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【中●し×輪●】ガチ生ハメ
真正中●し！複数チ●コ
精子をどっぷりマ●コに
ぶっ込む11発射！

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

恥辱の女潜入捜査官　マ
ゾコンパニオン　すみれVS
上級美人秘書　月島えみり
～豪華2本特別編集版～

【証言】やっとの思いで会
社で一番の美人と結婚しま
したが、同僚の男たちに会
社内で寝取られました。

近所のママ友たちのパンチ
ラ&パイチラで僕の思春期
チ●コはカッチカチ3 「ママ
には内緒で大人のカラダ
教えてあげよっか」

人妻生保レディ 痴●電車
～男の指技に日ごと堕ちて
いく私～ 紫艶

厳選美淑女コレクション
VOL.3　街で噂のセレブ美
人妻15名

喘ぎ我慢家庭内レ●プ 寝
取られた田舎で暮らす五
十路母 身も心も犯され堕
ち母20人3時間

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

女尻　　美雪ありす

見た目は清楚！中身は淫
乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

長年連れ添った相性抜群
の夫婦が全身全霊で愛し
合うセックス！１８名４時間

真夜中の美少女たち＃001

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

うちの母にかぎって…「息
子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

人妻生保レディ 痴●電車
～男の指技に日ごと堕ちて
いく私～ 紫艶

七海ななの超高級ソー
プ！

野外フェスでハイテンショ
ン！ほろ酔い状態の奥様
方をガチナンパ！浮かれ
気分で一夜の中●し乱
交！３時間

七海ななの超高級ソー
プ！

転校生はグラビアアイドル
高橋しょう子 ３時間

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

熟女メーカー【Madonna】選
抜神巨乳ＢＥＳＴ！２１人の
選ばれた神巨乳を４時間で
たっぷり堪能！

熟女強● 恐怖におびえな
がらマ○コを濡らす女12人
3時間 vol.2

人妻中●し！ガチンコナン
パ！６時間　銀座・三軒茶
屋編

『まだまだ若い者には負け
へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

【ＣＳオリジナルPart.2】母
子交尾総集編！僕と義母
の一夜の過ち…。禁断の
近●相姦！２４名６時間

ＡＶ初撮り！ウエストくびれ
て天然Ｇカップ！グラビア
アイドルＡＶデビュー！桜
空もも

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

【ＣＳオリジナルPart.1】素
●妻ナンパ全員生中●し
セレブDX 54＆55　６時間

見た目は清楚！中身は淫
乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

【実録】強●！レ●プ！男
達の抑えきれない衝動を
ぶつけられた女達…！悲
鳴を上げながら悶え続け
否応なしに凌辱！１２名３
時間

真夜中の美少女たち＃001
男女2人同時責め！最高
のおもてなし！人妻絶頂中
●しエステ！３時間

野外フェスでハイテンショ
ン！ほろ酔い状態の奥様
方をガチナンパ！浮かれ
気分で一夜の中●し乱
交！３時間

愛する娘の彼氏に狙われ
て…。もう引き戻せない背
徳交尾！娘の彼氏に抱か
れた母３時間

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

見た目は清楚！中身は淫
乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

喘ぎ我慢家庭内レ●プ 寝
取られた田舎で暮らす五
十路母 身も心も犯され堕
ち母20人3時間

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

野外フェスでハイテンショ
ン！ほろ酔い状態の奥様
方をガチナンパ！浮かれ
気分で一夜の中●し乱
交！３時間

実録！人間家畜ドキュメン
ト！Vol.1+2 全てを奪わ
れ、雌豚と化した女たち…
３時間

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

ＡＶ初撮り！ウエストくびれ
て天然Ｇカップ！グラビア
アイドルＡＶデビュー！桜
空もも

女尻　　美雪ありす

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

【実録】強●！レ●プ！男
達の抑えきれない衝動を
ぶつけられた女達…！悲
鳴を上げながら悶え続け
否応なしに凌辱！１２名３
時間

転校生はグラビアアイドル
高橋しょう子 ３時間

四十路過敏症2 翔んでる
美熟女　青木美里41歳の
場合

七海ななの超高級ソー
プ！

うちの母にかぎって…「息
子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

恥辱の女潜入捜査官　マ
ゾコンパニオン　すみれVS
上級美人秘書　月島えみり
～豪華2本特別編集版～

うちの母にかぎって…「息
子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

ＡＶ初撮り！ウエストくびれ
て天然Ｇカップ！グラビア
アイドルＡＶデビュー！桜
空もも

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

熟女強● 恐怖におびえな
がらマ○コを濡らす女12人
3時間 vol.2 若妻不倫温泉ＢＥＳＴ　美

人若妻は欲求不満！Ｓ級
素●若妻３０人としっぽりＳ
ＥＸ！４時間ＤＸ

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

下着姿でうろつく姉　葵つ
かさ

『まだまだ若い者には負け
へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

転校生はグラビアアイドル
高橋しょう子 ３時間

近所のママ友たちのパンチ
ラ&パイチラで僕の思春期
チ●コはカッチカチ3 「ママ
には内緒で大人のカラダ
教えてあげよっか」

男女2人同時責め！最高
のおもてなし！人妻絶頂中
●しエステ！３時間

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間

【証言】やっとの思いで会
社で一番の美人と結婚しま
したが、同僚の男たちに会
社内で寝取られました。

若妻不倫温泉ＢＥＳＴ　美
人若妻は欲求不満！Ｓ級
素●若妻３０人としっぽりＳ
ＥＸ！４時間ＤＸ

長年連れ添った相性抜群
の夫婦が全身全霊で愛し
合うセックス！１８名４時間

熟女メーカー【Madonna】選
抜神巨乳ＢＥＳＴ！２１人の
選ばれた神巨乳を４時間で
たっぷり堪能！

【実録】強●！レ●プ！男
達の抑えきれない衝動を
ぶつけられた女達…！悲
鳴を上げながら悶え続け
否応なしに凌辱！１２名３
時間

野外フェスでハイテンショ
ン！ほろ酔い状態の奥様
方をガチナンパ！浮かれ
気分で一夜の中●し乱
交！３時間

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！ 熟女強● 恐怖におびえな

がらマ○コを濡らす女12人
3時間 vol.2

見た目は清楚！中身は淫
乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

ＡＶ初撮り！ウエストくびれ
て天然Ｇカップ！グラビア
アイドルＡＶデビュー！桜
空もも

【ＣＳオリジナルPart.2】母
子交尾総集編！僕と義母
の一夜の過ち…。禁断の
近●相姦！２４名６時間

【中●し×輪●】ガチ生ハメ
真正中●し！複数チ●コ
精子をどっぷりマ●コに
ぶっ込む11発射！

【12時間600円(税
抜)Part.2】ＤＶＤショップに
は置いていないＣＳオリジ
ナル編集作品を一挙５タイ
トル！１２時間でお届け！
第1、第3日曜日のプレミア
ムパック！

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間

【ＣＳオリジナルPart.1】素
●妻ナンパ全員生中●し
セレブDX 54＆55　６時間 『まだまだ若い者には負け

へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

放送休止

人妻中●し！ガチンコナン
パ！６時間　銀座・三軒茶
屋編

熟女強● 恐怖におびえな
がらマ○コを濡らす女12人
3時間 vol.2

【ＣＳオリジナルPart.1】素
●妻ナンパ全員生中●し
セレブDX 54＆55　６時間

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

【ＣＳオリジナルPart.2】母
子交尾総集編！僕と義母
の一夜の過ち…。禁断の
近●相姦！２４名６時間

【12時間600円(税
抜)Part.1】特選ナンパ作品
４タイトル！素●人妻イキ
まくり！ヤリまくり！中●し
ナンパ１２時間！第2、第4
土曜日のプレミアムパッ
ク！

見た目は清楚！中身は淫
乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

実録！人間家畜ドキュメン
ト！Vol.1+2 全てを奪わ
れ、雌豚と化した女たち…
３時間

【証言】やっとの思いで会
社で一番の美人と結婚しま
したが、同僚の男たちに会
社内で寝取られました。

魔女たちのSEX VOL.1　20
代後半～30代後半の超美
形人妻がド淫乱に大変
身！やっぱり中●しだよ
ね！10人スペシャル

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

熟女強● 恐怖におびえな
がらマ○コを濡らす女12人
3時間 vol.2

【実録】強●！レ●プ！男
達の抑えきれない衝動を
ぶつけられた女達…！悲
鳴を上げながら悶え続け
否応なしに凌辱！１２名３
時間

実録！人間家畜ドキュメン
ト！Vol.1+2 全てを奪わ
れ、雌豚と化した女たち…
３時間

放送休止

人妻生保レディ 痴●電車
～男の指技に日ごと堕ちて
いく私～ 紫艶

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

恥辱の女潜入捜査官　マ
ゾコンパニオン　すみれVS
上級美人秘書　月島えみり
～豪華2本特別編集版～

愛する娘の彼氏に狙われ
て…。もう引き戻せない背
徳交尾！娘の彼氏に抱か
れた母３時間
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Flamingo番組表(10月16日～31日)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

女尻　　美雪ありす

人妻乱交　酒池肉林

真夜中の美少女たち＃001
止まらない絶頂！川上
奈々美を大満足させた！
逆ソープ天国

人妻乱交　酒池肉林

魔女たちのSEX VOL.1　20
代後半～30代後半の超美
形人妻がド淫乱に大変
身！やっぱり中●しだよ
ね！10人スペシャル

人妻生保レディ 痴●電車
～男の指技に日ごと堕ちて
いく私～ 紫艶

男を狂わす淫靡なカラダ！
極上美熟女10名 2時間ス
ペシャルVOL.1

【実録】強●！レ●プ！男
達の抑えきれない衝動を
ぶつけられた女達…！悲
鳴を上げながら悶え続け
否応なしに凌辱！１２名３
時間

男女2人同時責め！最高
のおもてなし！人妻絶頂中
●しエステ！３時間

四十路熟女中●し10人ス
ペシャル

転校生はグラビアアイドル
高橋しょう子 ３時間

女尻　　美雪ありす

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

止まらない絶頂！川上
奈々美を大満足させた！
逆ソープ天国

近所のママ友たちのパンチ
ラ&パイチラで僕の思春期
チ●コはカッチカチ3 「ママ
には内緒で大人のカラダ
教えてあげよっか」

他人の妻は蜜の味…。総
集編VOL.1

他人の妻は蜜の味…。総
集編VOL.1

長年連れ添った相性抜群
の夫婦が全身全霊で愛し
合うセックス！１８名４時間

【ＣＳオリジナルPart.1】素
●妻ナンパ全員生中●し
セレブDX 54＆55　６時間

うちの母にかぎって…「息
子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

【ＣＳオリジナルPart.2】母
子交尾総集編！僕と義母
の一夜の過ち…。禁断の
近●相姦！２４名６時間

野外フェスでハイテンショ
ン！ほろ酔い状態の奥様
方をガチナンパ！浮かれ
気分で一夜の中●し乱
交！３時間

若妻不倫温泉ＢＥＳＴ　美
人若妻は欲求不満！Ｓ級
素●若妻３０人としっぽりＳ
ＥＸ！４時間ＤＸ

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間

【実録】強●！レ●プ！男
達の抑えきれない衝動を
ぶつけられた女達…！悲
鳴を上げながら悶え続け
否応なしに凌辱！１２名３
時間

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

10人の美人妻　膣●射精
生出しスペシャル4

愛する娘の彼氏に狙われ
て…。もう引き戻せない背
徳交尾！娘の彼氏に抱か
れた母３時間

男女2人同時責め！最高
のおもてなし！人妻絶頂中
●しエステ！３時間

転校生はグラビアアイドル
高橋しょう子 ３時間

実録！人間家畜ドキュメン
ト！Vol.1+2 全てを奪わ
れ、雌豚と化した女たち…
３時間

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間見た目は清楚！中身は淫

乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間

下着姿でうろつく姉　葵つ
かさ

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

『まだまだ若い者には負け
へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

人妻中●し！ガチンコナン
パ！６時間　銀座・三軒茶
屋編

【中●し×輪●】ガチ生ハメ
真正中●し！複数チ●コ
精子をどっぷりマ●コに
ぶっ込む11発射！

【証言】やっとの思いで会
社で一番の美人と結婚しま
したが、同僚の男たちに会
社内で寝取られました。

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

ＡＶ初撮り！ウエストくびれ
て天然Ｇカップ！グラビア
アイドルＡＶデビュー！桜
空もも

『まだまだ若い者には負け
へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

恥辱の女潜入捜査官　マ
ゾコンパニオン　すみれVS
上級美人秘書　月島えみり
～豪華2本特別編集版～

【ＣＳオリジナルPart.1】素
●妻ナンパ全員生中●し
セレブDX 54＆55　６時間

熟女強● 恐怖におびえな
がらマ○コを濡らす女12人
3時間 vol.2

喘ぎ我慢家庭内レ●プ 寝
取られた田舎で暮らす五
十路母 身も心も犯され堕
ち母20人3時間

うちの母にかぎって…「息
子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

七海ななの超高級ソー
プ！ うちの母にかぎって…「息

子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

野外フェスでハイテンショ
ン！ほろ酔い状態の奥様
方をガチナンパ！浮かれ
気分で一夜の中●し乱
交！３時間

熟女メーカー【Madonna】選
抜神巨乳ＢＥＳＴ！２１人の
選ばれた神巨乳を４時間で
たっぷり堪能！

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

止まらない絶頂！川上
奈々美を大満足させた！
逆ソープ天国

人妻生保レディ 痴●電車
～男の指技に日ごと堕ちて
いく私～ 紫艶

下着姿でうろつく姉　葵つ
かさ

近所のママ友たちのパンチ
ラ&パイチラで僕の思春期
チ●コはカッチカチ3 「ママ
には内緒で大人のカラダ
教えてあげよっか」

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

恥辱の女潜入捜査官　マ
ゾコンパニオン　すみれVS
上級美人秘書　月島えみり
～豪華2本特別編集版～

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

愛する娘の彼氏に狙われ
て…。もう引き戻せない背
徳交尾！娘の彼氏に抱か
れた母３時間

若妻不倫温泉ＢＥＳＴ　美
人若妻は欲求不満！Ｓ級
素●若妻３０人としっぽりＳ
ＥＸ！４時間ＤＸ

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

見た目は清楚！中身は淫
乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

男女2人同時責め！最高
のおもてなし！人妻絶頂中
●しエステ！３時間

転校生はグラビアアイドル
高橋しょう子 ３時間

うちの母にかぎって…「息
子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

男を狂わす淫靡なカラダ！
極上美熟女10名 2時間ス
ペシャルVOL.1

止まらない絶頂！川上
奈々美を大満足させた！
逆ソープ天国

四十路過敏症2 翔んでる
美熟女　青木美里41歳の
場合

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

【証言】やっとの思いで会
社で一番の美人と結婚しま
したが、同僚の男たちに会
社内で寝取られました。

10人の美人妻　膣●射精
生出しスペシャル4

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

女尻　　美雪ありす
止まらない絶頂！川上
奈々美を大満足させた！
逆ソープ天国

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

恥辱の女潜入捜査官　マ
ゾコンパニオン　すみれVS
上級美人秘書　月島えみり
～豪華2本特別編集版～

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間

熟女強● 恐怖におびえな
がらマ○コを濡らす女12人
3時間 vol.2

近所のママ友たちのパンチ
ラ&パイチラで僕の思春期
チ●コはカッチカチ3 「ママ
には内緒で大人のカラダ
教えてあげよっか」

完全Ｓ級五つ星！素●人
妻中●しナンパ！デキル
女は床上手！？キャリア
ウーマン美人妻！ご無沙
汰ＳＥＸに理性崩壊！
Part.3 ３時間

長年連れ添った相性抜群
の夫婦が全身全霊で愛し
合うセックス！１８名４時間

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

熟女メーカー【Madonna】選
抜神巨乳ＢＥＳＴ！２１人の
選ばれた神巨乳を４時間で
たっぷり堪能！

『まだまだ若い者には負け
へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

実録！人間家畜ドキュメン
ト！Vol.1+2 全てを奪わ
れ、雌豚と化した女たち…
３時間

【ＣＳオリジナルPart.2】母
子交尾総集編！僕と義母
の一夜の過ち…。禁断の
近●相姦！２４名６時間

四十路過敏症2 翔んでる
美熟女　青木美里41歳の
場合

人妻生保レディ 痴●電車
～男の指技に日ごと堕ちて
いく私～ 紫艶

人妻中●し！ガチンコナン
パ！６時間　銀座・三軒茶
屋編

ＡＶ初撮り！ウエストくびれ
て天然Ｇカップ！グラビア
アイドルＡＶデビュー！桜
空もも

喘ぎ我慢家庭内レ●プ 寝
取られた田舎で暮らす五
十路母 身も心も犯され堕
ち母20人3時間

Ｄ●Ｍ動画ランキングで上
位を占めた素●人妻の中
から●●名をピックアッ
プ！ナンパ！巨乳！清
楚！中●し！納得の３時
間

【ＭＵＴＥＫＩ】元世界レベル
のアスリート！日本中の期
待を背負い『今井メロ』ＡＶ
デビュー！

人妻中●し！ガチンコナン
パ！６時間　銀座・三軒茶
屋編

厳選美淑女コレクション
VOL.3　街で噂のセレブ美
人妻15名

【中●し×輪●】ガチ生ハメ
真正中●し！複数チ●コ
精子をどっぷりマ●コに
ぶっ込む11発射！

人妻なら！夫のチ●ポ当
ててみろ！『おいおい！そ
れは違うでしょ(笑)』夫と段
違いの外人バズーカチ●
ポに目が釘付け！興奮Ｍ
ＡＸな奥様たち！３時間

【12時間600円(税
抜)Part.1】特選ナンパ作品
４タイトル！素●人妻イキ
まくり！ヤリまくり！中●し
ナンパ１２時間！第2、第4
土曜日のプレミアムパッ
ク！

熟女ファンにささげる１作
品『熟道』極上熟女６０
名！清楚系から肉食系ま
で完全網羅！特別編集！
３時間 vol.2

『まだまだ若い者には負け
へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

ＡＶ初撮り！ウエストくびれ
て天然Ｇカップ！グラビア
アイドルＡＶデビュー！桜
空もも

下着姿でうろつく姉　葵つ
かさ

喘ぎ我慢家庭内レ●プ 寝
取られた田舎で暮らす五
十路母 身も心も犯され堕
ち母20人3時間

『まだまだ若い者には負け
へんで！』還暦！古希！
の高齢熟女が２０名！全員
中●し３時間

【12時間600円(税
抜)Part.2】ＤＶＤショップに
は置いていないＣＳオリジ
ナル編集作品を一挙５タイ
トル！１２時間でお届け！
第1、第3日曜日のプレミア
ムパック！

野外フェスでハイテンショ
ン！ほろ酔い状態の奥様
方をガチナンパ！浮かれ
気分で一夜の中●し乱
交！３時間

マドンナ専属！Ｓ級美熟女
『橘美鈴』『松雪かなえ』の
豪華２作品！膣奥の向こう
側…/夫は知らない…３時
間

見た目は清楚！中身は淫
乱！？家庭は壊したくな
い！でもエッチがしたい素
●人妻たちに旦那に内緒
の濃厚ＳＥＸ！濃厚中●
し！●●名３時間

うちの母にかぎって…「息
子に知られたら困る…
…。」泣きそうな顔でそう言
うと母は僕のクラスメイトに
カラダを許したvol.1～4

【実録】強●！レ●プ！男
達の抑えきれない衝動を
ぶつけられた女達…！悲
鳴を上げながら悶え続け
否応なしに凌辱！１２名３
時間

転校生はグラビアアイドル
高橋しょう子 ３時間

レベル高っ！！平日の昼
限定！出会い系で職場や
自宅を抜け出す浮気妻た
ち！美人でスケベ！最高
の若妻たちとガチＳＥＸ！３
時間

四十路熟女中●し10人ス
ペシャル

愛する娘の彼氏に狙われ
て…。もう引き戻せない背
徳交尾！娘の彼氏に抱か
れた母３時間

フラミンゴＴＶ１０月号 『初
撮り人妻』ＡＶデビュー！美
人で可憐な貞淑妻の夫に
は見せられない本当の私
…。●●名６時間


