発！！【クリスティー
ン】
「SEXの不満を解消します」ネット募集で集まったむっつり 5:00 母親と一緒に温泉に入っているロ●ータ娘に、勃起見せ
変態美女4人
つけ！初めて目にした勃起したチンコに、幼いマ●コか
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巨乳な人妻のナマ着替えを覗いていたら 奥さんのほう
7:00 サービス中に何度もおっぱいを顔に押しつけてくる美人
7:00
から窓ガラスにデカパイ押し付けて誘惑してきた！3
美容師は確実に欲求不満！！興奮したフル勃起チ○ポ 9:00
緊縛解禁
M覚醒 七瀬いおり
9:00 童貞の僕がお風呂で憧れのあの人と奇跡の生中●し3
時間スペシャル！
媚薬緊縛レ●プ 媚薬でイカされ、縛られて嬲られる人妻 12:00 素●ヘアヌード大図鑑～美人妻編
10:30
たち・・・
幸せなサラリーマン家庭に育った親孝行娘は、嫁入りを
14:00 働く女性社員はみんな巨乳！パイチラパンチラ肉弾営業 12:30
前に大好きなお義父さんと近●相姦してしまうのか？
でグイグイ業績を伸ばす噂の巨乳ミニスカ企業のドスケ
生中●し女子●生 スーパー・ベスト・コレクション3時間
16:00 鬼イカセ
丘咲エミリ
14:00
修●旅行で女子のお風呂を覗いたら…憧れのあの子の 17:00 意識高い系巨乳美女 イ●スタ映えする高級マンション 16:00
おっぱい陰毛丸見え！生ま●こもチラ見え！！バレそう
稲場るか 中●し孕ませ新婚生活
19:30 で釣ったらヤレる!?
固くて無機質な突起部分に恋した、変態熱中角オナニー 17:00
大きな乳房とハリのある丸尻！！魅惑のＳ級ＢＯＤＹを
21:00 10名
中●し媚薬レ●プ 家族の留守を狙った白昼の暴●
19:00
売りにする美女8人
ケガした僕の介助にボランティアの綺麗な人妻さんが
23:00 「奥さん、あなたのオナニー見せて下さい」ダメ元でお願 21:00
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
いしたら演技無しのガチオナで興奮MAXイキ！奥様はチ 0:00
ママ友たちが密かに計画する乱交パーティー～想像もつ
3:00 マッサージ師の資格をとった僕のお客さま第一号は巨乳
かないほどエロく激しく欲望の赴くままに男と絡み合う～
な義叔母！乳房とアナルまわりのリンパを念入りに責め 2:00
Yシャツからチラ見えする従妹のオッパイに超勃起！「お
5:00 家庭教師をしてくれる義理の叔母が無意識に巨乳をチラ
兄ちゃんならいいよ」って言われたらガマンなんてできな
つかせるので勃起したチ●ポをみせつけて中●しする！ 3:55
4:00

仲良し義姉弟が挑戦！！唾液をたっぷり交換したディー
プキスで、どのKISSがお義姉ちゃんか当ててみて！！
【ミリオン専属
注目の超大型新人！】新人 星なこ AV
デビュー
「うちの嫁とヤッたんだから
お前の嫁とヤラせろ！！」旦
那の目の前でリベンジ寝取り
素●コスプレイヤーを媚薬バイブでアクメ強●！
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
自己犠牲レ●プ 旦那の為なら何でもします ●員の妻
大胆なパンチラ誘惑に、気づいたらハメてしまった僕
性欲モンスターのウチの息子～苦情にきたはずの近所
の奥サマは、ギンギンチンポを見て一瞬でメスになった
大手化粧品会社で働く女たちをナンパ
即効!超絶効果で狂乱!!超強力媚薬にハマりイキ狂った
女たち!!3時間BEST
一般の仕事面接のつもりが風俗体験マッサージ講習！
敏感部分を刺激すると本●SEXするのか？
優しそうな歯科衛生士さん セカンド童貞のオナニー手
伝ってくれませんか？不憫に思って人助けの介抱から
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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。

夫の一周忌に遺影の前で義父と姦淫するふしだらで美し
い喪服未亡人
固くて無機質な突起部分に恋した、変態熱中角オナニー
10名
ガチ素●OLさん限定！優柔不断な巨乳OLは筆おろしを
懇願されたら拒めない！？スペシャル
即効!超絶効果で狂乱!!超強力媚薬にハマりイキ狂った
女たち!!3時間BEST
童貞の僕がお風呂で憧れのあの人と奇跡の生中●し3
時間スペシャル！
北欧ハーフ美女に特濃中●し10連発！！【クリスティー
ン】
マッサージ師の資格をとった僕のお客さま第一号は巨乳
な義叔母！乳房とアナルまわりのリンパを念入りに責め
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!そのまま生で擦り合わせて、ヌルヌ
性欲モンスターのウチの息子～苦情にきたはずの近所
の奥サマは、ギンギンチンポを見て一瞬でメスになった
奥までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー3 史上最高
レベルにかわいい素●10名完全撮り下ろし永久保存
オッパイ美人な義叔母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！

AVに出演した素●をナンパして中●しプライベートSEX。
堂々とハメ撮りして勝手に発売！！
働く女性社員はみんな巨乳！パイチラパンチラ肉弾営業
でグイグイ業績を伸ばす噂の巨乳ミニスカ企業のドスケ
彼女（キミ）が義父に開発されて行く姿を僕はただ見つめ
る事しか出来なかった。ななせ麻衣
一見清楚な女子大生家庭教師は実は極度の年下好き!?
受験生徒にまたがり誘惑!!股間濡らして本気イキ性交!!
某テレビ局前ナンパ！おっぱい丸出しびしょ濡れおま●
こ生素股！ズボッと挿してそのまま生中●し！女子アナ
【超S級】私を惨めに犯してください 人妻 すず 26才
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11:00
13:00
15:00
16:00
めちゃくちゃ妊娠しやすそうな爆乳女子に強制中●し 2
18:00
人妻アクシデント 下着モデル撮影のアルバイトで「パン 20:00
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入っ
ママ友たちが密かに計画する乱交パーティー～想像もつ 23:00
かないほどエロく激しく欲望の赴くままに男と絡み合う～
稲場るか
中●し孕ませ新婚生活
0:30
ボクの学園性活 いったい義妹はどっち? 成瀬心美 さとう 2:30
遥希
緊縛解禁
M覚醒 七瀬いおり
5:00
癒しの中●し女子●生ソープ 跡美しゅり 佳苗るか あ
おいれな 南梨央奈
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「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
素●女子大生限定！カチカチちんぽがアソコに擦れて赤
面発情！ヌルヌルワレメに結局つるんっと入って生中●
優しそうな歯科衛生士さん セカンド童貞のオナニー手伝っ
てくれませんか？不憫に思って人助けの介抱からSEX中
クラスのアイドルだったあの娘がポチャ巨乳になってい
た！思い切って写真モデルになってと誘ったらすんなりヤ
若妻催眠調教 ～夫の目の前で犯される美人妻～麻倉憂
本当にあった世間様には話せないエッチな物語 全4話
【ミリオン専属 注目の超大型新人！】新人 星なこ AVデ
ビュー
向かいに暮らす美人妻の静かな誘惑。理性を失った僕ら
は濃厚に絡み合う
長瀬麻美
女子●生、全員に膣●射精中●し2時間3
金曜夜に泥酔した新婚女上司と終電逃して二人きり…普
段は見せない無防備な姿に介抱しながらうっかり勃起して
高身長×美脚
ムチムチタイトスカート女教師

6(火)
入院中にベットでオナっていたら美人ナースにバレてしま
い逆に色々してくれた!
向かいに暮らす美人妻の静かな誘惑。理性を失った僕ら
は濃厚に絡み合う 長瀬麻美
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!そのまま生で擦り合わせて、ヌルヌル
現役女子大生恥じらいAV出演 陸上とダンスで鍛えあげ
た腰使いで性の快楽に目覚めた美尻体育会系美少女あ
いつもノーブラで乳首ポッチを見せつける人妻はちょっとこ
すっただけで即イキしてしまう超敏感乳首の持主
しつこく
デッサンモデルに応募してきた美人女子大生に生中●し
禁断ドキュメント！AV男優が本物幼馴染と再会してSEX～
現在はアイドルとして活躍する地元で一番可愛かった幼馴
思春期女子●生 放課後こっそりオナニー 告白する勇気
がなくて、うぶなおま●こを一人慰める美少女たち7名
ガチ素●OLさん限定！優柔不断な巨乳OLは筆おろしを懇
願されたら拒めない！？スペシャル
史上最高レベルにかわいい素●9名完全撮り下ろし！奥ま
でズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー2
いつもは真面目な運動部美少女に隙を見て媚薬を混入し
強制発情!!自ら道着を脱ぎだし悶え乱れまくる部活美少女
放送休止
【怒涛の30人斬り3時間！】世間知らずの女子●生にタップ
リ生中●し

９(金)
とってもエッチで過激な痴女ナース“おさまらない勃起は私
たちにお任せ”
素●ヘアヌード大図鑑～美人妻編
ぐいなま！ビアホールの天使･悩殺ハイレグ水着GIRLと本
生中●しPART2
巨乳な人妻のナマ着替えを覗いていたら 奥さんのほうか
ら窓ガラスにデカパイ押し付けて誘惑してきた！
【超S級】AVに自ら応募してきた素●美巨乳美人 Nさん21
歳
Eカップ
「SEXの不満を解消します」ネット募集で集まったむっつり
変態美女4人
女子●生、全員に膣●射精中●し2時間3
うぶな素●女子大生限定！馬乗りハァハァ腰ぐい性交体
験！そのままぬぷっと挿してホールド生中●しSEX！
元国際線CA
Gカップ人妻 藍原かれん30歳AVデビュー
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・・・
大きな乳房とハリのある丸尻！！魅惑のＳ級ＢＯＤＹを売り
にする美女8人
金曜夜に泥酔した新婚女上司と終電逃して二人きり…普
段は見せない無防備な姿に介抱しながらうっかり勃起して

12(月)

Hな取材と分かっていながら「友達と一緒なら…」と安心
7:00 生中●し女子●生2時間 SpecialSelection５
してしまった素●娘たちはどこまでエロい要求に応えてく
一般の仕事面接のつもりが風俗体験マッサージ講習！
9:00 うぶな素●女子大生限定！馬乗りハァハァ腰ぐい性交体
敏感部分を刺激すると本●SEXするのか？
験！そのままぬぷっと挿してホールド生中●しSEX！
史上最高レベルにかわいい素●9名完全撮り下ろし！奥
12:00 「アンタとなんかヤル訳無いじゃん(笑)」的な上から目線の
までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー2
発育の良い美巨乳女子●生SEX30人3時間BEST
15:00 高飛車女に思いっきりズボ挿入！アヘイキ絶頂、生SEXで
佐倉絆 初アナル解禁
わらしべ巨乳ナンパ｢あなたよりオッパイの大きなお友達 16:30 Yシャツからチラ見えする従妹のオッパイに超勃起！「お兄
紹介してくれませんか!?｣
ちゃんならいいよ」って言われたらガマンなんてできな
【ミリオン専属
注目の超大型新人！】新人 星なこ AV 19:30 緊縛解禁
M覚醒 七瀬いおり
デビュー
向かいに暮らす美人妻の静かな誘惑。理性を失った僕
21:00 修●旅行で女子のお風呂を覗いたら…憧れのあの子の
らは濃厚に絡み合う
長瀬麻美
おっぱい陰毛丸見え！生ま●こもチラ見え！！バレそうに
人妻アクシデント
下着モデル撮影のアルバイトで「パン
23:00 素●女子大生限定！カチカチちんぽがアソコに擦れて赤
ティの間に挟むだけ」のバイブが思わずニュルんと入っ
面発情！ヌルヌルワレメに結局つるんっと入って生中●
「うちの嫁とヤッたんだから
お前の嫁とヤラせろ！！」旦 3:00 稲場るか
中●し孕ませ新婚生活
那の目の前でリベンジ寝取り
思春期女子●生 放課後こっそりオナニー 告白する勇気 5:00 いつもノーブラで乳首ポッチを見せつける人妻はちょっとこ
がなくて、うぶなおま●こを一人慰める美少女たち7名
すっただけで即イキしてしまう超敏感乳首の持主 しつこく
超高速グラインド騎乗位専門風俗店
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14(水)

在宅勤務のアナタだけに奉仕する 下半身を満足させる
最高の個人秘書たち
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・・・
クラスのアイドルだったあの娘がポチャ巨乳になってい
た！思い切って写真モデルになってと誘ったらすんなり
【友野菜々】ＡＶデビュー 「初めての撮影なのに、顔射ま
でされちゃいましたぁ～！」
完全初撮り！!緊張と葛藤の５人の美巨乳女子がＡＶ初
出演ながら、過激な痴態を曝け出す！
裏切られた社長令嬢 父の目の前で縛られて。。【山手
栞】
旅行先の貸切家族風呂で姉弟で混浴。初めは照れ合う
二人だが勃起したチ●コを見て興奮した義姉が誘ってし
ママ友たちが密かに計画する乱交パーティー～想像もつ
かないほどエロく激しく欲望の赴くままに男と絡み合う～
固くて無機質な突起部分に恋した、変態熱中角オナニー
10名
本当にあった世間様には話せないエッチな物語 全4話
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0:30
デリヘル呼んだらたまたま地元の同級生が来てしまい人 3:00
にバラさないかわりに、、、
放送休止
5:00
性欲モンスターのウチの息子～苦情にきたはずの近所
の奥サマは、ギンギンチンポを見て一瞬でメスになった
母乳まみれで犯されて…佐々木あき
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【S級】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!!part6
本当にあった世間様には話せないエッチな物語
全4話
街を歩いている素●の女の子を捕まえて、勃起したチ●
ポをセンズリしているのをダラダラ見せ続けたら…3
思った通り、やっぱり彼女は巨乳で淫乱でした。
素●女子大生限定！カチカチちんぽがアソコに擦れて
赤面発情！ヌルヌルワレメに結局つるんっと入って生中
一般の仕事面接のつもりが風俗体験マッサージ講習！
敏感部分を刺激すると本●SEXするのか？
働く女性社員はみんな巨乳！パイチラパンチラ肉弾営業
でグイグイ業績を伸ばす噂の巨乳ミニスカ企業のドスケ
いつもノーブラで乳首ポッチを見せつける人妻はちょっと
こすっただけで即イキしてしまう超敏感乳首の持主
【ミリオン専属
注目の超大型新人！】新人 星なこ しつ
AV
デビュー
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
すごくかわいい若い女の子にイラマ体液まみれ中●し

鬼フェラ地獄XXV 佳苗るか 阿部乃みく
不妊治療のためと嘘をついて媚薬投薬しアソコを刺激！
熱くなって欲しがる人妻は悪徳医師に孕ませSEX治療完
【超S級】頑なにAV出演を拒んでいた行きつけのCLUBの
店員のNちゃん
緊縛絶叫鬼イカセ 椎名ゆな
スローなオイル手コキが売りの高級メンズアロマエステ
は施術師が巨乳人妻～フィニッシュ寸前の勃起チ●ポ
「大丈夫私が優しくエスコートしてあげるね」経験豊富な
年上女性とのしっぽり本●SEXスペシャル3時間
地方で見つけた美乳娘たち！～ふたたびの奈良編～
史上最高レベルにかわいい素●9名完全撮り下ろし！奥
までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー2
素●コスプレイヤーを媚薬バイブでアクメ強●！
思春期女子●生 放課後こっそりオナニー 告白する勇気
がなくて、うぶなおま●こを一人慰める美少女たち7名
再婚した嫁の連れ子が超生意気だが見た目が超ドストラ
イク！昼寝中の悪戯がバレた勢いで生中●ししたら 「お
即効!超絶効果で狂乱!!超強力媚薬にハマりイキ狂った
女たち!!3時間BEST
派手なパンツが透けている整体師は、僕の勃起チ●ポ
に興奮し、自ら股間を押し当ててきたぁ！！

7:00
9:00
11:00
13:00
15:00
18:00
19:30
21:30
23:00
1:00
3:00

初撮り希望。大学で一番可愛い素●ヤリマン 女子大生
えな
【S級】生挿入生汁中●し願望の一般素●5

巨乳な人妻のナマ着替えを覗いていたら 奥さんのほう
から窓ガラスにデカパイ押し付けて誘惑してきた！3
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
触手覚醒 佐倉絆
金曜夜に泥酔した新婚女上司と終電逃して二人きり…
普段は見せない無防備な姿に介抱しながらうっかり勃起
女子●生、全員に膣●射精中●し2時間3
奥までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー3 史上最高
レベルにかわいい素●10名完全撮り下ろし永久保存
大きな乳房とハリのある丸尻！！魅惑のＳ級ＢＯＤＹを
売りにする美女8人
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
美人母娘が訪問してきた教師を、しっとり濡れたオマ●コ
で、お・も・て・な・し！ 積極的に股を開く親子どんぶり

7:00
9:00
10:30
12:30
14:00
17:00
19:00
21:00
23:00
2:00
3:30
5:00
6:00

7:00
9:00
11:00
14:00
17:00
18:30
20:30
22:30
0:30
2:00
5:00
6:00

7:00
9:00
コスプレ中●しFUCK！ 成瀬心美
10:30
極上素●娘をお貸しします。②～完全貸切で秘密の温 12:30
泉旅行～
囚われたエリート捜査官
加藤ももか
14:30
「奥さん、あなたのオナニー見せて下さい」ダメ元でお願 15:30
いしたら演技無しのガチオナで興奮MAXイキ！奥様はチ 17:30
欲求不満なOLが男性社員を呼び出しマンズリで誘惑
桜井あゆ 初美沙希 友田彩也香
向かいに暮らす美人妻の静かな誘惑。理性を失った僕
19:30
らは濃厚に絡み合う
長瀬麻美
本当にあった世間様には話せないエッチな物語
全4話 22:30
発育の良い美巨乳女子●生SEX30人3時間BEST
0:30
素●女子大生限定！カチカチちんぽがアソコに擦れて
2:30
赤面発情！ヌルヌルワレメに結局つるんっと入って生中
4:00
6:00

極上素●ナンパ即挿入!!in川崎
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
「SEXの不満を解消します」ネット募集で集まったむっつり
変態美女4人
禁断ドキュメント！AV男優が本物幼馴染と再会してSEX
～現在はアイドルとして活躍する地元で一番可愛かった
「アンタとなんかヤル訳無いじゃん(笑)」的な上から目線
の高飛車女に思いっきりズボ挿入！アヘイキ絶頂、生
元国際線CA Gカップ人妻 藍原かれん30歳AVデ
ビュー
中●し媚薬レ●プ 家族の留守を狙った白昼の暴●

7:00
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
緊縛解禁 M覚醒 七瀬いおり
21:00
ママ友たちが密かに計画する乱交パーティー～想像もつ 0:00
かないほどエロく激しく欲望の赴くままに男と絡み合う～
稲場るか
中●し孕ませ新婚生活
2:30
「奥さん、あなたのオナニー見せて下さい」ダメ元でお願
4:00
いしたら演技無しのガチオナで興奮MAXイキ！奥様はチ

7:00
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
優しそうな歯科衛生士さん セカンド童貞のオナニー手
20:30
伝ってくれませんか？不憫に思って人助けの介抱から
北欧ハーフ美女に特濃中●し10連発！！【クリスティー
22:30
ン】
うぶな素●女子大生限定！馬乗りハァハァ腰ぐい性交
0:00
体験！そのままぬぷっと挿してホールド生中●しSEX！
【超Ｓ級】小遣い稼ぎにAVメーカーに部屋を貸したら出演 3:00
させられた素●
エレナさん
緊縛令嬢
神咲詩織
5:00

23(金)
奥までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー3 史上最高
レベルにかわいい素●10名完全撮り下ろし永久保存
オッパイ美人な義叔母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！
女教師、誰もいない夏休みの教室で男子生徒をいじくり
犯す連続強制中●し
幸せなサラリーマン家庭に育った親孝行娘は、嫁入りを
前に大好きなお義父さんと近●相姦してしまうのか？
優しそうな歯科衛生士さん セカンド童貞のオナニー手
伝ってくれませんか？不憫に思って人助けの介抱から
ガチ素●OLさん限定！優柔不断な巨乳OLは筆おろしを
懇願されたら拒めない！？スペシャル
性欲モンスターのウチの息子～苦情にきたはずの近所
の奥サマは、ギンギンチンポを見て一瞬でメスになった
クラスのアイドルだったあの娘がポチャ巨乳になってい
た！思い切って写真モデルになってと誘ったらすんなり
緊縛解禁 M覚醒 七瀬いおり
マッサージ師の資格をとった僕のお客さま第一号は巨乳
な義叔母！乳房とアナルまわりのリンパを念入りに責め
メガザーメン一発大量顔射！6

童貞の僕がお風呂で憧れのあの人と奇跡の生中●し3時
間スペシャル！
飲み屋街で客引きしている美人店員を逆ナンパ！
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!そのまま生で擦り合わせて、ヌルヌル
家庭教師をしてくれる義理の叔母が無意識に巨乳をチラ
つかせるので勃起したチ●ポをみせつけて中●しする！
ガチ素●OLさん限定！優柔不断な巨乳OLは筆おろしを懇
願されたら拒めない！？スペシャル
新人 七瀬いおり デビュー～圧倒的透明感のFカップ東北
美人～
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!!
美少女ヤンキーの理性がなくなるまで中●し監●レ●プ
椎名そら
ギリギリ以上、着エロアイドル娘。みさき23歳

巨乳な人妻のナマ着替えを覗いていたら 奥さんのほうか
ら窓ガラスにデカパイ押し付けて誘惑してきた！
性欲モンスターのウチの息子～苦情にきたはずの近所の
奥サマは、ギンギンチンポを見て一瞬でメスになった～
金曜夜に泥酔した新婚女上司と終電逃して二人きり…普
段は見せない無防備な姿に介抱しながらうっかり勃起して
素●ヘアヌード大図鑑～美人妻編
マッサージ師の資格をとった僕のお客さま第一号は巨乳な
義叔母！乳房とアナルまわりのリンパを念入りに責めすぎ
ぐいなま！ビアホールの天使･悩殺ハイレグ水着GIRLと本
生中●しPART2
奥までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー3
史上最高レ
ベルにかわいい素●10名完全撮り下ろし永久保存版！
童貞の僕がお風呂で憧れのあの人と奇跡の生中●し3時
間スペシャル！
意識高い系巨乳美女 イ●スタ映えする高級マンションで
釣ったらヤレる!?
固くて無機質な突起部分に恋した、変態熱中角オナニー
10名
某テレビ局前ナンパ！おっぱい丸出しびしょ濡れおま●こ
生素股！ズボッと挿してそのまま生中●し！女子アナも

21(水)

風俗で呼んだ娘が、まさかの自分の知り合い！悩んだ
末にやっぱりヤル！
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
Yシャツからチラ見えする従妹のオッパイに超勃起！「お
兄ちゃんならいいよ」って言われたらガマンなんてできな
素●なし崩しナンパ!とりあえずヤレるところまでやって勢
いでチ●ポがズボリッ!!入学したての女子大生の皆さん
ハメる？ハメない？日常にはこんなにＳＥＸチャンスがこ
ろがってますよー！！
【ミリオン専属 注目の超大型新人！】新人 星なこ AV
デビュー
高身長×美脚 ムチムチタイトスカート女教師

エロすぎる監獄美女たちが誘惑中●しSEXで脱獄した件
花咲いあん 五十嵐星蘭 篠田ゆう 早川瑞希
専業主婦たちが魅せる、昼下がりのドすけべＳＥＸ集

彼氏の隣で他の男とSEXしながらイキまくる女子●生！快
感を覚えてしまったカラダは貞操を守れない！？②
再婚した嫁の連れ子が超生意気だが見た目が超ドストライ
ク！昼寝中の悪戯がバレた勢いで生中●ししたら 「お父さ
幸せなサラリーマン家庭に育った親孝行娘は、嫁入りを前
に大好きなお義父さんと近●相姦してしまうのか？
星美りかが奥さんになってあげる

18(日)

20(火)

22(木)
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19:30
21:00
0:00
3:00

街で見かけたショートカットの似合う看板娘
北欧ハーフ美女に特濃中●し10連発！！【クリスティー
ン】
発育の良い美巨乳女子●生SEX30人3時間BEST

15(木)

17(土)

19(月)
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10:00
11:00
12:30
14:00
17:00
18:30
20:30
22:30
0:30
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5:00

※放送内容は予告なしに変更される場合がございます。

親にも学校にも言えない、女子●生放課後限定バイト⑨
稲場るか 中●し孕ませ新婚生活
ママ友たちが密かに計画する乱交パーティー～想像もつ
かないほどエロく激しく欲望の赴くままに男と絡み合う～
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感度
最高級ボディと最高にエロいコスチュームが織りなす淫靡
な性交映像
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！
上司・同僚・部下にはゼッタイ内緒で美人ＯＬさんがこっそ
りＡＶ出演！！かっちりスーツの中身に興奮が止まらな
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
すごくかわいい若い女の子にイラマ体液まみれ中●し
某テレビ局前ナンパ！おっぱい丸出しびしょ濡れおま●こ
生素股！ズボッと挿してそのまま生中●し！女子アナも
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・・・
1泊2日の婚活パーティー温泉旅行に参加してきたヤリマン
OL3人組が金持ちイケメンを求めて股を開きだす

24(土)
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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？」
大きな乳房とハリのある丸尻！！魅惑のＳ級ＢＯＤＹを売り
にする美女8人
思春期女子●生 放課後こっそりオナニー 告白する勇気
がなくて、うぶなおま●こを一人慰める美少女たち7名
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
家庭教師をしてくれる義理の叔母が無意識に巨乳をチラ
つかせるので勃起したチ●ポをみせつけて中●しする！
思った通り、やっぱり彼女は巨乳で淫乱でした。
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・・・
意識高い系巨乳美女
イ●スタ映えする高級マンションで
釣ったらヤレる!?
史上最高レベルにかわいい素●9名完全撮り下ろし！奥ま
でズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー2
素●ヘアヌード大図鑑～美人妻編
いつもノーブラで乳首ポッチを見せつける人妻はちょっとこ
すっただけで即イキしてしまう超敏感乳首の持主 しつこく
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の

10月番組表

赤字は今月のお薦め番組です

25(日)
7:00
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12:30
16:30
19:30
21:00
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性に興味津々な女子●生義妹とその友達が童貞の僕と
毎日子作り中●しSEX
中●し媚薬レ●プ
家族の留守を狙った白昼の暴●
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)
「奥さん、あなたのオナニー見せて下さい」ダメ元でお願
いしたら演技無しのガチオナで興奮MAXイキ！奥様はチ
「アンタとなんかヤル訳無いじゃん(笑)」的な上から目線
の高飛車女に思いっきりズボ挿入！アヘイキ絶頂、生
再婚した嫁の連れ子が超生意気だが見た目が超ドストラ
イク！昼寝中の悪戯がバレた勢いで生中●ししたら
「お
即効!超絶効果で狂乱!!超強力媚薬にハマりイキ狂った
女たち!!3時間BEST
うぶな素●女子大生限定！馬乗りハァハァ腰ぐい性交
体験！そのままぬぷっと挿してホールド生中●しSEX！
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!そのまま生で擦り合わせて、ヌルヌ
「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人妻たち5

26(月)
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28(水)
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めちゃくちゃ妊娠しやすそうな爆乳女子に強制中●し
家庭教師をしてくれる義理の叔母が無意識に巨乳をチラ
つかせるので勃起したチ●ポをみせつけて中●しする！
【超S級】日本人離れした超美巨乳Iカップ現役銀行員Mさ
ん
固くて無機質な突起部分に恋した、変態熱中角オナニー
10名
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
パーフェクト過ぎる美人妻をガチで口説いて本●ドキュメ
ント5
思春期女子●生 放課後こっそりオナニー 告白する勇気
がなくて、うぶなおま●こを一人慰める美少女たち7名
中●し媚薬レ●プ 家族の留守を狙った白昼の暴●

7:00
8:00
9:00
12:00
13:00
15:00
16:00
17:30
禁断ドキュメント！AV男優が本物幼馴染と再会してSEX 19:30
～現在はアイドルとして活躍する地元で一番可愛かった
高身長×美脚
ムチムチタイトスカート女教師
21:30
幸せなサラリーマン家庭に育った親孝行娘は、嫁入りを 23:30
前に大好きなお義父さんと近●相姦してしまうのか？
史上最高レベルにかわいい素●9名完全撮り下ろし！奥
2:30
までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー2
僕のことを馬鹿にする理不尽な女にマングリ返しでイカ
5:00
セ10倍返し！最後は生中●しで復讐完了！！

31(土)
7:00
9:00
10:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:00
0:00
2:00
4:00

一般素●女性限定ナンパ映像 マ●コ性感マッサージで
本気で感じてイク女たち
すごくかわいい若い女の子にイラマ体液まみれ中●し
うぶな素●女子大生限定！馬乗りハァハァ腰ぐい性交
体験！そのままぬぷっと挿してホールド生中●しSEX！
「うちの嫁とヤッたんだから
お前の嫁とヤラせろ！！」旦
那の目の前でリベンジ寝取り
巨乳な人妻のナマ着替えを覗いていたら
奥さんのほう
から窓ガラスにデカパイ押し付けて誘惑してきた！
働く女性社員はみんな巨乳！パイチラパンチラ肉弾営業
でグイグイ業績を伸ばす噂の巨乳ミニスカ企業のドスケ
大手化粧品会社で働く女たちをナンパ
発育の良い美巨乳女子●生SEX30人3時間BEST
素●コスプレイヤーを媚薬バイブでアクメ強●！
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
7人の現役キャバ嬢がドレスを脱ぎ男を挑発する！！

※放送内容は予告なしに変更される場合がございます。

「制服撮影だけ！」って話だったのに裸撮るって聞いてな
いし！！「ち●こ舐めて」とか「挿れていい?」とかマジうざ
熟練した騎乗位人妻50人
スーパーベスト3時間
若妻不倫温泉34
本当にあった世間様には話せないエッチな物語 全4話
某テレビ局前ナンパ！おっぱい丸出しびしょ濡れおま●
こ生素股！ズボッと挿してそのまま生中●し！女子アナ
奥までズッポリ絶倫ピストンディルドオナニー3
史上最高
レベルにかわいい素●10名完全撮り下ろし永久保存
金曜夜に泥酔した新婚女上司と終電逃して二人きり…
普段は見せない無防備な姿に介抱しながらうっかり勃起
一般の仕事面接のつもりが風俗体験マッサージ講習！
敏感部分を刺激すると本●SEXするのか？
【ミリオン専属 注目の超大型新人！】新人 星なこ AV
デビュー
ガチ素●OLさん限定！優柔不断な巨乳OLは筆おろしを
懇願されたら拒めない！？スペシャル

27(火)
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9:00
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12:00
14:00
15:30
17:00
18:00
20:00
22:00
1:00
3:00
5:00

29(木)
純真 柚木彩花
発情するカラダ 媚薬セックス 佐倉絆
即効!超絶効果で狂乱!!超強力媚薬にハマりイキ狂った
女たち!!3時間BEST
沙月とわ 極上おもてなし風俗フルコース
僕が童貞なのを知ってか知らずか、ノーブラで乳首ポッ
チな胸をチラつかせてくる友達の母5
愛人の息子に性奴隷にされて孕ませ中●し10連発 美谷
朱里
黒ギャルヤリコンパーティー！！

7:00
9:00
11:00
14:00
16:00
17:00
19:00
いつもノーブラで乳首ポッチを見せつける人妻はちょっと 22:00
こすっただけで即イキしてしまう超敏感乳首の持主 しつ
性欲モンスターのウチの息子～苦情にきたはずの近所
2:00
の奥サマは、ギンギンチンポを見て一瞬でメスになった
ぐいなま！ビアホールの天使･悩殺ハイレグ水着GIRLと
3:30
本生中●しPART2
Yシャツからチラ見えする従妹のオッパイに超勃起！「お
5:00
兄ちゃんならいいよ」って言われたらガマンなんてできな
意識高い系巨乳美女
イ●スタ映えする高級マンション
で釣ったらヤレる!?
生中●し若妻ナンパ12！

【S級】どエロ超ミニスカ女街角援●交際4
大手化粧品会社で働く女たちをナンパ
うまのりロデオ騎乗位でザーメンを絞りとる淫乱痴女～み
づなれい 桜井あゆ 紺野マリエ
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
女子●生孕ませレ●プ中●し20連発 あおいれな
【超Ｓクラス】ちっちゃいけれど感度バツグンの微乳で美乳
な美人素●だけを厳選しました！
星美りかがアナタの自宅に出張ソープ!極上テクニックに我
慢出来たら中●しSEXサービス!
超！素●動画 生中●し編
稲場るか 中●し孕ませ新婚生活
【怒涛の30人斬り3時間！】世間知らずの女子●生にタップ
リ生中●し
「SEXの不満を解消します」ネット募集で集まったむっつり
変態美女4人
女子●生、全員に膣●射精中●し2時間3
【S級】素●人妻ナンパ 奥さんの自宅にお邪魔して完全合
意で中●ししちゃいました!!

30(金)
都内某所に現代風のヤレるノーパン喫茶の情報が!!ホント
にそんな店が存在するのか徹底調査!!2
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!そのまま生で擦り合わせて、ヌルヌル
「アンタとなんかヤル訳無いじゃん(笑)」的な上から目線の
高飛車女に思いっきりズボ挿入！アヘイキ絶頂、生SEXで
高級下着モニターに強度調査名目で素股をさせたら、カチ
カチ生ち●ぽの感触にオマ●コが…!
【超S級】若妻不倫温泉 ⑲
高級外車でナンパしたら、驚くほど成功したうえに汚いチ○
ポをしゃぶってくれました！さらに…
童貞の僕がお風呂で憧れのあの人と奇跡の生中●し3時
間スペシャル！
「奥さん、あなたのオナニー見せて下さい」ダメ元でお願い
したら演技無しのガチオナで興奮MAXイキ！奥様はチンポ
小泉真希～ＳＵＰＥＲ ＢＯＤＹ ＤＥＢＵＴ！！
再婚した嫁の連れ子が超生意気だが見た目が超ドストライ
ク！昼寝中の悪戯がバレた勢いで生中●ししたら 「お父さ
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

