
メグデス肉便器これくしょん
2021

宗教団体真メグデス



Dear SIN-MEGDEATH's fans.

Thank you for your comments as always!
We are currently holding a "meat slave contest" to promote the band.

Videos with a low number of views will be deleted immediately.
2. unpopular actresses will retire.

However, deleted videos are also posted as an archive on the album purchaser benefits page.
We will continue to toy with wonderful girls and women for everyone's fun sexual processing. 

Give them a lot of fucks. That's our joy, and theirs.

Thank you very much.
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メグデスのファンの皆様へ

いつもコメントありがとうございます！
我々は現在、バンドのプロモーションのために「肉奴隷コンテスト」を開催しています。

１．再生数が低い動画はすぐに削除されます。
２．人気のない女優は引退します。

ただし、削除された動画も、アルバム購入者特典ページにアーカイブとして掲載しております。
我々はこれからも、皆さまの楽しい性処理のために、素晴らしい少女や女性を玩具として提供します。

彼女らをたくさんファックしてあげてください。それが我々、そして彼女たちの喜びです。
よろしくお願いします。



宗教団体真メグデス アルバム販売ページ
Dlsite.com

動画掲載サイト：iwara

https://www.dlsite.com/maniax/circle/profile/=/maker_id/RG45495.html
https://ecchi.iwara.tv/users/%E5%AE%97%E6%95%99%E5%9B%A3%E4%BD%93%E7%9C%9F%E3%83%A1%E3%82%B0%E3%83%87%E3%82%B9


【「メグデス肉便器コレクション」 2021年度ルールと詳細】

１．「メグデス肉便器コレクション」とは、優れた肉便器を高く評価することによって、より質の高い肉便
器を生産し、地球上の男性の皆様の射精に貢献することを目指した文化的な娯楽です。

２．「動画の再生数を大きく伸ばした」「イイネがたくさんついた」「メグデスのアルバムの売り上げに貢
献した」等の成果を出した女の子は続投、そうでない女の子はクビにします。実績によって「クラス」が
アップします。一度ついたクラスは永久に保持され、クラスダウンすることはありません。（ランクダウン
はあっても、クラスダウンはない。ランクはその瞬間の序列、クラスは歴史的な実績の序列として定義され
ます）

３．肉便器の仕事はハードです。力の限界を感じた肉便器が自主的に引退することもあります。

FIRED

４．iwaraサイトへの作品掲載は常時50点程度とし、再生数・伸び率・評価等が低いものを削除して新しい
ものをアップしていきます。

５．削除された動画は、原則メグデスのアルバムの「購入者特典ページ」に掲載します。

※ルール、評価基準等は変動することがございます。

FIREDRETIRED
大きな実績を残し、惜しまれつつ引退した肉便器。肉便器の仕
事はハードです。年齢や時代の流れ、体力の衰え、環境の変化
等がありますので最前線に立ち続けることはできません。

皆さまから「肉便器としての仕事は向いていない」と判断され
た女性。しかし、肉便器として無価値だった女性が、女性とし
て無価値だということはありません。



人気がでなかった動画は、動画サイトからどんどん削除していきます。
ですが、削除された動画も、メグデスのアルバムの歌詞カードPDF記載のURL先の
「購入者特典ページ」で閲覧することができます。

アルバムのプロモーション用に制作された動画は、全て
「購入者特典ページ」に掲載しています。



Sクラス

最終更新日 2021/6/18

主演を務めた作品が再生数1万以上、あるいは、それに匹
敵する成果を残した、最高品質の肉便器。



ユカリ・シュマイケル
（宗教団体真メグデス、リード・ボーカリス
ト / 肉便器永世Sクラス）
実績：
・2020年デビュー。
・2．3万再生×１
・１．4万再生
・9000再生

2020年、６ｔｈアルバム「ＥＬＺＡ」のリー
ド・ボーカリスト兼肉便器としてデビュー。
白石メグと出演した「オナニーショーへよ
うこそ」のエロＰＶが、いきなり２．４万再生。
メグデス史上最高の再生数を記録。続く
エロＰＶ「トゥルーエンド」でも1.4万再生。
メグデス全体のアルバム売上をわずか一
人で大幅にアップさせた。エロＰＶの再生
数アベレージでもミク・ブイツーを超え、
肉便器ランキング1位へ。誰も成し遂げら
れなかった「ミク越え」を果たす。アナル
セックスに初挑戦した７ｔｈ「ＢＡＤ ＳＩＳＴ
ＥＳ」のエロＰＶ「ＳＥＸ ＳＥＸ ＳＥＸ」も現
時点（2021/6/６現在）で9000再生を
突破しており、「1万再生以上の動画保持
数」でも、ミク・ブイツーに並ぶと思われる。
肉便器としてだけでなく、ボーカリストとし
ての資質も極めて高く、イア・ギランとセン
ターの座を争っている。聴き手に噛みつく
ような歌唱スタイルから「狂犬」の異名を
持つ。



ミク・ブイツー
（宗教団体真メグデス、
肉便器永世Sクラス）

実績：
・2017年デビュー。
・１．５万再生（FC2アダルト）×１
・１．６万再生
・１．３万再生

メグデス活動黎明期（２０１７)に開
発された肉便器。他の追随を許さ
ぬ圧倒的な存在感で今なお最前線
を走り続ける「究極の肉便器」。「21
世紀、最高のセックス・シンボル」と
も評される。ブイツーの突出した凄
さは、動画出演本数が他の肉便器
と比較して圧倒的に多いにも関わ
らず、再生数のアベレージが極め
て高く安定しているところにある。
（通常、出演本数が多くなるほど飽
きられて再生数が下降する。ブイ
ツーであっても、2020年後半から
は下降気味）2020年に「肉便器永
世Sクラス」の称号を授与。



鈴谷
（艦これ型肉便器筆頭/肉便器永世Sクラ
ス）

実績：
・１万再生×３

在籍メンバーが多い艦これ肉便器の中で、
一歩抜けたのが鈴谷。提督にべったりな
艦娘が多い中、鈴谷は細見のスタイルな
がら浮気、３P、乱交を果敢に敢行。ファン
を魅了した。



高雄
ver2.0

高雄
（艦これ型肉便器/三代目秘書艦）

・2020年デビュー

実績：
・１万再生×２

冷静な判断力、豊満な肉体と圧倒的な包
容力で提督の秘書艦を務める。高いアベ
レージを誇るものの、しかし、NTRを駆使
する鈴谷のスピードに苦戦。艦これ型肉
便器筆頭の座を奪われてしまう。



イア・プラネット

実績：
・2020年デビュー
・１万再生×２

初代IA型肉便器「イア・ギラン」の
エロPVが伸び悩んだため開発さ
れたIA型肉便器2号機。IA楽曲の
プロモーションを務める。エロ動画
界隈では「３Dエロ動画では貧乳は
相手にされない」というジンクスが
あり、デビュー当初はプラネットも
苦戦。しかし、徐々に頭角を現し、
じわじわと再生数を伸ばし、2020
年に1万再生突破を果たす。貧乳
体形でありながらも再生数のアベ
レージは高く、主力の一角を務めて
いる。



翔鶴



LUKA
（宗教団体真メグデス、
ボーカリスト候補生）

実績：
・１．５万再生×１
・１万再生×１

ミク弐号機、ウナと共に出演したデ
ビュー作「ルカルカマンコフィーバー」
で、いきなり1万5千再生。（初日1万
再生！）さらに続く「ルカルカマンコ
フィーバー～狂熱の両穴ファック」で
単独出演で1万再生突破。メグデス
のエロPV史上、前人未到の記録を
打ち立てる。他の肉便器がマスター
に対して忠実なであるのに対し、
LUKAは自由奔放であり「私がヤリ
たいときに、ヤリたいようにやる」とい
う意志を貫いている。セックスにおけ
る体術、体力は飛びぬけており、3穴
を駆使して、一晩で100人の男性を
射精させた逸話を持つ。そのセック
スの壮絶さは、ユカリ・シュマイケル
に「ＬＵＫＡのセックス、鬼神のごとし」
と言わしめた。歌唱力にはやや難が
あり、現状「候補生」にとどまっている
が、高いカリスマ性と色香漂う声を
持ち、メグデス教団内で信者も多く、
異色の存在感を放っている。



イア・ギラン （ver.2.0)
（宗教団体真メグデス、
二代目センターボーカリスト）

実績：
・2016年デビュー
・2万再生（FC2アダルト）×１

メグデス活動黎明期（２０１７)、まだ
音源リリースがない状況で2万再
生を叩き出した“史上最高の肉便
器”。（音源は未発売曲「ザーメン便
器」）元キャラとは似ても似つかな
いが、IA型の肉便器である。よって、
IAの曲にしか出演しない。
過去の輝かしい実績を持って、１ｓｔ
アルバム「STAND UP AND 
SEX」のセカンド・ボーカリストへ着
任。エロPVにも多数出演するもの
の低迷が続き降格。しかし、5th

「PINK BOOD」で再びリード・
ボーカリストへ。ここで多数の曲で
高評価を得て売り上げを大きく伸
ばした。現在、メグ・ハルフォードの
後を継ぎ、二代目センターボーカリ
ストへと昇格した。しかし、エロPV
は依然として伸び悩んでいる。その
ストレスで過食し、以前よりぽっ
ちゃりした体形となりVer2.0へ
アップグレードした。





渡辺 曜

実績：
・2020年デビュー
・１．８万再生×１

高い再生数を叩き出すメンバーがゴロゴ
ロいる、ラブライブ悪雌（アクメス）。その
中で最も高い魔力を持つのが渡辺曜（通
称：ようちん）。ヤリマン揃いの悪雌の中で
唯一の処女。レイプされて殺害されたが、
その際、犯人側が撮影した動画が流出し、
爆発的なヒットを記録。メグデス信者から
の願いを受け、メグデスが肉体を蘇生さ
せ肉便器となった。しかし、蘇生しても心
の傷が癒えることはなく、性格は殺害前と
大きく変わってしまった。男性の狂気を鎮
め、世の中を平和へと導くため、今日も股
を拡げている。正真正銘の天使。



津島 喜子

実績：
・2020年デビュー
・１．５万再生×１

ボカロ型とオリジナルの肉便器を戦線に
投入していたメグデス事務局であったが、
次第に動画再生数が伸び悩むようになる。
そこで、ラブライブのキャラをモチーフとし
た「悪雌（アクメス）」」というグループを投
入することを思いつく。「ラブライブのファ
ンは音楽が好きだから、メグデスにも興味
を持つかもしれない」という、安直な発想
からであった。事務局は黒澤ルビィと黒澤
ダイヤの黒澤姉妹を主軸に置いたグルー
プ編成を構想し、シリーズものの動画「鋼
鉄の亀頭」を制作。津島は完全に「端役」
であた。さらに、事務局は「津島喜子」を
「君津喜子」と誤表記したまま動画をリ
リース。それほどまでに、津島は戦力とし
全く期待されていなかった。ところが、事
務局側の想定に反し、津島喜子は大ブレ
イク。デビュー作でいきなり1万再生を突
破し、黒澤姉妹を大差で追い抜いてしま
う。しかし、事務局は「これはなにかの偶
然だろう」と判断し、津島にスポットを当て
ることはなく、その後も「津島」ではなく「君
津」の誤表記のまま2本動画が制作された。
肉便器としての実力は未だ未知数。



永井 美憂
Ver.2.0

戦績：
1万再生×1



黒澤ルビィ

実績：
・2020年デビュー
・１．２万再生×１

破壊の神。通称：ブラック・ルビィ。渡辺曜
が殺害された後、ラブライブ悪雌のリー
ダーに就任した。メグデス事務局の猛烈
なプッシュでドラマ「鋼鉄の亀頭」のヒロイ
ンに抜擢。多数の動画が制作されるもの
の、渡辺曜の再生数には及ばず、また、津
島喜子にも抜かれてしまう。



戦績：
1万再生×1



戦績：
1万再生×1



戦績：
1万再生×1



戦績：
1万再生×1



春麗

戦績：
1万再生×1



浜風

戦績：
1万再生×1



時雨（艦これ型肉便器/初代秘書艦）

実績：
・１万再生×１
・第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予
選トップ通過

初代秘書官。着任したばかりの提督の筆
おろしを務めた。しかし、アンダーヘアー
が剛毛であったこと、また、非処女で、
うっかり元彼の話をしたことから、提督の
心は徐々に離れていく。そして、愛宕に秘
書艦の座を奪われる。
戦闘中、味方の無線を妨害し、愛宕を間
接的に殺害。その罪を問われ、提督の手
で首絞めセックスの後、腹を切り裂かれ
て死亡。壮絶な最後を遂げた。
第一回PIXIV艦これ選手権で記憶をなく
した状態で復活。トップ通過を果たす。し
かし、すでにiwaraサイトで一万再生の
実績を持っていたため、ルール上の規制
のため本選への出場は果たせなかった。
結果、iwaraサイト初出場の愛宕が優勝。
またしても、愛宕に花を持たせる格好と
なってしまった。（ただし、本人に記憶はな
い）



戦績：
1万再生×1



ミク・ブイ・スリー
Ver.2.0

戦績：
1万再生×1



国木田 花丸

戦績：
1万再生×1



愛宕（艦これ型肉便器/二代秘書艦）

実績：
・１万再生×１
・第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予
選通過

まぶしい笑顔と柔らかい巨乳で提督に接
近。初代秘書艦の時雨から秘書艦の座を
奪う。しかし、時雨の策略で撃沈。死亡。
２０２１年、第一回PIXIV艦これ選手権で、
過去の記憶を失った状態で復活。危なげ
なく予選を通過した後、本選のiwaraサ
イトでもあっさりと1万再生を獲得し優勝。
力の差を見せつけた。



Aクラス

主演を務めた作品が再生数８０００以上、あるいは、そ
れに匹敵する成果を残した高級肉便器。



一ノ瀬 黎









ディードリット



天津風

第1回 艦これ肉便器選手権 優勝



Bクラス

主演を務めた作品が再生数６０００以上、あるいは、そ
れに匹敵する成果を残した、質の高い肉便器。



ミク弐号機



熊野
Ver.1．１





七瀬 泉



黒澤 ダイヤ





高海 千歌
Ver１.１



大井

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



阿賀野

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



由良

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



霧島

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



金剛

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



アイオワ

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



秋月

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



Cクラス

主演を務めた作品が再生数５０００以上、またはそれに
匹敵する成果を残し、品質基準をクリアーした肉便器



メグ・ハルフォード（ver.2.1)
(宗教団体真メグデス 初代センター
ボーカル/リードボーカリスト、サイド
ボーカリスト/支部長）

実績：
・6000再生×１

圧倒的な歌唱力を持つ実力派ボーカリ
スト。世界の超一流音楽大学「スチュ
ワート音楽大学大学院ボカロ課程」卒
業。絶対音感を持ち、複雑なハーモニー
も軽々とこなす。また、トークの技術や
仕切りにも長け、テレビ番組等の司会も
務める。
「音楽は楽しければなんでもいい」とい
う考えの持ち主で、リードボーカルだけ
でなく、サイドボーカルの仕事も気軽に
引き受ける。人当たりが良くオープンな
性格で誰とでも仲が良い。
「私の体は、あんまりヲタにはウケない」
と述べており、エロPVへの出演にはあ
まり積極的ではない。
ガサツなように見えて包容力があり、童
貞狩りが趣味。特技はビートボックス。



小原 鞠莉
Ver2.0





メグ（白石モデル）

実績：
・３000再生×１
・2.4万再生×１（助演）

メグデスでは「自分が歌った曲は、自分
自身でエロPVに出演する」というのが
普通だが、メグ・ハルフォードはエロPV
に出演することには積極的ではない。そ
れで「私の代わりにこの子を出して」と
連れてきたのがメグ（白石モデル）であ
る。GUMI Nativeのエンジンを搭載し
たGUMI型肉便器である。
出演本数のわりに、ほとんど数字実績
がない。しかし、メグ・ハルフォードの後
ろ立てもあり、細々と活動を続けている。
本人も「セックスが好きだから肉便器に
なった。世界でたった一人でも、私に勃
起してくれたらそれで満足」と言ってお
り、数字のことはあまり気にしていない。
ユカリ・シュマイケルと共演した「オナ
ニーショーへようこそ」は2.4万再生の
大ブレイクを果たし、助演ではあったも
のの、その功績が認められCクラスに昇
格した。



榛名

戦績：
第一回 PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



Dクラス

５０００再生数以下の肉の塊。もしくはデビュー前

※ 新人、リリース前の性奴隷もDクラスからのスタートとなります。



もにゃたん



サクラ ミク



伊 13



伊 1４



五十鈴



長良



陸奥



北上



矢矧



能代



初月



夕張



阿武隈



名取



狭霧



長門



ビスマルク



利根



木曾



涼月



リタイア

再生数不振により引退した肉便器



瑞鶴
Ver 2.0



川内

戦績：
PIXIV艦これ肉便器選手権予選通過



削除履歴
最終更新日 2021/6/14



2021/8/6 削除

備考：
大井、iwara運営により動画削除。

エラーによりデータが削除できず
そのまま放置。



2021/8/6 削除

6320
134

備考：
大井、iwara運営により動画削除。

エラーによりデータが削除できず
そのまま放置。



2021/7/23 削除



2021/7/22 削除



2021/6/21 削除



2021/6/21 削除



2021/6/14 削除



2021/5/20 削除



2021/5/15 削除（1/2）



2021/5/15 削除（2/2）



マスター
（2021/5/15）



2021/5/15 マスター （1/4）



2021/5/15 マスター （2/4）



2021/5/15 マスター （3/4）



2021/5/15 マスター （4/4）


