POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2017年9月
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7:00
【ドスケベ家庭教師】満足度
『大好評』５人のエロ年増22！熟
人妻デリバリー33！６人の人妻
五十路マダム５！精液注入!!五
「浮気せずにいられない！」と鼻
ママ友ナンパ！抑えきれない性
サオあり美人ニューハーフが女 No.1！S級熟女と完全1対1の個
ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ 横浜山手にある午後3時迄しか
7:30
女たちの息詰まるような濃厚す
と思い思いのプレイで盛り上が
十路女の完熟した肉体が醸し出 一度限りの背徳人妻不倫 総集 息荒く撮影に挑んだ10人のドス
欲！セックスレスの若妻はママ
性専門エステで美人店員をハメ 人エロ授業で100％合格＆生中
友たちと合コンしたら想像を絶す 営業していないセレブ妻が働くメ
れば見慣れた部屋も高級風俗
す尋常じゃない色気の虜になる
編Ⅳ
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦
8:00 友同士で3P4P当たり前 VOL.1 ぎる情欲に溺れたいです…フル
る！（2）
●し！１０人パーフェクトベスト
る尻軽オンナだった！（3）
ンズリラクゼーション倶楽部②
勃起確定人気作！
店!!
こと間違いなし！
の2時間！！
VOL.２
8:30
9:00 【10名出演！】淫乱四十路妻絶
【ドスケベ家庭教師】満足度
【5名出演】奇跡の還暦熟女！女
義父のデカチンが忘れられず… 親戚のおばさんに筆おろしされ
寝取り母！超スキモノ淫乱母は
どスケベ熟女10人！あまりにも No.1！S級熟女と完全1対1の個
農村に住む農婦を訪ねて青姦 性が一生で一番魅力的になるの
9:30 頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ 街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの
求められる度「いけない」と思い た僕。突然やってきたムチムチボ
甘え上手で乗り上手！若い嫁婿 30連発！最高に気持ちイイ射精
おっぱい見せて下さい！できれ
エロいので思わず中●ししちゃい 人エロ授業で100％合格＆生中
メールで応募してきた3人のおば は還暦を超えてからです！人生
つつも自ら腰を振り中●しされる ディのおばさんが掃除のついで
にイタズラ心がくすぐられ娘の目
の瞬間ＳＰ（3）
10:00 キっぷりにどのタイミングでも抜
ばオマ●コも！」（8）
ました（3）
●し！１０人パーフェクトベスト
さん
経験の豊富さからくるエッチのテ
けます！
貞淑妻 4
に中●し性教育！
を盗んで猛烈挑発！
VOL.１
クニックを是非、ご覧頂こう！
10:30
11:00
【ドスケベ家庭教師】満足度
人妻デリバリー33！６人の人妻 総勢15人！習い事にハマる女子
【義母子交尾BEST】旅先で燃え
キレイな五十路熟女を性感マッ 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
ママ友ナンパ！抑えきれない性
No.1！S級熟女と完全1対1の個 【10人出演】友達のお母さんが僕 １ヶ月前まで女子●生だったキレ
11:30 サージで心ゆくまでイカせてみた チンコ人妻ナンパ！素●奥様に と思い思いのプレイで盛り上が はスケベな体を持て余している 欲！セックスレスの若妻はママ 上がる5組の母と息子の禁断の 騎乗位でデカパイが激しく乱舞し 人エロ授業で100％合格＆生中 のチンチンを欲しがるのでたっぷ イなおま●この新人フーゾク嬢に
れば見慣れた部屋も高級風俗 のですぐポコチンを受け入れが
愛！超えてはいけない一線を越
ているセックスＢＥＳＴ10
12:00
（2）
いきなり生中●し VOL.1
友同士で3P4P当たり前 VOL.1
●し！１０人パーフェクトベスト
り中●ししてやりました！
中●ししたい
店!!
ち
えた時に最高の快楽がある。
VOL.２
12:30
13:00
【5名出演】奇跡の還暦熟女！女
【ドスケベ家庭教師】満足度
寝取り母！超スキモノ淫乱母は
義父のデカチンが忘れられず… 親戚のおばさんに筆おろしされ
横浜山手にある午後3時迄しか 性が一生で一番魅力的になるの
可憐な母親が娘の恋人を股間で
１ヶ月前まで女子●生だったキレ
中高年向けのパートナー紹介所 No.1！S級熟女と完全1対1の個
13:30 営業していないセレブ妻が働くメ
騎乗位でデカパイが激しく乱舞し
甘え上手で乗り上手！若い嫁婿
求められる度「いけない」と思い た僕。突然やってきたムチムチボ
は還暦を超えてからです！人生
誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
イなおま●この新人フーゾク嬢に
「いちじくの会」は即ハメ入れ喰 人エロ授業で100％合格＆生中
ているセックスＢＥＳＴ10
にイタズラ心がくすぐられ娘の目
つつも自ら腰を振り中●しされる ディのおばさんが掃除のついで
14:00 ンズリラクゼーション倶楽部① 経験の豊富さからくるエッチのテ
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
中●ししたい
いだった！
●し！１０人パーフェクトベスト
を盗んで猛烈挑発！
貞淑妻 4
に中●し性教育！
クニックを是非、ご覧頂こう！
VOL.１
14:30
15:00
もう一度、女として輝きたい！人
五十路マダム５！精液注入!!五
人妻デリバリー33！６人の人妻
『大好評』５人のエロ年増22！熟
【10人出演】友達のお母さんが僕 ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ 妻たちのAV初出演現場を追うリ
突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
ママ友ナンパ！抑えきれない性
15:30
十路女の完熟した肉体が醸し出 一度限りの背徳人妻不倫 総集
と思い思いのプレイで盛り上が
離婚したばかりの従姉の家に
女たちの息詰まるような濃厚す
のチンチンを欲しがるのでたっぷ 友たちと合コンしたら想像を絶す アルドキュメント！素●奥様がカ
チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
欲！セックスレスの若妻はママ
す尋常じゃない色気の虜になる
編Ⅳ
れば見慣れた部屋も高級風俗
行ってオマ●コを慰めたい（2）
ぎる情欲に溺れたいです…フル
16:00 り中●ししてやりました！
る尻軽オンナだった！（3）
メラの前でまさかの全員中●
いきなり生中●し VOL.1
友同士で3P4P当たり前 VOL.1
こと間違いなし！
店!!
勃起確定人気作！
し！10人2時間！！
16:30
17:00
【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
「浮気せずにいられない！」と鼻
人妻デリバリー33！６人の人妻
どスケベ熟女10人！あまりにも
女に中●し！全国熟女愛好会公
横浜山手にある午後3時迄しか 【10人出演】友達のお母さんが僕 隣に住んでいるスケベな体つき 可憐な母親が娘の恋人を股間で
12連発！病院に隠しカメラを仕
17:30 エロいので思わず中●ししちゃい
息荒く撮影に挑んだ10人のドス
30連発！最高に気持ちイイ射精
と思い思いのプレイで盛り上が
認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃
営業していないセレブ妻が働くメ のチンチンを欲しがるのでたっぷ の美人母娘と３Ｐできる絶好の 誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
掛けたら想像を絶するうらやまし
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦
の瞬間ＳＰ（3）
れば見慣れた部屋も高級風俗
18:00
ました（3）
起しない！」と言う熟女星人の
ンズリラクゼーション倶楽部①
り中●ししてやりました！
チャンスを手に入れた俺
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
い映像が撮れちゃった
の2時間！！
店!!
方々に贈る厳選ベスト！
18:30
19:00 人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン 【義母子交尾BEST】旅先で燃え
もう一度、女として輝きたい！人
【S級美熟女9人！】裏メニューは
「浮気せずにいられない！」と鼻 【S級美熟女9人！】裏メニューは
ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜
隣に住んでいるスケベな体つき 妻たちのAV初出演現場を追うリ
12連発！病院に隠しカメラを仕
街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの
19:30 け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目 上がる5組の母と息子の禁断の の美人母娘と３Ｐできる絶好の アルドキュメント！素●奥様がカ 超絶セックス！マンションの一角 掛けたら想像を絶するうらやまし
息荒く撮影に挑んだ10人のドス 超絶セックス！マンションの一角
アナル中●しまでヤレる人妻メン
おっぱい見せて下さい！できれ
の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる 愛！超えてはいけない一線を越
で繰り広げられる美熟女ママた
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦 で繰り広げられる美熟女ママた
ズ裏回春マッサージ
20:00 固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3 えた時に最高の快楽がある。
チャンスを手に入れた俺
メラの前でまさかの全員中●
い映像が撮れちゃった
ばオマ●コも！」（8）
ちの熟れた欲情！
の2時間！！
ちの熟れた欲情！
し！10人2時間！！
人合計29回イキ！！ in白金台
20:30
21:00
五十路マダム５！精液注入!!五
【義母子交尾BEST】旅先で燃え
『大好評』５人のエロ年増22！熟
【S級美熟女9人！】裏メニューは
キレイな五十路熟女を性感マッ ママ友ナンパ！抑えきれない性
中高年向けのパートナー紹介所
キレイな五十路熟女を性感マッ 横浜山手にある午後3時迄しか
21:30 十路女の完熟した肉体が醸し出 サージで心ゆくまでイカせてみた
上がる5組の母と息子の禁断の
アナル中●しまでヤレる人妻メン 女たちの息詰まるような濃厚す
超絶セックス！マンションの一角
欲！セックスレスの若妻はママ
「いちじくの会」は即ハメ入れ喰
サージで心ゆくまでイカせてみた 営業していないセレブ妻が働くメ
す尋常じゃない色気の虜になる
愛！超えてはいけない一線を越
ズ裏回春マッサージ
ぎる情欲に溺れたいです…フル
で繰り広げられる美熟女ママた
22:00
（2）
友同士で3P4P当たり前 VOL.2
いだった！
（2）
ンズリラクゼーション倶楽部①
こと間違いなし！
えた時に最高の快楽がある。
勃起確定人気作！
ちの熟れた欲情！
22:30
人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン
23:00
もう一度、女として輝きたい！人 【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
寝取り母！超スキモノ淫乱母は
ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜 『大好評』５人のエロ年増22！熟 整体師をしているお義母さんに
妻たちのAV初出演現場を追うリ 女に中●し！全国熟女愛好会公 どスケベ熟女10人！あまりにも
23:30 一度限りの背徳人妻不倫 総集 アナル中●しまでヤレる人妻メン 甘え上手で乗り上手！若い嫁婿 離婚したばかりの従姉の家に け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目 女たちの息詰まるような濃厚す マッサージを頼んだらおっぱいが アルドキュメント！素●奥様がカ
認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃 エロいので思わず中●ししちゃい
編Ⅳ
ズ裏回春マッサージ
にイタズラ心がくすぐられ娘の目 行ってオマ●コを慰めたい（2） の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる ぎる情欲に溺れたいです…フル ムニュっと密着してきて近●相姦
0:00
メラの前でまさかの全員中●
起しない！」と言う熟女星人の
ました（3）
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
を盗んで猛烈挑発！
勃起確定人気作！
せずにはいられない
し！10人2時間！！
方々に贈る厳選ベスト！
人合計29回イキ！！ in白金台
0:30
1:00
【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴 整体師をしているお義母さんに
【3P×中●し×10発！】お酒大
農村に住む農婦を訪ねて青姦
突撃！！山手沿線一周駅前 ガ 女に中●し！全国熟女愛好会公 サオあり美人ニューハーフが女 ママ友ナンパ！抑えきれない性
ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
1:30 メールで応募してきた3人のおば
情！欲情を抑えることが出来ず マッサージを頼んだらおっぱいが
好き人妻のアブない飲み会！調
チンコ人妻ナンパ！素●奥様に 認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃 性専門エステで美人店員をハメ 欲！セックスレスの若妻はママ
友たちと合コンしたら想像を絶す チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
娘婿の肉棒をついに手出してし ムニュっと密着してきて近●相姦
子にのって全員ハメを外しまく
2:00
さん
いきなり生中●し VOL.2
起しない！」と言う熟女星人の
る！（2）
友同士で3P4P当たり前 VOL.2
る尻軽オンナだった！（3）
いきなり生中●し VOL.1
まう！
せずにはいられない
り！
方々に贈る厳選ベスト！
2:30
人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン
3:00 【熟女ＳＭドラマ】緊縛調教される
【3P×中●し×10発！】お酒大
「浮気せずにいられない！」と鼻 【5名の性豪】獣のように腰を振る
【義母子交尾BEST】旅先で燃え
12連発！病院に隠しカメラを仕 横浜山手にある午後3時迄しか
街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの
どスケベ熟女10人！あまりにも ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜
3:30 義母達！男たちの言いなりで性 掛けたら想像を絶するうらやまし 営業していないセレブ妻が働くメ 好き人妻のアブない飲み会！調 おっぱい見せて下さい！できれ 息荒く撮影に挑んだ10人のドス ドスケべ熟女達！テク・性欲が成 エロいので思わず中●ししちゃい け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目 上がる5組の母と息子の禁断の
の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる 愛！超えてはいけない一線を越
子にのって全員ハメを外しまく
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦 熟した五十路モンスターの貪欲
4:00 欲に支配されメスの顔を見せ
い映像が撮れちゃった
ンズリラクゼーション倶楽部②
ばオマ●コも！」（8）
ました（3）
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
る！
り！
の2時間！！
なセックスに度肝を抜かれろ！
えた時に最高の快楽がある。
人合計29回イキ！！ in白金台
4:30
5:00
【ドスケベ家庭教師】満足度
【10名出演！】淫乱四十路妻絶
【5名の性豪】獣のように腰を振る 総勢15人！習い事にハマる女子
寝取り母！超スキモノ淫乱母は
No.1！S級熟女と完全1対1の個
キレイな五十路熟女を性感マッ 農村に住む農婦を訪ねて青姦
突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
5:30 中高年向けのパートナー紹介所
頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ
ドスケべ熟女達！テク・性欲が成 はスケベな体を持て余している
甘え上手で乗り上手！若い嫁婿 騎乗位でデカパイが激しく乱舞し
「いちじくの会」は即ハメ入れ喰 人エロ授業で100％合格＆生中
サージで心ゆくまでイカせてみた メールで応募してきた3人のおば
チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
キっぷりにどのタイミングでも抜
熟した五十路モンスターの貪欲 のですぐポコチンを受け入れが
にイタズラ心がくすぐられ娘の目
ているセックスＢＥＳＴ10
6:00
いだった！
●し！１０人パーフェクトベスト
（2）
さん
いきなり生中●し VOL.2
けます！
なセックスに度肝を抜かれろ！
ち
を盗んで猛烈挑発！
VOL.１
6:30
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人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン
7:00
【熟女ＳＭドラマ】緊縛調教される
ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜 【3P×中●し×10発！】お酒大
7:30 義母達！男たちの言いなりで性 離婚したばかりの従姉の家に け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目 好き人妻のアブない飲み会！調
行ってオマ●コを慰めたい（2） の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる 子にのって全員ハメを外しまく
8:00 欲に支配されメスの顔を見せ
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
る！
り！
人合計29回イキ！！ in白金台
8:30
9:00
【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
突撃！！山手沿線一周駅前 ガ 女に中●し！全国熟女愛好会公 12連発！病院に隠しカメラを仕
9:30 隣に住んでいるスケベな体つき
の美人母娘と３Ｐできる絶好の チンコ人妻ナンパ！素●奥様に 認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃 掛けたら想像を絶するうらやまし
10:00
チャンスを手に入れた俺
いきなり生中●し VOL.2
起しない！」と言う熟女星人の
い映像が撮れちゃった
方々に贈る厳選ベスト！
10:30
11:00
【ドスケベ家庭教師】満足度
【S級美熟女9人！】裏メニューは
横浜山手にある午後3時迄しか
中高年向けのパートナー紹介所 No.1！S級熟女と完全1対1の個
11:30 営業していないセレブ妻が働くメ 超絶セックス！マンションの一角 「いちじくの会」は即ハメ入れ喰 人エロ授業で100％合格＆生中
12:00 ンズリラクゼーション倶楽部② で繰り広げられる美熟女ママた
いだった！
●し！１０人パーフェクトベスト
ちの熟れた欲情！
VOL.１
12:30
13:00 【10名出演！】淫乱四十路妻絶
【S級美熟女9人！】裏メニューは
キレイな五十路熟女を性感マッ 横浜山手にある午後3時迄しか
13:30 頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ サージで心ゆくまでイカせてみた
超絶セックス！マンションの一角
営業していないセレブ妻が働くメ
キっぷりにどのタイミングでも抜
で繰り広げられる美熟女ママた
14:00
（2）
ンズリラクゼーション倶楽部①
けます！
ちの熟れた欲情！
14:30
15:00 整体師をしているお義母さんに 【ドスケベ家庭教師】満足度 五十路マダム５！精液注入!!五
15:30 マッサージを頼んだらおっぱいが No.1！S級熟女と完全1対1の個 十路女の完熟した肉体が醸し出 サオあり美人ニューハーフが女
人エロ授業で100％合格＆生中
性専門エステで美人店員をハメ
16:00 ムニュっと密着してきて近●相姦 ●し！１０人パーフェクトベスト す尋常じゃない色気の虜になる
る！（2）
せずにはいられない
こと間違いなし！
VOL.２
16:30
17:00 義父のデカチンが忘れられず… 【5名の性豪】獣のように腰を振る
17:30 求められる度「いけない」と思い ドスケべ熟女達！テク・性欲が成 街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの
アナル中●しまでヤレる人妻メン
おっぱい見せて下さい！できれ
つつも自ら腰を振り中●しされる 熟した五十路モンスターの貪欲
ズ裏回春マッサージ
18:00
ばオマ●コも！」（8）
貞淑妻 4
なセックスに度肝を抜かれろ！
18:30
19:00 寝取り母！超スキモノ淫乱母は
【10名出演！】淫乱四十路妻絶
どスケベ熟女10人！あまりにも ママ友ナンパ！抑えきれない性
19:30 甘え上手で乗り上手！若い嫁婿 エロいので思わず中●ししちゃい
頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ
欲！セックスレスの若妻はママ
キっぷりにどのタイミングでも抜
20:00 にイタズラ心がくすぐられ娘の目
ました（3）
友同士で3P4P当たり前 VOL.1
を盗んで猛烈挑発！
けます！
20:30
21:00
総勢15人！習い事にハマる女子
『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴
可憐な母親が娘の恋人を股間で
21:30 はスケベな体を持て余している 誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
情！欲情を抑えることが出来ず 騎乗位でデカパイが激しく乱舞し
のですぐポコチンを受け入れが
娘婿の肉棒をついに手出してし
ているセックスＢＥＳＴ10
22:00
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
ち
まう！
22:30
23:00 「浮気せずにいられない！」と鼻 人妻デリバリー33！６人の人妻
ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
23:30 息荒く撮影に挑んだ10人のドス と思い思いのプレイで盛り上が 友たちと合コンしたら想像を絶す
チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦 れば見慣れた部屋も高級風俗
0:00
る尻軽オンナだった！（3）
いきなり生中●し VOL.2
の2時間！！
店!!
0:30
1:00
五十路マダム５！精液注入!!五
義父のデカチンが忘れられず… 『大好評』５人のエロ年増22！熟
1:30 十路女の完熟した肉体が醸し出 一度限りの背徳人妻不倫 総集 求められる度「いけない」と思い 女たちの息詰まるような濃厚す
編Ⅳ
つつも自ら腰を振り中●しされる ぎる情欲に溺れたいです…フル
2:00 す尋常じゃない色気の虜になる
こと間違いなし！
貞淑妻 4
勃起確定人気作！
2:30
3:00
農村に住む農婦を訪ねて青姦 【10人出演】友達のお母さんが僕 隣に住んでいるスケベな体つき
3:30 30連発！最高に気持ちイイ射精 メールで応募してきた3人のおば
のチンチンを欲しがるのでたっぷ の美人母娘と３Ｐできる絶好の
の瞬間ＳＰ（3）
4:00
さん
り中●ししてやりました！
チャンスを手に入れた俺
4:30
5:00
【3P×中●し×10発！】お酒大
１ヶ月前まで女子●生だったキレ 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
5:30 ママ友ナンパ！抑えきれない性
好き人妻のアブない飲み会！調
欲！セックスレスの若妻はママ
イなおま●この新人フーゾク嬢に チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
6:00 友同士で3P4P当たり前 VOL.2 子にのって全員ハメを外しまく
中●ししたい
いきなり生中●し VOL.1
り！
6:30

もう一度、女として輝きたい！人
整体師をしているお義母さんに
【5名の性豪】獣のように腰を振る
【義母子交尾BEST】旅先で燃え
妻たちのAV初出演現場を追うリ
横浜山手にある午後3時迄しか
マッサージを頼んだらおっぱいが
ドスケべ熟女達！テク・性欲が成 騎乗位でデカパイが激しく乱舞し
上がる5組の母と息子の禁断の
アルドキュメント！素●奥様がカ
営業していないセレブ妻が働くメ
ムニュっと密着してきて近●相姦
熟した五十路モンスターの貪欲
ているセックスＢＥＳＴ10
愛！超えてはいけない一線を越
メラの前でまさかの全員中●
ンズリラクゼーション倶楽部②
せずにはいられない
なセックスに度肝を抜かれろ！
えた時に最高の快楽がある。
し！10人2時間！！
『大好評』５人のエロ年増22！熟
人妻デリバリー33！６人の人妻
ママ友ナンパ！抑えきれない性
ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ 可憐な母親が娘の恋人を股間で
女たちの息詰まるような濃厚す
と思い思いのプレイで盛り上が
欲！セックスレスの若妻はママ
友たちと合コンしたら想像を絶す 誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
ぎる情欲に溺れたいです…フル
れば見慣れた部屋も高級風俗
友同士で3P4P当たり前 VOL.2
る尻軽オンナだった！（3）
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
勃起確定人気作！
店!!

『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴
どスケベ熟女10人！あまりにも
情！欲情を抑えることが出来ず
エロいので思わず中●ししちゃい
娘婿の肉棒をついに手出してし
ました（3）
まう！

人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン
ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜
け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目
の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
人合計29回イキ！！ in白金台

一度限りの背徳人妻不倫 総集
編Ⅳ

【ドスケベ家庭教師】満足度
【10名出演！】淫乱四十路妻絶
No.1！S級熟女と完全1対1の個
頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ 30連発！最高に気持ちイイ射精
人エロ授業で100％合格＆生中
キっぷりにどのタイミングでも抜
の瞬間ＳＰ（3）
●し！１０人パーフェクトベスト
けます！
VOL.２

総勢15人！習い事にハマる女子
『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴
突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
隣に住んでいるスケベな体つき
はスケベな体を持て余している
情！欲情を抑えることが出来ず
チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
の美人母娘と３Ｐできる絶好の
のですぐポコチンを受け入れが
娘婿の肉棒をついに手出してし
いきなり生中●し VOL.2
チャンスを手に入れた俺
ち
まう！

【5名の性豪】獣のように腰を振る
ママ友ナンパ！抑えきれない性
ドスケべ熟女達！テク・性欲が成
欲！セックスレスの若妻はママ
熟した五十路モンスターの貪欲
友同士で3P4P当たり前 VOL.2
なセックスに度肝を抜かれろ！

【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
【S級美熟女9人！】裏メニューは
横浜山手にある午後3時迄しか 女に中●し！全国熟女愛好会公 １ヶ月前まで女子●生だったキレ
中高年向けのパートナー紹介所
アナル中●しまでヤレる人妻メン 超絶セックス！マンションの一角
営業していないセレブ妻が働くメ 認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃 イなおま●この新人フーゾク嬢に
「いちじくの会」は即ハメ入れ喰
ズ裏回春マッサージ
で繰り広げられる美熟女ママた
ンズリラクゼーション倶楽部②
起しない！」と言う熟女星人の
中●ししたい
いだった！
ちの熟れた欲情！
方々に贈る厳選ベスト！
『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴
【10人出演】友達のお母さんが僕
農村に住む農婦を訪ねて青姦
一度限りの背徳人妻不倫 総集
情！欲情を抑えることが出来ず
のチンチンを欲しがるのでたっぷ
メールで応募してきた3人のおば
編Ⅳ
娘婿の肉棒をついに手出してし
り中●ししてやりました！
さん
まう！

離婚したばかりの従姉の家に
行ってオマ●コを慰めたい（2）

突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
いきなり生中●し VOL.2

【ドスケベ家庭教師】満足度
【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
整体師をしているお義母さんに 義父のデカチンが忘れられず… 【熟女ＳＭドラマ】緊縛調教される
No.1！S級熟女と完全1対1の個 女に中●し！全国熟女愛好会公
30連発！最高に気持ちイイ射精
マッサージを頼んだらおっぱいが 求められる度「いけない」と思い 義母達！男たちの言いなりで性
人エロ授業で100％合格＆生中 認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃
の瞬間ＳＰ（3）
ムニュっと密着してきて近●相姦 つつも自ら腰を振り中●しされる 欲に支配されメスの顔を見せ
●し！１０人パーフェクトベスト
起しない！」と言う熟女星人の
せずにはいられない
貞淑妻 4
る！
VOL.２
方々に贈る厳選ベスト！
【ドスケベ家庭教師】満足度
義父のデカチンが忘れられず… 親戚のおばさんに筆おろしされ
寝取り母！超スキモノ淫乱母は
12連発！病院に隠しカメラを仕 No.1！S級熟女と完全1対1の個
街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの
求められる度「いけない」と思い た僕。突然やってきたムチムチボ
甘え上手で乗り上手！若い嫁婿
掛けたら想像を絶するうらやまし 人エロ授業で100％合格＆生中
おっぱい見せて下さい！できれ
つつも自ら腰を振り中●しされる ディのおばさんが掃除のついで
にイタズラ心がくすぐられ娘の目
い映像が撮れちゃった
●し！１０人パーフェクトベスト
ばオマ●コも！」（8）
貞淑妻 4
に中●し性教育！
を盗んで猛烈挑発！
VOL.１
五十路マダム５！精液注入!!五
【義母子交尾BEST】旅先で燃え
中高年向けのパートナー紹介所 ママ友ナンパ！抑えきれない性
キレイな五十路熟女を性感マッ 可憐な母親が娘の恋人を股間で
十路女の完熟した肉体が醸し出
上がる5組の母と息子の禁断の
「いちじくの会」は即ハメ入れ喰 欲！セックスレスの若妻はママ
サージで心ゆくまでイカせてみた 誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
す尋常じゃない色気の虜になる
愛！超えてはいけない一線を越
いだった！
友同士で3P4P当たり前 VOL.1
（2）
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
こと間違いなし！
えた時に最高の快楽がある。

離婚したばかりの従姉の家に
行ってオマ●コを慰めたい（2）

人妻デリバリー33！６人の人妻 総勢15人！習い事にハマる女子
可憐な母親が娘の恋人を股間で
と思い思いのプレイで盛り上が はスケベな体を持て余している
誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
れば見慣れた部屋も高級風俗 のですぐポコチンを受け入れが
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
店!!
ち

もう一度、女として輝きたい！人
寝取り母！超スキモノ淫乱母は
妻たちのAV初出演現場を追うリ
サオあり美人ニューハーフが女 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
甘え上手で乗り上手！若い嫁婿
アルドキュメント！素●奥様がカ
性専門エステで美人店員をハメ チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
にイタズラ心がくすぐられ娘の目
メラの前でまさかの全員中●
る！（2）
いきなり生中●し VOL.1
を盗んで猛烈挑発！
し！10人2時間！！
【義母子交尾BEST】旅先で燃え
【熟女ＳＭドラマ】緊縛調教される
街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの 横浜山手にある午後3時迄しか
上がる5組の母と息子の禁断の
義母達！男たちの言いなりで性
おっぱい見せて下さい！できれ 営業していないセレブ妻が働くメ
愛！超えてはいけない一線を越
欲に支配されメスの顔を見せ
ばオマ●コも！」（8）
ンズリラクゼーション倶楽部①
えた時に最高の快楽がある。
る！

2/3

親戚のおばさんに筆おろしされ
た僕。突然やってきたムチムチボ
ディのおばさんが掃除のついで
に中●し性教育！

放
送
休
止

ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ
友たちと合コンしたら想像を絶す
る尻軽オンナだった！（3）

アナル中●しまでヤレる人妻メン
ズ裏回春マッサージ

POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2017年9月
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7:00
もう一度、女として輝きたい！人
【S級美熟女9人！】裏メニューは 総勢15人！習い事にハマる女子
１ヶ月前まで女子●生だったキレ 妻たちのAV初出演現場を追うリ 【10人出演】友達のお母さんが僕 キレイな五十路熟女を性感マッ 農村に住む農婦を訪ねて青姦
7:30
超絶セックス！マンションの一角 はスケベな体を持て余している
イなおま●この新人フーゾク嬢に アルドキュメント！素●奥様がカ のチンチンを欲しがるのでたっぷ サージで心ゆくまでイカせてみた メールで応募してきた3人のおば
で繰り広げられる美熟女ママた のですぐポコチンを受け入れが
8:00
中●ししたい
メラの前でまさかの全員中●
り中●ししてやりました！
（2）
さん
ちの熟れた欲情！
ち
し！10人2時間！！
8:30
人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン
9:00
五十路マダム５！精液注入!!五
義父のデカチンが忘れられず…
ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜 【熟女ＳＭドラマ】緊縛調教される
横浜山手にある午後3時迄しか
サオあり美人ニューハーフが女
9:30 営業していないセレブ妻が働くメ 十路女の完熟した肉体が醸し出 離婚したばかりの従姉の家に け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目 義母達！男たちの言いなりで性 性専門エステで美人店員をハメ
求められる度「いけない」と思い
す尋常じゃない色気の虜になる 行ってオマ●コを慰めたい（2） の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる 欲に支配されメスの顔を見せ
つつも自ら腰を振り中●しされる
10:00 ンズリラクゼーション倶楽部①
る！（2）
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
こと間違いなし！
る！
貞淑妻 4
人合計29回イキ！！ in白金台
10:30
11:00 親戚のおばさんに筆おろしされ
【5名出演】奇跡の還暦熟女！女
「浮気せずにいられない！」と鼻 寝取り母！超スキモノ淫乱母は
隣に住んでいるスケベな体つき
街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの
性が一生で一番魅力的になるの
11:30 た僕。突然やってきたムチムチボ の美人母娘と３Ｐできる絶好の 息荒く撮影に挑んだ10人のドス 甘え上手で乗り上手！若い嫁婿 おっぱい見せて下さい！できれ アナル中●しまでヤレる人妻メン は還暦を超えてからです！人生
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦 にイタズラ心がくすぐられ娘の目
ズ裏回春マッサージ
12:00 ディのおばさんが掃除のついで
チャンスを手に入れた俺
ばオマ●コも！」（8）
経験の豊富さからくるエッチのテ
に中●し性教育！
の2時間！！
を盗んで猛烈挑発！
クニックを是非、ご覧頂こう！
12:30
13:00
【3P×中●し×10発！】お酒大
【義母子交尾BEST】旅先で燃え
12連発！病院に隠しカメラを仕
どスケベ熟女10人！あまりにも ママ友ナンパ！抑えきれない性
13:30 掛けたら想像を絶するうらやまし
アナル中●しまでヤレる人妻メン 好き人妻のアブない飲み会！調
上がる5組の母と息子の禁断の 30連発！最高に気持ちイイ射精
エロいので思わず中●ししちゃい 欲！セックスレスの若妻はママ
ズ裏回春マッサージ
子にのって全員ハメを外しまく
愛！超えてはいけない一線を越
の瞬間ＳＰ（3）
14:00
い映像が撮れちゃった
ました（3）
友同士で3P4P当たり前 VOL.1
り！
えた時に最高の快楽がある。
14:30
15:00 人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン 【義母子交尾BEST】旅先で燃え
【ドスケベ家庭教師】満足度
【ドスケベ家庭教師】満足度
【10名出演！】淫乱四十路妻絶
ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜
キレイな五十路熟女を性感マッ No.1！S級熟女と完全1対1の個
No.1！S級熟女と完全1対1の個
15:30 け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目 上がる5組の母と息子の禁断の
頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ 騎乗位でデカパイが激しく乱舞し
サージで心ゆくまでイカせてみた 人エロ授業で100％合格＆生中
人エロ授業で100％合格＆生中
愛！超えてはいけない一線を越
キっぷりにどのタイミングでも抜
ているセックスＢＥＳＴ10
16:00 の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる
（2）
●し！１０人パーフェクトベスト
●し！１０人パーフェクトベスト
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
えた時に最高の快楽がある。
けます！
VOL.２
VOL.１
人合計29回イキ！！ in白金台
16:30
17:00 【5名出演】奇跡の還暦熟女！女 整体師をしているお義母さんに
【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
『大好評』５人のエロ年増22！熟
ママ友ナンパ！抑えきれない性 女に中●し！全国熟女愛好会公 ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
17:30 性が一生で一番魅力的になるの
マッサージを頼んだらおっぱいが
女たちの息詰まるような濃厚す
は還暦を超えてからです！人生
欲！セックスレスの若妻はママ 認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃 友たちと合コンしたら想像を絶す チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
ムニュっと密着してきて近●相姦
ぎる情欲に溺れたいです…フル
18:00 経験の豊富さからくるエッチのテ
友同士で3P4P当たり前 VOL.2 起しない！」と言う熟女星人の
る尻軽オンナだった！（3）
いきなり生中●し VOL.1
せずにはいられない
勃起確定人気作！
方々に贈る厳選ベスト！
18:30 クニックを是非、ご覧頂こう！
人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン
19:00
人妻デリバリー33！６人の人妻
ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜 『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴
サオあり美人ニューハーフが女 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
19:30 性専門エステで美人店員をハメ チンコ人妻ナンパ！素●奥様に と思い思いのプレイで盛り上が 一度限りの背徳人妻不倫 総集 け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目 情！欲情を抑えることが出来ず 離婚したばかりの従姉の家に
の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる 娘婿の肉棒をついに手出してし
れば見慣れた部屋も高級風俗
編Ⅳ
行ってオマ●コを慰めたい（2）
20:00
る！（2）
いきなり生中●し VOL.1
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
店!!
まう！
人合計29回イキ！！ in白金台
20:30
21:00
【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
【5名出演】奇跡の還暦熟女！女
農村に住む農婦を訪ねて青姦 女に中●し！全国熟女愛好会公 どスケベ熟女10人！あまりにも 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ 性が一生で一番魅力的になるの 隣に住んでいるスケベな体つき 横浜山手にある午後3時迄しか
21:30 メールで応募してきた3人のおば
認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃 エロいので思わず中●ししちゃい チンコ人妻ナンパ！素●奥様に は還暦を超えてからです！人生 の美人母娘と３Ｐできる絶好の 営業していないセレブ妻が働くメ
22:00
さん
起しない！」と言う熟女星人の
ました（3）
いきなり生中●し VOL.2
経験の豊富さからくるエッチのテ
チャンスを手に入れた俺
ンズリラクゼーション倶楽部②
方々に贈る厳選ベスト！
クニックを是非、ご覧頂こう！
22:30
23:00 【3P×中●し×10発！】お酒大 総勢15人！習い事にハマる女子
【ドスケベ家庭教師】満足度
親戚のおばさんに筆おろしされ
【S級美熟女9人！】裏メニューは
横浜山手にある午後3時迄しか
どスケベ熟女10人！あまりにも No.1！S級熟女と完全1対1の個
23:30 好き人妻のアブない飲み会！調 はスケベな体を持て余している 営業していないセレブ妻が働くメ た僕。突然やってきたムチムチボ エロいので思わず中●ししちゃい 人エロ授業で100％合格＆生中 超絶セックス！マンションの一角
のですぐポコチンを受け入れが
ディのおばさんが掃除のついで
で繰り広げられる美熟女ママた
0:00 子にのって全員ハメを外しまく
ンズリラクゼーション倶楽部②
ました（3）
●し！１０人パーフェクトベスト
り！
ち
に中●し性教育！
ちの熟れた欲情！
VOL.２
0:30
1:00
【ドスケベ家庭教師】満足度
【10名出演！】淫乱四十路妻絶
親戚のおばさんに筆おろしされ
中高年向けのパートナー紹介所 横浜山手にある午後3時迄しか
キレイな五十路熟女を性感マッ
1:30 騎乗位でデカパイが激しく乱舞し No.1！S級熟女と完全1対1の個
頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ
た僕。突然やってきたムチムチボ
人エロ授業で100％合格＆生中
「いちじくの会」は即ハメ入れ喰 営業していないセレブ妻が働くメ
サージで心ゆくまでイカせてみた
ているセックスＢＥＳＴ10
キっぷりにどのタイミングでも抜
ディのおばさんが掃除のついで
2:00
●し！１０人パーフェクトベスト
いだった！
ンズリラクゼーション倶楽部①
（2）
けます！
に中●し性教育！
VOL.１
2:30
3:00
『大好評』５人のエロ年増22！熟
五十路マダム５！精液注入!!五 整体師をしているお義母さんに
可憐な母親が娘の恋人を股間で
ママ友ナンパ！抑えきれない性
3:30 ママ友ナンパ！抑えきれない性
女たちの息詰まるような濃厚す 一度限りの背徳人妻不倫 総集
十路女の完熟した肉体が醸し出 マッサージを頼んだらおっぱいが
欲！セックスレスの若妻はママ
誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
欲！セックスレスの若妻はママ
ぎる情欲に溺れたいです…フル
編Ⅳ
す尋常じゃない色気の虜になる ムニュっと密着してきて近●相姦
4:00 友同士で3P4P当たり前 VOL.1
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
友同士で3P4P当たり前 VOL.2
勃起確定人気作！
こと間違いなし！
せずにはいられない
4:30
5:00 『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴
義父のデカチンが忘れられず… 『大好評』５人のエロ年増22！熟
「浮気せずにいられない！」と鼻 五十路マダム５！精液注入!!五
12連発！病院に隠しカメラを仕
5:30 情！欲情を抑えることが出来ず 30連発！最高に気持ちイイ射精 求められる度「いけない」と思い 女たちの息詰まるような濃厚す 掛けたら想像を絶するうらやまし
息荒く撮影に挑んだ10人のドス 十路女の完熟した肉体が醸し出
娘婿の肉棒をついに手出してし
の瞬間ＳＰ（3）
つつも自ら腰を振り中●しされる ぎる情欲に溺れたいです…フル
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦 す尋常じゃない色気の虜になる
6:00
い映像が撮れちゃった
まう！
貞淑妻 4
勃起確定人気作！
の2時間！！
こと間違いなし！
6:30
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『大人気』嫁の母！熟れすぎて痴
可憐な母親が娘の恋人を股間で
隣に住んでいるスケベな体つき
情！欲情を抑えることが出来ず
誘惑し若いエキスを吸い尽くすナ
の美人母娘と３Ｐできる絶好の
娘婿の肉棒をついに手出してし
マ中●しＳＥＸ…彼女の母10人
チャンスを手に入れた俺
まう！

【3P×中●し×10発！】お酒大
１ヶ月前まで女子●生だったキレ
好き人妻のアブない飲み会！調
アナル中●しまでヤレる人妻メン
イなおま●この新人フーゾク嬢に
子にのって全員ハメを外しまく
ズ裏回春マッサージ
中●ししたい
り！
【多人数！】15名の濃厚悶絶熟
横浜山手にある午後3時迄しか 女に中●し！全国熟女愛好会公
一度限りの背徳人妻不倫 総集
営業していないセレブ妻が働くメ 認作品「熟女のSEXじゃなきゃ勃
編Ⅳ
ンズリラクゼーション倶楽部①
起しない！」と言う熟女星人の
方々に贈る厳選ベスト！
もう一度、女として輝きたい！人
【熟女ＳＭドラマ】緊縛調教される 整体師をしているお義母さんに
妻たちのAV初出演現場を追うリ
義母達！男たちの言いなりで性 マッサージを頼んだらおっぱいが
アルドキュメント！素●奥様がカ
欲に支配されメスの顔を見せ ムニュっと密着してきて近●相姦
メラの前でまさかの全員中●
る！
せずにはいられない
し！10人2時間！！
寝取り母！超スキモノ淫乱母は
12連発！病院に隠しカメラを仕 突撃！！山手沿線一周駅前 ガ
甘え上手で乗り上手！若い嫁婿
掛けたら想像を絶するうらやまし チンコ人妻ナンパ！素●奥様に
にイタズラ心がくすぐられ娘の目
い映像が撮れちゃった
いきなり生中●し VOL.1
を盗んで猛烈挑発！

五十路マダム５！精液注入!!五
中高年向けのパートナー紹介所 農村に住む農婦を訪ねて青姦
十路女の完熟した肉体が醸し出
「いちじくの会」は即ハメ入れ喰 メールで応募してきた3人のおば
す尋常じゃない色気の虜になる
いだった！
さん
こと間違いなし！

総勢15人！習い事にハマる女子
突撃！！山手沿線一周駅前 ガ 【10人出演】友達のお母さんが僕
はスケベな体を持て余している
チンコ人妻ナンパ！素●奥様に のチンチンを欲しがるのでたっぷ
のですぐポコチンを受け入れが
いきなり生中●し VOL.2
り中●ししてやりました！
ち

【10名出演！】淫乱四十路妻絶
頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ
キっぷりにどのタイミングでも抜
けます！

「浮気せずにいられない！」と鼻
サオあり美人ニューハーフが女
息荒く撮影に挑んだ10人のドス
性専門エステで美人店員をハメ
ケベ奥様が中●しＳＥＸにご満悦
る！（2）
の2時間！！
人生を楽しむ女性たちへ刺激体験をプレゼン

街頭シ●ウト娘ナンパ「アナタの
おっぱい見せて下さい！できれ
ばオマ●コも！」（8）

ト！育ちの良い巨乳奥様が拘束状態から抜
け出せたら●万円の過激ゲームに挑戦！目
の前の鍵を取ろうともがけばもがくほどウネる
固定バイブに下品なポーズで強制大絶頂！3
人合計29回イキ！！ in白金台

【10名出演！】淫乱四十路妻絶
頂中●しＳＥＸ！十人十色のイ
キっぷりにどのタイミングでも抜
けます！

【ドスケベ家庭教師】満足度
【S級美熟女9人！】裏メニューは
No.1！S級熟女と完全1対1の個
超絶セックス！マンションの一角 30連発！最高に気持ちイイ射精
人エロ授業で100％合格＆生中
で繰り広げられる美熟女ママた
の瞬間ＳＰ（3）
●し！１０人パーフェクトベスト
ちの熟れた欲情！
VOL.２
【ドスケベ家庭教師】満足度
親戚のおばさんに筆おろしされ
No.1！S級熟女と完全1対1の個
た僕。突然やってきたムチムチボ 騎乗位でデカパイが激しく乱舞し
人エロ授業で100％合格＆生中
ディのおばさんが掃除のついで
ているセックスＢＥＳＴ10
●し！１０人パーフェクトベスト
に中●し性教育！
VOL.１
親戚のおばさんに筆おろしされ
ＳＥＸの話ばかりしてそうなママ 横浜山手にある午後3時迄しか
た僕。突然やってきたムチムチボ
友たちと合コンしたら想像を絶す 営業していないセレブ妻が働くメ
ディのおばさんが掃除のついで
る尻軽オンナだった！（3）
ンズリラクゼーション倶楽部②
に中●し性教育！

