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素●初撮りSUPER
DELUXE　～上京したての
かなり可愛い素●娘14名を
厳選!! AV男優としたかった
素●を即ハメしたらやっぱ
りどスケベだった～

葵つかさ    新入社員はセ
ク●ラ痴女

蒼井そらの巨乳マネー
ジャーを、口説いて飲ませ
て、みんなでヤッちゃった。

花粉症お嬢さんをキャッチ
して中●し

新・田舎女子●生BEST
VOL.2　～厳選！清純派田
舎少女7名スペシャル～

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

特選！美少女プライベート
生撮りコレクション12人120
分 VOL.2

素●男女観察バラエティ
AV！終電逃した大学生が
Hゲームで宿ゲット！！女
友達と二人きりの絶倫中●
しSEX！３時間

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

リアル面接シリーズ
SEXLIVE　PLUS 1 ～10人
の宴～　PART.2

葵つかさ    新入社員はセ
ク●ラ痴女

ディープス人気作品集を厳
選２８タイトル！抜ける作品
だけを厳選チョイスした傑
作選！４時間ＤＸ

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった

10人の美人妻　膣●射精
生出しスペシャル3

【今月のＭＭ号Part.1】ザ・
マジックミラー 顔出し！女
子大生限定 徹底検証！男
女の友情は成立する!?友達
関係のリアル素●大学生
が日本一エロ～い車の中
で二人っきり ７

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

日本全国のカワイイ素●娘
＆綺麗なお姉さんを探し求
めてガチナンパ！頬を赤ら
めて恥ずかしがる本物素●
の姿を見逃すな！２５名６
時間ＳＰ

美巨乳MAX淫乱どスケベ
娘がでか乳ゆらして濡れま
くりのイキまくりスペシャル

【MOODYZ】グラビアアイド
ルの世界最高お姉ちゃん
高橋しょう子

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

超絶美少女メーカー
『kawaii』からデビューした
女の子から最もヌケる厳選
美少女を１０名ピックアッ
プ！絶対オススメの話題
作！４時間

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

【ＣＳオリジナル】ため息が
出るほど美しい素●若妻た
ちがナンパされて中●しま
で…。３２名６時間

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

俺たちがオナニーする為に
生まれてきたかの様な黄金
ＢＯＤＹのお姉様が２４名！
顔も可愛くって言う事なし！
４時間ＳＰ

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

ガチナンパ！ド素●さんデ
カちんの素●童貞くんをひ
と皮剥いて（一人前にして）
くれませんか？ 2/3　６時
間

未成熟な身体！狭い割れ
目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

日本全国のカワイイ素●娘
＆綺麗なお姉さんを探し求
めてガチナンパ！頬を赤ら
めて恥ずかしがる本物素●
の姿を見逃すな！２５名６
時間ＳＰ

可愛くって初々しい制服美
少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

可愛くって初々しい制服美
少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

【MOODYZ】グラビアアイド
ルの世界最高お姉ちゃん
高橋しょう子

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間

巨乳・黒髪・スレンダー！正
に日本の大和撫子！和服
美女が３０名揃い踏み！４
時間ＤＸ

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

【今月のＭＭ号Part.2】「カッ
プル限定」マジックミラー号
の中で、自慢の彼女を「寝
とって」真正中●し！1３ ３
時間

ディープス人気作品集を厳
選２８タイトル！抜ける作品
だけを厳選チョイスした傑
作選！４時間ＤＸ

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

初イキ！アイドル　長瀬麻
美

花粉症お嬢さんをキャッチ
して中●し

雪山ゲレンデで隠れ巨乳
の美少女を『温感マッサー
ジの無料体験』と偽って敏
感ボディをハメまくり！３時
間

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間

S級ギャルナマ撮り即ハメコ
レクション　白＆黒8名の好
色尻軽スケベギャルとズボ
ズボ！

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

素●初撮りSUPER
DELUXE　～上京したての
かなり可愛い素●娘14名を
厳選!! AV男優としたかった
素●を即ハメしたらやっぱ
りどスケベだった～

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

10人の美人妻　膣●射精
生出しスペシャル3

【全員中●し】ハメ狂いマ●
コに電マしたり、潮吹かせ
たり、ゴム無し射精もオー
ルＯＫな欲求不満な淫乱女
達！

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった

【今月のＭＭ号Part.1】ザ・
マジックミラー 顔出し！女
子大生限定 徹底検証！男
女の友情は成立する!?友達
関係のリアル素●大学生
が日本一エロ～い車の中
で二人っきり ７

白石美咲☆長身美女とい
やらしいセックス

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

蒼井そらの巨乳マネー
ジャーを、口説いて飲ませ
て、みんなでヤッちゃった。

素●男女観察バラエティ
AV！終電逃した大学生が
Hゲームで宿ゲット！！女
友達と二人きりの絶倫中●
しSEX！３時間

【全員中●し】ハメ狂いマ●
コに電マしたり、潮吹かせ
たり、ゴム無し射精もオー
ルＯＫな欲求不満な淫乱女
達！

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間

雪山ゲレンデで隠れ巨乳
の美少女を『温感マッサー
ジの無料体験』と偽って敏
感ボディをハメまくり！３時
間

初イキ！アイドル　長瀬麻
美

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

白石美咲☆長身美女とい
やらしいセックス

新・田舎女子●生BEST
VOL.2　～厳選！清純派田
舎少女7名スペシャル～

高級ソープBEST
COLLECTION ～プレミアム
ご奉仕 極上11人の泡姫た
ち～ 『俺達のいいなり女子マ

ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

満開アリスターズ★葵つか
さ　川上奈々美　小島みな
み　奥田咲　辰巳ゆい 未成熟な身体！狭い割れ

目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

満開アリスターズ★葵つか
さ　川上奈々美　小島みな
み　奥田咲　辰巳ゆい

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった

ディープス人気作品集を厳
選２８タイトル！抜ける作品
だけを厳選チョイスした傑
作選！４時間ＤＸ

ガチナンパ！ド素●さんデ
カちんの素●童貞くんをひ
と皮剥いて（一人前にして）
くれませんか？ 2/3　６時
間

超絶美少女メーカー
『kawaii』からデビューした
女の子から最もヌケる厳選
美少女を１０名ピックアッ
プ！絶対オススメの話題
作！４時間

葵つかさ    新入社員はセ
ク●ラ痴女

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

未成熟な身体！狭い割れ
目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

【今月のＭＭ号Part.2】「カッ
プル限定」マジックミラー号
の中で、自慢の彼女を「寝
とって」真正中●し！1３ ３
時間

放送休止

日本全国のカワイイ素●娘
＆綺麗なお姉さんを探し求
めてガチナンパ！頬を赤ら
めて恥ずかしがる本物素●
の姿を見逃すな！２５名６
時間ＳＰ

ガチナンパ！ド素●さんデ
カちんの素●童貞くんをひ
と皮剥いて（一人前にして）
くれませんか？ 2/3　６時
間

巨乳・黒髪・スレンダー！正
に日本の大和撫子！和服
美女が３０名揃い踏み！４
時間ＤＸ

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

俺たちがオナニーする為に
生まれてきたかの様な黄金
ＢＯＤＹのお姉様が２４名！
顔も可愛くって言う事なし！
４時間ＳＰ

【ＣＳオリジナル】ため息が
出るほど美しい素●若妻た
ちがナンパされて中●しま
で…。３２名６時間

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

【12時間600円(税
抜)Part.1】ＯＬ！ロ●ータ！
レズ！可愛いオンナのコ満
載！『性感エステ』作品３タ
イトルを１２時間で一挙放
送！第2、第4日曜日のプレ
ミアムパック！

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

S級ギャルナマ撮り即ハメコ
レクション　白＆黒8名の好
色尻軽スケベギャルとズボ
ズボ！

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

放送休止

【12時間600円(税抜)Part.2
大人気！オリジナル作
品！『有名女子大限定！中
●しナンパ』４作品を１２時
間で一挙放送！第1、第3
土曜日のプレミアムパッ
ク！

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

可愛くって初々しい制服美
少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号
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Splash番組表(12月16日～31日)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

葵つかさ    新入社員はセ
ク●ラ痴女

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった

美巨乳MAX淫乱どスケベ
娘がでか乳ゆらして濡れま
くりのイキまくりスペシャル

白石美咲☆長身美女とい
やらしいセックス

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

可愛くって初々しい制服美
少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

未成熟な身体！狭い割れ
目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

リアル面接シリーズ
SEXLIVE　PLUS 1 ～10人
の宴～　PART.2

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった

俺たちがオナニーする為に
生まれてきたかの様な黄金
ＢＯＤＹのお姉様が２４名！
顔も可愛くって言う事なし！
４時間ＳＰ

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

新・田舎女子●生BEST
VOL.2　～厳選！清純派田
舎少女7名スペシャル～

日本全国のカワイイ素●娘
＆綺麗なお姉さんを探し求
めてガチナンパ！頬を赤ら
めて恥ずかしがる本物素●
の姿を見逃すな！２５名６
時間ＳＰ

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

【ＣＳオリジナル】ため息が
出るほど美しい素●若妻た
ちがナンパされて中●しま
で…。３２名６時間

ガチナンパ！ド素●さんデ
カちんの素●童貞くんをひ
と皮剥いて（一人前にして）
くれませんか？ 2/3　６時
間超絶美少女メーカー

『kawaii』からデビューした
女の子から最もヌケる厳選
美少女を１０名ピックアッ
プ！絶対オススメの話題
作！４時間【全員中●し】ハメ狂いマ●

コに電マしたり、潮吹かせ
たり、ゴム無し射精もオー
ルＯＫな欲求不満な淫乱女
達！

巨乳・黒髪・スレンダー！正
に日本の大和撫子！和服
美女が３０名揃い踏み！４
時間ＤＸ

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

【今月のＭＭ号Part.2】「カッ
プル限定」マジックミラー号
の中で、自慢の彼女を「寝
とって」真正中●し！1３ ３
時間

【MOODYZ】グラビアアイド
ルの世界最高お姉ちゃん
高橋しょう子

ガチナンパ！ド素●さんデ
カちんの素●童貞くんをひ
と皮剥いて（一人前にして）
くれませんか？ 2/3　６時
間

超絶美少女メーカー
『kawaii』からデビューした
女の子から最もヌケる厳選
美少女を１０名ピックアッ
プ！絶対オススメの話題
作！４時間

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

高級ソープBEST
COLLECTION ～プレミアム
ご奉仕 極上11人の泡姫た
ち～

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

可愛くって初々しい制服美
少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

【今月のＭＭ号Part.1】ザ・
マジックミラー 顔出し！女
子大生限定 徹底検証！男
女の友情は成立する!?友達
関係のリアル素●大学生
が日本一エロ～い車の中
で二人っきり ７

ディープス人気作品集を厳
選２８タイトル！抜ける作品
だけを厳選チョイスした傑
作選！４時間ＤＸ

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

雪山ゲレンデで隠れ巨乳
の美少女を『温感マッサー
ジの無料体験』と偽って敏
感ボディをハメまくり！３時
間

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

未成熟な身体！狭い割れ
目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった 【今月のＭＭ号Part.2】「カッ

プル限定」マジックミラー号
の中で、自慢の彼女を「寝
とって」真正中●し！1３ ３
時間

葵つかさ    新入社員はセ
ク●ラ痴女

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

初イキ！アイドル　長瀬麻
美

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

【今月のＭＭ号Part.1】ザ・
マジックミラー 顔出し！女
子大生限定 徹底検証！男
女の友情は成立する!?友達
関係のリアル素●大学生
が日本一エロ～い車の中
で二人っきり ７

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった 可愛くって初々しい制服美

少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

素●男女観察バラエティ
AV！終電逃した大学生が
Hゲームで宿ゲット！！女
友達と二人きりの絶倫中●
しSEX！３時間

【全員中●し】ハメ狂いマ●
コに電マしたり、潮吹かせ
たり、ゴム無し射精もオー
ルＯＫな欲求不満な淫乱女
達！

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

『俺達のいいなり女子マ
ネージャー』総集編！Ｓ級
美少女！●●名！３時間

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

初イキ！アイドル　長瀬麻
美

葵つかさ    新入社員はセ
ク●ラ痴女

白石美咲☆長身美女とい
やらしいセックス

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間満開アリスターズ★葵つか

さ　川上奈々美　小島みな
み　奥田咲　辰巳ゆい

巨乳・黒髪・スレンダー！正
に日本の大和撫子！和服
美女が３０名揃い踏み！４
時間ＤＸ

【今月のＭＭ号Part.2】「カッ
プル限定」マジックミラー号
の中で、自慢の彼女を「寝
とって」真正中●し！1３ ３
時間

女子●生から女子大生ま
でのウブで可愛い娘だけを
●●名厳選！貴方のお気
にいりの女の子でヌキまく
り！３時間

完全固定！身動きが取れ
ない女優に腰が砕けるまで
イッてもやめない無限ピスト
ン！Ｓ１女優８名！●●
コーナー！３時間

俺たちがオナニーする為に
生まれてきたかの様な黄金
ＢＯＤＹのお姉様が２４名！
顔も可愛くって言う事なし！
４時間ＳＰ

【全員中●し】ハメ狂いマ●
コに電マしたり、潮吹かせ
たり、ゴム無し射精もオー
ルＯＫな欲求不満な淫乱女
達！

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

白石美咲☆長身美女とい
やらしいセックス

未成熟な身体！狭い割れ
目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

可愛くって初々しい制服美
少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

俺たちがオナニーする為に
生まれてきたかの様な黄金
ＢＯＤＹのお姉様が２４名！
顔も可愛くって言う事なし！
４時間ＳＰ

素●男女観察バラエティ
AV！終電逃した大学生が
Hゲームで宿ゲット！！女
友達と二人きりの絶倫中●
しSEX！３時間

可愛くって初々しい制服美
少女！パイパン女子●生
にナマ挿入！全員中●し１
８名！ ３時間

素●男女観察バラエティ
AV！終電逃した大学生が
Hゲームで宿ゲット！！女
友達と二人きりの絶倫中●
しSEX！３時間

夜行バスで声も出せずイカ
された隙に生ハメされた女
はスローピストンの痺れる
快感に理性を失い中●しも
拒めない7

高級ソープBEST
COLLECTION ～プレミアム
ご奉仕 極上11人の泡姫た
ち～

【ＣＳオリジナル】ため息が
出るほど美しい素●若妻た
ちがナンパされて中●しま
で…。３２名６時間

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

巨乳・黒髪・スレンダー！正
に日本の大和撫子！和服
美女が３０名揃い踏み！４
時間ＤＸ

未成熟な身体！狭い割れ
目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

素●お姉さん！拘束声出し
我慢ゲーム！電マ振動ア
イアンパンツの刺激にどこ
まで耐えられる！？３時間

ディープス人気作品集を厳
選２８タイトル！抜ける作品
だけを厳選チョイスした傑
作選！４時間ＤＸ

【今月のＭＭ号Part.1】ザ・
マジックミラー 顔出し！女
子大生限定 徹底検証！男
女の友情は成立する!?友達
関係のリアル素●大学生
が日本一エロ～い車の中
で二人っきり ７

雪山ゲレンデで隠れ巨乳
の美少女を『温感マッサー
ジの無料体験』と偽って敏
感ボディをハメまくり！３時
間

【MOODYZ】グラビアアイド
ルの世界最高お姉ちゃん
高橋しょう子

ガチナンパ！ド素●さんの
恥じらいSEX！「何度もイっ
ちゃってるからぁもう止め
てぇ！」童貞くん筆下ろし全
員中●しSP！３時間

【12時間600円(税
抜)Part.1】ＯＬ！ロ●ータ！
レズ！可愛いオンナのコ満
載！『性感エステ』作品３タ
イトルを１２時間で一挙放
送！第2、第4日曜日のプレ
ミアムパック！

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

入寮したら男は僕一人ぼっ
ちだった

【アニメ】DEMONION外伝～
前編～後編/異常痴態　実
験奴隷２　３タイトルオリジ
ナル編集版

未成熟な身体！狭い割れ
目に大きなチンポを容赦な
くメッタ刺し！純粋無垢な美
少女●●名３時間

特選！美少女プライベート
生撮りコレクション12人120
分 VOL.2

【MOODYZ】グラビアアイド
ルの世界最高お姉ちゃん
高橋しょう子

日本全国のカワイイ素●娘
＆綺麗なお姉さんを探し求
めてガチナンパ！頬を赤ら
めて恥ずかしがる本物素●
の姿を見逃すな！２５名６
時間ＳＰ

目を見張るほど美人な若妻
と仲良くなって旦那に内緒
の不倫ＳＥＸ！精子が枯れ
るほどヤリまくり！３時間

超絶美少女メーカー
『kawaii』からデビューした
女の子から最もヌケる厳選
美少女を１０名ピックアッ
プ！絶対オススメの話題
作！４時間

可憐で清楚！会社でも評
判の美人社員と俺が会社
の手違いで出張先のホテ
ルが相部屋に！？本気で
口説いて濡らせて犯っちゃ
え！３時間

【ＣＳオリジナル】ため息が
出るほど美しい素●若妻た
ちがナンパされて中●しま
で…。３２名６時間

終電逃した素●男女に密
着！部屋について行っても
イイですか？女先輩と童貞
後輩！酔った勢いで一線
超えて中●しＳＥＸ！３時間

【12時間600円(税抜)Part.2
大人気！オリジナル作
品！『有名女子大限定！中
●しナンパ』４作品を１２時
間で一挙放送！第1、第3
土曜日のプレミアムパッ
ク！

都会がはじめての素朴な
田舎娘を騙してＨなお仕事
を紹介！自分の価値が
解ってない田舎娘をヤりま
くり！中●しし放題！３時
間 vol.３

月刊ＳＰＬＡＳＨ１２月号

雪山ゲレンデで隠れ巨乳
の美少女を『温感マッサー
ジの無料体験』と偽って敏
感ボディをハメまくり！３時
間


