POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2020年8月
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友人の妻を！父の後妻を！部
放送休止

五十路マダム 5 精液注入！完

近●相姦トライアングル

熟した肉体が醸し出す尋常

（6）～義母とその妹に挿入

じゃない色気の虜に！

したい息子

泥酔！乱交！発狂！ママ友ナン
パ中●し VOL.9 酒という媚薬で
本能をムキ出し！クリもムキ出
し！狂喜淫乱舞する人妻たち

浮気妻12人！旦那に内緒で昼 タイ古式マッサージ店でスタ 長の奥さんを！10人の美しき
間の合コン開催…奥さま達
はっちゃけすぎでーす！

イル抜群のタイ人姉妹に勃起 人妻を寝取る背徳情交！特濃
を見せつけてＳＥＸ

汁を注入する罪深き中●し！
VOL.2

『ながえスタイル』寝取られ
性癖夫の願望！イカされる妻
をのぞき見る！

同窓会で久しぶりに会った元
カノとヤリたい総集編～人妻
ならではのフェロモンがムン
ムンで辛抱たまらん

暇を持て余した五十路マダム 隣のママ友を気にしながら声
が集う秘密のセンズリ鑑賞会 を必死に押し殺す 人妻高級オ
豪華版

イルエステ

【初撮り50代60代】秘めた欲望

旅館や民宿、ホテルでも突然

を抑えきれずに出演を決意した

夜●いされた熟女！抵抗する

奥様たち！完熟の肉体が乱舞す

も男のガチさに身体がHモー

る超濃厚中●し不貞２時間

ド覚醒！

五十路熟女の大量潮！私は鯨
のように吹いちゃいます！

タイ古式マッサージ店でスタ
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『ヘンリー塚本』和姦レ●
プ！快感を味わってしまった
女たち

【世界一受けたい官能授業】熟
女先生が体を張って教えてくれ

親戚のおばさんに筆おろしさ ヤンキー姉ちゃんを性感マッ

る大人の世界！熱烈指導に中●
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しせずにはいられない！10人２

尚子/羽月希
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検証ドスケベのポテンシャル
四十路おばさんが最強説！澤
村レイコ/音羽文子/北条麻妃/
川上ゆう

他

墓参りに来た未亡人の美熟女
をナンパ即ハメ～ご無沙汰チ
ンポに濡れまくり！

触りを許してくれるのでお願

く！人妻浮気48手

いしたら射精させてくれまし
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【初撮り30代40代】もっと気持

ビジネスホテルの女性マッ

ちよくなりたいの！性欲過多の

サージ師はヤラせてくれるの 人妻たちがAV出演で満たされな
か？総集編Vol.4

い性活にさようなら！10人２時
間

わりと綺麗なおばさんナンパ
「わたしオバサンだけどいい
の？」恥じらうカラダを集中
愛撫！ハメ撮りZANMAI5
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ルで働いているのを発見した み易くてとってもエロい美熟
俺～弱みにつけこみ本●
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青山編
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ピアノ科の美人音大生をナン
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夜●いされた熟女！抵抗する
がビンゴ！でヌルっと「あれっ！？
マッサージで心ゆくまでイカ
熟した肉体が醸し出す尋常 イル抜群のタイ人姉妹に勃起 人妻を寝取る背徳情交！特濃
サージ師はヤラせてくれるの
わ性欲が強すぎるわでもう最 価が高かった美熟母 ～ VOL.2 達の知られざる乱痴気変態
も男のガチさに身体がHモー
入っちゃった！」そしたら「あっ…
せてみた（6）
じゃない色気の虜に！
を見せつけてＳＥＸ
汁を注入する罪深き中●し！
か？総集編Vol.4
高♪
セックス！
ド覚醒！
中に●しちゃった！」
VOL.1
人妻ナンパ 女性経験の無い僕に素股

ピアノ科の美人音大生をナン

凄エグ熟女！普通のおばさん

友人の妻を！父の後妻を！部

おじいちゃんの介護士は見る 【初撮り30代40代】もっと気持

長の奥さんを！10人の美しき 浮気妻12人！旦那に内緒で昼 からにスケベそうなムチ尻美
人妻を寝取る背徳情交！特濃

間の合コン開催…奥さま達

汁を注入する罪深き中●し！

はっちゃけすぎでーす！

VOL.2
『ヘンリー塚本』和姦レ●

暇を持て余した五十路マダム

プ！快感を味わってしまった が集う秘密のセンズリ鑑賞会
女たち

豪華版

キレイな五十路熟女を性感

ちよくなりたいの！性欲過多の

熟女 豪華版～介護のかたわら 人妻たちがAV出演で満たされな
僕のチンポをしゃぶってき

い性活にさようなら！10人２時

た！

間

わりと綺麗なおばさんナンパ
「わたしオバサンだけどいい
の？」恥じらうカラダを集中
愛撫！ハメ撮りZANMAI5

【世界一受けたい官能授業】熟

【超多人数！】五十路素●熟 ヤンキー姉ちゃんを性感マッ
女！欲求不満な人妻達の乱

サージでとことんイカせてみ

る大人の世界！熱烈指導に中●

れっぷりは圧巻！

た豪華版（1）

しせずにはいられない！10人２

性癖夫の願望！イカされる妻 ルで働いているのを発見した み易くてとってもエロい美熟
俺～弱みにつけこみ本●

美人ニューハーフがかわいい 泥酔！乱交！発狂！ママ友ナ
シ●ウト娘をベロキスナンパ ンパ中●し VOL.9 酒という媚 五十路マダム 5 精液注入！完

近●相姦トライアングル

～女同士と安心させてトロけ 薬で本能をムキ出し！クリも

熟した肉体が醸し出す尋常

（6）～義母とその妹に挿入

ちゃったところでイチモツ挿 ムキ出し！狂喜淫乱舞する人

じゃない色気の虜に！

したい息子

入！
女先生が体を張って教えてくれ

【超多人数！】五十路素●熟

る大人の世界！熱烈指導に中●

女！欲求不満な人妻達の乱

しせずにはいられない！10人２

れっぷりは圧巻！

時間

検証ドスケベのポテンシャル
四十路おばさんが最強説！澤
村レイコ/音羽文子/北条麻妃/
川上ゆう

女コレクション１０名

他

息子の同級生の母親がデリヘ
ルで働いているのを発見した
俺～弱みにつけこみ本●

ヤンキー姉ちゃんを性感マッ
サージでとことんイカせてみ
た豪華版（1）

同窓会で久しぶりに会った元
カノとヤリたい総集編～人妻
ならではのフェロモンがムン
ムンで辛抱たまらん

妻のさびしい身体は理性が効 に口説いてハメ倒した盗●映
かずに発情する…！？

社内性交を強要する庶務課総
務課のおばさん

像7&8

れた僕。リターンズ9！赤瀬

女コレクション１０名

尚子/羽月希

美人と評判の仲居さんがいる
旅館に行って仲居さんを強引
に口説いてハメ倒した盗●映
像7&8

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.4

出張マッサージで際どい所を何

同じ職場の人妻がデリヘルで

度も刺激されイク寸前に終了さ

働いているのを発見した俺～

せられた人妻は自ら延長を申し

弱みにつけこみ本●

入れ挿入中●しを懇願する！２
時間総集編 PART3

人妻ナンパ 女性経験の無い僕に素股
でSEXサポートだけのつもりが角度
がビンゴ！でヌルっと「あれっ！？
入っちゃった！」そしたら「あっ…
中に●しちゃった！」

夜●いされた熟女！抵抗する 触りを許してくれるのでお願

を寝取る背徳情交！特濃汁を注

も男のガチさに身体がHモー いしたら射精させてくれまし

入する罪深き中●し！VOL.2

ド覚醒！

サージ師はヤラせてくれるの
か？総集編Vol.4
泥酔！乱交！発狂！ママ友ナ

同じ職場の人妻がデリヘルで ンパ中●し VOL.9 酒という媚
働いているのを発見した俺～ 薬で本能をムキ出し！クリも
弱みにつけこみ本●

ムキ出し！狂喜淫乱舞する人
妻たち

検証ドスケベのポテンシャル ピアノ科の美人音大生をナン
四十路おばさんが最強説！澤 パしたら指使いがエロすぎる
村レイコ/音羽文子/北条麻妃/ わ性欲が強すぎるわでもう最
高♪

成しました！翔田千里/北条麻 いしたら射精させてくれまし 価が高かった美熟母 ～ VOL.2

でSEXサポートだけのつもりが角度
がビンゴ！でヌルっと「あれっ！？
入っちゃった！」そしたら「あっ…

たところでイチモツ挿入！

ムチムチ実った豊満な乳房が

おじいちゃんの介護士は見るか

ぶるんぶるん揺れまくる！巨

らにスケベそうなムチ尻美熟女

尻嫁の母の膣圧に我慢できず

豪華版～介護のかたわら僕のチ

に大量中●し発射！

ンポをしゃぶってきた！

ごく普通の主婦６人が自宅で 五十路デビュー！50を過ぎて
浮気ＳＥＸ！（１）～イキす 初めてカメラの前で裸を晒す
ぎて本気アヘアヘ

る超濃厚中●し不貞２時間

かずに発情する…！？

く！人妻浮気48手

豪華版～介護のかたわら僕のチ 価が高かった美熟母 ～ VOL.2 社内性交を強要する庶務課総

務課のおばさん

川上ゆう

他

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
豪華版

【世界一受けたい官能授業】熟

浮気ＳＥＸ！（１）～イキす
ぎて本気アヘアヘ

奥様限定！人妻中●しガチン
コナンパ！！

青山編

五十路マダム 5 精液注入！完 息子の同級生の母親がデリヘ

女先生が体を張って教えてくれ

熟した肉体が醸し出す尋常

ルで働いているのを発見した

る大人の世界！熱烈指導に中●

じゃない色気の虜に！

俺～弱みにつけこみ本●

しせずにはいられない！10人２
時間

五十路デビュー！50を過ぎて
初めてカメラの前で裸を晒す
遅咲きAV女優が10名 VOL.1

親戚のおばさんに筆おろしさ
れた僕。リターンズ9！赤瀬
尚子/羽月希

凄エグ熟女！普通のおばさん
の変態願望、叶えます。熟女
達の知られざる乱痴気変態
セックス！

近●相姦トライアングル

じゃない色気の虜に！

ムンで辛抱たまらん
泥酔！乱交！発狂！ママ友ナン
パ中●し VOL.9 酒という媚薬で
本能をムキ出し！クリもムキ出
し！狂喜淫乱舞する人妻たち

ムチムチ実った豊満な乳房が
ぶるんぶるん揺れまくる！巨
尻嫁の母の膣圧に我慢できず
に大量中●し発射！

隣のママ友を気にしながら声 浮気妻12人！旦那に内緒で昼 タイ古式マッサージ店でスタ

（6）～義母とその妹に挿入 を必死に押し殺す 人妻高級オ
したい息子

熟した肉体が醸し出す尋常

妻のさびしい身体は理性が効 村レイコ/音羽文子/北条麻妃/ ならではのフェロモンがムン

らにスケベそうなムチ尻美熟女 義母子交尾 ～ファンからの評 で高まる性欲！最初で最後の

ごく普通の主婦６人が自宅で

五十路マダム 5 精液注入！完

の夫がいる状況で迫られた人 四十路おばさんが最強説！澤 カノとヤリたい総集編～人妻

『ヘンリー塚本』欲望渦巻

ンポをしゃぶってきた！

を抑えきれずに出演を決意した

遅咲きAV女優が10名 VOL.1

お見舞いNTR！！隣に入院中 検証ドスケベのポテンシャル 同窓会で久しぶりに会った元

五十路キャリアOL！閉経間近

おじいちゃんの介護士は見るか

達の知られざる乱痴気変態
セックス！

奥様たち！完熟の肉体が乱舞す

に大量中●し発射！

の変態願望、叶えます。熟女

中に●しちゃった！」

尻嫁の母の膣圧に我慢できず 同士と安心させてトロけちゃっ

時間

ド覚醒！

入れ挿入中●しを懇願する！２

【初撮り50代60代】秘めた欲望

せてみた（6）

も男のガチさに身体がHモー

せられた人妻は自ら延長を申し

弱みにつけこみ本●

ムチムチ実った豊満な乳房が 美人ニューハーフがかわいいシ
ぶるんぶるん揺れまくる！巨 ●ウト娘をベロキスナンパ～女

はっちゃけすぎでーす！

る超濃厚中●し不貞２時間

間

愛撫！ハメ撮りZANMAI5

しせずにはいられない！10人２

奥様たち！完熟の肉体が乱舞す

い性活にさようなら！10人２時

く！人妻浮気48手

ンポに濡れまくり！

夜●いされた熟女！抵抗する

人妻たちがAV出演で満たされな

の？」恥じらうカラダを集中

マッサージで心ゆくまでイカ

を抑えきれずに出演を決意した

ちよくなりたいの！性欲過多の

『ヘンリー塚本』欲望渦巻

間の合コン開催…奥さま達

旅館や民宿、ホテルでも突然

【初撮り30代40代】もっと気持

「わたしオバサンだけどいい

る大人の世界！熱烈指導に中●

【初撮り50代60代】秘めた欲望

高♪

わりと綺麗なおばさんナンパ

をナンパ即ハメ～ご無沙汰チ

イルエステ

た！

のように吹いちゃいます！

ビジネスホテルの女性マッ

キレイな五十路熟女を性感

りする超濃厚本格ドラマが完 触りを許してくれるのでお願 義母子交尾 ～ファンからの評
他

五十路熟女の大量潮！私は鯨

た！

浮気妻12人！旦那に内緒で昼

禁断相姦！超豪華女優がお送 人妻訪問マッサージは割とお

妃/つぼみ

他

女先生が体を張って教えてくれ

を見せつけてＳＥＸ

他

川上ゆう

【世界一受けたい官能授業】熟

イル抜群のタイ人姉妹に勃起 を必死に押し殺す 人妻高級オ

川上ゆう

村レイコ/音羽文子/北条麻妃/ わ性欲が強すぎるわでもう最

墓参りに来た未亡人の美熟女

ご近所で見つけた美人で親し 親戚のおばさんに筆おろしさ タイ古式マッサージ店でスタ 隣のママ友を気にしながら声
み易くてとってもエロい美熟

四十路おばさんが最強説！澤 パしたら指使いがエロすぎる

の奥さんを！10人の美しき人妻

時間総集編 PART3

の夫がいる状況で迫られた人 旅館に行って仲居さんを強引

奥様限定！人妻中●しガチン で高まる性欲！最初で最後の
青山編

入れ挿入中●しを懇願する！２

お見舞いNTR！！隣に入院中 美人と評判の仲居さんがいる

五十路キャリアOL！閉経間近
コナンパ！！

せられた人妻は自ら延長を申し

のように吹いちゃいます！

度も刺激されイク寸前に終了さ

働いているのを発見した俺～

検証ドスケベのポテンシャル ピアノ科の美人音大生をナン 人妻ナンパ 女性経験の無い僕に素股 凄エグ熟女！普通のおばさん

旅館や民宿、ホテルでも突然 人妻訪問マッサージは割とお

出張マッサージで際どい所を何
度も刺激されイク寸前に終了さ

五十路熟女の大量潮！私は鯨

時間総集編 PART3

友人の妻を！父の後妻を！部長

妻たち

【世界一受けたい官能授業】熟

出張マッサージで際どい所を何

同じ職場の人妻がデリヘルで

時間

『ながえスタイル』寝取られ 息子の同級生の母親がデリヘ ご近所で見つけた美人で親し
をのぞき見る！

女先生が体を張って教えてくれ

イルエステ

間の合コン開催…奥さま達

イル抜群のタイ人姉妹に勃起

はっちゃけすぎでーす！

を見せつけてＳＥＸ

同窓会で久しぶりに会った元 【初撮り50代60代】秘めた欲望
友人の妻を！父の後妻を！部長
【超多人数！】五十路素●熟 ヤンキー姉ちゃんを性感マッ
カノとヤリたい総集編～人妻 を抑えきれずに出演を決意した
の奥さんを！10人の美しき人妻
女！欲求不満な人妻達の乱 サージでとことんイカせてみ
を寝取る背徳情交！特濃汁を注
ならではのフェロモンがムン 奥様たち！完熟の肉体が乱舞す
れっぷりは圧巻！
た豪華版（1）
る超濃厚中●し不貞２時間
入する罪深き中●し！VOL.2
ムンで辛抱たまらん
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人妻訪問マッサージは割と
お触りを許してくれるので
お願いしたら射精させてく
れました！
【初撮り30代40代】もっと気
持ちよくなりたいの！性欲過
多の人妻たちがAV出演で満た
されない性活にさようなら！
10人２時間

22

23

土

日

【初撮り50代60代】秘めた欲

何度も刺激されイク寸前に終
了させられた人妻は自ら延長
を申し入れ挿入中●しを懇願
する！２時間総集編 PART3

火

水

木

熟女 豪華版～介護のかたわら

乱舞する超濃厚中●し不貞２

す！

僕のチンポをしゃぶってき

時間
ムチムチ実った豊満な乳房が
ぶるんぶるん揺れまくる！巨
尻嫁の母の膣圧に我慢できず
に大量中●し発射！

ぎるわ性欲が強すぎるわで

た！
泥酔！乱交！発狂！ママ友ナ

ごく普通の主婦６人が自宅 ンパ中●し VOL.9 酒という媚
で浮気ＳＥＸ！（１）～イ 薬で本能をムキ出し！クリも
キすぎて本気アヘアヘ

美人と評判の仲居さんがい
る旅館に行って仲居さんを
強引に口説いてハメ倒した
盗●映像7&8

しき人妻を寝取る背徳情
交！特濃汁を注入する罪深

の？」恥じらうカラダを集中
愛撫！ハメ撮りZANMAI5

美人と評判の仲居さんがい
る旅館に行って仲居さんを
強引に口説いてハメ倒した
盗●映像7&8

カせてみた（6）

達はっちゃけすぎでーす！

た女たち

ムが集う秘密のセンズリ鑑
賞会 豪華版

ちゃったところでイチモツ挿 されない性活にさようなら！
10人２時間

声を必死に押し殺す 人妻 れ性癖夫の願望！イカされ
高級オイルエステ

禁断相姦！超豪華女優がお
送りする超濃厚本格ドラマ
が完成しました！翔田千里
/北条麻妃/つぼみ

他

る妻をのぞき見る！

土

日

月

息子の同級生の母親がデリ
『ヘンリー塚本』欲望渦巻 ヘルで働いているのを発見
く！人妻浮気48手

人妻ナンパ 女性経験の無い僕に素股
でSEXサポートだけのつもりが角度が
ビンゴ！でヌルっと「あれっ！？

した俺～弱みにつけこみ本

入っちゃった！」そしたら「あっ…

●

中に●しちゃった！」

美人ニューハーフがかわいい お見舞いNTR！！隣に入院
シ●ウト娘をベロキスナンパ 中の夫がいる状況で迫られ 『ヘンリー塚本』和姦レ●

近●相姦トライアングル

～女同士と安心させてトロけ た人妻のさびしい身体は理 プ！快感を味わってしまっ （6）～義母とその妹に挿
ちゃったところでイチモツ挿

性が効かずに発情する

入！

…！？

乱舞する超濃厚中●し不貞２

人妻ならではのフェロモン 妻のさびしい身体は理性が効 最後の社内性交を強要する

暇を持て余した五十路マダ 隣のママ友を気にしながら 『ながえスタイル』寝取ら

金

い！10人２時間

同窓会で久しぶりに会った お見舞いNTR！！隣に入院中 五十路キャリアOL！閉経
元カノとヤリたい総集編～ の夫がいる状況で迫られた人 間近で高まる性欲！最初で
かずに発情する…！？

31

に中●しせずにはいられな

賞会 豪華版

時間

がムンムンで辛抱たまらん

30

プ！快感を味わってしまっ ムが集う秘密のセンズリ鑑 くれる大人の世界！熱烈指導

された僕。リターンズ9！ マッサージで心ゆくまでイ した奥様たち！完熟の肉体が
赤瀬尚子/羽月希

29

『ヘンリー塚本』和姦レ● 暇を持て余した五十路マダ 熟女先生が体を張って教えて

【初撮り50代60代】秘めた欲

き中●し！VOL.1

された僕。リターンズ9！ ～女同士と安心させてトロけ 多の人妻たちがAV出演で満た

【世界一受けたい官能授業】

「わたしオバサンだけどいい

友人の妻を！父の後妻を！

美人ニューハーフがかわいい 【初撮り30代40代】もっと気

入！

わりと綺麗なおばさんナンパ

28
【世界一受けたい官能授業】

部長の奥さんを！10人の美 親戚のおばさんに筆おろし キレイな五十路熟女を性感 望を抑えきれずに出演を決意

声を必死に押し殺す 人妻 昼間の合コン開催…奥さま
高級オイルエステ

ムキ出し！狂喜淫乱舞する人
妻たち

親戚のおばさんに筆おろし シ●ウト娘をベロキスナンパ 持ちよくなりたいの！性欲過
赤瀬尚子/羽月希

月
おじいちゃんの介護士は見る

キレイな五十路熟女を性感 隣のママ友を気にしながら 浮気妻12人！旦那に内緒で

出張マッサージで際どい所を

27

鯨のように吹いちゃいま

もう最高♪

カせてみた（6）

26

した奥様たち！完熟の肉体が

『ヘンリー塚本』欲望渦巻 ンパしたら指使いがエロす

マッサージで心ゆくまでイ

25

望を抑えきれずに出演を決意 五十路熟女の大量潮！私は からにスケベそうなムチ尻美

ピアノ科の美人音大生をナ
く！人妻浮気48手

24

庶務課総務課のおばさん
息子の同級生の母親がデリ
ヘルで働いているのを発見
した俺～弱みにつけこみ本
●

た女たち

入したい息子

禁断相姦！超豪華女優がお 同窓会で久しぶりに会った 五十路デビュー！50を過ぎ
送りする超濃厚本格ドラマ 元カノとヤリたい総集編～ て初めてカメラの前で裸を
が完成しました！翔田千里 人妻ならではのフェロモン 晒す遅咲きAV女優が10名
/北条麻妃/つぼみ

他

がムンムンで辛抱たまらん

VOL.1

奥様限定！人妻中●しガチ
ンコナンパ！！

青山編

れ性癖夫の願望！イカされ
る妻をのぞき見る！

五十路マダム 5 精液注入！ ビジネスホテルの女性マッ
完熟した肉体が醸し出す尋 サージ師はヤラせてくれる
常じゃない色気の虜に！

泥酔！乱交！発狂！ママ友ナ

ヤンキー姉ちゃんを性感

『ながえスタイル』寝取ら

のか？総集編Vol.4

友人の妻を！父の後妻を！部

ンパ中●し VOL.9 酒という媚 【超多人数！】五十路素● 同じ職場の人妻がデリヘル 長の奥さんを！10人の美しき

マッサージでとことんイカ 薬で本能をムキ出し！クリも 熟女！欲求不満な人妻達の で働いているのを発見した 人妻を寝取る背徳情交！特濃
せてみた豪華版（1）

ムキ出し！狂喜淫乱舞する人

乱れっぷりは圧巻！

俺～弱みにつけこみ本●

妻たち

わりと綺麗なおばさんナン
パ「わたしオバサンだけど
いいの？」恥じらうカラダ
を集中愛撫！ハメ撮り
ZANMAI5

VOL.2

検証ドスケベのポテンシャ
ル四十路おばさんが最強
説！澤村レイコ/音羽文子/
北条麻妃/川上ゆう

汁を注入する罪深き中●し！

他

【初撮り50代60代】秘めた
墓参りに来た未亡人の美熟 欲望を抑えきれずに出演を 『ヘンリー塚本』和姦レ●
女をナンパ即ハメ～ご無沙 決意した奥様たち！完熟の プ！快感を味わってしまっ
汰チンポに濡れまくり！

肉体が乱舞する超濃厚中●

た女たち

し不貞２時間
友人の妻を！父の後妻を！部

おじいちゃんの介護士は見る

近●相姦トライアングル

隣のママ友を気にしながら 五十路マダム 5 精液注入！ タイ古式マッサージ店でス 長の奥さんを！10人の美しき 親戚のおばさんに筆おろし からにスケベそうなムチ尻美

（6）～義母とその妹に挿

声を必死に押し殺す 人妻 完熟した肉体が醸し出す尋 タイル抜群のタイ人姉妹に 人妻を寝取る背徳情交！特濃 された僕。リターンズ9！ 熟女 豪華版～介護のかたわら

入したい息子

高級オイルエステ

常じゃない色気の虜に！

勃起を見せつけてＳＥＸ

汁を注入する罪深き中●し！

赤瀬尚子/羽月希

VOL.1

僕のチンポをしゃぶってき
た！

友人の妻を！父の後妻を！部

出張マッサージで際どい所を何度
禁断相姦！超豪華女優がお
タイ古式マッサージ店でス も刺激されイク寸前に終了させら 親戚のおばさんに筆おろし ビジネスホテルの女性マッ 長の奥さんを！10人の美しき
ごく普通の主婦６人が自宅 ご近所で見つけた美人で親
然夜●いされた熟女！抵抗
送りする超濃厚本格ドラマ
（6）～義母とその妹に挿 くれる大人の世界！熱烈指導
タイル抜群のタイ人姉妹に れた人妻は自ら延長を申し入れ挿 された僕。リターンズ9！ サージ師はヤラせてくれる 人妻を寝取る背徳情交！特濃
で浮気ＳＥＸ！（１）～イ しみ易くてとってもエロい
するも男のガチさに身体が
が完成しました！翔田千里
に中●しせずにはいられな
汁を注入する罪深き中●し！
入したい息子
勃起を見せつけてＳＥＸ 入中●しを懇願する！２時間総集
赤瀬尚子/羽月希
のか？総集編Vol.4
キすぎて本気アヘアヘ
美熟女コレクション１０名
Hモード覚醒！
/北条麻妃/つぼみ 他
編 PART3

近●相姦トライアングル

旅館や民宿、ホテルでも突

熟女先生が体を張って教えて

い！10人２時間

VOL.2

わりと綺麗なおばさんナン

友人の妻を！父の後妻を！部 ムチムチ実った豊満な乳房

パ「わたしオバサンだけど 『ヘンリー塚本』和姦レ●

ヤンキー姉ちゃんを性感

長の奥さんを！10人の美しき

がぶるんぶるん揺れまく

【初撮り30代40代】もっと気

同じ職場の人妻がデリヘル 持ちよくなりたいの！性欲過 『ながえスタイル』寝取ら

いいの？」恥じらうカラダ プ！快感を味わってしまっ マッサージでとことんイカ 人妻を寝取る背徳情交！特濃 る！巨尻嫁の母の膣圧に我 で働いているのを発見した 多の人妻たちがAV出演で満た れ性癖夫の願望！イカされ
を集中愛撫！ハメ撮り

た女たち

せてみた豪華版（1）

ZANMAI5
五十路熟女の大量潮！私は
鯨のように吹いちゃいま
す！

ヘルで働いているのを発見

でSEXサポートだけのつもりが角度が
ビンゴ！でヌルっと「あれっ！？

熟女！欲求不満な人妻達の 女をナンパ即ハメ～ご無沙

した俺～弱みにつけこみ本

入っちゃった！」そしたら「あっ…

●

中に●しちゃった！」

の評価が高かった美熟母

された僕。リターンズ9！

汰チンポに濡れまくり！

～ VOL.2

赤瀬尚子/羽月希

五十路キャリアOL！閉経
間近で高まる性欲！最初で
最後の社内性交を強要する
庶務課総務課のおばさん

射！

【超多人数！】五十路素● 墓参りに来た未亡人の美熟

女をナンパ即ハメ～ご無沙

美熟女コレクション１０名

VOL.2
人妻ナンパ 女性経験の無い僕に素股

親戚のおばさんに筆おろし

しみ易くてとってもエロい

慢できずに大量中●し発

息子の同級生の母親がデリ

墓参りに来た未亡人の美熟 義母子交尾 ～ファンから

ご近所で見つけた美人で親

汁を注入する罪深き中●し！

旅館や民宿、ホテルでも突
然夜●いされた熟女！抵抗
するも男のガチさに身体が
Hモード覚醒！

同じ職場の人妻がデリヘル
で働いているのを発見した
俺～弱みにつけこみ本●

乱れっぷりは圧巻！

人妻訪問マッサージは割と
お触りを許してくれるので
お願いしたら射精させてく
れました！

汰チンポに濡れまくり！

ご近所で見つけた美人で親
しみ易くてとってもエロい
美熟女コレクション１０名

俺～弱みにつけこみ本●

されない性活にさようなら！

る妻をのぞき見る！

10人２時間

五十路デビュー！50を過ぎ
て初めてカメラの前で裸を
晒す遅咲きAV女優が10名
VOL.1
禁断相姦！超豪華女優がお
送りする超濃厚本格ドラマ
が完成しました！翔田千里
/北条麻妃/つぼみ

他

【世界一受けたい官能授業】

浮気妻12人！旦那に内緒で
昼間の合コン開催…奥さま
達はっちゃけすぎでーす！

人妻訪問マッサージは割と
お触りを許してくれるので
お願いしたら射精させてく
れました！

晒す遅咲きAV女優が10名
VOL.1

『ヘンリー塚本』和姦レ●
プ！快感を味わってしまっ
た女たち

ピアノ科の美人音大生をナ
ンパしたら指使いがエロす
ぎるわ性欲が強すぎるわで
もう最高♪

人妻を寝取る背徳情交！特濃
汁を注入する罪深き中●し！
VOL.1
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ZANMAI5

声を必死に押し殺す 人妻
高級オイルエステ

る旅館に行って仲居さんを
強引に口説いてハメ倒した
盗●映像7&8

凄エグ熟女！普通のおばさ 同窓会で久しぶりに会った
んの変態願望、叶えます。 元カノとヤリたい総集編～
熟女達の知られざる乱痴気 人妻ならではのフェロモン
変態セックス！

がムンムンで辛抱たまらん

五十路熟女の大量潮！私は 暇を持て余した五十路マダ 持ちよくなりたいの！性欲過
す！

ムが集う秘密のセンズリ鑑 多の人妻たちがAV出演で満た
賞会 豪華版

されない性活にさようなら！
10人２時間

ぶってきた！

入っちゃった！」そしたら「あっ…

強引に口説いてハメ倒した

中に●しちゃった！」

盗●映像7&8

友人の妻を！父の後妻を！部
長の奥さんを！10人の美しき

を集中愛撫！ハメ撮り

鯨のように吹いちゃいま

る旅館に行って仲居さんを

て初めてカメラの前で裸を

いいの？」恥じらうカラダ

～ VOL.2

ビンゴ！でヌルっと「あれっ！？

五十路デビュー！50を過ぎ

パ「わたしオバサンだけど

の評価が高かった美熟母

サージ師はヤラせてくれる くれる大人の世界！熱烈指導 完熟した肉体が醸し出す尋 で浮気ＳＥＸ！（１）～イ
い！10人２時間

わりと綺麗なおばさんナン

尻美熟女 豪華版～介護の

美人と評判の仲居さんがい

キすぎて本気アヘアヘ

もう最高♪

かたわら僕のチンポをしゃ

人妻ナンパ 女性経験の無い僕に素股

常じゃない色気の虜に！

ぎるわ性欲が強すぎるわで

美人と評判の仲居さんがい

【初撮り30代40代】もっと気

るからにスケベそうなムチ 義母子交尾 ～ファンから

でSEXサポートだけのつもりが角度が

に中●しせずにはいられな

ンパしたら指使いがエロす

隣のママ友を気にしながら

おじいちゃんの介護士は見

ビジネスホテルの女性マッ 熟女先生が体を張って教えて 五十路マダム 5 精液注入！ ごく普通の主婦６人が自宅
のか？総集編Vol.4

ピアノ科の美人音大生をナ

美人ニューハーフがかわい お見舞いNTR！！隣に入院 ムチムチ実った豊満な乳房
いシ●ウト娘をベロキスナ 中の夫がいる状況で迫られ

がぶるんぶるん揺れまく

ンパ～女同士と安心させて た人妻のさびしい身体は理 る！巨尻嫁の母の膣圧に我
トロけちゃったところでイ

性が効かずに発情する

慢できずに大量中●し発

チモツ挿入！

…！？

射！

出張マッサージで際どい所を

『ヘンリー塚本』欲望渦巻
く！人妻浮気48手

キレイな五十路熟女を性感 何度も刺激されイク寸前に終 浮気妻12人！旦那に内緒で タイ古式マッサージ店でス
マッサージで心ゆくまでイ 了させられた人妻は自ら延長 昼間の合コン開催…奥さま タイル抜群のタイ人姉妹に
カせてみた（6）

を申し入れ挿入中●しを懇願 達はっちゃけすぎでーす！
する！２時間総集編 PART3

勃起を見せつけてＳＥＸ

