POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2018年5月

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

1

2

火

水

キレイな五十路熟女を性感マッ
サージで心ゆくまでイカせてみ
た（3）
S級熟女スーパーベスト！

超美人な友達の母親の下着を
漁ってこっそりオナニーしてい
たらバレた！？怒られると思っ
たら…優しく抜いてくれた！３

3

4

5

木

金

土

【高視聴率】エロ年増 32！４
名の熟女は満たされない性欲に 一発ヤレそうな美熟女看護師が
敏感な体を疼かせる！開放的な 集まる病院に入院してみた総集
温泉旅行で男を漁り、溜まった

編

性欲を発散する!!

【オススメ】男なら一度はやら

完熟高齢熟女まさかまさかの初
撮りＡＶ出演！普通の奥様たち
10人が欲望剥きだしで不貞現
場を公開する

隣のおばさんが誘惑してくる

ではブラを着けないから乳首スケ

気作品だけをチョイスした選り 痴女プレイ集ベスト!!今すぐヌ 路女医がいる病院〜通い詰めて …。欲求不満のおばさんたち８ スケ！一度見てしまうと二度見す
抜きスーパーベスト１０作品 キたかったら、とりあえずコレ
VOL.１

ＳＥＸしたい

人2時間

るほどでついついガン見していた

『中●し筆おろし』近所の団地

【オススメ】男なら一度はやら

妻に勃起薬を飲まされて、いき モザイク無し！美女20人の本

れてみたいっ!!厳選のドスケベ 中●しＯＫな40歳以上の独身

なりしゃぶられて発射させられ 気イキオナニー全部見せます
て、中●しで筆おろしまでされ

（2）

極上美人妻！特盛り１４人スペ
シャル VOL.2

痴女プレイ集ベスト!!今すぐヌ 美熟女が集まる即ハメ合コンに
キたかったら、とりあえずコレ

てしまった僕。 3
中●しＯＫな40歳以上の独身
美熟女が集まる即ハメ合コンに
密着（3）

で熟れた肉体を包み込んだ熟女 綺麗なおばさんに優しく筆下ろ
たちの艶姿と妖艶な肉弾戦！
むせかえる女の匂い！俺の嫁の
にまみれた只の「淫乱性欲オン
ナ」であった…

【高視聴率】エロ年増 32！４
名の熟女は満たされない性欲に
敏感な体を疼かせる！開放的な
温泉旅行で男を漁り、溜まった
性欲を発散する!!
面倒見が良すぎるアパートの管
理人のおばちゃんはポコチンの
世話もしてくれるのか

ガチ童貞筆下ろしドキュメン

り１０人！魅惑のランジェリー ト！本当に募集で来た童貞達が

西麻布高級人妻性感オイルマッ 母 したたる！「嫁の母」は性
サージ総集編 VOL.3

密着（3）

おじいちゃんの介護士は見るか
らにスケベそうなムチ尻美熟女
〜介護のかたわら僕のチンポを
しゃぶってきた！

しされちゃいます！

発！いつもズリネタにしている 気作品だけをチョイスした選り
抜きスーパーベスト１０作品

ビジネスホテルの女性マッサー 【不貞妻４名出演】中●し人妻 珠玉の熟女ドラマBEST！小娘
札幌

隣のおばさんが誘惑してくる
…。欲求不満のおばさんたち８
人2時間

【オール中●し】奇跡の五十路
【１２人の義母】中●しお義母 熟女！こんな綺麗な奥様達なの
さんが教えてあげるＢＥＳＴ！ に！いざ始まると豹変！女体全
体で感じる姿が堪らない！

一泊二日の背徳の中 には到底醸し出せない鉄板艶女
●し旅

ガチ童貞筆下ろしドキュメン
ト！本当に募集で来た童貞達が
綺麗なおばさんに優しく筆下ろ
しされちゃいます！

男子禁制！レズビアン風俗の実
態〜マ●コとマ●コがぬめり合
う世界

の妖艶な魅力がギッシリ！

面倒見が良すぎるアパートの管
理人のおばちゃんはポコチンの
世話もしてくれるのか

痴態を魅せつける！

五十路の義母さんと近●相姦！
膣中●しされちゃう義母さんの
顔に注目!!

にする絶倫ドS義父！
東京で独り暮らししている大好

西麻布高級人妻性感オイルマッ
サージ総集編 VOL.3

きな義理の息子の家に泊まりに
行きます〜近●相姦してもいい
よね？
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気の密着レッスンでどこまで
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精液注入！この

成しちゃいました！

し、義母の子宮へと男根を挿入 六十路未亡人が娘夫婦の営みを
したい衝動に駆られる息子…背 盗●した理由〜事情を知った娘
まう義母…

の旦那が慰めの近●相姦
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ではない！男を食らい尽くすよう
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中●しＯＫな40歳以上の独身
美熟女が集まる即ハメ合コンに
密着（3）

を懇願する！

昨日まではごく普通の人妻だっ お、お義父様やめて下さい…。

にする絶倫ドS義父！

19

20

金

土

日

義母子交尾！熟れた肉体に興奮

10人の熟女が「まだダメなん

美人パーソナルトレーナー！人 【１２人の義母】中●しお義母 て言わないで…」カッチコチチ

18

西麻布高級人妻性感オイルマッ
サージ総集編 VOL.3

し、義母の子宮へと男根を挿入 バックからブチ込みＳＥＸ６連 【不貞妻４名出演】中●し人妻
したい衝動に駆られる息子…背 発！いつもズリネタにしている 不倫旅行
徳感を抱きつつも受け入れてし

隣のデカ尻奥さんＳＰ（3）

一泊二日の背徳の中
●し旅

まう義母…

「１週間で５Kg痩せる」という通

【高視聴率】エロ年増 32！４

販番組企画で密着取材した奥さん

名の熟女は満たされない性欲に ビジネスホテルの女性マッサー

が意外と可愛かったので撮影ス

人妻ナンパ中●しイカセ26 高
円寺編

タッフがセクハラ三昧したあげく
ＳＥＸまでやっちゃいました

敏感な体を疼かせる！開放的な ジ師はヤラせてくれるのか？in
温泉旅行で男を漁り、溜まった

札幌

ガチ童貞筆下ろしドキュメン
人妻ナンパ中●しイカセ26 高 ト！本当に募集で来た童貞達が
円寺編

綺麗なおばさんに優しく筆下ろ
しされちゃいます！

性欲を発散する!!

一般男女モニタリングAV 温泉旅館で
S級熟女スーパーベスト！
義母子交尾！熟れた肉体に興奮
アフリカ人のでっかい黒光りチ 見つけた叔母・義母・甥の仲良し家族
おじいちゃんの介護士は見るか
むせかえる女の匂い！俺の嫁の
田舎の近●相姦！義父の寝てる 六十路未亡人が娘夫婦の営みを 2017年を彩った作品群から人 し、義母の子宮へと男根を挿入
面倒見が良すぎるアパートの管
ンポ観てみませんか？〜素●娘 限定 巨乳の叔母さんは童貞の甥っ子
らにスケベそうなムチ尻美熟女 【１２人の義母】中●しお義母 母 したたる！「嫁の母」は性
横で息子に襲われる義母のよが 盗●した理由〜事情を知った娘 気作品だけをチョイスした選り したい衝動に駆られる息子…背
理人のおばちゃんはポコチンの
がサワってナメてイレちゃっ に義母と間違えたフリして抱きつき密
〜介護のかたわら僕のチンポを さんが教えてあげるＢＥＳＴ！ にまみれた只の「淫乱性欲オン
り我慢がたまらない！
の旦那が慰めの近●相姦
抜きスーパーベスト１０作品
徳感を抱きつつも受け入れてし
世話もしてくれるのか
着寝されたら優しく筆おろし禁断相姦
た!?
しゃぶってきた！
ナ」であった…
VOL.２
まう義母…
してあげるのか！？

【S級熟女10人】熟れた女の熟
西麻布高級人妻性感オイルマッ れ乳２！淫らすぎる熟乳痴態！
サージ総集編 VOL.4

大好評につき急遽パート２を作
成しちゃいました！

昼下がりの団地妻たちは、敷地内
ではブラを着けないから乳首スケ キレイな五十路熟女を性感マッ
スケ！一度見てしまうと二度見す サージで心ゆくまでイカせてみ
るほどでついついガン見していた

た（3）

ら何故か中●しへ… 4
「１週間で５Kg痩せる」という通
販番組企画で密着取材した奥さん

隣のおばさんが誘惑してくる

が意外と可愛かったので撮影ス

…。欲求不満のおばさんたち８

タッフがセクハラ三昧したあげく

人2時間

ＳＥＸまでやっちゃいました

【オススメ】男なら一度はやら
極上美人妻！特盛り１４人スペ
シャル VOL.2

れてみたいっ!!厳選のドスケベ
痴女プレイ集ベスト!!今すぐヌ
キたかったら、とりあえずコレ
観とけ！

義母子交尾！熟れた肉体に興奮

【オススメ】男なら一度はやら
モザイク無し！美女20人の本
気イキオナニー全部見せます
（2）

完熟高齢熟女まさかまさかの初
撮りＡＶ出演！普通の奥様たち
10人が欲望剥きだしで不貞現
場を公開する
【オール中●し】奇跡の五十路
熟女！こんな綺麗な奥様達なの
に！いざ始まると豹変！女体全
体で感じる姿が堪らない！
おじいちゃんの介護士は見るか

しゃぶってきた！

抜きスーパーベスト１０作品
VOL.１
五十路マダム３

編

寝取られ中●し近●相姦！息子 ンポ観てみませんか？〜素●娘

て、中●しで筆おろしまでされ

編

に義母と間違えたフリして抱きつき密

は恋敵！義理の娘をチンポ漬け

がサワってナメてイレちゃっ

着寝されたら優しく筆おろし禁断相姦

にする絶倫ドS義父！

た!?

てしまった僕。 3
診察がエロすぎると評判の四十
路女医がいる病院〜通い詰めて
ＳＥＸしたい

超美人な友達の母親の下着を

たら…優しく抜いてくれた！３
むせかえる女の匂い！俺の嫁の
母 したたる！「嫁の母」は性
にまみれた只の「淫乱性欲オン
ナ」であった…

してあげるのか！？

むせかえる女の匂い！俺の嫁の 東京で独り暮らししている大好
西麻布高級人妻性感オイルマッ 母 したたる！「嫁の母」は性 きな義理の息子の家に泊まりに 人妻ナンパ中●しイカセ26 高
サージ総集編 VOL.4

にまみれた只の「淫乱性欲オン 行きます〜近●相姦してもいい
ナ」であった…

五十路マダム３

精液注入！この

五十路女達の妖艶さは、ただごと
ではない！男を食らい尽くすよう

…。欲求不満のおばさんたち８
人2時間

母 したたる！「嫁の母」は性 きな義理の息子の家に泊まりに り１０人！魅惑のランジェリー
にまみれた只の「淫乱性欲オン 行きます〜近●相姦してもいい で熟れた肉体を包み込んだ熟女
ナ」であった…

よね？

たちの艶姿と妖艶な肉弾戦！

気の密着レッスンでどこまで

な激しいＳ●Ｘでザーメンを大量

やってくれるのか？

放出させる！

バックからブチ込みＳＥＸ６連
発！いつもズリネタにしている

最高の人妻 第一章 極エロ妻６
名

隣のデカ尻奥さんＳＰ（3）

極上美人妻！特盛り１４人スペ

サージ総集編 VOL.3

性欲を発散する!!

シャル VOL.2

て、中●しで筆おろしまでされ

バックからブチ込みＳＥＸ６連
発！いつもズリネタにしている
隣のデカ尻奥さんＳＰ（3）

人妻ナンパ中●しイカセ26 高
円寺編

名の熟女は満たされない性欲に
敏感な体を疼かせる！開放的な
温泉旅行で男を漁り、溜まった
性欲を発散する!!

痴女プレイ集ベスト!!今すぐヌ

【高視聴率】エロ年増 32！４

の旦那が慰めの近●相姦
S級熟女スーパーベスト！

敏感な体を疼かせる！開放的な 気イキオナニー全部見せます 気作品だけをチョイスした選り
温泉旅行で男を漁り、溜まった

（2）

性欲を発散する!!

う世界

●し旅

アフリカ人のでっかい黒光りチ
ンポ観てみませんか？〜素●娘 最高の人妻 第一章 極エロ妻６
がサワってナメてイレちゃっ

名

抜きスーパーベスト１０作品
VOL.１

一泊二日の背徳の中

10人の熟女が「まだダメなん
て言わないで…」カッチコチチ
ンコを舐めながら発情し中●し
を懇願する！

田舎の近●相姦！義父の寝てる 診察がエロすぎると評判の四十
横で息子に襲われる義母のよが 路女医がいる病院〜通い詰めて
り我慢がたまらない！

た!?

2/3

が意外と可愛かったので撮影ス

キたかったら、とりあえずコレ タッフがセクハラ三昧したあげく

名の熟女は満たされない性欲に モザイク無し！美女20人の本 2017年を彩った作品群から人

したい衝動に駆られる息子…背 態〜マ●コとマ●コがぬめり合 不倫旅行
徳感を抱きつつも受け入れてし

しされちゃいます！

【オススメ】男なら一度はやら 「１週間で５Kg痩せる」という通
れてみたいっ!!厳選のドスケベ 販番組企画で密着取材した奥さん

なりしゃぶられて発射させられ 盗●した理由〜事情を知った娘

まう義母…
【高視聴率】エロ年増 32！４

場を公開する

妻に勃起薬を飲まされて、いき 六十路未亡人が娘夫婦の営みを

し、義母の子宮へと男根を挿入 男子禁制！レズビアン風俗の実 【不貞妻４名出演】中●し人妻

世話もしてくれるのか

10人が欲望剥きだしで不貞現 綺麗なおばさんに優しく筆下ろ

観とけ！

義母子交尾！熟れた肉体に興奮

温泉旅行で男を漁り、溜まった

S級熟女スーパーベスト！

【オススメ】男なら一度はやら

2017年を彩った作品群から人 れてみたいっ!!厳選のドスケベ
気作品だけをチョイスした選り 痴女プレイ集ベスト!!今すぐヌ
抜きスーパーベスト１０作品 キたかったら、とりあえずコレ
VOL.２
田舎の近●相姦！義父の寝てる
横で息子に襲われる義母のよが
り我慢がたまらない！

観とけ！
港区の某高級会員制ジムにいる
美人パーソナルトレーナー！人
気の密着レッスンでどこまで
やってくれるのか？

キレイな五十路熟女を性感マッ
サージで心ゆくまでイカせてみ
た（3）

見つけた叔母・義母・甥の仲良し家族
限定 巨乳の叔母さんは童貞の甥っ子
に義母と間違えたフリして抱きつき密
着寝されたら優しく筆おろし禁断相姦
してあげるのか！？

【高視聴率】エロ年増 32！４
西麻布高級人妻性感オイルマッ

ガチ童貞筆下ろしドキュメン

美人パーソナルトレーナー！人 撮りＡＶ出演！普通の奥様たち ト！本当に募集で来た童貞達が

名の熟女は満たされない性欲に 面倒見が良すぎるアパートの管
敏感な体を疼かせる！開放的な 理人のおばちゃんはポコチンの

さんが教えてあげるＢＥＳＴ！

一般男女モニタリングAV 温泉旅館で

港区の某高級会員制ジムにいる 完熟高齢熟女まさかまさかの初

てしまった僕。 3

むせかえる女の匂い！俺の嫁の 東京で独り暮らししている大好 美しき熟女の補正下着 たっぷ

円寺編

よね？

『中●し筆おろし』近所の団地

札幌

う世界

【１２人の義母】中●しお義母

てしまった僕。 3

限定 巨乳の叔母さんは童貞の甥っ子

なりしゃぶられて発射させられ 集まる病院に入院してみた総集

放出させる！

隣のおばさんが誘惑してくる

て、中●しで筆おろしまでされ

お、お義父様やめて下さい…。 アフリカ人のでっかい黒光りチ

精液注入！この

な激しいＳ●Ｘでザーメンを大量

痴態を魅せつける！

なりしゃぶられて発射させられ 態〜マ●コとマ●コがぬめり合

見つけた叔母・義母・甥の仲良し家族

一泊二日の背徳の中 ではない！男を食らい尽くすよう ジ師はヤラせてくれるのか？in
●し旅

た10人の奥様がAVデビューで

妻に勃起薬を飲まされて、いき 男子禁制！レズビアン風俗の実

妻に勃起薬を飲まされて、いき 一発ヤレそうな美熟女看護師が

一発ヤレそうな美熟女看護師が 【不貞妻４名出演】中●し人妻 五十路女達の妖艶さは、ただごと ビジネスホテルの女性マッサー
集まる病院に入院してみた総集 不倫旅行

世話もしてくれるのか

た…。抑えきれない衝動を抱え

『中●し筆おろし』近所の団地

『中●し筆おろし』近所の団地

〜介護のかたわら僕のチンポを たらバレた！？怒られると思っ

したい衝動に駆られる息子…背 美熟女が集まる即ハメ合コンに 気作品だけをチョイスした選り
まう義母…

キたかったら、とりあえずコレ

昨日まではごく普通の人妻だっ

一般男女モニタリングAV 温泉旅館で

らにスケベそうなムチ尻美熟女 漁ってこっそりオナニーしてい

し、義母の子宮へと男根を挿入 中●しＯＫな40歳以上の独身 2017年を彩った作品群から人
密着（3）

名

痴女プレイ集ベスト!!今すぐヌ 理人のおばちゃんはポコチンの
観とけ！

S級熟女スーパーベスト！

徳感を抱きつつも受け入れてし

最高の人妻 第一章 極エロ妻６

れてみたいっ!!厳選のドスケベ 面倒見が良すぎるアパートの管

ＳＥＸしたい

昼下がりの団地妻たちは、敷地内

西麻布高級人妻性感オイルマッ
サージ総集編 VOL.4

ＳＥＸまでやっちゃいました

超美人な友達の母親の下着を お、お義父様やめて下さい…。
たらバレた！？怒られると思っ は恋敵！義理の娘をチンポ漬け

【オール中●し】奇跡の五十路
熟女！こんな綺麗な奥様達なの
に！いざ始まると豹変！女体全
体で感じる姿が堪らない！

スケ！一度見てしまうと二度見す
るほどでついついガン見していた
ら何故か中●しへ… 4

漁ってこっそりオナニーしてい 寝取られ中●し近●相姦！息子
たら…優しく抜いてくれた！３

ではブラを着けないから乳首スケ

にする絶倫ドS義父！

中●しＯＫな40歳以上の独身

モザイク無し！美女20人の本
気イキオナニー全部見せます
（2）

隣のおばさんが誘惑してくる

美熟女が集まる即ハメ合コンに …。欲求不満のおばさんたち８
密着（3）

人2時間
『中●し筆おろし』近所の団地

一発ヤレそうな美熟女看護師が
集まる病院に入院してみた総集
編

極上美人妻！特盛り１４人スペ
シャル VOL.2

妻に勃起薬を飲まされて、いき
なりしゃぶられて発射させられ
て、中●しで筆おろしまでされ
てしまった僕。 3

美しき熟女の補正下着 たっぷ 【S級熟女10人】熟れた女の熟 おじいちゃんの介護士は見るか
り１０人！魅惑のランジェリー れ乳２！淫らすぎる熟乳痴態！ らにスケベそうなムチ尻美熟女
で熟れた肉体を包み込んだ熟女 大好評につき急遽パート２を作 〜介護のかたわら僕のチンポを
たちの艶姿と妖艶な肉弾戦！

成しちゃいました！

しゃぶってきた！
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五十路の義母さんと近●相
姦！膣中●しされちゃう義
母さんの顔に注目!!

東京で独り暮らししている
大好きな義理の息子の家に
泊まりに行きます〜近●相
姦してもいいよね？

りチンポ観てみませんか？

極上美人妻！特盛り１４人

〜素●娘がサワってナメて

スペシャル VOL.2

イレちゃった!?

ぷり１０人！魅惑のラン
ジェリーで熟れた肉体を包
み込んだ熟女たちの艶姿と
妖艶な肉弾戦！
珠玉の熟女ドラマBEST！小

西麻布高級人妻性感オイル

娘には到底醸し出せない鉄

マッサージ総集編 VOL.3

板艶女の妖艶な魅力がギッ
シリ！

お、お義父様やめて下さい 「１週間で５Kg痩せる」という通
…。寝取られ中●し近●相 販番組企画で密着取材した奥さん
姦！息子は恋敵！義理の娘

が意外と可愛かったので撮影ス

をチンポ漬けにする絶倫ドS タッフがセクハラ三昧したあげく
義父！
六十路未亡人が娘夫婦の営
みを盗●した理由〜事情を
知った娘の旦那が慰めの近
●相姦

10人の熟女が「まだダメな
んて言わないで…」カッチ
コチチンコを舐めながら発
情し中●しを懇願する！

い！

嫁の母 したたる！「嫁の
母」は性にまみれた只の
「淫乱性欲オンナ」であっ
港区の某高級会員制ジムに
いる美人パーソナルトレー
ナー！人気の密着レッスン
でどこまでやってくれるの
か？

六十路未亡人が娘夫婦の営
みを盗●した理由〜事情を
知った娘の旦那が慰めの近
●相姦
完熟高齢熟女まさかまさか
の初撮りＡＶ出演！普通の
奥様たち10人が欲望剥きだ
しで不貞現場を公開する

四十路女医がいる病院〜通
い詰めてＳＥＸしたい

の初撮りＡＶ出演！普通の

むせかえる女の匂い！俺の
嫁の母 したたる！「嫁の
母」は性にまみれた只の
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