POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2019年8月
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【高視聴率】エロ年増 24！年

放送休止

齢と性欲は比例！色欲は限界知
らずに熟女を狂わせる！

試着室で熟女店員にチ●ポ出し 近所に住む五十路未亡人の喪服
て裾上げをお願いしてみまし 姿がエロすぎたのでチンコで慰
た。

暇を持て余した五十路マダムが
集う秘密のセンズリ鑑賞会
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めてあげて中●し

で連続イキする中●し絶頂！！

VOL.1

たレア妻が本気の不倫！密着
セックス2

しSEX

潜入！噂の高級回春エステ
（2）〜極上の美人セラピスト
はどこまでしてくれるのか？

還暦で初撮り 六十歳を過ぎて

総勢15人！お父さん達に捧
ぐ！生ストリップショー総集編
全部まとめてイッキ見ＳＰ

【超多人数！】五十路素●熟
ぷりは圧巻！

で抵抗できず犯された美人義母 発見！即入院してパイズリＳＥ
Ｘしたい

発ヤリたい

している本気オナニーを自分で さようなら。欲望を隠し持つ人
撮影するＨなアルバイト（6） 妻たちがはじめての中●し不貞

VOL.1

しSEX

きれず出演を決意した奥様た
ち！五十路を迎えた今だからこ
そ…人生初の公開中●し不貞！

五十路マダム 5 精液注入！完
ない色気の虜に！

大人気美熟女ドラマ【嫁の母親
潜入！噂の高級回春エステ

（2）〜極上の美人セラピスト パーベスト！Ｓ級熟女優10人
はどこまでしてくれるのか？ が魅せる許されざる寝取り情交

ストにフル勃起チンポを見せつけ
たら…。気づかないフリをして実
は興奮しているに違いないのでマ
●コを逆マッサージしてやった！

に中●ししてしまった】スー
が魅せる許されざる寝取り情交

夫に睡眠薬、夫の部下には強力
勃起薬をこっそり飲ませて誘惑
し何度も強制射精させる淫乱発
情妻！２
『多人数25人！』四十路五十
路それ以上も！美熟女が着物を
乱して肉欲のままに悶えまく
る！

初脱ぎ即ハメ中●し熟女！欲求 シ●ウト奥さん20人！いつも
不満が爆発してAVデビューし している本気オナニーを自分で
た熟女達。
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夫ともしたこ 『オススメ』人気の美熟女セレ

にごめんなさい…」
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『ヘンリー塚本』サディス

実は美人が多い建設現場の女性
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れ犯される女たち
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（2）〜極上の美人セラピスト
はどこまでしてくれるのか？

【初撮り五十路妻】欲望を抑え

達！

はどこまでしてくれるのか？

きれず出演を決意した奥様た
ち！五十路を迎えた今だからこ
そ…人生初の公開中●し不貞！

普通のマッサージ店で女性セラピ

て裾上げをお願いしてみまし

たら…。気づかないフリをして実

た。

は興奮しているに違いないのでマ
●コを逆マッサージしてやった！

『オススメ』人気の美熟女セレ

「このエステティシャンエ

クション２！絶大な人気を誇る

ロっ！」シ●ウト好きプロ

美熟女たちの濃厚Ｓ●Ｘをたっ デューサーが不覚にも夢精した
ぷり収めた総集編第２弾！

ソソるエステ店員ベスト10

に中●ししてしまった】スー

姿がエロすぎたのでチンコで慰 パーベスト！Ｓ級熟女優10人
めてあげて中●し

が魅せる許されざる寝取り情交

飾った熟女１０人 VOL.1

夫に睡眠薬、夫の部下には強力 「わたし主人以外ほとんど経験
勃起薬をこっそり飲ませて誘惑 ないんです…」貞操を守り続け
し何度も強制射精させる淫乱発

たレア妻が本気の不倫！密着

情妻！２

セックス2

は興奮しているに違いないのでマ が魅せる許されざる寝取り情交
●コを逆マッサージしてやった！
VOL.２

『オススメ』人気の美熟女セレ
爆乳奥さん中●しスペシャル！ クション２！絶大な人気を誇る
美熟女たちの濃厚Ｓ●Ｘをたっ
ぷり収めた総集編第２弾！

ナンパされたエッチな素●女性 シ●ウト奥さん20人！いつも
たち！生姦・中●しされた押し している本気オナニーを自分で

極上美人妻スペシャル！ VOL.
２

快感を味わってしまった女たち

も止めない追撃ピストン！本気 美熟女たちの濃厚Ｓ●Ｘをたっ 切家族風呂で初めての近●相姦
で連続イキする中●し絶頂！！

撮影するＨなアルバイト（6）

【高視聴率】エロ年増 24！年 見るからにエロい熟女が教える
らずに熟女を狂わせる！

発ヤリたい

【熟女VS童貞】女校長先生！

ぐ！生ストリップショー総集編
全部まとめてイッキ見ＳＰ

人女医をハメる！

み中●しさせる熟女10人の妖

に弱い上品な人妻たち

Ｘしたい

艶性交2時間！

極上美人妻スペシャル！

『ヘンリー塚本』和姦レ●プ！
快感を味わってしまった女たち

シ●ウト奥さん20人！いつも
している本気オナニーを自分で
撮影するＨなアルバイト（6）

サオあり美人ニューハーフが女 還暦で初撮り 六十歳を過ぎて
性専門の肛門科クリニックで美 恥じらいながらAVデビューを
人女医をハメる！

飾った熟女１０人 VOL.２

人妻ナンパ中●しイカセ 28 赤
坂編

VOL.1

ぷりは圧巻！

しSEX
目の肥えた視聴者が選んだ！シ
●ウトお姉さんたちの絶対シコ
りたくなるＳＥＸ・フェラ・ク
ンニ・手マン映像ベスト20

初アナルの人妻 夫ともしたこ

【初撮り五十路妻】欲望を抑え
きれず出演を決意した奥様た
ち！五十路を迎えた今だからこ
そ…人生初の公開中●し不貞！
奇跡の美熟女！目を疑う奇跡の
美しさに胸の高鳴りが止まらな
い…！神秘の美熟女と濃厚中●
しSEX

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！

実は美人が多い建設現場の女性
作業員を性感マッサージでとこ
とんイカせてみた
大人気美熟女ドラマ【嫁の母親
に中●ししてしまった】スー
パーベスト！Ｓ級熟女優10人
が魅せる許されざる寝取り情交
VOL.２

となかったのにアナルSEXし 『ヘンリー塚本』和姦レ●プ！ 清楚な義母＆恥じらう義妹と貸 爆乳奥さん中●しスペシャル！ 路それ以上も！美熟女が着物を
VOL.1

る！

隣のおばさんが誘惑してくる

五十路マダム 5 精液注入！完 近所に住む五十路未亡人の喪服

女！欲求不満な人妻達の乱れっ 発見！即入院してパイズリＳＥ …。欲求不満のおばさんたち８ 熟した肉体が醸し出す尋常じゃ 姿がエロすぎたのでチンコで慰
Ｘしたい

人2時間

に弱い上品な人妻たち

て裾上げをお願いしてみまし 作業員を性感マッサージでとこ
た。

とんイカせてみた

集編Vol.3

夫に睡眠薬、夫の部下には強力
勃起薬をこっそり飲ませて誘惑
し何度も強制射精させる淫乱発
情妻！２
「わたし主人以外ほとんど経験
ないんです…」貞操を守り続け
たレア妻が本気の不倫！密着
セックス2

ない色気の虜に！

めてあげて中●し

2/3

目の肥えた視聴者が選んだ！シ 初アナルの人妻

夫ともしたこ

●ウトお姉さんたちの絶対シコ となかったのにアナルSEXし
りたくなるＳＥＸ・フェラ・ク てしまいました 「あなた本当
ンニ・手マン映像ベスト20

にごめんなさい…」

人妻家庭教師！お母ちゃんま

【高視聴率】エロ年増 24！年

ている韓流好き女子をナンパし で！若者を快楽の世界に誘い込 齢と性欲は比例！色欲は限界知
て中●しチーズホットドッグ

み中●しさせる熟女10人の妖

らずに熟女を狂わせる！

艶性交2時間！

が魅せる許されざる寝取り情交

『多人数25人！』四十路五十
路それ以上も！美熟女が着物を
乱して肉欲のままに悶えまく
る！

近所に住む五十路未亡人の喪服
姿がエロすぎたのでチンコで慰
めてあげて中●し

五十路マダム 5 精液注入！完 暇を持て余した五十路マダムが
熟した肉体が醸し出す尋常じゃ

集う秘密のセンズリ鑑賞会

ない色気の虜に！

（2）

普通のマッサージ店で女性セラピ
ストにフル勃起チンポを見せつけ
たら…。気づかないフリをして実
は興奮しているに違いないのでマ

人妻ナンパ中●しイカセ 28 赤
坂編

「このエステティシャンエ

出産して感度の上がった美人妻

ロっ！」シ●ウト好きプロ

に極太チ●ポをねじ込みイッて

ソソるエステ店員ベスト10

で連続イキする中●し絶頂！！

極上美人妻スペシャル！

ン！エロ過ぎる奥さんが日替わ

VOL.1

りで引っ越してきて大忙しの

ムッチリ！スレンダー！ボイ

僕！

放
送

●コを逆マッサージしてやった！

乱して肉欲のままに悶えまく デューサーが不覚にも夢精した も止めない追撃ピストン！本気

にごめんなさい…」

【超多人数！】五十路素●熟 デカパイ看護師だらけの病院を

たち！生姦・中●しされた押し

【熟女VS童貞】女校長先生！
新大久保でナマ脚をさらけ出し

女！欲求不満な人妻達の乱れっ ジ師はヤラせてくれるのか？総 パーベスト！Ｓ級熟女優10人

『多人数25人！』四十路五十

てしまいました 「あなた本当 快感を味わってしまった女たち 切家族風呂で初めての近●相姦

ぷりは圧巻！

妻たちがはじめての中●し不貞

【超多人数！】五十路素●熟 ビジネスホテルの女性マッサー に中●ししてしまった】スー
ぷりは圧巻！

も止めない追撃ピストン！本気 い…！神秘の美熟女と濃厚中●

女！欲求不満な人妻達の乱れっ

２

ナンパされたエッチな素●女性

で華麗に花開く！

に極太チ●ポをねじ込みイッて 美しさに胸の高鳴りが止まらな

【超多人数！】五十路素●熟

が魅せる許されざる寝取り情交

【初撮り四十路・三十路人妻】

で！若者を快楽の世界に誘い込 たち！生姦・中●しされた押し 発見！即入院してパイズリＳＥ さようなら。欲望を隠し持つ人

出産して感度の上がった美人妻 奇跡の美熟女！目を疑う奇跡の

で連続イキする中●し絶頂！！

に中●ししてしまった】スー

人妻家庭教師！お母ちゃんま ナンパされたエッチな素●女性 デカパイ看護師だらけの病院を ごく普通の奥様を演じる日常に 試着室で熟女店員にチ●ポ出し 実は美人が多い建設現場の女性

VOL.1
総勢15人！お父さん達に捧

撮影するＨなアルバイト（6）

性専門の肛門科クリニックで美 パーベスト！Ｓ級熟女優10人

ぷり収めた総集編第２弾！

大人気美熟女ドラマ【嫁の母親

パーベスト！Ｓ級熟女優10人 齢と性欲は比例！色欲は限界知 睾丸マッサージ教室に通って一

人女医をハメる！

『ヘンリー塚本』和姦レ●プ！

サオあり美人ニューハーフが女

に極太チ●ポをねじ込みイッて クション２！絶大な人気を誇る 清楚な義母＆恥じらう義妹と貸 極上美人妻スペシャル！ VOL.

VOL.1

たら…。気づかないフリをして実

性専門の肛門科クリニックで美

セックス2

出産して感度の上がった美人妻 『オススメ』人気の美熟女セレ

大人気美熟女ドラマ【嫁の母親
近所に住む五十路未亡人の喪服

に中●ししてしまった】スー

サオあり美人ニューハーフが女

たレア妻が本気の不倫！密着

シ●ウト奥さん20人！いつも
している本気オナニーを自分で

VOL.２

試着室で熟女店員にチ●ポ出し ストにフル勃起チンポを見せつけ

ストにフル勃起チンポを見せつけ

に弱い上品な人妻たち

VOL.1

ぷりは圧巻！

大人気美熟女ドラマ【嫁の母親

普通のマッサージ店で女性セラピ 大人気美熟女ドラマ【嫁の母親

VOL.1

「わたし主人以外ほとんど経験
爆乳奥さん中●しスペシャル！ ないんです…」貞操を守り続け

で華麗に花開く！

『ヘンリー塚本』サディス

て中●しチーズホットドッグ

人2時間

【初撮り四十路・三十路人妻】
五十路マダム 5 精液注入！完 実は美人が多い建設現場の女性 ごく普通の奥様を演じる日常に 息子の学●を稼ぐ為にパート先

で！若者を快楽の世界に誘い込 熟した肉体が醸し出す尋常じゃ 作業員を性感マッサージでとこ さようなら。欲望を隠し持つ人 で抵抗できず犯された美人義母 （2）〜極上の美人セラピスト 恥じらいながらAVデビューを
み中●しさせる熟女10人の妖

発ヤリたい

休
初脱ぎ即ハメ中●し熟女！欲求
不満が爆発してAVデビューし
た熟女達。

潜入！噂の高級回春エステ
（2）〜極上の美人セラピスト
はどこまでしてくれるのか？

止
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出産して感度の上がった美
デカパイ看護師だらけの病

人妻に極太チ●ポをねじ込

『ヘンリー塚本』和姦レ●

近所に住む五十路未亡人の

院を発見！即入院してパイ

みイッても止めない追撃ピ

プ！快感を味わってしまっ

喪服姿がエロすぎたのでチ

ズリＳＥＸしたい

ストン！本気で連続イキす

た女たち

ンコで慰めてあげて中●し

る中●し絶頂！！
『多人数25人！』四十路五

サオあり美人ニューハーフ

還暦で初撮り 六十歳を過ぎ

極上美人妻スペシャル！

十路それ以上も！美熟女が

が女性専門の肛門科クリ

て恥じらいながらAVデ

VOL.1

着物を乱して肉欲のままに

ニックで美人女医をハメ

ビューを飾った熟女１０人

悶えまくる！

る！

VOL.２

初脱ぎ即ハメ中●し熟女！
欲求不満が爆発してAVデ
ビューした熟女達。

ビジネスホテルの女性マッ
サージ師はヤラせてくれる
のか？総集編Vol.3

還暦で初撮り 六十歳を過ぎ
て恥じらいながらAVデ
ビューを飾った熟女１０人
VOL.1

総勢15人！お父さん達に捧
ぐ！生ストリップショー総

爆乳奥さん中●しスペシャ

イン！エロ過ぎる奥さんが

集編 全部まとめてイッキ見

ル！ VOL.1

日替わりで引っ越してきて

夫に睡眠薬、夫の部下には
強力勃起薬をこっそり飲ま
せて誘惑し何度も強制射精
させる淫乱発情妻！２

大忙しの僕！

五十路マダム 5 精液注入！
完熟した肉体が醸し出す尋
常じゃない色気の虜に！

したソソるエステ店員ベス

たち８人2時間

ト10

初アナルの人妻

たことなかったのにアナル
なた本当にごめんなさい

出している韓流好き女子を 人妻ナンパ中●しイカセ 28 年齢と性欲は比例！色欲は

【高視聴率】エロ年増 24！
限界知らずに熟女を狂わせ
る！

常じゃない色気の虜に！

ズリＳＥＸしたい
大人気美熟女ドラマ【嫁の

ジでとことんイカせてみた

熟女優10人が魅せる許され

た女たち

賞会（2）

目の肥えた視聴者が選ん

【熟女VS童貞】女校長先生！

『オススメ』人気の美熟女

だ！シ●ウトお姉さんたち

人妻家庭教師！お母ちゃんま

セレクション２！絶大な人

Ｘ・フェラ・クンニ・手マ

み中●しさせる熟女10人の妖

Ｓ●Ｘをたっぷり収めた総

ン映像ベスト20

艶性交2時間！

集編第２弾！

試着室で熟女店員にチ●ポ

ビジネスホテルの女性マッ

出して裾上げをお願いして

サージ師はヤラせてくれる

みました。

のか？総集編Vol.3

て恥じらいながらAVデ
ビューを飾った熟女１０人
VOL.２

抑えきれず出演を決意した

える睾丸マッサージ教室に

た】スーパーベスト！Ｓ級

気を誇る美熟女たちの濃厚

サージ師はヤラせてくれる

奥様たち！五十路を迎えた

通って一発ヤリたい

熟女優10人が魅せる許され

Ｓ●Ｘをたっぷり収めた総

のか？総集編Vol.3

今だからこそ…人生初の公

ざる寝取り情交 VOL.1

集編第２弾！

五十路マダム 5 精液注入！

実は美人が多い建設現場の

息子の学●を稼ぐ為にパー

暇を持て余した五十路マダ

完熟した肉体が醸し出す尋

女性作業員を性感マッサー で！若者を快楽の世界に誘い込 ト先で抵抗できず犯された

ムが集う秘密のセンズリ鑑

み中●しさせる熟女10人の妖

賞会（2）

奇跡の美熟女！目を疑う奇
跡の美しさに胸の高鳴りが
止まらない…！神秘の美熟
女と濃厚中●しSEX

近所に住む五十路未亡人の
喪服姿がエロすぎたのでチ
ンコで慰めてあげて中●し

【熟女VS童貞】女校長先生！

美人義母達！

普通のマッサージ店で女性セラピ

大人気美熟女ドラマ【嫁の

セレクション２！絶大な人

ストにフル勃起チンポを見せつけ

母親に中●ししてしまっ

気を誇る美熟女たちの濃厚

たら…。気づかないフリをして実

た】スーパーベスト！Ｓ級

Ｓ●Ｘをたっぷり収めた総

は興奮しているに違いないのでマ

熟女優10人が魅せる許され

集編第２弾！

●コを逆マッサージしてやった！

ざる寝取り情交 VOL.２

田舎の近●相姦！義父の寝

新大久保でナマ脚をさらけ

てる横で息子に襲われる義

出している韓流好き女子を

母のよがり我慢がたまらな

ナンパして中●しチーズ

い！

ホットドッグ

大人気美熟女ドラマ【嫁の
母親に中●ししてしまっ
た】スーパーベスト！Ｓ級
熟女優10人が魅せる許され
ざる寝取り情交 VOL.1

3/3

爆乳奥さん中●しスペシャ
ル！ VOL.1

田舎の近●相姦！義父の寝
極上美人妻スペシャル！

てる横で息子に襲われる義

VOL.２

母のよがり我慢がたまらな

艶性交2時間！

『オススメ』人気の美熟女

人妻ナンパ中●しイカセ 28
赤坂編

ざる寝取り情交 VOL.２

の絶対シコりたくなるＳＥ で！若者を快楽の世界に誘い込 気を誇る美熟女たちの濃厚

ビジネスホテルの女性マッ

人妻家庭教師！お母ちゃんま

ジでとことんイカせてみた

ムが集う秘密のセンズリ鑑

セレクション２！絶大な人

開中●し不貞！

女性作業員を性感マッサー

暇を持て余した五十路マダ

還暦で初撮り 六十歳を過ぎ

不倫！密着セックス2

るされ犯される女たち

プ！快感を味わってしまっ

大忙しの僕！

守り続けたレア妻が本気の
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