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上司に乳首ハラスメントされ続
け、早漏イクイク敏感体質に仕
込まれた女子社員

業績の芳しくないベンチャー企業で唯一の
女性スタッフ寧々。社長の依頼で取引先や
競合他社のお偉いさん達に性接待を仕掛け
る。地味な仕事の毎日から夜の淫らな奉仕
を繰り返す日々。寧々の体を抱くごとに次々
と流出する社外秘とザーメン。

社内恋愛禁止の会社に勤めるかれんは、男性
社員とランチをするところを見られ、上司に
目をつけられる。二人きりの残業中、上司から
の肩揉みを拒んでいたところ「アイツにはさ
わらせてやったんじゃないか？」とクビをち
らつかせられる。

チュルチュル素人 枕しまくり元歌舞伎町NO.1キャバ
嬢と完全生円光 ここの

ノーブラノーパン管理人をシェアするハウス 白石みき

駅にもほど近いシェアハウス。そこに引っ
越してきた男は美人の管理人さんに説明
を受けるが、その管理人はノーブラで乳
首が透けた服を着て、しかもパンツも履
いていないようだ。ある種のラッキースケ
ベだと一旦は受け入れた男だったが…。

狂気な息子のいる家に嫁いだ私　香椎佳穂

小さい頃、両親を亡くし天涯孤独の生
活をしてきました。そんな時、優しくして
くれたのが今の主人。「結婚すれば一人
じゃない、幸せになれる」と。しかし待っ
ていたのは地獄の生活でした。主人の連
れ子があんなにひどい人だったなんて。

兄貴の嫁は読者モデル　如月美嘉

読者モデルをしている美嘉。夫は海外へ
単身赴任中で、夫の弟浩二さんが居候し
ている。ある日、いつものようにモデルの
仕事をしていると、カメラマンは大手出
版社に紹介する代わりに、ちょっと過激
な写真を撮らせて欲しいと迫ってきた。

催淫暗示 夫の部下に操られた美人妻 佐伯由美香

理不尽なことで上司に怒られ、しかもそ
の妻の由美香にもバカにされた男。腹が
立って復讐を考えた男は由美香を催眠術
で操ろうと考えた。上司宅のチャイムを鳴
らし、出てきた由美香に突然ライトを当て
ながら言った「お前は俺に逆らえない」。

コスプレ企画と偽り、即ハメ即尺SEX 木下ひまり

木下ひまりの今回は「即ハメ」「即尺」「コ
スプレ」。突然挿入されれば何故か濡
れてて、いつでも準備OK！驚きももち
ろん、気持ち良さの方が勝ってしまって、
体はついつい反応！コスプレ着させら
れての即ハメ即尺ハラハラ・ドキドキ。

今付き合ってる彼女がエスちゃんでデート中ずっと乳首とチ◯ポ弄られ寸止めされ勃
起しっぱなしでおあずけ状態からの爆抜きセックスで6発抜かれてカラダがもちません

今付き合ってる彼女がSっぽい娘で、デートの
とき人目を盗んでは乳首やチンポを弄られる
けど絶対イカせてくれず、ビンビン勃起で困っ
てる僕を楽しむようにデートを続行。寸止め
焦らしされまくった挙句、帰宅後セックスでよ
うやく射精できたと思ったら責め手は止まず。

歌舞伎町でNO.1キャバ嬢だったという
ここのちゃん。その成功の秘訣を聞いて
みると「枕すればすぐですよww」と楽
しそうに語る。伝説のビッチギャルを責
めまくったら水たまりのような超絶潮吹
き。そんじょそこらのヤリマンじゃない。

パパ活美少女はちくび責めと全身ペロペロ愛撫が大好物！
白桃はな

パパ活サイトで知り合ったはな。彼女は
色白でとってもかわいく、結構なエッチ
好き！そんな彼女に今日は趣味で撮影し
たいとお願いした。プレイが始まると直
ぐに、彼女の変態っぷりが。指先、耳たぶ、
乳首、足先と所構わず全身をペロペロ。

某有名大学 文学部在籍 決意の美処女AVデビュー
楯石もえ

日本を代表する超有名大学文学部在籍22
歳の美処女。男性経験は0人、青春時代
は勉強オンリーだった高学歴女子の処女
喪失ドキュメントを密着撮影！「私にセッ
クスを教えてください」大人になりたい一
心で臨む処女喪失SEXは本物の反応。

方言女子 奈良弁 成田つむぎ

「好きやで。」方言で話す彼女が最
高にかわいい！遠距離恋愛中の彼
氏と会いに東京へ出てきた奈良弁
の元気はつらつ美女。久しぶりに
会えた嬉しさで甘えん坊全開の一
晩中SEX三昧。

久しぶりに再会した女友達がエロい身体に成長してい
て欲情した僕は…伊東める

高校の同級生だったメル。お互いの母親が
仲良かったせいもあり、久しぶりに僕の家
へ泊まりに。彼女は昔と違い大人っぽく
なって、そのエロい体に欲情した僕なのだが。
彼女には誰にも言えない秘密があった。メ
ルはその日の夜、自分の方から僕の事を…。

「中出し以外認めません!」内◯恭子似人妻デビューに
して中出し懇願！中出し２連発  黒井愛菜 AVdebut

百貨店で美容部員として働いている黒井
愛菜さん35歳。市役所職員の堅物夫と
は長い間セックスレス。とあるきっかけで
ハプニングバーの常連になった奥様は、
月に2回ほど日頃溜まった性欲を発散す
る為に見せつけセックスを楽しむ変態妻。

新着

今夜は貴方を性接待
～ダダ漏れる社内機密と精液～
吉高寧々



先輩に恋愛相談したら子作り
セックスを教え込まれた！
花音うらら

性欲絶倫女子中出しOKアルバイト
あおいれな

超密着！肉感オイルエステ 魅惑のハプニングバー
小早川怜子

マゾの天才！究極ドMの未成年、
底無しの変態19歳 武田エレナ

フェチ
SM・拘束
コスプレ・
制服

今夜妻が浮気します 人妻夜這い
ツアー 篠田ゆう 水野朝陽 早川
瑞希

過激！都内出没！野外お漏らし
ハレンチ炉利娘 ユメ 「グレーの
マキシワンピだからシミがすっご
い目立つんですぅ(涙 )」

M男クンのアパートの鍵、貸します。 
森日向子

初撮り 強引密着ドキュメント 押しに
弱すぎるFカップ従順OL 高敷るあ 
AVデビュー！職場に凸られても断わ
れず巨乳を揺らして連続絶頂！

セフレ彼女関係が丁度良い 8.5
頭身エグカワG乳ギャル
百永さりな

素人
企画
ギャル
美少女

綺麗で美しい女は、結局キスがエロい。女だって、
ねっとり舌を絡み合わせて、情熱的なSEXをして
いたい…岡田ひなの
キスが上手い女性は、強く、いやらしく、美しい。
岡田ひなのが男をメロメロに接吻痴女責め！これ
こそがキスだけで勃起させる麗女テクニックなの
だ！「もっと舌出して」見つめ合って絡ませ合い
ながら痙攣イキ！挿入中も接吻しまくり。

チ◯ポがふやけるほどのお掃除フェラで何度
もおねだりしちゃうドスケベ彼女 辻さくら

とにかく彼女がスケベすぎる。一回では絶対に満
足しない彼女は、僕がイッた後もしつこくお掃除
フェラをして中々チンポを放してくれない。悩んだ
僕は友達にその事を相談した。半ば強引に友達を
口説き、彼女を友達とSEXさせようと計画。

巨乳

有名女優

オ・ン・ナざかり 新村あかり

変態肉食系ムッチムチ肉体が
一心不乱にチ◯ポを求め、
快楽に没頭し、何度もイキま
くる！街を歩いていると視線を
感じるという自己主張の激し
いGカップの谷間をカメラ前
でアピールし、ビンビンに勃
起した乳首を弄っていると体
をくねらせベッドに倒れ込む。

圧倒的ケツ圧ピストン！！神尻杭打ち騎乗位 女性
上位！！あらゆる騎乗位全部ヤる。

下から見上げる美少女の
淫らな姿が堪らない「騎乗
位」にフィーチャー。チ◯
コをしゃぶって勃たせたら
すかさず跨り、甘い吐息と
共に奥まで沈め、深く味わ
うように上下左右に腰を振
る！尻肉を波立たせ激し
く叩きつける杭打ち騎乗。

たった7時間2人っきりにしてみたら…結果、13
発セックスしてました。 深田結梨

「お酒飲んじゃうと記憶無
くすタイプなので少し心配
ですw」と答えながらも今
回の撮影にドキワクな深
田結梨。多数のネット応募
から選ばれた素人サンと、
「朝日が昇るまで」という
時間制限内で都内シティ
ホテルの一室で過ごす。

夫にはイカセてもらえない私のカラダを、大嫌いな若
手社長に強引な濃厚セックスでNTRれて…弥生みづき

休日中に生理的に受け付
けない大嫌いな社長からシ
ステムトラブル対応で呼び
出され、夜には終わるはず
が、朝まで終わらない不貞
の夜を過ごしてしまった。
「どうせ旦那のセックスに満
足出来てないんだろ？俺が
メチャクチャにしてやるよ」

夫の兄とNTR家庭内不倫 三尾めぐ

同居している夫のお兄さんと私は、以前から不
倫関係にあります。きっかけは、私が酔っ払って
義兄にキスしたこと。関係が始まった頃は夫にバ
レないように細心の注意を払っていたのですが、
近頃はスリルを楽しむようになってきました。

忘れられない初恋の人 若月みいな

何不自由のない生活、夫は優しくて幸せな日々。
でも、何か物足りなさを感じていました。そんなあ
る日、1本の電話が。相手は高校の同級生で、私の
初恋の人でした。話しかけられる度、胸は高鳴り、
あの頃の思いがこみ上げてきました。熟女・人妻

オンライン英会話で出会った学生時代の憧れの
英語教師、人妻になった色気に我慢できず何度も

夢中で中出しした。
記憶の中の先生はとても綺
麗で品があり、子供だった
僕は憧れているだけだった。
時が経って僕も大人になり、
先生はもっと美しく妖艶に。
そしてちょっと生 し々い悩み
を持つ美熟女に。昔は知る
ことが出来なかった先生の
素顔は卑猥だった。

四十路美熟女に中出しVOL.03

おチンポを愛おしそうにさ
すり、舐めあげて、ビクンと
反応すれば恍惚の表情を
浮かべて喜び、次の瞬間に
は切ない顔して欲しがる。
激しく突かれてる最中に
も、もっともっととおねだ
りしてしまうH大好きドスケ
ベ四十路美熟女を厳選。

はだかの主婦 品川区在住永田莉雨（30）

永田莉雨30歳。夫は現在、
弁護士の卵として働いてい
る。学生の頃に入院した際、
毎日お見舞いに来てくれた
夫に恋をし告白した。彼は私
の「はじめて」を捧げた人。
夫婦仲は良好で、休日も一
緒に過ごしている。なのに、
なぜか物足りない…。

夫の出張中に…人妻ＮＴＲ ～隣人に◯され
続けた２６時間～大槻ひびき

平凡な毎日の繰り返しに退
屈していた人妻ひびきは夫
に内緒で自らの露出動画を
配信してストレスを発散。
ある日、隣人の男はひびき
の動画を見つけて、自らの
性的欲求を満たす為の計画
を練り始めた。夫の出張中
を見計らい、隣人の男は…。
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