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天使の身体Ｅカップ

バスト＆お肌
ボディ色は
３種類から
選択可能！

当社開発の人肌エラストマーはもち肌で伸びが
よく耐久力も強いので
シリコンのような”裂け”の心配がありません。

人肌エラストマーは人間に限りなく近い
バストの柔らかさを実現しました。
振動で動きますし、パイずりも可能です。

 Ｅカップ

人肌の

新素材

人の肌と人肌エラストマー測定
（左）の写真が人の肌　（右）の写真が当社ドール肌質

最新の材質



人肌エラストマーの高耐久性
新素材
耐久力

新機能

関節数

腰プラス関節機能
業界初！  当社独自技術が生み出した
腰プラス関節機能で今までにない身体の折り
曲げ（のけぞり、まんぐり返し等）と曲げ
伸ばしを実現しました。
”腰部分に新たな関節”が入った事により
想像を超える身体の曲げが実現。

２１個の関節機能
全身２１個の関節内蔵 ＋ 人肌エラストマー
構造なので人間を超える身体の折り曲げが
可能になりました。
エラストマーの耐久性を生かす事により
今まで出来なかった限界を超える身体の
曲げ伸ばしが可能になりました。
また手や足の爪もあり指には関節が内蔵され
ておりピースや軽い物を持たせる事が可能。

ステンレス銅の骨格

頑丈な人肌エラストマーだから出来る人間を超える身体の曲げ伸ばし

シリコンでは出来ない伸びのよさと耐久性

裂ける事のない
　この耐久力！

全身に使用している骨格はステンレス鋼
を使用しておりますので、非常に強く、
さびることなく、軽量です。
今まで困難だった身体の折り曲げも
簡単に出来るようになりました。

スーパー材質スーパー材質＆スーパー関節＆スーパー関節



交換オナホ機能
オナホ
交換自由

ボディ側はリアルなヴァギナに造形されて
おり専用ホールをそのヴァギナの中に内蔵
する形で差込をします。

内蔵アナル機能

ボディに内蔵のアナルは高耐久性の人肌
エラストマーですのでアナルを大きく
広げ太い物を繰り返し投入可能です。
アナル内部構造は人間と同じくヒダヒダ
があり締め付けがあるリアル構造です。

アナル

外見

アナル

内部

　　　オナホ＆　　　オナホ＆アナル機能アナル機能

専用オナホールはボディから取り外し自由
で洗浄も楽に出来ます。

３種類
オナホ
＆
構造

20才代の女性器の内部構造で
穴の深さは１６ｃｍです。
中間(9cm)に締まりのある子宮口
のせまい穴がありその奥への
子宮内部への突入感が最高です。
※非貫通式で吸い付くタイプ。
※材質は人肌エラストマー

③柔らか子宮ホール

①やみつき子宮ホール

女性器の内部構造をリアル再現しました。
子宮口の締まり具合はゆるめです。
※非貫通式で吸い付くタイプ。
※材質は人肌エラストマー

②成長期の子宮ホール

成長期の女性器の内部構造。穴の深さ１６ｃｍ。
大人より２ｃｍ短い中間(7cm)に締まりのある
子宮口がありその奥への子宮内部への突入感が最高。
※非貫通式で吸い付きます。
※材質は人肌エラストマー

　　　↑
(子宮内部までの穴深さ17cm)

(子宮口の締まりはゆるめ)
　　　↓



適度な

口
ホ
ー
ル
機
能

高耐久

口ホール

締め付け

柔軟なエラストマーだから出来る人肌に近い口ホール機能。
口を大きく開く事が可能で繰り返し太い物を投入出来ます。

  

指で

動かす

視
線
移
動

口
ホ
ー
ル
内
部

（
断
面
図
）

リアル

口の構造

６
種
類

　
　
ウ
ィ
ッ
グ

本物の人間のモデルから３Ｄ技術を使いミクロ単位にまでこだ

わった高度なリアル造形ヘッドをお楽しみ下さい。

ヘッド機能

対応対応ヘッド５種類ヘッド５種類



メーカー希望販売価格 (澤靴・習糧冽

396,000円

グラビアナーストール
カツプ】 +頭部1個

商品

サイズ

接続可育旨なヘッドは 1個

【145cm
(ヘッド)+ 口＝・Ｅ鵬

LL

ゝ

●商品名

グラビアナースドール 【145cmOEカ ップ】

●商品サイズ

無料

骨格内蔵 関節タイプ ヘッド交換可能タイプ
※関節はグリップボディでポーズを固定できます。

身長 145cm  体重 26キロ
ノヽス ト80cm(Eカ ップ)(32E)
(アンダーバス ト62cm)
ウエス ト52cm ヒップ82cm
肩幅 35cm
腕の長さ (肩から中指の指先までの長さ)62cm
足の付け根からかかとまでの長さ69cm
材質 軟質強化エラス トマー

● 3穴ホールタイプ

●つばみ ●のぞみ
●ゆかり ●愛理
●夏見

■           ■

1 
料

●ロングカール (茶色)

●ツインテーメレ
●ポ三―テール
●シ∃―卜カット
●セミロング
●ロングカ…ル (黒色)

L
①

②

③

交換式 専用オナホール (3種類から選択)

内蔵式 アナリレホール (穴深さ16c m)
内蔵式 おロホール (穴深さ13c m)

●服のサイズ

上着 :7～ 9号
ショーツ :S
足のサイズ :2

●発送時の箱のサイズ

長さ 140cm ヨコ 40cm
タテ 26cm
重量 (総重量)36kg

(M)プラ:E65
ドレス :6号
lcm

1 
料

●やみつき子宮本―ル(穴深さ16cm、 子宮まで9cm)

●成長期の子宮ホール (穴深さ16cm、 子宮まで7cm)

●柔らか子宮ホール(穴深さ17cm)

すべて
① ドール専用収納布団 :1枚

②ホールヒーター :1個

③ウイッグブラシ :1個  ④下着 :1着

⑤取扱説明書・メーカー保証書 (1年間)

無料



メンテナンスサービス

末永くご愛用できるように末永くご愛用できるように

当社ではドールをメンテナンスする当社ではドールをメンテナンスする

サービスをしております。サービスをしております。

ぜひご利用下さい。ぜひご利用下さい。

ドール補修サービス 3,500円
※ドールの破損状況により補修が難しい場合はお断りす

る場合が御座います。※ドール配送料金はお客様ご負担

メイクアップサービス

3,500円

不要ドール引取（里帰り）サービス

ドールに汚れが付いてしまった･･　お肌に傷がついた・・場合には

無料
※ドール配送料金はお客様ご負担

※ヘッドのみ当社に配送です。　
※配送料金はお客様ご負担

長年の使用によるメイク落ち・・



ご注文

ご注文＆お問い合わせ

【本社】Friend Giken Co,. Ltd
埼玉県さいたま市見沼区膝子２７-３

【北海道支社】Friend Giken Co,. Ltd
北海道苫小牧市三光町１－１－２８　

製造
会社

【法務局に会社登記済み】　
会社設立年月日  １９９１年（平成３年） ３月２９日　
会社法人番号　0300-02-021687
【埼玉県公安委員会に申請済み】　　
無店舗型性風俗特殊営業届出済　第４３２０１２２００３０号　

お問い
合わせ

※各店舗、営業時間内にお願いいたします。

ドール補修
メークアップ
ドール処分


