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『高視聴率』エロ年増 20！制
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ぎる肉食ボディ！本能のままイ

姦専門フーゾク店に潜入
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に未練はないが疼くカラダを慰

キ狂う姿に唖然！
私だってもっと輝きたいから…
ごく普通の奥様たちが決意の出
演！中●しまで突っ走る公開中
●しドキュメント！

奴●に堕ちた清楚な人妻！繰り
返される陵辱の日々

地元の同窓会で人妻になった同
級生達とすごーくHな王様ゲー 中高年向けのパートナー紹介所
ムをしたら、憧れのあの子の 「ひなげしの会」は即ハメ入れ
おっぱいとパンティが見放題に

喰いだった！

なって、さらにヤリまくり！
ごく普通の夫婦たち リアルな
夜の営みじっくり隠し撮り
（1）

性の不一致が原因で離婚したバ

虜にしてやる

人妻オイルマッサージ盗● 総 惑！僕はガチガチに怒張したチ
集編 VOL.1

ンコをオマ●コに突き刺すと、
オバは優しく迎えてくれた。
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何気ない仕草が妙に色っぽい大
家のおばちゃんとヤリたい
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素●人妻 女ベスト11人！吸って、揉ん
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で、ハメて、とことん女体を味

くれるの？（2）

ディーがエロい！経験豊富な熟 の家にお泊りしてヤリ倒したい
女のテクニック！若い子にはな
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わせ股を開いて受け入れる！
うにも隠し切れないスケベの

い女たちが集う熟女オナニー鑑
賞会に潜入

夫だけでは満たされない！抑え
きれない欲望を抱えた奥様たち
が身も心も裸になって晒す中●
しドキュメント10名２時間！
『ルビー』今夜の寝取りは…禁
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気ドラマのパーフェクトベスト
VOL.2

パンじゅわ熟女〜雌の匂いを漂
わせ股を開いて受け入れる！
ジュワッと染み出る愛液は隠そ
うにも隠し切れないスケベの
証！10人２時間！

『ナンパ』エッチな素●熟女た
ちをゲット！羞恥心が快感に変
わる！ひと回り以上年下の若い
男にイカされる欲求不満熟女！

●しドキュメント！
『高視聴率』エロ年増 20！制
御不能の暴走エロ熟女の我侭過
ぎる肉食ボディ！本能のままイ
キ狂う姿に唖然！

の家にお泊りしてヤリ倒したい
（9）

惑！僕はガチガチに怒張したチ 美人女教師を性感マッサージで 人妻オイルマッサージ盗● 総
とことんイカせてみた（3）

集編 VOL.1

オバは優しく迎えてくれた。

夫だけでは満たされない！抑え

家のおばちゃんとヤリたい
（1）

親友の母 ファンが選んだ名場
面20人スペシャル

集編

面20人スペシャル

●ス集！熟女のむっちりボ
ディーがエロい！経験豊富な熟
女のテクニック！若い子にはな
い濃厚セッ●スっ!!

女ベスト11人！吸って、揉ん おばさんが今度泊まりに来るの

集編 VOL.1

で、ハメて、とことん女体を味 でこのチャンスを逃さず一発ヤ
わい尽くす！

ばさんはエロく見える。毎朝ゴ
ミ捨ての時に顔を合わせる隣の
おばさん、実はとってもエッチ

リたい
パンじゅわ熟女〜雌の匂いを漂

イカされた女10人！奇跡のナ
ンパ裏ワザ大公開

なんです！

わせ股を開いて受け入れる！
ジュワッと染み出る愛液は隠そ
うにも隠し切れないスケベの
証！10人２時間！

水
【友人の母親】熟成した女体が
暴走する若者の欲望を包み込む
…。S級熟女10名が魅せる超人
気ドラマのパーフェクトベスト
VOL.2
『高視聴率』エロ年増 20！制
御不能の暴走エロ熟女の我侭過
ぎる肉食ボディ！本能のままイ
キ狂う姿に唖然！

人妻オイルマッサージ盗● 総
集編 VOL.2

『五十路』仕事先でマ●コが火 ちょっとエロそうな五十路熟女 暴走する若者の欲望を包み込む 級生達とすごーくHな王様ゲー 濡れたおま●こを見てもらいた
照る働く熟女達は性欲が強すぎ の家にお泊りしてヤリ倒したい …。S級熟女10名が魅せる超人 ムをしたら、憧れのあの子の い女たちが集う熟女オナニー鑑
て我慢できずに男を貪る！

（9）

気ドラマのパーフェクトベスト おっぱいとパンティが見放題に

が身も心も裸になって晒す中● 母が本気でねだる！近●相姦生
しドキュメント10名２時間！

からオ●ンコが濡れまくりで娘

中高年向けのパートナー紹介所
「ひなげしの会」は即ハメ入れ
喰いだった！

とことんイカせてみた（3）

中●し6

わせ股を開いて受け入れる！
ジュワッと染み出る愛液は隠そ
うにも隠し切れないスケベの

奴●に堕ちた清楚な人妻！繰り
返される陵辱の日々

姦専門フーゾク店に潜入

美人妻SUPER DX ②

●ス集！熟女のむっちりボ

露出度の高い結婚式帰りの三十

ディーがエロい！経験豊富な熟 路女はほとんど全員ヤレる！総
女のテクニック！若い子にはな

集編

人妻ナンパ 顔出しNGのマスク 『息子の嫁6人』お義父さん許
美人はスッゲー巨乳で超スケ して！容赦なく寝取る義父達！
ベ！中●し発射！おかわり

子種を欲しがる程にエロ調教す

SEX！

る！

ぎる肉食ボディ！本能のままイ

濡れたおま●こを見てもらいた
い女たちが集う熟女オナニー鑑
賞会に潜入

繁華街でしゃがみ込んでパンチ

級生達とすごーくHな王様ゲー 何気ない仕草が妙に色っぽい大
ムをしたら、憧れのあの子の

家のおばちゃんとヤリたい

おっぱいとパンティが見放題に

（1）

ラしている泥酔美女は中●しＯ

ンパ中●し 11

『五十路』仕事先でマ●コが火
照る働く熟女達は性欲が強すぎ
て我慢できずに男を貪る！

素●投稿スペシャル 素●人妻
露出 VOL.1

ばついち熟女！５名のご無沙汰
人妻総イキ100回以上！25人 ま●こはすぐ開く〜別れた旦那
ナンパ VOL.4

に未練はないが疼くカラダを慰
めて欲しい。

ばさんはエロく見える。毎朝ゴ ごく普通の夫婦たち リアルな
ミ捨ての時に顔を合わせる隣の

夜の営みじっくり隠し撮り

おばさん、実はとってもエッチ

（1）

よくズリネタにしていた親戚の
おばさんが今度泊まりに来るの
でこのチャンスを逃さず一発ヤ
リたい

ンパ裏ワザ大公開

集編 VOL.2

Ｋ！

男にイカされる欲求不満熟女！

が身も心も裸になって晒す中● ンコをオマ●コに突き刺すと、
しドキュメント10名２時間！

わせ股を開いて受け入れる！
ジュワッと染み出る愛液は隠そ
うにも隠し切れないスケベの
証！10人２時間！

2/3

わる！ひと回り以上年下の若い

オバは優しく迎えてくれた。

ごく普通の夫婦たち リアルな
夜の営みじっくり隠し撮り
（1）

ばついち熟女！５名のご無沙汰 性の不一致が原因で離婚したバ
人妻総イキ100回以上！25人 ま●こはすぐ開く〜別れた旦那 ツイチ熟女が通う再婚支援サー 人妻ナンパ中●しイカセ 歴代
ナンパ VOL.3

に未練はないが疼くカラダを慰 クルに潜入！〜俺のデカチンで
めて欲しい。

『多人数』S級美熟女25名！美
巨乳！誰もが息を呑むほど芸術
的な美巨乳を持つ女達！

中高年向けのパートナー紹介所
「ひなげしの会」は即ハメ入れ
喰いだった！

美人妻SUPER DX ②

虜にしてやる
人妻ナンパ 顔出しNGのマスク 『大人気』寝取り義母！実は娘

禁断行為が堪能できる！近●相 美人はスッゲー巨乳で超スケ
姦専門フーゾク店に潜入

からオ●ンコが濡れまくりで娘

SEX！

婿を誘惑しますっ！

『息子の嫁6人』お義父さん許
人妻ナンパ中●しイカセ 歴代 して！容赦なく寝取る義父達！
美人妻SUPER DX ①

のダンナを寝取りたい義母！朝

ベ！中●し発射！おかわり

子種を欲しがる程にエロ調教す
る！

私だってもっと輝きたいから… 『高視聴率』エロ年増 20！制

ＡＶ現場に来た通訳の高学歴バ
イリンガル美女を騙して黒人チ
ンポでハメ倒しちゃいました。

人妻ナンパ 顔出しNGのマスク

ごく普通の奥様たちが決意の出 御不能の暴走エロ熟女の我侭過 美人女教師を性感マッサージで 美人はスッゲー巨乳で超スケ
演！中●しまで突っ走る公開中 ぎる肉食ボディ！本能のままイ
●しドキュメント！

とことんイカせてみた（3）

キ狂う姿に唖然！

ベ！中●し発射！おかわり
SEX！

【友人の母親】熟成した女体が 地元の同窓会で人妻になった同
暴走する若者の欲望を包み込む 級生達とすごーくHな王様ゲー 何気ない仕草が妙に色っぽい大
…。S級熟女10名が魅せる超人 ムをしたら、憧れのあの子の

家のおばちゃんとヤリたい

気ドラマのパーフェクトベスト おっぱいとパンティが見放題に

（1）

VOL.2

パンじゅわ熟女〜雌の匂いを漂
イカされた女10人！奇跡のナ

面20人スペシャル

『ナンパ』エッチな素●熟女た

きれない欲望を抱えた奥様たち 惑！僕はガチガチに怒張したチ

なって、さらにヤリまくり！

ママ友 泥酔！乱交！発狂！ナ

親友の母 ファンが選んだ名場

人妻オイルマッサージ盗● 総 ちをゲット！羞恥心が快感に変

夫だけでは満たされない！抑え 『近●相姦』綺麗なオバの誘

地元の同窓会で人妻になった同

くれるの？（2）

イことできちゃった

い濃厚セッ●スっ!!

キ狂う姿に唖然！

んなおばさんのオマ●コ舐めて

のおばちゃんたちといっぱいイ

『オススメ』美熟女たちのセッ

『高視聴率』エロ年増 20！制

年下好きの淫乱熟女10人！こ

町内会の寄合に参加したら近所

証！10人２時間！

人妻ナンパ中●しイカセ 歴代 御不能の暴走エロ熟女の我侭過
美人妻SUPER DX ①

賞会に潜入

なって、さらにヤリまくり！

パンじゅわ熟女〜雌の匂いを漂

「義母を興奮させてどうする

きれない欲望を抱えた奥様たち の？」息子の勃起に欲情した義 美人女教師を性感マッサージで

『オススメ』美熟女たちのセッ
何気ない仕草が妙に色っぽい大

路女はほとんど全員ヤレる！総

親友の母 ファンが選んだ名場

なんです！

『近●相姦』綺麗なオバの誘
ンコをオマ●コに突き刺すと、

露出度の高い結婚式帰りの三十

『近所の…』隣の家の綺麗なお
ちょっとエロそうな五十路熟女

【S級美熟女】ムチポチャ美熟 よくズリネタにしていた親戚の
人妻オイルマッサージ盗● 総

『近所の…』隣の家の綺麗なお

婿を誘惑しますっ！

女ベスト11人！吸って、揉ん

暴走する若者の欲望を包み込む

イことできちゃった

人妻総イキ100回以上！25人 のダンナを寝取りたい義母！朝 禁断行為が堪能できる！近●相 人妻ナンパ中●しイカセ 歴代

【S級美熟女】ムチポチャ美熟

【友人の母親】熟成した女体が

い！

のおばちゃんたちといっぱいイ

『大人気』寝取り義母！実は娘

ママ友 泥酔！乱交！発狂！ナ

虜にしてやる

るエッチな熟女をご堪能くださ

町内会の寄合に参加したら近所

VOL.1

なんです！
『五十路』仕事先でマ●コが火

断の蜜の味。危険な蜜におぼれ

火

【友人の母親】熟成した女体が 地元の同窓会で人妻になった同
繁華街でしゃがみ込んでパンチ

『近所の…』隣の家の綺麗なお
人妻総イキ100回以上！25人

『ルビー』今夜の寝取りは…禁

POWERPLAT’S スカパー Ch.968 2019年2月
19
20

【S級美熟女】ムチポチャ美熟
女ベスト11人！吸って、揉ん
で、ハメて、とことん女体を味
わい尽くす！

人妻総イキ100回以上！25人
ナンパ VOL.4

『多人数』S級美熟女25名！美
巨乳！誰もが息を呑むほど芸術
的な美巨乳を持つ女達！

なって、さらにヤリまくり！
年下好きの淫乱熟女10人！こ
んなおばさんのオマ●コ舐めて
くれるの？（2）

『ルビー』今夜の寝取りは…禁
ママ友 泥酔！乱交！発狂！ナ 断の蜜の味。危険な蜜におぼれ
ンパ中●し 11

るエッチな熟女をご堪能くださ
い！

ちょっとエロそうな五十路熟女
の家にお泊りしてヤリ倒したい
（9）
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水

露出度の高い結婚式帰りの三十路

人妻総イキ100回以上！25人ナン

僕はガチガチに怒張したチンコを

女はほとんど全員ヤレる！総集編

パ VOL.4

オマ●コに突き刺すと、オバは優

『息子の嫁6人』お義父さん許し
て！容赦なく寝取る義父達！子種
を欲しがる程にエロ調教する！

『近●相姦』綺麗なオバの誘惑！
イカされた女10人！奇跡のナンパ 親友の母 ファンが選んだ名場面20
裏ワザ大公開

人スペシャル

しく迎えてくれた。
私だってもっと輝きたいから…ご

「義母を興奮させてどうする

繁華街でしゃがみ込んでパンチラ

ママ友 泥酔！乱交！発狂！ナンパ

ばついち熟女！５名のご無沙汰ま
●こはすぐ開く〜別れた旦那に未

ちょっとエロそうな五十路熟女の

く普通の奥様たちが決意の出演！

の？」息子の勃起に欲情した義母

している泥酔美女は中●しＯＫ！

中●し 11

練はないが疼くカラダを慰めて欲

家にお泊りしてヤリ倒したい（9）

中●しまで突っ走る公開中●しド

が本気でねだる！近●相姦生中●

キュメント！

し6

しい。

人妻オイルマッサージ盗● 総集編
VOL.1

『多人数』S級美熟女25名！美巨

町内会の寄合に参加したら近所の

乳！誰もが息を呑むほど芸術的な

おばちゃんたちといっぱいイイこ

美巨乳を持つ女達！

とできちゃった
パンじゅわ熟女〜雌の匂いを漂わ

『ルビー』今夜の寝取りは…禁断
の蜜の味。危険な蜜におぼれる
エッチな熟女をご堪能ください！

禁断行為が堪能できる！近●相姦
専門フーゾク店に潜入

せ股を開いて受け入れる！ジュ
ワッと染み出る愛液は隠そうにも
隠し切れないスケベの証！10人２
時間！

中高年向けのパートナー紹介所
「ひなげしの会」は即ハメ入れ喰
いだった！

【友人の母親】熟成した女体が暴
走する若者の欲望を包み込む…。S
級熟女10名が魅せる超人気ドラマ
のパーフェクトベスト VOL.1

【友人の母親】熟成した女体が暴

『大人気』寝取り義母！実は娘の

走する若者の欲望を包み込む…。S

ダンナを寝取りたい義母！朝から

級熟女10名が魅せる超人気ドラマ

オ●ンコが濡れまくりで娘婿を誘

のパーフェクトベスト VOL.2

惑しますっ！

さんはエロく見える。毎朝ゴミ捨
ての時に顔を合わせる隣のおばさ
ん、実はとってもエッチなんで

る働く熟女達は性欲が強すぎて我
慢できずに男を貪る！

濡れたおま●こを見てもらいたい
女たちが集う熟女オナニー鑑賞会
に潜入

繁華街でしゃがみ込んでパンチラ
している泥酔美女は中●しＯＫ！

夫だけでは満たされない！抑えき
れない欲望を抱えた奥様たちが身
も心も裸になって晒す中●しド
キュメント10名２時間！

パンじゅわ熟女〜雌の匂いを漂わ

『オススメ』美熟女たちのセッ●

せ股を開いて受け入れる！ジュ

ス集！熟女のむっちりボディーが

ばさんが今度泊まりに来るのでこ

ワッと染み出る愛液は隠そうにも

エロい！経験豊富な熟女のテク

のチャンスを逃さず一発ヤリたい

隠し切れないスケベの証！10人２

ニック！若い子にはない濃厚セッ

時間！

●スっ!!

スト11人！吸って、揉んで、ハメ

露出度の高い結婚式帰りの三十路

人妻ナンパ中●しイカセ 歴代美人

て、とことん女体を味わい尽く

女はほとんど全員ヤレる！総集編

妻SUPER DX ①

す！

『息子の嫁6人』お義父さん許し

中高年向けのパートナー紹介所

て！容赦なく寝取る義父達！子種

「ひなげしの会」は即ハメ入れ喰

を欲しがる程にエロ調教する！

いだった！

『高視聴率』エロ年増 20！制御不
繁華街でしゃがみ込んでパンチラ

人妻オイルマッサージ盗● 総集編

能の暴走エロ熟女の我侭過ぎる肉

している泥酔美女は中●しＯＫ！

VOL.1

食ボディ！本能のままイキ狂う姿

【友人の母親】熟成した女体が暴
ごく普通の夫婦たち リアルな夜の 走する若者の欲望を包み込む…。S
営みじっくり隠し撮り（1）

に唖然！

す！

木

よくズリネタにしていた親戚のお

【S級美熟女】ムチポチャ美熟女ベ

『近所の…』隣の家の綺麗なおば

『五十路』仕事先でマ●コが火照
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級熟女10名が魅せる超人気ドラマ
のパーフェクトベスト VOL.2

地元の同窓会で人妻になった同級
素●投稿スペシャル

素●人妻露

出 VOL.1

『五十路』仕事先でマ●コが火照
る働く熟女達は性欲が強すぎて我
慢できずに男を貪る！

美人女教師を性感マッサージでと

人妻オイルマッサージ盗● 総集編

ことんイカせてみた（3）

VOL.2

生達とすごーくHな王様ゲームをし 町内会の寄合に参加したら近所の
たら、憧れのあの子のおっぱいと

おばちゃんたちといっぱいイイこ

パンティが見放題になって、さら

とできちゃった

人妻総イキ100回以上！25人ナン
パ VOL.4

『多人数』S級美熟女25名！美巨
乳！誰もが息を呑むほど芸術的な
美巨乳を持つ女達！

にヤリまくり！
「義母を興奮させてどうする

【友人の母親】熟成した女体が暴

の？」息子の勃起に欲情した義母

何気ない仕草が妙に色っぽい大家

が本気でねだる！近●相姦生中●

のおばちゃんとヤリたい（1）

素●投稿スペシャル

素●人妻露

出 VOL.1

奴●に堕ちた清楚な人妻！繰り返

禁断行為が堪能できる！近●相姦

走する若者の欲望を包み込む…。S

される陵辱の日々

専門フーゾク店に潜入

級熟女10名が魅せる超人気ドラマ

し6

年下好きの淫乱熟女10人！こんな
おばさんのオマ●コ舐めてくれる
の？（2）

のパーフェクトベスト VOL.1
夫だけでは満たされない！抑えき
れない欲望を抱えた奥様たちが身
も心も裸になって晒す中●しド
キュメント10名２時間！
【S級美熟女】ムチポチャ美熟女ベ

人妻総イキ100回以上！25人ナン

スト11人！吸って、揉んで、ハメ

パ VOL.3

て、とことん女体を味わい尽く
す！

ばついち熟女！５名のご無沙汰ま
●こはすぐ開く〜別れた旦那に未
練はないが疼くカラダを慰めて欲
しい。

『オススメ』美熟女たちのセッ●
ス集！熟女のむっちりボディーが

中高年向けのパートナー紹介所

エロい！経験豊富な熟女のテク

「ひなげしの会」は即ハメ入れ喰

ニック！若い子にはない濃厚セッ

いだった！

濡れたおま●こを見てもらいたい
女たちが集う熟女オナニー鑑賞会
に潜入

ばさんが今度泊まりに来るのでこ

はスッゲー巨乳で超スケベ！中●

のチャンスを逃さず一発ヤリたい

し発射！おかわりSEX！

『大人気』寝取り義母！実は娘の
イカされた女10人！奇跡のナンパ

人妻ナンパ中●しイカセ 歴代美人

ダンナを寝取りたい義母！朝から

裏ワザ大公開

妻SUPER DX ①

オ●ンコが濡れまくりで娘婿を誘
惑しますっ！

『近●相姦』綺麗なオバの誘惑！

く普通の奥様たちが決意の出演！

僕はガチガチに怒張したチンコを

中●しまで突っ走る公開中●しド

オマ●コに突き刺すと、オバは優

キュメント！

しく迎えてくれた。

をゲット！羞恥心が快感に変わ

パ VOL.3

る！ひと回り以上年下の若い男に
イカされる欲求不満熟女！

●スっ!!

よくズリネタにしていた親戚のお 人妻ナンパ 顔出しNGのマスク美人

私だってもっと輝きたいから…ご

『ナンパ』エッチな素●熟女たち
人妻総イキ100回以上！25人ナン

人妻ナンパ中●しイカセ 歴代美人
妻SUPER DX ②

『多人数』S級美熟女25名！美巨
乳！誰もが息を呑むほど芸術的な
美巨乳を持つ女達！

「義母を興奮させてどうする

『ルビー』今夜の寝取りは…禁断

年下好きの淫乱熟女10人！こんな

の蜜の味。危険な蜜におぼれる

おばさんのオマ●コ舐めてくれる

エッチな熟女をご堪能ください！

の？（2）

ＡＶ現場に来た通訳の高学歴バイ
リンガル美女を騙して黒人チンポ
でハメ倒しちゃいました。

性の不一致が原因で離婚したバツ

私だってもっと輝きたいから…ご

イチ熟女が通う再婚支援サークル

く普通の奥様たちが決意の出演！

に潜入！〜俺のデカチンで虜にし

中●しまで突っ走る公開中●しド

てやる

キュメント！

妻SUPER DX ②

地元の同窓会で人妻になった同級
生達とすごーくHな王様ゲームをし
たら、憧れのあの子のおっぱいと
パンティが見放題になって、さら
にヤリまくり！

夫だけでは満たされない！抑えき

の？」息子の勃起に欲情した義母

何気ない仕草が妙に色っぽい大家

れない欲望を抱えた奥様たちが身

奴●に堕ちた清楚な人妻！繰り返

イカされた女10人！奇跡のナンパ

が本気でねだる！近●相姦生中●

のおばちゃんとヤリたい（1）

も心も裸になって晒す中●しド

される陵辱の日々

裏ワザ大公開

ちょっとエロそうな五十路熟女の

親友の母 ファンが選んだ名場面20

家にお泊りしてヤリ倒したい（9）

人スペシャル

し6

キュメント10名２時間！
『オススメ』美熟女たちのセッ●

年下好きの淫乱熟女10人！こんな
おばさんのオマ●コ舐めてくれる

素●投稿スペシャル 素●人妻露
出 VOL.1

の？（2）

ス集！熟女のむっちりボディーが
エロい！経験豊富な熟女のテク
ニック！若い子にはない濃厚セッ
●スっ!!

ばついち熟女！５名のご無沙汰ま
ごく普通の夫婦たち リアルな夜の 親友の母 ファンが選んだ名場面20
営みじっくり隠し撮り（1）

人妻ナンパ中●しイカセ 歴代美人

人スペシャル

『大人気』寝取り義母！実は娘の

●こはすぐ開く〜別れた旦那に未

美人女教師を性感マッサージでと

人妻オイルマッサージ盗● 総集編

ダンナを寝取りたい義母！朝から

練はないが疼くカラダを慰めて欲

ことんイカせてみた（3）

VOL.2

オ●ンコが濡れまくりで娘婿を誘

しい。
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惑しますっ！

