2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ビキスポ！のご紹介

R-18

配信中

躍動する筋肉、ほとばしる汗！しなやかな肉体の繰り広げる新感覚スポーツ番組ビキスポ！種目はゴル
フ、ビーチバレー、テニス、ボウリング、フットサル、など。各種目4話で明日のスターを目指すアイドルたち
が優勝をかけて戦う。

イメ☆パラのご紹介

R-18

配信中

セクシーアイドル界の2大トップスター「RIO」と「みひろ」がMCとなり、毎回ゲストアイドル2人とゲームをした
り、コスプレで演技対決をしたり、「女子会」トークなどで盛り上がる楽しいコーナーが満載のセクシーバラ
エティー番組！！

ケンコバのバコバコTV ＃138

-

配信中

＃138 おっぱいの部屋／ブリーフ＆トランクス登場！【この番組は2016年5月20日に放送されたもので、終
了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃139

-

配信中

＃139 キレ演技選手権／迫真のキレ演技にタジタジ；；【この番組は2016年5月27日に放送されたもので、
終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃140

-

配信中

＃140 エスパー伊東登場！／披露宴で引っ張りだこのエスパー伊東が登場です【この番組は2016年6月3
日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃141

-

配信中

＃141 ウインクキラーゲーム／悩殺ウィンクで殺されたら一枚脱いで【この番組は2016年6月10日に放送さ
れたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃142

-

配信中

＃142 ケンコバリモコン／人気のあのコーナーがまたやってきました！【この番組は2016年6月17日に放
送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

カリスマチューニング -ポルシェ- のご紹介

-

配信中

世界から注目される日本のチューニングカー。その中でもポルシェのカリスマチューナー“RWB・中井啓”に
密着！彼の特徴は何と言っても唯一無二の『オーバーフェンダー』。ラスベガスで毎年開催される、世界最
大級のチューニングカーの祭典では、ハリウッドスター並みの注目度！世界中で愛されるゲームソフトの
キーパーソンとしても登場。その生き様に迫る！

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃01～13（最終
回）

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第1回戦前半戦！Season5の第1回戦は奇
しくもSeason4の1、2、3位の直接対決！Season4で優勝を逃した助六は秘策が？シルヴィーはノリに乗っ
ていての強気な発言！最初の勝者は誰なのか？■キコーナ蒲田店●CR牙狼 金色になれ 他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃01～13（最終回）

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第1回戦前半戦！ドテチンはSeason5で2
連覇し勝ち点1を持っての参戦！七之助はSeason5でようやく3位をゲット！助六は入れ替え戦でなんとか
残留！Season6初戦は誰が勝つのか？お楽しみに！■スーパーハリウッド品川●CRめぞん一刻 -好きな
のに…

ケンコバのバコバコTV ＃143

-

配信中

＃143 イギリスの人気番組が取材にやってきた！／今週はなんとイギリスの人気番組クルーが取材に！
【この番組は2016年6月24日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃144

-

配信中

＃144 女子プロのレジェンド！デビル雅美／今週はケンコバ大興奮の元女子プロレスラーが登場【この番
組は2016年7月1日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃145

-

配信中

＃145 性的に最も興奮する時間／一週間で一番ラブラブ度が上がりやすい時間とは？【この番組は2016
年7月8日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃146

-

配信中

＃146 ふともも撮影会／今回はネットで話題の太腿写真家のゆりあさんが登場！【この番組は2016年7月
15日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃147

-

配信中

＃147 ピンク映画の世界／今週は成人向け映画を鑑賞します【この番組は2016年7月22日に放送された
もので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ポコポコ大作戦 ＃001～024

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／今回から始まった「ポコポコ大作戦」。ポコ
美と助っ人の2人がご褒美を目指してマジ実戦！！そして、今回の助っ人は七之助とゆっけ。はたして番
組初回の実戦はどのような展開となるのだろうか！？■メッセ三鷹店●CRリング運命の日 他

水道橋博士のムラっとびんびんテレビ＜シーズン2
＞＃16（G版）

-

配信中

＃16 神ゆき／「水道橋博士のムラっとびんびんテレビ」。旬のセクシー女優を毎回ゲストに招き、オトナな
知的エロトークで女優たちのココロを丸裸にします。地上波でも衛星でも見られない女優たちのマル秘トー
クは必見！しみけんによる業界の裏話や最新情報などもお楽しみ下さい。第16回のゲストは神ゆきちゃ
ん。

ケンコバのバコバコTV ＃148

-

配信中

＃148 ピンク映画の世界2 ／ピンク映画の裏事情に迫ります【この番組は2016年7月29日に放送されたも
ので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃149

-

配信中

＃149 バコリンピック ／オリンピックをバコバコ流にアレンジ！【この番組は2016年8月5日に放送されたも
ので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃150

-

配信中

＃150 住倉カオスの怖イイ話 ／今回は夏らしく怖い話です【この番組は2016年8月12日に放送されたもの
で、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃151

-

配信中

＃151 バコバコAV制作会議／作文ゲームの要領で売れそうなタイトルを考えてみましょう☆【この番組は
2016年8月19日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃152

-

配信中

＃152 24股間テレビ／24時間テレビのバコバコアレンジでお送りします！【この番組は2016年8月26日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃001

-

配信中

＃1 全員集合SP 前半戦／新リーグ初回の全員集合スペシャル！かおりっきぃ☆、ヒラヤマン、青山りょ
う、シルヴィー、政重ゆうきの5名が一堂に会し特別実戦！

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃002

-

配信中

＃2 全員集合SP 後半戦／新リーグ初回の全員集合スペシャル！かおりっきぃ☆、ヒラヤマン、青山りょ
う、シルヴィー、政重ゆうきの5名が一堂に会し特別実戦！

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃025～048

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／今回は人気むふふ熟女優・石橋ゆう子を
ゲストにパチンコ勝負！勝負内容も特別ルール！魚拓が勝てば成瀬と矢部のキス我慢、しかーし負けた
ら魚拓は53歳の熟女優・石橋ゆう子とキス！？成瀬に禁断の扉が開くのか！？■オンリーワン 春日部店
●CRジューシーハニー

光れ！パチスロリーグ ＃001

-

配信中

＃1 全員集合SP 前半戦／今回は新リーグ初回恒例の全員集合スペシャル！だが、木村魚拓の姿が見
当たらない。嵐、河原みのり、銀太郎、東城りおによるオープン戦がスタートする！

光れ！パチスロリーグ ＃002

-

配信中

＃2 全員集合SP 後半戦／今回は新リーグ初回恒例の全員集合スペシャル、その後半戦！後半からは
木村魚拓も合流、嵐、河原みのり、銀太郎、東城りおによるオープン戦の模様をお送りします！

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤルのご紹介

-

配信中

腕に覚えありの競馬業界の有名人、有名記者などが参加し、最強馬券師を決める、MONDOTVオリジナ
ルのリーグ戦、最強馬券師リーグ。毎回、自場開催にて、出演する馬券師2名が、1対1のサシ勝負、マッ
チプレーを行います。

ケンコバのバコバコTV ＃153

-

配信中

＃153 バコバコお月見会／食いしん坊のかぐや姫はなんて言ってる？【この番組は2016年9月2日に放送
されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃154

-

配信中

＃154 ケンコバさんの花嫁探し／今月は理想の花嫁目指してセクシー女優が頑張ります！【この番組は
2016年9月9日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。
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ケンコバのバコバコTV ＃155

-

配信中

＃155 ケンコバさんの花嫁探し2／今月も理想の花嫁目指してセクシー女優が頑張ります！【この番組は
2016年9月16日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃156

-

配信中

※＃157は権利の都合上、配信しません。ご了承ください。／＃156 神と呼ばれた男 プロギャンブラーの
ぶき／今週はプロギャンブラーとケンコバさんが脱衣BJで勝負！【この番組は2016年9月23日に放送され
たもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃003

-

配信中

＃3 かおりっきい☆ vs ヒラヤマン 前半戦／リーグ第一戦は、全員集合SPで共にポイントを獲得した、か
おりっきぃ☆とヒラヤマンの対戦。ヒラヤマンは100回転以内大当たりのボーナスポイントを目指し甘デジ
で、かおりっきぃ☆は海物語IN JAPANでスタート。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃004

-

配信中

＃4 かおりっきい☆ vs ヒラヤマン 後半戦／かおりっきぃ☆対ヒラヤマンの対戦、後半戦。海物語IN
JAPANのかおりっきぃ☆は前半に続き好調！ヒラヤマンはダンバインで大連チャンを見せられるのか？！

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃001～013（最終
回）

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／「Season7」第1回戦前半戦！Season6入れ
替え戦で勝利して半年振りに復活したポコ美！果たしてポコ美は復帰第1戦を勝利で飾ることができるの
か？■ミュー川口芝店●ぱちんこ CR怪物くん デーモンの剣

光れ！パチスロリーグ ＃003

-

配信中

＃3 嵐 vs 銀太郎 前半戦／リーグ本戦、第一戦は嵐と新登場の銀太郎が対戦。本戦前のスペシャルで圧
倒的な勝ちキャラを見せた銀太郎。果たして本番でもその力を発揮できるのか？！

光れ！パチスロリーグ ＃004

-

配信中

＃4 嵐 vs 銀太郎 後半戦／今回は嵐VS銀太郎の後半戦。嵐は偽物語、銀太郎は3X3EYESでのAタイプ
対決。銀太郎は技術介入要素の強い3X3EYESを攻略できるのか？！

松本ゲッツ！！＃001～012

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／差枚プラスで景品ゲットを目指して始まっ
た「松本ゲッツ！！」。離れていても会話ができるという新たな実戦スタイルの中、実戦もトークも自由気ま
まに繰り広げる！はたして、番組初回から景品ゲットとはなるのか！■ビッグアップル.秋葉原店●バジリ
スク -甲賀忍法帖- 絆

ケンコバのバコバコTV ＃158

-

配信中

※＃157は権利の都合上、配信しません。ご了承ください。／＃158 ケンコバと美女の宴！／野生爆弾くっ
きー画伯のセクスィデッサン！【この番組は2016年10月7日に放送されたもので、終了した情報などもござ
います。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃159

-

配信中

＃159 揺れる揺れる揺れる／第1回バコバコダービー！美女が揺れまくり【この番組は2016年10月14日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃160

-

配信中

＃160 スーパースロー世界！／美女の時間が止まるスーパースローの世界！【この番組は2016年10月
21日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃161

-

配信中

＃161 バコバコ娘のコスプレ／バコバコ娘のコスプレにケンコバが大興奮！【この番組は2016年10月28日
に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃162

-

配信中

＃162 アキラ100％お盆芸／バコバコ娘がアキラ100％のネタに挑戦！【この番組は2016年11月4日に放
送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃005

-

配信中

＃5 青山りょう vs 政重ゆうき 前半戦／今回は青山りょうと政重ゆうきの対戦。どちらが腹黒い（ブラック）
かをかけて、青山はリングで、政重はマジェスティックプリンスでスタートする。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃006

-

配信中

＃6 青山りょう vs 政重ゆうき 後半戦／今回は青山りょうと政重ゆうきの対戦、後半戦。前半、早々にリン
グで当てた青山に対し、政重は台移動しながらもハマり続ける。果たして最後に笑うのはどっちだ？！

タイトル

内容

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

海賊王船長タック season.2 ＃001～024

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／新メンバーと共に新たな世界へ出航した
キャプテンタック海賊団！船長はまさかの羽物、青山＆麗奈は世間話、新メンバーはいきなり船長にクビ
宣告…この先どうなるポンコツ海賊団！■赤羽アジアセンター●CRぱちんこ仮面ライダーV3

光れ！パチスロリーグ ＃005

-

配信中

＃5 木村魚拓 vs 東城りお 前半戦／今回は木村魚拓と女流プロ雀士東城りおの対戦。初対戦の両者、木
村は得意のGODではなく、まどか☆マギカ2を東城と並びで実戦スタートする。

光れ！パチスロリーグ ＃006

-

配信中

＃6 木村魚拓 vs 東城りお 後半戦／木村魚拓と女流プロ雀士東城りおの対戦、後半戦。前半からまどマ
ギ2を打つ木村、前半の好調さは鳴りを潜めてしまう。ガルパンの東城も手応えを感じてはいるが伸びな
い、そんなとき木村が東城に授けた秘策とは？！

ケンコバのバコバコTV ＃163

-

配信中

＃163 ホテメシ戦線異状あり／ラブホ飯が今アツイ！ホテ飯戦線異常あり？【この番組は2016年11月11日
に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃164

-

配信中

＃164 神聖な童貞芸人を探せ／神聖な童貞を守り続ける男芸人を探せ！！【この番組は2016年11月18
日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃165

-

配信中

＃165 昔はこんなん使ってました！／昔はこんなん使ってました！こんにゃく万歳【この番組は2016年11
月25日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃166

-

配信中

＃166 伝説の小室友里が登場／伝説の小室友里と現代の女優達が大バトル？【この番組は2016年12月
2日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃167

-

配信中

＃167 懐かしの遊びで大興奮／懐かしの遊びでバコバコギャルズが大興奮？【この番組は2016年12月9
日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃007

-

配信中

＃7 シルヴィーVSヒラヤマン 前半戦／今回の対戦はシルヴィーvsヒラヤマン、タイガーマスク3で二人横
並びのスタート！継続率98.8％のたいがー。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃008

-

配信中

＃8 シルヴィーVSヒラヤマン 後半戦／今回はシルヴィーvsヒラヤマンの後半戦、前半からタイガーマスク
3を横並びで打つ二人だが、未だ継続率98.8％のタイガーラッシュには突入していない、果たしてどちらが
先に突入するのか？！

光れ！パチスロリーグ ＃007

-

配信中

＃7 銀太郎VS河原みのり 前半戦／今回の対戦は、銀太郎と河原みのり。シリーズ初戦の河原は悲願の
優勝のためにここは勝っておきたい。銀太郎はバジリスク絆、河原は北斗の拳修羅でスタートする。

光れ！パチスロリーグ ＃008

-

配信中

＃8 銀太郎VS河原みのり 後半戦／今回は、銀太郎と河原みのりの対戦、後半戦。銀太郎はバジリスク
絆、河原は北斗の拳修羅で実戦中。好調な銀太郎に対し河原はいまいち伸びない。

ケンコバのバコバコTV ＃168

-

配信中

＃168 1人H我慢選手権！／若手芸人が1人H我慢に挑戦！勝者は誰だ？【この番組は2016年12月16日
に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃169

-

配信中

＃169 あえぎ声イントロドン／あえぎ声で回答権を奪取！Hなイントロドン【この番組は2016年12月23日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃170

-

配信中

＃170 パンチラだらけ忘年会／パンチラだらけ！？年末企画バコバコ忘年会【この番組は2016年12月30
日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

タイトル

内容

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

ケンコバのバコバコTV ＃171

-

配信中

＃171 大人のカルタに挑戦！／新年1発目はちょっとHな大人のカルタ取り【この番組は2017年1月6日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃172

-

配信中

＃172 村西とおる伝説トーク／AV界のレジェンド村西とおる伝説トーク（1）【この番組は2017年1月13日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃25～42

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／ビワコ＆かおりっきぃ☆コンビでお送りする
初大阪での実戦！ビワコは緋弾のアリアに決まりましたが、かおりっきぃ☆は良い台を求めて台移動を繰
り返し、落ち着いた先はというと！？お楽しみに！■KING OF KINGS 高槻店●CR緋弾のアリア／他

SEX IN THE ROOM 密室欲情25時

R-18

配信中

OLの真理はサラリーマンの哲也と同棲中。哲也はビデオに凝っていた。寝顔、入浴、ハメ撮り、最初は嫌
がった真理も、今では日常化していた。ある日、アパート取り壊しのため立ち退きを宣告される。二人は部
屋探しを始める。これを機に哲也はプロポーズをするが断られる。別れて別の部屋を探し始める二人だっ
たが、いつものように哲也は真理をビデオに撮り…。

SEX個人レッスン 後ろから前から

R-18

配信中

若妻・逸見雅代は、欲求不満を抱いたまま3年が過ぎようとしていた…。そんななか、友人に紹介されたカ
ウンセリングでいきなり裸になるように言われる…。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃009

-

配信中

＃9 政重ゆうきVSかおりっきぃ☆ 前半戦／リーグ第4戦の今回は、かおりっきぃ☆と政重ゆうきの対決！

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃010

-

配信中

＃10 政重ゆうきVSかおりっきぃ☆ 後半戦／かおりっきぃ☆と政重ゆうきの対決！他を大きく引き離す一
位のかおりっきぃ☆に対し政重はどのように挑むのか？！

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
001～024

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／『ツキとスッポンぽん』での成瀬心美の助っ
人を決める番組がついにレギュラー化！実践勝負はもちろん、魚拓からの無茶振りや様々な難関を乗り
越え、この戦いを制したものにツキスポへの出演権が与えられる。■メトロ潮見通り店●北斗の拳 強敵

コリアンマダムの告白

R-18

配信中

ソウルを舞台に繰り広げられる日本人男性と韓国人人妻のラブストーリー。日韓合作の本格派オリジナル
エロスVol.2。「主人が帰らないのは仕事だけじゃないんです」と、夫の浮気をほのめかす美淑。男は美淑
を抱き締めキスをする。「いけない、私は人妻です」と美淑の目には涙が、しかし男の愛撫に反応していく
美淑。二人はその日以来何度も体を重ねる…。

したくてしたくて…

R-18

配信中

元祖・電波子-滝島あずさがOLの淫らな日常を赤裸々に熱演！！

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第19シーズン開幕戦！Aグループ1回戦、
マコトVSスロカイザー！マコトは新台のヘルシングからスタート！対するスロカイザーはシスタークエストIII
を選択！果たしてどんな戦いを繰り広げるのか！？■GINZA S-style●シスタークエストIII 他

ラブホテル 夜に咲く花

R-18

配信中

STORY1：由美子は夫の部下と浮気している。昼間にホテルで会って、二時間楽しむのが日課になってい
る。「別の男に抱かれている時の私は夫の前の私を休ませているだけ」とうそぶく由美子だが…。
STORY2：小春と夫は高校時代の同級生。ある日、同窓会に参加することになった。聡は元同級生の美智
子とどこかにいなくなってしまう。

義母の淫らな手 僕を導いて…

R-18

配信中

義母・優子は亡くなった母に似ている。その優子に嫉妬する浩はいやがらせをする。優子は貞淑な女だっ
たが、浩の策略で自分の性に目覚め始めるのだった…。

禁断の果実スペシャル 近親相姦の誘い

R-18

配信中

息子の青い性が熟れた肉体に溺れるとき、禁断の相姦レッスンが始まる…。「近親相姦」をテーマに、愛し
いがゆえに自分の息子と一線を越えてしまう母の姿をハードかつ官能的に描く衝撃作！！第1話はイヴ
（神代弓子）、第2話は水谷ケイ、第3話は羽田圭子がそれぞれ主演。

-

配信中

＃9 嵐VS木村魚拓 前半戦／嵐VS木村魚拓の激突！木村はハーデス、嵐はバジリスクIIIでスタート。上
位争いをする二人の勝負の行方は？！

タイトル

パチスロバトルリーグ ＃470～495

光れ！パチスロリーグ ＃009

内容

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

-

配信中

＃10 嵐VS木村魚拓 後半戦／木村魚拓VS嵐の後半戦。共に前半に引き続き木村はハーデス、嵐はバジ
リスクIIIで実戦中。果たして勝つのはどっちだ？！

痴漢終電車 官能プラットホーム

R-18

配信中

通勤電車の中で痴漢に合うOLの美香。男の手が執拗に美香の体を撫で回し、美香は思わず吐息を漏ら
してしまう。日常の生活にも飽き、彼氏との付き合いもマンネリ化していた。そんな時、彼氏にデートをすっ
ぽかされ、一人で自棄酒を飲み終電に乗る美香。酔って眠っている美香の下半身に伸びる手、その手が
早くなり美香は絶頂に達してしまう。

農家の嫁 四十路の蜜畑

R-18

配信中

道子は農家に嫁いで20年になる。夫の勇作は口数も少なく、朴訥でまじめな男だった。二人は平凡だが幸
せな日々を送っていた。村の青年団の金沢は、そんな道子に“もっと人生を楽しもう”と何度となく口説いて
いた。そんなある日、勇作は離婚して帰ってきた幼馴染の明美と出会う。明美は道子の目も気にせず、勇
作を誘惑する…。

覗かれた女美容師 淫らな指先

R-18

配信中

あなたの前では女でいたい…。娘と別れた若い男を励まそうと母は自らの身体を開く…。妖艶な演技で定
評の永遠のフードルEVEが熱演！

ケンコバのバコバコTV ＃173

-

配信中

＃173 村西とおる伝説トーク2／AV界のレジェンド村西とおる伝説トーク（2）【この番組は2017年1月20日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃174

-

配信中

＃174 村西とおる伝説トーク3／AV界のレジェンド村西とおる伝説トーク（3）【この番組は2017年1月27日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃175

-

配信中

＃175 恵方巻き作りに挑戦！／高級恵方巻き作りに挑戦しエッチに食べるぞ。【この番組は2017年2月3日
に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃176

-

配信中

＃176 ドキドキチョコレート／バレンタイン特別企画ドキドキチョコレート！【この番組は2017年2月10日に
放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃177

-

配信中

＃177 バコバコプロレス！！ ／技の名前だけを聞いてプロレス技を予想する！【この番組は2017年2月17
日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

ケンコバのバコバコTV ＃178

-

配信中

＃178 嘘発見器で女優丸裸！／嘘発見器を使って女優のプライべートを丸裸に。【この番組は2017年2月
24日に放送されたもので、終了した情報などもございます。予めご了承下さい】

R-18

配信中

フリーターの克宏は人妻の悦子と不倫関係にあった。ある日、二人が克宏の部屋で情事に耽っていると、
部屋をノックする音がした。そして、一人の見知らぬ女の子が入ってきた。克宏の事を兄だというのだが、
見覚えがない。しかし、話を聞くと確かに妹のようであった。どうやら美容整形をしたらしい。仕方なく部屋
に置いてやることにした克宏だったが…。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃011

-

配信中

＃11 シルヴィーVS青山りょう 前半戦／今回はシルヴィーと青山りょうの対戦。シルヴィーは戦国乙女。青
山は沖海4でスタートする。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃012

-

配信中

＃12 シルヴィーVS青山りょう 後半戦／今回はシルヴィーと青山りょうの対戦。両者ともに3機種での初当
たりのボーナスポイントを目指し攻めのパチンコを展開する。

R-18

配信中

佐伯の前から突然姿を消した韓国人女性・英美（ヨンミ）。佐伯は英美を探すためソウルへとやって来た。
言葉も通じず途方に暮れていた佐伯の前に英美とよく似た女性・知姫（チフィ）が現われる。知姫は英美な
ど知らないといったが、実は二人は仲のよい“いとこ同士”であった。一方、佐伯との関係を断ち切ったつも
りであった英美は、佐伯が韓国を訪れたと知り激しく動揺する。

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／香山美桜ちゃんのスッポンぽんをかけた
パチスロエヴァンゲリヲン対決。いきなりのART直撃＆上乗せで出だしから好調の成瀬、対するパチスロで
勝てないパチスロライター魚拓は巻き返すことができるのか！？■パラッツォ 小手指店●エヴァンゲリヲ
ン 希望の槍

タイトル
光れ！パチスロリーグ ＃010

いもうと 幼い性衝動

韓国恋愛小説 幻の女

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃049～072

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

禁断の果実 近親相姦の誘い

R-18

配信中

色香の漂う蜜子はバーのオーナーで、夫は息子の良男が幼い頃他界し、女手ひとつで良男を育て上げ
た。蜜子は最近良男の妙な視線を感じ、戸惑いを覚えていた。良男はガールフレンドの智佳子とのSEXで
気を紛らわせていたが、母親の乱れた姿などを見ると熱いものがこみあげてくるのだった。

光れ！パチスロリーグ ＃011

-

配信中

＃11 河原みのりVS東城りお 前半戦／今回は、河原みのりと東城りおの対戦。現在四位、五位と下位に
低迷する女子2名の熱い戦いを見逃すな！

光れ！パチスロリーグ ＃012

-

配信中

＃12 河原みのりVS東城りお 後半戦／今回は、河原みのりと東城りおの対戦。現在四位、五位と下位に
低迷する女子2名の熱い戦い、前半に引き続き河原は涼宮ハルヒを、東城は自身も登場する麻雀格闘倶
楽部2を実戦。果たして結果は？！

若妻家庭教師 避暑地の誘惑

R-18

配信中

夫、教え子、医者…、3人の男の中で揺れ動く美しき若妻の憂鬱。人気女優・夕樹舞子の美しき肢体を奪う
のは誰か？生徒と教師のあってはならない禁断の個人授業…。「大人には言い訳が必要なの…」

女教師 犯す

R-18

配信中

「JOKER（疫病神）」「フルメタル極道」の中原翔子が過激に魅せる衝撃の裸身！欲望の罠にはまり、囚わ
れた女教師。その肢体に容赦なく、凄絶なる凌辱行為が繰り返される…。異常な性欲に取り憑かれた姉と
弟の毒牙に狙われる美人女教師！

人妻Mの告白 暴かれた欲望

R-18

配信中

「抱いて…、いっぱいいっぱい愛されたいの…」人妻の本当の「性」を描いて定評のレジェンドエロスOV。
ローバー・美々主演でさらに過激に、赤裸々に！！

堕ちてゆく人妻 濡れすぎる痴態

R-18

配信中

コインランドリーで出会った奈津美と陸人。お互い惹かれあい陸人は結婚したいと弟、海人に紹介した。順
調に交際は続くが、奈津美が人妻であることを知ってしまった海人は…。

癒されたい女 裏切りの代償

R-18

配信中

「私、独りになりたくないの…。」悲しい運命に翻弄され続けた私は幸せになれますか？悲しい女を演じる
“瀬戸純”がいじらしくって…。

令嬢看護婦 乱れた白衣に

R-18

配信中

看護婦の奈々子は、病院の跡取り息子・良雄と将来を誓い合った仲であった。良雄は事あるごとに奈々子
を抱こうとするが、奈々子はなかなか良雄に体を許そうとしない。良雄は実は同じ看護婦の咲と肉体関係
にあり、奈々子と一度寝てしまえば別れるつもりであることを咲には話していた。咲は良雄をそそのかして
奈々子を襲わせ、病院にいられないようにして…。

OLの性活 私をイカせたピエロ

R-18

配信中

上司にもてあそばれ、心も体も汚されたOL・小百合。傷ついた彼女を助けたのは、ピエロの格好をした顔
の分からない男だった。見えない相手だからこそ、小百合は心も体も熱くなってゆく…。果たして、ピエロ男
の正体は？心温まる官能ラブロマンス。

OLマル秘性活 覗きサイトの女

R-18

配信中

インターネットの覗きサイト「私の部屋へようこそ」に登録し、私生活を公開しているOL・佐和子は、知り合
いに自分の部屋をラブホテル代わりに提供しては、その余韻でオナニーする日々を送っていた。

OL愛欲願望 ひざまくら

R-18

配信中

淋しさゆえに愛されたい…私の夢はひざまくら。心の淋しさをカラダで癒す、その悲しい性にながされてゆく
…。妹系女優・涼樹れんが、OLの性を繊細に演じた作品。

OL性春白書 恥辱の体験手記

R-18

配信中

29歳OLのハルナは、パンクロッカーのケンゴと同棲中。ケンゴの夢の為に貢いでいた。そんな折、同僚の
タジマに告白される。その夜、タジマとのデートから家に帰ってきたハルナは自分の家からの、喘ぎ声に気
付く。ドアを開けてみるとそこには抱き合うケンゴと友人キリコがいた…。

ある美容師に恋して ボクは誰にも負けない

R-18

配信中

帰省途中、春樹は高校時代の淡い思い出に思いを馳せていた。五年前、行きつけの美容室にそこの娘で
春樹の憧れの人・さくらが美容師になったと帰ってきて、春樹の担当になった。髪を洗うとき、髪を切っても
らうとき、触れる体に春樹はのめりこんでいく。ある日の学校帰り、さくらの美容室の前を通った春樹は、閉
店後の美容室でさくらが男と抱き合っているのを見てしまう。

-

配信中

＃13／今回は特別編、番組初登場スペシャルとして4人のパチンコライターガールズを招いての実戦を行
う。参加者はジマーK（パチンコ必勝ガイド）、なるみん（パチンコ必勝本）、るる（パチンコ攻略マガジン）、く
るみん（パチンコ必勝本）。

タイトル

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃013

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃014

-

配信中

＃14／今回は特別編、番組初登場スペシャルとして4人のパチンコライターガールズを招いての実戦を行
う。参加者はジマーK（パチンコ必勝ガイド）、なるみん（パチンコ必勝本）、るる（パチンコ攻略マガジン）、く
るみん（パチンコ必勝本）。後半戦の模様をお送りする。

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃001

-

配信中

予選第1戦／「第11回モンド名人戦」開幕！「小島武夫麻雀プロリーグ最後の戦い」と銘打ち、小島武夫の
プロリーグラストバトルをお届け！出場者は豪華10名！初戦は「第1回モンド21杯」出場者による歴史的な
対局だ！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃002

-

配信中

予選第2戦／ディフェンディングの近藤が登場！自団体のタイトルも獲った男が名人戦連覇を狙う！荒、
土田、前原といった一癖ある名人を相手に、持ち前の粘り強い麻雀が打てるのか。連覇へ向け好発進な
るか？

禁断の華 緊縛義父の異常な愛情

R-18

配信中

生け花の家元・花岡鉄斎は、弟子の和田和也、竹中道代、養女・千鶴の活けた花を見て回る。和也と千鶴
は、鉄斎の目を盗んでデートを重ねる仲であった。ある日、和也は思い切ってプロポーズをするが、はっき
りしない態度の千鶴…。そこに隠された真実とは…？

緊縛異常魔

R-18

配信中

宏は緊縛の趣味を受け入れてくれた年上の道代と二年前に結婚したが、道代のあまりな怠惰な生活ぶり
に今ではすっかり後悔していた。そんなある日、宏は家出少女の里美と知り合い…。

光れ！パチスロリーグ ＃013

-

配信中

＃13 交流戦スペシャル 前半戦／今回は特別編。木村魚拓チームに漫画家のグラサン師匠、サンボマス
ターのドラムス木内泰史。河原みのりチームにせんだるか、鈴木涼子を迎えてのチーム戦。果たしてどち
らが勝つのか？！

光れ！パチスロリーグ ＃014

-

配信中

＃14 交流戦スペシャル 後半戦／今回は特別編。木村魚拓チームに漫画家のグラサン師匠、サンボマス
ターのドラムス木内泰史。河原みのりチームにせんだるか、鈴木涼子を迎えてのチーム戦。全員揃っての
ジャグラー早掛けを抜け出して各自自由実戦に移る。果たして一位になるのは誰だ？！

飼育 大好きなあなたに

R-18

配信中

藤本幸雄は仕事に日々情熱を注いでいるわけでもなく、ただ淡々と毎日を過ごしている。二十歳の恋人・
島野麻里子とはセックスの相性が良く、最近では手錠をかけてのプレイを楽しんでいたが…。

人妻の危険な妄想 愛蜜地獄

R-18

配信中

主婦・奥田美和子は、催眠療法士の浩子に夫の事を相談しにきていた。浩子は美和子に更年期障害に効
果があると言ってザクロジュースを飲ませた。さらにセラピーは続き、美和子は今想いを寄せている男性
の話を始めた。すると、美和子は身体が火照ってくるのを感じ…。

青い性体験 家庭教師と淫らなレッスン

R-18

配信中

教え子を導いていく、家庭教師のやさしい指先…。家庭教師と理想の恋人、欲望二重奏！！

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃025
～048

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／第三章開幕戦！新ペアとして加わる塩野・
しおねえペアは真・花の慶次から、第二章王者のドテチン・シルヴィーペアは甘デジを選択する！果たして
開幕戦を勝利で飾るのはどちらのペアか！？■ウエスタン環七南葛西店●CR真・花の慶次

天衣みつ 淫らなメイド お勃ちになって！ご主人様

R-18

配信中

りかこは旅行資金を貯める為、小田切家のお手伝いのアルバイトを始める。ある日、寝室で激しく絡む夫
婦を見てしまった彼女は、自分の性的欲求を抑えきれなくなり、オナニーをしてしまう。しかし、それを息子
の真之介に隠し撮りされてしまい…。

SILVER

R-15

配信中

復讐のとき、肢体は目覚める。豊満な肉体を惜しげもなく披露した桜庭あつこの熱演に注目。純は、狂気
の犯罪集団に家族を皆殺しにされ、ただ一人が危機を逃れるという数奇な過去を引きずっていた…。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃015

-

配信中

＃15 ヒラヤマンVS政重ゆうき 前半戦／今回はヒラヤマンと政重ゆうきの福岡対決！ヒラヤマンは乙女
フェスティバルで早々と当たる、政重も牙狼媚空で追うが…。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃016

-

配信中

＃16 ヒラヤマンVS政重ゆうき 後半戦／今回はヒラヤマンと政重ゆうきの福岡対決！移動の度に出玉を
増やすヒラヤマンに対し、政重もルパンThe Endで追走する！

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

R-18

配信中

人妻・綾子は夫・滋の転勤のため上京することになり、その資金を貯めるためにアルバイトを始めようと旧
友の翠に会う。翠に紹介された仕事はカメラマン・水橋のアシスタントだった。ある日、約束の時間になって
も現われないモデルの代わりに被写体になって欲しいと水橋に頼まれ、それを引き受ける綾子。下着姿に
なって現われた綾子。顔を上げると水橋の優しい瞳があり…。

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／パチマガGIGAWARS Season8突入！
Season7優勝者・優希、3位・助六、いつものように入れ替え戦から這い上がってきたシルヴィーの戦い。優
希は1ポイント持ってのスタート。初戦をどう戦うのか？■123＋N東雲店●CRエヴァンゲリオン9

プチ濡れメール白書 彼氏にはナイショで…

R-18

配信中

ミカと達也は学生時代からの恋人同士だったが、お互いに社会人として働き出すとリズムが狂いだし、最
近はすれ違いの日々が続いていた。ミカは寂しさを紛らわすため、メル友の男に相談相手になってもらう。
次第にその男に心引かれ始めたミカは、今度のクリスマスに会う約束をしてしまう。三津なつみがマシュマ
ロFカップの美乳を惜しみなく披露したエロスドラマ。

めざめ （人妻Mの覚醒 恥辱の快感）

R-18

配信中

児童小説家の麻里は編集者から、あるオファーを受ける。それは想定外の“SM官能小説”だった！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃003

-

配信中

予選第3戦／ベテランプロの華麗な手役作りに、視線が釘付けになること必至の名人戦。じっくりと丁寧に
練られた手牌は、もはや作品と言ってもいいほどに美しい！混戦模様のシリーズ序盤、混沌とした状況を
抜け出すのは誰だ！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃004

-

配信中

予選第4戦／これが2戦目となる荒、金子、新津、前原。前回の大トップで流れを掴んだ金子がこのままシ
リーズを牽引していくのか！？マイナススタートの3人はここで持ち直しておきたい。浮上のきっかけを掴む
のは誰だ！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃005

-

配信中

予選第5戦／名人戦ラストバトルとなる小島は初戦大きなラススタート！この対局ではどんな麻雀を魅せ
てくれるのか！？奇しくも同団体所属の4名が対する重厚な対局。究極の駆け引きは見るものを唸らせる
こと間違いなしだ！！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃006

-

配信中

予選第6戦／7位古川と8位前原はボーダー上にはいるが非常に厳しい戦いを強いられている。それぞれ
がここを勝負どころとみて、トップを取るべく大物手を狙う！これまでにない激しい力勝負に、卓上を高い
打牌音が響き渡る！

悪党図鑑2

-

配信中

騙し騙され最後に残るのは悪党だけ…。勝目梓の人気小説を原作に、闇に潜む悪党達がしのぎを削り、
騙し、潰し、殺し合い、悪党の頂点を目指すハード・バイオレンス第2弾。昇は一度裏切りにあった小池と手
を組み、仕事をしていたが…。

淫らなH体験告白 4人の投稿実話2

R-18

配信中

今回の投稿実話シリーズは童貞である彼らの初体験をエロスドラマ化。夢のようなSEX体験と、余裕のな
い童貞の初々しさが堪能できる、羨ましい筆下ろし4話収録。

家庭教師の体験告白 性欲の虜

R-18

配信中

後妻として木下家に嫁いできた久美子は、浪人生の息子・博と、今一つ関係がぎこちなかったため、博の
家庭教師を買って出る。しかし、博は若い母親に気後れしていただけで、実際は若い義母の虜となって
いった。久美子も、博の自分に対する気持ちを知り、次第に義理の息子以上の気持ちを抱いてゆく。

希崎ジェシカ／湯けむりおっぱい 春の陣

R-18

配信中

希崎ジェシカをモデルに迎えた「湯けむりおっぱい」シリーズ第3弾。混浴、洗体、妄想、イメージと内容盛り
沢山。ジェシカとの温泉デートを楽しめる1作。

希志あいの／密着

R-18

配信中

UGANDAの新シリーズ「密着」に希志あいのちゃんが登場。今回は新人マネージャー目線で現場に潜入。
撮影3日間（72時間）で新人マネージャーが見たものとは…！？

銀玉命！銀次郎2

-

配信中

出玉は大量、絶好調！堂上まさ志原作の人気コミック「銀玉マサやん」を映像化した痛快爆笑パチンコバ
トル第2弾。突然不調の銀次郎。5、6万は余裕でのまれる毎日。そんなところに、電磁波を使うゴト師集団・
玉竜会が現れる。

光れ！パチスロリーグ ＃015

-

配信中

＃15 木村魚拓VS銀太郎 前半戦／リーグ後半に突入の今回は木村魚拓と銀太郎が対決！木村にそそ
のかされ銀太郎がとんでもない公約を掲げてしまう！

タイトル
ヌードスタジオ 撮られた人妻の白い肌

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃001～013

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

光れ！パチスロリーグ ＃016

-

配信中

＃16 木村魚拓VS銀太郎 後半戦／木村魚拓と銀太郎の対決！リーグ一位になれば金太郎になると公約
を掲げてしまった銀太郎。果たして勝負の行方は？！

罪と罰 ドタマかちわったろかの巻

-

配信中

ワルいやつは眠らない。だからオレは眠れない。狭間寛、44才。大阪吹田署に勤務する万年ヒラ刑事。そ
んな彼が東京へやって来た。府警本部長・進藤の娘・美沙子を捜し出すためだ。どうやら、美沙子は家出
してデートクラブ嬢をやっているらしいのだが…。

四十路熟女たちの淫らな股間 濡れて感じて

R-18

配信中

年を重ねるごとに生活に流され、ふと淋しくなって我身を抱きしめる熟女たち。そんな熟女たちは様々な展
開から告白される事に…。戸惑いながらも禁断の求愛を受け入れてしまい、久し振りの女の喜びに酔って
しまう…。全3話構成。

実写本番ONANIE

R-18

配信中

隠された現場を描く異色ピンク。初めてアダルトビデオの主演をすることなっためぐに、監督の沖田は細か
く演技指導をつけるのだが、男性経験の少ないめぐは、なかなか自信が持てなかった…。

色欲 淫の寺

R-18

配信中

関東の山里の明治時代からの古い寺に後妻で入った若いオンナをめぐり寺の住職、小僧、壇家にふしだ
らな風が吹き込む！！「巨乳」後妻の奔放な「性」が、古寺の境内を「淫らに」穢す！！

人妻Mの秘密 割り切った関係

R-18

配信中

「人妻ってみんな浮気してるのかな…」花屋の店員・俊一は出会い系サイトで知り合った人妻・加代子とそ
の日にHをした。ある日、美人でいやらしいと噂される『人妻M』から俊一の携帯にメールが入る。待ち合わ
せに行くと、いつも花を届けている家の人妻・みちるが現れる。みちるは俊一の憧れの女性だった。愕然と
する俊一に、みちるは「誰かに少しだけ愛されたいの」と言い…。

制服の女たち

R-18

配信中

短大時代の同級生、蓉子（スチュワーデス）・結衣（看護婦）・真紀（婦警）は、「見てくればかりで本当のイ
イ男がいない」という理由から、3人とも決まった交際相手がいない。しかし、どうやら最近それぞれに「男」
で痛い目にあったらしい。3人は自分達の失敗談について赤裸々に語り始める…。

西本はるか／AQUA

R-15

配信中

元パイレーツの西本はるかのイメージ。人妻という設定に挑む今作では手ブラ＆Tバックに、ノーパンや
ノーブラといったセクシー姿を次々に披露。大胆すぎるはるかチャンの魅力全開で悩殺だっちゅーの！

-

配信中

寝ぼけとってアホ見るは、自分自身や！カネと人間の真実を描く、巨匠・青木雄二の遺作となった原案の
映像化シリーズ第2弾。銭道を歩み始めた清十郎と哲平。そんな中、彼らの債務者で工場を営む小倉が資
金繰りに苦しんで闇金融へ赴く。

早乙女ルイ／妻美喰い

R-18

配信中

清楚で可愛らしい若妻ルイちゃんの秘密の日常に密着。旦那様がいない間に、台所で、お風呂場で、リビ
ングで、身体の奥で疼き始めた欲望のままに乱れていく、いけない日々。やっと帰ってきた旦那様と濃厚
な営みにのめりこんで…。

覗かれた女美容師 不適切な関係

R-18

配信中

美容師の琴美とOLの美枝は、同棲中のレズのカップル。野心家の琴美は自分がノーマルな女だと見せ掛
けるため店長の度会に体を許すが、男と寝た事実を知られまいと、ついつい美枝によそよそしい態度を
とってしまう。そんな琴美に美枝は不満を覚え…深く愛し合っていた二人の関係は、少しずつ崩れ始める
…。

白衣の令嬢

R-18

配信中

世間知らずのおしとやかな令嬢・白鳥優子は、父親の借金によって、これまでの華やかな生活から一転、
無一文となり、病院でナースの見習いとして働くこととなる。容姿端麗な優子は、たちまち患者たちの中で
人気者になっていく…。

八局麻雀 ＃005 予選第5戦

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃005／本編では予選第5回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃006 予選第6戦

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃006／本編では予選第6回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃007 予選第7戦

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃007／本編では予選第7回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

タイトル

銭道2 借金地獄抜け道指南

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃008／本編では予選第8回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

母と娘の淫乱物語 肉欲理髪館

R-18

配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／身の毛もよだつ身内同士の壮絶熟女
バトルから目が離せない！オーナーの父が他界して独り身になった妻が異常な肉欲をむき出しにし、仕事
もそっちのけで実の娘と一人の男を巡り一つ屋根の下で争い合う！！

堀口奈津美／感じる人妻 煩悩具足 日常編

R-18

配信中

“35歳以上の殿方が楽しめる”をコンセプトにしたエッチでコアな妄想ワールド！こんなに可愛い人妻に甘
えられたら…もうたまらない！！朝から晩まで旦那様に優しく、時に激しく尽くしてくれる人妻の日常を追っ
た一作！

妹の甘い唇2 せつない吐息

R-18

配信中

妹・若菜と関係を持ってしまった洋一郎は、二度と過ちを犯すまいと離れて暮らしていた。グラビアカメラマ
ンの助手として働く洋一郎だったが、なかなか写真の腕が上がらない。そこで、思い切って若菜をモデルに
して、コンクールに出品しようと決意する。そして、久しぶりに再会した2人は、また禁断の扉を開こうとして
いた…。

誘女、派遣します episode3

-

配信中

episode3／『どうも男性を信用出来ない女性』たちから寄せられた依頼をもとに、色仕掛けの達人である誘
女たちが、巧みな誘惑によって男性のドスケベな本性を暴き出す。貴方はこの誘惑に勝てるか！？

誘女、派遣します episode4

-

配信中

episode4／『どうも男性を信用出来ない女性』たちから寄せられた依頼をもとに、色仕掛けの達人である誘
女たちが、巧みな誘惑によって男性のドスケベな本性を暴き出す。貴方はこの誘惑に勝てるか！？

隣のお姉さん 感じる肉体

R-18

配信中

誰も愛せないOLの由貴は、愛の無いセックスを繰り返す生活を送っていた。元カレ、会社の上司、由貴を
本気で愛している彼…。ある日、由貴はひょんなことから隣の部屋に住んでいるフリーターの光二と友達
になる。次第に惹かれ合うふたりだったが、ある日、光二の部屋から女の喘ぎ声が聞こえてきたことをきっ
かけに、由貴は嫉妬心を抱き始める…。

Sexy Angel ＃118

R-18

配信中

＃118／ゆるふわ美少女 ロリータフェイス。涼川絢音 Part2／生年月日：93年11月14日／身長：157cm／
サイズ：B86（Eカップ）・W56・H86

Sexy Angel ＃119

R-18

配信中

＃119／正統派美少女 美しすぎる体の曲線美。立花はるみ Part1／生年月日：95年4月3日／身長：
162cm／サイズ：B82（Bカップ）・W58・H89

Sexy Angel ＃120

R-18

配信中

＃120／正統派美少女 美しすぎる体の曲線美。立花はるみ Part2／生年月日：95年4月3日／身長：
162cm／サイズ：B82（Bカップ）・W58・H89

Sexy Angel ＃121

R-18

配信中

＃121／その妖艶な顔立ちと淫靡なフェロモンで数々の男を虜にしてきたお姉さん系女優。波多野結衣
Part1 ヒミツの恋愛篇 ／生年月日：88年5月24日／身長163cm／サイズ：B88（Eカップ）・W59・H89

Sweet Angel ＃025

R-18

配信中

＃25／話題沸騰中！デビュー直後の撮れたて映像！紗藤まゆ／生年月日：93年10月21日／身長：
153cm／サイズ：B83・W56・H80

Sweet Angel ＃026

R-18

配信中

＃26／魅惑のフェロモン、かすみりさ登場！かすみりさ／生年月日：85年5月31日／出身地：北海道／身
長：170cm／サイズ：B90・W58・H85

Sweet Angel ＃027

R-18

配信中

＃27／総集編3／＃15から＃20までのベストシーンを一挙に公開する総集編をお届けします！！卯水咲
流・白石茉莉奈・新山沙弥・大槻ひびき・つぼみ・桜木凛

Sweet Angel ＃028

R-18

配信中

＃28／総集編4／＃21から＃26までのベストシーンを一挙に公開する総集編をお届けします！！夢乃あ
いか・瞳リョウ・川上ゆう・推川ゆうり・紗藤まゆ・かすみりさ

タイトル
八局麻雀 ＃008 予選第8戦

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

イメ☆パラ ＃013

R-18

配信中

＃13／セクシーアイドル界の2大トップスター「RIO」と「みひろ」がMCとなり、毎回ゲストアイドル2人とゲー
ムをしたり、コスプレで演技対決をしたり、「女子会」トークなどで盛り上がる楽しいコーナーが満載のセク
シーバラエティー番組！！

うさまりあ／うさマニア

R-15

配信中

注目のラウンドガールのデビュー作。プロレス団体・天龍プロジェクトのラウンドガールを務める、うさまり
あちゃんの1stイメージ。とろけるような甘い笑顔と105cmのバストのギャップがたまらない！

エロ番頭 覗いてイヤン！

R-18

配信中

ペンションで起きた危険な官能体験談。ペンションの番頭を務める裕二は、女性客の痴態を覗くことだっ
た。今日もネットで購入した外国製の媚薬を客に試してみようと心を弾ませているが…。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃017

-

配信中

＃17 青山りょうVSかおりっきぃ☆ 前半戦／今回の対戦は、青山りょうとかおりっきぃ☆。青山は大海
BLACKのライト、かおりっきぃ☆はGANTZでスタートする。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃018

-

配信中

＃18 青山りょうVSかおりっきぃ☆ 後半戦／今回の対戦は、青山りょうとかおりっきぃ☆。前半に続き、青
山は大海BLACKのライト、かおりっきぃ☆はGANTZで実戦中。

カリスマチューニング -スーパーカー- ＃009

-

配信中

＃9 世界三大カスタムカーの祭典 ドイツ・エッセンモーターショー／世界から注目を集める日本のチューニ
ングカー。第二弾はスーパーカーのカリスマチューナー“加藤渉”に密着！

カリスマチューニング -スーパーカー- ＃010

-

配信中

＃10 あのマクラーレンをぶった斬り！／世界から注目を集める日本のチューニングカー。第二弾はスー
パーカーのカリスマチューナー“加藤渉”に密着！

キャットファイト★アダルトレジェンド合体！スペシャ
ルタッグマッチ はちゃめちゃ！お下品熱帯夜2014
年9月19日

R-18

配信中

日本を代表するAVレジェンド3人が、あの大物レスラー？と対戦。巨乳・小向美奈子、美形・小室友里、そ
してSM仕掛け三代目・葵マリーというAVレジェンド3人がチームを作った！対するはプロレスファンが熱狂
するあのテーマ曲にのってやってきたマスクマン！？しかし、そのデブっちょぶり…。注目は小向の巨乳弾
力を駆使した攻撃！

キャットファイト★アルコールドランカーマッチ なに
わ大花びら大回転！はちゃめちゃ狂宴会！2014年
10月10日

R-18

配信中

テキーラ一気飲みの効果か？巨乳ポロリ、ロリ股開きが続出！ロリアイドル・白玉あもVS横浜巨乳・みお
の一戦は、戦う前にテキーラを一気飲みするという変則ルール。試合は体型で勝るみおの一方的ペース
となるが、あもも最終ラウンドまで何とか食らいつく！みおの圧倒的な巨乳攻撃により、男性スタッフが窒
息状態？に陥るハプニングも！

キャットファイト★ビューティフルアートキャットファイ
ト なにわ大花びら大回転！はちゃめちゃ狂宴会！
2014年10月11日

R-18

配信中

セクシーキャットファイターの2人が、観客に魅せまくる悩殺プレイ。Hカップ巨乳・キラ☆アンとセクシー女
優・若林美保は、共に露出度の高いセクシーコスチュームで対戦！戦う美しさを競うルールだが、双方実
力者だけあって掛けあう技の中でセクシーさが続出！技の誤爆を受けたレフリーに、おしゃぶりの特別
サービスも！？

キャットファイト★敗者罰ゲーム！ニップレス争奪
バトル なにわ大花びら大回転！はちゃめちゃ狂宴
会！2014年10月11日

R-18

配信中

いつもは仲良し巨乳セクシーな二人の対決は、途中からレズ展開に！共に巨乳セクシーなれいかとらむ
は、普段は仲良しの同門対決。密着し喘ぎながら脱がし合う2人に、場内はコーフン状態。しかも2ラウンド
目からは何故かレズ展開になり、固唾を飲んで見守る観客。罰ゲームの官能小説朗読は、常連客の参加
で大盛り上がり！

キャットファイト★敗者罰ゲーム！着るレスリング
なにわ大花びら大回転！はちゃめちゃ狂宴会！
2014年10月10日

R-18

配信中

服を着た方が勝ちってルールの試合は手ぶらで入場！誰が考えた？いきなり手ぶらで入場してきたスレ
ンダー美女・タイガー愛子とムチムチかわいい小司あん。マットに置かれた衣類を装着した方が勝ちとされ
るルール。訳のわからない試合ながらも相手の着衣を邪魔しようと裸でじゃれ合う2人に観客はニンマリ！
罰ゲームは官能小説の朗読！

セクシー☆パラダイス ＃008

R-18

配信中

＃8／今もっとも旬なセクシーアイドル達があなたの前で惜しげもなくヌード姿に…。乃々果花 Part2／サイ
ズ：B97・W60・H89

セクシー☆パラダイス ＃009

R-18

配信中

＃9／今もっとも旬なセクシーアイドル達があなたの前で惜しげもなくヌード姿に…。大槻ひびき Part1／サ
イズ：B87・W57・H88

テリー伊藤と訳あり女 ＃002

-

配信中

＃2 Gカップ 高級官僚の元愛人／秘密や悩み、心に影を抱えた女には男を惹きつける魔力がある。テ
リー伊藤がそんな訳あり女達の私生活を根掘り葉掘りまさぐる！

タイトル

内容

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

テリー伊藤と訳あり女 ＃003

-

配信中

＃3 顔より金より○○が好き女／秘密や悩み、心に影を抱えた女には男を惹きつける魔力がある。テリー
伊藤がそんな訳あり女達の私生活を根掘り葉掘りまさぐる！

テリー伊藤の大人夜遊び ＃003

-

配信中

＃3 初公開！夜のテーマパーク・裏すすきの／朝の情報番組に出演し続け、10年以上夜遊びを封印して
きたテリー伊藤が、全国の刺激的なマル秘ナイトスポットを斬る！

テリー伊藤の大人夜遊び ＃004

-

配信中

＃4 初遭遇！アブないすすきの住人／朝の情報番組に出演し続け、10年以上夜遊びを封印してきたテ
リー伊藤が、全国の刺激的なマル秘ナイトスポットを斬る！

デリヘル気分で呼んだ家政婦にイキリ勃ったイチモ
ツを見せつければヤレるに違いない

R-18

配信中

◆家政婦さんと自宅で2人きりってコトは簡単にSEXできる？▼デリヘルより格安だし密室で2人きりになれ
るんだからSEXできるはず！30代の美人家政婦を見つけて頼んでみると…▼再生しっぱなしにしてAVを
見せる作戦。チンコから目が離せなくなった家政婦に少しお願いしたらオマ●コOK！超濃厚SEX！

どチンピラ 処女宮破り

R-15

配信中

大人気Vシネシリーズ第13弾。新人コマシ屋に手本をみせようと、美女・真央に声をかけた仁。しかし、見
事にフラれてしまい次に誘ったアミにも金を奪われてしまう。遂に仁もコマシ屋廃業かと肩をおとすが…。

パチスロ常勝理論！＃291

-

配信中

今回はポロリとワサビでの実戦。ポロリはバジリスク絆、ワサビはAタイプのバーサスでスタートする。

パチスロ常勝理論！＃292

-

配信中

今回はポロリと伊藤真一の実戦。共に100番目以降の入場となった二人、ポロリはGI優駿倶楽部で伊藤は
ハナビでスタートする。

パチマガGIGAWARS シーズン9 ＃001～013

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／GIGAWARSもシーズン9に突入。メンバー
は七之助を除くいつもの5名。その第1回戦はドテチン･ポコ美・助六の対決！シーズン8で2位になったポコ
美は自分に波が来てると言い張るが…。■123＋N東雲店●CRルパン三世-I’m a super hero-

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃210

-

配信中

トラマツ編／今回の達人ゲストはトラマツ。鍛え上げた肉体でもおなじみの尾張のトラマツは天下一閃でス
タート。遥ちゃんはちょいパチ花の慶次、塾長はカイジ沼3に挑む！

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃211

-

配信中

ゲンスイ編／今回の達人ゲストはイケメンのゲンスイ。ゲンスイはCR Anotherで、塾長と遥ちゃんは2つ前
のルパン299verでスタートする。

ふざけろ！

-

配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／笑いころげた銀行強盗たちの1日。B21
スペシャル初主演の爆笑コメディ。営業成績の悪い銀行に銀行強盗が押し入った。人質は近くのアパート
に住む青年・薫、謎の外人・ジョンソン、宗教狂いのおばさん、新人アイドルとそのマネージャーなど総勢
15人で…。

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃007

-

配信中

予選第7戦／序盤の静かな展開はミスター麻雀目覚めの予兆なか！？ここまで10位と苦しい戦いが続く
小島。残り2回で意地をみせられるか！？今シリーズ最高の一戦とも言えるこの対局。是が非でも見逃せ
ない名勝負だ！！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃008

-

配信中

予選第8戦／残す予選はあと3戦。名人戦2度優勝の前原は苦しい闘牌が続く。上位の3人を相手に最下
位から浮上しようと試行錯誤する前原に果たして一縷の光は差し込むのか！？ボーダー争いはますます
熾烈を極めていく！！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃009

-

配信中

予選第9戦／予選はいよいよあと2戦。ボーダー上にいるがまだまだ厳しい状況なのは古川と小島。結果
しだいではこれが小島のラストマッチとなってしまうのか！？予選は大詰めを向かえ、ボーダー争いは緊
迫感を増していく！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃010

-

配信中

予選第10戦／予選最終戦！荒はわずかなポイント差でボーダー上にいる小島を捕えることができるの
か！？しかし決勝を見据えた同卓者も手を緩めない！佳境に入ったサバイバルマッチ。ついに準決勝に
進む8名が決定する！！

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

ルームメイトの危険な悪戯 男と女と女…

R-18

配信中

ルームシェアをする祐子と隆弘と真奈美のルールは、男女関係にならないこと。それに同意した3人だった
が、真奈美は自分がレズであることを告白する。あるとき、隆弘の発案で真奈美の歓迎会を開くことになっ
たが、歓迎会当日、隆弘は仕事で帰りが遅くなってしまい、祐子と真奈美は2人きりになる…。

意外とヤレる！美人揃いの高級出張マッサージが
あった（1）

R-18

配信中

◆風俗じゃない自宅出張マッサージでエロ行為の限界に挑戦する！▽一人暮らししている貧乏な番組
AD3名に小遣いを与えて“高級出張マッサージ”を自宅に呼ばせ、その様子をこっそり撮影▽“高級”なだ
けあって普通のマッサージ以上にHな期待が持てる！？すると期待以上の濃厚テクニックを披露。官能の
世界へ導かれ天高く大量射精！

希崎ジェシカ／密着

R-18

配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／UGANDAの新シリーズ「密着」に希崎
ジェシカが登場。元カレのカメアシとジェシーとの撮影3日間に密着。変態カメラマンの無理な注文に困る
ジェシーの表情は必見！

逆ソープ 絶頂熟女

R-18

配信中

2話構成のオムニバスエロス。第1話「逆ソープに通う夫に先立たれた女」。主婦の真利子は夫を亡くして落
ち込んでいた。そんな中、妹の蓉子が「ある招待券」を渡すのだった…。第2話「逆ソープに通う寂しい女」。

-

配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／かつてない最も危険な男。商社マンの
士郎はふとした事から銃を入手する。その銃が呪われた凶銃と知らずに、不思議な魅力にとり憑かれる士
郎。そして、周囲に怪しく忍び寄る黒い影。遂に衝動を抑えきれなくなった士郎は弾を入手し殺人鬼へと化
した！

仰天告白 娘の友達と二人っきりに…第二話

R-18

配信中

娘を持つ父親が知らずに浴室の扉を開けたら娘の友達と偶然会ってしまう。娘がリビングにいるのにも関
わらず性欲に負け父親は悪戯してしまう。声を出せない状況での彼女の反応は！？全4話構成。

禁断の近●相姦！孫娘と祖父の危険な情事＆出
戻りの姉に迫る弟

R-18

配信中

◆「おじいちゃん大好き！」孫娘が立派に成長して祖父を誘惑！◆お爺ちゃんっ子だった孫娘が、祖父を
喜ばせたい一心で自らの肉体を貪らせ、抵抗されてもチ●コ掴んでムリヤリ挿入？◆出戻った姉を家庭
内盗●する弟。「傷心の姉を癒すのは自分だ！」と意気込みSEXを強要するが両親にバレて大騒動！だ
が…。

禁断の扉

R-18

配信中

OLの洋子は会社の上司である裕一と不倫関係にあったが、二人の関係が裕一の妻に知れてしまい別れ
話を切り出される。寂しさを紛らわせるために伝言ダイヤルにコールする。行きずりの肉体関係を望む洋
子の前に現れたのは、女を弄び、金を盗む悪質なナンパ師だった。ベッドになだれ込んだ二人は…。

-

配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。ご了承ください。／出玉も笑いも大開放！堂上まさ志原
作の人気コミック「銀玉マサやん」を映像化した痛快爆笑パチンコバトル第3弾。一人娘に家出された挙げ
句に交通事故に遭い昏睡状態の源三。銀次郎は娘を連れ戻しに家出先の仙台へ行くことに…。

倦怠期の夫婦 刺激を求めて…

R-18

配信中

綾乃と史郎は、結婚三年目にして倦怠期を迎えている普通の夫婦…。ある日、綾乃は出会い系サイトで
22歳のイケメンの涼と知り合う。夫の帰宅が遅い水曜に待ち合わせ、ラブホテルへ向かい肉体関係になる
…。

五ノ井ひかり／STRAWBERRY ストロベリー いちご
大福

R-15

配信中

アイドルイメージでありながら、手ブラTバック、悪戯シーンなどをふんだんに盛り込んだ五ノ井ひかりの最
新作。過激な内容ながら彼女のキューティースマイルはいつも以上に全開。大接写で捉えられた白くて柔
らかいマシュマロボディが堪りません！

光れ！パチスロリーグ ＃017

-

配信中

＃17 嵐VS東城りお 前半戦／今回の対戦は、嵐と東城りお。四度目の優勝を目指す嵐は現在2位、下位
に甘んじている東城も上位を目指したい。

光れ！パチスロリーグ ＃018

-

配信中

＃18 嵐VS東城りお 後半戦／今回は嵐と東城りおの対戦、後半戦。前半からアナザーゴッドポセイドンを
実戦する嵐に対し、ミスパーフェクト東城りおはハーデスで終了間際に奇跡を起こす！？

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル ＃016

-

配信中

＃16 辻三蔵VS鈴木ショータ（後）／最強馬券師リーグ、第8戦目は、レーシングライターの辻三蔵と、競馬
専門紙記者の鈴木ショータとの対戦。

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル ＃017

-

配信中

＃17 弥永明郎VS若原隆宏（前）／最強馬券師リーグ、第9戦目は競馬専門紙記者の弥永明郎と、スポー
ツ紙競馬記者の若原隆宏との対戦。

タイトル

凶銃ルガーP08

銀玉命！銀次郎3

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

志村玲子／妻美喰い

R-18

配信中

人気セクシー女優が若妻に扮してエロエロワールドを展開するシリーズの最新作に、人気熟女女優・志村
玲子が登場。淫乱人妻のハレンチ極まりない日常に驚愕必至。

飼い猫 PET CAT

R-15

配信中

人気グラドル倉持由香主演の官能ドラマ。40を過ぎて夫が教職を辞め、小説家を目指し始めて5年。そん
な夫に愛想を尽かした妻は家を出て行ってしまう。そんなある日、迷い込んで来た仔猫のミーコが少女に
変身し…。

-

配信中

ご当地アイドルグループで注目の逸材。可愛すぎると話題の美少女・手塚せいあちゃんのイメージ。くりく
りっとした大きな瞳に満開笑顔、明るい性格がとってもプリティ。ピチピチの白い肌が南の島の日差しに輝
きます！

叔母のススメ

R-18

配信中

叔母との禁断の関係を描くエロスドラマ。医大生の雄作は大学教授の叔父の家に居候中。そこにはメンタ
ルクリニックを自宅で営む叔母と従妹の美奈がいた。雄作は家族にストレスを感じている叔母の相談相手
になるのだが…。

女神降臨 ＃054

R-18

配信中

＃54／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！日テレジェニック2012。今野杏南／生年月日：89年6
月15日／出身地：神奈川県／身長：156cm／サイズ：B86・W59・H83 Fカップ

女神降臨 ＃055

R-18

配信中

＃55／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！5代目ミスマリン、妖艶な視線＆仕草。佐々木麻衣／
生年月日：88年10月20日／出身地：徳島県／身長：168cm／サイズ：B82・W57・H86

女神降臨 ＃056

R-18

配信中

＃56／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！行くぜ！パチスロリーグの河原みのりちゃん！セク
シーに大変身！河原みのり／生年月日：89年2月8日／身長：156cm／サイズ：B92・W58・H88

女神降臨 ＃057

R-18

配信中

＃57／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！弾ける笑顔が眩しい千夏ちゃんが抜群のスタイルお
届け！遠野千夏／生年月日：88年6月19日／出身地：北海道／身長：163cm／サイズ：B80・W58・H82

小池絵美子／感じる人妻 -私の日常- 三つ巴

R-18

配信中

35歳以上の殿方が楽しめるをコンセプトにしたエッチでコアな妄想ワールド！私、夫、そして隣のご主人…
一人の人妻を取り巻く三つ巴の愛欲。旦那と浮気相手の間でゆらめく、綺麗な人妻の密かな妄想は、次
第に現実と区別できなくなり…。

招かれざる客 裏切りの夜 Betray of the Night

-

配信中

美人3姉妹が巻き込まれた殺人事件。大富豪・園田家の奈美子、亜由美、翔子の3姉妹は突然両親を交
通事故で亡くしてしまう。葬儀中に訪ねてきた刑事・高崎は園田に多大な恩義があるのだが、今回はある
事件の捜査でやって来たのだった…。

新・嬢王ゲーム SEX or LOVE

R-15

配信中

人気セクシー女優主演のエロスドラマ。三度復活した、六本木の伝説的キャバクラ「RedDragon」。歌舞伎
町から引き抜かれた筋金入りのナンバー1キャストの華恋を筆頭に、店では今夜もキャバ嬢が男たちに夢
を見せていた…。

人妻家政婦 トライアングル

R-18

配信中

大学生の祐次は、父から再婚相手の嶋村亜希子を紹介されるが、諸事情により当面は住み込みの家政
婦という立場をとると説明を受ける。母親が亡くなってから5年、何人かの家政婦が来たが、亜希子のよう
に女性の色香を感じさせる人は初めてだった…。

静岡の女はヤリマンが多いらしいのでナンパすれ
ば簡単にヤレるはず

R-18

配信中

◆ヤリマンが多いと噂の静岡。静岡へ行けばきっと即ハメ出来るハズ！テレビのウソ番組を装い、ビデオ
カメラを構えてSEXできそうな女を物色。早速ノリのいい2人組をゲット！すると、すぐさまカップルになるこ
とを提案してきた静岡女。さすが！それぞれホテルへ向かいハメ撮り敢行！スケベ丸出しのヤリマン静岡
女と本●大成功！

-

配信中

地獄の先は、又地獄。カネと人間の真実を描く、巨匠・青木雄二の遺作となった原案の映像化シリーズ第3
弾。銭道を歩む清十郎と哲平、そしてゆかり。彼らに二度も敗れ、追い込まれた笠原社長が地面師を送り
込んでくる。

R-18

配信中

◆アダルト業界人たちが集うBARで繰り広げられるちょっぴりエッチでとってもディープなトークショー！★
お客様【人妻AV女優・白石茉莉奈】夫に内緒でAV活動！立ちバックは大興奮。なんと初体験で3回
戦！？

タイトル

手塚せいあ／夏色せいあ

銭道III なにわ金融指南

他人のSEXで生きてる人々2 ＃2-1 白石茉莉奈編

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

R-18

配信中

◆アダルト業界人たちが集うBARで繰り広げられるちょっぴりエッチでとってもディープなトークショー！★
お客様【レジェンド男優・加藤鷹】男優引退後は何やってる？AV女優との接し方。ゴールドフィンガー披
露。女のイカせ技伝授！

-

配信中

モデル出身の美形グラドル。透明感たっぷりの正統派美少女・大澤玲美ちゃんのイメージ。スベスベの肌
に爽やかな笑顔がとってもキュートでスタイルもFカップと抜群！少し大人な大胆ポーズにも挑戦しちゃい
ました！

辰巳ゆい／湯けむりおっぱい -夏の陣-

R-18

配信中

「湯けむりおっぱい」シリーズに辰巳ゆいちゃんが登場。夏の天城の温泉で知り合った男性と…。妄想たっ
ぷり＆じっくり接写の入浴シーンをたっぷり収録。

誰かに見られてる

R-18

配信中

女優、モデルとして活躍中の北川絵美主演のエロスドラマ。引越先の部屋で恋人・徹に抱かれ、幸せな新
生活を始めた良美。しかしある日、昔の恋人・木島が突然訪ねて来て、断りきれずに関係を持ってしまう。
数日後、徹が木島との情事を映したビデオテープを持って訪れ…。

痴漢終電車 主婦たちの不倫快速

R-18

配信中

結婚八年年目の主婦・高樹みずえ。夫・晃との体の関係は既になかった。ある日、みずえはカルチャーセ
ンターの仲間たちと飲みに行って帰りが遅くなる。最終電車に乗り込んだみずえは、シートに座った途端、
眠り込んでしまう。すると、誰かの手がみずえの膝へ伸びてきて…。

-

配信中

超美形のゴージャスお姉さん！モデルとしても活躍している殿倉恵未ちゃんのイメージ。166センチの長身
に90センチの美巨乳、89センチのしっかりヒップにスラリと伸びた長い脚。大胆衣装が似合いすぎます！

覗かれた女たち エロス大全集

R-18

配信中

しがない興信所の男・坂口は、浮気調査中に垣間見る女の恥態に興奮を覚え、その欲求をエスカレートさ
せていく。ある日、痴漢の現行犯で逮捕された坂口は、過去の華やかな女性遍歴を語り始める。看護婦・
OL・女刑事・近親相姦…。興信所の男が覗き見た過激で赤裸々な女の性！オールジャンル無制限のエロ
ス総集編！

白衣の秘密 汚された過去

R-18

配信中

この町で病院を開業した父・杉下耕作の遺影を抱え、喪主の挨拶をする杉下徹。それを、横でじっと見つ
める看護婦の橋本静香。ある日、徹が耕作の遺品を整理していると、静香の淫らな写真が見つかり…。人
気熟女系女優の桜田由加里が、清楚な白衣の天使を演じながらも、熟女ならではの大胆な技で若い男を
魅了するエロス作品。

八局麻雀 ＃009 予選第9戦

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃009／本編では予選第9回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃010 予選第10戦

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃010／本編では予選第10回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃011 予選第11戦

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃011／本編では予選第11回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃012 予選第12戦

-

配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃012／本編では予選第12回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

膝枕 愛を乞う人

R-18

配信中

学生時代、仲の良い3人組であった神田、吉沢、聡美。しかし、大学卒業後、それぞれ小さな会社を興して
神田と吉沢が聡美に求婚、神田が選ばれてからは疎遠になっていた。時は流れ、会社が倒産寸前になっ
た神田は、1千万で聡美を身請けしないかと吉沢に持ちかける…。

抱かれた看護師 熟年LOVE

R-18

配信中

交通事故に遭った67歳の俊介を、入院先の病院で優しく介護してくれたのは、若かりし頃の亡妻に良く似
た、ナース・涼子だった。俊介は涼子に会う為、退院後も週に1回は通院をしていた。いつでも優しく微笑む
涼子に、次第に心引かれていく俊介。妖艶さを増した薫桜子を主演に迎え、老いと性を見つめたエロスの
新境地を描くドラマ。

北内みさと／Journey

R-15

配信中

期待の人気レースクイーンの登場！素朴系と呼ばれる一方、抜群のバストとくびれを持つ、北内みさと
ちゃんの1stイメージ。レースクイーンとしても活躍する彼女の極上のボディに悩殺されること間違いなし！

タイトル
他人のSEXで生きてる人々2 ＃2-2 加藤鷹編

大澤玲美／Mature-楽園の恋

殿倉恵未／GRACE

内容

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

誘女、派遣します episode5

-

配信中

episode5／『どうも男性を信用出来ない女性』たちから寄せられた依頼をもとに、色仕掛けの達人である誘
女たちが、巧みな誘惑によって男性のドスケベな本性を暴き出す。貴方はこの誘惑に勝てるか！？

誘女、派遣します episode6

-

配信中

episode6／『どうも男性を信用出来ない女性』たちから寄せられた依頼をもとに、色仕掛けの達人である誘
女たちが、巧みな誘惑によって男性のドスケベな本性を暴き出す。貴方はこの誘惑に勝てるか！？

欲望が行き交う歯科医院物語

R-18

配信中

とある歯科医院での男と女の卑猥な世界。あまりお客さんの来ない路地裏で働く歯科の先生と看護婦。欲
求不満の二人は果たして…。全二話構成。

隣の部屋に娘が居るのに…欲情する人妻

R-18

配信中

娘と同じ屋根の下、未亡人のバツイチ女性宅に訪れた熟年の彼氏。そんな娘に気も使わず、母親の体を
求める彼…。娘に悟られたくない母親は声を必死に押し殺し我慢するのだが！？

麗しの未亡人

R-18

配信中

夫を失った社長夫人の多恵の前に、突如借金取りの沢木が現れる。多恵は亡き夫の代わりに、借金の返
済を求められるが…。美熟女・望月加奈を主演に迎え、性玩具として弄ばれる未亡人の悲哀を描いたエロ
スドラマ。

Sexy Angel ＃122

R-18

10月1日～

＃122／その妖艶な顔立ちと淫靡なフェロモンで数々の男を虜にしてきたお姉さん系女優。波多野結衣
Part2 闇夜に隠れて篇／生年月日：88年5月24日／身長163cm／サイズ：B88（Eカップ）・W59・H89

Sexy Angel ＃123

R-18

10月1日～

＃123／Fカップバストとむっちりボディ「さきっぽ」の愛称で親しまれる人気女優。初美沙希 Part1 魅惑の
お誘い篇／生年月日：90年10月15日／身長：158cm／サイズ：B86（Fカップ）・W58・H86

Sexy Angel ＃124

R-18

10月1日～

＃124／Fカップバストとむっちりボディ「さきっぽ」の愛称で親しまれる人気女優。初美沙希 Part2 愛おしい
眼差し篇／生年月日：90年10月15日／身長：158cm／サイズ：B86（Fカップ）・W58・H86

Sexy Angel ＃125

R-18

10月1日～

＃125／2015年、国民的アイドルグループから衝撃のデビュー。三上悠亜 Part1 宝石のような美女篇／生
年月日：93年10月23日／身長：158cm／サイズ：B83・W58・H88

Sweet Angel ＃029

R-18

10月1日～

＃29／国際派セクシーアイドル、波多野結衣が登場！波多野結衣／生年月日：88年5月24日／出身地：
東京都／身長：163cm／サイズ：B88・W59・H89

Sweet Angel ＃030

R-18

10月1日～

＃30／爆発的人気セクシーアイドル、上原亜衣ちゃん。上原亜衣／生年月日：92年11月12日／出身地：
福岡県／身長：155cm／サイズ：B84・W58・H88

Sweet Angel ＃031

R-18

10月1日～

＃31／元国民的アイドルグループ。逢坂はるな／生年月日：93年8月13日／出身地：神奈川県／身長：
163cm／サイズ：B83・W57・H85

Sweet Angel ＃032

R-18

10月1日～

＃32／元アイドルユニットメンバー、伊東紅ちゃん。伊東紅／生年月日：93年5月8日／出身地：東京都／
身長：150cm／サイズ：B84・W58・H85

あづみ／妻美喰い

R-18

10月1日～

人気セクシーアイドルが若妻に扮してエロエロワールドを展開するシリーズの最新作に、可愛さとエロさが
同居したあづみが登場。清楚な幼妻・あづみが、見た目からは想像できないほど激しく乱れる！

アナタもヤレる！好きモノ団地妻ハメ倒しマップ（2）
-自宅に押しかけヤリまくり！

R-18

10月1日～

男なら誰もが夢見たその瞬間をリアルに実践！◆団地妻をナンパ！そのまま部屋に上がりこみ不倫
SEX！◆I橋区T島平団地に潜入！しかも団地妻から声をかけてくる超パワースポット発見！◆色白美人
妻のお宅で秘密のオモチャ発見！強制オナニーで羞恥昇天！「他の奥さんに見えちゃう…」窓に手をつき
初の立ちハメ！

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

タイトル
おとこ喰い

視聴年
齢制限

R-15

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

ソープ嬢は人一倍寂しがり屋でお人好し。超人気漫画を映像化した、人間の哀歓を描く吉原泡姫物語シ
10月1日～ リーズ第1弾。風俗の都・東京吉原で最も評判が高い人気ソープ嬢・まどか。吉原の聖母と言われる彼女
はお客や同僚達からも慕われていたのだが…。

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃019

-

10月1日～

＃19 政重ゆうきVSシルヴィー 前半戦／今回の対戦は政重ゆうきVSシルヴィー。最下位争いの両名、果
たしてリーグ最弱はどちらなのか？！

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃020

-

10月1日～

＃20 政重ゆうきVSシルヴィー 後半戦／今回の対戦は政重ゆうきVSシルヴィー。最下位争いの両名、政
重は前半を当たり無しで終える、果たして大逆転はあるのか？！

カリスマチューニング -スーパーカー- ＃011

-

10月1日～

＃11 夢叶う！スイス ジュネーブモーターショー／世界から注目を集める日本のチューニングカー。第二弾
はスーパーカーのカリスマチューナー“加藤渉”に密着！

カリスマチューニング -スーパーカー- ＃012

-

10月1日～

＃12 総集編／世界から注目を集める日本のチューニングカー。第二弾はスーパーカーのカリスマチュー
ナー“加藤渉”に密着！

キャットファイト★スペシャルマッチ なにわ大花びら
大回転！はちゃめちゃ狂宴会！2014年10月10日

R-18

10月1日～

人情の街なにわで、ついにご当地レスラー・くいしん坊仮面が登場！大阪プロレスのくいしん坊仮面が登
場する男女混合タッグマッチ！序盤から鳳華、ピンクタイガー組が一方的に攻め込まれる展開に。試合当
初は饒舌だったタイガーは無口になってやられっぱなし！しかし、股間に火を点けるという謎の飛び技で
形勢逆転を狙うが…。

キャットファイト★ペアフット寒中水鉄砲オンリーギ
ブアップバトル 女祭り！キャット番狂わせ 2014年
12月26日

R-18

10月1日～

シングルマザーVSニューハーフの異色対決は、水鉄砲が命運を握る？シングルマザー・平井さんと謎の
ニューハーフ・びりりあんの対決は、観客から水鉄砲をくらう完全決着ルール！いつもは冷静沈着な平井
さんだが、水鉄砲攻撃にリズムを失ってしまう。一方のびりりあんは、新宿で購入したという水着姿で張り
切るが常にやられっぱなしで…！

キャットファイト★親戚道連れ式！クイズタイム小
学生 女祭り！キャット番狂わせ 2014年12月26日

R-18

10月1日～

素人おばちゃんポロリ対決に、観客のカメラは沈黙。一体誰が見たい？シバターVSティロ・フィナーレ加川
の一戦は、それぞれ親戚のおばちゃんと一緒に入場。おばちゃんたちは全裸になり、ボックスの中へ。クイ
ズ対決する二人が答えを間違う毎にボックスの壁が引き剥がれ、おばちゃんの裸体が露わになるという
ルール！一体誰が得をする！？

キャットファイト★追い剥ぎマッチ なにわ大花びら
大回転！真っ暗の間に何が？！2014年10月11日

R-18

10月1日～

ロリっ娘女優・小司あんが辱められる姿に場内は大コーフンの嵐！衣服を全て脱がされた方が負けという
追い剥ぎマッチ！セーラー服姿のゼナと、ロリッ娘女優・小司あんの一戦はいきなりパンツ丸出しの激しい
戦い。あんのポロリに場内はカメラのフラッシュが止まらない。第2ラウンドでは小司あんが攻め込まれ、悶
絶する姿に大コーフン！

キャットファイト★敗者罰ゲーム！ビューティフル
アートキャットファイト なにわ大花びら大回転！ハ
プニングだらけの夜 2014年10月11日

R-18

10月1日～

エロさを競う女2人は喘ぎ声連発・ポロリ全開のセクシーレズ対決に！両者セクシーランジェリーで登場し
た若林美保と白玉あもの一戦は、試合のエロさを採点するというもの。いきなり股間開き、顔面騎乗、指マ
ン、松葉崩しなどのテクニックが炸裂！さらには電気アンマ、足舐め、乳首舐め、指舐め、クンニなどの過
激技で、MCも大コーフン！

セクシー☆パラダイス ＃010

R-18

10月1日～

＃10／今もっとも旬なセクシーアイドル達があなたの前で惜しげもなくヌード姿に…。大槻ひびき Part2／
サイズ：B87・W57・H88

セクシー☆パラダイス ＃011

R-18

10月1日～

＃11／今もっとも旬なセクシーアイドル達があなたの前で惜しげもなくヌード姿に…。荒木ありさ Part1／
サイズ：B90・W58・H88

セクシー☆パラダイス ＃012

R-18

10月1日～

＃12／今もっとも旬なセクシーアイドル達があなたの前で惜しげもなくヌード姿に…。荒木ありさ Part2／
サイズ：B90・W58・H88

セクシー☆パラダイス ＃013

R-18

10月1日～

＃13／今もっとも旬なセクシーアイドル達があなたの前で惜しげもなくヌード姿に…。宮下つかさ Part1／
サイズ：B88・W57・H87

テリー伊藤と訳あり女 ＃004

-

10月1日～

＃4 148cm Gカップ中卒ハーフ／秘密や悩み、心に影を抱えた女には男を惹きつける魔力がある。テリー
伊藤がそんな訳あり女達の私生活を根掘り葉掘りまさぐる！

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

テリー伊藤と訳あり女 ＃005

-

10月1日～

＃5 男800人斬り！23歳露出狂女／秘密や悩み、心に影を抱えた女には男を惹きつける魔力がある。テ
リー伊藤がそんな訳あり女達の私生活を根掘り葉ほりまさぐる！

テリー伊藤の大人夜遊び ＃005

-

10月1日～

＃5 すすきのVS仙台 厳選遊び／朝の情報番組に出演し続け、10年以上夜遊びを封印してきたテリー伊
藤が、全国の刺激的なマル秘ナイトスポットを斬る！

テリー伊藤の大人夜遊び ＃006

-

10月1日～

＃6 仙台の妖艶な遊び方／朝の情報番組に出演し続け、10年以上夜遊びを封印してきたテリー伊藤が、
全国の刺激的なマル秘ナイトスポットを斬る！

ドスケベ夫人の探偵日記 濡れ過ぎる痴態

R-18

10月1日～

人妻の大沢弥生は退屈な夫婦生活に飽き、夫のいない日中に探偵として「浮気調査」のアルバイトを始め
た。他人を尾行して秘密を暴く。そして、十分な証拠を掴み、雇い主に報告し報酬を得る。弥生はその金で
高級な服を買ったり、高級レストランで食事をしたりしていた。しかし、そんな旨い話が長く続くわけもなく、
弥生のせいで不倫がバレ、会社と家庭を失った男が…。

どチンピラ 鉄砲玉の情事

R-15

10月1日～

大人気Vシネシリーズ第14弾。相馬という男から、コマシ屋・仁に仕事の依頼が来た。相馬は、自分の恋人
をコマして自分と別れるように仕向けてくれという。早速、女の家に行く仁だったが…。

パチスロ常勝理論！＃293

-

10月1日～

ポロリとワサビの実戦。珍しく早い入場順の二人、ワサビは番長3でスタート、ポロリはバジリスク絆を打つ
と見せかけて、バラエティコーナーの番長2でスタートする。

パチスロ常勝理論！＃294

-

10月1日～

今回はポロリ、伊藤コンビの実戦。ポロリは番長3でスタート、連敗中の伊藤真一は朝の台確保で痛恨のミ
スをしてしまう。

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃212

-

10月1日～

青山シゲキ編／今回の達人ゲストは番組おなじみの青山シゲキ。青山シゲキのTシャツの秘密が今明か
される！

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃213

-

10月1日～

パチンコ実戦バトル！第4回守山塾杯／今回は第4回守山塾杯！出場者は、せんだるか、二階堂亜樹、
みさお、柳まお、そして安藤遥も加わり出玉勝負！果たして激戦を制するのは誰だ？！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃011

-

準決勝第1戦／予選が全て終了しここからは上位8名で争われる準決勝戦。得点を持ち越したまま各自2
10月1日～ 戦。今回の特別なシステムでは下位からの巻き返しも十分に可能だ！！名人戦ラストバトルの小島武夫
は決勝へ進めるのか！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃012

-

準決勝第2戦／現在8位の小島武夫は決勝進出には2連勝が必須！予選第7戦で見せたような大爆発を
10月1日～ 起こせるのか！？好調の金子、森山は攻めの姿勢を崩さないが、次ターンまでに順位の変動があるのか
注目だ！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃013

-

準決勝第3戦／名人戦2度優勝の新津はトップを取れば決勝の椅子が見えてくる。前回のラスからどこま
10月1日～ で調子を戻せたかがポイントだ。決勝の椅子が決まる準決勝最終ターン！この卓から決勝へ行くのは誰
だ！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第11回名人戦 ＃014

-

準決勝第4戦／準決勝最終戦！残る決勝の椅子は事実上あとひとつ！4位近藤か5位土田か…。手に汗
10月1日～ 握る一進一退の着順勝負は必見！そして小島はいよいよこれが名人戦ラストマッチ。レジェンドの勇姿を
目に焼き付けろ！

タイトル

内容

「初めてのラブホテル」をキーワードに、現代女性の赤裸々な性を描いた2話オムニバス作品！【1話】外見
も性格も控えめな人妻・静香。夫の浮気を知り自分には女としての魅力を磨くため、ホテトルの面接を受
け、いよいよ客を取る事に…。 【2話】人妻の恭子は、知り合いの葬儀に夫婦揃って参列していたが、帰り
際になって夫の浮気について言い合いになる。

ラブホテル 初めての体験

R-18

10月1日～

淫夢 さまよえる記憶

R-18

貞淑な人妻・曜子は目の病気を患って角膜の手術を受ける。回復した曜子だったが、目に巻かれている
10月1日～ 包帯を外したその日から、奇妙な夢を見るようになり、また、自身の性欲も強くなっていることに気付く。曜
子の夫も、貞淑であったはずの妻の術後日増しに大胆になっていくセックスに驚きを隠せずにいた…。

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

タイトル
義母のススメ 妻の母、湧きデル甘汁

視聴年
齢制限

R-18

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

義母との禁断の関係を描くエロスドラマ。主婦の洋子は夫と娘との3人暮らし。ある日、娘が大学の先輩と
10月1日～ 結婚したいと言いだす。同居を条件に渋々と結婚を認めた洋子だったが、娘は妊娠を理由に夫の面倒を
洋子に任せっきりにする…。

-

10月1日～

お嬢様らしさを感じる整った顔立ちをした菊池梨沙ちゃんのファーストイメージ。大人しそうに見えて、実は
元気いっぱいな梨沙ちゃんが、水着に包まれた見事なボディをカメラの前で大胆披露！

仰天告白 身近な娘さんと二人っきりに…

R-18

10月1日～

知り合いの娘さんについ欲情してしまったエロス物語。招かれたお宅で偶然遭遇した娘さんの生着替えを
見てしまい…。他全3話構成。

結城みさ／貞操崩壊

R-18

昭和時代の女中を描く官能ドラマ。昭和の復興期、健気で従順な富美子は夫の借金を助ける為、自ら進
10月1日～ んで質草となる。「あなたの事業が軌道に乗れば…」と、他の男に抱かれても夫を待ち続ける富美子だっ
たが…。

菊池梨沙／Catch me

原あや香／あや香 ハタチ

-

クールな美貌の美人女子大生グラドル。スポーツで鍛えた引き締まったボディ、モデルとしても活躍中のモ
10月1日～ グラガール、原あや香ちゃんのイメージ。20才最後となる本作では、極上プロポーションと上品な色香であ
なたを虜にします！

現役お嬢様女子大生ちづると自由奔放で何にでも積極的な親友のえみ。そんな順風満帆な2人、関係も
10月1日～ 上手くいっているように見えたのだが誰からも視線を集め、しかも金持ちなちずるにえみは嫉妬の心を密
かに抱いていた…。

現役女子大生 狙われた柔乳

R-18

光れ！パチスロリーグ ＃019

-

10月1日～

＃19 木村魚拓VS河原みのり 前半戦／今回は木村魚拓と河原みのりの対戦。木村は珍しく獣王でスター
ト。対する河原は相性がいいという番長3でスタートする。

光れ！パチスロリーグ ＃020

-

10月1日～

＃20 木村魚拓VS河原みのり 後半戦／今回は木村魚拓と河原みのりの対戦。木村は前半から獣王で実
戦中。対する河原は相性がいいという番長3で公約通り勝利できるのか？！

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル ＃018

-

10月1日～

＃18 弥永明郎VS若原隆宏（後）／最強馬券師リーグ、第9戦目は競馬専門紙記者の弥永明郎と、スポー
ツ紙競馬記者の若原隆宏との対戦。

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル ＃019

-

10月1日～

＃19 じゃいVS辻三蔵（前）／リーグ戦参加者は、インスタントジョンソン・じゃい、弥永明郎、辻三蔵、若原
隆宏、鈴木ショータの5名。

子種狩りの村 秘境で起った異常な性

R-18

10月1日～

人気熟女優・愛川咲樹主演によるエロスドラマ。日帰り登山で足を捻挫した男ふたりが辿り着いた人里離
れた小さな村。彼らはそこで美しい人妻・美佐子に介抱してもらい、代わりに子種が欲しいと懇願される。

酒屋のとても愛しい女房 誘う巨乳美人妻

R-18

酒屋のアルバイト・徹と恋に落ちた美也子。夫の留守中の倉庫は愛欲の場と化してしまう。過去のギャン
10月1日～ ブルの借金のトラブルを夫からなじられ、夫を滅多打ちにしてしまい、恐くなった美也子は徹と逃避行の旅
に出る。

春野愛／感じる若妻 -いけない現実逃避- さみし
かったと…

R-18

“35歳以上の殿方が楽しめる”をコンセプトにしたエッチでコアな妄想ワールド！目覚ましおっぱいを無視
10月1日～ する旦那様…掃除中にいけない妄想にふけり思わず失禁。身体を洗おうとシャワーを浴びても、つい手が
いけないところへ…。

女の体温 私を忘れないでいて

R-18

とある場所で出会った見ず知らずの男と女。初対面にもかかわらず、お互いに相手のことを意識しはじめ
10月1日～ る。男の頭には、その女の様々なエロティックなイメージが、フラッシュされていく…。そして女は、男に自分
の心を解放させていく…。日常の中に見え隠れするエロティシズムを、この作品に凝縮！

女神降臨 ＃058

R-18

10月1日～

＃58／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！ベビーフェイス、透明感のある白い肌、プリっとしたお
尻。田中涼子／84年8月4日／出身地：大阪府／身長：155cm／サイズ：B80・W57・H82

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

タイトル
女神降臨 ＃059

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

R-18

10月1日～

＃59／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！まいぴょん、初撮影。魅力的なバスト＆お尻。日野麻
衣／94年12月30日／出身地：埼玉県／身長：153cm／サイズ：B82・W58・H86

-

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／新たなメンバーを加え堂々の再スタート！
10月1日～ その名も「松本ゲッツ！！L」！！…でも、やることは一緒です。自由きままに実戦をして視聴者プレゼント
獲得に挑む！！■パールショップともえ木更津店●パチスロ鉄拳3rd

人妻女教師 熟れた放課後

R-18

女教師・藤田洋子の胸の中にある秘めたる奴隷願望。しかし、愛する夫であり同僚教師の敏彦は真性の
10月1日～ M。毎晩欲求不満な毎日を過ごす洋子。そんな二人に訪れた事件。なんと夫の敏彦が下着泥棒で捕まっ
てしまったのだ。夫婦のバランスは急速に崩れ始める…。

制服少女 放課後の誘惑2

R-18

女子校生・恵は、友人の美晴に写真マニアの邦彦という恋人が出来たことを知り喜んでいた。しかしそれ
10月1日～ もつかの間、美晴が泣いて電話を掛けてきた。なんと邦彦がデートの時に撮ったHな写真が、投稿雑誌に
載っていたのだ。激怒して時雄に問い詰める恵だったが…。

松本ゲッツ！！L ＃001～024

-

10月1日～

グラビア界の至宝！20歳の成人記念作品。女優としても大活躍！大人気グラドル星名美津紀ちゃんの
久々のイメージ。ハツラツ笑顔に92センチHカップの豊満バストの美津紀ちゃんが眩しすぎます！！

絶頂家族 愛人だらけ

R-18

10月1日～

両親の愛人と過ごす、危険な一夜。父の嘘の訃報を受け、久しぶりに実家へ帰省した瞳。離婚間近の両
親にはそれぞれ愛人がいることにうんざりしつつも、実は自分も職場の上司と不倫の仲で…。

絶倫！透明変態人間 セカンド童貞と魔法の薬

R-15

清純派セクシー女優主演のエロスコメディ。営業先の病院で、幼い頃から憧れていた瑠璃子に再会した静
10月1日～ 雄。だが、彼女は外科医の圭吾と婚約していた。ある日、病院の倉庫で見つけた薬を飲んだ静雄はイケて
る男に変貌し…。

-

人気急上昇中の“くびれスト”グラドル。「ミスFLASH2016」に輝き、男性の保護本能を刺激する可憐フェイ
10月1日～ スで多くのグラビアファンを虜にしている川崎あやちゃんのイメージ。色っぽ過ぎる衣装と大胆ポーズにメ
ロメロ！

星名美津紀／ハタチの青春

川崎あや／愛しのあやカーブ

川上ゆう／昭和悲哀物語

R-18

昭和時代の女中を描く官能ドラマ。女中奉公の幸代は日夜、主人に手込めにされていた。そんな幸代を助
10月1日～ け出そうとする同居人の孝志は駆け落ちを持ちかけるが、心とは裏腹に幸代の軀はすでに主人から離れ
られなくなっていた…。

潜入！カラダの柔らかい女がいるヨガ教室でハメ
倒し

R-18

3つのヨガ教室で女性会員をひたすら盗●！◆若い女性に大人気のヨガ教室。無防備な薄着の女たちが
10月1日～ あられもない恰好で大股開き！禁断の園に潜入して生徒も先生もハメ倒せ！◆色白美人と更衣室で
SEX！脚を大きく開かせて奥までズップリ！◆巨乳娘は股間を責められて大絶叫おもらし！

銭湯浴情美人女将

R-18

2話構成のオムニバスエロス。第1話「番台に座る未亡人・涼子」。未亡人の涼子は番台に座り一人で店を
10月1日～ 守っている。義理の弟と暮らす涼子だったが、2人にはある秘密があった…。第2話「銭湯で濡れそぼる4人
の愛欲」。

-

表か裏か、嘘か真か、ゼニで学ぶガケっぷち人生脱出講座。カネと人間の真実を描く巨匠・青木雄二の遺
10月1日～ 作ともなった渾身の映像化シリーズ第4弾。婚約者の事業失敗により多額の借金を背負ってしまった暎子
は、最後の望みとして轟法律事務所を訪れる。

他人のSEXで生きてる人々2 ＃3-1 Sカップ女優編

R-18

◆アダルト業界人たちが集うBARで繰り広げられるちょっぴりエッチでとってもディープなトークショー！★
10月1日～ お客様【AV女優兼デリヘル嬢・天宮真咲希】バスト157センチSカップ！ブラジャーは海外特注品。圧迫プレ
イで大興奮！

他人のSEXで生きてる人々2 ＃3-2 カンパニー松
尾編

R-18

◆アダルト業界人たちが集うBARで繰り広げられるちょっぴりエッチでとってもディープなトークショー！★
10月1日～ お客様【AV監督カンパニー松尾】大ヒット映画「テレクラキャノンボール」裏話！初体験は淫乱女優に…。
ハメ撮りの秘訣は？

堕ちてゆく人妻 禁断の母娘

R-18

10月1日～

銭道4 男と女の金融講座

宮川佳乃は夫の遼一と愛娘のまり乃と3人で幸せな家庭生活を送っていた。ある日、まり乃が恋人の春夫
を家に連れ帰ってくる。その日から、お互いを意識し始める佳乃と春夫。数日後、忘れ物を取りに来た春
夫と偶然二人きりになる佳乃。春夫は突然に沸いた衝動を抑えられず佳乃の肩を抱き寄せる。しかしそこ
へ…。

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

視聴年
齢制限

配信
開始

内容

大江戸淫乱絵巻 復讐篇

R-18

10月1日～

愛憎織りなすエロス時代劇シリーズ。武家の習わしに従い、父の仇討ちの旅に出た姉・お舟と弟・賢吉。長
い放浪の果てに、お舟は夜鷹へと身を落とし、賢吉も博打に明け暮れる毎日を送っていたが…。

沢本あすか／セクシースパイラル

R-15

セクシー音楽ユニット「モンロービッチ」のメンバーとしても活躍する沢本あすかちゃんのイメージ。限界股
10月1日～ 間接写など、妄想と男心を掻き乱すシチュエーションにこだわったセクシーショットが満載。清楚なお嬢様
の過激な姿にクラクラ！

調教体験告白 牝犬になりました

R-18

中年サラリーマン・宗一は会社帰りに寄ったバーで、完璧なM女を育てる調教師・青木という奇妙な男に出
10月1日～ 会う。青木は宗一に自分が育て上げたM女・美弥子をもらって欲しいと話す。半信半疑のまま美弥子を連
れて帰ることになった宗一だったが、次第に美弥子に溺れていく…。

湯けむり心霊旅 美三女

R-18

10月1日～

藤田恵名／告白ラテアート

R-15

唯一無二の“シンガーソングラドル”。2016年歌手でメジャーデビューを果たし、映画初主演、ミスiD一般投
10月1日～ 票1位など注目を集める藤田恵名ちゃんのセクシーイメージ。ステージ上では見えない部分まで魅力的な
ムチムチボディをじっくりご堪能あれ！

タイトル

人気セクシー女優3人によるお色気ホラー「美三女」編。温泉地を舞台に心霊体験をしてしまう、ちょっと怖
くて、ちょっとお色気ありのオムニバス作品。

八局麻雀 ＃013 予選第13戦

-

10月1日～

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃013／本編では予選第13回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃014 予選第14戦

-

10月1日～

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃014／本編では予選第14回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃015 予選第15戦

-

10月1日～

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃015／本編では予選第15回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

八局麻雀 ＃016 予選第16戦

-

10月1日～

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃016／本編では予選第16回戦の激戦を
収録。親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻雀大好きタレント6名と、それを
迎え撃つ女流プロ雀士6名が1年に渡ってリーグ戦を行い、優勝を争うガチの個人戦。新たな試みを交えた
麻雀実践バラエティが誕生！

美人が多い副都心OL達に性感マッサージしたらイ
キまくっちゃってもう大変！

R-18

美人が多いという副都心のOLを性感マッサージでイカセまくる！◆ミニスカートのセクシーなOLが多いと
10月1日～ 噂の副都心。ムッチリ太もものキレイなOLたちにオイルをたっぷり塗りたくって性感マッサージ！※本作品
は、アダルト「美人が多い副都心OLを性感マッサージでとことんイカせてみた」のR18版になります。

風間ゆみ／湯けむりおっぱい -夏の陣-

R-18

10月1日～

片山萌美／わたし巡り

-

「湯けむりおっぱい」シリーズに熟女王・風間ゆみさんが登場。揺れるおっぱいを捉えた入浴シーンは水中
映像が満載。初夏の天城で熟れた身体が燃え上がる！

雑誌にCMにと大活躍中のグラドル。舞台やTVCMなどの女優業で活躍を見せ、雑誌の初グラビアでも注
10月1日～ 目された片山萌美ちゃんのファーストイメージ。92cmのバストが手足のスラリと伸びた高身長のスレンダー
ボディに引き立てられ興奮度倍増！

女の背徳を描く禁断の官能ドラマ。昭和時代。親の許嫁で結婚した妻の清恵は、子供の出来ない日々で
10月1日～ 夫との愛情が離れている。同居していた義理の弟は、夫の冷たい仕打ちを受けている清恵に対して想い
を寄せていた…。

北条麻妃／人妻禁断情交

R-18

誘女、派遣します episode7

-

10月1日～

episode7／『どうも男性を信用出来ない女性』たちから寄せられた依頼をもとに、色仕掛けの達人である誘
女たちが、巧みな誘惑によって男性のドスケベな本性を暴き出す。貴方はこの誘惑に勝てるか！？

誘女、派遣します episode8

-

10月1日～

episode8／『どうも男性を信用出来ない女性』たちから寄せられた依頼をもとに、色仕掛けの達人である誘
女たちが、巧みな誘惑によって男性のドスケベな本性を暴き出す。貴方はこの誘惑に勝てるか！？

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約605本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/OTONA01）よりご確認ください。

タイトル

視聴年
齢制限

配信
開始

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

内容

藍川京原作 兄嫁

R-18

女流官能作家・藍川京の人気作を映像化。病死した兄の通夜の日、棺の前で自慰に耽る兄嫁の姿を見た
10月1日～ 弟に淫らな妄想が芽生える。兄嫁への愛と兄への嫉妬心から兄嫁を陵辱してしまった弟は、さらなる愛欲
にはまっていく…。

流出！人妻専門AV事務所が撮り溜めたオラオラ
中●し面接映像

R-18

生活費を稼ぐためにやってきた人妻。旦那以外の男とのSEXで絶頂◆人妻専門AV事務所で行われてい
10月1日～ る面接。素●人妻がアダルト業界に足を踏み入れるまでを激撮！カメラを持ち出し、その場で中●しハメ
撮り！その時、人妻の反応は？

翔田千里／しのびあい

R-18

10月1日～

農家の嫁を描く禁断の官能ドラマ。山間で暮らす一組の夫婦。傲慢で酒癖の悪い夫に辟易しながらも耐え
忍んでいる妻の祥子は、ある日やってきた土地開発の社員・篠田に惹かれていき…。

