POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2018年4月
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イってもイってもまだ足りな

ザ・近●相姦 豪華版ＳＰ

旦那の居ぬ間に突撃交渉！幼稚園に子供
を送った帰りのママ友さんたち！童貞く
んと自宅で人生初の王様ゲームしてみま
せんか？旦那とご無沙汰な欲求不満妻を

熟女が喜ぶ肉欲合コン！お持

Ｆカップの姉が一線を越え

ち帰り大歓迎！イケメン男子

る！かわいい義弟が働く整体

と王様ゲームでハメ外してハ

院で揉みしだかれたあげく近

メられて！

●相姦

【高視聴率】５人の四十路マ

放送休止

極上美人妻！特盛り１４人ス
ペシャル VOL.1

ダム31！熟れた身体はいつで
もどこでも発情中。あまりに
も濃厚なエロスと最高の感度
で男を狂わせる！

完熟高齢奥様AVデビュードキュ

若妻と義父…家族なのに本能が求め

全国各地にあるビジネスホテ

てしまう…許されざる関係に溺れゆ

ルの女性マッサージ師はヤラ

く禁断ドラマ！夫のいぬ間に若妻が

大宮・高崎・宇都宮編

メント！疼く肉体の衝動に抗えず 夢の寝取られスワップ筆おろ

目の肥えた視聴者が選んだ義 様が夫と子供に隠れてまさかまさ

10人の完熟妻たちが撮影志願！

し4P!! 変態乱交シチュエー

母と息子の近●相姦映像ベス かのAVデビュー！10人わけあり

若い男にメロメロ！嬉し恥ずかし

ション特盛りスペシャル!!

の不貞現場２時間！

たちの中●しＳＥＸ

昼の中●し情事10人！パーフェクト

を！

独り占めでハメまくり！！中●し放
題！！念願のハーレム筆下ろし大乱交 ４

ベスト VOL.１

初撮り熟女スペシャル！普通の奥

ト10

い！三十路のおばさん保育士 （3）〜義姉が弟を！弟が義姉

せてくれるのか？ＳＰ（5）〜 シワクチャな指で汚されていく！白

人妻がカメラの前で艶姿を魅せつ
ける２時間！

この雰囲気、押せばヤラせてくれるかも?!
「お願いおっぱい揉ませてっ！」「お尻
触らせてっ！」「先っちょだけ入れさせ
てっ！」なりふり構わず土下座で懇願っ!!

近●相姦トライアングル（2）

ハメたいスケベ男と、それをさらりとか
わすしたたかな女達の挿入を賭けた熱い

息子

【中●し！】実はかなりのヤ
〜義母とその妹に挿入したい

西麻布高級人妻性感オイル
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結婚記念日に夫婦で泊まった

リマンだった！？妻の会社の

妻の母親がボクのチンポを頻
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飲み会で録画された旦那の知

繁にまさぐってくるのでヤリ

セックスさせられるが徐々に

らない妻のお宝セックスビデ

たくて堪らない！総集編

感じ出しイキまくるホロ酔い

オ！

戦いっ！

清純妻

若妻と義父…家族なのに本能が求め

【15人！】熟女の老舗ルビー
が贈る『義母子交尾』ファン
が選んだ美熟母BEST
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く禁断ドラマ！夫のいぬ間に若妻が

昭和人妻キネマ館〜夜這いさ

プレズＢａｒの実態（3）

シワクチャな指で汚されていく！白

れる農家の嫁

昼の中●し情事10人！パーフェクト
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体の後妻を奪い合う義理の息

ポ貸せ、ハメるから！

子たち

「かまってくれないアナタが悪い
の・・」旦那に相手にされず女の悦び忘
れかけた20人の人妻達が、当てつけAV出
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【嫁の母】むせかえる女の匂
い！俺の嫁の母 したたる！一
皮むけば性にまみれた只の
「淫乱性欲オンナ」だった！

買い物帰りの団地妻を性感
マッサージでとことんイカせ
てみた

【中●し！】実はかなりのヤリマ

働くおばちゃん！仕事のスト ンだった！？妻の会社の飲み会で
レスは絶頂セックスで解消！ 録画された旦那の知らない妻のお
宝セックスビデオ！
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良作です！

（2）

夫の目の前で寝取られアナル

旦那の居ぬ間に突撃交渉！幼稚園に子供

浮気〜他人とのＳＥＸを旦那
に強いられた妻がお尻の穴を
許す

8人の生活感ある熟女の卑猥映
働くおばちゃん！仕事のスト

像！絶対ヌケル！四十路・五

レスは絶頂セックスで解消！

十路・還暦熟女えげつない中
●しSEX！

【高視聴率】５人の四十路マ

を送った帰りのママ友さんたち！童貞く
んと自宅で人生初の王様ゲームしてみま
せんか？旦那とご無沙汰な欲求不満妻を

ダム31！熟れた身体はいつで

独り占めでハメまくり！！中●し放
題！！念願のハーレム筆下ろし大乱交 ４

も濃厚なエロスと最高の感度

もどこでも発情中。あまりに
で男を狂わせる！

【嫁の母】むせかえる女の匂
い！俺の嫁の母 したたる！一

四十路美熟女が集まるディー

日本橋編

皮むけば性にまみれた只の

プレズＢａｒの実態（3）

「淫乱性欲オンナ」だった！
この雰囲気、押せばヤラせてくれるかも?!
「お願いおっぱい揉ませてっ！」「お尻
触らせてっ！」「先っちょだけ入れさせ
てっ！」なりふり構わず土下座で懇願っ!!
ハメたいスケベ男と、それをさらりとか
わすしたたかな女達の挿入を賭けた熱い

妻の母親がボクのチンポを頻
繁にまさぐってくるのでヤリ
たくて堪らない！総集編

妻の母親がボクのチンポを頻
繁にまさぐってくるのでヤリ
たくて堪らない！総集編

つけちゃいましょ！中に出されちゃうと
ころもねｗ

完熟高齢奥様AVデビュードキュ

初撮り熟女スペシャル！普通の奥様
が夫と子供に隠れてまさかまさかの

行ってオマ●コを慰めたい総

AVデビュー！10人わけあり人妻がカ

集編

メラの前で艶姿を魅せつける２時
間！

若妻と義父…家族なのに本能が求めてし
まう…許されざる関係に溺れゆく禁断ド
ラマ！夫のいぬ間に若妻がシワクチャな
指で汚されていく！白昼の中●し情事10
人！パーフェクトベスト VOL.2

【高視聴率】５人の四十路マ
もどこでも発情中。あまりに

母と息子の近●相姦映像ベス

集編

若い男にメロメロ！嬉し恥ずかし

も濃厚なエロスと最高の感度

ト10

の不貞現場２時間！

で男を狂わせる！
何も知らずに撮影にやって来

マッサージ総集編 VOL.2

夢の寝取られスワップ筆おろ
し4P!! 変態乱交シチュエー
ション特盛りスペシャル!!

ジム・病院・エレベーター
【中●し！】実はかなりのヤリマ

買い物帰りの団地妻を性感

ンだった！？妻の会社の飲み会で

マッサージでとことんイカせ

録画された旦那の知らない妻のお

てみた

宝セックスビデオ！

四十路美熟女が集まるディー
プレズＢａｒの実態（3）

働くおばちゃん！仕事のスト
レスは絶頂セックスで解消！

若妻と義父…家族なのに本能が求めてし
まう…許されざる関係に溺れゆく禁断ド
ラマ！夫のいぬ間に若妻がシワクチャな
指で汚されていく！白昼の中●し情事10
人！パーフェクトベスト VOL.１

関西五十路ドスケベおばちゃ
ん！あかん、めっちゃ気持ち
エエ〜！やっぱり生や！生が
一番ええ！

ビックモーカルの時間！バラ

旦那の居ぬ間に突撃交渉！幼稚園に子供

全国各地にあるビジネスホテ

を送った帰りのママ友さんたち！童貞く
んと自宅で人生初の王様ゲームしてみま
せんか？旦那とご無沙汰な欲求不満妻を

エティ企画BEST８選！オール ルの女性マッサージ師はヤラ
中●しこれは抑えておきたい せてくれるのか？ＳＰ（5）〜
良作です！

大宮・高崎・宇都宮編

独り占めでハメまくり！！中●し放
題！！念願のハーレム筆下ろし大乱交 ４

目の肥えた視聴者が選んだ義

激しすぎてお義母さんもうダ

ビックモーカルの時間！バラ

母と息子の近●相姦映像ベス
ト10

メ…背徳のハードピストンに エティ企画BEST８選！オール
10人の義母が悶える禁断情事

中●しこれは抑えておきたい

２時間

良作です！

この雰囲気、押せばヤラせて
夢の寝取られスワップ筆おろ 近●相姦トライアングル（2）
し4P!! 変態乱交シチュエー

〜義母とその妹に挿入したい

ション特盛りスペシャル!!

息子

極上美人妻！特盛り１４人ス
ペシャル VOL.1

くれるかも?!「お願いおっぱ

お母さんは俺が姦る！エロい

い揉ませてっ！」「お尻触ら

体の後妻を奪い合う義理の息

せてっ！」「先っちょだけ入

子たち

8人の生活感ある熟女の卑猥映
像！絶対ヌケル！四十路・五
十路・還暦熟女えげつない中
●しSEX！

完熟高齢奥様AVデビュードキュ

初撮り熟女スペシャル！普通の奥様

ダム31！熟れた身体はいつで

買い物帰りの団地妻を性感

もどこでも発情中。あまりに

マッサージでとことんイカせ

10人の完熟妻たちが撮影志願！

が贈る『義母子交尾』ファン

も濃厚なエロスと最高の感度

てみた

若い男にメロメロ！嬉し恥ずかし

が選んだ美熟母BEST

メント！疼く肉体の衝動に抗えず 【15人！】熟女の老舗ルビー

ごく普通の夫婦10組 リアルな
夜の営み隠し撮り（5）

全国各地にあるビジネスホテ
ルの女性マッサージ師はヤラ

人妻ナンパ中●しイカセ 25

せてくれるのか？ＳＰ（5）〜

日本橋編

大宮・高崎・宇都宮編

この雰囲気、押せばヤラせてくれるかも?!
「お願いおっぱい揉ませてっ！」「お尻
触らせてっ！」「先っちょだけ入れさせ
てっ！」なりふり構わず土下座で懇願っ!!
ハメたいスケベ男と、それをさらりとか
わすしたたかな女達の挿入を賭けた熱い
戦いっ！

激しすぎてお義母さんもうダ

熟女が喜ぶ肉欲合コン！お持

Ｆカップの姉が一線を越え

ザ・近●相姦 豪華版ＳＰ
（3）〜義姉が弟を！弟が義姉
を！

若妻と義父…家族なのに本能が求めてし
まう…許されざる関係に溺れゆく禁断ド
ラマ！夫のいぬ間に若妻がシワクチャな

る！かわいい義弟が働く整体

人妻ナンパ中●しイカセ 25

い！俺の嫁の母 したたる！一

と王様ゲームでハメ外してハ

院で揉みしだかれたあげく近

日本橋編

皮むけば性にまみれた只の

２時間

メられて！

●相姦

ごく普通の夫婦10組 リアルな

西麻布高級人妻性感オイル

夜の営み隠し撮り（5）

マッサージ総集編 VOL.1

お母さんは俺が姦る！エロい お義母さんが教えてあげる 息
体の後妻を奪い合う義理の息

子との中●しSEXでオンナに

子たち

戻る母たち

せてくれるのか？ＳＰ（5）〜
大宮・高崎・宇都宮編
激しすぎてお義母さんもうダ
メ…背徳のハードピストンに
10人の義母が悶える禁断情事
２時間

お義母さんが教えてあげる 息
子との中●しSEXでオンナに
戻る母たち

イってもイってもまだ足りな
い！三十路のおばさん保育士
たちの中●しＳＥＸ

この雰囲気、押せばヤラせてくれるかも?!
「お願いおっぱい揉ませてっ！」「お尻
触らせてっ！」「先っちょだけ入れさせ
てっ！」なりふり構わず土下座で懇願っ!!

てしまいスタッフと強制セッ

ハメたいスケベ男と、それをさらりとか
わすしたたかな女達の挿入を賭けた熱い

クスでイキまくる！

戦いっ！

夢の寝取られスワップ筆おろ

お母さんは俺が姦る！エロい

し4P!! 変態乱交シチュエー

体の後妻を奪い合う義理の息

ション特盛りスペシャル!!

子たち

「淫乱性欲オンナ」だった！

夢の寝取られスワップ筆おろ
し4P!! 変態乱交シチュエー
ション特盛りスペシャル!!

〜義母とその妹に挿入したい
息子

若妻と義父…家族なのに本能が求めてし
まう…許されざる関係に溺れゆく禁断ド
ラマ！夫のいぬ間に若妻がシワクチャな
指で汚されていく！白昼の中●し情事10
人！パーフェクトベスト VOL.１

ごく普通の夫婦10組 リアルな
夜の営み隠し撮り（5）

人妻ナンパ中●しイカセ 25
日本橋編

（3）〜義姉が弟を！弟が義姉
を！

イカされる女性客10人！必ず
マ●コマッサージしてくる女
性専門アカスリ店の全記録
（2）

ンだった！？妻の会社の飲み会で

マッサージ総集編 VOL.2

録画された旦那の知らない妻のお
宝セックスビデオ！

を送った帰りのママ友さんたち！童貞く
んと自宅で人生初の王様ゲームしてみま
せんか？旦那とご無沙汰な欲求不満妻を
独り占めでハメまくり！！中●し放
題！！念願のハーレム筆下ろし大乱交 ４

逆レ●プ！ヤリマン課長！会

近所でエロいと噂の五十路美

社の中でムリヤリ発射！チン

人とハメたい〜タイトミニで

ポ貸せ、ハメるから！

ゴミ出しする姿に思わず勃起

【嫁の母】むせかえる女の匂

イカされる女性客10人！必ず

旦那の居ぬ間に突撃交渉！幼稚園に子供
を送った帰りのママ友さんたち！童貞く

い！俺の嫁の母 したたる！一

マ●コマッサージしてくる女

皮むけば性にまみれた只の

性専門アカスリ店の全記録

「淫乱性欲オンナ」だった！

（2）

んと自宅で人生初の王様ゲームしてみま
せんか？旦那とご無沙汰な欲求不満妻を
独り占めでハメまくり！！中●し放
題！！念願のハーレム筆下ろし大乱交 ４

夫の目の前で寝取られアナル

ンだった！？妻の会社の飲み会で

浮気〜他人とのＳＥＸを旦那

人妻ナンパ中●しイカセ 25

ち帰り大歓迎！イケメン男子

録画された旦那の知らない妻のお

に強いられた妻がお尻の穴を

日本橋編

と王様ゲームでハメ外してハ

宝セックスビデオ！

許す

熟女が喜ぶ肉欲合コン！お持

メられて！
ビックモーカルの時間！バラ

像！絶対ヌケル！四十路・五 ごく普通の夫婦10組 リアルな 極上美人妻！特盛り１４人ス エティ企画BEST８選！オール 四十路美熟女が集まるディー
十路・還暦熟女えげつない中

夜の営み隠し撮り（5）

ペシャル VOL.1

●しSEX！

中●しこれは抑えておきたい

プレズＢａｒの実態（3）

良作です！
完熟高齢奥様AVデビュードキュ

初撮り熟女スペシャル！普通の奥

近所でエロいと噂の五十路美 メント！疼く肉体の衝動に抗えず

妻の母親がボクのチンポを頻 様が夫と子供に隠れてまさかまさ

人とハメたい〜タイトミニで

10人の完熟妻たちが撮影志願！

ゴミ出しする姿に思わず勃起 若い男にメロメロ！嬉し恥ずかし

昭和人妻キネマ館〜夜這いさ
れる農家の嫁

繁にまさぐってくるのでヤリ かのAVデビュー！10人わけあり
たくて堪らない！総集編

の不貞現場２時間！

お義母さんが教えてあげる 息
子との中●しSEXでオンナに

この雰囲気、押せばヤラせてくれるかも?!
「お願いおっぱい揉ませてっ！」「お尻
触らせてっ！」「先っちょだけ入れさせ

戻る母たち

てっ！」なりふり構わず土下座で懇願っ!!
ハメたいスケベ男と、それをさらりとか
わすしたたかな女達の挿入を賭けた熱い
戦いっ！

こんなところでエロ行為17連

旦那の居ぬ間に突撃交渉！幼稚園に子供
を送った帰りのママ友さんたち！童貞く

関西五十路ドスケベおばちゃ

昭和人妻キネマ館〜夜這いさ

浮気〜他人とのＳＥＸを旦那

ん！あかん、めっちゃ気持ち 発！防犯カメラに映った無防備な

れる農家の嫁

に強いられた妻がお尻の穴を

んと自宅で人生初の王様ゲームしてみま
せんか？旦那とご無沙汰な欲求不満妻を
独り占めでハメまくり！！中●し放
題！！念願のハーレム筆下ろし大乱交 ４

2/3

【中●し！】実はかなりのヤリマ

西麻布高級人妻性感オイル

【中●し！】実はかなりのヤリマ

夫の目の前で寝取られアナル

許す

ザ・近●相姦 豪華版ＳＰ

8人の生活感ある熟女の卑猥映

【嫁の母】むせかえる女の匂

ち帰り大歓迎！イケメン男子

たちの中●しＳＥＸ

メラの前で艶姿を魅せつける２時

指で汚されていく！白昼の中●し情事10
人！パーフェクトベスト VOL.2

メ…背徳のハードピストンに

い！三十路のおばさん保育士

AVデビュー！10人わけあり人妻がカ
間！

10人の義母が悶える禁断情事

イってもイってもまだ足りな

が夫と子供に隠れてまさかまさかの

の不貞現場２時間！

で男を狂わせる！

めつけに困惑しながらも感じ

ルの女性マッサージ師はヤラ

旦那の居ぬ間に突撃交渉！幼稚園に子供

近●相姦トライアングル（2）

れさせてっ！」なりふり構わ
【高視聴率】５人の四十路マ

た人妻モデルは矯正下着の締

全国各地にあるビジネスホテ

清純妻

戦いっ！

離婚したばかりの従姉の家に

が選んだ美熟母BEST

10人の完熟妻たちが撮影志願！

西麻布高級人妻性感オイル

感じ出しイキまくるホロ酔い

が贈る『義母子交尾』ファン

行ってオマ●コを慰めたい総

備な素●女性たち〜スポーツ

セックスさせられるが徐々に

マッサージ総集編 VOL.1

【15人！】熟女の老舗ルビー

目の肥えた視聴者が選んだ義

発！防犯カメラに映った無防

ホテルで、無理やり他人と

西麻布高級人妻性感オイル

離婚したばかりの従姉の家に メント！疼く肉体の衝動に抗えず ダム31！熟れた身体はいつで

こんなところでエロ行為17連

結婚記念日に夫婦で泊まった

人妻ナンパ中●しイカセ 25

「かまってくれないアナタが悪い
の・・」旦那に相手にされず女の悦び忘
れかけた20人の人妻達が、当てつけAV出
演！いっぱい感じてるところ旦那に見せ

エエ〜！やっぱり生や！生が 素●女性たち〜スポーツジム・病
一番ええ！

院・エレベーター

人妻がカメラの前で艶姿を魅せつ
ける２時間！

離婚したばかりの従姉の家に
行ってオマ●コを慰めたい総
集編
結婚記念日に夫婦で泊まった
ホテルで、無理やり他人と
セックスさせられるが徐々に
感じ出しイキまくるホロ酔い
清純妻

若妻と義父…家族なのに本能が求めてし
まう…許されざる関係に溺れゆく禁断ド
ラマ！夫のいぬ間に若妻がシワクチャな
指で汚されていく！白昼の中●し情事10
人！パーフェクトベスト VOL.2

8人の生活感ある熟女の卑猥映
像！絶対ヌケル！四十路・五
十路・還暦熟女えげつない中
●しSEX！

【15人！】熟女の老舗ルビー
が贈る『義母子交尾』ファン
が選んだ美熟母BEST

近●相姦トライアングル（2）
〜義母とその妹に挿入したい
息子
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夫の目の前で寝取られアナル
昭和人妻キネマ館〜夜這いさ

浮気〜他人とのＳＥＸを旦那

れる農家の嫁

に強いられた妻がお尻の穴を
許す

Ｆカップの姉が一線を越え

若妻と義父…家族なのに本能が求めてし
まう…許されざる関係に溺れゆく禁断ド
ラマ！夫のいぬ間に若妻がシワクチャな
指で汚されていく！白昼の中●し情事10
人！パーフェクトベスト VOL.2

熟女が喜ぶ肉欲合コン！お持

る！かわいい義弟が働く整体

働くおばちゃん！仕事のスト

ち帰り大歓迎！イケメン男子

院で揉みしだかれたあげく近

レスは絶頂セックスで解消！

と王様ゲームでハメ外してハ

●相姦

メられて！
【中●し！】実はかなりのヤ

西麻布高級人妻性感オイル
マッサージ総集編 VOL.1

リマンだった！？妻の会社の
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