POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2020年3月
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【初撮り50代】いい年して恥
ずかしい…性欲の捌け口を探し
求める五十路奥様が覚悟のAV
出演！10人２時間

【大人気】四十路マダム36！歳を重
ねた分、快楽が更に深まったのか四十
路女の欲望はもはや限度を知らない！
欲望のおもむくまま5人のマダムの熟
れた肉体が妖艶に乱れ咲く！！

昼下がりの主婦10人！夫の居
ぬ間に肉棒で突かれて別人のよ
うなだらしないアへ顔をさらし
ていた（3）

農道ナンパ 田舎のおばちゃん 淫乱義母娘ナンパ！やっぱり親 近●相姦トライアングル豪華版 友達の母親とヤル！お願い息子
を口説くのはルビーにお任せ
VOL.1

子！恥らいイキまくり！中●し （2）〜義母とその妹に挿入し には言わないで…中●しに溺れ
もキメちゃいます！

たい息子

る背徳の母10人２時間

『嫁の母』義母の膣はとろとろ
…。流石の円熟テクニックに腰
砕け！禁断の関係に我慢汁が溢
れて止まらない！

一度限りの背徳人妻不倫

還暦で初撮り 六十歳を過ぎて

（24）〜旦那と一緒に寝てい

恥じらいながらAVデビューを

るベッドで不倫・美緒42歳

飾った熟女１０人 VOL.2

【地方の働くレディ】事務OLのきれ
いなおばさん群馬熟女 中本美香 48歳
＋家事代行サービスのきれいなおばさ
ん 熊谷美人 宮本紗央里 42歳 ＋看
護師の巨乳おばさん 茨城熟女 守谷多

クラスのマドンナだった吉岡さ
んと還暦パーティーで再会した
ので酔わせて中●ししたい

「おばさんのカラダで勃起し スーツ専門店の美人店員さんと
西麻布高級人妻性感オイルマッ ちゃったの？」挑発的すぎる豊 試着室でヤリたい〜裾上げの時
サージ総集編 VOL.2

満なカラダに中●し！白濁オツ に見えるパイオツの谷間がたま
ユがお尻まで垂れちゃう！

らん！

【VENUS10周年特別企画】最
も人気があった熟女は誰？S級
熟女10人登場！VOL.2

やらせてっ、おばさん！頼まれ
ると断れない美熟女が若い男の
欲望を受け止める！並木塔子/
澤村レイコ 他

どスケベ熟女10人！あまりに
もエロいので思わず中●しし
ちゃいました（1）

悶える人妻２０人

連れ込みナ

ンパ スペシャル VOL.1

熟年中●し同窓会！数十年ぶり
再会した同級生たちの宴！あの
頃より硬いわ…

香子 53歳

大学病院の美人女医を性感マッ 農道ナンパ 田舎のおばちゃん
サージでとことんイカせてみた を口説くのはルビーにお任せ
（4）

VOL.1

『嫁の母』義母の膣はとろとろ
人妻ナンパ中●しイカセ 27 白 …。流石の円熟テクニックに腰
金台編

砕け！禁断の関係に我慢汁が溢
れて止まらない！

『ヘンリー塚本』夜這い淫話闇
に濡れた蜜壺

スーツ専門店の美人店員さんと
試着室でヤリたい〜裾上げの時
に見えるパイオツの谷間がたま
らん！

近●相姦トライアングル豪華版
（2）〜義母とその妹に挿入し
たい息子
【初撮り30代40代人妻】夫を
裏切ってでもしたかったこと…
男優の激しいセックスに人妻が
絶叫する中●し不貞10人２時
間

やらせてっ、おばさん！頼まれ
ると断れない美熟女が若い男の
欲望を受け止める！並木塔子/
澤村レイコ

他

中高年向けのパートナー紹介所
は即ハメ入れ喰いだった！総集
編

ンパ〜酔ってスケベな本性丸出 ベストセレクション人妻３０名

農道ナンパ8

田舎は空気も水

も農道熟女も美味しかった！

中●しお義母さんが教えてあげ
る！この世で最もいけない禁断
の姦係！ダメなのに…疼く身体
を止められない！

求める五十路奥様が覚悟のAV の姦係！ダメなのに…疼く身体
出演！10人２時間

巨乳の保育士さんを居酒屋でナ 人妻AVデビュードキュメント
しの女たちとナマ中●しＳＥＸ

【初撮り50代】いい年して恥 中●しお義母さんが教えてあげ
ずかしい…性欲の捌け口を探し る！この世で最もいけない禁断

スペシャル

『ながえスタイル』不倫禁止の

を止められない！

【五十路義母と子】悩ましいス
レンダーで色白の肌！父の目を
盗み、義母の蜜壺に挿れる
日々！

一度限りの背徳人妻不倫

村！殆どの人が知らない。実際 （24）〜旦那と一緒に寝てい
に今でも存在する日本の裏文化

どスケベ熟女10人！あまりに
もエロいので思わず中●しし
ちゃいました（1）

るベッドで不倫・美緒42歳

人妻ナンパ中●しイカセ 27 白
金台編

巣鴨でキレイなお婆ちゃんをナ
ンパして連れ込み旅館で中●し
ＳＥＸリターンズ

農道ナンパ 田舎のおばちゃん
を口説くのはルビーにお任せ
VOL.1

巨乳の保育士さんを居酒屋でナ
ンパ〜酔ってスケベな本性丸出
しの女たちとナマ中●しＳＥＸ

もキメちゃいます！

りませんか？と誘われて我慢で
きずに中●しされちゃった美人
妻たち

VOL.1

綺麗でいやらしいオバさん！チ
西麻布高級人妻性感オイルマッ ンコを自ら咥え込み精液を味わ
サージ総集編 VOL.2

う美オバは自らの強い肉欲をさ
らけ出した！

「おばさんのカラダで勃起し
ちゃったの？」挑発的すぎる豊
満なカラダに中●し！白濁オツ
ユがお尻まで垂れちゃう！

淫乱義母娘ナンパ！やっぱり親 どスケベ熟女10人！あまりに
子！恥らいイキまくり！中●し

無料マッサージで気持ち良くな

本物人妻10人！夫に内緒で
行った人妻専門風俗店の面接で
本●を迫られた全記録

人妻AVデビュードキュメント

もエロいので思わず中●しし ベストセレクション人妻３０名
ちゃいました（10）

スペシャル
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ＳＥＸリターンズ

色っぽい五十路看護師しかいな 【VENUS10周年特別企画】最
い病院に入院したら毎日チンコ も人気があった熟女は誰？S級
を求められた！
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本当にあった全裸旅館7！行き
過ぎたおもてなしで男の欲望の
すべてを満たしてくれるエロ過
ぎる温泉旅館！

熟女10人登場！VOL.2

【大人気】四十路マダム36！歳を重
ねた分、快楽が更に深まったのか四十
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欲望のおもむくまま5人のマダムの熟
れた肉体が妖艶に乱れ咲く！！

嫁のムッチリしたスケベ尻に発
情する義父〜撫で回して舐め回
してハメ倒したい！

【地方の働くレディ】事務OLのきれ
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も人気があった熟女は誰？S級
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マしい！男女生殖器結●映像
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ちゃいました（10）
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かったですよね！VOL.2

澤村レイコ 他

嫁のムッチリしたスケベ尻に発
情する義父〜撫で回して舐め回
してハメ倒したい！

いなおばさん群馬熟女 中本美香 48歳

クラスのマドンナだった吉岡さ 農道ナンパ 田舎のおばちゃん
農道ナンパ8 田舎は空気も水 ＋家事代行サービスのきれいなおばさ
んと還暦パーティーで再会した を口説くのはルビーにお任せ
も農道熟女も美味しかった！ ん 熊谷美人 宮本紗央里 42歳 ＋看
ので酔わせて中●ししたい
VOL.1
護師の巨乳おばさん 茨城熟女 守谷多
香子 53歳

本当にあった全裸旅館7！行き
過ぎたおもてなしで男の欲望の
すべてを満たしてくれるエロ過
ぎる温泉旅館！

巣鴨でキレイなお婆ちゃんをナ
ンパして連れ込み旅館で中●し
ＳＥＸリターンズ

一度限りの背徳人妻不倫

還暦で初撮り 六十歳を過ぎて

（24）〜旦那と一緒に寝てい

恥じらいながらAVデビューを

るベッドで不倫・美緒42歳

飾った熟女１０人 VOL.2

無料マッサージで気持ち良くな
りませんか？と誘われて我慢で 『ヘンリー塚本』夜這い淫話闇
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係！

連れ込みナ レンダーで色白の肌！父の目を 全国№1デリヘル嬢12人に中●

ンパ スペシャル VOL.1

盗み、義母の蜜壺に挿れる

に濡れた蜜壺

VOL.1

【五十路義母と子】悩ましいス
悶える人妻２０人

【初撮り30代40代人妻】夫を

しスペシャル！

日々！

色っぽい五十路看護師しかいな 裏切ってでもしたかったこと…
い病院に入院したら毎日チンコ 男優の激しいセックスに人妻が
を求められた！

絶叫する中●し不貞10人２時
間

本物人妻10人！夫に内緒で

【VENUS10周年特別企画】最

行った人妻専門風俗店の面接で も人気があった熟女は誰？S級
本●を迫られた全記録

旦那の部下2人に川の字で両乳
首をこねくり回され発情し寝取
られ3Pしてしまう美人妻

熟女10人登場！VOL.1

る背徳の母10人２時間

頃より硬いわ…

肉棒に魅せられた禁じられた関
係！

大学病院の美人女医を性感マッ
サージでとことんイカせてみた
（4）

人妻ナンパ中●し
マしい！男女生殖器結●映像

しスペシャル！

ゴムが破け

m(̲̲)mでも奥さん気持ち良

本当にあった全裸旅館7！行き 昼下がりの主婦10人！夫の居 無料マッサージで気持ち良くな 中●しお義母さんが教えてあげ
過ぎたおもてなしで男の欲望の ぬ間に肉棒で突かれて別人のよ りませんか？と誘われて我慢で る！この世で最もいけない禁断
すべてを満たしてくれるエロ過 うなだらしないアへ顔をさらし きずに中●しされちゃった美人 の姦係！ダメなのに…疼く身体
ぎる温泉旅館！

ていた（3）

ので酔わせて中●ししたい

飾った熟女１０人 VOL.2

妻たち

VOL.1

を止められない！
スーツ専門店の美人店員さんと

『ヘンリー塚本』夜這い淫話闇 試着室でヤリたい〜裾上げの時
に濡れた蜜壺

に見えるパイオツの谷間がたま
らん！

「おばさんのカラダで勃起し
人妻ナンパ中●しイカセ 27 白 ちゃったの？」挑発的すぎる豊
金台編

満なカラダに中●し！白濁オツ
ユがお尻まで垂れちゃう！

かったですよね！VOL.2

村！殆どの人が知らない。実際 情する義父〜撫で回して舐め回 には言わないで…中●しに溺れ 再会した同級生たちの宴！あの んと還暦パーティーで再会した 恥じらいながらAVデビューを
してハメ倒したい！

あげる…』立派に育った息子の

『ヘンリー塚本』やる！ナマナ 全国№1デリヘル嬢12人に中● ちゃって…どうもスミマセン

『ながえスタイル』不倫禁止の 嫁のムッチリしたスケベ尻に発 友達の母親とヤル！お願い息子 熟年中●し同窓会！数十年ぶり クラスのマドンナだった吉岡さ 還暦で初撮り 六十歳を過ぎて
に今でも存在する日本の裏文化

『お義母さんが…きれいにして

『ながえスタイル』不倫禁止の
村！殆どの人が知らない。実際
に今でも存在する日本の裏文化

昼下がりの主婦10人！夫の居
ぬ間に肉棒で突かれて別人のよ
うなだらしないアへ顔をさらし
ていた（3）
【初撮り30代40代人妻】夫を

近●相姦トライアングル豪華版 裏切ってでもしたかったこと…
（2）〜義母とその妹に挿入し 男優の激しいセックスに人妻が
たい息子

絶叫する中●し不貞10人２時
間

【VENUS10周年特別企画】最
も人気があった熟女は誰？S級
熟女10人登場！VOL.1

『嫁の母』義母の膣はとろとろ
…。流石の円熟テクニックに腰
砕け！禁断の関係に我慢汁が溢
れて止まらない！

【地方の働くレディ】事務OLのきれ

やらせてっ、おばさん！頼まれ
中高年向けのパートナー紹介所 旦那の部下2人に川の字で両乳
巨乳の保育士さんを居酒屋でナ
悶える人妻２０人 連れ込みナ ＋家事代行サービスのきれいなおばさ
ると断れない美熟女が若い男の
い病院に入院したら毎日チンコ も人気があった熟女は誰？S級
サージでとことんイカせてみた
は即ハメ入れ喰いだった！総集 首をこねくり回され発情し寝取
ンパ〜酔ってスケベな本性丸出
ん 熊谷美人 宮本紗央里 42歳 ＋看
う美オバは自らの強い肉欲をさ
ンパ スペシャル VOL.1
欲望を受け止める！並木塔子/
を求められた！
熟女10人登場！VOL.2
（4）
編
られ3Pしてしまう美人妻
しの女たちとナマ中●しＳＥＸ
護師の巨乳おばさん 茨城熟女 守谷多
らけ出した！
澤村レイコ 他
色っぽい五十路看護師しかいな 【VENUS10周年特別企画】最

綺麗でいやらしいオバさん！チ
ンコを自ら咥え込み精液を味わ

いなおばさん群馬熟女 中本美香 48歳

大学病院の美人女医を性感マッ

香子 53歳

1/3

POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2020年3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

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

本物人妻10人！夫に内緒で

【VENUS10周年特別企画】最

『お義母さんが…きれいにして
あげる…』立派に育った息子の
肉棒に魅せられた禁じられた関
係！

行った人妻専門風俗店の面接で も人気があった熟女は誰？S級
本●を迫られた全記録

どスケベ熟女10人！あまりに 旦那の部下2人に川の字で両乳
もエロいので思わず中●しし 首をこねくり回され発情し寝取
ちゃいました（10）

友達の母親とヤル！お願い息子
には言わないで…中●しに溺れ
る背徳の母10人２時間

られ3Pしてしまう美人妻

本当にあった全裸旅館7！行き
過ぎたおもてなしで男の欲望の
すべてを満たしてくれるエロ過
ぎる温泉旅館！

熟女10人登場！VOL.1

中●しお義母さんが教えてあげ
る！この世で最もいけない禁断
の姦係！ダメなのに…疼く身体
を止められない！

【五十路義母と子】悩ましいス
盗み、義母の蜜壺に挿れる

しスペシャル！

日々！

嫁のムッチリしたスケベ尻に発
情する義父〜撫で回して舐め回
してハメ倒したい！

色っぽい五十路看護師しかいな 還暦で初撮り 六十歳を過ぎて
い病院に入院したら毎日チンコ 恥じらいながらAVデビューを
を求められた！
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ゴムが破け 本当にあった全裸旅館7！行き

レンダーで色白の肌！父の目を 全国№1デリヘル嬢12人に中● ちゃって…どうもスミマセン 過ぎたおもてなしで男の欲望の

飾った熟女１０人 VOL.2
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かったですよね！VOL.2

ぎる温泉旅館！

無料マッサージで気持ち良くな 【大人気】四十路マダム36！歳を重
りませんか？と誘われて我慢で
きずに中●しされちゃった美人
妻たち

VOL.1

ンパ〜酔ってスケベな本性丸出
しの女たちとナマ中●しＳＥＸ
【初撮り30代40代人妻】夫を

ねた分、快楽が更に深まったのか四十

近●相姦トライアングル豪華版 裏切ってでもしたかったこと…

路女の欲望はもはや限度を知らない！

（2）〜義母とその妹に挿入し 男優の激しいセックスに人妻が

欲望のおもむくまま5人のマダムの熟

たい息子

れた肉体が妖艶に乱れ咲く！！

『お義母さんが…きれいにして スーツ専門店の美人店員さんと
あげる…』立派に育った息子の 試着室でヤリたい〜裾上げの時
肉棒に魅せられた禁じられた関 に見えるパイオツの谷間がたま
係！

巨乳の保育士さんを居酒屋でナ

らん！

絶叫する中●し不貞10人２時
間

【VENUS10周年特別企画】最
も人気があった熟女は誰？S級
熟女10人登場！VOL.1

『ヘンリー塚本』夜這い淫話闇
に濡れた蜜壺

綺麗でいやらしいオバさん！チ
農道ナンパ8 田舎は空気も水 ンコを自ら咥え込み精液を味わ
も農道熟女も美味しかった！ う美オバは自らの強い肉欲をさ
らけ出した！
『嫁の母』義母の膣はとろとろ
…。流石の円熟テクニックに腰
砕け！禁断の関係に我慢汁が溢
れて止まらない！

どスケベ熟女10人！あまりに
もエロいので思わず中●しし
ちゃいました（1）

一度限りの背徳人妻不倫
（24）〜旦那と一緒に寝てい
るベッドで不倫・美緒42歳

人妻ナンパ中●し

ゴムが破け

ちゃって…どうもスミマセン
m(̲̲)mでも奥さん気持ち良
かったですよね！VOL.2

【地方の働くレディ】事務OLのきれ

『ヘンリー塚本』やる！ナマナ
マしい！男女生殖器結●映像

大学病院の美人女医を性感マッ
サージでとことんイカせてみた
（4）

やらせてっ、おばさん！頼まれ
無料マッサージで気持ち良くな 中●しお義母さんが教えてあげ
中高年向けのパートナー紹介所 旦那の部下2人に川の字で両乳
どスケベ熟女10人！あまりに
連れ込みナ ＋家事代行サービスのきれいなおばさ
ると断れない美熟女が若い男の
りませんか？と誘われて我慢で る！この世で最もいけない禁断
は即ハメ入れ喰いだった！総集 首をこねくり回され発情し寝取
もエロいので思わず中●しし
ん 熊谷美人 宮本紗央里 42歳 ＋看
ンパ スペシャル VOL.1
欲望を受け止める！並木塔子/
きずに中●しされちゃった美人 の姦係！ダメなのに…疼く身体
編
られ3Pしてしまう美人妻
ちゃいました（10）
護師の巨乳おばさん 茨城熟女 守谷多
澤村レイコ 他
妻たち VOL.1
を止められない！
いなおばさん群馬熟女 中本美香 48歳

悶える人妻２０人

香子 53歳

無料マッサージで気持ち良くな
全国№1デリヘル嬢12人に中● りませんか？と誘われて我慢で
しスペシャル！

きずに中●しされちゃった美人
妻たち

VOL.1

西麻布高級人妻性感オイルマッ 『ヘンリー塚本』夜這い淫話闇
サージ総集編 VOL.2

に濡れた蜜壺

熟年中●し同窓会！数十年ぶり
再会した同級生たちの宴！あの
頃より硬いわ…

昼下がりの主婦10人！夫の居
ぬ間に肉棒で突かれて別人のよ
うなだらしないアへ顔をさらし
ていた（3）

クラスのマドンナだった吉岡さ 【VENUS10周年特別企画】最
んと還暦パーティーで再会した も人気があった熟女は誰？S級
ので酔わせて中●ししたい

熟女10人登場！VOL.2

綺麗でいやらしいオバさん！チ スーツ専門店の美人店員さんと 【初撮り50代】いい年して恥 【五十路義母と子】悩ましいス
ンコを自ら咥え込み精液を味わ 試着室でヤリたい〜裾上げの時 ずかしい…性欲の捌け口を探し レンダーで色白の肌！父の目を
う美オバは自らの強い肉欲をさ に見えるパイオツの谷間がたま 求める五十路奥様が覚悟のAV
らけ出した！

らん！

出演！10人２時間

盗み、義母の蜜壺に挿れる
日々！

友達の母親とヤル！お願い息子
には言わないで…中●しに溺れ
る背徳の母10人２時間

本当にあった全裸旅館7！行き
過ぎたおもてなしで男の欲望の
すべてを満たしてくれるエロ過
ぎる温泉旅館！

どスケベ熟女10人！あまりに
もエロいので思わず中●しし
ちゃいました（1）

【五十路義母と子】悩ましいス
レンダーで色白の肌！父の目を
盗み、義母の蜜壺に挿れる
日々！

一度限りの背徳人妻不倫

巣鴨でキレイなお婆ちゃんをナ 還暦で初撮り 六十歳を過ぎて
ンパして連れ込み旅館で中●し 恥じらいながらAVデビューを
ＳＥＸリターンズ

友達の母親とヤル！お願い息子

（24）〜旦那と一緒に寝てい には言わないで…中●しに溺れ
るベッドで不倫・美緒42歳

る背徳の母10人２時間

飾った熟女１０人 VOL.2

『お義母さんが…きれいにして
あげる…』立派に育った息子の
肉棒に魅せられた禁じられた関
係！

『嫁の母』義母の膣はとろとろ
悶える人妻２０人

連れ込みナ …。流石の円熟テクニックに腰 全国№1デリヘル嬢12人に中●

ンパ スペシャル VOL.1

砕け！禁断の関係に我慢汁が溢

しスペシャル！

れて止まらない！

綺麗でいやらしいオバさん！チ
ンコを自ら咥え込み精液を味わ
う美オバは自らの強い肉欲をさ
らけ出した！

本物人妻10人！夫に内緒で

色っぽい五十路看護師しかいな
い病院に入院したら毎日チンコ
を求められた！

旦那の部下2人に川の字で両乳

行った人妻専門風俗店の面接で 首をこねくり回され発情し寝取
本●を迫られた全記録

られ3Pしてしまう美人妻

友達の母親とヤル！お願い息子 熟年中●し同窓会！数十年ぶり
には言わないで…中●しに溺れ 再会した同級生たちの宴！あの
る背徳の母10人２時間

頃より硬いわ…

【地方の働くレディ】事務OLのきれ

やらせてっ、おばさん！頼まれ
嫁のムッチリしたスケベ尻に発 【VENUS10周年特別企画】最
クラスのマドンナだった吉岡さ
西麻布高級人妻性感オイルマッ ＋家事代行サービスのきれいなおばさ
ると断れない美熟女が若い男の
は即ハメ入れ喰いだった！総集 ベストセレクション人妻３０名 子！恥らいイキまくり！中●し ンパ〜酔ってスケベな本性丸出
情する義父〜撫で回して舐め回 も人気があった熟女は誰？S級
んと還暦パーティーで再会した
ん 熊谷美人 宮本紗央里 42歳 ＋看
サージ総集編 VOL.2
欲望を受け止める！並木塔子/
編
スペシャル
もキメちゃいます！
しの女たちとナマ中●しＳＥＸ
してハメ倒したい！
熟女10人登場！VOL.2
ので酔わせて中●ししたい
護師の巨乳おばさん 茨城熟女 守谷多
澤村レイコ 他
いなおばさん群馬熟女 中本美香 48歳

中高年向けのパートナー紹介所 人妻AVデビュードキュメント 淫乱義母娘ナンパ！やっぱり親 巨乳の保育士さんを居酒屋でナ

香子 53歳

『嫁の母』義母の膣はとろとろ
農道ナンパ8 田舎は空気も水 …。流石の円熟テクニックに腰
も農道熟女も美味しかった！ 砕け！禁断の関係に我慢汁が溢
れて止まらない！

近●相姦トライアングル豪華版 農道ナンパ 田舎のおばちゃん
（2）〜義母とその妹に挿入し

を口説くのはルビーにお任せ

たい息子

VOL.1

【大人気】四十路マダム36！歳を重
ねた分、快楽が更に深まったのか四十

一度限りの背徳人妻不倫

路女の欲望はもはや限度を知らない！

（24）〜旦那と一緒に寝てい

欲望のおもむくまま5人のマダムの熟

るベッドで不倫・美緒42歳

「おばさんのカラダで勃起し
人妻ナンパ中●しイカセ 27 白 ちゃったの？」挑発的すぎる豊
金台編

ユがお尻まで垂れちゃう！

れた肉体が妖艶に乱れ咲く！！

どスケベ熟女10人！あまりに
もエロいので思わず中●しし
ちゃいました（1）

人妻ナンパ中●し

ゴムが破け

ちゃって…どうもスミマセン 『ヘンリー塚本』やる！ナマナ
m(̲̲)mでも奥さん気持ち良

りませんか？と誘われて我慢で ちゃったの？」挑発的すぎる豊
きずに中●しされちゃった美人 満なカラダに中●し！白濁オツ
妻たち VOL.1

マしい！男女生殖器結●映像

かったですよね！VOL.2

無料マッサージで気持ち良くな 「おばさんのカラダで勃起し

ユがお尻まで垂れちゃう！

満なカラダに中●し！白濁オツ

どスケベ熟女10人！あまりに
もエロいので思わず中●しし
ちゃいました（10）

中●しお義母さんが教えてあげ
る！この世で最もいけない禁断
の姦係！ダメなのに…疼く身体
を止められない！

本物人妻10人！夫に内緒で

色っぽい五十路看護師しかいな
い病院に入院したら毎日チンコ
を求められた！

【初撮り50代】いい年して恥

求める五十路奥様が覚悟のAV 満なカラダに中●し！白濁オツ
出演！10人２時間

ンパして連れ込み旅館で中●し 男優の激しいセックスに人妻が
ＳＥＸリターンズ

絶叫する中●し不貞10人２時

ユがお尻まで垂れちゃう！

人妻AVデビュードキュメント 淫乱義母娘ナンパ！やっぱり親 中高年向けのパートナー紹介所

行った人妻専門風俗店の面接で ベストセレクション人妻３０名 子！恥らいイキまくり！中●し は即ハメ入れ喰いだった！総集
本●を迫られた全記録

スペシャル

もキメちゃいます！

編

大学病院の美人女医を性感マッ
サージでとことんイカせてみた
（4）

西麻布高級人妻性感オイルマッ
サージ総集編 VOL.2

無料マッサージで気持ち良くな
りませんか？と誘われて我慢で
きずに中●しされちゃった美人
妻たち

VOL.1

『ながえスタイル』不倫禁止の
村！殆どの人が知らない。実際
に今でも存在する日本の裏文化

【大人気】四十路マダム36！歳を重

綺麗でいやらしいオバさん！チ 昼下がりの主婦10人！夫の居

農道ナンパ 田舎のおばちゃん ねた分、快楽が更に深まったのか四十 近●相姦トライアングル豪華版
農道ナンパ8 田舎は空気も水 ンコを自ら咥え込み精液を味わ ぬ間に肉棒で突かれて別人のよ
を口説くのはルビーにお任せ 路女の欲望はもはや限度を知らない！ （2）〜義母とその妹に挿入し
も農道熟女も美味しかった！ う美オバは自らの強い肉欲をさ うなだらしないアへ顔をさらし
欲望のおもむくまま5人のマダムの熟
VOL.1
たい息子
らけ出した！
ていた（3）
れた肉体が妖艶に乱れ咲く！！

【初撮り30代40代人妻】夫を
巣鴨でキレイなお婆ちゃんをナ 裏切ってでもしたかったこと…

「おばさんのカラダで勃起し

ずかしい…性欲の捌け口を探し ちゃったの？」挑発的すぎる豊

『ヘンリー塚本』夜這い淫話闇
に濡れた蜜壺

クラスのマドンナだった吉岡さ
んと還暦パーティーで再会した
ので酔わせて中●ししたい

間

2/3

『お義母さんが…きれいにして スーツ専門店の美人店員さんと
人妻ナンパ中●しイカセ 27 白 あげる…』立派に育った息子の 試着室でヤリたい〜裾上げの時
金台編

肉棒に魅せられた禁じられた関 に見えるパイオツの谷間がたま
係！

らん！

人妻AVデビュードキュメント
ベストセレクション人妻３０名
スペシャル

POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2020年3月
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巣鴨でキレイなお婆ちゃん

農道ナンパ 田舎のおばちゃ

『ヘンリー塚本』やる！ナ

大学病院の美人女医を性感

をナンパして連れ込み旅館

んを口説くのはルビーにお

で中●しＳＥＸリターンズ

任せ VOL.1

【五十路義母と子】悩まし
人妻ナンパ中●しイカセ 27 いスレンダーで色白の肌！
白金台編

父の目を盗み、義母の蜜壺
に挿れる日々！

『ながえスタイル』不倫禁
止の村！殆どの人が知らな
い。実際に今でも存在する
日本の裏文化

『ヘンリー塚本』夜這い淫
話闇に濡れた蜜壺

色っぽい五十路看護師しか

悶える人妻２０人

いない病院に入院したら毎

みナンパ スペシャル

マナマしい！男女生殖器結

マッサージでとことんイカ

日チンコを求められた！

VOL.1

●映像

せてみた（4）

行った人妻専門風俗店の面

ト ベストセレクション人妻

精液を味わう美オバは自ら

接で本●を迫られた全記録

３０名スペシャル

の強い肉欲をさらけ出し

どスケベ熟女10人！あまり 農道ナンパ8

田舎は空気も しちゃったの？」挑発的す

にもエロいので思わず中●

水も農道熟女も美味しかっ

ぎる豊満なカラダに中●

ししちゃいました（10）

た！

し！白濁オツユがお尻まで

に発情する義父〜撫で回し
て舐め回してハメ倒した
い！

【初撮り30代40代人妻】夫
を裏切ってでもしたかった
こと…男優の激しいセック
スに人妻が絶叫する中●し
不貞10人２時間

【VENUS10周年特別企
画】最も人気があった熟女
は誰？S級熟女10人登場！
VOL.1

時間

嫁のムッチリしたスケベ尻
に発情する義父〜撫で回し
て舐め回してハメ倒した
い！

人妻AVデビュードキュメン 熟年中●し同窓会！数十年
ト ベストセレクション人妻

ぶり再会した同級生たちの

３０名スペシャル

宴！あの頃より硬いわ…

恥ずかしい…性欲の捌け口

してあげる…』立派に育っ

んと試着室でヤリたい〜裾

り！中●しもキメちゃいま

再会したので酔わせて中●

を探し求める五十路奥様が

た息子の肉棒に魅せられた

上げの時に見えるパイオツ

す！

ししたい

覚悟のAV出演！10人２時間

禁じられた関係！

の谷間がたまらん！

人妻

日本の裏文化

『ヘンリー塚本』やる！ナ
マナマしい！男女生殖器結
●映像

クラスのマドンナだった吉
岡さんと還暦パーティーで
再会したので酔わせて中●
ししたい
人妻ナンパ中●し

ゴムが

破けちゃって…どうもスミ
マセンm(̲̲)mでも奥さん気
持ち良かったですよね！
VOL.2
やらせてっ、おばさん！頼

中高年向けのパートナー紹 農道ナンパ8 田舎は空気も まれると断れない美熟女が

マッサージでとことんイカ

こと…男優の激しいセック

係に我慢汁が溢れて止まら

せてみた（4）

スに人妻が絶叫する中●し
不貞10人２時間

ゴムが
熟年中●し同窓会！数十年

マセンm(̲̲)mでも奥さん気 ぶり再会した同級生たちの
宴！あの頃より硬いわ…

VOL.2

48歳

＋家事代行サービスのきれ

いなおばさん 熊谷美人 宮本紗央
里 42歳

＋看護師の巨乳おばさ

介所は即ハメ入れ喰いだっ

水も農道熟女も美味しかっ

若い男の欲望を受け止め

た！総集編

た！

る！並木塔子/澤村レイコ
他

ん 茨城熟女 守谷多香子 53歳

昼下がりの主婦10人！夫の

【VENUS10周年特別企

『ながえスタイル』不倫禁

居ぬ間に肉棒で突かれて別

画】最も人気があった熟女

止の村！殆どの人が知らな

人のようなだらしないアへ

は誰？S級熟女10人登場！

い。実際に今でも存在する

顔をさらしていた（3）

VOL.2

日本の裏文化

近●相姦トライアングル豪
華版（2）〜義母とその妹に
挿入したい息子

【大人気】四十路マダム36！歳を

昼下がりの主婦10人！夫の 還暦で初撮り 六十歳を過ぎ

『ながえスタイル』不倫禁

居ぬ間に肉棒で突かれて別

て恥じらいながらAVデ

止の村！殆どの人が知らな

人のようなだらしないアへ

ビューを飾った熟女１０人

い。実際に今でも存在する

顔をさらしていた（3）

VOL.2

日本の裏文化

近●相姦トライアングル豪
華版（2）〜義母とその妹に
挿入したい息子

重ねた分、快楽が更に深まったの

一度限りの背徳人妻不倫

連れ込

『ヘンリー塚本』やる！ナ

みナンパ スペシャル

マナマしい！男女生殖器結

VOL.1

●映像

『ヘンリー塚本』夜這い淫
話闇に濡れた蜜壺
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