
連投ツイート未公開例文

1.貴女は彼氏や旦那さんとセックスをする時の場所はどこでしていますか？付き合いの長

いカップルやご夫婦の場合は、主に自宅で行うことが殆どになると思います。しかしどうし

ても家となるとリラックスはできますがお互いに本気の激しいセックスをするのは難しい

と思います。そこでラブホテルです！

2.ラブホテルはいいですよね！落ち着いて綺麗な空間に大きなベッド。しかし、それ以上に

ラブホテルが素晴らしいのは、どんなに激しく大きな声で喘いでも大丈夫というところで

す。それこそお腹の底から淫らな声を叫んでも全然 OK なのです。

3.やはり家でするセックスは大きな喘ぎ声を出せないというのがストレスとなっちゃいま

す。本当は大きな声で淫らな喘ぎ声を思いっきり上げたセックスのほうが心から気持ちよ

くなれますしストレスの発散にもなります。本来セックスは繁殖行為でもあるのですから

獣のように大声を出してこそです。

4.もっと言えば男だって本当は女性に大きな声で喘いでほしいものですし、その声は男にと

っても悦びです。恥ずかしがる必要なんてありません。ドン引きされちゃうんじゃ・・・と

いうくらい大きくて下品な喘ぎ声であればあるほど男は興奮しちゃうものなのです☆

5.と、そんなことができるラブホテルって本当に素晴らしい。何も気にすることもなく思い

っきりセックスに没頭できる場所。たった 4000 円ほどで最高の快感と興奮、そして開放感

を味わえるのですから。ラブホテルを最初に考えた人はマジで偉いと思います（笑）

6.とはいえ、たった 4000 円ほどですが、旦那さんや彼氏に言ってもケチられてラブホに行

ってくれない場合がほとんどです。そのときはセックスパートナーにお願いして連れて行

ってもらえれば、だいたいホテル代は男が持ちますし、タダで最高のアミューズメントに行

けるわけです☆

7.自分に正直になって気持ちいいときは恥ずかしがらずに大声を出して全身で感じてみる。

それこそ女ではなく雌になったように、声がかれるまで。そして部屋に響き渡るその声はお

互いの悦びにもなり、最高にハイな気分になることができます。

8.もちろん女性だけに大きな喘ぎ声を出させるのではなく、女性は恥ずかしいでしょうから

男性の方から率先して気持ち良がっている声を出していきましょうね☆ゴル○13 さんのよ

うに冷徹なセックスではなく、プライドも何かも捨てて、気持ちいいなら気持ちいいと正直

になればいいのです。
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1.セックスが終わる瞬間というものは男性と女性では異なります。男性のほとんどの方は

「射精の瞬間」がセックスの終わりという認識があるかもしれません。フィニッシュという

言葉もありますし、実際に例外なく射精の瞬間を迎えたらそこから一気に性欲が急降下す

るのは生物学的に事実です。

2.女性の場合はどうでしょう。男性と違って 1 度のセックスで何回も何十回もオーガズムを

迎えることもできますし、逆に 1 回もオーガズムを迎えないことだってあります。男性と

違ってそのわかりやすさが曖昧ですし、性欲自体も一気に急降下ではなく徐々に下がって

いくという感じですよね。

3.女性が１つのセックスを終える瞬間は曖昧です。少なくとも男性が射精をした瞬間に「ふ

ぅ・・・」と落ち着くものではありませんよね。女性からすれば相手の男性がフゥと射精を

してとっとと服を着たりスマホを触ったり他のことをし始めるのはあまり気分が良くない

ことだと思います。

4.という僕も今にして思えば、20 代中盤までは射精したあとは別のことに意識がいってし

まっていたような気がします。ただこれも色々な女性と経験を積んでいくことで気持ち的

にも余裕ができ、目標が射精して気持ちよくなることから変化すると、後戯も楽しめるよう

になりました。

5.後戯というとなんだかお硬いですが「事後のまったりタイム」のことです。射精してしば

らくは心拍数などもありあまり言葉は出てこないので、お互いに落ち着きあうまでセック

スの余韻にひたるようにただただ抱きしめ合い、その心臓の鼓動や温もりを共有し合いま

す♪

6.ぶっちゃけ今はなんかこのまったりタイムが好きなんですよね。先程までその身体のすべ

てを僕に預けてくれた人、全てを曝け出して時間も身体も心もひとつにして交わりあった

女性です。そんな人に対してありがとうという気持ちもありますし、温かい気持ちにもなれ

ます。抱きしめない理由がない。

7.多くの男性が後戯をしない、まったりタイムを楽しめないとよく言われていますが、これ

も多分 AV の影響という理由もあると思います。基本 AV では男優がフィニッシュしてから

しばらくするとすぐ別の場面に切り替わります。長々とまったりタイムを映す AV なんて皆

無でしょう。
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8.AV を見る多くの男性は男優のフィニッシュと同時に自分もフィニッシュしますからね。

あとは興味ありませんし、後戯を長々と映す AV を作ろうものなら苦情殺到でしょう。それ

故、後戯をする習慣がないというよりも、後戯の存在すら知らないという男性も多いのでは

ないでしょうか。

9.激しく交わり合い、すべてを共有したあとの静かなまったりタイム・・・いいですよね☆
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1.世の中基本的に男性は常にセックスできる相手を探しているといっても過言ではありま

せん。それもただの自身の性欲解消を第一にしていることがほとんどです。んでも、だいた

いそういう男性はセックスの相手に恵まれず「女はいいよなぁ…声さえかければ男は誰で

もしてくれるから」と愚痴ります。

2.本気でそんなことを愚痴っている男性がいたとすれば、あまりにも女性の立場や気持ちを

考えてあげることを疎かにしているため、そんな男性に身体を預けるのも女性からすれば

やめておきましょうとしか言えません。そんな男性のお決まり文句は「セフレ募集中！」で

す（笑）

3.けど実際に女性はその気さえあってどんな男性にでもお願いすれば、よほどでもないかぎ

りセックスをしてくれます。僕だってお姉さんから「するぅ？」と言われれば「はい！」と

なってしまいます。しかし、話はそう簡単なことではありませんよね。女性は常に身体を預

ける身でもあります。

4.そしてパートナー以外の男性とセックスをするにおいて常にリスクは女性にあります。た

とえば妊娠。男がゴム一つつけないだけで一気にそのリスクは高まります。気持ちいいセッ

クスは信頼で成り立ちます。そんな信頼できる男性を見つけるのも難しいのが現状です。

5.かと言って信頼できる男友達や知り合いに頼むのも、気が引けると思います。淫らな女と

思われるかもしれないし、せっかくの友情が崩れてしまう。何より相手の男性に恋愛感情や

独占欲を持たれたりしてしまうと非常に面倒なトラブルに発展してしまいます。セックス

を楽しむどころではありませんね。

6.となるとなんだかんでこの Twitter などのネットはやはり合理的といえます。お互いの本

名も住所も知りませんし、DM のおかげで LINE の ID さえ知りません。あくまでセックス

で満たし合える関係という合意があるからこそ、何も気にすることなく本当の自分を曝け

出し合うことができます。

7.とはいえセックスの相性がどうしても合わず満足できる男性じゃなかったという場合だ

ってあります。そのときはそっと関係を切ってあげることがその男性のためでも貴女のた

めでもあります。無理しなくていいのです。ちなみにそこでしつこく更に関係を迫ってくる

男はちょっとヤバイです（汗）
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8.もちろん、その男性が人として信頼できることをクリアしても、今度はその男性がセック

スのパートナーとしてしっかりと満たされるセックスをしてくれるかどうかが問題になり

ます。男の場合は射精さえできれば OK という傾向がありますが、女性の場合はそういう

わけにもいきませんからね。

9.セックスでは男は「する側、奪う側」、女性は「される側、奪われる側」です。だからこ

そ、しっかりとセックスのパートナーとなる男性を見極めて、人として信頼できてなおかつ

セックスでも満足させてくれるパートナーを探すのは難しいのです。

10.ネットにも男は色々いる中で僕を選んでくださり、時間を割いて不安ながらも勇気をだ

して会いに来てくれた方にはしっかりと、満たされた気分でお家に帰ってくれるよう心が

けています。男は奪う側ではありますが、それでも僕と交わり合ったことで何かプラスにな

れたのなら僕も嬉しいですからね☆

11.満足させてくれるセックスの相手に巡り会えないと、悶々としながら歳を重ねていくく

らいなら思い切って思い切ってこういった場所で声をかけてみるのもありです。貴女自身

が信頼できると思った相手をしっかり選べる時代です。

12.そもそもある意味この日本では性風俗が充実しているのですから、男性はお金さえ出せ

ば安全かつ簡単に生身の人間と性欲解消くらいできるのです。そう考えると、女性は簡単か

つ安全に生身の男性とセックスだけを楽しめる場所や機会が無いんですよね。。。
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1.「セックスしても気持ちよくない」「濡れにくいからいつも痛い」と自分のセックスに悩

みを持つ女性は少なくありません。これまで多くのそういった悩みを持つ女性のかたとベ

ッドを共にさせていただきましたが、結果としてそれは女性の体質が原因であることは少

なかったように思えます。

2.多くの原因は関係を持った男性の多くが経験不足や知識不足であったり、自身の性欲解消

のためだけのエゴセックスであったりしたことが原因であるように思えます。彼氏さんや

旦那さんには申し訳ないですが、そういったパートナーに巡り会えなかったという感じで

す。

3.たとえば、前戯の時間が短い、前戯の質が悪い。しっかりと丁寧に、そして経験の中から

その女性に見合うような前戯を選んでそれをしてあげるだけで、セックスの質は向上し、今

までのセックスでは体験することがなかった領域を体験することも出来ます。

4.実際に男性に「前戯は長くしてほしい」と言葉でお願いしても、経験の少ない男性では本

当に長くしてくれるパターンはあまりありません。その理由はさまざまで、女性が理想とす

る前戯時間と男性がこれで十分だろうと言う前戯時間に差があるということもあります。

5.女性の感じる度合いが静かに少しずつ上昇することを知らないために、「このやり方じゃ

ダメか」と、すぐにあの手この手とやり方を変え、もっと同じことを繰り返してくれたらと

いう女性の願いは届かず 20 分位の前戯に終わってしまいます。セックスを線ではなく点で

考えてしまっている典型的な例です。

6.他にも AV の影響で前戯＝乳首、クリトリス、腟内の定番の３箇所を責めることしか知ら

ないゆえに、間が持たず他にやることがなくなり、これも結果として 20 分ほどの前戯で終

わってしまいます。女性の体は神秘なので愛すべき部分はその３箇所だけではなくもっと

たくさんあります。

7.とはいえ一番ひどいパターンは純粋に「前戯は面倒くさいから」という例です。こればか

りはどうしようもありません。愛情不足はもちろんのこと自分の性欲処理しか頭にない。そ

してなにより「長く丁寧な前戯を超えた先の女性の反応」を知らないからこそ、そう言える

のでしょう。

8.そして女性は男性の体では到達できない領域の快感と、心身ともに満たされるという感覚

が存在します。女性の体の構造と、抱かれる側である女性だからこそ達することができる領

域で、男性では決して味わうことのない感覚であるそうです。（ある AV 女優いわく）
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9.せっかくセックスの自由があるこの日本で女性として生を受けたのだからその領域を体

験して欲しいと思います。年をとるにつれ難なくセックスができる年月は後どれくらいだ

ろう？人は 90 歳生きるとして初潮を迎え閉経するまで平均 35 年ほどです。是非ともこの

間にその領域を体験してもらいたい。

10.とはいえ、どうしてもセックスには相性というものがあります。セックスに対する考え

はもちろんのこと、体格差も含めてペニスサイズも違えば腟内の構造もそれぞれ個体差が

ありますからね。。。こればかりは努力で互いに寄せることは出来ても、100％どうすること

も物理的には出来ません。

11.セックスの相性が合わない場合は、恋人関係や夫婦関係のパートナーシップの外側に、

私生活には干渉せず肉体的な面で満たし合える関係の男性を持つほうが、今後のパートナ

ーとの関係を続ける上でも良いと思います。

12.セックスのパートナーは浮気相手のようにも捉えられそうですが、そこに互いの恋愛の

感情が無いのでそれもまた違います。たとえば卓球が趣味だとして旦那や彼氏ではその相

手が務まらないし、下手であるなら、ただ悶々としないでしっかり相手が務まる人とし合え

るほうが正しいですからね。

13.特に旦那さんや彼氏さんがいるのにセックスレスという場合は心で愛してくれていても、

浮気までいかずとも他にセックスパートナーの女性がいたり、風俗に通って性欲の発散を

している確率は非常に高いです。だから女性の方もパートナー以外の異性とセックスする

ことを我慢する必要はありません。

14.テニスをするなら旦那ではなく相手が務まる人とする。お茶会は気の合う友達とする。

英会話は英語が達者な人に教えて貰う。趣味は同じ趣味を持つ人と楽しみ合う。セックスも

同じで無理にパートナーにお願いするでなく貴女のことをしっかり考え、貴女のためにし

てくれる人とすることが大事です。
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1.今でこそこのツイッターでセックスについて色々と書かせていただいておりますが、なん

だかんだで僕自身も童貞卒業から 20代中盤まで女性のことなど考えていないおサルさんの

ような愚かなセックスをしていました。自分が気持ちよくなって射精することしか考えて

いないセックスです。

2.しかも最悪なのはそれでも一応は相手の女性を気持よくさせようとAVから得た間違った

知識とテクニックで頑張っていたことです。気持よくさせたいと気持ちばかりが先行し、相

手の女性が傷ついていることに気づいてあげる余裕もなく、結果として最悪なセックスを

していたと今にして思う。

3.童貞を卒業させてくれた彼女から 20 代中盤までベッドを共にさせて頂いた女性の方には、

本当に申し訳ないという気持ちです。そんな僕を生まれ変わらせてくれたのは 20 代後半の

ときに遠距離恋愛でお付き合いしていた彼女。見た目も性格も地味な彼女であったが、心の

底から大好きで大好きだった。

4.遠距離恋愛なので会う時間もとても限られている。月に 1 回会えるか会えないかで会った

ときは、その一秒一秒が大切で、時間が過ぎていくのが惜しかった。それはセックスをして

いるときも当然。限られた時間の中で彼女と 0 距離で肌と肌、心と心を通わせ合う尊い時

間を大切にしたかった。

5.限られた時間の中で心から愛した彼女を時間をかけてたっぷりと愛撫する。会えなかった

時間を考えれば 1 時間の愛撫なんてほんのうたかたの時間。その時は愛撫に時間をかけれ

ばいいという知識的なものではなく、純粋に時間をかけて愛したかったのだ。

6.指先で彼女の肌を愛でる。唇でクリトリス以外の額から足の指先まで、彼女の表面のすべ

てを余すところ無くキスをする。早くクリトリスを・・・と目で訴えかける彼女が愛おしく

て意地悪した。そしてクリトリスを舌先で舐め上げた瞬間、彼女は「うふぃん！」という声

をハッスルと同時に絶頂へ。

7.何度もクリトリスでイッたのかわからない。それと同時に膣内へと挿入した指で体内から

彼女の熱を感じ取る。動かせば動かすほど彼女の膣からはとろみのある愛液が指先を伝っ

て手のひらに溜まる。彼女の愛液さえ愛おしくて一滴も零さないように僕はクンニを何十

分も続けた。
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8.挿入をせず 2 時間以上は愛撫を続けたかもしれない。一滴もこぼさないようにしていたは

ずの愛液は水たまりのように彼女の股間部に大きな染みを作って、彼女の体内に指を入れ

ればピクピクと軽い痙攣状態を起こしながら、愛液を分泌しているのを感じ取れた。そして

お互いの性器を結合させる。

9.その後はどうやってどういう体位でセックスをしたか覚えてはいない。数百キロ以上離れ

ていたお互いの距離が彼女の体内で 0 になり 1 つへとなり、隣の部屋まで聞こえんばかり

に彼女の喘ぎ声と僕の名前を叫ぶ声が響き渡る。それに応えるように僕も腕の中で愛され

ている彼女の名前を何度も叫んだ。

10.彼女は何度イッたかは解らないし数える必要もない。どれだけ性器を結合させていたの

かもわからない。僕自身も何度も襲う射精感を我慢して頭のなかが朦朧としていたが、さす

がに耐え切れなくなりゴム越しではあるが彼女の中で、彼女の卵子と受精したがる精子達

を射精した。

11.今まで経験したことのないほど長い長い射精時間だった。ドクン、ドクン、ドクンと何

度も繰り返す射精の反応が収まらなくて、自分でもびっくりするくらいであった。

12.その後、もうろうとする意識の中でセックスの余韻にひたり、彼女を腕の中でそっと抱

いていたら、気がつけば彼女は顔を赤くし目頭に涙を浮かべながらグスングスンと泣いて

いた。もしかしてあまりにも僕がやり過ぎて痛かったのかなと思ったが、その理由は僕が予

想もしないことだった。

13.『あんなふうに愛してもらってすごく幸せなの・・・なんでかわからないけど泣いちゃ

ってごめん・・・』と、あの時の彼女の顔は一生忘れないだろう。その瞬間こそ、僕が生ま

れ変わった瞬間だったと思う。それからまた離ればなれになるまであと数時間、精子が枯れ

てもなお、何度も愛しあった。

14.結局彼女とは数カ月後に別れることになるのだが、セックスで得られる究極の領域があ

ることを教えてくれた。それから 2 年後に彼女は別の男性と結婚することになるのだがあ

る日彼女から「あの時のセックスを最後に結婚する前に…」ということで一度だけ再会し僕

は最後のプレゼントを送った。
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15.僕としては結婚していようが彼女は彼女であるし、夫婦でのセックスと本当に気持ちい

いセックスは別物なので、結婚後もセックスできればいいと思うのだが彼女から連絡がな

い限りは僕からも連絡は取らない。今は彼女の幸せと健康をいのるくらいだ。

16.前戯を始めとしたセックスを突き詰めれば多くの女性が体験したことのない領域があっ

たことを教えてくれた。あれからいろいろな女性を相手にさせてもらい経験を積み、お猿さ

んのように挿入や自分の性欲解消にこだわらなくなったら、そのコツを掴んだような気が

する。

17.んで結果的には、たとえ自分が射精できずとも、ベッドの中で一つになった女性がその

究極の領域に達し、今まで感じたことのない快感の果てにセックスで得られる幸福感を手

にした時の表情。僕のセックスでひとりの女性をハッピーに出来たなら、それだけで男とし

ての満足を得られるようになった。

18.男性の方にはコツというほどでもありませんが、今抱いている女性ともう二度と会えな

くなる、もう二度と身体を重ねることができなくなる、その人との最後のセックス。そう考

えて最後のつもりでセックスをしてあげると良いですよ☆

19.ちなみに最近では、以前 Twitter で出会った 40 代になる奥様とベッドを共にさせてい

ただいた後「もう死ぬまでこんなセックスを出来ないと思っていました・・・本当に良かっ

たです」とあの彼女と似た言葉をいただいて、目頭が熱くなるほど嬉しかった。



連投ツイート未公開例文

1.女性の性への悩みに多いものの一つとして「もしかして私の膣圧って…ゆるい？」という

問題があります。女友達の膣内に指を入れて比べるわけにもいけませんので余計に気にな

ることだと思います。なので僕が男性を代表として言わせていただきますと「むしろキツキ

ツはどちかというとヤダ！」です。

2.もっというなら少しくらい平均より緩めのほうがありがたいという感じです。男性もペニ

スサイズを気にしますが、女性からすればデカすぎたり硬すぎたりすると、むしろ痛いしと

いう方も大勢いらっしゃいます。それに近いかもしれません。

3.んで、男性の即効的な気持ちよさと射精だけを考えればキツイほうが物理的に有利ですが、

個人的にはきついと僕自身の興奮度が上る前に射精してしまう羽目になって精神的には気

持よくないっす^^;です。それに僕としても一つになるという幸せな時間を長く味わいたい

です。

4.実は僕が今まで御相手させてもらった女性の中でも「セックスで中イキしたことが無いと

いう」と悩みを持つ女性も、なんだかんだで膣圧が強い方が多い印象です。彼女たちがそれ

までセックスしてきた男性は技術的にあってもその膣圧に耐えれる持続力がなかったとい

う場合もあるでしょう。

5.なので自分の膣圧に悩みを持つ女性の方々に言いたいのは「お願いですのでそのままでい

てください m(_ _)m」です。

6.ぶっちゃけアソコがゆるいゆるいとほざく男性は童貞上がりであったり、セックス経験が

少ない男性、または粗チンのどれかになります。ある程度のセックスを経験すると男性はむ

しろゆるめくらいが一番という答えに必然的に行き着きますからね☆



連投ツイート未公開例文

1.女性が本当に身体の奥と心の底からとろけるようなセックスをするための基本として、男

性側のテクニックはもちろん、セックスの場所の雰囲気や、前戯の時間と質など様々な要素

があります。その中で意外に大事なのが性交前のマッサージであると僕は思います。

2.マッサージというかイチャイチャタイムでもあります。これはお風呂に入って血行をよく

し、更にベッドの上でも女性の身体をリンパ腺にそって筋肉をほぐして血行を更に良くす

るようにしっかりとマッサージしていきます。もちろん性器などの性感帯には触れません。

3.筋肉や血行などの身体的部分ではなく、お互いの心もほぐすためのマッサージでもありま

す。やっぱり身体以上に心が緊張していると心からの気持ち良いセックスはできません。リ

ラックスすることが大事ですからね。特に初めて身体を重ねあう相手であるならなおさら

大事です♪

4.もちろん、お互い全裸になってただ女性の体をマッサージするだけではなく「ここ凝って

るでしょ？」とかそういった言葉のコミュニケーションも大事ですね。とにかくイチャイチ

ャしながら身体と心の両方をリラックスさせたら、そのまま自然にエロスな展開へ・・・で

す。

5.マッサージが大事と言っても、付き合いの長いカップルやご夫婦さんは、彼氏や旦那さん

からそんなラブラブマッサージをしてもらえる方はほんの極小数だと思います。僕でもい

いのですが、たまに全裸になって「ねぇマッサージして」とたまにお願いしてみるのも良し

かもですね☆


