2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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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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！！

パチスロバトルリーグ ＃444

-

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18シーズン開幕戦！Aグループ1回戦、
ウシオVSマコト！前シーズン惜しくも優勝できなかったウシオが初戦から飛ばしていく！？対するマコトは
バトルカップからの勢いそのまま発揮していくことは出来るのか！？■マリオン浦安駅前店●パチスロ輪
廻のラグランジェ 他

パチスロバトルリーグ ＃445

-

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18シーズンAグループ1回戦後半戦！前
半戦で大量出玉を獲得したマコトは、得意のスタードライバーで出玉を伸ばす？対するウシオは挙動の良
いジャグラーガールズで巻き返すことが出来るのか？開幕戦を制するのはどっちだ！！■マリオン浦安駅
前店●ジャグラーガールズ 他

パチスロバトルリーグ ＃446

-

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。／パチスロバトルリーグ第18シーズンBグ
ループ1回戦前半戦！辻ヤスシVSスロカイザー！！朝一苦しい展開となってしまう両者だったが、あの男
のヒキが冴えわたる！！見逃し厳禁のBグループ開幕戦！！■マリオン浦安駅前店●パチスロ化物語／
主役は銭形2

パチスロバトルリーグ ＃447

-

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18シーズンBグループ1回戦後半戦！辻
ヤスシVSスロカイザー！！前半戦で大きく差をつけられた辻ヤスシは個人収支プラスを目指し打ち進め
る！対して、カイザーは番組史上初の万枚に向けて出玉を伸ばすことが出来るのか！？■マリオン浦安
駅前店●パチスロ化物語

パチスロバトルリーグ ＃448

-

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18シーズンAグループ2回戦前半戦！マ
コトVSうっちい！！初戦を勝利し勢いに乗るマコトは聖闘士星矢からスタート！対して前シーズン王者の
うっちいは打ち込んでいる獣王を選択！果たして勝つのはどっちだ！■ARROW池上店●パチスロ輪廻の
ラグランジェ 他

パチスロバトルリーグ ＃449

-

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。／Aグループ2回戦後半戦！マコトVSうっち
い！前シーズン王者のうっちいはこのまま出玉を伸ばすことが出来るのか！？マコトは天井を射止め膨ら
んだ投資を回収し勝利することは出来るのか！？■ARROW池上店●パチスロ交響詩篇エウレカセブン2
他

パチスロバトルリーグ ＃450

-

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18シーズンBグループ2回戦前半戦！ス
ロカイザーVS嵐！！初戦で万枚を達成し勢いに乗るスロカイザーはンゴロポポスを選択！！対して今回
が初戦となる嵐はハーデスの変更判別からスタート！！果たして！？■ARROW池上店●ンゴロポポス ピンチ！捕われの爺- 他

パチスロバトルリーグ ＃451

-

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18シーズンBグループ2回戦後半戦！ス
ロカイザーVS嵐！収支プラスで折り返したスロカイザー！対してカイザーのグループリーグ独走を阻止す
る為にも負けられない嵐は後半も主役は銭形2で見せ場を作る！果たして勝つのはどっちだ！■ARROW
池上店●主役は銭形2 他

パチスロバトルリーグ ＃452

-

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18シーズンAグループ3回戦前半戦！
うっちいvsウシオ！ウシオは前シーズン決勝でうっちい惜敗している…なんとしてもリベンジしたいところ
だ！まずはお互い大好きな台でいざ勝負だ！■ザシティ／ベルシティ東松山店●パチスロ獣王 王者の帰
還他

パチスロバトルリーグ ＃453

-

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18シーズンAグループ3回戦後半戦！
うっちいVSウシオ！前半初当たりをコンスタントに引くもののキツイ展開のうっちい！対するウシオは台探
しからスタート！果たして前半の負債を取り返すような展開を作れるか？■ザシティ／ベルシティ東松山
店●マイジャグラーII 他

パチスロバトルリーグ ＃454

-

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18シーズンBグループ3回戦前半戦！辻
ヤスシVS嵐！アナザーゴッドハーデスで実戦スタート！特に初戦でポイントを取れなかった辻にとって重
要な実戦となる！！■ザシティ／ベルシティ東松山店●アナザーゴッドハーデス -奪われたZEUS ver.-

パチスロバトルリーグ ＃455

-

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18シーズンBグループ3回戦後半戦！辻
ヤスシVS嵐！大きく出玉を伸ばした嵐！後半もヒキが冴え渡る？対して前半苦しい展開だった辻！前半
に引いたGODで巻き返す事が出来るか？■ザシティ／ベルシティ東松山店●アナザーゴッドハーデス 奪われたZEUS ver.-

パチスロバトルリーグ ＃456

-

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18シーズンAグループ4回戦前半戦！マ
コトVSウシオ！マコトは常連の動きを見つつ朝一はパチスロ化物語を選択！対するウシオは得意のジャ
グラーからスタート！今回是非勝ち点がほしい両者だが果たしてどうなるのか！？■GINZA S-style●パ
チスロ化物語 他
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パチスロバトルリーグ ＃457

-

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18シーズンAグループ4回戦後半戦！マ
コトVSウシオ！大量出玉を獲得し、ARTも30セット近く残っている状況のマコト！対して投資が嵩み苦しい
展開のウシオ！ハッピージャグラーで巻き返しを計る！■GINZA S-style●ハッピージャグラーVII 他

パチスロバトルリーグ ＃458

-

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18シーズンBグループ4回戦前半戦！ス
ロカイザーVS辻ヤスシ！リーグ折り返しの4回戦にしてがけっぷちの辻！対するグループ首位のスロカイ
ザー！8000枚弱出したこのホールで今回も恐ろしいヒキを発揮するのか？■GINZA S-style●パチスロ化
物語 他

パチスロバトルリーグ ＃459

-

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18シーズンBグループ4回戦後半戦！ス
ロカイザーVS辻ヤスシ！グループ最下位と追い込まれている辻はハーデスで巻き返す事が出来るの
か？対してカイザーは戦国乙女に台移動！前シーズンのようなヒキが発揮されるのか？■GINZA S-style
●パチスロ化物語 他

パチスロバトルリーグ ＃460

-

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18シーズンAグループ5回戦前半戦！
うっちいVSマコト！マコトとの差を詰めたいうっちいは新台の麻雀格闘倶楽部を選択！対して今回がグ
ループ最終戦のマコトは確実にポイントを得るために朝からケロット3を打ち始める！■JAM！●麻雀格
闘倶楽部 他

パチスロバトルリーグ ＃461

-

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18シーズンAグループ5回戦後半戦！
うっちいVSマコト！後半は見せ場を作ると公言するうっちい！大量出玉を獲得することが出来るのか？対
してケロット3で守りに入る作戦のマコト！個人収支プラスで優勝決定戦行きを濃厚とできるか！？■
JAM！●麻雀格闘倶楽部 他

パチスロバトルリーグ ＃462

-

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18シーズンBグループ5回戦前半戦！嵐
VSスロカイザー！今回もハーデスを選択する嵐！スロカイザーは前シーズン大量出玉を獲得した戦国乙
女の新台、西国参戦編を選択する！果たして！？■JAM！●戦国乙女 -剣戟に舞う白き剣聖- 西国参
戦編 他

パチスロバトルリーグ ＃463

-

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18シーズンBグループ5回戦後半戦！嵐
VSスロカイザー！Bグループトップのスロカイザーに追いつく為にも負けられない嵐！対するスロカイザー
も今回がリーグ最終戦だけに勝利が欲しい！後半恐ろしいヒキは発揮されるのか？■JAM！●B-MAX
他

パチスロバトルリーグ ＃464

-

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18シーズンAグループ6回戦前半戦！ウ
シオVSうっちい！Aグループの1位がマコトに決まり2位争いとなった今回の対戦！！負けた方が最下位
決定戦行きとなるだけに前半戦の展開にも注目！！■ZEUS北小金店●パチスロ鉄拳3rd 他

パチスロバトルリーグ ＃465

-

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18シーズンAグループ6回戦後半戦！ウ
シオVSうっちい！前半台移動を繰り返したウシオは後半もハナハナで勝負に出る！対してうっちいは新台
の鉄拳3rdを引き続き打つ模様！果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか？■ZEUS北小金店●主役
は銭形2 他

パチスロバトルリーグ ＃466

-

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18シーズンBグループ6回戦前半戦！辻
ヤスシVS嵐！トップ通過が無くなった辻！2位という奇跡を目指し鉄拳3rdで実戦スタートする！対して
4000枚以上で個人収支プラスならグループトップの嵐はハーデスで勝負に出る！■ZEUS北小金店●パ
チスロ鉄拳3rd 他

パチスロバトルリーグ ＃467

-

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18シーズンBグループ6回戦後半戦！辻
ヤスシVS嵐！前半苦しい展開となった辻ヤスシ！対して前半戦でGODを引きグループトップのスロカイ
ザーを追いかける嵐！グループトップになることが出来るのか！？■ZEUS北小金店●パチスロ鉄拳3rd
他

パチスロバトルリーグ ＃468

-

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18シーズン優勝決定戦！嵐VSマコト！
Aグループを順調に勝ち上がってきたマコトは蒼天の拳2で初優勝を狙う！対して奇跡の逆転でBグループ
トップになった嵐はやじきた道中記乙を選択！果たして勝利を掴み取るのは！？■りっちらんどスロット館
●パチスロ蒼天の拳2 他

パチスロバトルリーグ ＃469

-

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。／パチスロバトルリーグ第18シーズン総集
編！半年間に及んだバトルを様々なデータを交えて振り返ります。また、ライター陣の立ち回り術や、オス
スメ機種、今後のパチスロ業界の展望など内容盛りだくさんでお送りします。

ケンコバのバコバコTV ＃133

-

配信中

＃133 おっぱいの部屋／ブタドル登場！ブタドルって？！【この番組は2016年4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 ＃134

-

配信中

＃134 ケンコバの知らないキスの世界／色んなキスを見てみよう！【この番組は2016年4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】
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ケンコバのバコバコTV ＃135

-

配信中

＃135 日本唯一の猥談家／猥談家ってどんなお仕事？【この番組は2016年4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 ＃136

-

配信中

＃136 ち〇こネタなぞかけ／今週はスタイル抜群の美人芸人が登場です。【この番組は2016年5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 ＃137

-

配信中

＃137 かぶっちゃイヤーン ズルむけへの道／全員とかぶらず、NGワード回避なるか？！【この番組は
2016年5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】

水道橋博士のムラっとびんびんテレビ＜シーズン2
＞＃12（G版）

-

配信中

＃12 北川エリカ／「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12回のゲストは北川エ
リカちゃん。

水道橋博士のムラっとびんびんテレビ＜シーズン2
＞＃13（G版）

-

配信中

＃13 澁谷果歩／「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13回のゲストは澁谷果
歩ちゃん。

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃001

-

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。／双極銀玉武闘（ペアパチンコバトル）とは、
8人のパチンコライター達が男女でペアを組んで行われるパチンコバトル！今回の対戦は運留・ももやま
ペアVS守山・三橋ペア！開幕戦を勝利で飾り勝ち星を獲得するのは果たして！？■コスミック八王子店
●CRぱちんこAKB48 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃002

-

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。／対戦は守山・三橋ペアVSドテチン・シル
ヴィーペア！守山・三橋ペアはルパンを選択！ドテチン・シルヴィーペアは海猿でスタート！果たして勝つ
のはどちらのペアなのか？■ジアス南大沢●CRルパン三世 -消されたルパン-／CRフィーバー海猿 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃003

-

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。／今回の対戦はチャーミー・ちょびVS守山・
三橋ペア！！チャーミー・ちょびペアはルパンを選択！守山・三橋ペアは牙狼でスタート！果たして勝つの
はどちらのペアなのか！？■キコーナ蒲田店●CRルパン三世 -消されたルパン-／CR牙狼 FINAL／CR
海物語アクア

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃004

-

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。／対戦はドテチン・シルヴィーペアVS運留・も
もやまももペア！今回あのペアに問題が起きる！果たして一体何が起きたのか？！そして勝利するのは
どちらのペアか？！■スーパーハリウッド品川店●CRルパン三世 -消されたルパン- 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃005

-

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。／今回の対戦は運留・ももやまももVSチャー
ミー中元・ちょびペア！まだ勝ち星がない両ペア…。果たして初勝利を飾るのはどちらのペアなのか！？
■アビバ関内店●CRぱちんこキン肉マン 夢の超人タッグ編／CRスーパー海物語IN沖縄3

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃006

-

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。／今回はチャーミー中元・ちょびペアVSドテ
チン・シルヴィーペア！是が非でも勝ち星の欲しいチャーミー・ちょびは甘デジからスタート！対してドテチ
ン・シルヴィーはミドルで様子を見る！果たして勝利を手にするのは！■コスミック八王子店●CR百花繚
乱サムライガールズ 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃007

-

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。／今回はドテチン・シルヴィーペアVS守山ア
ニキ・三橋玲子ペア！勝ってリーグトップに立ちたい両ペアは朝の台選択から駆け引きを繰り広げる！果
たして大量出玉を獲得し勝利を手にするのは！？■ミュー川口芝店●CRスーパー海物語IN沖縄3 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃008

-

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。／今回はチャーミー中元・ちょびVS運留・もも
やまもも！勝たなければリーグトップが難しくなる今回の対戦！チャーミー・ちょびペアはキン肉マン、運
留・ももやまももは女だらけの水泳大会を選択！果たして！？■スーパーハリウッド品川店●CR牙狼
FINAL 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃009

-

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。／今回は守山アニキ・三橋玲子VS運留・もも
やまもも！勝てばゴールドペアの称号が大きく近づく守山・三橋ペアはルパンからスタート！運留・ももや
まももペアは女だらけの水泳大会を選択！どんな戦いが繰り広げられるのか？■アビバ関内店●CRヴァ
ン・ヘルシングII 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃010

-

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。／ドテチン・シルヴィーVSチャーミー中元・
ちょび！ゴールドペアの称号を獲得するには勝利することが絶対条件のドテチン・シルヴィーペア…。
チャーミー中元・ちょびペアも最下位が懸かっているだけに負けられないが…。■マルハン日野店●デジ
ハネCR戦乱BurST！他

タイトル
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双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃011

-

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。／運留・ももやまももVSドテチン・シル
ヴィー！ドテチン・シルヴィーペアはゴールドペアの称号獲得のために勝ち星必須！運留・ももやまももペ
アも最下位が懸かっているだけに勝ち星は譲れない！負けられない闘いが今始まる！■コスミック八王
子店●ぱちんこCR神獣王 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃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。／守山アニキ・三橋玲子VSチャーミー中元・
ちょび！リーグ最終戦となる今回！チャーミー・ちょびペアは牙狼で3位を目指す！対して守山・三橋ペア
は新台のAKB48を選択！勝って有終の美を飾ることが出来るのか！？■スーパーハリウッド品川店●CR
牙狼 金色になれ 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃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。／第二章開幕戦！最下位だったチャーミー・
ちょびペアを解散し、チャーミーは桜キュインとちょびはムム見間違いとペアを組み新たな闘いに挑む！！
果たして開幕戦を勝利で飾るのはどちらのペアなのか！？■ウエスタン環七南葛西店●CR牙狼 金色に
なれ 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃014

-

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。／第二章！前章で優勝しゴールドペアの称
号を得た守山アニキ・三橋玲子ペアは第二章初戦はリングを選択する！対してドテチン・シルヴィーペア
は甘デジバラエティコーナーから実戦スタート！果たして勝利を手にするのは！？■ウイングキャッスル
●CRリング運命の日 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃015

-

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。／今回は運留・ももやまももペアVSムム見間
違い・ちょびぺア！初戦を勝利し連勝を目指すムム・ちょびペアは牙狼から実戦スタート！対して今回が
初戦となる運留・ももやまペアは朝一AKBを選択！果たして勝利するのは！？■マルハン日野店●CRA
スーパー海物語IN沖縄3

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃016

-

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。／今回の対戦はドテチン・シルヴィーペアVS
チャーミー中元・桜キュインペア！朝一ドテチン・シルヴィーペアは戦国無双、チャーミー・桜キュインペア
はKODA KUMIを選択！勝利するのはどちらのペアか！？■コスミック八王子店●CRヴァン・ヘルシングII
他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃017

-

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。／今回の対戦はドテチン・シルヴィーペアVS
ムム見間違い・ちょびペア！朝一ドテチン・シルヴィーペアはうる星やつら、バジリスクを選択！対してム
ム・ちょびペアは沖海3を選択する！■アビバ鶴見店●CRうる星やつら電撃 LOVE ATTACK 99type 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃018

-

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。／今回の対戦は守山アニキ・三橋玲子ペア
VSチャーミー中元・桜キュインペア！アニキペアは北斗の拳6 拳王を選択！対してチャーミーペアは
KODA KUMIを選択する！果たして大量出玉を獲得するのは！？■スーパーハリウッド品川店●ぱちんこ
CR北斗の拳6 拳王 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃019

-

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。／今回は運留・ももやまももペアVSドテチン・
シルヴィーペア！ドテ・シルペアは北斗の拳6を選択！対する運留・ももやまペアは沖海3から打ち始め
る！果たして大量出玉を獲得し勝利するのはどっちだ！！■ウイングキャッスル●ぱちんこCR北斗の拳6
拳王 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃020

-

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。／今回の対戦は守山アニキ・三橋玲子ペア
VS運留・ももやまももペア！運留ペアは牙狼を選択！対する守山ペアはクィーンから打ち始める！今回負
ければ決勝トーナメント進出が苦しくなる両ペア！果たして勝利を手にするのは！？■ウエスタン環七南
葛西店●CRFクィーン 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃021

-

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。／今回の対戦は守山アニキ・三橋玲子ペア
VSムム見間違い・ちょびペア！両ペアともに最終戦！守山・三橋ペアは相手の狙い台だった大海3を選
択！ムム・ちょびペアはリングを選択する！勝利したペアは決勝に大きく近づくが果たして…。■マルハン
日野店●CRリング運命の日 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃022

-

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。／今回の対戦は運留・ももやまももペアVS
チャーミー中元・桜キュインペア！運留・ももペアはエヴァ9を、中元・桜ペアは北斗6を選択！グループ
リーグ最終戦となる今回、決勝に進むのはどのペアなのか！？■ウエスタン浦安やなぎ通り店●CR
T.M.Revolution 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃023

-

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。／今回の対戦は守山アニキ・三橋玲子ぺア
VS運留・ももやまももペア！決勝進出を懸けた大事な戦い！守山・三橋ペアはエヴァ9から運留は009をも
もやまはヴァン・ヘルシング選択する！果たして決勝に駒を進めるのは！？■ウイングキャッスル●CR
ヴァン・ヘルシングII 他

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃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。／第二章決勝戦！守山アニキ・三橋玲子ぺ
アVSドテチン・シルヴィー！最高双極を懸けた大一番！守山ペアは真・花の慶次、ドテチンは真花月、シ
ルヴィーは黄門ちゃま！最高双極の称号を手にするのはどちらのペアか！？■ウエスタン浦安やなぎ通
り店●CRフィーバー真花月 他

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】
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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

-

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5 ＃02

-

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回戦後半戦！前半戦シルヴィーは厳し
い展開。台移動するもまだ現金投資中。助六はラッキーアイテム片手に実戦し、トータルでプラスマイナス
ゼロ。ドテチンは前半戦8連！しかも移動先でもST中で余裕の出玉。最初の勝者は？■キコーナ蒲田店

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃03

-

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2回戦前半戦！優希と七之助は大事な
Season5初戦！勝ち点を獲得して弾みをつけたいところだ。シルヴィーも2回戦目ながらまだ勝ち点1しか
獲得しておらず、この第2回戦が勝負となる！■D’station太田矢島店●CR戦国無双 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃04

-

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2回戦後半戦！七之助は前半戦で朝イ
チ確変台を見つけるもチャンスを生かせず。シルヴィーは出だしが遅れるもののなんとか僅かなマイナス
で前半戦終了。優希は全機種対応の当たりくじを引き完全に好きな台で楽しんでる…。■D’station太田
矢島店●CR戦国無双 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃05

-

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3回戦前半戦！3人ともここまでに1試合
づつ消化して、それぞれの勝ち点は助六：0、優希：1、七之助：1という厳しい状況。ここで勝利しないと勝ち
抜けの可能性がなくなる！？ピンチに立たされた3人の実戦に注目だ！！■PIA伊勢佐木町●CR牙狼 金
色になれ 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃06

-

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3回戦後半戦！前半戦優希はSTに入る
も連続大当りはなし。助六も初当り1回。七之助は当りゼロという状況で互角の状況。まだまだ勝敗は見え
ない。後半戦、誰が抜けだすのか！？入れ替え戦行きとなってしまうのは果たして！？■PIA伊勢佐木町
●CR牙狼 金色になれ 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃07

-

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4回戦前半戦！シルヴィーと優希は最終
戦。ドテチンは2戦を残し、すでに勝ち点5で余裕。シルヴィーは優勝決定戦進出の可能性もあるが、優希
はここで勝ち点を獲得しないと入れ替え戦行き濃厚に。果たして結果は！？■将軍田端店●CR ayumi
hamasaki2 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃08

-

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4回戦後半戦！前半戦では、優希がな
んと開始8回転で大当たり！これが15連でぶっちぎりのトップに。これを追うドテチン・シルヴィーの逆転は
あるのか？そして、勝ち点を獲得するのは誰か！？お楽しみに。■将軍田端店●CR ayumi hamasaki2 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃09

-

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5回戦前半戦！いよいよSeason5も最終
戦。ドテチンはこれまで勝ち点6で残留確定。目指すは優勝者決定戦。助六は勝ち点1で大ピンチ！七之
助は今回1位なら初の優勝者決定戦進出！■スーパーハリウッド品川●CRモンキーターン 誰よりも速
く！他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃10

-

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5回戦後半戦！前半戦ドテチンは10連
続大当たりで出玉5箱、余裕の状況。七之助は痛恨の単発のみで持ち玉0。助六は初当りを3回引くもすべ
て単発という状況！後半戦七之助と助六はどう動くのか！■スーパーハリウッド品川●CRモンキーターン
誰よりも速く！他
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パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃11

-

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。／入れ替え戦前半戦！今シーズン調子がよ
かったのになぜか入れ替え戦に進むことになってしまった4位のシルヴィー。今シーズン絶不調で最下位
の助六。そして挑戦者ポコ美の戦い！前半戦で勝ち抜けるのは誰なのか！？■PIA伊勢佐木町●CRま
わるんパチンコ大海物語3 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃12

-

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。／入れ替え戦第2戦！第1戦でまさかのシル
ヴィーが勝ち抜け！生き残りをかけた最終戦はポコ美と助六の戦いに。助六が初めての出場停止に！？
それともポコ美が2連続出場停止という史上初の事態が発生するのか！？■PIA伊勢佐木町●CRぱちん
こAKB48 バラの儀式 他

パチマガGIGAWARS シーズン5 ＃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。／「パチマガGIGAWARS Season5」優勝者決
定戦！余裕で勝ち上がってきたドテチンと、最後の最後に決定戦行きを決めた優希の対決！優希が得意
とする「北斗の拳6 拳王」での対決だが果たして優勝するのは！？■HAP’1 UNO●ぱちんこCR北斗の拳
6 拳王

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃01

-

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…

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃02

-

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回戦後半戦！前半戦は、ドテチンが
トップ。回る台がつかめない助六は台探しから後半戦スタート。投資がかさんだ七之助は最下位からの巻
き返しを図る。Season6の最初の勝者は誰なのか？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…

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃03

-

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2回戦前半戦！七之助はすでに勝ち点1
を獲得。優希とシルヴィーはこれがSeason6の初戦。得意のエヴァが対象機種で気合が入る優希！見事
勝利をおさめ勝ち点3を獲得できるのか！？■コスミック八王子店●CR黄門ちゃま超寿 日本漫遊2700km
他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃04

-

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2回戦後半戦！優希は前半戦エヴァ愛
大爆発でぶっちぎりの出玉20000発オーバー！それをシルヴィーと七之助が追う展開。シルヴィーと七之
助はSeason6初戦でポイントを獲得することができるのか？■コスミック八王子店●CRエヴァンゲリオン9
他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃05

-

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3回戦前半戦！ドテチン、助六、シル
ヴィーの3人ともこれが2戦目。ドテチンは前回1位となり前シーズン優勝の1Pもあり4P。助六は1P、シル
ヴィーは0P。助六とシルヴィーが勝ち今シーズンを盛り上げられるのか！■ミュー川口芝店●CR機動警
察パトレイバー 他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃06

-

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3回戦後半戦！前半戦は3人とも苦戦。
ドテチンは500円で単発、その後当りなし。シルヴィーは前半戦当りなし。助六は初当りを3回引くも、全て
単発。ほとんど差がないだけに誰が勝つのか予想不能。後半戦に注目だ！■ミュー川口芝店●CR機動
警察パトレイバー 他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃07

-

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4回戦前半戦！ここまでドテチンはさす
が軍団長。勝ち点5と安定感抜群。優希は1戦しかしていないにも関わらず、すでに勝ち点4。ここで勝ち点
を取れば安泰？対して七之助は勝ち点2。ここで1位を取らないと厳しいが…。■ミュー川口芝店●CR
フィーバー真花月 他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃08

-

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。／Season6 第4回戦後半戦！前半戦は3人と
も好調。ドテチンは出玉1万発を超えて余裕の台移動。優希も持ち玉5箱で確変スタート。七之助も珍しく大
当たりで出玉を5箱ほど獲得。七之助は入れ替え戦を回避できるのか？■ミュー川口芝店●CRぱちんこ
よしもとタウン 他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃09

-

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。／Season6 第5回戦前半戦！いよいよ最終
戦に。優希は勝ち点5で2位、助六も勝ち点5だが総合ポイントの差で3位。シルヴィーは勝ち点1で崖っぷ
ち。今回は2位争いの直接対決と、シルヴィーが入替戦を回避できるかに注目！■コスミック八王子店●
CR真・花の慶次 他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃10

-

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。／Season6 第5回戦後半戦！前半戦終了時
点で、助六＋8000玉・優希＋2000玉・シルヴィー+3000玉にて後半戦STスタート。特にシルヴィーは助六を
まくれば入れ替え戦行き回避！注目の最終戦は勝つのは誰だ！？■コスミック八王子店●CR真・花の慶
次他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃11

-

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。／「Season6」入れ替え戦第1戦！七之助、シ
ルヴィーと2連続で入れ替え戦敗北中のポコ美が、次シーズン出場を賭けて対決！この第1戦では差玉1
位は勝ちぬけとなる。果たしてポコ美は半年ぶりに本戦復帰なるのか？■HAP’1 UNO●CR真・花の慶次
他

パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃12

-

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。／「Season6」入れ替え戦第2戦！第2戦はポ
コ美と七之助の一騎打ち。ポコ美が負けてしまうと、パチマガGIGAWARS史上初の3連敗で9ヶ月連続お休
みという快挙？次シーズン出場を賭けた、ギリギリの戦いがスタート！■HAP’1 UNO●CR麻雀姫伝 他
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パチマガGIGAWARS シーズン6 ＃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。／「Season6」優勝者決定戦！抜群の安定感
でブッチギリの1位だったドテチンと、何とか2位に滑り込んだ助六の戦い。ドテチン勝利なら史上初の3連
覇！助六がそれを何とか阻止できるのか！？■123＋N東雲店●CR燃える闘魂アントニオ猪木 -格闘技
世界一決定戦-

水道橋博士のムラっとびんびんテレビ＜シーズン2
＞＃14（G版）

-

配信中

＃14 星美りか／「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14回のゲストは星美りか
ちゃん。

水道橋博士のムラっとびんびんテレビ＜シーズン2
＞＃15（G版）

-

配信中

＃15 佐倉絆／「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15回のゲストは佐倉絆ちゃ
ん。

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】

ポコポコ大作戦 ＃001

-

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

ポコポコ大作戦 ＃002

-

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。／七之助とゆっけを迎えての実戦。ここまで
はゆっけのみが大当りを引くも、STには突入せずで…現在、マイナス差玉。ここからなんとかプラスにし
て、初回からご褒美ゲットといきたいところだが…■メッセ三鷹店●CRリング運命の日 他

ポコポコ大作戦 ＃003

-

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。／お笑い芸人の山ちゃんボンバーと、メイド
のりんか隊長という異色メンバーを迎えての前半戦！！栄えある第1回目の実戦ではマイナスに終わって
しまい、ご褒美とはならなかったが…。はたして今回は！？■メッセ三鷹店●CRAルパン三世 -主役は銭
形- 99.9ver.

ポコポコ大作戦 ＃004

-

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。／山ちゃんボンバーとりんか隊長を迎えての
後半戦！！ここまでのトータル差玉マイナス…。しかしあの人がやってくれちゃいます！！そして、念願の
ご褒美ゲットはなるのか！？■メッセ三鷹店●CR麻雀姫伝／CRAルパン三世 -主役は銭形- 99.9ver.

ポコポコ大作戦 ＃005

-

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。／助っ人は助六とはっち。実戦は甘デジと
MAXタイプに分かれる作戦に出た3人に開始早々からまさかの展開が！？2連勝に向けて好スタートを切
ることはできたのか！？ぶっちゃけトークも必見！！■ビッグアップル.秋葉原店●CRフィーバーパワフル
DX

ポコポコ大作戦 ＃006

-

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。／ここまでのトータル差玉はマイナスで嫌な
雰囲気が漂う中、最後の最後にまさかの展開が！？そして、今回のご褒美「秋葉原にちなんだお店」と
は！？■ビッグアップル.秋葉原店●CRフィーバーパワフルDX／CR真・花の慶次／CRめぞん一刻-好き
なのに…

ポコポコ大作戦 ＃007

-

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。／今回はドテチンとるるを迎えての前半戦。
ここまで、全3回の実戦で1勝2敗と負け越している中、パチマガ攻略軍団長のドテチンが開始早々やっ
ちゃった！？念願のご褒美へ好発進とはなるのか！？■ビッグアップル.秋葉原店●CR貞子3D
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ポコポコ大作戦 ＃008

-

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。／今回はドテチンとるるを迎えての後半戦。
ここまでのトータル差玉はマイナスだが、るるが現在ST中！！まだまだ逆転の可能性はアリ？？はたし
て、3人はご褒美の高級珍味にありつけるのか！？■ビッグアップル.秋葉原店

ポコポコ大作戦 ＃009

-

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。／今回はパチンコ攻略マガジンのアイドル？
おもちくんと柳まおを迎えての前半戦！！前回、前々回とポコ美は大当りなし…さらに結果も2連敗中…ご
褒美ゲットとはなるのか！？■メッセ高円寺店●CR FEVER KODA KUMI LEGEND LIVE

ポコポコ大作戦 ＃010

-

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。／現在ポコ美がプラス差玉だが、柳まおとお
もちくんは出玉ナシと厳しい展開…。さらに柳まおに至っては、いまだ大当りゼロと見せ場もナシ！！そん
な中、最後の最後に奇跡が！？■メッセ高円寺店

ポコポコ大作戦 ＃011

-

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。／優希とりんか隊長を迎えての実戦！！現
在、3連敗と負けが続きポコ美のお腹はもう限界！？そんな中、今回こそはご褒美GETとなるのか？さらに
優希がパチンコ業界にモノ申す！？■メッセ高円寺店●CRデビルマン 覚醒めし悪魔人間L6-VE

ポコポコ大作戦 ＃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。／A5ランクのご褒美がかかった運命の後半
戦！！前半戦終了時点でのトータルはマイナス差玉と不安の中、開始早々に優希が魅せる！？ご褒美
ゲットとなるか？4連敗となってしまうのか！？■メッセ高円寺店●CRデビルマン 覚醒めし悪魔人間L6VE

ポコポコ大作戦 ＃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。／七之助、はっちを迎えての前半戦！！ここ
まで4連敗中という中、今回は是が非でもご褒美ゲットといきたいところだが…。朝イチから、まさかのハプ
ニング発生で大波乱！？はたして、プラスで折り返せるのか！？■TOHO 要町店●CR地獄少女 弐FPL

ポコポコ大作戦 ＃014

-

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。／後半戦！！ここまでは、まさかの3人揃っ
て大当りナシ…という厳しい展開。七之助の台移動で、3人中2人がMAXタイプを打つ状況で実戦は終盤
に。ドラマは起きるのか！？はたして奇跡の大逆転とはなるのか！？■TOHO 要町店●CR地獄少女 弐
FPL

ポコポコ大作戦 ＃015

-

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。／今回は山ちゃんボンバー、ゆっけを迎えて
の前半戦！！ここまで、7戦中ご褒美にありつけたのは1回のみと負け続きの当番組。お笑い芸人とアイド
ルという異色のメンバーで久々のご褒美ゲットを目指す！！■TOHO要町店●CRまわるんパチンコ大海
物語3

ポコポコ大作戦 ＃016

-

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。／山ちゃんボンバー、ゆっけを迎えての後半
戦！！ここまでは、ポコ美はプラスだがトータル差玉はマイナス…。なんとか今回で連敗をストップさせた
いと奮闘する3人に、実戦終盤、奇跡が起きる！？■TOHO要町店●CRまわるんパチンコ大海物語3

ポコポコ大作戦 ＃017

-

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。／今回は助六そして初登場となるシルヴィー
を迎えての前半戦！！開始早々、シルヴィーがいきなりスタートダッシュを決める！！さらにその勢いにつ
られて他の2人も！？今回こそ勝利のご褒美をゲットすることはできるのか！？■メッセ三鷹店●CRリン
グ運命の日

ポコポコ大作戦 ＃018

-

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。／助六、シルヴィーを迎えての後半戦！前
半戦から好調な3人はご褒美に手が届きそうな展開に！！しかし、なぜか後半に入ってからは全員失速
…。はたしてプラス差玉を死守してご褒美GETとはなるのか！？■メッセ三鷹店●CRリング運命の日

ポコポコ大作戦 ＃019

-

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。／パチマガのアイドルことおもちくんと、兄弟
誌であるスロマガからフェアリンがゲストに登場！！前回、久しぶりにご褒美をGETし、ここからは連勝を
目指したいところ。そんな中、フェアリンがいきなり魅せる！！■メッセ三鷹店●CRキャッツアイ 399ver.

ポコポコ大作戦 ＃020

-

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。／パチマガのアイドルことおもちくんと、スロ
マガからフェアリンを迎えての後半戦！！前半戦では初登場のフェアリンがいきなり大連チャンし差玉はプ
ラスに！！2連勝達成となりご褒美ゲットとはなるのか！？■メッセ三鷹店●CRキャッツアイ 399ver.

ポコポコ大作戦 ＃021

-

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。／七之助と、2回目の登場となったるるを迎
えての前半戦！！現在2連勝中の勢いそのままに、開始早々スタートダッシュを決めることはできるの
か！？そしてご褒美ゲットに向けてプラスで折り返すことは…？■パラッツォ蕨店●CR大海物語BLACK
LIGHT

ポコポコ大作戦 ＃022

-

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。／七之助とるるを迎えての後半戦！！今回
のご褒美「懐石料理」を、是が非でもゲットしたい3人。現在のトータル差玉は、るるの頑張りでほぼプラス
マイナス0。3回連続でご褒美にありつくことはできるか！？■パラッツォ蕨店●CR大海物語BLACK
LIGHT
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ポコポコ大作戦 ＃023

-

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。／ドテチンとりんか隊長を迎えての前半戦！
ここまで3連勝中と絶好調！！この流れで今回もご褒美ゲットといきたいところだが実戦は前半戦からまさ
かの展開に！？意外と真面目なパチンコトークも必見！■パラッツォ蕨店●CR大海物語BLACK LIGHT

ポコポコ大作戦 ＃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。／ドテチンとりんか隊長を迎えての後半戦。
ここまで大当りを引いたのはりんか隊長のみといった展開で全員揃ってマイナス差玉…。後半戦は台を移
動して逆転を目指す！！ご褒美のイタリア料理ゲットとはなるのか！？■パラッツォ蕨店●CRキャッツア
イ 399ver.

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

-

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

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃026

-

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。／今回はむふふ熟女優・石橋ゆう子をゲスト
にパチンコ勝負！前半戦は好調だった魚拓！しかしその後はスピードダウン…出玉はのまれピンチ！果
たして魚拓、成瀬の唇の運命は！？■オンリーワン 春日部店●CRぱちんこ よしもとタウン

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃027

-

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Hカップの爆乳ボディ・中山理莉
ちゃんをゲストにパチスロ勝負！いつも散々な魚拓だが今回スタートダッシュを決め絶好調！対する成瀬
は目押しに苦戦で大ピンチ！理莉ちゃんのHカップを拝むことは出来るのか！？■オンリーワン 春日部店
●パチスロひぐらしのなく頃に煌

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃028

-

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。／爆乳むふふ女優・中山理莉ちゃんをゲスト
にパチスロ勝負！前半絶好調だった魚拓は超ご機嫌で理莉ちゃんとイチャイチャ♪成瀬はやっとヒキの強
さを発揮し始め反撃！爆乳ボディのスッポンポンはゲット出来るのか！？■オンリーワン 春日部店●サラ
リーマン金太郎 出世回胴編

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃029

-

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。／今回は妹系アイドルむふふ女優・阿部乃
みくちゃんをゲストにパチスロ勝負！成瀬は絶不調！一方魚拓はチャンスゾーンにもあがれず…2人とも
当たりナシというツキスポ史上最大の危機に魚拓と成瀬がとった行動は！？■オンリーワン 大井町店●
パチスロ アラジンAII
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魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃030

-

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。／妹系むふふ女優・阿部乃みくちゃんをゲス
トにパチスロ勝負！大苦戦からの巻き返しを狙う後半戦！当たりが全くひけないという番組最大の危機に
魚拓はカリスマの底力を見せられるのか？そしてみくちゃんのスッポンぽんは！？■オンリーワン 大井町
店●パチスロ アラジンAII

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃031

-

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。／魚拓は相変わらず苦戦する中、成瀬に「家
康降臨」！魚拓本気モード突入か…と思ったらホールでむふふ女優の彩城ゆりなちゃんと限界ギリギリむ
ふふタイムって勝つ気ある！？■オンリーワン 大井町店●パチスロ黄門ちゃま喝

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃032

-

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。／今回は高難易度のルール。成瀬は順調に
記録をのばす中、魚拓は家康さまの影さえ見えず…そんな魚拓にはむふふ女優のゆりなちゃんが降
臨！！成瀬も朝比奈もあきれるいちゃつきっぷりに放送限界！？■オンリーワン 大井町店●パチスロ黄
門ちゃま喝

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃033

-

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。／ヴィクトリア・ユキちゃんのワールドワイド
なスッポンぽんをかけて勝負。魚拓は得意のハーデスで意地を見せる！成瀬はひきの強さで勝負は接
戦！？バンビーナのスッポンぽんは拝めるか！？■オンリーワン 春日部店●アナザーゴッドハーデス 奪われたZEUS ver.-

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃034

-

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。／バンビーナ、ヴィクトリア・ユキちゃんの
スッポンぽんをかけて勝負。魚拓はGODを見せてくれるか？成瀬はボーナス連チャン！？ユキちゃんの
むふふなイタリア語レッスンも…。■オンリーワン 春日部店●アナザーゴッドハーデス -奪われたZEUS
ver.-

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃035

-

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。／今回も成瀬がヒキの強さを見せ開始早々
キセル演出で初当たりをゲット！対してツキスポではパチンコ負けなしの魚拓は愛菜ちゃんのGカップから
見つけた幸運のキセルで追撃！！最後まで傾奇通せるのはどちらか！？■オンリーワン 春日部店●CR
真・花の慶次

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃036

-

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。／前半戦開始直後に成瀬が初当たりをゲッ
トするも単発で終了、追いかける魚拓も当りはひくもののST昇格は無し！苦戦する2人に愛菜ちゃんが幸
運のキセルで助っ人に登場！？魚拓のパチンコ不敗神話は守られるのか！？■オンリーワン 春日部店
●CR真・花の慶次

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃037

-

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。／希咲あやちゃんのスッポンぽんをかけて勝
負。開始早々ゴッド揃いをひくキングオブゴッド・魚拓のゴッド愛が炸裂！今回の魚拓はひと味違う！強運
を持つ女成瀬も驚異のひきでゴッド降臨！！？■オンリーワン 岩槻店●パチスロ ミリオンゴッド -神々の
凱旋-

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃038

-

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。／今回の後半戦でも神々降臨！？お互いに
一歩も譲らない戦いを繰り広げる！！果たして一歩先んじるのは魚拓か成瀬か！？そしてむふふ女優・
希咲あやちゃんのスッポンポンの行方は！？■オンリーワン 岩槻店●パチスロ ミリオンゴッド -神々の凱
旋-

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃039

-

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。／水沢みゆちゃんのスッポンぽんをかけた
パチンコ勝負。パチンコでは成瀬に大きく勝ち越して自信の魚拓だったが歯が立たない！成瀬も苦戦！ウ
ルトラマンに翻弄されるピンチにみゆちゃんが！？■オンリーワン 岩槻店●CRぱちんこウルトラバトル烈
伝 戦えゼロ！

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃040

-

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。／前半戦は成瀬が単発大当たりを引くも撃
沈…魚拓にいたっては見せ場ナシ！後半戦もそのまま苦戦続きでカラータイマーも点滅レッドゾーン！勝
利のスペシュウム光線を打ち上げるのは？■オンリーワン 岩槻店●CRぱちんこウルトラバトル烈伝 戦え
ゼロ！若き最強戦士

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃041

-

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。／上原亜衣ちゃんをゲストにパチスロ勝負。
序盤戦思い通りにハイビスカスを光らせられず苦戦する魚拓と成瀬！亜衣ちゃんがハッパをかけるため
魚拓と○○を約束！？より多く花を開かせるのは！？魚拓と亜衣ちゃんの約束って？■サンコー 梅島店
●パチスロ 沖ドキ！

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃042

-

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。／今回は勝ったら亜衣ちゃんと2人で沖縄旅
行の約束をゲットした魚拓がカリスマの本気で大爆裂！一方の成瀬は朝比奈とコンビ解消の危機！？果
たして勝つのは？そして亜衣ちゃんと魚拓はマジで沖縄旅行へ旅立つのか？■サンコー 梅島店●パチス
ロ 沖ドキ！

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃043

-

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。／今回は魚拓たっての願いで超人気むふふ
女優・上原亜衣ちゃんにリベンジすべくゴッドイーターでパチスロ勝負。序盤絶対負けられない戦いで好ス
タートを切る魚拓！逆に成瀬は大ハマリ。このまま魚拓の逃げ切りなるか？■サンコー 梅島店●パチス
ロ ゴッドイーター

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃044

-

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。／超人気むふふ女優・上原亜衣ちゃんにリ
ベンジすべくゴッドイーターで勝負。魚拓がカリスマの意地で序盤こそ好調だったものの停滞気味。成瀬は
引きの強さを見せて追い上げる！亜衣ちゃんのキッス我慢は見れるのか？■サンコー 梅島店●パチスロ
ゴッドイーター
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魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃045

-

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。／Mr.GODと呼ばれる魚拓、対戦成績は成瀬
の3勝0敗と未だ未勝利。前回GODを引いた勢いで神々の凱旋を選択。一方最強の素人成瀬は得意の
ハーデスを選択。今度こそ魚拓は視聴者の為に勝つことができるのか？■パラッツォ 川越店●ミリオン
ゴッド -神々の凱旋-

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃046

-

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。／水嶋杏樹ちゃんのスッポンぽんをかけた
パチスロ・ミリオンゴッドシリーズ対決第4弾！先制の初当たりで余裕の勝利宣言をした魚拓は杏樹ちゃん
にデレデレ。前半全くいい所無しだった成瀬が怒涛の追撃を見せる。■パラッツォ 川越店●ミリオンゴッド
-神々の凱旋-

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃047

-

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。／ロリータ女優朝倉ことみちゃんのスッポン
ぽんをかけたパチンコCRドラムロイドの出玉対決。パチンコでしか勝てない木村魚拓は視聴者の為に勝
つことができるのか？そして成瀬はドラム式のパチンコ台にどう反応するのか？■パラッツォ 川越店●CR
ドラムロイド

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃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。／ロリータ女優・朝倉ことみちゃんのスッポン
ぽんをかけたパチンコ勝負。両者互角から始まった後半戦、ふたりが当りを引けない中、ことみちゃんのお
まじないで神盛り大当りをつかむことはできるのか！？■パラッツォ 川越店●CR ドラムロイド

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】

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

-

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

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃002

-

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回戦後半戦！後半戦は優希とポコ美
がSTスタート。それに対してシルヴィーは…。ポコ美がどこまで優希に迫れるかに注目だ！■ミュー川口
芝店●ぱちんこ CR怪物くん デーモンの剣

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃003

-

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2回戦前半戦！ポコ美はすでに1戦目で
勝ち点1を獲得しての2戦目。助六とドテチンは初戦でどんな戦いを見せるのか。ポコ美はさらに勝ち点を
獲得することができるのか！？お楽しみに！■DAMZ新発田店●ぱちんこCRハクション大魔王

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃004

-

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。／助六は前半戦なんと大爆発の2万発越
え！それをポコ美とドテチンが追う状況。はたしてポコ美とドテチンはどこまで助六に迫れるのか？助六が
逃げ切るのか！第2回戦の勝者は？お楽しみに！■DAMZ新発田店●CRフィーバー機動戦士ガンダム V
作戦発動

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃005

-

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。／ここまで優希が4P、ドテチンが3P獲得して
いるがシルヴィーはまだ0P。それぞれの2戦目でどれだけ勝ち点を取れるのか。シルヴィーは勝ち点を取
らないとまたいつもの流れに…。お楽しみに！■D’ステーション前橋若宮店●CR大奥 -繚乱の花戦-

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃006

-

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。／前半戦、優希は大当たりを引くが続かず。
ドテチンは10回転以内で大当たりするというヒキを見せ1位。シルヴィーは4R3回のみで伸びず。果たして
第3回戦の勝者は？■D’ステーション前橋若宮店●CRぱちんこウルトラバトル烈伝 戦えゼロ！若き最強
戦士

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃007

-

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。／優希は2戦を終えて勝ち点8と独走状態。
助六は1戦で勝ち点3、ポコ美は2戦で勝ち点1。ポコ美は今回で勝ち点を取らないと入れ替え戦が確定して
しまう。4回戦の勝者は果たして？■HAP’1 UNO●CRぱちんこウルトラバトル烈伝 戦えゼロ！若き最強
戦士

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃008

-

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4回戦後半戦！「3連続勝ち点4獲得」を
狙っている優希だが、前半戦は当りなしと苦しい状況。ここまで暫定1位の助六は回転率も上々。そしてポ
コ美は後半戦STスタートと誰が勝つのかわからない！第4回戦の勝者は？■HAP’1 UNO●CR絶狼

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃009

-

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。／いよいよこの第5回戦でSeason7の順位が
決まる！ドテチン、助六、シルヴィーはまだまだダンゴ状態！全員優勝者決定戦・入れ替え戦の可能性あ
り！このガチンコ勝負で勝利をつかむのは誰だ！？■D’ステーション前橋若宮店●CR大海物語3スペ
シャル

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃010

-

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。／前半戦でプレミアムボーナスポイントのド
テチンが独走態勢！それを快調に出玉を伸ばす助六が追いかけている状況。後半戦当りなしのシル
ヴィーは一発逆転に賭ける。後半戦で順位が決定！■D’ステーション前橋若宮店●CR大海物語3スペ
シャル

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃011

-

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。／入れ替え戦第1戦。Season8の出場者が決
まる一戦！入れ替え戦メンバーは、すっかり常連となってしまったポコ美、七之助、シルヴィー。さあ誰が
生き残って、誰が落ちるのか？まずこの戦いで1人が勝ち抜けだ！■将軍田端店●CR大海物語3スペ
シャル

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃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。／第1戦ポコ美の健闘もおよばず「入れ替え
戦の女王」といわれるシルヴィーがブッチぎりで勝ち抜け！ポコ美、七之助どちらがSeason8に出場するこ
とができるのか？■将軍田端店●CRデビルマン 覚醒

パチマガGIGAWARS シーズン7 ＃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。／このところ優勝者決定戦の常連となりつつ
あるドテチンと優希の戦い！通常のリーグ戦から優勝者決定戦まで時間が空いてしまい、勝負勘がなく
なっていないかと心配する優希。自信満々のドテチンにどんな戦いを挑むのか！■将軍葛西店●CR
フィーバー宇宙戦艦ヤマト

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

-

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

松本ゲッツ！！＃002

-

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。／トークを楽しみながら、打ちたい機種で自
由きままに実戦を繰り広げている3人。もちろん、それぞれにそれなりの見せ場は訪れる！！はたして、彼
たちはその見せ場を形にして見事景品をゲットできるのだろうか！？■ビッグアップル.秋葉原店●マイ
ジャグラーII

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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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齢制限

配信
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松本ゲッツ！！＃003

-

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。／前回は視聴者のために2個の景品を見事
ゲットしたということで、今回狙うのは全員プラス！景品3個を松本ゲッツ！！そんな目標を胸に気ままな
実戦を開始した3人。はたして、好調なスタートダッシュを切れるのか！？■HAP’1北戸田店●パチスロ
モンキーターンII

松本ゲッツ！！＃004

-

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。／松本バッチ、源悟郎、ガッツの3人がHAP’
1北戸田店で景品ゲットを目指してくり広げた実戦の後半戦。前半戦は3人ともプラス差枚で終了。このま
まいけば3個の景品を視聴者にプレゼントという最高の結果となるが！！はたして！？■HAP’1北戸田店
●主役は銭形2

松本ゲッツ！！＃005

-

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。／ウイング市川駅南店で視聴者プレゼント獲
得に挑む！最新機種・荒波マシン・ノーマルタイプと思い思いに立ち回り、今回も豪華景品をゲッツ！！で
きるのか？そして恒例のトークコーナーは、なんと予想外の場所で…！■ウイング市川駅南店●ハッピー
ジャグラーVII

松本ゲッツ！！＃006

-

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。／ウイング市川駅南店で視聴者プレゼント獲
得に挑んだ後半戦！前半戦をマイナス差枚で終了した松本バッチと源悟郎は怒涛の巻き返しを見せ
る！！そしてただ一人プラス差枚で後半戦突入となったガッツは、まさかの…！？■ウイング市川駅南店
●緑ドンVIVA2

松本ゲッツ！！＃007

-

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。／松本バッチ、源悟郎、ガッツの3人が前回
と同じくウイング市川駅南店で視聴者プレゼント獲得に挑む！これまでの3回の挑戦では、見事、景品ゲッ
トを成し遂げている3人。はたして今回も、その勢いを続けることはできるのか！？■ウイング市川駅南店
●パチスロ蒼天の拳2

松本ゲッツ！！＃008

-

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。／松本バッチ、源悟郎、ガッツの3人がウイン
グ市川駅南店で視聴者プレゼント獲得に挑んだ後半戦！これまでは誰かしらが景品をゲットしてきている
中、そろそろ全員景品ゲットといきたいところだが…。はたして！？■ウイング市川駅南店●パチスロ蒼天
の拳2

松本ゲッツ！！＃009

-

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。／松本バッチ、源悟郎、ガッツの3人が視聴
者プレゼントを獲得すべく向かったホールはe-Zone宇都宮店。全員景品ゲットとなった前回の勢いそのま
まに挑んだ今回！！はたして、彼たちに舞い降りる結果は！？■e-Zone宇都宮店●パチスロ蒼天の拳2

松本ゲッツ！！＃010

-

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。／松本バッチ、源悟郎、ガッツの3人がeZone宇都宮店で視聴者プレゼント獲得に挑んだ後半戦！前半戦は源悟郎だけがプラスという結果に…。
はたして、ここからの巻き返しはなるのか！？■e-Zone宇都宮店●パチスロ蒼天の拳2

松本ゲッツ！！＃011

-

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。／松本バッチ、源悟郎、ガッツの3人がPIA伊
勢佐木町店で視聴者プレゼント獲得に挑んだ前半戦！今回は特別な思い（？）での実戦となった3人。は
たして彼たちは、特別な実戦に花を添えることはできるのか！？■PIA伊勢佐木町店●パチスロ蒼天の拳
2

松本ゲッツ！！＃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。／松本バッチ、源悟郎、ガッツの3人がPIA伊
勢佐木町店で視聴者プレゼント獲得に挑んだ後半戦！今回で卒業となる源悟郎とガッツ。はたして、その
卒業に花を添えることはできるのか！？そして、エンディングでは…まさかの！？■PIA伊勢佐木町店●
パチスロ蒼天の拳2

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】
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配信本数：約615本
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（Ｒ１８）
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※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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O嬢の恋

R-18

配信中

妄想癖のある織江は、居候している姉夫婦の情事を覗いては一人で慰める日々。ウェストと名乗る男から
突然のメールが届く。それは自分を隠して生きてきた織江にとって魅力的な文面であった。日常の中の非
日常にいざなわれ、織江の羞恥心は薄れていく…。

イヴの夫には知られたくない妻の秘密

R-18

配信中

平凡な主婦・久江は夫と娘を騙している。20年前本気で愛し合った山崎との結婚を反対され、お見合いで
今の夫と結婚した。娘は山崎との最後の夜に作った子だ。結婚した後も山崎とは離れることが出来ず逢引
を重ねている。ある日、妻に逃げられてしまったという山崎は…。

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？！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
001

-

配信中

予選第1戦／新進気鋭の若手プロ雀士12名が魅せる！16／17シーズン第17回モンド杯開幕！前年よりシ
ステムを新たに、より激しい闘牌が繰り広げられる！それぞれの闘志を熱くたぎらせ、栄光のモンド杯が
今はじまる！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
002

-

配信中

予選第2戦／モンドではいまだ無冠の4名が初タイトルを目指し初戦から激しい火花を散らす！それぞれ
の技が随所に見られ、最後まで接戦となった一戦は必見だ。果たして初戦を獲り勢いをつけるのは誰なの
か！？

R-18

配信中

小山ノリエがメイドとして赴任した渋沢家は、会社経営者の耕造、その妻美代子、そして引きこもりの息子
タロウの三人家族だ。耕造と美恵子は再婚。美代子は、構造の元愛人であった。夜、ノリエは夫婦のセッ
クスを覗き見てしまい、火照ったカラダを自ら慰めてしまう…。だが、その一部始終をタロウに見られてしま
い…。

海賊王船長タック season.2 ＃001

-

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

海賊王船長タック season.2 ＃002

-

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。／新メンバーちょびを迎えての初陣を勝利で
飾りたいと思っていた海賊団だったが青山＆ちょびの不調が響き後半戦はマイナス900枚の負債からス
タート！そんな中ちょびを心配していた人物が現れ戦況が大きく変化し始める！■赤羽アジアセンター●
CR秘密戦隊ゴレンジャー

海賊王船長タック season.2 ＃003

-

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。／新メンバーちょびの大活躍で初戦を勝利
で飾った海賊団はショボ勝ちにも関わらずお祭りムード全開！まったく気迫が感じられないまま第二戦を
迎えたメンバー達だったが海賊団を揺るがす大事件が発生！！■将軍田端店●パチスロ北斗の拳 転生
の章

海賊王船長タック season.2 ＃004

-

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。／前半終了間際に怒濤の追い上げを図る
キャプテンタック海賊団だったが、誰も予想していなかった大事件が発生！さらに知られざる青山の秘密
をちょびが暴露し大騒動に発展！果たして大事件の真相とは！目が離せない1時間乞うご期待！■将軍
田端店●CR大海物語2

海賊王船長タック season.2 ＃005

-

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。／船長の1人負けが目立ち始めたキャプテン
タック海賊団の3戦目！船長が脱落した場合の後継者を誰にするかで海賊団が大揉め…そして船長自ら
衝撃の後継者を発表し一同騒然！！次期船長候補は誰なのか！？■アリーナ上尾店●CRぱちんこ仮
面ライダーV3

海賊王船長タック season.2 ＃006

-

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。／前半戦をマイナス1750枚で折り返した海賊
団！青山以外は全員マイナス収支という最悪の事態のまま後半戦を迎える中、ちょびが海賊団に対する
複雑な心境をカメラに激白…そんな想いも知らずちょびに接するメンバー達…果たして！■アリーナ上尾
店●魂斗羅3D

海賊王船長タック season.2 ＃007

-

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。／前回初の負けを喫した海賊団！今回は絶
対勝とうとキャプテンが気合を入れるが女海賊達は全員体調不良…そんな中、青山と麗奈が清原と会っ
た会わないで一触即発！そして大人しいちょびが別の番組では凄い喋ってる事が発覚し大混乱に！■
ニューグランド保木間店●吉宗

海賊王船長タック season.2 ＃008

-

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。／青山とちょびが苦戦した前半戦は船長と麗
奈の活躍によりなんとかプラス収支でお折り返しホッとしたのも束の間、更なる試練がキャプテンタック海
賊団を待ち構えていた！果たしてキャプテンタック海賊団の運命は！？■ニューグランド保木間店●吉宗

タイトル

淫らなメイド 欲望のままに…

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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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海賊王船長タック season.2 ＃009

-

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。／かろうじて脱落の危機が回避されている
キャプテンが不安な胸の内を告白するが女海賊達は次の船長は誰がいいのか楽しげに話す始末…さら
に女海賊達がプライベートでキャプテンの番組収録現場にサプライズ潜入！■八王子ナポレオン●CR海
物語アクア

海賊王船長タック season.2 ＃010

-

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。／なんとかプラス収支で折り返した後半戦、
依然戦況が変わらない船長と青山をカバーすべく麗奈とちょびが大奮闘するが徐々にキャプテンタック海
賊団の戦況が大きく傾き始める！果たして彼らに待ち受ける運命は！？■八王子ナポレオン

海賊王船長タック season.2 ＃011

-

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。／この放送を見逃すと一生目にする事がで
きない衝撃映像の他、キャプテンタックならではのドタバタ劇が満載！お楽しみに！！■ニューグランド春
日部店●アナザーゴッドハーデス -奪われたZEUS ver.-

海賊王船長タック season.2 ＃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。／麗奈が足を引っ張りマイナス収支に終わっ
た前半戦、終了間際にキャプテンがハーデスを引き一気に巻き返しを図るが誰もが予想しなかった驚愕の
展開になるのだった…。果たしてキャプテンタック海賊団の運命は！？■ニューグランド春日部店●CRル
パン三世 -消されたルパン-

海賊王船長タック season.2 ＃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。／キャプテンの大活躍でマイナス収支から一
転！大幅なプラス収支となった海賊団！今まで見せた事がない真剣な表情で打ち続ける船長とは対照的
に女海賊達はお祭りモード…果たして！？■ニューグランド春日部店●アナザーゴッドハーデス -奪われ
たZEUS ver.-

海賊王船長タック season.2 ＃014

-

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。／前回キャプテンの大活躍で勝利を収めた
海賊団は総収支が大幅にアップ！しかしその反面脱落する恐怖が無くなった海賊団のメンバーは全員浮
かれモード…果たして軟弱になってしまった海賊団の運命は！？■ミュー川口芝店●パチスロ モンキー
ターンII

海賊王船長タック season.2 ＃015

-

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。／前回キャプテンがGODを引き当て追い上
げを図る海賊団だが、ここまでの合計収支は青山と麗奈が足を引っ張り続けマイナス1150枚…後半戦海
賊団に奇跡は起こるのか！？そしてメンバーも驚いたちょびの爆弾発言2連発！■ミュー川口芝店●CR
フィーバー海猿

海賊王船長タック season.2 ＃016

-

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。／沖縄旅行を新たな目標とし、更に結束が
強まったキャプテンタック海賊団！のはずだったがオープニングから大波乱！更には船長の本音が発覚
し一同唖然！…と、その前にその船長とやらがいないんですけど！！■エスタディオ新橋店●CRぱちん
こキン肉マン 夢の超人タッグ編

海賊王船長タック season.2 ＃017

-

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。／前半、ちょび以外の3人が足を引っ張り続
けマイナス2700枚という不甲斐ない結果に終わったキャプテンタック海賊団…果たして後半戦で巻き返し
を図る事ができるのか！？■エスタディオ新橋店●アナザーゴッドハーデス -奪われたZEUS ver.-

海賊王船長タック season.2 ＃018

-

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。／沖縄旅行にむけ順調に軍資金を増やし続
ける海賊団の前にとんでもない刺客が現れた！！想像もしていなかった刺客の登場にうろたえる海賊団
…果たして刺客の目的とは！？そしてキャプテンタック海賊団より重大発表が！！■スーパーセブン新中
野店●パチスロ蒼天の拳2

海賊王船長タック season.2 ＃019

-

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。／突如現れた元海賊団の清原ゆきな！！周
囲に負のオーラをまき散らす事から「腐ったミカン」という異名を持つ女海賊だ！今まで絶好調だった4人も
清原にペースを崩され厳しい展開に！キャプテンタック海賊団の運命はいかに！？■スーパーセブン新
中野店●パチスロ蒼天の拳2

海賊王船長タック season.2 ＃020

-

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。／元海賊団、清原ゆきなの登場で完全に
ペースを乱される4人…そんな中ついに麗奈の怒りが爆発し清原と直接対決！そんな混乱状態の中、船
長が海賊団に差し入れた新種のキャンディーが更なる大混乱を招くのであった！！■スーパーセブン新
中野店●パチスロ蒼天の拳2

海賊王船長タック season.2 ＃021

-

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。／前回、清原ゆきなが撒き散らした負のオー
ラの影響で今まで負け知らずだったキャプテンタック海賊団が惨敗！改めて彼女の恐ろしさを知るので
あった…その清原だが、あれ？どこいった？そして番組史上最大のミステリーが起る！！■神田ジャンボ
●CRリング運命の日

海賊王船長タック season.2 ＃022

-

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。／前回、青山＆ちょびの活躍で船長＆麗奈
の投資額をなんとか補いマイナス200枚に抑えたが実戦の途中で青山が突如姿を消すという海賊団結成
以来のミステリーが勃発！果たして無事に青山は戻って来るのだろうか！？■神田ジャンボ●CRリング
運命の日

海賊王船長タック season.2 ＃023

-

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。／前回、夢の沖縄上陸を目前にして大きな
マイナスを出し危機的状況になったキャプテンタック海賊団…しかもこんな状況にも関わらず女海賊達の
プライベートがあまりにも酷いと船長が大激怒！知られざる（秘）プライベートが明かされる！■みとや水
道橋店●パチスロ鉄拳3rd

タイトル
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海賊王船長タック season.2 ＃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。／夢の沖縄上陸を目指し奮闘するキャプテ
ンタック海賊団の後半戦は波瀾万丈…嘘、喜び、怒り、裏切りが交錯するジェットコースタームービー！果
たして海賊団は困難を乗り越え逆転勝利する事ができるのだろうか！？■みとや水道橋店●パチスロ鉄
拳3rd

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？！

若妻家庭教師 引き裂かれた柔肌

R-18

配信中

若妻・理恵は夫が会社でミスを犯しクビ撤回の代償に、体を弄ばれるようになる。愛する夫の為、上司に
身を捧げる貞淑な若妻。

女教師は抱かれる 汚された道徳

R-18

配信中

高校教師・神崎彩は男子生徒の憧れの存在だった。生徒の小田切雅臣は万引きを見つかって以来、彩を
敵視していた。あるとき、彩の勤める高校で教員採用試験の不正が発覚し同僚が逮捕された。教頭の村
越は彩を呼び出し、彩の試験の点数にも水増しがあったと告げる。身に覚えのない彩だったが教職を追わ
れることを恐れ村越に助けを求める。

真夜中の診察室5 ナースを狙え！

R-18

配信中

「この仕事が終わったら、一緒に南の島へ行かないか？」「ステキね」ナースの美千代は男にメロメロ？ご
存知赤裸々看護婦シリーズ第五弾！！監督はベテラン・片岡修二！

人妻薫る肌 官能の果てに…

R-18

配信中

耕介は夏休みに別荘の管理人のアルバイトをしている。別荘の主人、袴田家の妻・彰子だけが先にやっ
て来た。彰子は、耕介に案内を頼み二人は恋人のように一日を過ごす。しかし、どこでもビールを手放さな
い彰子。アルコール依存症であることを告げる。彰子は耕介を食事に誘い、酔って誘惑し始めた。しかし、
夫の浮気で傷付いた彰子を耕介では満たすことが出来なかった。

友達の母

R-18

配信中

野沢篤志の父は単身赴任で、篤志は母・美奈子と二人で暮らしていた。篤志の大学の友人・立花遼は篤
志の家にしょっちゅう遊びに来ていた。実は、遼は美奈子に一目惚れしていたのだ。親友の母の仕草、息
遣い、しなやかな身体。その全てが、若い青年の心と下半身を熱くする。

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？！

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
003

-

配信中

予選第3戦／初出場3名がディフェンディングに挑む予選第3戦。井出が迎え撃つのはモンド新人王の蛯
原、雀王の木原、十段位の柴田。初出場ながら実績を残す3名を相手に、連覇を狙う井出は好発進を切る
ことができるのか！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
004

-

配信中

予選第4戦／第4戦の注目は開幕戦トップでシリーズの流れを掴んだ石橋とこれに真っ向から対抗する小
林だ。流れを否定する実戦理論が石橋の勢いを押さえるのか！？各自1戦を打ち終え、さらにヒートアップ
する予選は必見だ！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
005

-

配信中

予選第5戦／佐々木、瀬戸熊、山井といった超攻撃的なプレイヤーが揃った予選第5戦。激しい叩き合い
が見られるのか！？前回2着ながらも満貫連発の木原は虎視眈々と抜け出す機会を狙う！予選屈指の好
カードを見逃すな！！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
006

-

配信中

予選第6戦／前回1着-4着だった4名がぶつかる第6戦。それぞれの思惑が交差し、張り詰めたスタジオの
空気をドラの大爆発が打ち砕く！！井出と再び対戦する柴田はモンド初和了り、初トップを穫り、リベンジ
できるのか！？

淫らに溺れる人妻 年下のオトコと…

R-18

配信中

息苦しい家庭を逃れるため絵画教室に通う人妻・沙弥が、若く魅力的な男との情事に溺れていく様を描い
たエロスドラマ。

危険なOLたちスペシャル

R-18

配信中

平凡なOL・佐和子はインターネットの覗きサイトに登録し、私生活を公開している。そればかりか、自分の
部屋を友達にラブホテル代わりに提供していた。ある日、同僚の広瀬が女上司と自分の部屋でセックスを
したと知る。佐和子は覗きサイトを通じて広瀬に大胆告白する…。浅見じゅん出演の「OLマル秘性活」の
ほか、「東京蜜会」と「禁断の扉」を含めたスペシャル作品。

禁断の果実 義息子との夜

R-18

配信中

夫は看病の甲斐もなく亡くなってしまう。義理の息子・篤志と2人でペンションを経営していく生活が始まる。
篤の心には今まで無かった母への想いが去来する。また、泊まり客の菅原に愛を告白される。二人の想
いを知った時涼子のとった行動とは…。

薫る肌 人妻が男を誘う時

R-18

配信中

不定期に体から匂いを発する人妻・薫。その時期は決まって性欲が強くなる。夫はその匂いを嫌い、相手
にしてくれない。それでもしたくてたまらない薫は町を徘徊する。

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。

処女喪失 私を抱いて

R-18

配信中

A型女・早苗は文字通り引っ込み思案で慎重な性格。ある日、派手な女ルビィと知り合う。彼女は早苗の恋
の成就に一肌脱ぐ。経験豊富なルビィとの出会いで早苗の生活は大きく変わっていく。

女社長 男狩り

R-18

配信中

自らの肉体を武器に大手銀行から融資を取り付け若干28歳にして異例の出世を遂げる。逆セクハラでの
し上がったキャリアガールのサクセス・エロティックストーリー。企業内で渦巻く策略・淫謀・そして肉欲の罠
…。野心は尽きることなく、次期社長の座を狙った真樹子はライバル会社との合併に奔走。「命令に逆らう
の？貴方をクビにするなんて簡単な事なのよ！！」

真夜中の診察室6 優しくささやいて

R-18

配信中

「嫌がる男を無理矢理なんて、朝飯前なんじゃない？！」かわいい男を倫子は婦長の淫猥な魔の手から救
う事ができるのか？看護婦シリーズ第六弾！

団地妻 妻のおとこ

R-18

配信中

気ままな主婦・紗絵。夫・良雄はリストラにあってしまう。紗絵には言えず、会社に行くふりをして就職活動
をしていた。ふとしたきっかけで、夫がリストラにあったことを知った紗絵は、主婦仲間から怪しいアルバイ
トを紹介される。夫の窮地を救いたいと意を決し…。

妹・綾香

R-18

配信中

田舎から上京してきた妹・綾香は、一人暮らしをする兄・良男の部屋に転がり込んできた。可愛く魅力的な
綾香は、言い寄る男たちと次々に寝てしまうが、彼らに心を開くことは決してなかった。なぜなら、綾香が本
当に好きなのはお兄ちゃんであったから…。

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

夜の盛り場で男を虜にする魔性の女…！主演“水谷ケイ”の体当たり艶技で究極のラブ＆エロスを描く！

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】

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

-

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

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃26

-

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。／これが私の生きる道IN大阪！後半戦。ビ
ワコは緋弾のアリアを当てるまで打つ！と強気に続行。かおりっきぃ☆は台移動を繰り返してMAXタイプの
中森明菜で当ててST中！■KING OF KINGS 高槻店●CR中森明菜・歌姫伝説 -情熱Edition-／他

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃27

-

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。／ビワコとレオ子が日本プロ麻雀連盟公認
の麻雀格闘倶楽部を二人並んで実戦！二人がよく知っている人も多数出演しているスロットなだけに、楽
しく実戦できるはずだったのですが…果たしてどんな実戦となったのでしょうか！？■ゴードン品川店●麻
雀格闘倶楽部

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃28

-

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。／前回に引き続き、ビワコとレオ子が日本プ
ロ麻雀連盟公認の麻雀格闘倶楽部を二人並んで実戦！好調なビワコと、パッとしないレオ子…そんな状
況にレオ子がついに…二人は見事勝利を飾る事ができるのか！？お楽しみに！■ゴードン品川店●麻
雀格闘倶楽部

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃29

-

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。／かおりっきぃ☆は蒼天の拳2、一方レオ子
は是非激アツの星柄を見てみたいとの理由でCR丹下左膳！両機種ともうまくハマれば大爆発が期待でき
る台なんですが！？果たして二人は？■アビバ関内店●パチスロ蒼天の拳2／CR丹下左膳

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃30

-

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。／かおりっきぃ☆＆レオ子の後半戦！前半、
いい感じに出玉を伸ばしたかおりっきぃ☆と、開始早々大当りを引くも単発で終了してしまったレオ子！レ
オ子は超絶髑髏RUSHに入れることができるのか！？そしてかおりっきぃ☆は！？■アビバ関内店●CR
丹下左膳／他

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃31

-

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。／さよならCRぱちんこAKB48ということで、ビ
ワコ、かおりっきぃ☆二人揃って初代のAKB48を実戦！ビワコは相変わらずの波理論を展開！AKB48大
好きっ娘のかおりっきぃ☆負けじと！？どんな実戦となったのでしょうか！■アビバ関内店●CRぱちんこ
AKB48

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃32

-

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。／前回に引き続きさよならCRぱちんこ
AKB48、揃って初代AKB48を実戦！ビワコ波理論は冴えをみせるか！？そろそろ波理論はいいよと声の
人（レオ子）。さて視聴者の皆さんはどちら派でしょう？是非今回をご参考に（笑）■アビバ関内店●CRぱ
ちんこAKB48

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃33

-

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、ビワコの2014年No.1台・モーレツ
宇宙海賊と、レオ子が新装2日目の牙狼 金色になれを実戦！ビワコはモーレツ宇宙海賊のガチタイムプ
ロっぷり？をカメラの前で披露できるのか！？お楽しみに！■パチンコどんじゃら●CRフィーバーモーレツ
宇宙海賊／他

タイトル
虜 極妻の性

内容
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【2017年8月】
配信本数：約615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

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃34

-

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。／前回に引き続き、ビワコは2014年ナンバー
ワンと推すモーレツ宇宙海賊を、レオ子は新装2日目の牙狼金色になれを実戦！ビワコのST攻略法を駆
使して二人揃って大連チャン！？なるのか？■パチンコどんじゃら●CRフィーバーモーレツ宇宙海賊／
CR牙狼 金色になれ

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃35

-

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。／かおりっきぃ☆＆森本レオ子のガイドコン
ビ！新旧牙狼対決となった今回の私生道！未だ当番組で「金色になれ」で連チャンしていないレオ子。果
たして、金色の爆発力を見せてくれるのか！？そして、かおりっきぃ☆は…？■アビバ綱島樽町店●CR牙
狼 FINAL／他

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃36

-

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。／必勝ガイドコンビの後半！新旧牙狼対決と
なりましたが…果たしてどちらが大爆発を見せてくれるのか！？それとも！？そして、宮古島でバカンス中
のビワコからのビデオレターが届きます。一体どんな内容なのか！？お楽しみに！■アビバ綱島樽町店
●CR牙狼 FINAL/他

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃37

-

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。／かおりっきぃ☆はホールで初打ちの大好き
なAKB！そして、ビワコは全く勝てないというスロットのリングを実戦！ビワコが今回スロットを選んだ驚き
の理由とは！？お楽しみに！■アビバ関内店●パチスロリング 呪いの七日間／CRぱちんこAKB48 バラ
の儀式

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃38

-

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。／前半戦は二人とも大好きな機種で良い感
じに出してご機嫌でしたが…エンディングは何故かどんよりした感じになってしまいました…その理由と
は！？お楽しみに！■アビバ関内店●パチスロリング 呪いの七日間／CRぱちんこAKB48 バラの儀式

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃39

-

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。／久々の3人での実戦！ビワコはパチンコの
リングへ。そして、かおりっきぃ☆とレオ子は、新台の押忍！サラリーマン番長を実戦！もちろん、実戦だ
けではなくガールズトークもあります！どんな波乱が巻き起こるのか！？お楽しみに！■アビバ関内店●
押忍！サラリーマン番長／他

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃40

-

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。／久々の3人での実戦！ビワコはパチンコの
リングへ。そして、かおりっきぃ☆とレオ子は、新台の押忍！サラリーマン番長を実戦！レオ子が入れた絶
頂RUSHを3人で叩きあう！果たして何G乗せられたのか！？■アビバ関内店●押忍！サラリーマン番長
／他

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃41

-

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。／久々に3人で実戦している私生道のいよい
よ最終回！仲良く全員揃って勝利することができるのか！？もちろんガールズ（！？）トークもあります！
そして、最後に重要なご報告が！果たして！？お楽しみに！■アビバ関内店●CRリング運命の日／他

ビワコ・かおりっきぃ☆・レオ子の これが私の生き
る道 ＃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。／10ヶ月続いたこれが私の生きる道ですが、
森本レオ子卒業でひとまずお休みになります。そこで、今回は今まで放送してきた中から選りすぐりの珍プ
レー好プレーをご覧下さい！お楽しみに！

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

-

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

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
002

-

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。／約1年間、成瀬の助っ人を務めている矢部
あや。今回成瀬とは初顔合わせとなる麗奈と美咲。あまりの濃いメンバーに魚拓は「猛獣達が集うサファリ
パークだ」と注意を促す。誰になってもある意味困る戦いスタート！■メトロ潮見通り店●CRぱちんこ
AKB48 バラの儀式

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
003

-

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。／この戦いを制したものはツキスポへの出
演が決定する。メンバーは前回勝者の朝比奈ユキ、東條さとみと、むふふ女優から大槻ひびきが参戦。波
乱万丈のパチスロ部門、助っ人の座とプライドをかけたガチバトルが始まる。■パラッツォ馬橋中根長津
店●ミリオンゴッド -神々の凱旋-

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
004

-

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
人を決める実践番組！今回は前回勝者の美咲、そして麗奈と、桜キュインの三名のガチバトル。相変わら
ず濃いメンバーのパチンコ部門、初登場の桜キュインは猛獣たちとどう立ち向かうのか！？■パラッツォ
馬橋中根長津店●CRフィーバーマクロスフロンティア2

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
005

-

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
人を決める実践番組！今回の対戦メンバーは前回勝者の朝比奈ユキ、矢部あきの、そして東條さとみの
歴代助っ人対決。ガチバトルを制して、ツキスポ100回記念へ出場するのは一体誰なのか！？■パラッ
ツォ大船店●ミリオンゴッド 神々の凱旋

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
006

-

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
人を決める実践番組！今回の対戦メンバーは美咲、矢部あや、政重友紀の3人。2連覇中の美咲、前回欠
席した矢部、ガチスポ初登場の政重、果たしてガチバトルを制するのは一体誰なのか！？■パラッツォ大
船店●CRF宇宙戦艦ヤマト -ONLY ONE-

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
007

-

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
人を決める実践番組！今回の対戦メンバーはおなじみのパチスロ部門の3人。前回ついに連覇を破られ
た朝比奈、2連覇目指す矢部、ただ一人勝てていない東條のガチバトル、果たして今回勝ち残るのは！？
■VEGA千葉南店●ゴッドイーター

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
008

-

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
人を決める実践番組！この戦いを制したものはツキスポへの出演が決定する。今回は矢部あや、麗奈、
そして中島望美の3人のガチバトル。パチンコ部門に新しいメンバーとそれを阻止するべく猛獣同盟が結
成！？■VEGA千葉南店●宇宙戦艦ヤマト ONLY ONE

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
009

-

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
人を決める実践番組！この戦いを制したものはツキスポへの出演が決定する。今回は政重、矢部、東條
の3人のパチスロガチバトル。パチスロ部門初参戦の政重は、なんと並びの抽選番号1番をGETし嫌な予
感！？■ラ・カータ浦和店●コードギアス 反逆のルルーシュR2

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
010

-

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
人を決める実践番組！この戦いを制したものはツキスポへの出演が決定する。今回は矢部あや、麗奈、
中島望美の3人のパチンコガチバトル。前回、矢部＆麗奈の猛獣コンビに圧倒された中島、今回リベンジ
を果たすことができるのか！？■ラ・カータ浦和店●真・北斗無双

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
011

-

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
人を決める実践番組！今回は矢部あきの、政重ゆうき、東條さとみ、の3人のパチスロガチバトル前半戦。
4連勝がかかっている矢部、6連敗がかかっている東條、最近絶不調だと話す政重の内ツキスポに出演で
きるのは果たして誰か！？■メガガーデン所沢店●押忍！番長2

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
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。／『ツキとスッポンぽん』での成瀬心美の助っ
人を決める実践番組！矢部、政重、東條の3人のパチスロガチバトル後半戦。東條と政重の二人にもよう
やくチャンスが訪れ一発逆転となるのか、それとも矢部がこのまま4連覇してしまうのか！？■メガガーデ
ン所沢店●アナザーゴッドハーデス

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
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。／『ツキとスッポンぽん』での成瀬心美の助っ
人を決める実践番組！今回は矢部あや、麗奈、桜キュインの3人のパチンコガチバトル前半戦。3連覇を
狙う矢部あや、ダイエット中で頭が回らないという麗奈、そして二回目出場の桜キュインの中でツキスポに
出演できるのは…！？■メガガーデン所沢店●CR 真・北斗無双

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
014

-

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
人を決める実践番組！今回は矢部あや、麗奈、桜キュインの3人のパチンコガチバトル後半戦。絶好調の
麗奈に対して、未だ当りが引けない矢部と桜キュイン。台移動をした麗奈が二人にさらなる追い打ちをか
ける！？■メガガーデン所沢店●CR 真・北斗無双

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
015

-

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
人を決める実践番組！今回は矢部あきの、朝比奈ユキ、東條さとみの3人のパチスロガチバトル前半戦。
番組スタートから6連敗の東條と、久々登場の朝比奈は5連覇を狙う矢部あきのを阻止することができるの
か！？■グランパ中野店●魔法少女まどかマギカ2

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
016

-

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
人を決める実践番組！矢部あきの、朝比奈ユキ、東條さとみの3人のパチスロガチバトル後半戦。今回の
魚拓ミッションはライター三人の学力テストを実施。小学生レベルのテストにまさかの珍回答！？パチスロ
対決の結果も見逃すな！■グランパ中野店●魔法少女まどかマギカ2

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
017

-

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
人を決める実践番組！今回は麗奈、矢部あや、政重ゆうきの3人のパチンコガチバトル前半戦。パチンコ
部門では恒例となってしまった猛獣対決。ライトミドルの猛獣二人にマックスタイプで勝負を挑む政重行く
末は！？■グランパ中野店●CRF a-nation

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
018

-

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
人を決める実践番組！今回は麗奈、矢部あや、政重ゆうきの3人のパチンコガチバトル後半戦。魚拓ミッ
ションはパチスロ部門に続いて、こちらでも学力テストを実施でまさかの面白回答続出！パチンコ実践結
果も見逃すな！■グランパ中野店●CR 烈火の炎

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
019

-

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
人を決める実践番組！前回初勝利した東條さとみと、朝比奈ユキ、矢部あきの、3人のパチスロガチバト
ル前半戦。今回鈴虫君のMCっぷりを様子見に魚拓が登場！特別ルールを加えたバトルに3人はどう立ち
向かうのか？■グランパ大久保店●魔法少女 まどか☆マギカ2

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
020

-

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
人を決める実践番組後半戦！スタートから絶好調の朝比奈、このまま朝比奈の一人勝ちになってしまうの
か？魚拓を迎えて学力テストの第二弾も実施！そして最後の成瀬への景品選びで大どんでん返しが起こ
る！？■グランパ大久保店●魔法少女 まどか☆マギカ2

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
021

-

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
人を決める実践番組！前回勝者の矢部あやと、美咲、桜キュインのパチンコガチバトル前半戦。前回に引
き続き魚拓が様子を見に登場！毎度個性の強いパチンコ部門にさすがの魚拓も圧倒される！？■グラン
パ大久保店●CR戦国・恋姫

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
022

-

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
人を決める実践番組！前半戦では相変わらずの引きの強さを発揮した美咲。矢部あや、桜キュインは美
咲に追いつけるのか？今回もミッションでは学力テストを実施！テスト初参加の美咲と桜の面白回答にも
注目！■グランパ大久保店●CR戦国・恋姫

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
023

-

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
人を決める実践番組！朝比奈ユキと東條さとみ、矢部あきのの3人のパチスロガチバトル前半戦。今回か
ら新ルール追加となり、最下位は次回ガチスポ出場停止となる。果たして助っ人の座を掴むのは！？■デ
ルグランド下栗店●鉄拳3rd

ガチスポ！-ツキスポ出演権争奪ガチバトル- ＃
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
人を決める実践番組、パチスロ部門後半戦。明けましておめでとうございます！ということで、魚拓ミッショ
ンも正月らしく二人羽織で対決。2017年最初の戦いを制するのは？そして次回出場停止になるのは誰な
のか！？■デルグランド下栗店●北斗の拳 修羅の国篇

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！！

パチスロバトルリーグ ＃470

-

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

パチスロバトルリーグ ＃471

-

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Aグループ1回戦後半戦！現
在約800枚のコインを獲得し残りART138Gからスタートするスロカイザー！対して投資が嵩み苦しい展開
のマコト！後半戦バーチャファイターで巻き返す事が出来るのか！■GINZA S-style

パチスロバトルリーグ ＃472

-

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Bグループ1回戦前半戦！ウ
シオVSKEN蔵！前シーズン結果を残せなかったウシオ！今シーズンはどんな戦いを繰り広げていくの
か！？対して初参戦となるKEN蔵はどのような立ち回りを見せるのか！？■GINZA S-style●ジャグラー
ガールズ 他

パチスロバトルリーグ ＃473

-

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Bグループ1回戦後半戦！ウ
シオVSKEN蔵！前半戦で大きくリードしたウシオ！得意のジャグラーでさらに出玉を伸ばす！？対して投
資が嵩み苦しいKEN蔵！後半戦マキバオーで巻き返しを図る！■GINZA S-style●ジャグラーガールズ
他

パチスロバトルリーグ ＃474

-

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Aグループ2回戦前半戦！嵐
VSスロカイザー！前シーズン王者の嵐は新台のサラリーマン番長から実戦をスタート！！対して前シー
ズンこのホールで万枚を出したカイザーはやじきたを選択する！果たして！？■マリオン浦安駅前店●押
忍！サラリーマン番長 他

パチスロバトルリーグ ＃475

-

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Aグループ2回戦後半戦！嵐
VSスロカイザー！お互いにチャンスをあるものの生かすことが出来ずに苦しい展開となった前半戦！後
半戦は今の台を打ち続けるのか？それとも移動して別の台で活路を見出すのか！？■マリオン浦安駅前
店●押忍！サラリーマン番長 他

タイトル
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【2017年8月】
配信本数：約615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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パチスロバトルリーグ ＃476

-

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Bグループ2回戦前半戦！
うっちいVSウシオ！初戦を見事勝利したウシオが連勝を賭けて選んだ台はサラリーマン番長！対するうっ
ちいもサラリーマン番長から実戦スタート！果たしてどんな一戦になるのか！？■マリオン浦安駅前店●
押忍！サラリーマン番長 他

パチスロバトルリーグ ＃477

-

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Bグループ2回戦後半戦！
うっちいVSウシオ！前半戦チャンスを活かすことが出来ず苦しい展開となった両者！！後半戦ウシオは
得意のジャグラー、うっちいはサラリーマン番長で巻き返しを図る！■マリオン浦安駅前店●マイジャグ
ラーII 他

パチスロバトルリーグ ＃478

-

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Aグループ3回戦前半戦！嵐
VSマコト！嵐は新台の押忍！サラリーマン番長を、対するマコトは得意の蒼天の拳2を選択！今回勝利す
ればリーグ戦をトップで折り返すことが出来るだけにぜひとも勝利したい！■ZEUS印西店●押忍！サラ
リーマン番長 他

パチスロバトルリーグ ＃479

-

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Aグループ3回戦後半戦！嵐
VSマコト！前半戦で1000枚獲得したマコトに対し苦しい展開の嵐！しかし後半戦巻き返しを図る嵐に“超”
のつくチャンスが訪れる！？■ZEUS印西店●押忍！サラリーマン番長 他

パチスロバトルリーグ ＃480

-

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Bグループ3回戦前半戦！
KEN蔵VSうっちい！初戦でポイントを獲得出来なかっただけに今回の対戦に勝ってポイントを獲得したい
二人！■ZEUS印西店●押忍！サラリーマン番長、パチスロ ラブ嬢

パチスロバトルリーグ ＃481

-

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Bグループ3回戦後半戦！
KEN蔵vsうっちい！前半で大きくリードしたKEN蔵！さらに後半大量出玉獲得し勝利することができるの
か！？対して投資が膨らみ苦しい展開のうっちいに見せ場が訪れる！！■ZEUS印西店●麻雀格闘倶楽
部他

パチスロバトルリーグ ＃482

-

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Aグループ4回戦前半戦！ス
ロカイザーvsマコト！スロカイザーは朝狙い台のシンデレラブレイド2からスタート！マコトは北斗の拳で
ガックンチェック！二人の立ち回りにも注目！！■ARROW池上店●シンデレラブレイド2 他

パチスロバトルリーグ ＃483

-

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Aグループ4回戦後半戦！ス
ロカイザーvsマコト！カイザーは天井を目指しシンデレラを打ち続ける！対するマコトは天国移行に期待し
サラ番を続ける！果たして二人はこの苦しい状況から抜け出し見せ場を作ることが出来るのか！■アロー
池上店●戦律のストラタス

パチスロバトルリーグ ＃484

-

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Bグループ4回戦前半戦！
KEN蔵vsウシオ！ホームのKEN蔵は狙い台のシンデレラブレイド2が取れずサラリーマン番長から実戦ス
タート！現在Bグループ首位と絶好調のウシオが今回ビンゴでヒキを爆発させる！？■アロー池上店●
スーパービンゴネオ 他

パチスロバトルリーグ ＃485

-

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。／パチスロバトルリーグ第19シーズンBグ
ループ4回戦後半戦！KEN蔵vsウシオ！ハッキリ言います！今回はビンゴファン必見です！多くは語りま
せん、衝撃の映像を是非ご覧ください！■アロー池上店●スーパービンゴネオ 他

パチスロバトルリーグ ＃486

-

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Aグループ5回戦前半戦！嵐
VSスロカイザー！今回がリーグ最終戦のカイザーはバットマンを選択！対して現在リーグ最下位の嵐は
お馴染みのサラリーマン番長を選択する！■GINZA S-style●押忍！サラリーマン番長、スロット バットマ
ン

パチスロバトルリーグ ＃487

-

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Aグループ5回戦後半戦！嵐
VSスロカイザー！前半戦スタートこそ好調だったが苦しい展開のカイザー！対する嵐も出玉を伸ばしきれ
ず苦しい展開！後半悟りを開いた嵐が怒涛の巻き返しをみせる！■GINZA S-style●押忍！サラリーマン
番長 他

パチスロバトルリーグ ＃488

-

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Bグループ5回戦前半戦！ウ
シオVSうっちい！！現在トップを独走中のウシオはリーグ最終戦にドリームジャンボを選択！対して最下
位のうっちいは崖っぷちに追い込まれた最中、今回怒涛の巻き返しを見せる！？■GINZA S-style●ド
リームジャンボ 他

パチスロバトルリーグ ＃489

-

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Bグループ5回戦後半戦！ウ
シオVSうっちい！ウシオは手応えのあるジャグラーを打ち始める！対して個人収支プラスで折り返した
うっちい！決勝進出に望みを繋ぐ為にも更に出玉を伸ばしたいが果たして…？■GINZA S-style●ドリー
ムジャンボ 他

パチスロバトルリーグ ＃490

-

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Aグループ6回戦前半戦！マ
コトVS嵐！！マコトは2ポイントを狙いハナハナで勝負！対して嵐はビンゴを選択！マコトは朝から順調に
光り、嵐にもビックチャンスが訪れる！！■ZEUS印西●ニューキングハナハナ-30、スーパービンゴネオ
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パチスロバトルリーグ ＃491

-

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Aグループ6回戦後半戦！マ
コトVS嵐！BIGが引けず苦しむマコトは高設定と信じ打ち続ける！逆転を信じビンゴを打ち続ける嵐にもう
一度！？Aグループのトップと最下位が決まる重要な後半戦、果たして…？■ZEUS印西●ニューキング
ハナハナ-30 他

パチスロバトルリーグ ＃492

-

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Bグループ6回戦前半戦！
うっちい対KEN蔵！Bグループ最終戦うっちいはお馴染みのサラリーマン番長からKEN蔵はバジリスク絆
を選択する！負ければ最下位決定戦行きとなる両者！二人の立ち回りにも要注目！！■ZEUS印西●麻
雀格闘倶楽部 他

パチスロバトルリーグ ＃493

-

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Bグループ6回戦後半戦！
うっちい対KEN蔵！うっちいはカウボーイビバップを！対するKEN蔵はバジリスク絆を打ち続ける！最下位
決定戦行きが懸かる今回の対戦！果たして勝利するのはどっちだ！？■ZEUS印西●パチスロ カウボー
イビバップ

パチスロバトルリーグ ＃494

-

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シーズン優勝決定戦！ウシオ対スロ
カイザー！ウシオは沖ドキで3回目の優勝を狙う！対して初めて優勝決定戦に望むスロカイザーは黄門
ちゃま喝を選択する！果たして勝利を掴み取るのはどっちだ！？■マルハン青梅新町店●沖ドキ！、パ
チスロ黄門ちゃま喝

パチスロバトルリーグ ＃495

-

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。／パチスロバトルリーグ第19シーズン総集
編！半年間に及んだバトルを様々なデータを交えて振り返ります。また、ライター陣の立ち回り術や、オス
スメ機種、今後のパチスロ業界の展望など内容盛りだくさんでお送りします。

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
007

-

配信中

予選第7戦／各自2戦を打ち終え、予選は後半戦に突入！下位グループに位置する4名の対局となった第
7戦は上位に浮上できるかどうか、非常に重要な一戦だ。12位とここまで苦しむ山井は持ち前の攻撃力を
発揮できるのか！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
008

-

配信中

予選第8戦／予選第8戦。苦しい麻雀が続く9位前田、12位蛯原。 ボーダー上の石橋、木原を相手に一気
に上位浮上のチャンスが到来！？そびえ立つ好調者の厚い壁。 勢いでまさる2人の牙城を打ち崩すこと
はできるのか！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
009

-

配信中

予選第9戦／ボーダー上の4人の対戦となった予選第9戦。前回、怒涛の攻撃でトップをとった佐々木が勢
いでは優位か！？村上、小林、柴田がどうかわすのかが見どころだ。予選中盤の勝負どころ。 予選突破
に近づくの誰だ！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
010

-

配信中

予選第10戦／予選対局は最終ターン！10位前田、11位白鳥にとって予選突破を賭けたラストチャンスの
一戦だ。生き残る条件はトップをとること。熾烈を極めるトップ争いは劇的な結末を迎える！最後まで目が
離せない！！

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。

緊縛 鞭とハイヒール

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。／サラリーマンの良一は、休日になると
街角で靴磨きの店を開いていた。彼はハイヒールを見ると欲情する変質者だった。ある日、ハイヒールを
磨いているとその女は突然スカートをまくるのだった…。

光れ！パチスロリーグ ＃009

-

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？！

光れ！パチスロリーグ ＃010

-

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？！
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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】

あなたごめんなさい… 禁断の快楽に溺れる人妻た
ち

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。／和田の妻として、日々平穏な暮らしを
おくる「舞」。満足していない訳じゃない…が、舞は心の奥底に蠢く欲望を抑え切れないもう一人の自分の
存在に気付く。そしてある時、舞は親友である「あやの」の夫が自分を女として見ている事を知る…。2人の
人妻が快楽の泉に身を委ねていく様を描いた問題作！！

いもうと 幼い性衝動

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。

コミカル＆セクシー プロレスリングWAVE ＃146

-

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。／＃146／【試合】（1）Resurrection WAVE 水波綾復帰戦- 30分1本勝負（2）DUAL SHOCK WAVE次期挑戦者決定戦 -3WAYタッグマッチ 30分1本勝
負

コミカル＆セクシー プロレスリングWAVE ＃147

-

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。／＃147／【試合】（1）Regina di WAVE WAVE認定シングル選手権試合 30分1本勝負（2）小林香萌“飛躍”五番勝負5 15分1本勝負

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

コミカル＆セクシー プロレスリングWAVE ＃148

-

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。／＃148／【試合】（1）メモリアルWAVE -渋谷
シュウ引退ロード6・遭遇- 15分1本勝負（2）OSAKA・プレミアムHotWAVE 20分1本勝負

コミカル＆セクシー プロレスリングWAVE ＃149

-

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。／＃149／【試合】（1）永遠のアイドルWAVE
20分1本勝負（2）メモリアルWAVE -渋谷シュウ引退ロード・天才- 15分1本勝負

コミカル＆セクシー プロレスリングWAVE ＃150

-

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。／＃150／【試合】（1）DUAL SHOCK WAVE WAVE認定タッグ選手権試合 30分1本勝負（2）Regina di WAVE -WAVE認定シングル選手権試合 30分1
本勝負

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
011

-

配信中

予選第11戦／ここまで『モンド杯』の雰囲気に対応できずに予選最終戦を迎えてしまったモンド新人王の
蛯原。憧れの佐々木寿人が相手のこの対局に持てる全てをぶつける！覚悟を決めた男の意地は見るも
のの心を掴むこと確実だ！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
012

-

配信中

予選第12戦／予選最終戦。第15回のチャンピオン山井が予選敗退の危機！苦しい戦いが続く山井は準
決勝進出をかけ、残す一戦に全身全霊を傾ける！！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！！

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
013

-

配信中

準決勝第1戦／準決勝戦は予選の点数を持ち越しての1戦勝負。6位通過の井出、7位通過の白鳥は必然
的にトップ取りの攻撃麻雀となる。果たして、大逆転の波乱を呼び起こせるのか！？決勝戦の椅子に辿り
つくのは一体誰だ！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
014

-

配信中

準決勝第2戦／ボーダー付近は僅差の大混戦！！事実上決勝が決まっているのは佐々木のみ。4位石橋
は逃げ切れるのか！？5位村上、8位柴田の追い込みはいかに！？これが準決勝最終戦！ついにファイ
ナリストが決まる！！

淫らなH体験告白 4人の投稿実話…

R-18

配信中

昔ではありえなかった関係。エッチしちゃうけど友達のままという何とも不思議な関係が増えてきた。友達
だけどついついエッチしちゃう今ドキ女子たちの揺れる乙女心を完全ドラマ化！！

歌舞伎町ブラックスワン

R-15

配信中

ホストの彼氏を支えるために借金地獄へ落ちたツバサ。そんな彼女に歌舞伎町をホームとする水商売の
女スカウトマン・ゆきが手を差し伸べる。ツバサはゆきの謎めいた素性に興味を持つが…。

韓国恋愛小説 幻の女

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。

義母愛

R-18

配信中

未亡人の麗子は大学生で一人息子の一樹と二人暮らし。世話好きな麗子は一樹の身の回りの世話をす
るのが生きがいとなっていた。麗子を実の母以上に慕うようになった一樹だったが…。

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃049

-

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

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃050

-

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。／むふふ女優・香山美桜ちゃんのスッポンぽ
んをかけたスロットエヴァ対決。成瀬リードから始まった後半戦、ジャンケンで負けた魚拓はアイスの買い
出しに！？アイス効果か？ここから魚拓の怒涛の追撃が始まる。■パラッツォ 小手指店●エヴァンゲリヲ
ン 希望の槍

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃051

-

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。／ユリアちゃんのスッポンぽんをかけたパチ
スロ押し順ケロルンの出玉対決。出だしから絶好調の魚拓だが、成瀬も負けじと食らいついてゆく。ユリア
ちゃんにデレデレな魚拓は「今日こそは絶対に負けらんねぇ」と意気込む！■パラッツォ 小手指スロット館
●押し順ケロルン

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃052

-

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。／芦名ユリアちゃんのスッポンぽんをかけた
スロット勝負。両者絶好調の連チャン合戦からの後半戦はツキスポ始まって以来の大接戦！ユリアちゃん
の気をひくために矢部を使って印象操作する魚拓。勝負と恋の行方は！？■パラッツォ 小手指スロット館
●押し順ケロルン

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃053

-

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。／ロリ系むふふ女優、紺野ひかるちゃんの
スッポンぽんをかけたパチスロ吉宗極対決。開始早々大当りを引いた成瀬と魚拓、しかし両者の勢いには
圧倒的な差が…ひかるちゃんの前兆煽り演出も続発。戸惑う魚拓は撮影会を開催できるのか！？■パ
ラッツォ 三郷中央店●吉宗 極

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃054

-

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。／人気急上昇中ロリ系美少女、紺野ひかる
ちゃんのスッポンポンをかけた吉宗極対決。両者苦戦を強いらた前半を乗り越え、ついにお待ちかねの大
盤振舞が炸裂！？吉宗も魚拓も成瀬もひかるちゃんも、みんな大盤振舞です！■パラッツォ 三郷中央店
●吉宗 極

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃055

-

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。／今回は魚拓好みのスタイル抜群キレイめ
な色白美人、夏希みなみちゃんが登場！開始早々ATに突入し上乗せしまくる成瀬、そして魚拓は朝から
天井一直線。ところがそれは奇跡の布石だった！？■パラッツォ 三郷中央店●戦国コレクション2

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃056

-

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。／夏希みなみちゃんのスッポンポンをかけた
戦国コレクション2対決。前半戦ノリノリの成瀬に対し、朝一から天井コースだった魚拓はプレミア演出を引
き当て怒涛の追い上げを見せる。魚拓は奇跡を起こし撮影会ができるのか？■パラッツォ 三郷中央店●
戦国コレクション2

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃057

-

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。／浜崎真緒ちゃんのスッポンぽんをかけた
パチスロJACKASS TEAM対決。朝一から天井まっしぐらの魚拓に対し、成瀬はボーナスONボーナスでウ
ハウハな展開。一向にON出来ない魚拓の膝に真緒ちゃんがON！■パラッツォ 志村店●JACKASS
TEAM

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃058

-

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。／浜崎真緒ちゃんのスッポンぽんをかけた
パチスロ勝負。前半戦ノリノリの成瀬の勢いは一向に止まらない。一方やる事なす事ダメな魚拓は矢部に
自分の台を打たせ成瀬の助っ人？に。それがとんでもない展開を引き起こす！■パラッツォ 志村店●
JACKASS TEAM

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃059

-

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。／あやね遥菜ちゃんのスッポンぽんをかけ
たパチンコ・ルパン三世勝負。成瀬は矢部姉が助っ人の時には一度も勝てていない。パチンコ勝負ではほ
とんど負け知らずの木村魚拓。撮影会をものにできるのか■パラッツォ 志村店●ルパン三世 I’m a super
hero

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃060

-

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。／あやね遥菜ちゃんのスッポンぽんをかけ
たパチスロ勝負。前半戦では大連チャンを見せた成瀬、魚拓は大ハマり、矢部妹にも先を越される始末。
魚拓のもとに遥菜ちゃんが訪れて魚拓を励ましてくれる！■パラッツォ 志村店●ルパン三世 I’m a super
hero

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃061

-

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。／むふふ女優は竹内真琴ちゃん。北斗の拳
強敵に自信満々なパチスロライター木村魚拓。ところが、スタート早々好調なのは成瀬。激闘乱舞赤オー
ラを引き当てる。一方魚拓はむふふ女優の中チェする展開に！■パラッツォ 赤坂店●北斗の拳 強敵

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃062

-

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。／竹内真琴ちゃんのスッポンぽんをかけた
パチスロ北斗の拳 -強敵- 勝負。前半から早い当りを見せた成瀬、赤オーラの連チャンは簡単には終わ
らない！？一方魚拓は大ハマり中。そして何故か矢部が縛られるはめに…。■パラッツォ 赤坂店●北斗
の拳 強敵

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃063

-

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。／主食は男？という肉食系熟女・京野美麗
のスッポンぽんをかけたパチンコミリオンゴッドライジング対決。一方スロットGOD対決では4戦全勝中の成
瀬心美。負けたら切腹＆ライター引退を宣言した魚拓の運命は？■パラッツォ 赤坂店●CRミリオンゴッド
ライジング

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃064

-

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。／京野美麗のスッポンぽんと魚拓のライター
人生をかけたパチンコ対決。両者ともに初当りを引き200回の確変勝負！見事80％ループへ突入すること
が出来るのか？ミスターゴッド魚拓が激アツ演出連発で意地を魅せる！■パラッツォ 赤坂店●CRミリオン
ゴッドライジング

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃065

-

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。／真木今日子ちゃんのスッポンぽんをかけ
たパチスロ対決。魚拓は聖闘士星矢、成瀬はまど☆マギで異種格闘技戦実戦。魚拓のドストライクという
今日子ちゃんからジャイアンツファンの魚拓のためにGカップクイズのチャンスが！■パラッツォ 大船店●
聖闘士星矢 女神聖戦

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃066

-

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。／Gカップ爆乳美女・真木今日子さんのスッ
ポンぽんをかけたパチスロ対決後半戦。不調の成瀬とARTに突入し波に乗る魚拓。勝利を確信した魚拓
の心はすでに撮影会に。ところが成瀬が起死回生のボーナスから奇跡を起こす！？■パラッツォ 大船店
●聖闘士星矢 女神聖戦

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃067

-

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。／巨乳美女・星野ひびきさんのスッポンぽん
をかけたパチンコエヴァンゲリオン10対決。魚拓は、ツキスポ史上最高のIカップに興味津々！なかなか当
りを引けずに両者停滞気味、先にチャンスをものにできるのはどっちだ！？■パラッツォ 大船店●エヴァ
ンゲリオン10

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃068

-

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。／星野ひびきちゃんのスッポンぽんをかけた
パチンコ対決。確変中の魚拓、負けじと成瀬も大当たりから確変へ。両者ともに連チャンが止まらない？
魚拓はひびきちゃんのスッポンぽんを撮影することができるのか？■パラッツォ 大船店●エヴァンゲリオ
ン10

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃069

-

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。／Fカップ癒し系美女・美泉咲ちゃんのスッポ
ンぽんをかけたパチンコ仮面ライダーフルスロットル対決。今年最後の対決は魚拓が勝ち越しているパチ
ンコなだけに期待がかかる。先にチャンス掴んだのは魚拓、不調の成瀬を尻目にトリプルライダーリーチ
が炸裂！？■パラッツォ 藤沢南店●仮面ライダー フルスロットル

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃070

-

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。／美泉咲ちゃんのスッポンぽんをかけたパチ
ンコ対決。トリプルライダーリーチを外した魚拓に加え、成瀬も未だに当りなし。このままでは番組史上初
の両者当りなしの事態に！？そんな危機的状況を救うべく咲ちゃんが！■パラッツォ 藤沢南店●仮面ラ
イダー フルスロットル

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃071

-

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。／涼川絢音ちゃんのスッポンぽんをかけた
パチスロルパン対決。魚拓が当りを引けば「絢音の宝箱」からチャンスカードが引けるルール。この宝箱か
なりエッチないたずらが出来る夢のレアカードが盛り沢山！■パラッツォ 藤沢南店●パチスロ ルパン三
世 ロイヤルロード

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃072

-

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。／魚拓は先制でむふふ女優にエッチないた
ずらが出来る「絢音の宝箱」を開けたものの、その後大苦戦の展開。成瀬は怒濤の連チャンモードに…。
しかし、プロのプライドとエロを賭けた魚拓の本気が炸裂する！■パラッツォ 藤沢南店●パチスロ ルパン
三世 ロイヤルロード

凶獣の牙

-

配信中

原作・鍋島雅春、作画・根本哲也の同名劇画の映画化。自分の妻を殺した犯人を射殺したため刑事を免
職になった男が、社会のダニを退治するため殺し屋と化し巨大シンジケートに立ち向かう姿を描いたハー
ドアクション。

強制猥褻電車

R-18

配信中

第1話「熟女を襲う快楽の魔の手」。新しいアルバイトを始めた主婦の真理は、通勤電車で痴漢の被害に
あっていたのだが…。第2話「痴漢スワッピング」。

禁断

R-18

配信中

ユキコは自分の倍以上も年が離れた55歳のシュウゾウと結婚した。先妻の息子サトシは29歳でユキコより
2歳年上。サトシは婚約者を事故で亡くしておりいつも自慰行為にふけり、ユキコは年輩の夫との夜の営み
が不満気味…。

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。

緊縛の情事

R-18

配信中

繁華街にある酒屋のマスターに心を寄せる女。マスターが十年前に別れた女が店に姿を見せるようになっ
て、女の心は複雑に屈折していった。マスターは再会した女と異常な愛の世界にのめりこみ…。

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！！

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

人妻快感エステ 初めてのアロママッサージ

R-18

配信中

由美はサラリーマンの夫と二人暮らし。家計を助けるため、昼間はエステシャンとして働いている。女性専
用のエステだったが、折からの不況でお店は経営困難で男性客を受け入れることにしたが…。

人妻悶絶 盗聴された寝室

R-18

配信中

不動産屋の仕掛けた盗聴器で淫らな声を録音されてしまった若妻。それをネタに性的プレイを強要する不
動産屋。しかし彼は姿を消し、仲間の男が若妻に接近し捜索を試みるが、次第に彼女の色香に引き込ま
れてゆく…。

静かなるドン THE MOVIE

-

配信中

鬼州組との抗争から7年。日本を手中に収めた静也は、自分の極道としての正体を秋野に打ち明けるか
悩んでいた。そんな折、プリティのデザイン部が解散の瀬戸際に立たされる…。

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…。

-

配信中

日本極道史に残る男たちの壮絶な戦い！超豪華キャストで贈る本格極道巨編シリーズ第2弾。森田組若
頭に就任した砂川組組長・砂川は敵対する堂本組と全面戦争をはじめる。それはやがて、森田組を揺る
がす抗争へと発展していく…。

犯されてしまった女たち 嫌…でも感じちゃう… 第
三幕

R-18

配信中

女に飢えた若い男に犯された熟女たち第3弾！！さまざまなシチュエーションで行われる悲惨な犯行の
数々！初めは拒んでも徐々に気持ち良さを覚える女体。そして義母までも…欲望の標的として襲い掛か
る！禁断の肉体関係…。

放課後の教室 忘れられない過去…

R-18

配信中

過去のトラウマから男性恐怖症、その上引っ込み思案な性格の女子大生凛が、教育実習生として教壇に
立つのには理由があった。淡い恋心を抱いた恩師浅見との再会。凄惨な過去。凛に想いを寄せるおとなし
い男子生徒との秘め事。放課後の校内で繰り広げられる切なくて淫らな物語。人気沸騰の早川凛が演じ
る初めての女教師、初めてのドラマ。

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…。

Sexy Angel ＃110

R-18

配信中

＃110／妹系セクシーアイドル。ロリータフェイスと甘ーい声。佳苗るか Part2／生年月日：93年3月4日／
身長：147cm／サイズ：B84（Dカップ）・W59・H85

Sexy Angel ＃111

R-18

配信中

＃111／DMM.R18アダルトアワード2015最優秀女優賞。湊莉久 Part1／生年月日：93年8月1日／身長：
160cm／サイズ：B82（Dカップ）・W58・H88

タイトル

堕ちてゆく人妻 濡れすぎる痴態

日本極道史 誇り高き戦い2

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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
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Sexy Angel ＃112

R-18

配信中

＃112／DMM.R18アダルトアワード2015最優秀女優賞。湊莉久 Part2／生年月日：93年8月1日／身長：
160cm／サイズ：B82（Dカップ）・W58・H88

Sexy Angel ＃113

R-18

配信中

＃113／独特な色気を醸し出すセクシーお姉さん。蓮実クレア Part1／生年月日：91年12月3日／身長：
158cm／サイズ：B87（Fカップ）・W56・H89

Sweet Angel ＃017

R-18

配信中

＃17／清楚な新鮮エロが堪らない、新人・新山沙弥ちゃんがベールを脱ぐ。新山沙弥／生年月日：89年8
月30日／身長：150cm／サイズ：B83・W59・H83

Sweet Angel ＃018

R-18

配信中

＃18／ミス・エロパーフェクト！潤んだ瞳と美しいヒップライン／大槻ひびき。生年月日：88年2月21日／身
長：162cm／サイズ：B87・W57・H88

Sweet Angel ＃019

R-18

配信中

＃19／ロリの女王！メガネルックやGパンルックも必見。つぼみ／生年月日：87年12月25日／出身地：山
口県／身長：160cm／サイズ：B84・W58・H85

Sweet Angel ＃020

R-18

配信中

＃20／人気番組『おねだりマスカット』で活躍。桜木凛／生年月日：89年3月3日／出身地：兵庫県／身長：
160cm／サイズ：B82・W58・H84

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。

イメ☆パラ ＃011

R-18

配信中

＃11／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！！

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃013

-

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）。

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。

R-18

配信中

UGANDAから新シリーズ「密着」が誕生。記念すべき第1弾はかすみ果穂ちゃんのスチール撮影現場にカ
メラが密着。普段は見ることのできない果穂ちゃんの姿が露に！

カリスマチューニング -スーパーカー- ＃005

-

配信中

＃5 アメリカ・オーランドでHEROに！／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- ＃006

-

配信中

＃6 シャコタン男の原点 そのベールに迫る！／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★5WAYストリートファイト！エニウェ
ア追い剥ぎマッチ 女闘美伝説！これがストリート
【裸】ファイトだッ！2014年5月16日

R-18

配信中

個性溢れる5人の女達の戦いは、脱がし脱がされのエロモードに！！衣服を脱がされた者は、負けた上に
リングに残り、裸体を観客に晒し続けるという辱めの罰ゲーム付き！まずはカワイイ系美女の天海はるか
が狙われ、パンツむき出しで脱がされまくる。ブリっ子あんは、観客席を逃げ回る！スポーティ美女・愛子
もスレンダーボディを晒しちゃう！

キャットファイト★オンリーギブアップマッチ！女闘
美伝説！いきなり巨大ピンクローター！？2014年5
月16日

R-18

配信中

意外にもキラ☆アンのサッカーボールキックにも耐えきるゼナ！美形＆巨乳の本格ファイター・キラ☆アン
とメイド服でリングインしたアマヅカゼナ。ゼナの衣装イラ立ったか、ブチ切れ本気モードのキラ☆アンはゼ
ナの髪飾りを無理矢理取って投げ捨て！重いキックをさく裂させるも、ぽっちゃり体型で痛みを吸収したの
か、意外にもゼナが善戦！

タイトル

かすみ果穂／密着

内容

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615本

おとなセレクション Vシネ・エロス・娯楽
（Ｒ１８）
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キャットファイト★お色気ハチャメチャ軍団抗争！範
田紗々デビュー！女闘美伝説！いきなり巨大ピン
クローター！？2014年5月16日

R-18

配信中

大物女優・範田紗々のデビュー戦は、ポロリしまくりの波乱の展開に！5対5の軍団抗争は白熱の一戦
に！注目はデビュー戦となる範田紗々と、美貌溢れる格闘アイドル金城愛菜。果たしてこの2人のポロリは
あるのか？試合終盤、何故か巨大ピンクローターが登場し、リング上は収拾のつかない状況に！イヤー、
イヤー、おしり勘弁ーの絶叫が響く！

キャットファイト★セミファイナル スペシャルシング
ルマッチ はちゃめちゃ！お下品熱帯夜2014年9月
19日

R-18

配信中

キャットファイト屈指のスレンダー美女2人が、セクシーさで闘う！キャットマスクを被り、網タイツ姿もセク
シーな若林美保。対する栗鳥巣は、ピッチピチの真っ赤なスーツでボディラインを見せつける。栗鳥巣のワ
キ舐め攻撃に、若林のおしりペンペン。一進一退の攻防はまず若林がポロリ。続いて栗鳥巣もポロリで、
ついに決着の時を迎える！

キャットファイト★ぶっかけビューティフルアート 女
闘美伝説！これがストリート【裸】ファイトだッ！
2014年5月16日

R-18

配信中

美女ばかりの3WAYバトルは、白熱エロエロでポロリ必至か？丸顔ショートヘアの美人・彩月みほはケツ丸
出しのエロエロ水着。いくさばらとれはは、いつもと違いお姫様風衣装。鳳華も負けじと巨乳が強調された
露出コスチューム。実力で勝る鳳華が最初に狙われるが、あっと言う間に逆襲をくらわせる！罰ゲームの
官能小説朗読をするのは誰？

-

配信中

とある街の警察署、三ッ目警察署。ここは、日本の中でも最低、最悪の警察署。なかでも、花村大吉は秩
序、倫理、善悪などを無視した暴れっぷりのせいで、彼に関わった者達はみな、パニックを引き起こしてい
く！

シ●ウト10人のリアル過ぎる本気オナニー映像！
（2）女性限定マンションのエロ管理人が盗●

R-18

配信中

管理人が撮り溜めた女性10人の私生活映像第2弾！◆女性限定マンションのプライバシーは入居と同時
に破られていた！管理人が撮り溜めた女性10人の私生活映像が流出。◆ぐっすり眠るために日課として
オナニーする女性、暇になると股間に手が伸びてしまう女性…いかにも普通っぽい女性でもオナニーする
のだ…。

セクシー☆パラダイス ＃004

R-18

配信中

＃4／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…。夏目優希 Part2サイ
ズ：B80・W55・H82

セクシー☆パラダイス ＃005

R-18

配信中

＃5／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…沖田杏梨 Part1／サイ
ズ：B101・W59・H92

デリヘル、SM、ソープで働く風俗嬢が集結！一流
のドすけべサービスを披露

R-18

配信中

デリヘル、SM、ソープ…5人の現役風俗嬢が集結してお送りするトークバラエティー！有名芸能人の客が
来店した時のことや風俗裏メニューの暴露など超過激トークがスタジオを飛び交う！更に各々が得意とす
る自慢のプレイも披露！撮影に慣れているはずのスタッフもモッコリ！？

どチンピラ11

R-15

配信中

目をつけた美女・冴子にフラれ、OLの智美と一夜をともにしたはいいが、彼女はなんと神竜組のチンピラ・
アキラの愛人だった。そんな折、仁は冴子と再会して…。

パチスロ常勝理論！＃287

-

配信中

今回もゲスト回、パチスロ必勝本のKEN蔵を迎えての実戦。KEN蔵はまどマギ2、ポロリはバジリスク絆で
スタートする。

パチスロ常勝理論！＃288

-

配信中

今回は久しぶりに？レギュラー回、ポロリと伊藤真一の実戦。お互い朝一は狙い機種にありつけず、ポロ
リは北斗の拳修羅、伊藤はヱヴァ魂を繋ぐものでスタートする。

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃206

-

配信中

シルヴィー編／今回は番組視聴者の方々も参加してのパチンコ大会！果たして遥ちゃんは上位に残れる
のか？！達人ゲストはパチンコ攻略マガジンのシルヴィー。

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃207

-

配信中

すずか編／今回はいよいよ塾長、遥ちゃん、達人ゲストの年間収支を発表！果たして収支がトップだった
のは？！達人ゲストはパチンコ必勝本のすずか。

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？

クレイジー・コップ 捜査はせん！

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
015

-

配信中

決勝第1戦／いよいよ決勝戦！井出の連覇か！？佐々木、村上の返り咲きか！？はたまた小林が悲願
の初優勝か！？激闘の予選・準決勝を勝ち抜いた4名による最終対決！初戦で大きなアドバンテージを
握るのは一体誰なのか！？

モンド麻雀プロリーグ16／17 第17回モンド杯 ＃
016

-

配信中

決勝第2戦／第1戦でアドバンテージを握ったのは井出。このまま逃げ切り、連覇となるか！？2戦のスプリ
ント勝負ならではの展開に一打たりとも気が抜けない！栄えある「第17回モンド杯」を手にするのは一体誰
なのか！？

悪党図鑑

-

配信中

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1弾。素人相手に美人局を始めた昇と順子。ある日、ヤクザと知らずに客にした
男に襲われる。

淫猥熟女不倫 -隣夫婦の浮気現場-

R-18

配信中

第1話「好奇心に駆られて、隣の旦那と…」。結婚3年目を迎える美貴子は、夫からの愛情が冷めていき寂
しさを感じていた…。第2話「寂しい人妻、隣の旦那と…」。

稀水こはく／現役看護師さん

R-15

配信中

現役ナース・稀水こはくちゃんのセクシーイメージ。エキゾチックな顔立ちと溢れるフェロモンが魅力的な彼
女。白衣の天使である彼女にいろいろなお世話をして欲しいという願望を映像化しました！

橘花凛／お願い！プリンセス

-

配信中

キュートな笑顔に92センチHカップの限りなく柔らかバスト、天真爛漫な橘花凛ちゃんのイメージ。小さな水
着から溢れる軟乳、プリッと上がった小ぶりなヒップ、プリティボディを密着アングルでお届け！

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…。

銀玉命！銀次郎

-

配信中

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1弾。自称パチプ
ロの銀次郎は天下に名だたる風来坊。今日も、ノムさん、先生を従えて銀玉を弾いていたが…。

犬童美乃梨／ワンちゃん

-

配信中

透明感溢れる色白肌に清楚なルックス、アイドルユニットのリーダーとしても躍動している犬童美乃梨ちゃ
んのイメージ。癒し系の笑顔にGカップ88センチの反則ボディをセクシー衣装で挑発します！

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？！

R-18

配信中

超美巨乳の若妻愛さんが繰り広げる妄想エロエロワールド！パンスト電マや浴衣での超セクシーシーンな
どなど清楚な雰囲気からは想像も出来ないほど激しく、乱れ狂う！！激しく揺れるHカップのおっぱいは必
見！！こんな奥様だったら離れられない！UGANDAならではの日常に潜むニッチでコアなエロティック
ワールドをギリギリ映像満載で送る！！

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル ＃012

-

配信中

＃12 若原隆宏VS鈴木ショータ（後）／最強馬券師リーグ、第6戦目は、スポーツ紙競馬記者の若原隆宏
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 ＃013

-

配信中

＃13 じゃいVS若原隆宏（前）／最強馬券師リーグ、第7戦目は、インスタントジョンソンのじゃいと、スポー
ツ紙競馬記者の若原隆宏の対戦。

タイトル

佐山愛／妻美喰い

内容

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

桜木凛／湯けむりおっぱい -春の陣-

R-18

配信中

桜木凛ちゃんをモデルに迎えた「湯けむりおっぱい」シリーズ第2弾。混浴、洗体、妄想、イメージと内容盛
り沢山。凛ちゃんとの温泉デートを楽しめる1作。

山田誉子／炎 ほむら

R-15

配信中

※本編終了後に特典映像がございます。／C.C.ガールズ卒業後、さらに色香の増した山田誉子のイメー
ジが登場！「和のエロス」を主題に、真の大人のエロティシズムを徹底収録。凛として匂い立つセクシャル
なビジュアルで完全悩殺！

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…。

実録 女詐欺師伝 蛇道

-

配信中

近藤組が仕切るカジノから二千万円を強奪することに成功した遥香と祐子。組の執拗な追跡をまんまとか
わして銀座に店を構える2人は、さらなる大金をせしめるべく、手形詐欺を始めるが…。

寿司屋の若女将 艶やかな義母

R-18

配信中

下町の寿司屋を舞台に繰り広げられるエロスドラマ。後妻として家に入った若い女に想いを寄せる修行中
の息子。ある日、義母と店の客との淫行現場を目撃した彼は、欲望を抑え切れず禁断の行為に及んでし
まう。

女神降臨 ＃050

R-18

配信中

＃50／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！成長したミサッキーが極上のグラビアを披露します！
桃瀬美咲／生年月日：93年3月6日／出身地：岡山県／身長：151cm／サイズ：B75・W56・H80

女神降臨 ＃051

R-18

配信中

＃51／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！関西で大人気アイドル 2011年の日テレジェニック。
中村葵／生年月日：87年1月23日／出身地：京都府／身長：167cm／サイズ：B92・W59・H88

-

配信中

高身長＆メリハリのあるド迫力ボディでマイクロビキニを着こなすセクシー美女、松嶋えいみちゃんのイ
メージ。格闘技イベントのラウンドガールとしても活動するなど人気急上昇中です！

新・痴●白書2

R-18

配信中

欲求不満の菜月と、性行為に恐怖症を持つ康恵。菜月は電車でテクニシャンな痴漢に遭遇し、一方、康恵
はストーカーを殴り飛ばした男にメロメロになってしまうが…。

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…。

性感マッサージ初体験！（2）Hカップ熟女34歳＆美
乳人妻28歳がイキまくりでヤミつきに！

R-18

配信中

極上のテクニックに、よがり声を抑えられない淫らな人妻たち大好評！性感マッサージ初体験の第二弾！
1年前に夫が他界し、以来性欲のはけ口が見つけられないHカップ未亡人と、旦那の淡白なセックスに満
足を得られない28歳の美乳人妻が登場。人妻たちの熟れた肉体が極上のテクニックによって絶頂に導か
れていく。

星野あかり／感じる若妻 -いけない若妻- 日常編

R-18

配信中

すべてを包み込むような92cmのバストと、男を惑わす妖艶な瞳が魅力の星野あかりのエロスイメージ。本
作では彼女が描く若妻像を全編アドリブで熱演。混浴プレイなど、エッチな日常を披露。若妻・あかりの性
態はかなり過激。

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！！

銭道

-

配信中

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1弾。人生に敗れ全てを失っ
た御代清十郎と荒井哲平の前に、かつて裏社会を動かした謎のフィクサーが現れる。

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃025

-

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

タイトル

松嶋えいみ／テレパシー

2017年7月14日現在
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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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配信
開始

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃026

-

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。／双極銀玉武闘第三章！今回は第二回
戦！ムム見間違い・ちょび VS ネッス・セグ子！ムム見間違い・ちょびペアは甘デジ、今回から新ペアとし
て加わるネッス・セグ子ペアも甘デジを選択！お互いに第三章の初戦！■マルハン日野店●CRフィー
バーパワフルDX

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃027

-

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。／第三回戦！アニキ・三橋ペアはウルトラバ
トル烈伝から、塩野・しおねえペアは甘デジを選択！前半戦から出玉を伸ばすアニキ・三橋に対して塩野・
しおねえも甘デジで応戦する！■コスミック八王子店●CRぱちんこウルトラバトル烈伝 戦えゼロ！若き最
強戦士

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃028

-

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。／今回は第四回戦！ドテチン・シルヴィー
VS ネッス・セグ子！ドテチン・シルヴィーペアは新台のCR絶狼を選択！対するネッス・セグ子ペアは甘デ
ジからスタート！双極銀玉武闘の記録が塗り替えられた今回の対戦！果たして…。■ウイングキャッスル
●CR絶狼

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃029

-

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。／第五回戦！ムム見間違い・ちょび VS 守
山アニキ・三橋玲子！現在最下位のムム・ちょびペアは甘デジを、二位のアニキ・三橋は北斗の拳6狙い
で台を確保したが勝負を左右する出来事が！■スーパーハリウッド品川店●CRフィーバー機動戦士ガン
ダム -V作戦発動-

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃030

-

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。／SF塩野・しおねえ VS ネッス・セグ子！塩
野・しおねえペアはエヴァ9から、ネッス・セグ子ペアは甘デジを選択！塩野・しおねえにプレミアが頻発！
対するネッス・セグ子も低投資でドル箱を積み重ねる！■ウエスタン浦安やなぎ通り店●CRエヴァンゲリ
オン9

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃031

-

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！今回は第七回戦！ドテチン・シ
ルヴィー VS 守山アニキ・三橋玲子！ドテチン・シルヴィーペアは甘デジから、アニキ・三橋ペアは真・花の
慶次を選択！ここまでの一位と二位との頂上決戦！果たして勝利はどっちだ！？■ウイングキャッスル●
CR真・花の慶次

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃032

-

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。／今回は第八回戦！ムム見間違い・ちょび
VS SF塩野・しおねえ！リーグ戦未だ0ポイントと崖っぷちのムム・ちょびペアが選んだのは大海！対する
塩野・しおねえはお馴染みのエヴァ9を選択する！勝利するのはどっちだ！■アビバ鶴見店●CR大海物
語3スペシャル

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃033

-

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。／第九回戦！ネッス・セグ子 VS 守山アニ
キ・三橋玲子！お互いリーグ戦最終戦となる対戦！アニキ・三橋ペアは地獄少女で1位通過を狙う！ネッ
ス・セグ子ペアはお馴染みの甘デジ！番組後半で思い切った行動に出た二人に…。■アビバ関内店●
CR地獄少女 弐FPL

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃034

-

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。／第十回戦！ドテチン・シルヴィー VS ムム・
ちょび！リーグ最終戦、ドテチン・シルヴィーは大海BLACK、麻雀姫伝を選択！対するムム・ちょびは牙
狼！現在最下位のムム・ちょびペアの巻き返しはあるのか！？■ウエスタン浦安やなぎ通り店●CR牙狼
金色になれ

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃035

-

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。／双極銀玉武闘第三章！今回は準決勝！
対戦はドテチン・シルヴィーぺア VS ネッス・セグ子ペア！戦況は両者ともに譲らない均衡した展開！決勝
進出を懸けた大事な戦いを制し、決勝に駒を進めるのはどちらのペアか！■アビバ鶴見店●CR大海物
語BLACK LIGHT

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃036

-

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。／今回はいよいよ第三章決勝戦！対戦カー
ドは前章の決勝戦と同様、守山アニキ・三橋玲子ペア VS ドテチン・シルヴィーペア！果たして激戦を制し
最高双極の称号を手にするのはどちらのペアか！？■ウエスタン浦安やなぎ通り店●CRキャプテン翼 南
葛V3激闘編

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃037

-

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。／双極銀玉武闘（ペアパチンコバトル）第四
章！今回は第四章開幕戦！ドテチン・シルヴィー VS しゅんく堂・高田純子！二連覇中のドテチン・シル
ヴィーペアが初戦から王者の貫録を見せつける！？■ウイングキャッスル●CRルパン三世 -消されたル
パン-

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃038

-

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。／守山アニキ・三橋玲子 VS SF塩野・しおね
え！アニキ・三橋ペアは「CRヱヴァンゲリヲン10」、SF塩野・しおねえペアは「CRフィーバーマクロスフロン
ティア2」を選択！両ペア共に第四章初戦！■ウエスタン浦安やなぎ通り店●CRヱヴァンゲリヲン10

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃039

-

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。／ドテチン・シルヴィー VS ネッス・セグ子！
ドテチン・シルヴィーは台移動を繰り返しあらゆるスペックで勝負をかける！ネッス・セグ子は主に得意の
「甘デジコーナー」で勝負！激闘を制し勝利するペアはどっちだ？■アビバ鶴見店●CRビッグドリーム 神撃 HNC

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃040

-

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。／守山アニキ・三橋玲子ペアは「バラエ
ティーコーナー」を選択！しゅんく堂・高田純子ペアは「CR牙狼 魔戒ノ花XX」で一気に勝負を決めにい
く！？勝利を手にするペアは！？■コンサートホール成増パチンコ館●CR牙狼 魔戒ノ花XX

タイトル

内容

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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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齢制限

配信
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双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃041

-

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。／SF塩野・しおねえ VS ネッス・セグ子！SF
塩野・しおねえペアは朝一「CR押忍！ど根性ガエル」を選択！ネッス・セグ子ペアは得意の甘デジコー
ナーで勝負！勝利を手にするのはどちらのペアなのか？■ザ シティ ベルシティ 篠崎店●CR押忍！ど根
性ガエル

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃042

-

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。／守山アニキ・三橋玲子 VS ドテチン・シル
ヴィー！守山・三橋ペアは「CRAルパン三世 -主役は銭形-」を選択！ドテチン・シルヴィーペアは「CRヱ
ヴァンゲリヲン10」を選択！勝利を手にするのはどちらか？■ウイングキャッスル●CRAルパン三世 -主
役は銭形-

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃043

-

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。／SF塩野・しおねえ VS しゅんく堂・高田純
子！いよいよリーグ戦の対決も残りわずか！決勝トーナメントへ進出するためにも今回の対決は両ペア
共に勝利は譲れない！激戦を制し勝利を掴むのはどちらのペアだ！？■アビバ鶴見店●CRビッグドリー
ム -神撃 HNC

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃044

-

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。／守山アニキ・三橋玲子 VS ネッス・セグ
子！守山・三橋ペアは今回の対決がリーグ戦での最終戦！一方のネッス・セグ子ペアは現時点では最下
位。両ペア共に気合の入った一戦！■ウエスタン浦安やなぎ通り店●CRA牙狼金色になれ -ザルバとの
契約- RR

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃045

-

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。／SF塩野・しおねえ VS ドテチン・シル
ヴィー！両ペア共に今回の対決がリーグ戦での最終戦！そして、今回の対決で負けたペアはリーグ戦最
下位濃厚か！？絶対に負けられない大一番！■ザ・シティ ベルシティ篠崎店●CRスーパー海物語IN沖
縄3

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃046

-

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。／ネッス・セグ子 VS しゅんく堂・成田ゆう
こ！いよいよリーグ戦の最終戦！今回勝利したペアが予選リーグ一位通過決定！しかし、敗北してしまう
と予選落ちの可能性も。リーグ最終戦を勝利で飾るのはどちらだ？■ウイングキャッスル●CRエヴァンゲ
リオン9

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃047

-

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。／いよいよ準決勝！SF塩野・しおねえ VS
しゅんく堂・成田ゆうこ！リーグ戦を突破した強者達がアツいバトルを繰り広げる！！決勝進出を懸けた大
事な一戦！勝利して駒を進めるのはどちらのペアだ！？■ザ・シティ ベルシティ篠崎店●CR大海物語
BLACK MAX

双極銀玉武闘 PAIR PACHINKO BATTLE ＃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。／SF塩野・しおねえ VS ネッス・セグ子！激
戦だった第四章もいよいよクライマックス！両ペア共に決勝戦に相応しい出玉で大接戦？勝利を掴み最
高双極（ゴールドペア）の称号を手にするのは果たしてどちらのペアだ？■アビバ鶴見店●ぱちんこCR北
斗の拳6 天翔百裂

他人のSEXで生きてる人々 ＃21-1 厳選美熟女AV
女優編

R-18

配信中

◆アダルト業界の裏話が聴けちゃうエッチなトークバラエティ！★今回のテーマは【厳選美熟女AV女優座
談会】男狩りするためにAV女優へ。若さの秘訣は唾液交換。年を取るほど増す熟女の性欲！暴露！プロ
野球選手とのエッチ体験！

他人のSEXで生きてる人々 ＃21-2 天津木村がも
う一度会いたいAV女優編

R-18

配信中

◆アダルト業界の裏話が聴けちゃうエッチなトークバラエティ！★今回のテーマは【もう一度会いたいAV女
優座談会】今まで出演した濃キャラ女優勢ぞろい！LINEで簡単にエッチまで？SEXしたくなったら仕事す
る！天津木村ピンチ！？

団地妻の欲望 乱れる熟女たち

R-18

配信中

AVドラマの金字塔、鬼才「川崎軍二」が描く熟年夫婦の性の深淵！都内のとある団地で繰り広げられるド
ラマ。ごく普通の主婦たちが両隣のどスケベ主婦により、次第に性に対して開放的になっていく様を描いた
作品。

弟のモノを深く挿したい美人の姉！クンニじゃ我慢
できない！

R-18

配信中

弟の洗濯物の匂いを嗅ぎながらオナニーする美人でエロい姉。大好きな弟と近●相姦したいんです！…
禁断行為を哀願する美人の姉が一人暮らしの弟の家へ！弟との近●相姦を目論む姉は、あの手この手
で弟の気を引こうとする。ついには寝ている弟のチ●コにむしゃぶりついてしまうのだが、このまま近●相
姦へまっしぐらなのか！？

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…。

八局麻雀 ＃001 予選第1戦

-

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。／※番組内の告知は、当時のものとなり
ます。ご了承ください。／＃001／本編では予選第1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。

八局麻雀 ＃002 予選第2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。／＃002／本編では予選第2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

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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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八局麻雀 ＃003 予選第3戦

-

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。／※番組内の告知は、当時のものとなり
ます。ご了承ください。／＃003／本編では予選第3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。

八局麻雀 ＃004 予選第4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。／＃004／本編では予選第4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！

犯されてしまった女たち 嫌…でも感じちゃう… 第
四幕

R-18

配信中

女に飢えた若い男に犯された熟女たち第4弾！！ふとした瞬間に垣間見えたエロスに青年たちは…！初
めは拒んでも徐々に気持ち良さを覚える女体。

美女家庭教師の谷間レッスン

R-18

配信中

親友の玲子から家庭教師のバイトを紹介された真弓。二浪中の浩二の父親である祐二との面接も終わ
り、真弓の家庭教師が始まった。しかし浩二は真弓の胸の谷間が気になって仕方がなかった…。

本当の愛に気付いた私… 禁断の姉妹愛…

R-18

配信中

最近音信不通になっていた義理の姉妹たちが偶然にも再会する。ある日、妹が同棲中の彼氏と喧嘩をし
て家を飛び出し、姉の自宅に訪ねて来た。そんな中、姉は会社内の男に惹かれていくが…。

夜王誕生 -真黒の太陽-

R-15

配信中

人の良さだけが取り柄の元サラリーマンが、ホストの世界で成り上がっていく姿を描いたドラマ。キャバ嬢・
ユミの下へ通い詰めるサラリーマン・吉男は、会社をクビになり、ホストクラブの門を叩くが…。

誘女、派遣します episode1

-

配信中

episode1／『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 episode2

-

配信中

episode2／『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！？

隣の団地妻

R-18

配信中

団地の隣同士に住む年配の伊藤夫婦と若い三島夫婦は、表向きは平凡な生活を送っていた。しかし伊藤
夫婦は性生活の欠如から離婚の危機を迎えていたのだった…。

Sexy Angel ＃114

R-18

8月1日～

＃114／独特な色気を醸し出すセクシーお姉さん。蓮実クレア Part2／生年月日：91年12月3日／身長：
158cm／サイズ：B87（Fカップ）・W56・H89

Sexy Angel ＃115

R-18

8月1日～

＃115／あどけなさの残るキュートさ。きみと歩実 Part1／生年月日：94年3月7日／身長：149cm／サイズ：
B80（Dカップ）・W58・H84

Sexy Angel ＃116

R-18

8月1日～

＃116／あどけなさの残るキュートさ。きみと歩実 Part2／生年月日：94年3月7日／身長：149cm／サイズ：
B80（Dカップ）・W58・H84

Sexy Angel ＃117

R-18

8月1日～

＃117／ゆるふわ美少女 ロリータフェイス。涼川絢音 Part1／生年月日：93年11月14日／身長：157cm／
サイズ：B86（Eカップ）・W56・H86

SILVER

R-15

8月1日～

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…。

Sweet Angel ＃021

R-18

8月1日～

＃21／デビューから人気爆発中の大型新人、Gカップ。夢乃あいか／生年月日：94年8月26日／出身地：
東京都／身長：149cm／サイズ：B79・W52・H78

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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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齢制限

配信
開始

Sweet Angel ＃022

R-18

8月1日～

＃22／12年ぶりに復活 懐かしのセクシーアイドル。瞳リョウ／生年月日：75年9月21日／出身地：東京都
／身長：160cm／サイズ：B86・W60・H86

Sweet Angel ＃023

R-18

8月1日～

＃23／演技派セクシー女優。熟女女優の代名詞的存在。川上ゆう／生年月日：82年3月3日／出身地：東
京都／身長：150cm／サイズ：B85・W60・H86

Sweet Angel ＃024

R-18

8月1日～

＃24／恵比寿マスカッツ卒業生、遂に登場！推川ゆうり／生年月日：90年6月13日／出身地：大阪府／身
長：165cm／サイズ：B93・W60・H90

アナタもヤレる！好きモノ団地妻ハメ倒しマップ 自宅に押しかけヤリまくり！

R-18

底なしの性欲…超濃厚SEXに相手の男優も驚愕！◆知らないうちにスゴイ事になっていた！夫の居ぬ間
8月1日～ に浮気SEX当たり前！“リアル”な団地妻の生態を完全公開！人の妻と逢瀬を重ねる…男の夢実現！◆
モデル級の美人奥さんが憧れの裸エプロンに！そのまま夫しか入ることが出来ない寝室へ直行！

イメ☆パラ ＃012

R-18

＃12／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
8月1日～ 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！！

タイトル

内容

ガールズパチンコリーグ・ブラック ＃015

-

8月1日～

＃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

-

8月1日～

＃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！

カリスマチューニング -スーパーカー- ＃007

-

8月1日～

＃7 Las Vegasで車椅子少年に夢を！／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- ＃008

-

8月1日～

＃8 supercar ツーリング／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★スクランブル・パンクハウス・アダ
ルト・ランジェリー追い剥ぎデスマッチ 大みそかだ
よ！女の子にしか出来ない闘いがココにあるッ！
2013年12月31日

R-18

8月1日～

美女ばかりの4WAY大みそかバトルは、オモチャ使いたい放題！！スレンダー美女の若林は、白のラン
ジェリーで登場。超美形な金城愛菜は黒のセクシー系で、山咲千厘はムチムチ巨乳がこぼれそう！デイ
ジーマインはお尻も胸もぼよーんと飛び出し、渡邊みりは赤い妖艶下着でリングイン。そんな4人の美女が
オモチャ使い放題で上も下もポロリ！？

キャットファイト★メインイベント ミクスド・ストリート
ファイトマッチ はちゃめちゃ！お下品熱帯夜2014
年9月19日

R-18

8月1日～

大仁田厚が登場の過激試合。でも石橋葵はちょいカワイかったりする。大仁田と矢口が登場する一戦は、
会場内ならどこでも乱闘OKの超過激対決！！矢口とモンゴルは入場早々に長机と金棒を持ち込み、殺る
気満々。ゴングが鳴るやいなや場外乱闘の大乱戦となった。しかし、最後は何故かみんな仲良しのマイク
パフォーマンスでハッピーエンディング。

キャットファイト★陰毛じゃんけん 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

8月1日～

ムチムチとスレンダーが、己の陰毛を賭けて戦った、性器の対決！それぞれブルーとグリーンのセーラー
●ーン的衣装で登場した藤本ぽやなとラミ。ムチムチとスレンダーの対決となった一戦は、陰毛じゃんけん
デスマッチ。じゃんけんの掛け声と共に双方自身の陰毛を抜き、数多く抜けた方が勝ちとか…。お客さん
が数えたり、和気あいあい。

キャットファイト★凶器公認・月光闇討ちマッチ 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

8月1日～

暗闇で何があった？場内が明るくなるとキラ☆アンがビキニ姿に！！佐野直とキラ☆アンの男女対決は、
月光闇討ちマッチ！1分おきに照明が落とされ、暗闇の中で闘うことに。セクシーなショートパンツ姿で入場
したムチムチセクシーなキラ☆アン。暗闇になる度にヤメテーとかダメダメダメーとエロっぽい声をあげ、お
客さんの期待を煽りまくる！

キャットファイト★即尺バナナマッチ 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

8月1日～

バナナ？をしゃぶるという、よくわからないルールが意外にソソル！セーラー服コスチュームのアマヅカゼ
ナとセクシー巨乳衣装れいかの戦いは、即尺バナナマッチ。戦いながらもバナナボーイがアソコに付けた
バナナ？をしゃぶるというよくわからないルール。観客は至近距離で見物。それでも2人はアソコもアソコも
出しまくりながら戦います！

ごく普通の奥さんが自宅で不倫する瞬間（1）-秋元
ほのか30歳

R-18

8月1日～

巨乳がエロい奥さんの自宅で不倫！コワーい旦那が帰る前にSEX！◆自宅で不倫SEXする番組に応募し
た葛飾区在住の主婦・秋元ほのかさん。普段夫と寝ている布団の上で性感マッサージされて大量潮吹
き！◆いよいよ不倫SEX…と、その時、強面の旦那さんから電話が…◆激しくピストンされながら大声でイ
キまくる！熟れた体が極エロ！

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

セクシー☆パラダイス ＃006

R-18

8月1日～

＃6／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…沖田杏梨 Part2／サイ
ズ：B101・W59・H92

セクシー☆パラダイス ＃007

R-18

8月1日～

＃7／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 Part1／サイ
ズ：B97・W60・H89

テリー伊藤と訳あり女 ＃001

-

8月1日～

＃1 177cm！巨人美人シングルマザー／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 ＃001

-

8月1日～

＃1 激アツ夜スポット in 大阪／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 ＃002

-

8月1日～

＃2 マニア向け夜遊び in 名古屋／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！

どチンピラ12 危険なフェロモン

R-15

8月1日～

大人気Vシネシリーズ第12弾。コマシ屋・仁は恵美という美女に迫るが、あっけなくフラレてしまう。その夜、
バーで声をかけた則代は偶然にも恵美の知り合いだった。そして彼女から、ある依頼を受けるのだが…。

ヌードスタジオ 撮られた人妻の白い肌

R-18

8月1日～

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…。

パチスロ常勝理論！＃289

-

8月1日～

今回はゲストに木村魚拓がついに登場！木村はハーデスで、ポロリはバジリスク絆でスタート。果たして
木村魚拓の常勝理論とは！？

パチスロ常勝理論！＃290

-

8月1日～

今回は、伊藤真一とワサビのコンビで実戦。伊藤がクランキーセレブレーション、ワサビがニューキングハ
ナハナとポロリが心配していた両名とも液晶の無い機械での実戦になってしまった。

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃001

-

※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！
8月1日～ 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

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃002

-

8月1日～

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃003

-

※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2回戦前半戦。みごとSeason7の入れ替
8月1日～ え戦で勝利したポコ美が本戦復帰！これを迎え撃つのはSeason7優勝・準優勝の優希とドテチン。復帰戦
は何とか勝利を収めたいポコ美が、最強の敵とどう戦うのか？■123＋N東雲店●CR地獄少女 弐

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃004

-

※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2回戦後半戦。前半戦から地獄少女で
8月1日～ 順調に当たりを重ねるポコ美と、それを追うドテチンと優希の戦い。ポコ美は2人の猛追を振り切り、本戦
復帰第1戦で勝利を飾ることができるのか！？お楽しみに！■123＋N東雲店●CR地獄少女 弐

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃005

-

8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。／現在3ポイントの助六と、1ポイントのシル
ヴィー・ドテチン。現在最下位のシルヴィーは、いよいよ大勝負に出て、見事勝ち点を取ることはできるの
か！！？いよいよ中盤戦突入！目が離せない第3回戦開幕！■パーラースーパーセブン新高円寺店●
CRヤッターマン

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃006

-

8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。／助六は前半戦で初当りを3回引くもST即抜
けという残念な状況。ドテチンもっと悪く当りゼロ。シルヴィーは前半なんと約20000発！このままシル
ヴィーが逃げ切るのか？ドテチン、助六の大逆転はあるのか？■パーラースーパーセブン新高円寺店●
CRヤッターマン

タイトル

内容

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／前半戦ではなかなか実戦台が定まらない
優希・助六であったが後半戦はどう攻める？一方シルヴィーは早々に地獄少女弐で戦うことを決めたよう
だが…第1回戦から白熱の展開。見逃せない戦いがここにある！■123＋N東雲店●CR大海物語3スペ
シャル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃007

-

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／ここまでなんとシルヴィーが勝ち点5でトッ
8月1日～ プ！次いでポコ美が勝ち点4で2位に着けている。今Seasonは好調の女子2人と、それを勝ち点2で追うドテ
チンの戦い。ドテチンが波乱を巻き起こすのか！お楽しみに！■キコーナ蒲田店●CRリング -呪い再び-

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃008

-

8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。／前半戦シルヴィーはわずか2回転で初当り
を引き13連15500発ゲット！ポコ美も10連して21500発ゲット！ドテチンも悪くないが2人が凄すぎた！シル
ヴィーとポコ美どちらかが優勝決定戦進出を決めるのか！■キコーナ蒲田店●ぱちんこCRあしたの
ジョー

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃009

-

8月1日～

※本編内テロップに一部誤記がございますが、内容は第5回戦前半戦となります。また、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5回戦前半戦。ここまでポコ美は勝ち点5で安泰。それに
対し助六が勝ち点3、優希が勝ち点2と、2人にとっては入れ替え戦行きを賭けた大切な一戦。■将軍 葛西
店●CRキャプテン翼

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃010

-

8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。／第5回戦後半戦。後半戦STスタートの助
六。それを優希、ポコ美が追う展開。まだまだ大差ない状況で誰が勝ってもおかしくない！助六、優希はた
してどちらが入れ替え戦行くのか？ポコ美は優勝者決定戦に進むことができるのか？■将軍 葛西店●
CRキャプテン翼

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃011

-

8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。／第1戦。優勝者決定戦の常連だったドテチ
ン・優希と2シーズン連続で出場停止中の七之助の戦い。ドテチン・優希は入れ替え戦があまりにも久しぶ
りなのでルールさえ分からない！？対して入れ替え戦常連の七之助がどう戦うのか？■ゴードン品川店
●CRキャプテン翼

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃012

-

8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。／入れ替え戦で初めて第2戦まで進んでし
まった優希と、入れ替え戦第2戦の常連となってしまった七之助の戦い。優希と七之助共に様々な作戦を
駆使してしぶとく戦う。七之助は3シーズン連続で出場停止になってしまうのか？■ゴードン品川店●CR
キャプテン翼

パチマガGIGAWARS シーズン8 ＃013

-

※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史上初のポコ美、シルヴィーに
8月1日～ よる女子対決！今までとは全く違う圧倒的な強さで1位になった「ギガシルヴィー」と同じく今Season調子の
良かった2位ポコ美の対決！初代女王は？■ミュー川口芝店●CRフィーバーマクロスフロンティア2

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃208

-

8月1日～

モデル・オノ編／今回の達人ゲストはモデル・オノ。遥ちゃんは銭形平次withでんぱ組、塾長は花の慶次
X、モデル・オノは沖海4でスタートする。

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃209

-

8月1日～

ヒラヤマン編／今回の達人ゲストはヒラヤマン。朝一ヒラヤマンはなんと天下一閃でスタート。塾長と遥
ちゃんは仲良く？水戸黄門IIIで実戦する。

プチ濡れメール白書 彼氏にはナイショで…

R-18

8月1日～

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

8月1日～ 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

-

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
8月1日～ 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

-

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
8月1日～ 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

-

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
8月1日～ 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

-

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
8月1日～ 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！

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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
悪党図鑑2

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

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、
8月1日～ 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…。

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。

淫らなH体験告白 4人の投稿実話2

R-18

8月1日～

家庭教師の体験告白 性欲の虜

R-18

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
8月1日～ 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。

監獄飼育 凌辱の女囚アリサ

R-15

人気セクシー女優主演のエロスドラマ。恋人に騙され、外国の刑務所に収監されていたアリサは、帰国後
8月1日～ ホステスとして働きながらも無気力な日々を送っていた。やがて彼女は、ゼネコン会社の副社長・崇とつき
合い始めるが…。

希崎ジェシカ／湯けむりおっぱい 春の陣

R-18

8月1日～

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

8月1日～

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…！？

桐山瑠衣／るいたわわ

禁断の近●相姦！肉欲に溺れる母と息子たち（4）

-

R-18

復活作も大好評！今ノリに乗っている桐山瑠衣ちゃんのイメージ。セクシーさを身につけ、大人の色気で
8月1日～ 急接近！人懐っこい童顔フェイス、サービス精神はそのままに、規格外爆乳がぐんぐん、ぶるぶる迫りま
す！

8月1日～

4組8人の愛情が性欲に変わる瞬間！母子の近●相姦第4弾！◆ひとつ屋根の下で暮らす母と息子が込
み上げる衝動を抑えきれずに過ごす禁断の夜。当事者が盗●した近●相姦母子編第4弾！◆美人な母に
ゾッコンの息子は両親の離婚を大歓迎！2人きりになった家で母を押し倒す！◆他、4組8人の母子が禁
断の近●相姦！

銀玉命！銀次郎2

-

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
8月1日～ 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

-

8月1日～

＃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！

光れ！パチスロリーグ ＃016

-

8月1日～

＃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？！

紺野栞／教えて、紺野先生

-

久々の新作が登場！上品さを醸し出す清楚なお姉さん・紺野栞ちゃんのイメージ。とろけそうなほど柔らか
8月1日～ で大きなバストとムチムチボディが魅力的な栞ちゃん。久しぶりの撮影で今まで以上に大胆なポーズで貴
方を悩殺！

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル ＃014

-

8月1日～

＃14 じゃいVS若原隆宏（後）／最強馬券師リーグ、第7戦目は、インスタントジョンソンのじゃいと、スポー
ツ紙競馬記者の若原隆宏の対戦。

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル ＃015

-

8月1日～

＃15 辻三蔵VS鈴木ショータ（前）／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。

罪と罰 ドタマかちわったろかの巻

-

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
8月1日～ 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…。

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

四十路熟女たちの淫らな股間 濡れて感じて

R-18

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
8月1日～ 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

8月1日～

熟女スワッピング旅館 一泊二食美人女将付き

R-18

2話構成のオムニバスエロス。第1話「美人女将が堕ちる背徳の罠」。冴子は父親が残してくれた旅館の女
8月1日～ 将となり、夫と2人で切り盛りしていた。しかし夫との夜の生活は乏しく…。第2話「熟女夫婦が嵌る狂乱の
宴」。

女神降臨 ＃052

R-18

8月1日～

＃52／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！セクシーぶっ飛びガール 番組史上、最もツンデレな
彼女！立花陽香／生年月日：91年12月1日／出身地：東京都／身長：158cm／サイズ：B85・W60・H80

女神降臨 ＃053

R-18

8月1日～

＃53／今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！フレッシュアイドル柑乃美優ちゃん！まだあどけなさ
が残る彼女の魅力を凝縮！柑乃美優／生年月日：93年4月9日生／身長：158cm／サイズ：B80・W58・H83

色欲 淫の寺

R-18

8月1日～

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！！

新・痴●白書3

R-18

8月1日～

大ヒットエロスVシネ新シリーズ。AV監督の杉村は、趣味と実益を兼ねて日々痴漢に励んでいた。そんな
ある日、彼のターゲットになったのが全寮制の学校で厳しく育ったお嬢様の美緒だった…。

人妻Mの秘密 割り切った関係

R-18

8月1日～

「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

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
8月1日～ 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

8月1日～

銭道2 借金地獄抜け道指南

早乙女ルイ／妻美喰い

相良朱音／Milky Glamour

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…。

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！

-

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
8月1日～ 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。

R-18

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
8月1日～ 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…。

-

8月1日～

ミルキーグラマーから期待の新人登場！Gカップバストの癒し系美少女、相良朱音ちゃんの1stイメージ。
童顔ナイスボディの王道グラドル新人ちゃんが、恥じらいながらも小さめビキニで揺れまくります！

他人のSEXで生きてる人々2 ＃1-1 湊 莉久編

R-18

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／◆アダルト業界人たちが集うBARで繰り広
8月1日～ 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【AV女優・湊莉久】AV女優になった
のは暇だったから！？デビュー作で一番衝撃を受けたのは？地元で撮影？

他人のSEXで生きてる人々2 ＃1-2 エロ漫画家編

R-18

◆アダルト業界の裏話が聴けちゃうエッチなトークバラエティ！◆アダルト業界人たちが集うBARで繰り広
8月1日～ 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【エロ漫画家の甘夏】知られざるエロ
漫画家の世界！エロネタはどこで？エロ漫画で重要なのは汁と擬音！

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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

桃尻娘のエッチな大冒険

R-18

借金苦と戦う女子大生を描くピンク作。女子大生の紗彩は学費を稼ぐ為のアルバイトも長続きせず、家賃
8月1日～ も滞納中。さらに、実家の母親から父親の借金の電話が入ってくる。意を決した紗彩は、出張ヘルスの面
接に出向くのだった…。

覗かれた女美容師 不適切な関係

R-18

8月1日～

白衣の令嬢

R-18

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、
8月1日～ 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…。

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
…。

八局麻雀 ＃005 予選第5戦

-

8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。／＃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

-

8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。／＃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

-

8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。／＃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！

八局麻雀 ＃008 予選第8戦

-

8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。／＃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！

美女10人！はしたない本気オナニー覗いちゃいま
した（2）

保田真愛／海辺の花、咲く頃

R-18

-

◆今回も美女10人がイヤラシイ恥態をさらけ出してイキまくり！◆休日のOLはスマホでエロ動画を見なが
8月1日～ らクチュクチュ！◆夜勤明けのナースは溜まったストレスを発散すべく着替え中にヌプヌプ！◆オナニーを
覚えたての女の子は気がつくと指が…◆他、見ればヌケる！美女のオナニー10連発！

8月1日～

スレンダー美人の新作！くりっとした瞳にスッと通った鼻筋、清潔感溢れるルックスに凛とした少女性が売
りの保田真愛ちゃんのイメージ。スレンダーなモデル体型にプリッとした大き目ヒップも魅力です！

母と娘の淫乱物語 肉欲理髪館

R-18

※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
8月1日～ 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！！

僕の彼女は35歳 オトナの女の愛し方

R-18

年上彼女との関係を描く官能ドラマ。社会人1年生のサラリーマンの恭介は上司に怒られてばかりの毎
8月1日～ 日。恋人と心も体も離れがちになっていたそんなある日、仙台支社からセールスレディの木之元真美が移
動して来たのだった…。

堀口奈津美／感じる人妻 煩悩具足 日常編

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！こんなに可愛い人妻に甘
8月1日～ 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！

妹になりたくて。

R-15

※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。／人気セクシー女優主演のエロスドラ
8月1日～ マ。母とふたり暮らしのみひろは、母から交際相手の沢田と同居生活を始めたいと告げられる。沢田には
ひとり息子の健一がおり、気の早いみひろは健一に甘えるが…。

妹の甘い唇2 せつない吐息

R-18

8月1日～

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

-

8月1日～

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！？

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約615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
誘女、派遣します episode4

隣のお姉さん 感じる肉体

※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

-

8月1日～

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！？

R-18

8月1日～

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…。

