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G月26日、台湾の台北市 いるイべントでもあるのです。 
1で「台*LGBTプライ これだけ多くの人たちが海外 

ド」が開催されました。11回目の から#加している理由は、単に 

開催となつた今回は、パレード参 台湾にイケメンが多いから(画 

加者が5000人、沿道声援を 《参照)だけではありません。現 

含めるとなんと60000人も在、台湾議会では同性結婚法案 

の方たちが参加し' 過去最多の大 

盛況となりました。#加者は国 

内のみならず、日本人を含むアジ 

ア各国か5も4000を超える 

人たちがパレ—ドを目当てに肪 

れるなど、アジア全体が注目して 

が審議されるとのこと。このイ 
ベントも少なからず社会に影罾 

を与えているのです◊世界的に 

認識が変わ00つある時期でち 

ありますが、このように形に見 

える社会への影響は誰ちが期待 

している。ちちろんそれは一朝I 

夕で成し遂げることはできませ 

ん。意味ある行動を継続するこ 

とや、他者を巻き込み、それらが 

重なり成し遂げられることなの 

でしよう。今回のテ—マは「同性 

愛は、まさに性難民」でしたが、 

来年の開催は「祝•同性16法案成 

立」をテ—マにしたお祝いのパ 
レ—ドになつているかちしれま 
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17歳の時、 

初めて自分の気持ちに遴和感を感じました。 

病気なんじやないか、 

今だけの気持ちなんじやないかと、 

自分を否定し、 

本当の自分と向き合えないまま、気持ちを隠し練けてきました 

美容師になろうと決めた頃、 

メディアで、マイノリティを恥じることなく、 

堂々と自分を表現している人たちを見て、 

こういう気持ちを持つ人は自分だけじやないんだ！と、 

知ることができました。 

それと同時に、どんなに辛いときも、 

自分の周りには常に励ましてくれる友人や家族がいたことに 

気づかされました。 

自分の気持ちへの劣等感から解放されていき、 

前向きに自分と向き合えるようになった今、 

僕は、憧れだった美容師として、自分が活躍できる場所を見つけました。 

そして、ありのままの自分をここで表現していこうと決めました。 

人を®麗に変えられる仕事、本当に索敵な仕事です。 

僕はまだ未熟者ですが、誰かを明るく前向きにしていける、 

そんな美容師になりたいと思っています。 

Ryu 

model/Ryu I photo/EISUKE | design/EMF 
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アジア男性の魅力満載! 
新進気級の写真家による 
初のメイルヌード写真集 

◎mi特別号rioi台灣繽郎 
COLOURFUL TAIWANESE GUYSJ 
文=みさおはるき/編集部面像=杜違鱷写真集日本代理店、RIVER TU 

Ml特別号 

n 〇1台灣績郎 
3600円(税•送料込） 

日本ぬS店「KonJ 

http://www_3dustudio.coni/ 
090-3707-3179 

adustudioip9gmail.com 
豪インターネ外、メールでの 
注文の《か,電話注文ち 

可鼸です。 

RIVER TU,台薄黑Si京新供》影》 
1976年生まれ，フリーカメラマン,現在台北在住* S年写R 
制作に力を入れ、台湾の文累衫齡rさせた.ストー 
リに» ちた作品が時®u 
2014年U北岡志公民活j I•第一超分灣圃J9R兒影Sjに作 
品を出典して括Bとなる-」 
2015年，伝IRと近代とのギ1^プ$映し出し社会闻腰と人 
生経fitそ表探した初の写J9作品集f101台扉RG5Jを発あ 
hUDsy/wwwJQoebookxom/RiverT uPhoto 

«今回の播«写Mは一部、面集»こより実_の作品とは男な 
る镰100aを行つて»ります。ご了承 < ださし、 
聚また、〖Mljシリーズのモデルも葬集中-自«L他颺㈣わ 
ず、応籌は左IS代理店まで3 

台 
湾の伝統的な文化と男 

性ヌ—ドをリミツクスし 

た独目の世界観が印象的な、新 

進気鋭の写輿家、RIVER TU氏。 

2014年の台湾のLGBT映 

画祭やフォ—ラムで発表された 

メイルヌ—ド作Sが話題とな 

り、台湾の写II集史上®多の登 

壩人数となるモデル101名を 

掲載した処女作品集が出版され 

ることとなつた。2年をかけて撮 

影されたこの作品集は、台湾の写 

具家、社達雄(ADU)氏による 

メイルヌ—ド写！I集シリ—ズ 

FM1J (各号3000円/税•送 

料込/〜35まで好評発売中)の 

2015年特別推薦号(別冊) 

として発売される。杜違雄氏は 

自身の作品集のほか、中国や台 

湾で活躍する若手のメイルヌ— 

ド写霣家を世に送り出すための 

支援もしており、RIVER TU氏 

はその才能を早くも見いだされ 

た形となる。『M1Jシリ—ズ及 

びその特別号は日本の店頭では 

販売されていないが、通信販売 

といろ形でなら入手が可能。 

101名の様々なスタイルの 
ヌ—ドが堪能できるこの写真 

集。ちよつびりエッチなクリスマ 

スブレゼント、自分へのお年玉と 

していかがでしよ5◊ 
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オタクと女装が世界を変える!？ 
才カマも共感できちやラ 

涙と感動のサクセスストーリー 
◎映画『海月姫J 

文=カズ/編集部 
写真=¢2014『海月姬I#作委貝会©東柯アキコ/講談社 

中国、香港で空前の大ヒット! 
サル顔とイヌ顔の2人が描く 
格閫家の師弟愛にウホつ！ 
◎映画『激戦ハート•オブ•ファイトJ 
文=カズ/韉集部写真=©2013 Bona Entertainment 
Company Limited All Rights Reserved. 

^ it Ilf1 
この役を演じるにあたり、1Okgも滅■したという蔵之介(菅田将鼸)の女装姿 
は本物の女性に負けなし、ほど八イクオリテイ•一見の価(4«りですI 

■月KJ 
2014年〗2月27日公_/躕宿ピカデリー《全BD—ドシ3— 

川村撕 

«作/寅付アキコr灞月fei (譎談社〖wssj達載）製作/『瀉月姬j製作姿興金 

糖作EIS /アスミツク•エース 

脚本/大野ftSUI肘_出in制^ 

3、馬場围^ (アジアン)、WSともえ.片速水もこみち 

httpy/www. 

Twittef©kuri 

f.kuragehi. 

iragehimt 

Lme Faoebootc/faoeboolcconvKuragehlmemovie 

lemovie 

ram八一卜•オブ•フアイト』 
201骑1月24日(土}公闋霸宿武蘆》館他全团口-ドショー 

監酱/テ•ラム出演/ニパ子3乂エディ•ボン 

香港=中国/カラー/シネスコ/116分/0梅定 

提供*EI6/カルチユア•パプUッシャーズ配給/ブロードメディア•スタジオ 

http://www.gekisen-movie.jp 

Sらげオタクの主人公を華 

S頭に、枯れ専、三国志オタ 

クなど…はみ出し者6人&女装 

が、男i制の聖地IIボロアパー 

卜)を守るため、オタクなりに凿 

関するサクセスn メディ。世界に 

f日^40オタク文化をコミカル 

に描いた「海月姫一供談社^五と 

連載)jがついに実ます。 

主演には能年玲奈を迎え、物 

語のキ—マンとなる絶世の女装 

美男子には、史上IB年少の仮面ラ 

イダ—としてデビユ—した菅田 

将暉。きやり—ばみゆばみゆの衣 

装デザイナ—や、rヒヤダイン」こ 

と前山田健Iが音楽を担当するな 

ど豪華キヤスト&製作陣が勢撕 

い。圧倒的な存在感を放つオタク 

を忠実すぎるほどに再現し、キモ 

くも愛おしい仕上がりとなつてス 

クz>—ンを動き回ります。 

それぞれのマイノリティ事情 

を抱えつつ、運命を変えるため日 

夜奮闘するオタクと女装の姿 

は、荒波を越えてきた才カマに 

も通ずるものあり。男を必要と 

しない通称「尼〜ず」たちが、ク 

リスマスぼつちの寂しさを癒す 

のにピツタリな、勇気と感動を与 

えてくれる一作です。 

_ちが親しみやすいヒユ— 

55マンドラマを描いたアク 

ション感動作「激戦Jが待望の日 

本公開決定。絵面だけ観るとい 

ろんな意味で八—ド!?な印象を 

受けますが、蓋を開けてみれば昧 

合格H技(MMA)を通して、成 

し遂げることの大切さに気づか 

される1作。 

主人公のフアイとス—チ—は、 

人生のどん底に落ちた似た境遇 

をもつ2人。別々の人生を歩んで 

いたものの、ひよんなことで2人 

は出会い、MM Aの頂点を目指す 

ため共に!81関する…。 

この作品が侮れないのは、ゲイ 

ならずとも胸キュン必至の師弟 

愛シ—ンが多いところ。もちろん 

メインとなるフアイトシ—ンは特 

にこだわつたとい5だけあり、熱 

のこもつた患づか5や練習風JR 

が息を飲む迫力です。 

格聞技映画はヒットしないと 

言われた香港で2013年に公 

開されるや年間興行収入3位、 

中国映画で見事1位を播得し、 

東京国際映画祭でち話題となつ 

たWS:。格K技を知らない人にも 

入り込みやすく、グイグイ引き込 

まれる展開に目がIIせません。 



名古屋&福岡が虹色行進 
雨にも負けず 

初にもめげず大成功! 
◎r虹色どまんなかバレード 

『福岡レインボーバレード」 
文=YOU/編集部_像=各実行委員会提供 

福岡大学字生チャレンジブ□ジェクト 

‘福岡でレインポーパレードするっ隊! J 
代表福岡大学人文学部4年 
赤木酱55氏よりコメント 

当日はLGBT当串赉だけでなく様々な方がご参加くださ 
t),福岡の街がレインボーに染まりました。想いだけで始 
めたプ〇ジTクトでしたが、た < さんのご協力のちと成功 
させることができました，ぜひ今後にも*fげていきたし沾 
思います》本当にありがとうございました， 
httpy/fukuokarainbowparade bl og*fc2.com/ 
Twltter^fukuoka.ralnbow 
Facebook, https://www.facebook.com/fukuo- 
ka rainbow 

r虹色どまんなかパレードj 
安間優希氏よdコメント 

5B3回虹色どまんなかバレードへのご#M、ご協力あり 
がとろございました！当日は，開倍3体が彘ぶまれるほ 
どの想天候でしたが•雨にもかかわらず全®各地から 
300名以上の皆様にご费拍いただき•成功させること 
ができました•セクシュアリテイ別のフロートはあえてつ 
くらず，どんなセクシュアリティの人も目由に楽しめるパ 
レードとして、これからも日本のどまんなかから多様性 
のメッセージを拜價していきますI求た来年も名古屋 
で一輻に歩きましょうH 
http://niMDare.DroucJHfB.org/ 

Twltt8r@nljiDarez 

名 古屋、福岡と各地で相次 

いでレインボ—パレ—ド 

が開催した。今回で3回目とな 

り今では定番の「虹色どまんなか 

パレ—ドK名古屋開催)は、当日 

雨が降りしきり開催自体が危ぶ 

まれたものの、会場でのィベント 

を取りやめ、パレ—ドのみの開催 

を決定。それでちパレ—ドの#加 

者は300人を超えた。傘や雨 

具を見つけて行進する者たちの 

後ろ姿はとても力強く、意思ある 

者だと感じた。 

続いては単独でのレインポ— 

パレ—ドの開催が県内初となつ 

た【福岡レインポ—パレ—ドJ。 

福岡大学の助成や、後援には県 

や市、教育委貝会までちがつい 

た。こちらのパレ—ド参加者は 

600人超え。沿道声援を含め 

ると1000人を超えた。小さ 

な子供を連れた家族をはじめと 

した樺々な人たちが、沿道か5 

声援を送り、それを受けた参加 

者たちは大きな勇気をもらつた 

そ5だ。 

今回のように初開催や、すでに 

定番化し地元に根付いたものな 

ど、全国各地では色々なレイン 

ポ—パレ—ドが開催されている。 

来年も、そのまた次の年にもあり 

統け、意味のある行動へとつなが 

ることを願う。 
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バディチヤン:igWその他fALAMAS CHANNEU内の放送はrALAMAS CAFEJの常設ス 
ベースで録画•放送されています放送日以外はDJが在中し、店内を願わわせてくれます。 

[Badi Channelj 
毎月第4金眼日20:00〜放送中 

Ustream£USrALAMAS CHANNEL!内 

http://wvvw.u3tream.tv/channel/aiamascafB 

通去のパックナンパーも》棚いただけます• 

rALAMAS CAFEJ 
東京部新信区新琯2-12-1 

03^6914*9215 

言樂時《18:00〜11200(平日)、18:00〜 

H500(金•土)、15:00-24:00(日） 

料金/ソフトドリンク各種500円〜、カクテル• 

シヨット各種600円〜，フード各稽400円〜 

今泉監督のゲイ映画2作を 
期待に応えてアンコール上映 
◎映画『すべすベの秘法』 
r家族コンブリート』アンコール上映 
文=Y0U / 編集部画像=：Stiabakari-cinema+records 

■ g I さ f 讓 I 果 § | f f 2 

Ilillllllillu 
た旦「ことiしI、作号芒 > デ耷箜畀 ，w ~に 
前を％ _ 
の描てが 
こいはち 

すすか前監 
の」2回® 
'家ちT f 
足族と占Z 

?はク 
氏ゲス 

テのイを 
I短漫描 

ッ琴i 
r |プ〇轚マ 
^ルリ1の公 
$上ン5映開 

rすべすベの秘法I 
2013年/カラー/81分/^107/ステレ 

才/W狀 English Subtitles 

監督•_本•!■集/今泉港一K作/たかさき 

けいいち撮影•写興田□弘窗 

出演/馬蟪充太*本名一成、きたがわひろ• 

羅丸ジン太、ほたる、伊藤濟关.赤若保元 

W 作/habakarkiinema+records 

http://www.shiroari.com/habakafi/ 

TwtttBrt!»Tttacar Facebootc hobakarl 

し公リ胃ま白んと新も 
每[迮S 2窆S丨し、g ^ A:今 < のムI \ S严Sと、映；し ■圈塵、"謹|i!!!匿匕 

一 w R： 
JB大守 

卜応筌よ 
=f Sり 
1^? 9 
たのてグ 
±再Kン 
泱上ら卜 
し眹れ 
までな 

芒同前Sfr■ち圣a 

111111PI 
見まン特 ち達自と 

バディ 創 
DOfll Hatsu-koiJ 
定《5000円(脱） 
*霸韉ルミエール特傷3980P3卿） 
HBKRDV-01 /NTSC/リ讎ジ a ンALL/ 
英糖宇霉•宇幕霈しの切》町*. 

お求めはr新窗ル三エールjまで 
新信ルミエール 
新宿区新宿2-〗7-1サンフラワービル1« 
11:00-5:00(年输休） 
03-3352-3378/http7/www jumie-fu.jp 

fすべすベの秘法j上映スケジュール 

1月16E (金)21:00- 

l月17日Ul)15：30〜 
{上胶»^マーガレ!V卜x今泉益fi>l 

卜-クシ3-0 

1月18日(日 >21:00- 

1月13日(月 >2100〜 
1月20日(火):21:00- 

r家族コンブy-卜u映スケジュール 
1月17日(土)21:00 

1月〗8E(日）15:30 
(上映後旧秘：&邱x今泉整瞀」 

\クシ3—) 

洗谷アップUンク 

采京费《谷区宇田川町37*18トツネビル 

1S2除 

03-6825-5503 

tt場HPにてオンラインチケット版売中 

htto.*www.upllnk.co.iD/event 

料金/1800FK脳 

•予約、当日问一料金 

龜麵: 
バディチヤンネルがなんと3周年 
これからもヨロシクネ！ 
◎Badi Channel 

=Y0U/編集部圈供=編集部 

ントの紹介、エッチな質問などを 

交え和気あいあいと関催されま 

した。誌面では伝えきれないモデ 

ルの魅力や、襄括などち盛りだ 

くさんであつというMに1時間 

の収録は終了。今回の様子や遇 

去の放送分を含めrALAMAS 

CHANNPJでご覧いただくこ 

とができるので、ぜひ一度ご荑に 

なつてみてください。お気に入り 

モデルのプライべ—卜なことが 

間けちや/つかちしれませんよ!? 

今後もバディで活躍している 

モデルをはじめ' 豪華ゲストが登 

壩する予定です。ぜひ'」れから 

もよろしくお願いします！ 

新宿二丁目にある>|^2>8 

CAFEJで2011年12月より 

毎月第4金曜日に行われている 

公開ustsam放送fパデイチヤ 

ンネル〗がこのたび3周年を迎え 

ました。まさか3周年を迎える 

日が来るとは…と関係各者が 

思つていた当日は、女装ライタ— 

のア□ム奈美江司会の下、ゲスト 

にパデイのエロ企画過去最多登 

場のタチ男優•春樹(1月号では 

グラビアにち登場)さんやグラビ 

アモデル、ゴ—ゴ—ポIイやパ 

デイ制作に携わつているカメラマ 

ンやデザイナ—が登場し、 

2015年1月号の特集やイべ 
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ありのままに自分になろう! 
全国各地に広がる 
成りたい人になる式 

◎LGBT成人式 
文=YOU/覊集部面像=特定非言利活動法人Re:Bit提供、編集部 

しGGTば人式 
日時/2015年明15日(日） 

蠕所/玉J11区民金«(東京«世田谷区等々力3*4* U 

時簡’未定 
I-P/rebltlgbt.org Twitter你Re_Blt 

facebook:http://www.facebook com/Re Bit. LGBT 

金驪のLGBTjtA式のについては、次号鰣霾いたします* 

ReBitとは7 
少しずつ、を何度でも一，ReBitはLGBT1JJ囲を切り口と 

して「互し切通いを受け入れあえる社会」を次世代に創出 

することを目指し. 2009年12月に学生団体として投立、 

現在は大学生を中心に若者世代約200名が活動する 

NPC»i人です(代獅旣2CH 4年3月認可)。 

団体名にはr少しずつjをr何度でもj級り返すことによ 

D、少しでも社会が萷進してほしいとの願いが込められ 

ています0 

LGBT成人式とは？ 
rありのままの自分」を誇り、祝福されることでr成りたい 
人Jへの一歩を箱み出してほしいとの想いから• 2011 

年度より毎年開催。対象#の年齡•セクシュアリティ不雔 

とし• LGBT当串者やその友人家族など•1埭〜60代ま 

で梅広い®が参加02011年®よD東京都世田谷区を中 

心に•岩手•石川野*愛知•大販•裡岡•畏柏などでの地域 

開傕も含め計25回開催。3年瞄での#加人数は、述べ 

18〇〇«以上。 

LGBT 

2013年4月号では当闲の 
rRe.Bitjの代表へのインタ 
ビューを掲載。そこでの「これ 
はあり繽けるものなんだな」と 
いラ*蕖通り、多< の共感を得 
て今も弓Iき継がれてし 

!!11 *1 

蹲‘¥ 

今 年で公式の開催が4回 

目を迎えるLGBT成 

人式。「ありのままのあなた」を 

テ—マにお互いをお祝いしよ/つ 

というVベントだ。 

これまで世田谷区の理解と 

協力の下、公的施設を使用し 

開催されてきた。今年度は世 

田谷区の玉川区民会館でおこ 

なわれることが決定し、開催は 

本家の成人式に遅れ、2月15 

日に執り行われる。過去には 

世田谷区畏や、区議会謙：1:'教 

育委貝会など多くの方々から 

祝辞の言葉をいただく場面ち 

あり、彼らは次世代を担う、あ 

りのままの参加者たちへェ—ル 

を送つた。 

ところで、成人式というと男 

性はス—ツか袴、女性は*物と 

いうイメ—ジを持つていること 

だろう。しかし、このLGBT成 

人式のドレスn—ドはテ—マに 

もあるように、「ありのまま」。自 

分を表現出来るものであればな 

んでち0<。また、ステ|ジでは 

それを体感できるパフォ—マン 

スやしかけちあ〇、参加者それ 

ぞれが楽しめるよ5な工夫を盛 

り込んでいる。 

このLGBT成人式は初回の 

開催から«広い世代で話題と 

なつており、現在全国各地で行 

われている。今年も世田谷での 

開催を*頭に各地で行われる予 

定だ。自身をあたりまえだと感 

じることはI見難しかもしれな 

いけれど、そこを認めてみると 

案外気楽な未来が待つているか 

ちしれない。 

セクシュアルマイノリティの 

当事者や、今年成人でない人で 

も参加することができるので、 

人生のけじめやふしめとして、 

友達や親を誘つて#加してみて 

はいかがだろ〇か。 

特定非営—動法人ReBit理事 
下平©Bよりn メント 

第4回目を迎える2014年度LGBT 

成人式開催します，成人をr成 

りたい人になる」とfたこの成人式は年 

齡，セクシュアUテV1S不問です”ドレスn 

Iドは「あ0のままの35な£•あなたのい 

ままでとこれからを見つめ直す節目のこ 

の日に是并C#加ください— メンバ—一 

w おなたをお祝いを—ために会 
3fPお待ちしております！ 
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新宿二丁目で 
最も熱くてクールな 

ブラック•レザーバーが挺生! 
©BLACK NUDE 
文=健太郎/編集部圇像= 

編集部 

BLACK NUDE 
東京都新宿区新*215_12大須ビル1F 

^ia0CK25:00 

w.blacknude.]p 

^-ジ1 プラス500 

円、アイスチャージ〗50OR(飲み 

円〜)，鏡月飲みきりノ、ーフポNレ 

www.b4 

触/5 

ftみ犓は800 

り U2500R 

イメージポj■イの1 ィの歧、TAf : 

新 宿二丁目のゲイバ—エリ りを彩り、店の入り口に繫がる 

アは常に新旧のお店が入長5通路には' おW染みの映画 

れ替わる激戦地区。数多くある 

飲み屋の中でも、今最も注目さ 

れているゲイパ—のひとつが、レ 

ザ—をnンセプトに誕生した 

rroLACK NUDE」だろう。この 

rCDLAoK NUDE」は、男性アン 

ダ—ウェア専門店rnudJLの兄 

弟店で、その名の通り田1_>0|<= 

レザ—をイメ—ジしたちょつび 

り八—ドテイストな大人仕様と 

なつている。 

11月下旬に行われた才—プニ 

ングパ—テイには、開店祝いに贈 

られたゴ—ジヤスな花々が仲通 

祭をモチ—フにしたレツドカ— 

べツトまで敷かれて、セレブ*分 

满載！パ—ティ当日には' 著名 

人の姿もチラホラ見受けられ、マ 

スタ—の交友関係の広さにお店 

のクオリティにも期待が持てそ 

ぅだ。 

店内は、カウンタ—席8つのみ 

とこじんまりとはしているもの 

の、スワ□フスキ—の特注シヤン 

デリアや//〖ラ—、そしてスクリI 

ンが3つも完備されるなど、プチ 

ゴ—ジヤス感はしつかりキ—ブ 

されて5る。 

そして、何といつても注目した 

いのが、レザ—衣装に身を包ん 

だマッチヨスタッフによるセク 

シ—接客だろぅ。鍛えられた胸 

やケツが眩しい肉体派の野郎ス 

タッフを相手に夢のひと時を過 

ごせるはずだ。ぜひ、新宿二丁目 

に遊びに来た際には足伸ばして 

rroLACK NUDEJを実体験し 

て欲しい。 

なお、店内では各種レザ— 

グッズを取り扱い、人気のコル 

卜やフアルnンのイメ—ジ映像 

まで放映されているのでセク 

シ—気分を大いに盛り上げてく 

れそぅ。 



ネット賛同署名募集中！ 
氏名と郵便番号だけで、国会にあなたの声が届きます。 

ご賛同いただいた方のネット署名で、郵便番号からあなたのお住まいの小選挙区が分かり 
ます。その選挙区の〇会Mに同性結婚法案の成立を働きかけます。 
http://emajapan.org/donate/advocate 

※费名いただいた氏名と郵便番号が公表されることはありません。烟人情報は保護されます。 
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副理事長 
ジェフリー•トランブリー 

アメリカで生まれて多くの 
差別もUてきたからこそ、実 
際に同性結婚が実現すると 
想像もしていませんでした。 
ですが、今では35もの州で 
実現しているのです。だか 
ら、「ただ同性爱を知らない 
だけ」のU本では突現しや 
すいと思っています。 

このM性結婚は一つの手段 

であって、JS終H檩ではあり 
ません。同性結婚ができる 
のならいろんなことができ 
るんだっていう耐能性を明 
ポできます。そうした可能性 
を®大限に活かしたLGBT 

にとってa由な社会をU指 
したいと思っています。 

理事 
スヴェン•ノ tリス 

今まで多くの斧別や偏只を 
経験してきましたが、f等 
な権利は濉にでもあるので 
す。そして、FI本も、もっとセ 
クシュアルマイノリテイに才 
ーブンな社会になってほし 
いと思っていて、一人ひとり 
の意識が変えられたら婧し 
いです。 

は、同性婚をしてカツプルで日本に8 

らしています。また、デンマ—クの外務 
大臣もパ—トナ—は同性ですし、保守 

党の党首もゲイです。 
同性婚や同様の制度を認める国は 

40力国以上。世界のGDPの半分近く 

を占めています。日本が同性結婚を誌 
めたからといつて、今さら珍しいもの 

ではなく、すでにそれが普通なのです。 

先進国の日本が同性結婚を認める 
のは自然なことです。与野党問わず、 

国会でも同性婚を支持する議具が増 
えてきている今、来年実現するのか、 

2年後なのか、5年後なのかというだ 

けの話だといラします。 

I希望はあるといぅことですね！で 
は、较後にメッセ—ジをお願いします。 

『EMA日本I' .はまだ始まつたばか 
リです。どんな支援でもありがたいで 

す。ネット署名してくれるとか、ツイッ 
夕—やフHイスブックでこの活動を広 

めてくれるとか、寄付をくださると 
か、フライヤ—を配付してくださると 

か、事務作業を手伝つてくれるとか、 

会議室を貸してくれるとか、ホ—ム 
ぺ—ジをかつこよくしてくれるとか、 

法律の知識を教えてくれるとか…。得 
意なこと、好きなことで「EM A日本』 

にあなたの力を貸してください！ 

した。今では、それが当たり前の社会 
になつています。 

法律つ一^弱い立場の人を見捨てるも 
のではなく、支えてくれるもののはず 

です。同性カップルが結婚できるという 
法律があるだけで、立ちすくんで踏み 

出せなかつたI歩を後押ししてくれる、 
そんなきつかけにだつてなるんです。 

I「Iril性結婚法」がH標ですか？ 

私たちが平等に扱われるために、や 

らなければいけないことはたくさん 
あります。差別禁止法を作ることと 

か、教育で多様な性を教えるとか。で 

も、結婚の面で同性カップルを差別す 

る現状の民法のままでは、どうしても 
差別は残ります。 

同性結婚を法律上認めることは、同 
性カツプルの人たちにも、結婚という 

異性カツプルと同じ平等な権利を認 

めることですが、必ずしも結婚できる 

ことが終着点だと思つていません。む 
しろ、同性同士が結婚できるとい/つこ 

とは、法律が同性愛者の人たちの存在 
を無視せず、公にKめるという意味が 

大きいと思います。同性婚が認められ 
れば、同性カップルが家族にも地域に 

も目に見えるようになる。私たちの平 

等な権利を' 雎もが認識できるように 
なると思います。そして、それはすで 

に、25年前にデンマ—クが証明してい 
ることでもあります。 

IH本が末だに•同g婿」を認めない 

のはなぜでしよう？ 

海外では、様々なマィノリティ差別 
や抑圧があるからこそ、LGBTパ 

レ—ドにも権利主張の意義が込めら 

れ、同性婚の法制化も大きな活動にな 
リました。しかし日本では幸いゲイの 

人への迫害はそこまであからさまで 
はありません。同性間のエッチも法律 

で禁止されているわけではない。そう 

した目に見える迫害•差別が少ないた 

め、法律を改正しようという大きな声 
が生まれてこなかったと思います。 

欧米社会では、YES/NOの8否 
がハツキリしていますよね。だけど、日 

本人は国民性か、すべてのことが曖昧 
なような気もします。本音と建前な社 

会の中で、全てものが見えにくく隠れ 
ているのです。それが、無知や無関心 

を助長しているような！^します。 

だから、同性婚自体も、本当に必要 
だと主張する当事者はそれほど多く 

なかった。本当は家族や友だち、会社 
に、素直でいたいと思っていても、同性 

婿が必要という意織にまでならなかっ 

たんだと思います。 

I近い将来、日本でも「M性結婚」は実 
現すると思いますか？ 

私が働くデンマ—ク大使館の大使 



理事長•代表 
寺田和弘 

時々、「M性婚が実現した 
ら結婚するんですか？jと 
圚かれます。内分も彼氏が 
できたら、そして法律がで 
きたら結婚したいと思うか 
も知れません。彼氏はとも 
かく (笑)、法律は早く実現 
したいと思っています 0 

鐵& 
NPO法人EMA日本 

2014年2月に役立。EMAは、"Equal 

Marriage Alliance”の略で、「同性結嫌が 
18められる社会を目指すJという意味が 
込められ、2020年の東京オリンビック•パ 
ラリンビックを目檷に，同性結婚法の成 
立に向けた働きかけを行っている。 

http://em印apan.org 

Iまず、活動の発端に至った経緯を教 
えてください。 

20代で親ににカミングアウトをし 

ました。最初は混乱しながらも、私を 

理解し、受け入れてくれた両親にはと 

ても感謝しています。ただ、「思春期で 

あなたは悩んだに違いない。それなの 

同性結婚 
MA日本(い—まにつぼん)インタビ 取材.文.デザイン/H—RO写！rsEISuKE取材協力/遠山番 

ALAMAS CAFE (東京® 新宿区2の12の1/03.69—4.921. 5) hnp://a_ivingnet 

•実現させませんか 
現在、同性*およびパ—トナ—シップ制度など、同性カツプルの榷利を保陣する国•地域は世界中の 

約20%にまで增ぇてぃます。今回は、日本でも同性婚を実現させょぅと活動を行ってぃる『巳：2<日 

本(い—まにつぼん)』の代表•寺田さんに、現在の活動と今後目指す社会について伺つた• 

に気付いてあげられなかたのは、親と 

して失格だと思う」と言われたのがつ 

らかったです。 

だって、私がゲイであることは親の 

貴任でもなんでもないんですよ。ゲイ 

を理解していない社会こそが問題で 

あって、何も悪くない人が罪の意織を 

持たされてしまうこの社会はもう終 

わリにしなければならないと思いま 

した。また、デンマ—クに住んだこと 

で、日本に足りないものに気付きまし 

た。デンマ—クは1989年に世界で 

初めて同性間のパ—トナ—シップ法を 
成立させた国であリ、誰もがセクシユ 

アリテイを含む多様性を受け入れる 

社会を実現していました。そして、30 

代の頃に国会で働き、法律ができる仕 

組みを実際に知って、「これは社会を 

変える法律が作れる！」と自分の中で 

確信できたんです。 

「必要」と「可能」がI致した瞬間で 

した◊そこから同じ気持ちのスタッフ 

が集まつて、NPO法人『EMA日本J 

を立ち上げました。 

I実際には、どんな活動をしているので 
し上ラ® 

一番の目的は「法律を作るjことな 

ので、国会*員への要望活動を行って 

います。国会議員に話を真剣に聞いて 

もらうために、一般の方からの賛同署 

名も集めています。現在約4000人 

の署名が集まっているのですが、多く 

の人数が集まれば、ょリ大きな政治的 

な力になるので、100万人を目標に 
ネットで署名を募っています。 

そしてさらに、I人でも多くの人に 

知ってもらうためにも、各SNSで情 

報を発信したリ、メディアの取材や講 

演活動を行ったリしています。 

Iなぜ「法律を作る」ことが必要なので 
しょうか？ 

現状では結婚が異性カッブルにし 

か認められず、同性カップルには認め 

られない。つまリ法律が同性愛者を差 

別していて、そのことが、差別や偏見 

に目をそむける社会を作ってしまって 

いるからです。ゲイの子どもたちの自 

殺率はI般の5倍という事実がそのこ 

とを示しています。同性愛者も暮らし 

やすい環境を作るには、法律を変える 

だけではなく、さまざまなやり方があ 

ると思います。ですが、法律を作るこ 

とにょって、いろんな人の目を覚ます 

効果がぁります。 

例えば、「男女雇用機会均等法」。女 

性が働くことは、それまでの社会には 

根付いていなかったものだったけれ 

ど、少なくとも人々の意識は変わりま 

12 



何フエチですか？ 

ぶくらはぎのポコフエチ! 
ちんぽこをこす0つけたくなる零 

普段のザ-メン置は？ 

U多い！薄い!》っ私贴!， 
体全体にビジャビジャ飛しまくり!！ 

パンツチェック/所有枚数…約25tt 

バディのrB SHOP CLUBJでも度々紹介されている、rSEOBEANJのポク 
サーが好きです。台湾に行ってたときに知って、それからしつくりくるサイズ 
感が気に入りました》デザインも基本はシンプルベースに、ところどころワン 
ポイントというくらいなので*オススメです。お気に入りはもちろん、今日穿 
いているヤツ！ 

バンツチIック/所有枚数…約15« 

y気になったらメールしよう丨 >>> すみません〜ありません- 気になったらメールしよう！>>>ツイツター@lailai Cocoon 

とt 170cmx52kgxage20 

いない 

•タチ•ウケ度/タチ50%•ウケ50% 

籲勃起時サイズ/自称17cm くらい 

•好きな年齡餍/同年〜年上 

♦好きなタイプ/班髮でガッチリ体型の、のほほ 

〜んとした性格の人 

參最近ハマっているコト/ゲーム 

うさぎ 162cmx50Kgxage23 

ぃる 

•タチ•ウケ度/タチ20%•ウケ80% 

•軸fi時サイズ/自称17cmくらい 

•好きな年齢層/罔年〜年上 

•好きなタイプ/色白のぼつちゃりデブ体型 

(垂れ目！乳菌デカめの色薄め!） 

•最近ハマつているコト/スノボ 

いろんなノ〇ツを穿いて#ましたが、1靨のお気に入りはrPUMPUです•メッ 
シュ橐«を*分的に使っているものが多く、スボーティな感じがとても可瀝 
いです。どんな体轚の人にも食うデザインだと想うレ通気性もバッチリです 
よ切今日穿いてるのは、ポケット付きデザインで*人気のあるタイプみたい 
TTよ， 

•ファッションチェック• 

爽やかな笑顔でノンケつぺえ〜。まつた < ゲイ 
臭がいたしません(いい籯味で)。で、おパン 
ツは前メッシュのボクサー。アクセントが効い 
ていていいね。ツートンの切り返しに 
rpuMp!jのデカめ赤ロコもバランスいい 
し、可愛いと思います。強いて言えば、脱い 
だら凄いんです的な下雇だとモットアガるか 
も。(文•中村よしはる〉 

新宿二丁目時計 

11月25日（火〉22:00の 
新宿二丁目にて 

•ファッションチェック籲 

仕學帰りの撮影なのでしょうか、スーツ姿で 
お目見えQアガりますね。さて、ジェケットと 
スラックスを脱ぐと、まさかのネクタイ&シャ 
ツとアンダーウェアの色合わせがお見事！白 
と爾といラ爽やか丸出しの組み合わせが好 
感度抜群ですね。しかもこの組み合わせなら 
仕事中にさりけなく半襟になっても違和感少 
なめ!？(文• YOU) 

新宿二丁目時計 

11月25日（火)21:00の 
新宿二丁目にて 

15 



Qオナニーはいつもどうやつてるの？ 

家のトイレで、立Sシヨ:/»で 
便器目掛けてドピつよ 

パンツチェック/所有枚数…約10« 

今日の下篇、ちょっと透けてますよね(笑)。…と話は変わって、僕のお気に入 
りのパンツは、fD旧SEUの馬のローラーズポクサーです。バックブリントが 
たくさんの星柄がついていて、シンプルなのに、可愛いと思って贸いました。 
ブランドにこだわりがありませんが、気に入ったデサインがあれば费つてしま 
うという感じですI 

•ファッションチェック_ 

グレーのパーカーにジーンズといつたシン 
プルな服装で、等身大のナチュラルさが出 
ているコーディネート。全体のサイズ想も 
ちようどよくて漘潔感も感じられます。下鷲 
にだけ色味のあるボクサーをチョイスした 
のも遊び心を感じる》20代前半は背伸び 
しがちだから、弄りすぎないシンプルさが好 
印象への鍵!(文•カズ） 

新宿二丁目時計 

10月24日（金)21:00の 
新宿二丁目にて 

究の子達の笑顔100% ノ《ンツチ 

今後やってみたいセックスは？ 

エツフエJレ塔©見^るホテルで、 
白人と□マンティックに®りたい!！ 

気になったらメールしよう丨 >>> ツイッター@tealuckyl 

RYO 176cmx60kgxaae26 

•彼氏/いない 

•タチ•ウケ度/タチ30%•ウケ70% 

•勣イズ/自称15cm<らい 

•好きな年齡餍/固年〜年上 

•好きなタイプ笑騙が索敵で、自分より身畏 

が少し萬い人 

籲最近ハマつているコト/イベント 

パンツチェック/所有枚数…約20枚 

今日穿いている「VANQUISH]のような、アニマル柄が大好きです。 
IVIV旧NNE WESTWOODJでも同じ模様のボクサーを持つていて、こち 
らは、いいなと思つている人と会うときの勝負パンツにしています(笑)。何か 
エネルギッシュでパワーを <れるよラな、そんなイメージもあるんで、愛用さ 
せてもらつているんです(笑）。 

•ファッションチェック# 

細身じゃないと似合わない、白シャツ&ネク 
タイの上にカツトソーですよ。アイテムとし 
ては甘 < なりがちだけど全身をモノトーンで 
まとめているので大人つぼい印象に。で、脱 
いだらど一んとSEXの文字。物_かなタイ 
ブに見えて案は肉食男子でした的な。この 
ギヤツブがまるでファッションのつんデレで 
す。んま。(文•みさおはるき〉 

新宿二丁目時計 

10月24日（金) 20:00の 
新宿二丁目にて 

企画•構成/HIRO photo/EISUKE design/EMF 
14 



XUスポーテイボクサー 

轉 MM 130On 
■ガラー/ホワイト.プルー 
■サイズ/St60~75cmk M (75~B2cm) 
■*«/コット^5%•ポリウレタン5% 

スタイリッシュな切♦ノかえしとスポー^ィな色含いが1^)0ポク 
ザーパ:/*ン, 

XUパターンストライカツトンポクサー 

轉 VHM 100On 
■カラー/枣ワイト•ブラック•％- 
■サイズ/S(«yW5cm)s M (75〜《2<m) 
■抑/コット >95耗.ポリゥU♦ンS% 

ふかふかとしたコットン生堵liMWM)ストライプが 
金Wi：施;!tvたボ又 

■II 

WJストレッチコットンパイレーツトランクス 

nMflMft 120On 
■カラー/ホ7イト•ブラックづレー•レッド•イェロー•グリー 

オリーブグリーン•モスグリーン 
■9-TX/«6»-76cm).M (76-84cn») 

コット >95%•スパンヂ 
バックサイドのドクat?クールなストレッチコットン蓍髮用した 

•くのが才 トランクス*ややびつたリJ6に»<< 

• /…一 
XUサイド2ラインシンプルボクサー 

糊MM 130On 
■乃ラー/♦-：□イズ•ライムイia-•パーブ/レネイビー 
■サイズ/««W5onk M (75〜82cm) 
mM/ 3クトン95 Vポリウレタン5% 

シンプルながらも使いと見せ/ぐノtcももつてこいの9 
エストゴムがJ5しやれなボクサ_/ひ人 

下駑モデル募集中！ 
j^Mkn iatuut(馬校生不耳)か 

630ft<5txSでのゲイ，パイts^/ユア 
ル.ゲイフレンドU-似トレーHPM*で. 

赛«こあるMSの印BO'Cる方• Mは 
Mt味せん， 

K脚. :ammブaフイール(•«、体！ 
ルアK/ス}、0 己アビー>i/«WEU5H3ia 亂 TMH^t^DkD^ 
«.上料赛«1点すつ〉«メー/wこてaaaKKJSJu 
rWJfe mode>@tarTa'OUt)flcattor«joo.jp 

(メー/KWW«Ci6iずmiモデル応薄Jと明EO»い)♦お送Dt\fcだ 
いた情_^»写真《謹讎0»いたし素す》また、のみ. 

特 MM 1300n 
■カラー/♦ワイト♦ブラック 
_ サイズ/S(60~7Scmk M C7S~82cm> 
■IW/ピスコーX95%•ポリウレタン5% 

aけた累とストライプ柄のコントラストが_u、シー;UU-ポク 
サー.於/らか. 

特 MMI 130On 
■aラー/ロイヤルカレー•サックス•ピンク•ネイビー•ゴール》••• 

シルバー 
■サイズ/S(60"-75cmV M (75〜Mom) 
■餅/ビスコー又9ss-;urノヂMスS% 

光沢塗料のの鱗_プリントKCbl vラインの切y込みとそ 
の_矚のスタッズが目窬ひ< K»なボクサー， 

17 



商fiのお申し込みはインターネットまたは、239ぺ 

ージのお申し込み用紙にてご注文いただ1プます,店 

頭販売は新宿本店ルミエールまた、一®の商岳を 

ルミエール京部店にてお取り扱いしております。 

断痼本0»レミエーJレ03-3352-337日 

康»レミエール075-341-0213 

バディジ;l-ビィ http://www.badi.jp 

モデル着用済下着を各1名様にプレゼント。 

詳細は178ページへ* 

150201 

WJスhUyチノC/ブーフラツトメンズタイツ 

^Qson 
■カラー/ホワイト•ブラック•グレー•レッド•ライトプルー 
■サイズ/5 (68〜76cm)、M (76-84cm) 

■素バンプーレー3>95%'xラスfン5X 

竹を羅»としたバンプーレー3ン臺儍《し今*でillな 
tS0#tt%<9L •き心均も灌らかtt メンズタイX 

■コ 

メンズタイツ祭り開催! 

SHフ；Lイクレザーメンズタイツ 

1880m 
■カラー/ブラック 
■サイズ/S(66-7fcmK 

M(76~«4cn) 
ポリア£K«m 
エラスチン10% 

フェイクレザー饑特のマットな 
光茨肇が执に質感をセクシー 
に iUWttf* メ:/X夕0• 

50203 

SHフェイクレザーメンズタイツ 

钃特綱酸定涵轜1880n 
_カラー/拿イビー 
■サイズ/S(«-76onk 

M(76~84cm) 
■糾/：1ツト >92% 

A/<ンデックス8H 

伸輸IIコットンしてい* 
た故脚にフィットす*ぐガ 
ータイツ.MWおレ 

50202 

SE水玉柄コットンメンズタイツ 

層特期酸定■編1880n 
■カラー/ライトプHr-•ピンク 
■サイズ/S(6e^7tonl、 

M{76^84cm) 

■爾射/コットン92% 

スパンデック；WH 

ポップな水iがかわいいメン 
ズタイツ•，しMデHな力5— 

見攸もってこいI 

PH0T0/SHINICHIR0 

16 



GAY NIGHT SCHEDULE / 2014.12.20-2015.1.31 

12.29 
[MON] 22:00 

AiSOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

GORILLA X THE ROAR BAR 
300OR WF or TwMtar K 7S00 R 9monMer« « 2000 n 

出馕：DJ Crvlt StUU. FUJK). Tomo. sAtosM. TARO. 
Chuu. KAZUbou QOGO Nawoto. Oonburi. Hiro. 
Akira. G«n. ak FLOOR BOV Nao. TatsuyiA) 

メインフOアの fGOWLLAJ U. Chrts 
8lulz t FUJtO鼇ゲストに霾龙いつも以 
上にQWOOVY，つEROTIC t•り上げ》 
t.，ブフロアの THE ROAR BAH Ttt. 
上半身儀で*ジュ7美に歎み明，そうI 

[SUN111100 腑 

AJSOTOPE LOUNGE (0^6380-1504) 

fancy HIM 
H 食： 2800 n 1(3 

S. VESNOpMowa 

t« 

12.20 
[SAT] 22^)0 

EXPLOSION (06^312-5003) 

GLOBAL KISS 
_ 食2000 PI/2D H■人の力200on 30 
出瀆： OJ SHtNTAflO FUJtO OQ NAO. 

L IL ROSA 
■» BVUTO- 

GRANOCVA. 
GOGO QG 
h||0:/ハ 

tl 

12.27 
[SAT] 21：〇〇 

:ANNEX (03 

衡m 

I-33S6-S029) 

Men Cruz voi.22 

1500 n 2D 
出灞： OJ 

tl 
a 

^4 9 9Q 卿】⑽ I 
■ムビ W CLUB COLORS 

r 名古» 

(052 243-3960) 

PIERROT 9th Anniversary 
»會：3600円 ID WF or Twtttar 綱2SQ0 R ID 

i m 2300 n/10 9mon«i»r•綱2300 
出灌：^Ttces 
rvMHT«rtlWER«OTn 

tl 

% 
黴濤嬝B»太霉纏り上掣りHmGay 
Party*' *癱に•し«され…會_筆«通え 
ft H今年の_めく《り. 2014攀の集大 
瘋がここにil 2014奉*んfりだ〇た人は 
■裏にはぅit•けてI 

DO ア▼ゾネス•ダイアン.litダヴ黧 
ギナ.卓リ養TOMA.鼸钃. 
CRA2IST. しようご.N«M 
TAKE103. Itfomin. RrUHil. 
HIRONORI 搴太應 KENZO.興 
じ籲》〇着laruj、ヴ7 ネプサ.MEGA 
Wendt^y KOTSUMI. MAMGO.フ < 
ス3.とろみ.ジ，<3 H«S. 
SATOKICHI. O-zal. YOSMI. Q»N 

MMAME N08U. KAZU VUTAKA EDAM 
and 

12.27 
[SAT] 23.-00 

FREQ (03-6434 

B應布 

The RING 
10 WF3000R 

ID 

12.21 
glee night 

[SUM] 17:00 *指 
MSOTOPE LOUNGE (03^360-1504) 

ilft - 2500 Plx 10 WF Of twftMr M 2000 n 
1600R/1D 

M* : t>J COOLQ DSK^I. Chuu. tkMec 
ダヴrギナapna,呼ーシtBfバン 

ば子.テ▼ンダ 
ンナ，湯*!つ 

tl 

2014XLZI 
SUND^f 

(に备よぐり> がクリスTTXのT 
イソに蟠つて<«l SMMonSのDVDも學 
讎しT. 2814章の雇繼にに，よぐりで•(し 
‘3 1 

〖SAT]SM:00 童山 

12.22 
[MOMJ 22^)0 蹰爾 

EXPLOSION (06^312-5003) AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

12.30 
[SAT] 2^00 騷嚮 

AISOTOPE LOUNGE (0^6380-1504) 

COLORS TOKYO Vol.13 

»會：3500円 10 Wf3000n/10 
mm : quest show _被ヶ答螓v 
DJ ±m. DSK^t DO/yルグランビッチディタ 
ス♦-▼イン POLE Chte. ■ 
hl^>://www.colar^pxom tw«er«M«YoB«T«u 

tl 

HI 
J7 

COLORS TOKYO太S•金fチレビし聲讎 
れ4い•萬S中は_の■•公 

»回S課■«シーン，ら懷力なゲストf 
^l>.1B_りの■襬二了_ K畫雛の:39 
ボレーシ3ンが寶釅* 
秦瀛膽挝澹餐はTwMtvr. WEB T_次)!» _ 

'i a 

GET1 

9»# ：2S00R 10 WF200Ofl 
グA-プ劉（3人KLfc 
出澹：DJ 

I (3人U上■轉入場}1800円 
SHINTAIK) Oy«uk« 

■.難 WCK *-G«tv 
vwww.tH-owlf.com/ 

アプリもいいけど，< ベン►も亀I 
一•《：イペント行ったり出*蓦;1邋截しい 
なt*っItりする摹ないですか， 
アプリでマ，贅しても.リ，ルするのa_ 
いなっ免りす綦事ないft磬？ 
，っばりイベントで♦クッと鰌り含龙た穷 
が芋っ_り零い， 
その場のノリで，農”各♦うの6アリだ 
u.ヴループ_t♦♦に*っrmに摩蓦人 

ベントに■うのもイイt 
龛Ui••のキャ7•チーな纖_でイベント訇 
心•でも《しめ< こevilいなレ 
命aa OOGOが4人«蕾« 1(雕■Oftrv 
UこのBがGOOOデビューi J 
籌しい__も寰遽も譬ftもGET Tゲット 
UT 2016霉へ®摩讎もバ》费リ抒 

TONIGHT x CLUTCH 
M金 asoon ID 
貪ftxゥX，卜2600 
Hi濃：DJ TASO. 
WARAデイ•卜八T 

‘ HVO. MC 

ザ%網娜円 ID WForバジ， 

SHOWMEV. KCIC. ftt•ん， 
< QOQO WOTD NAWOTO. 

V0CHI 
MN»«clulch.tyo 

tt 

.«• 

トウナイトx cuttchiの又ーパーコラポ 
謂2*rトウナイトは3■籌tairtt 
家す< 摹<4ば一4*11へダイブつ》霉蓴 
售供攀紊のパジ♦▼クリス▼ス喔蕃とん 
パーナイツ〇ニューiイジ鲈わん赛か 
なCLLTTCH ! 6睿らにエネルギyシaC蠡 
■け丨DO Uマルガリー♦•ヴ曹參フサ. 

tSUZU. LIL'GRANO-BITCH. Durtsn 
Lolobrlftda.山田#アニータ and mart... 

12.25 
rrHU]2w» 丨 m m 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

大学生ナイ 
轔食2000 R/10 WF1IOOR 10 tt or 24騰11(下1500円10 

：0J IHI, Mmv. Motciry 事ンゴレ. 4$Ki Nmv4 
^»am う.ft.K GOGO孔_ ケニJoyfil 
pas K«mi« live 紅纒7ァイブ TVrtSTtR 
0AMCE Pvty AnkndlS PfiEMU 
htp://dM«iit}i x»«Lfiom/ Miwer#<aw uaff ¥ 

12.28 
[SUN] 14^0 代官山 

AMARANTH (0^770*2331) 

1O Qfl 
[MON】 21:00 爱 Ml 

1 Z.oU BarCeaMr (089-932-7644) 

ちび專ガツちびナイト【grab】 
鶼會：3S00n/1D WF or TwNMr tl 2500 PI ID 
9monl»f»230Q R ID 
出• ： OJ OaiM. AN. Vamaty OQQO KOTO. 
NAWOTO. HIHO. CLO wow OQ L cspslanu. 
Samuntha^AnaniM. MEAT. Ummo Todofco. Rancom. 
Bi«rtch*nry. MlM^FltO twHtliraDr«wr0619 

o 
¥ 

n■校山が邊黍儀《n_人籤イペン 
卜Q▼ンが史上■多と龕る鎌H 

キtストで■轉*へ？ 考綠の蓴来 
は.bbi^ojk口▼ンへオイヂナ奄 
シ，DRAWER MAN X^v7U. 
KAZU. Nobu TAKAVOSMI 
SHOOO. TOMO. SHIN. 
TOSHI. YOU、Mm*. 8HOHEI 
T^ui Satoru が管 _l 

AMARANTHLOUMGES BITCHY NIGHT OF2014 
轉會：t讎のみ5000 R皺み政■暴貪搴付♦W4S00R 
败み籯霸美食擧付2S2soon no120600on 
出9l:OJ チ》コー拿 
OOQO H«roluu. Chafeo.孔. 
_1|>ゾ / www.mon«t»fa■物/’amaramh/ 

t* 

考零も卜，，グクィーンt 
GOOOめシa-漘■の大S箄食 
t_讎しfすI1雾.契*Iし 
い搴廑的な讎■««%食べなが 
6鬵鼸なシ蔔一€讎て酱#ん 
と秦しいひと醻蠲t麴赛T#た 
らと患いft tた.1擊と2 
■の_に《0含の據鐮が4りf 
t.こ#)轉に磨内の韉嫌譬龙« 
せていただ参tf«>でご*麻 
下書い. 

DO Qyuio.フーチ■よtff 
•りぃぶぅ.バビfitノビッ爹 
オナンスペルマーメイK.レジ• 
ヌ，ジ1*スミンand more. 

or 【例】22^ 
■ ^.^-〇 AISOTOPE L< 

衝 

LOUNGE (03^380-1504) 

雄汁男滴集金 
_會3500 R，1D ジム 113000円 10〜25庸or 40饞 
-2500 « 10 G«BXS 1500 R ^ 10 
出•： DJ DAI. MASATO. POPPO. YUME GOGO 
K祕.MANTAAO. SAM. TOMO 4酱«. ▼，ハル.■- く 
f •う• OCQPAG twttMOSUKON.(INKAI 

太人《30代一 40代•攀が大阜）で. 
xq< T.ザケメン▼，チa-ガチ 
ムチ•BULK Aが集ft會_夜の7 
ンダーウ1ァき9ウンジ•パー，*f一. 

■话 K の Private I 
r HARLEM® 大* アメ， 

> M«n' s Club 
■懦存れて 

いた幻の:rンダーウエア•クラブイ 
ベント「靡ttM鬌篇金J《瞻して.才 
スコン） 輦寒Tは.CRUISING 
BAB DOCK T. 2011窜3灼か6_ 
年》_讎さ11羅£1な7 7ンも多い1 

命*、tt摹麟めのBに.パンイチT 
氅Cれ大S象金1 



R1STIAN 

ACFanJapan#アンクリ 
•.、心'^} 

h 七七 p://bbg.livadcor. ip/anf an i 

ANDRE 
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GAY NIGHT SCHEDULE / 2014.12.20〜2015.1.31 

みんなが*，てる卜竄書のォネハから■鑛 
musictr.通豪の秦し存鼇零日に縳or 
• r. 1.7 

[WED】 18:00 麵  

，ウンハウス東事(03-328^^558) 

镰のワインパーティー•ワインDE鴕杯5 
鰣食：1000丹/7インパーテ<-••い絞■♦1D 
hMp!//www13.oQn.m.)p/~! h Hiy/ 

考軎ttワイング予ス羚爭K. ■い出會いと■ 6いt一鼸に. 

t 
▼ 

1.21 fWEO] 2000 J 鳜窗 

AJSOTOPE LOUNGE (03^80-1504) 

☆MKnightA 

科會1000R，to (•通しft) 
tt煽： OJ MMto«u. Ml hi«i://aHvtn«.net/ 

*■#亭Bめ蛮tウ♦ウキ氪升にtりたい貴方にI f敏ち参 
し«J O MlioMM) e「袤二▼ル上等J の WM0がNltn 

1.28 
fWEOl1800 鑷 

タウンハウス露]P (03-328^4^58) 

僕の屋台 

科食 

おでんとジヨツキ生!！ 

3000 ♦ウンハウス•金4饋ぃ政*!+1D 
n%:^/wwwl34>er.iie.jp/*1_h_li(y/ 

令*騰ジ羼7峰塞拎翏に.籙い出會いと■らいt一龌に 

1.29 
rTHU] 20:00 I 蒙* 

A4SOTOPE LOUNGE (0^980-1504} 

Fusion colors 
科會：iooon，i_ 
出灌：章寒 

Uuwbtx 
://leraK)iar.co.lp/ 

U 

a 

1.30 
nxu] 18:00 | m m 

，ウンハウスJTW (03-3289^558) 

新橘、花金、リ_マン天BH 

鰣食：，000円 WANTED*花纛スペシtル♦1D 
hlii ノ/wwwIS^oatiMj^Th. Dry/ 

•J-弯ン天■ Wo1の蒙橋でJM•リー，ンめと*一■の* t 

t 
¥ 

1.31 

[SAT]18.-00 ^ « 

タウンハウス禀康(OS-328B-06S0) 

パンツDEデート•ブラックルームスぺシャル 

科金3000n.齩み繪繼羼雞いihioj;鎗纖 
nnp: ノ / wwwl 土omn^jp 厂 1九Iky/ 

パンツーT.プ»7クルームスべシャルT1舞と*の_霉舍 
«« 

t 
▼ 

[THU120:00 •癯 

AISOTOPE LOUNGE (0^6380-1504) 

QUEENS LOUNGE 

鰣會1S00R 10 (2#8UliS00R-) 
出*: ▼ママダム.ビaガ♦-ゼ.争一*r▼ノ •りいぶ， 

tl 

木_B4マダム.ビ〇ガ♦-ゼ元meパ97ルe*出I 

本_B 木 
DRAG QUEENのホス乎 
スが.蜓麵かつ■，，に 

[U t彎月IV韆 
らに SPECIAL 
SHOW IS 

fttr龕し曹 
BU.多らにS 
day 
りt HITS子も營場で 
鋒•，プライztあ*か 
4!? 

ブス歉み新年会 

■:1600P 
I : DJ ，I 出钃：DJ ノ MtrNARUSE.かつ#. Chuu. ■. 

£L and more 
DQ おりぃぷう.狭賺子.患いばんandmore 

〇 
¥ 

12襟?！ 
[MON] 2Oi)0 | 蹶薄 

AJSOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

Drinker 

钃會：1000R ID は#8以《 900円，} 
出*:マt 943 aka* 
_:"«IMn9_nM/ MHOar^rlku 0611 

ヲ本=>が彎してい蕃霉拿なBARスタラウンジ. 

tt 

1.9 

[fw] i8«o « m 

タウンハウス裏窜mS2§MbS8) 

新年だ、男だ、お祭りだあ1! 

鐲會：1000 fl/#繫りスペシtル_1D 
h0p://«vww13.ocn.iw^p/~l h tky/ 

醱露の酿い出金いと騰らいt一鳙に. 

t 

¥ 

-1-10 
[RdONllfrOO | Wt 18 

113ハ加 

rruE] it；oo 跚 m 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

ALE! BAR 

S金：1000 R/ID (2IV BUM soon->) 
出濃：STAFF 麯•いし.なかし一M«K//alMnt/w(/ 

A«BUまったりのんびりBAR丨日々の倉社擊で翕鑽れの 
酱嫌したいんですよA. 

tl 

12.22⑶ 
[MON] 18:00 騷钃 

费ウンハウス竄1(03>328^8558) 

KISS • KISS • MANDAY 

料# tOOOPJハツビーマンデー；lペシ，ル♦•い*H+10 
hHp^//ww«ir1 S-ocarw-Jp/'l J%Jkv/ 

蒙禱リー▼ンfc«•しい出龕いt KISS t —_に. 

t 
▼ 

122九‘， 
fWL-D] 20.00 鑛嘯 

AISOTOPE LOUNGE (03-6380-1604) 

QUEENS LOUNGE tl 
«lft:1SOOn ID (2籌■lOJtMOR〜） 
出灌：▼マ メイリームー.チーTV •りい在う 
(wntw^nwM.mu 

本霱日u. x<y-» ム••し，とりと康讎に癱‘T龕し1 

1Z24-25 IWE0/THU) 18^)0 T •橘 

，ウンハウス束東(03-3299-8558) 

2014タウンハウスのクリスマス 
スペシャル•みんなで一鳙のクリスマス！I 

» 金.100on 
http:"www13 

クリスマスイブとクリスマ；IUみん«—籲に大■ぎ！! 

スペシ，ルバーチ<-A •い觼騰+10 
3.ocivna.Jfi/'t h Iky/ 

12.26 
[fri】 18:00 m 橋 

タウンハウ；1東康（03>32»*8558> 

m東リーマンナイト 
轉會：100or m康リーマンナイトAペシ♦寿♦1D 
__ww1 Xocnji«.Jp/*lJ)_ttcy/ 

息の肉y-Tンt •纛ノ nリーtンt •淨■リー•?ン6 •日 
本镳リー▼ンも*秦ちろん蒙猶リーマンも大靈含！！ 

t 
¥ 

1.14 
[WEO] 20:00 飯 m 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

日本歌S灌場二代目ヒロ江 tl 
M 金100on 
出*マ，/ヒ〇江DJ チュウ《つんパ，，» 
httD //AlftvlMMt/ O 
B拿の篇曝らしい蒙騙»</>«#«二代9ヒロ江が霣B 

i O 0-1 
[WEO] 2(h00 -宿 

1^.01 ALAMAS CAFE (05^914^9215) 

1.16 
【FIW】18•你） 1 肇輯 

♦ウンハウス蒙寧(03-3289^551 i) 

<30代が好きな君と兄賢違へt!〉LOVE30 ♦ 
鰣會：1000 n, LOVE30スベン1■ル+1D 
nup•ノ/wwwl 3>ocru«.J^/H1ky メ 

▼ 

90代が20代6 30代6 40代も大II舍U 30代鲁麵 
んrTf -メク•ラブ甘一r<_9 

第7回輝< 丨二丁目レコード大賞 

科龠•1000円10 
出••Bvtto DSK☆泛. 

Vダム•ラフランス.M 
hOp:"aMnB^wt/ 

纛It Juny» 7-チ籯よもぎ. 
IMOMA 

tl 

ALAMASCAFE^«^«|t4，^ r二丁蘭 
レコ欠J t今隼も_藩!！レ:I—K大雪にな 
ぞらえた.アラ~rスならruの實羲费爾した 
昝プqク予ムの方♦によ*OJプレイ.卜一 
ク. ライブが目白释し俞多 
饋_二丁■の••心つn今零 
のALAMAS CAFE酱糜金鼇■り逢りtt. 

1.19 
[MON]1»^0 •r 

AISOTOPE LOUNGE (03^300-1504) 

SWITCH 
舞童：NO CHAOE 
tH» DJy MASAO. “ねとし.TAKEYUK1. HAOKI 
•窄つBOY なat 

tl 

% 

1.2 
[FRf]l6：00 m 

タウンハウス竄簟(0^20^8558) 

みんなで一鞴のお正月1! 

鶼食： 500円 
fHlpy/w«»w13Loon.mjp/l_h_»y/ 

♦ウンハウ；1雍*のWHIい. 5二！！せちもご躍*いたして蠡 
り纛t H靈月も♦ウンハウスへ籲输へ 

t 
▼ 

1.31 

[SATJ21O0 童山 

EXPLOSION (06^312 5003) 

ハロ プロ御ItH vol.8 
轉會： 2500 R ID WF200OP 
tt 艫： OJ F 
h«p：//twp»jp/ 

10 WF2000R ID 
，クラ■<ケンジand n 

tl 

t 
ハa プa■鼸II U. H«to< ProlMt u 
mm. »襻篗，«逢に在•してい史メ 
ンパーなど n«»6*«ECr/\a- 
«螯韓っ鑛鼉の瓤_耆饞ぃかけ«フ7 
ンパーチイーTt t 

ラウンジ系イベント 

12 20 [SAT] 16:00 * « 

/1.10 タウンハウス竄事(03^328»«558) 

霸橋、褲祭り》 
轉詹：3000円ftみ觼題《歡ぃ鎗繼+ 0C1I麵 
Knp：//wwMr11001ulcWt h _y/ 

穴只!！織も麵中騰父も鳳蘭906 こV-7ンも纛 
■叙ら大集舍0 

t 
▼ 

Ilis 
;HI 



[SAT)22-*00 當山 

EXPLOSION (06-6312>S003) 

GLOBAL KISS 
鶼會： 2000 n 20 H_人の方200OR 30 
出• ： OJ SH(N NTAROand 

EXPLOSIONが遢る太覼ナンバー1のイン，ーナン3ナル 
ゲイミ*yクスパーチイt OSAKA'S NO.1 

tl 

t 

1.10 
【SAT] 22HX) 當山 

EXPLOSION (0^4312-5003) 

GLOBAL KISS 
鶫會• 2000円 20 _■人の方200on 30 
出灌： OJ SHUNTER and mora 
Mlp：//www.*i(-OMkAxam/ 

tl 
❶ 

EXPLOSIONが*♦大肇ナンパー1の<ン，ーナシ3ナル 
ゲ< 5 7クスバーチイ， OSAKA'S WO1 K 

1.24 
[SAT] 21 AO 童山 

EXPLOSION (06-6312-5003) 

供會： 3000 R 10上串 ftfl 250OR ID 
上丰til +ジム金織SS4t 2300丹/ID 
出頭：DJ FUJlOandmor* 
MkK//w 

はとばし羲牙丨鼸_す》鼴痛 
シ會ツUftぎ_Tて鼸龙膽いた龜鬌の方 
赁ダt騰負しろ丨23 00 rrに上寧身 
観でごA導の方UM«I科倉よりも寒％(: 
500 R OFF I 

1.11 
[SUN121.-00 1 # « 

FA^TA8Y SPACE OKINAWA I 

MARVELOUS vol.9 
»350on 了 wrn« ■ 9000 R JACK'D « 2800 n 
WF2500円*虐人2200円（纛T7V-卜ンク〉 
出駕： OJ TAL. TAG. tmnrf. DAi. 9oonwnto. 
ChoumL Sugar. Echo 
lwmer#MARVELOUS_2D13 

tl 

麵尊からパン爹の*いたパ*?-•と繼■力で* 
なた鼇ノvクアウト1 7Tン，ジースペー 
スに場移し.クオ1Jチfの義い嗇と!•出 
で雕た搴もない寶界へ秦•た奮91會込みtす 
邋责麄大の大人•の出*#で書り上げft. 

DO，多• GOGO mAk^y. TOSHI. 
KAI. NAO 8E QO. ICENTO. koUrO 
KO StNGER FREEDOMS DENCER 
/ BIO BLOOD. Msciunieal SHocfcl. 
IQ AMEN. Nori and more 

1.28 
[WEO] 20^)0 

AISOTOPH LOUNGE (0^6380-1504) 

ノーパンスウエツトナイト17本目 
舞會：1500 R1D ノーバンスウエ》►*500 R 
ttXtOJ ATT. OSK☆蓬 HANETOSHI 
QUEST KAWAMURA 
http://swM«Mnt9r«ght tumMr.com/ 

亭B真ん中モッ： 
パイスに.いい••いい漏いい！！.食 
•_irア》パーすしてい驀ノー 
パン；Iウ►ナイト 6Sろん2016攀 
もINIし會す〇 

1.11 
[SUN] 18:00 心驀猶 

1.30 
[F«H21:〇〇 藤 « 

AISOTOPE LOUNGE (03-€380-1504) 

30代でないfc 
20 WFor 

*»10謹生 
•1金3600円 
スーツ• 2600 
出灌：殲X 
WIP•ノ/wwwJlnimo-wb com/ 
tw«w«3Qd^dera|ht 

tw)Wr*12800R 
■生 BM2000円ID 

20 

DX' ZUMANTTY SECOND UNE ( NUDE -ERECT-] 
賴倉： 3500円 GradorM 3300 n 3S 翁12上3300 « 
EARLY H 3000 FI GCQ アンケート W 2800 R EARLY > 
ocotンケー► wtt200on **人1000a 
mm ■ dj chit hihoc ma3. fujio shintaro. 
OYAKATA Mlp//dxnub«.com/ 

rNUOEJそれtt,好(•心に雇ち*れた大入 
が篇う■上の場蒙麵C編れた獅通が 
慊》t*め金ri_wwt丨今隼も*窗 
U囊各た興だけのGAV NIGHT雪釅の審 
がは！；塞《 1111雕大•めGAYイペント 
DX，ZUMANTTY Mcond Irw rNUDEj I 

GOGO Chrl»(oph«r. Ltlth. Q.O. 
GON « HIRO. KENJI NAWOTO. 
Sill篡〇•雕-TAKA-. YA6U. TOY 
BOY WROSUMI TOY BOV MASAKI. « 
太軀 RICK _ _爾屑YUTO*. TOMO 
磨 VMUv AKINO.ジ3— 

1.31 
[SAT] 21:00 藝窗 

T^S. ANNEX (03^35fr^029) 

Men Cruz vol.24 tl 
鶼會：1500 R 20 
出满： OJ 衆蕙 
twittw^artyfany am 

[SUN] 24:00 山 

EXPLOSION (0S^31?-S003) 

1.31 
[SAT】 23:00 

(03^434 -6644) 

The RING 
fl» ： 4000R/ 10 WF3000 PI/ ID 
準M <~M: 00} 2500 n ID 
出灌：棄c 

LOUNGE Pi 'ARTY I NUDE -ERECT-1 
、の方200on 3D _會：2000円2D M■人の， 

出灌：DJ SHINTARO. •力 Milk SOY 
GOGO 學龛節賺.mm -RYUTO-. TOMO 
OO Uraflnt. _fcダヴ，ギナ.Lov»R«iftzC. 
hHp://dxnud»com/ t 

NUDC に»<•>たMSU. tだte 
イキJKりtいそんな隽竃の2@«l 
■韻•大の食ウンs山にr 
fNUOE OFFICIAL LOUNGE 
PAimn nr — 

*M事情により.出*看争イぺ 
は#イベントにおWい舍わせくだ«い. 

事科會裹承にK載しTい驀、rWFJ ttフライヤ_轉_の方.fmlxlj U _ 

(_//mbOJp/)の覦應コミaニテイに癱篇してい驀方、rclubej U olub6 

(M^//wwwico^mn»,tv/ciub8/)の鱸翥コミュニチイに参_している方、 
rtwmerjはIwttter (W%r//tw«tofJ|>/)で雛遵アカウントtフ尊Q-Cてい 
6方t意醵します. 

搴イベント傭_は鼸_*集して6ります.下fcの釋用メールTKレスにイベン 
卜の霍饔、フ，イヤー*像など备輋付しT翕*りくだ«い. 

0v«nt9l^a-putiNcations.co.|p 

% 出かけるKは 
忘れずに!！ 

现在、凰曾法の滾Sにより、ほとんど 
の这鏞で入場の_に零真付きIDの確B 
を行っています.せっかくオシャレし 
て#たのにイベントに•編できない. 
なんてことがないように、遊びに行く 
釀U必ず丨Dの携雩毫心がけようI 

12.31 
rWED]20K)0 断18 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

第13回女_肛白歌合》 
W金. 3600 n ID WFor twillar 麵3000 R / 10 
(2S ：00-) 2000円 ID 
出*: : ガレ7卜.プルボンU.バプリーナ 
AKAHIGE 86KA2 
N«p：//alMng.rw(/ AISOTOP6 .LOUNGE 

tl 

_れば碌れに»つた食鬌遵.こOBUtM 
•加で.た<義15う.ハートが_<ない 
女義S<>.—人し，tいf丨二TBで-考 
複U—備に轚蠡うI 

〇〇 アルビーナ.アブナ.ア□ム«黌a. 
富山子 < スズ.イズミ•セクシー•ヴ10 
二力.湯灌つば子Iスムラルダエンジェル- 
ジ，；13. Uオナン•スペルイに 
蘑りぃぶ，.两峰ム：)•!：ルトン，期權讎 
♦ •シ•♦パンナ.W17.デ < 食ス會一 
▼イン.ドリュー•バリ拿コ，_7b个雌ニク3L 
パビ江•ノビ，チ.バンザイきょう爭.フー 
チ篇よも，.ブ13メチウX • メーチル.•ッ 
V-. TルガV-t. T寳ム•ビ〇#ネーゼ. 
メイリ_•ムー.リル•グランビッ夢響* 
颶 bid録.«騰半子小•たか翥atん 
こ OJ MirNARUSE. MA8AO 
SOMARA. a to fc l. CHIGA. Chuu 
DSK^5 tancyBOYS. KICK LMfy-K 
MOS«IN OSH tAtCMhi. rYM€. P€U 
YES NO PILOOS Lt乳大■み4うが 
Cらつ骞.GOGO NAWOTO 
どん衣り GOGO Otra minami. momo 

12.31 
(WED】 21:00 童山 

EXPLOSION (OMI2-5003) 

EXPLOSION COUNTDOWN 2014-2015 
觸會： 2800 n ID or 3000㈣ 2D 
出■:DJ St4»NTA«0.載方.PUJIO. Hot.嗲ク9ザケンジ. 
た羼 i-f OOGO QOW 膽_ SE-G0. M RICK. 
麵爾肩YUTO.費 
W^r//w%m.w owka.com/ t 

2(^4挲も大t#當篇に骞りtし灸I 
#應_奪の嫌I6< < りは令つばり 
EXの*ウン►ダウンIおなじみの 
メンバーが大蠢舍丨みん«で•綦讎 
い翯惫饋んで.織XU HAPPYな 

DQ NA0JA GRAN0<VA. DIANA 
■ MTflAVAQANZA. FOKV-Q. 

LUDyiRA VOffTENBURG. ELECTRA RAYOUN Robin E I 
Unrim ダヴ7ギナ，CMy. QuB. ILI 

1.2 
fFRI] 2000 ■南 

A»SOTOPE LOUNGE (03^380-15CM) 

ゆるぼナイト 
料會• 3600円 WF300OR TwMMr or SmoraMrt H 2700 
_，1D亭孅生まれ200OR10 
出_ : f>J ■ク▼ムシ.T«Im^3. Kazz^ TYME. MOSHiN. 
NAOKI. m. m.ジV, M. 3». LAしん DONBURI 
SHOW TJVt-t. •{■子バンザイtょう子寓ff#酱 
，赛 MONDAYS twifttr^YRP nifht t 

J-POPだけのMEN OWLVパーチィーの谈 
SIL冩_錶みの秦ば•り.アイドル 
も會AたJ-POP金繼で，インと，ウンジ 
の2フ〇ァ好寒欲幽が瀾れTftのU«鼻 
どつS7 

1 •3 
【SAT】 18:00 | 蒙應 

ARTY FAHTY (03-5362-9720) 

Nocturnal vol.126 
Phr.isoon 20 
出鑛： OJ 棄s , 
twMer#artyfarty aniwx 

R 

n 

1.9 
[FW3 2«w» 

AI80TOPE LOUNGE 

じやばんぐ， 
猶會3000 R ID WF or _ <K _er K 2500 R ID 
出•:DJ TYME OSH. OSK☆ミ.I^AOKI. TA会M 大 
酱.TKO.しん，.大她.いどみん.dalcfwnu. MAKOH. 
アルビーナ、Tt SHOW ミaウガ.Tブナ.イズミ•セ 
クシ，.II■フTイツ. 7丨プ4一會プン_和11»^ 

tl 

¥ 



/tHlAvtH— ’badljp) rrTH屮••一!s『Ta8»»MAJ (1-34B>_nHsfR41 
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Jnl!>>oly wwwboharaCDpcom 
vcAvavd— @nohara96 



12.20 
[SAT] 14:30 m m 

蹶* PIT INN (餐《B 黼《e~i24} 

Piacere!第1回発表会~Winter Concert- 
鬌會50on 
出灌：搴一たろう.*tよt »つ»-,ともt. nontiw 
ひろ島kMMn二そ.かず會ATOSSaJua暨罎ジ 
t>た* 
玄• . Pi*c«r<M KOp-y /www.ptt-imcom/ 

a 

1.31 
【SAT] 13:30 « * 

八ートフルスクIア- 0⑽爆)mm-10*23) 

ゲイ•バイ男性两け 
鳜料H丨V榷査金『M櫓J in岐阜 

鬌會：■興 
主備2014霉*鰣HIV鑛置•通童魯饞金 
滅魯邊《ou籌龜餐n彳螓爾寧镄 
Nlp：//alru«akurane.|p/ff*«nJilnri 

Shangri-La Schedule 2015 

•木• [ HK«Ha fttudio coaM (03-5534-2525) 

Snangri七• or ascHs member^ 
R Freshers H は^13畴衊で2 

舞金：*tft 3800 R (入_« ♦•瓮入場）傷日4000円 
I membavv3600 P? amon»w 91 3000 

^ 20 ~ 25肅の方）2500 Pi 
AIRM <4隳入りの縝竇#擊#謙の窣M承： 200OR 
ht^"www_agcha.com/fn MHO»rttSh«nfri LA.agH 

ごtt瓣なり寥；?!»肅<«癌い■ 

♦♦ 

¥ 

3.21 [SAT] 
Shangri-La 48 BLACK BALL 

5.1[FBI] 
Opening Bs 

5*2 [SAT】 

Shangri-La 

Bash BANANA Friday 

46 SPLASH 

5.3【SUN] 
CLOSING BASH HAPPY BALL 

7.17 [FRI] 
Opening Bash tt汁男澆集会 

7.18 [SAT] 
Shangri-La 49 MUSCLE BEACH 

7.19 [SUN] 
CLOSING BASH HAPPY BALL 

9.12 [SAT] 
Shangri-La 50 TRIBAL JOURNEY 

12.12 [SAT] 
Shangri-La 51 WHITE BALL 

【SAT] 23^0 醱m 

ALAMAS CAFE (03^814-9215) 

轉倉：MO CHARGE (ID GOO R 〜 
出灌：DJ/Junya DO ▼ダム 

-I 
U -，フランJl 

tl 

1 •15 

rmui2w» |  櫓 

ALAMAS CAFE (0M914-921S) 

POPPO m 
颺金：NO CHARGE (IDSOOR^) 
出篇：DJ POPPO 

tl 

1.17 
[SAT] »；〇〇 斷韉 ] 
ALAMAS CAFE (03^8914*9215) 

虹フアイち，んねる tl 
爾倉：NO CHARGE (1D500R^-» 
出灌：MC tf鳙ファ 

アイKルグループ，ーク办• C疆フアイツお邏けf *爵■:' 

1.19 

【MON] 21:00 m 宿 

ALAMAS CAFE (〇3-6$14-»15) 

TOKYO J-TUNE 

_會：WO CHARGE no soon-) 
出:1:MC メ Nmetvj (い在ごミルクTEA/瀆饕霱観} 

tl 

1.21 

[WEO] 19:00 1 霸痛 

ALAMAS CAFE (03^814-9215) 

スクールAX☆スタジオ 

ft會：NO CHARGE 〇〇 600 Ft叫 
出灃：MC ft MUSfC 鬌羼 
hn^/Awww.usirMm.iv/olMnnBl/atamasesrft 

tl 

Jt 

1 •23 

IFR1] 20:00 き捆 

ALAMAS CAFE (0^6914^15) 

Badi CHANNEL 

科曾：NO CHARGE (10 900 R~ > 
出灞 MC Badk STAFF 顧id more 
hOp：//wwrw4«tlrMm.tv/oh«nn«t/al«n«c«(e 

パヂイスfv7*ゲス•■けTl肇しいトーク醬編夕 

tt 

1.24 
[SAT) 22K» I % 

ALAMAS CAFE (0^G»U费IS) 

BINAKAN罾ハニートース 
轉會こNO CHARGE (10 500円〜） 
出漏：DJ/奉う瓠 

f/ehmrnvmnmct 

tl 

a 

公開ラジオ•プログラム 

12.20 
[SAJ] 20100 9 

ALAMAS CAFE (03^914-9215) 

虹フアイち，んねる 
NO CHARGE HD 500円— 
MC 

鰣金 
出钃 

(ID 500(* 
〇_ファイフ 

▼イKルグループt-クル•親_フ^イツが6钂けす4#瓤/ 

«4 

20代〜40代まで.和龜«上のメンバ_t 
驊綦アイドルクループサークル•«■フT 
イツの鳙力ぎたづぷり_まつ走夢め轉國少 
嚮謇は鑄ってくれtい丨ダダモレナiダと 
饕餳ハ*f今イトでshow me應會し》r. 
そしT•霜(こ«しt•いただ#*t 

12.20 [SAT] 22:00 新窗 

ALAMAS CAFE (03-6914^216) 

フーチ葉よもぎのミュージックバフz 

轉會• MO CHARGE (1O600«~) 
出*:MC/フーチ菌ょ患ぎ 
hnpy/www.uMrMnriv/olwvwl/iMmMcale 

7-チ瞿Itぎが#騙”す6■縻響騙；> 

tl 

12.26 
[FW)20r00 蒙 

ALAMAS CAFE <03^914-921S) 

Badi CHANNEL 
精會：NO CHARGE (10 500R-I 
出•： MC Batft STAFF 相 mor* 
http://www.ustream.tv/ciiannM/aianvncate 

バデイス，プ74ゲストで•■けする秦しい卜_ク讎_^ 

n 

_ザ，鬌浓珍懇 STFIEAM C鬌 <* 3零 

介擎イベント_介力 

バヂイの金式UST 
■に寅入* 
雌鱗，#) urn介， 
パー争グ，ビアエ〇企モ 
デルた4鼇ゲス►に讎會ざつくばら 
んCトークt繼り«げ«?， 
と參にはモデルが±康ぎす*シーン 
も癱昜r? *チエツクですよ禽 

12.27 
[SAT! 2SM0 I 鑛 

ALAMAS CAFE (03^914^215) 

運命の仲通り 
: NO CHARGE 00 500 «-) 

出*: ««C うどん.は，fc.けいじ 
htttK"www.ustrMin.ni 

tl 

12.27 
【SAT] 22K» 鷇隳 

サークル•展示 
ワ ー■クショップ他 

ALAMAS CAFE <03-6914-9215) 

BINAKAN零ハニート•スト 

舞食：WOCHARGF ODSOOR-) 
出雇： OJ. •奉うぢ 

12.20 [SAT] r 9:00 

tar Inaho 

バートナー探し特化fiパーティ•「BEGINNING」 
鰣食500OR <1DfウiルカムK*リンク+ 7-K♦ス♦，フ 
1T事•卜）裒人と一着に_騸4500 n二廬匾の#如4000 
R 221■以下の攀令3000円潦饔學》予的 
畫讎HAP1 
Mtpy/Info com/2014/0»/06/beflnnin802/ 



B将太動めていた会社が糲塵し、 ff 

祖母の代わりに「夕1の管理人 
に。親差〇たにフIfNC引きず _ J • 

〇ている- 7j 

大介夕藝Sの住人。9Sにモ 
テちゃぅ重置»ノンケ男子。岡 

山のI件以来、なにやら将太の 
ことが…* 0 

按并先生夕藝荘の住人。少 
女濯■家。(他人の事には)冷II 

沈着。袒当！！集のとんちやんに 
片想い？ □ 撤也夕藝珏の住人。ドキドキ 

する相手はなぜか男子ばかり。悩 
みながらも自分に告白した高松 

との関係を大學にしている。 V 

S黴也ラブ。とついに两 
想いになれたのか、なれていないの 

か…。fl妙な8^£れ動く勇(才 
トメ ？)ゴ ncl。 

21 





I編 

amgffiraB.w 

ij^B 

ハ^^^! 

i i |_:鱼1 
障■囑:顯 ■ 

一 

オレ今夜 
夕飯いらな 

ツス 

すみません 
きのぅ 

\言うの忘れてy 

たから 
男同士で 

付き合つてん 
でしよ？ 

は一い 
大丈夫だよ 

、いや… 
デ^—t-じや 

rないッスよ 

男ど一し 
だし 

男の 
付き合い 

だし 



ありがとう 

いました 

1ヶ月以内に 

ねr 
ダンボ—ル 

回収に 
来ますので 

まさお束京で•くことにな 
つた、将太の蒿校時代のra級生。 

将太に金いに来たのには何か理 
由が…7 0 »太将太の兄。定職に就かず 

フラフラ。突然や0て来て夕藝荘 
に住み魅いている。今はどうや 

5男子寄り。 

モンちやん将太の友達• 
彼の行く所に事件36り•人生 

を楽しむ術を本酯でしつてい 
る(0もり)。 

»無裏松とnじクラスのゴリ 
ゴリのヤンキ—系男子。なにやら 

中字校時代の男友運とホニャララ 
なことに…7 0 とんちやん檯幷の担当！！集。 

按幷のあんなことやこんなこと« 
知〇ている…が、^の¢1持ちには 

I切！^か，。 

22 



Bn_ 
HH 
f ^wHi 

J Up•:彳j彡く辟丨ヂ雜靡Mi韻 
、靨通:'二:；If_ 
^Rj_遞灣雲:|.纏f p|^i|r-p^； •'•^^; 

通漏WSi .禮钃纖J 

ntf 

モンちやんの場合は 
サブライズじやなくて 

ドツキリなん/：から 

、! 
L ! 

新宿のザヮザヮで 
11/ 1/^ ^1.n 

んで 
つて 

んな古い家に 
き籠もつ 

ちやんは 
知らないだろうけど 

北海道から上陸 
したんだからつ 

£yJS 

将ちやんに 
あげないつ 

徹也くんに 
あげちやぅ|!: 



い… 
行って 

来ます!!: 

1 
:.■■. ■. 

1蠢睡 
;f> . 

_«!::、 

かわい〜の〜 0 

デリカシ—と 
いぅものは 

ないのですか？ 

おまえは自分から^ 
そ一ゆ一のから 

遠ざかつてんじやん 

SHH 



たチ写将 

そう言う 

会う気な 

会ぃに来たってノ 
そぅなんだから」 

/ -^ 

メ —ルじや 
へ今は 

そんな気ないとか 
\ 2秒で断るでしよ 

話はすごく ノ 
合ぅんだけど 

お互いタィプじや 
ないから 

友達を紹介 
し合おぅつて 

ことになつてえ卜 

もぅいい加減 
笑瓶だか 

へ—ポIだか 
知らないけど 

そんな人 
忘れなきや 

V41 
鼠々 

"ゾ/ 
/ v/>\ K. v _ 

つ、/^v X 
V VSS^NSSSSS \ N\vkvswv 

メールで送ろぅとノ 
思つたんだけど 

しばらく将ちやんに 
会つてないし 

会いたいなぁつてJ 



■それ!? 

アツキーニョと 

ぅそんなことに 

なつてんの!?^ 

これから 
洗濯なのに— 

義^策 

洗濯なんて 
してる場合じや 

ないんだつて一 

おじやま 

この間 
飲みに 

行つたらね 

隣りに 
座つた人と 

話が 
弾んじやつて 
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H 
_ 

i 

^HRI IW1SM 
M>—^ 〜 

1 

IWA 

關 

子はつんイ 
寄ほてだ 捨てる神 ならないですよ 

おかしい!?: ゲィが I 

普通じやないつ吸い寄せられ 
/1過ぎだって 

D • ^^-7変な磁場 
一！^/出てるんだょ 

議W)广絶対 
事 お婆さんが^^ 

住人選ぶ時に 
そういう夕 

選んだだけでし 

ねえ？ 

、てか ノ 
将ちゃんの 

お兄ちやん 
ゲイじ< 

ないでしよ？ 

C3 

入って 
いけない 

/r 一 :ぺ Jy/ は/ r\ 一 
/フC 

ン广ノ 







I A 

.レノ'• I ' ' y 

か気幼 
ら心馴 
っ知染 
てれみ 
てで 

、る 

マーちやん 
ビンビン 

じやん 

予定を変更して 
松永くんの休日を 

お送りします 

徹也と高松くんの 
デ—卜の模様を 

お伝えする予定でしたが 

モンちやんの 
おしやベリで 

ぺ—ジがなくなつて 
しまつたため— 

入？ 

つ 



modd/Ryu photo/EISUKE direction/HJRO design/EMI-' 

















日本のゲイ^ 

mm 
みなさんにとって2014年はどんな年だったでしよう？ 2013年をビークに 

世界的なLGBT7—ム(同性婚認可、カミングアウト、ゲイ映画やドラマの屬 

など)はいったん落ち着いて、特に大きなニュースは少なかったけど、まとめて 

みるとこんなにたくさん。ということで、雄まとめスタート！ 

ありがとう 
ロビン•ウイリアムズ 
2014年8月14日に自宅で首を吊っているの 

が発見された俳優の□ビン•ウィリアムズ(享年 

63饑)。ノてーキンソン病を患い、腰状態だったこ 

とが原因と言われて 

いるが、死の数ヶ月前 

には末期がん患者に 

向けてビデオメッセー 

ジを送るなど、フアン 

をとても大切にする 

名優だった。ご冥福を 

お祈りします0 

優勝者はヒゲ面美人!？ 
欧州で開催された国別対抗歌謡祭で優勝した 

オーストラリアのコンチータ•ウルスト（25)。 

圧倒的な歌唱力もさることながら、女装+ヒゲ 

のインパクトで一躇 

時の人に。実は普段 

の彼はあのヒゲも力 

ツラもなく、本名の卜 

ム•ノイビルトで活動 

している男性歌手。 

その衝撃はユーチュ 

ーブでご確認を。 

ネット動画で世界が感動 
ゲイの両親に育てられた12歲の少年が「2人 

の母親(ふたりとも元女性)を愛している」とス 

ビーチした動画や、双子の兄弟が両親にゲイを 

カミングアウトす 

る様子を隠し撮り 

した動画が話題 

に。一瞬驚くもの 

の、日常会話のテ 

ンシヨンで普通に 

受け入れる両親 

の理解ある姿に 

世界中が感動。 

/www70utube.a)«n/w8tch?v=t6Jt4CXi.1 Xs 
/www.youtube.cofn/watch?vsFxEypK7zSOc 

)(ディに登場した有名人たち 
2014年はパディ創刊20周年だったことも 

あり、様々な有名人が誌面に登場。表紙ゃグ 

ラビアを飾ってくれた。中でち話題となった 

のがレイザーラモンHGさんと、俳ffiの内山 

磨我さんのヌードグラビア。ゲイ雑誌のため 

に有名人がヌードになるのは滅多にないこと 

で、このほか、チーモンチョウチュウ•菊池浩鞴 

さんと2700•ツネさんもグラビアに登場。 

引き続き、2015年も読者の皆さんのために 

サプライズゲストに登場してもらうので、21 

周年も引き続き本誌のご愛読をよろしくお願 

いします。 

43 企画•構成/みさおはるきデザイン/カズ 



脚 Ei W_iE 

Ryu 
165cm 58kg age24 

•職業/美容師 

_趣味•特技/海外ドラマ•ヘッドスバ 

•撮影の感想/寒い中での撮影でしたが、森 

の中での撮影は開放感しかなかったです(笑)。 

ドライブ気分で野外a影をしたので、とても楽 
しかったです。ありがとラございました。 

•読者にひとこと/自然に囲まれての撮影だっ 
たので、景色ひとつひとつにも目を向けて見て 
いただけたらなと思います。 

imeco1105 

グラビアモデル募集中I 
I□応薄条件18歲以上(高校生不可）から30歲前半くらいまでのゲイ、バイセクシュアル、ゲイフレンドリーなストレート男性で、容姿にある 

程度の自信がある方。また、バディ主催、協Mのイベントに出演できる方。国籍は問いません。□応募方法ブロフィール(身畏、体重、年齢、 

氏名、住所、電話番号、メールアドレス）、志望動機、自己アピールを明記し、写真3点(顔写真、下着姿または全裸の全身と上半身の写寅)を 
下記住所、またはメールにてお送りください。□宛先〒160-0022東京都新宿区新宿2-15-12大須ビル301有限会社テラ出版「バディ 

編集部/モデル係」宛model@badi.jp(メールの際は件名に必ず「モデル募集」と明記ください）□注*お送りいただく塞類は、採用•不 

採用に関わらず返却いたしませんので、予めご了承ください。情報や写寅は厳重に管理いたしますのでご安心ください。採用の場合のみ、こ 

ちらよりご連絡いたします。 



米『People』誌と 
『GQ』誌が 

選んだ2014年の 
セクシーセレブ 

娯楽雑誌fPeoplejが発表し 
た「2014年最もセクシーな男」には 
俳優のクリス•ヘムズワース（31)、 
ファッションカルチヤー誌rGQ jの「メ 
ン•オブ•ザ•イヤー2014」には[ガー 
ディアンズ•オブ•ギヤラクシー〗で人 
気急上昇の俳優クリス•プラット(35) 

が選出された。ちなみに、日本版の 
rGQiが行った、最も輝いていた男性 
を表彰するR3Q Men of the Year 

2014」に選出されたのはウルフル 
ズ、小栗旬、唐沢寿明、劇団ひとり、坂 
上忍、鈴木敏夫、園子温、布袋寅泰の 
8名。えつと、ウルフルズつてなんか 
目立つことしたつけ？ 

丁保悱 

CHRI 
PRAT 
w魂 

米『OUT』誌と 
LGBT映画サイト 

FBentJが選ぶ 
ゲイセレブ2014 

アメリカの同性愛者向けライフスタイ 
ルBrouTjが毎年発表してい 

るrLGBTnz:/ユニティにBち影*力の 

ある50<Jと、同じくアメリカのLGBT 

映画サイトment Jがネット投票で選出 
した「重要なLGBT俳優25人」の 

2014年版©-名を置で界。 

まず'OUTJから。どちらのランク 

にも登場している一位のエレン*ア 
ジエネレス56)は、日本でいぅところ 

の黒柳黴子的な存在。自身の卜—ク番組 

でゲストにビシパシとツッnミを入れる 

才女。2位はカミングアウトしなくても 

すつかりゲイバレしていたIKイム•クツ 
ク(54)。3位、4位は昨年も上位選出者 

だつた。また、5位にはNs A (アメリカ 

国家安全保障局)の内部告発をスク—プ 

したグレン.グリ|ンウォルド(47)が 
急上昇で選出された。 

米サイトrBentJは1969年のス 

卜—ンウォIルの反乱を原点とした、こ 

れまでの45年間で活躍した俳優に関する 
アンケ—卜を実施。日本でちおなじみの 

顔なので各人の紹介は省略。この他、16 

倍アンジ5—ナ•ジmy—も0 
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2013年は世界中の同性婚Is可や 

俳優の力2:ングアウトが多かったが、今 

年はソチ五輸をSしたロシアの反— 

愛法口分ンダ禁止法)の成立 
に反発したスボ—ツ選手のカミングアウ 

卜が目立った。*も有名な選手のカミン 

グアウトは元競泳のvアン•ソ—プ 
(32)。これまで頑なにゲイを否定し続け 

てきたが、テレビ番組のインタビュ— 

で「僕はストレ—卜ではない」と告白。力 

>?:ノグアウトする数遇間前までは、親し 

い友人にも限していたとか。同じ水泳つ 

ながりではイギリスの高飛び込み選手 

卜—マス•デ—UI19)がユ—チュ— 

ブで男性との熱愛を告白。「彼と出会って 

人生が変わった。まだ女の子に興味があ 

るけど、今は彼と付き合つて幸せ。正直が 

僕の信念さ」とちょ〇びり先行き不安な 
発言。アメリカの元フィギュアスケ—卜選 

手のプライアン*ポイタノ(51)とドイ 
ツのサツカ丄兀代表の卜—マス•ヒツツ 

ルスべルガ|(32)はロシアの反同性愛 

法への抗議の意を込めてのカミングアウ 

卜。米アメフト選手のマイケル•サム 
(24)は2月にゲイだとカミングアウト。 

その後、5月にはアメリカ初のゲイ公表 

N F Lドラフト選手となつた。米ノ—卜 

ルダム大学に通ぅ学生テニス界のス 
夕—、マツト•ドウ—リ—(22)は過去に 

ゲイを苦に自殺未遂したと告白。その 

後、ノ—トルダム大学はスボ！ソ界から 

ホモフオビアをなくすキヤンべ—ン「Y0C 

can play」に参加し、マツトと共にゲイア 
スリ—卜を»迎する動画を公表。 

mwKでは、アップル社の最高謹IBWi 

者テイム•クック(54)が2014年11 

月、ビジネスKで正式にカミングアウト。 

世間の反応はr5ん、知って包だった。 
俳優ではドラマ〖ゲ—ム•オブ•スロ— 

ンズJのクyスチャン•ナVアン(39) 

とドラマ「30 ROCK」のモIUク•/( 

ンチョリ|(40)がカミングアウト。ク 

リスチャンは「理由なくカミングアウト 

したくなくて'ずっとインタビユア—に 

ゲイかどぅかを質問させる誘導をし続 

けてきた」と回答。モ—リクはカリフォ 

ルニアの同性婚禁止法が違憲であると 
判決が下ったこと、彼氏との交際9年目 

を迎えたことを記念してカミングアウ 

卜。女優陣では映画rx-MEN」のXレ 

ン.べィジ(27)と、映画|ゴョ丄てァグ 

リ丄のマリア.べ口(47)がレズビヌン| 

をカミングアウト。イギリスで今年I取も 

ブレイクが期待されているシンガ—ソン| 

グライタ|のサム*スミス(22)は、自身 

のデビユ—アルバムrDThe Lonely | 

Hour.は塁への片思いを主題にしたも 

ので、これまで全然モテたためしがな<j 
て彼氏いない歴22年であることまで告へ 

白。また、「男性的でなくてはならない」 
米カントリー界から2人の歌手がiミj 

ングアウト。71ハーンドン(52)1^兀 
れるためにゲイを隱し統け、過去に2度 

女性との結婚経歴があるが元妻らは彼 

がゲイである事を知つていたとテレビで 

告白。その番組を観たビリ—•ギ； 

ン(26)は同じ日の午後にユ—チユ—1 

フアンに向けてカミングアウトした。 
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2014年、 
話題になった人々 
毎年、ポジティブな存在想で話題になる 
人がいるのに、2014年はネガティブな 

意味でr虚雳癬jの文化人が笑いのネタ 
にされて印象に残るという結栗に。マス 
コミもとにかく r虚言jを暴くことで視聰 
率を取りたかったのか、必要以上に 
STAP細胞の輿傷ネタを取り上げてい 
た。逆を返せば世の中が平和だったとい 
うことかも。また、2014年は芸人やオネ 
エよりもリアルという恚味で「変な人」が 
印象に残りやすい風潮だったため、ゲスト 
有名人が自分の天然の変人つぶりを告白 
するバラエティ番組も急埔。芸能界が変 
な人だらけに。 

2014年ゲイに受けたテレビドラマ•映画 
久々の話題作となったのが沢尻エリカ主演のrファーストクラスj。女のド□ドロした心の声と女同士の嫌がら 
せ、マウンティング(格付け)という演出がゲイに取ってはたまらないエッセンスだった。また、美輪明宏のナ 
レーシヨンのインパクト勝ちで思わず観ていたゲイが多かった『花子とアン』。逆に、一般的にブームとなった 
r昼顔』やr明日、ママがいないjは、世間の倫理観に何の興味もないゲイの琴線には一切触れず。映画ではfア 
ナと雪の女王jのひとり勝ち。全部主役が女子です…〇 

新宿2 丁目を 
悲しみに包んだ 
イケメンたち 
これまでほぼ恋愛スキヤンダ 
ルと無縁だった、スポーツ還手 
やイケメン俳優の交際宣言や 
結婚報告が押し寄せた2014 

年後半。デビュー当時からゲ 
イが好きな芸能人ランキング 
上位に君瞄していた向井理を 
はじめ、ゲイ疑惑が絶えなかっ 
たスポーツ選手や俳優が次々 
と結婚。そのため新宿2 丁目 
に絡めたメディア報道が目 
立った。 

ということで特集最終ページ 
に彼らの襟も掲載ク 

ガシエット通信 
ネット流行語大賞2014 

(Sg±<S20f協を _ 

金貨/STAP輻Rはありま鳥す 
顏貨/ンTV!ハッパッハッハー！ 

(中略）世の中を……ウッ 
……ガエダイ！ 

銅貨/ダメよ〜，ダメダメ！ 
04位/ビストン矢口 
05位/レリゴー 
06位/どうして解败するんですか？ 
07位/ビットコイン 
08位/壁ドン 
09(¢/ものまねメイク 
10位/オマエは全然まな板のスゴさ 

を分かってない 
11位/このあと滅茶着茶セックスし 

た 
11位/口にするのも汚らわしいとこ 

ろ 
13位/シャブ&飛烏 
14位/ワンオペ 
15位/ありのままで 
16位/轉团するな 
17位/ほんとこれ/ほんこれ 
17位1HSのせい 
1忠人といる時の雪って特別な 

気分に浸れて僕は好きです 
20位/今日も一日がんばるぞい 
20位/タモロス 

ネット上で投票受付した「リアルに 
使われた」流行語。個人の発言がア 
レンジされたり、ネツト発信のワード 
が多いのが特徽〇 

2014ユーキャン 

新語•流行語大賞 
(受賞10作品+ 
ノミネート10作品） 
年■大貢/ダメよ〜ダメダメ 
年間大賞/集団的自衛権 
■ありのままで 
■カープ女子 
■壁ドン 

ドラッグ 
■ごきげんよラ 
■マタハラ 
■««ウォッチ 
■レジェンド 
-以下ノミネート- 

■STAP細胞はあります 
■アイス•バケツ•チャレンジ 
■号泣会見 
■勝てなし湘手はもういない 
■マイルドヤンキー 
■リベンジポルノ 
■エボラ出血熱 
■セクハラやじ 

政治的な用語と、ニュースでもRめ 
る言葉のみノ Sネートされるのが特 
徴〇ネット流行晒と比較すると同じ 
言蕖でも雄妙に使われ方が異なる。 
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2014年の印象的ニュース 

ゲイ的 
tlT^i 

総まとめ！ 
今年はし、つになく奇行や虚雳で聒題になる文化 
人が多かった年。また、これまで恋愛スキヤンダ 
ルと無縁だった俳優やスポーツ選手が次々と結 
婚し「新宿2 丁目が悲しみに包まれるJという切 
り口での報道が目立った。ということで、今年印 
象的だった一般ニュースをゲイ視点でおさらい! 

カズ/デザイナー 
MTW r徽氏と1革の*鉅麵*愛《«て阈««_ 

WfW始•これまでコンビニ井当だっeの理 
ES ©aかさに 

HIRO外注スタッフ 
{みWTP W気来逐がパレてに明れげられ 

101るも、そのttがetsmには他のrとM 
\SLy E^3を雌、抑_w>翠さに晰j 

ゲVの心をわしづかみに 
したマウンテイング 

貧 
まずは、心の声とマウンテイン 

グがパデイ«f集部でち括題に 

なったドラマ*-—8フア—ストク 

ラスJから。！^期の舞台が雑K—部って 
ことで、僕らから見た5「ワクワクさんのエ 

作みたい—0貼〇のラフ、実111にはあ〇え 

ない」みたいなツツnsとかちた <さんあつ 

たよね。 ©まず、世界中のどこの編集部に 

Mも存在しない、あのきnsなデ 

スクがドラマだな—つて。第2 

期はアパレルが舞台だか5よ<わか5ない 

けど。とDあえずあのファ—ストクラスX 

TATSCKO YANOC.APAN の n ラボ T 

シャツのダサ直墨io 

f期になつてからSATCと 

かアグリ—•ベテイなんかの海 

外ドラマのエピソ—ドや—そ 

のまんまのパクリがJ?えた！^する。それと 

貧 

川柳とかスク—ブ見出しみたいな心の声に 

しちや0たせいで腹黑さのインパクトが薄れ 

たよね。マウンテイングちおまけみたいに 

な0てるし。でち、代わ〇にKUIT6パンパン差 

まれKAZるか5結®好き。 ©毎回、I回はとんでちないアツ 

一^ブ来るよね。目をひんむいた 

■木IVUとか、2おばさん 

みたいia木BSB75とか、正面から見た 

5八ナナみたいな*«さか0无とか。探 

0かずおのマンガみたい。 

ちよつと、ともさか〇えは顔芸 

じやな<てちとちとああいろ顔 

なんだ1AJO 
# 

SW2TSM- 
悲しみに包まれた？ 

サツカ-の川B永■選手と 
ハンマ—投げの塞伏広治遇 

手の結婚報道で「新宿2丁目 

gしみに包まれたj r新宿2 丁目がお通夜 

i 〇て報道されて、竹カナ 
の交®宣*i r新宿2 丁目に再び激震」、 

SS裕二に子爵できてf 2 丁目のヤ 

ケ酒の置が增えたj 〇て、やたらゲvと結び 

〇けられrたよね0 ©日刊サイソ|の記事が発蹦で 

がしょ。あそこ、ゲイネタ大好き 

だちん(笑)。I、羅列さ^^ 

人たちの共通点としてはゲv脱が根強かつ 

たつてのがあるよね。でち結婚報遵に対して 

はrぶ--んJ <らいの感想しかなかつた気も 

する。 

# 
そろの結婚相手 

にrltt女性」がやたら多い 
のって、元タレントとか銀座の 

クラブの_さんだったことがパレないよろ 

に、結婚する前にいったんOLにな0て経歴 

をきnsにするから5しいよ。 

\yy 不動産屋が事故物件の過去を 

消1めにいったんiで¢50 

てから出すパタ—ンとI總だ。 

確かに、|«の〇しが人気偁優と结婚とか、 

どこで知20う每って話だもんね。 

おかしな文化 <6大豊作 

そろそ0、18!|1:!5;内守が睡覚 

»害設定にしたの18年前なん 

だけど、その当時のヒットドラ 

マが「星©4WK」だって知ってた？• 
ちしかして、ドラマに影！！され 

て18年間ゥソついてたんだ 

(笑)。そ/0ぃ*§、「星の金声 

に主演していた！Bjtua子、ひつそ0復帰し 

てたね。復帰といえば矢DlKaちだけど、 

あんまOK題にな6なかつたね。 

\py あれだけ批判されたんだから 

復帰するのに異議を08える人 

がい〇ぱいいてちおかし <ない 

はずなんだ：£AJ。 

彼女たちってイメ—ジダウンは 

したけど、基本的には嫌われて 

ないんだと思ろ。しかちタイ/// 

ング的にr党せい期やってた上に愛人ちい 

た」〇ていawコンボの§5*&いたか5、印 

象备<な0たんじゃない？ 

今年の流行語大賞にはノSネ— 

1呎卜さ§か0た：！^J、ネット流行 

BSKHOilS入ってたもんね、シャ 

ブ&BHI。このへんに、大人の事情で規制が 
かかっている_語と、実！！に54?れ产_語 

©MHO 

スし芭备「ユ|チユ—バ—1—.忘、よ< 
匿kしインパク^4P考产9ん。 

時代は中性!? 

# 

ング的に5 

iていう一 

象备くなつ 

M 

# 
中山美稼と过一一成の離婚 

ち地味ではあつたけど、ゲV的 

にはVンパクト大きかつたよ 

ね。£る日いきな0委「時代は中性」と 

か雪い出してネットにの女装—掲載。 

まさにr4n^0とドウシタノなにドウジタノ、 

迷わせるならさよ〇な5〜でmarl 

ながらr時代は中性jは流行語にはノ//5| 

卜されませんでした。 

政治家も変な人ばか0だつた 

ね。号泣の»々村*太郎、脱 

走の岩谷MOBI、セク八ラやじ 

の！M疑応答にSつてないちん、 
やつてないもんレベルのいい8Rしているのち 

みたいで、ち！ントの域0 

愛 

泣 < 人、女性にも多かつたよ 

力ね。セク八ラやじで泣いた)& 

か。—たちつて、会見では黑い涙にな 

5ないよろに目の下にアVラVンとマス*Rラ 

0けない5しいよ。 

# 〇きや—、泣<のも計算0てこ 

と？女の淚つてこわ—い。 

世間をにぎわせた話題 

戀- 

•一 

今年最大の事件とSえばーアン 

グ酿&Hボラ出血熟じゃな 

い？^アイ—部も新！28^ 

近いか5、蚊取0|焚いてたもんね。§0 

いたらiにちならな <な0てた：^。 

アVス•バケツ•チヤレ；^ 
を—9ぅ5じ。§ 

い〇いきさつでこのゲ—ムがリ 

レー^ 只ぁ兹伝4wsu、yil^NmLis 

章V*KされXゲイパ—とし 

て店子たちが氷^5ぶ〇ま <0ていたんだよ 

ね。で、ブ—ムが鯓わつた6月頃によ10や< 

ALSi9IA^Orfflo^oryoo 

その頃にはもI0W52 丁目2 

たちはアイス•バケツ•チヤレン 

ジに興味な<してたちんね。あ 

れはあくまでち「寒い時期のnゲ—ムjつて 

6班だ0たか5。あとはアナと||の女王 

のヒットpieにどこかiか5カラオケi 

がanて「あ0の—ままの—0j 〇て閎こえ 
てた。やだ、す〇ごい：一^ラ—卜だ！本気で 

¢¢0てこG-<、みたSな。 

き04J、それは妖怪のせい。優 

し < 見守らないと、ダメよI 

ダメダメ！ 

■一 

# 
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LGBTが住みやすい国と 
都市とは…？ 

2009年〜2013年まで、123の国の 
15歲以上/10◦◦人を対象に「自分の 
国がLGBTにとって住みやすいか」を聞 
いたアンケート。1位から顧に、オランダ、 
アイスランド、カナダ、スペイン、アイ)レラ 
ンド、オーストラリア、マルタ、ウルグア 
イ、デンマーク、アメリカという結果に。力 
トリック教徒、イスラム教徒が多い国は宗 
教上の理由で住みやすくないという回答 
が多かった。また、宗教的な影響が少な 
いにも関わらず、日本は50位（つまり可 
もなく不可もなく）で、最下位はアフリカ 
だった。また、10位だったアメリカの 
100の都市を対象に行われた「LGBTに 
優しい都市トップ20Jでは1位から順に、 
ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフラン 
シスコ、デモイン、シカゴ、シアトル、オー 
ルバニ、ロチェスター、デンバー、マデイ 
ソンと規き、プライドパレードが行われる 
大都市が上位を占めた。将来、海外ちしく 
はアメリカに移住することを夢見ている 
方はぜひ、ご豢考に* 

2014年 
セレブの同性婚事情 

アメリカでは同性婚の合法化がさら 

に進み、近々50州のぅち過半数の35州 

(とワシントンDC、コロンビア特別 

区)が同性同士の婚姻、ちしくはパ— 

トナ—制度が可能となるため、セレブ 

たちが次々と結婚。27年の交際を経て 
パIトナ1のリチヤIド•パックリーと 

入籍したのはフアッシヨンデザイナ— 

のトム•フォIド(53)。さらにレズビ 

アン界の大御所ジmデイ•フォス 

夕— (52)が女性写真家のアレクサン 
ドラ•へディソンと結婚。テレビドラマ 

fMAD MEN,のブライアン•バット 

(51)のお相手は25年間共に過ごして 
きたイベントプランナ—のトム•シアン 

フィチ◊カミングアウト後、活躍の場が 

増えたII —ル•パトUック•八Uス 
(41)は10年来のパ—トナ—であるデ 

ヴイッド•ブ—テイカとイタリアで挙 

式。お揃いのタキシ—ド姿をツイッ 

夕—で公開してフアンに婚姻を報告し 

た。また、イギリスのイングランドと 

ウH —ルズでも同性婚が可能となり、 

2005年にシビルパ—トナ—シップ 

(カップルの権利条約)を結んでいた恋 

人と®れて入籍を果たしたエルト 

ン*ジヨン(67)。逆にジヨ|1|.ウイ 

ア— (30)は自身で離婚を公言し、お 

互いにMみ付いたり犬を蹴つたり他の 

男を誘惑したり高級バッグを人質にし 

たりとやりた5放題。ケンカをして気 

が済んだのか、あつさり復縁宣言。 

とりあえず裸で 
話題になつた人々 

MTVの映画アワードでrベスト•シャツ 

なし*技寅」とい5よ <わからない*を受 

貨したザックフロン(26)。「クリス•へ 

ムズワ—スに勝つたら脱ぐ」といぅ公S通 

り、その壩で上半身裸になつた。rマジック• 

マイクjで一躍トップスタ—となつた俳優の 

チャニング.テイタム(33)は下積み時代 

(2002年)にゲイライフスタイル雑誌 

foUT」の表紙とグラビアに出ていたこ 

とを画像とともに公表。同じく雑誌(米 

□Iリング•スト—ン誌)の表紙でヌ—ドを 

披霪したのは-IIル•バトyツク•AU 

ス(41)。股間の八ットがどぅなつてるのか 

気になります。エイズチャリテイのためにス 

テ—ジで脱いだのは俳優のジH—ムX* 

フランn(36rs出好きで脱ぎ憤れてい 
るだけにゲイ向けのサ—ビス(？)でちゃつ 

かりヶツ割れを着用。アジアからは香港の 

歌手で俳優のア—ロン•クオック(49)が 

スボ—ツクラブの広告で鍛えられた肉体 

を披露して話題に。 

:|鵠 

1Cす售 

y.iりI濟 
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『ダラス•バイヤーズクラブJ 
アメリカ/2013ジ乍ンニマルク•ヴアレ/出演マシュー•マコノ 
ヒー、ジェニフ7—ガーナー•ジャレvド•レNJか 

スh-U_/1985年•ストレーhCD□ンはエイズで余ftを童告さ 
れる。(■ゲイの#という世颺の差別、8可されない治療*^その 
教し化なつたの«トランスジZンダーのレイ3ンだった. 

『アイム•ソー•エキサイテッド!J 
スペイン〆'2013年/imペドロ•アドノC/U/tli瀉八ビIル•カマラ*セ 
シリア•ロス,ロラR>XZ：l»スぼか 

ストーリー/とんでもないトラブルにより上空を旋回したま*着1# 

できない飛行機の中で*オネェの客室藥務貝トリオと癖#ばかり 

の乗客たちが®き起こすワンシチユエーシ3ン3 メディ《 

『チヨコレートドーナツ』 
アメリカ/201找/«!卜，ヴィス.フrイン/出演ア5ン•カミング.ギr 
レット•ディラノ \yKアイザック•レイヴァ*か 

ストーリー/1970年代の実Bを®こした作品。•害を持つ捶児 

マルコを引き取つ妇ぼイとボ勺1/<0カップル。家族としての幸せ 
もつかの闞.ゲイという理由でマルコと弓|き_されてしまい…• 

『不機嫌なママにメルシィ! J r ノーマル•ノ V—N rGF^BFJ 
フ，ンス、ベルギー/2013# ノ鼈繮ギ3-ム•ガリエン51/出*ギ3-ム.ガ アメリカ/2014#/K•ライアン*マーフイ/出演マツトポマー.マー^. 洲,2012#/E•.脚本ヤン•ヤーチェ/出演グイ•ルンメイ，ジ的フ- 
リエン又アンhVマル]ン3か ラフTCKジaリア*0^—ツBか チ♦ン刀デイアン•ボーンほ£T 

スリー/Ktf•主演のギョーム•ガ1Jエンヌの自伝映函.、母*に ストーリー/〗981年、ジャーナリスNWtッドはゲイの閜でHR染 スK-U—/戒厳令下にあった198诛から201找までの激動 

女の子のように育てられたゲイの主人公が失装«きっかけに自分 すると必ず死ぬJという奇好な伝染痛が広*っている噂を!» く。そ の台湾社会を舞合に，自由と解放を求めて志を共にする男女3人 

探しの旅に出るが…-主人公と母嫌を一人二役で熱演。 れはまだ、当時の多かったHIV/エイズのことだった。 の友情とと*どい、切なし、三角明係を描いた»ドラマ• 

『東京』 rカミングアウm rすべすベの秘法j 
日本/2014年〆WMW：寺出演JIC木村中島内山■ 日本/2014队/■«•«»：犬肅一利/出演夏箱渴 fcj本/2013#/黯酱*鯽》«1今架洛一/•作タカサキケイイチ/出演 
我肩田窗、引地ML田島格子ぼか 瞄子.秋山洛介.Wllftいじ•ーノ»»か 厲鳙«^本名一成^たがわひろ《か 

ストーリ-/大学姓、モデル、ゲイバーu言者といくつもの籲を ストリー/主人公はゲイの大学生肩。片思いする酿に彼女が ストーリー/rヤリ友jをテーマに、主人公リ3—夕のちゎびdエツ 

持つトオルは、鼸国人男性と勑こ落ちる。それと平行して若い男性 でき、友人がカミングアウ碎決めたB後に母«を亡くしてしまう。チな日淆を描いた〗8鐄(？)ビンクコメディ。2015年1月にアン 

が失踪する、20年前の殺人事件が絡んだ事件が…* それをきっか<ガこ曜はカミングアウトを考え始め…。 コール上缺。»細は本这9^ージをご驚ください。 

2014年"日本で公開された ゲイ映画9作品 

2014年は例年よりもゲイを题 

材にした映画の劇場公開が多かつた 

年。HIV\エイズを題材にしたもの 

からnメディまで、そのジャンルは 

様々。特にわかりやすかつたのは'」れ 

までゲイを主人公にした娛楽作品を 

多数製作してぎた八リウッドが、人権 

や病気を扱つたヒュ—マンドラマに傾 

向していたこと。「ダラス•/(<ヤ| 

ズクラブJはエイズを発症し余命30 

日と宣告されたストレ—卜男性が卜 

ランスジェンダ—の娼*と出会いゲイ 

差別に直面。同じ感染者を救ぅために 

違法である治療薬を手に入れよ/つと 

奔走。rチヨnレ—トド—ナツ」は 

母親に育児放棄され、孤児になるはず 

だつたダウン症の少年を引き取り、家 

族として育てることにしたゲイカップ 

ルの物語。どちらも1970年代から 

80年代の実話が基になつており、当時 

の同性愛者に対する偏見や苦しみを 

描いている。こうした作品が今になつ 

て製作された背景には、近年の世界的 

なLGBTを取り巻く人権問題が大 

きく影8していると思われ、来年以降 

に公開されるゲイ作品でもQUEEN 

のフレディ•マ—キユリ—や元同性愛 

者で人権活動家のマイケル•グラッ 

ツエ、エルトン.ジョンなど実在の人物 

の半生を描いた作品が多い。逆に、ス 

ペインとフランスで製作されたのはど 

ち5ちコメディ。同性愛をめぐる世界 

的な改革時ともいえるこの時期だか 

らこその「難しく考えずに笑いを交え 

ていきましよ」というポジテイブな姿 

勢が伺える。スペイン映画のrアイ 

ム•ソ—キサVテツド！iに主 

演していた俳優の八ビエル•カマラは 

パデイの2014年3月号にインタ 

ビユ—でち登場して<れた。また、日 

本でもゲイを題材にした「すべすベ 

の秘法」-;カミングアウトJ、r東 
京jの3作品が公開。それぞれ「ゲイ 

が描くゲイの日常j rストレI卜の監 

Sが取材を重ねて描いたゲイの生き 

方」「ゲイがキ—ワIドのサイnサス 

ペンス」という異なるテ—マとアブ 

口—チで製作され、それぞれ系統の違 

う作品ではあるものの、まさにエン 

夕—テインメントと呼ぶにふさわしい 

仕上がりとなつている。2014年前 

半に公開された作品のI部はすでに 

DVD化されているので、気になる作 

品があつたらぜひ、レンタルしよう。 
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アタシは 
最近 

疲れてるから 
ゆっくり休むよ 

どぅせ 
また使いつぱとか 

外れとか— 



新宿2 丁目を悲しみに包んだお詫びに 







キシヨデブが 
妄想垂れ流し 

てんじや 
ね—よ！ 



※この作品はフィクシヨンです(編注) 





またまた〜 

そんな 
嘘言って 

なにが目的? 

1 
してくれ 

0 Q 
ミツチと 

結婚式を 
挙げることになつた 

ミッチが 
是非にと 

頼んできた 

今度の 
浦安ランドで 

正式発表する 
予定だったけど 

嘘だよね? お願い！ 
墟つて111111つて！ 
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お前は 

来ないつて 
いうから 
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幸せになるのが 
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5XLなんて 
実質Sよ 
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気持ちいい 

V 

サイコ— 

元？ 

ダ^ 

く？曾 

Jれは 

なんて 
すがすがしい顔 





1s 

-- 

ア•ツサ 

来てくれると 
-11じてたぜ 

•づ 

to 
/ 

キレイ事 
言うな！ 

fcM 

俺のこと 
あつさり 
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許して！ 
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もう絶対 
諦めない！ 
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ミツチ 
どうする 

俺の心は 
アヴサに盗まれ、 

よラと 
している 

ちよつと 
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なれば 
佃の 
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►右が翱筆アナル師範 
の下部さん。左が一番弟 

子の翔太郎さん。動筆ア 

ナルで■いたr«H新 
年」を掲げる。 

旁力爹アナルとは 
達笨ならぬ、勃擎。読みは同じでも 

意味は興なる。アナルに箪を突き立 
て、その筆で害する流派。あまりにも 

しんどいため、現在では継承者が少 

なく数年後には消滅するだろうと言 
われている。 

本講座Kついマ 
本講座は、無料です。 
勃筆アナルの普及•宣伝の目的で年 

贺状を作成する手*}を解説しており 

ます。ぜひ、お試しください。 

ぁずV、穴の糞ょ々 
御札申L上げます。 

MIすのごハッデン4 
ますとともC、 

本年もなお一層のお；j；1て、 

お突き合V賜々—よう 

お願い申L上げます。 

勃筆棱定一級認定 

書初8E太郎 

大切な人や、ぉ世話になった人U伝ぇたい、 

一年て初めてのご織^ 

待別なご疾汐のはザなのU、 
昝年变亿がない/£なんてつまらない！ 

そんなあなたにとつTおさをお教えします• 

それが「勤筆アナル」• 
バディだけの待別無料講座を*けて、 

あなたの恩いを伝えTみませんか？ 



MODEL PROFILE 

篤 
168cm 62kg age52 

•皸菜/カイロブラクター 
❿趣味•特技/サーフィン 
•播影の感想/声をかけていズ 
は「本当に俺でしルゝの…？ jって^ 

が、憧れのバディに出るのが夢冷ったので 
とても蟢しかったです3ありがと*！ございま 
した• 

:= こ 

INTERVIEW 

休みの日の遇ごし方を教えTくださ 

サーフインをしてます，閲西に住んでるの 
で行くときは伊勢や日本海が多いですね。 
かれこれ始めてから10年くらいかな？今 
年全日本の大会に出る予定ですので見か 

けたら応援してください！ 

自分の性格を教えてください。 
けっこう恥ずかしがり屋なところがありま 
す。ゲイの世界に入ったのも22〜23嫌^っ 
たので少し遵めかな？興味はもともと 
あったんですけど、田舎なのでとくに出会 
いもなく •だから22歲くらいまでは普通に 

結婚して〜つて思ってたんですが、逆に今 
は全くないですね(笑)• 

U来の摹はありますか？ 
整体とはまた違った手技療法な』 
昨年からカイロブラティックとい; 

してて。脊椎や椎骨歪みを調整〕 
ブラクターになりたt、です9 

好きなタイプを教えてくだSt I 

すごく幅広いですn普通体型か' 

まで、あまり細くなければって感 
上の人がいいですね。 

何フエチですか？ 
毛深いのが好きですねu足の毛 
か。多すぎずな感じでほどよく 
ですね^ 

タチウケ度を教えてください， 
もともとウケだつたんですが、 
半々でリバですね。僕バックが有 
すよ。お成が痛くなつちゃつて 
分からないって感じです。 

オナニーは遇何回しますか？ 
性欲があるほラなので、毎日か2 

しますねu 

どういうオカズが多いですか 
携帯の動画か想像です。体育会寻 
料動画を観てますU 



師範の太，のようなケ派なチンコは、 
翔太郎の^何度も叩いていぐ粘膜 
が播れる抒にまぎれ、鳴制が響ぐ 

全身U火照リが回ったタイミングて次の準備に取リか 

かリます.勤<CをさせるUは直接車錄を冬えるこヒが 

+っ取リ早いてしょ：}.乎による_の他^舌や項真 

を使用才るこtも幼杲的てす，さらU、愛淋役のチン 

コをくわえさせるこtuよリ物其を便すこヒも可能て 

す.もちろん、mても^7. 



触れるか触れないかの微妙なタッチ 
で、股問を剌激する,ムクムクと越中_ 
が通り上がり、翔太郎のチンコはビ 
ン!と•我繚に大を向いていく。 

大きなt紙を広げ、よく伸ばしていぐ 
勃ネアナルの正装である越中簿に収 
まりきらないツヤツヤとした尻が、ビデ 
才講雉の両面面に峽し出される。 

全PIに勃絮アナルを替及するため、 
楽しい年货状で良い年をはじめ 
てもらうために、師範は全身全重を 
込め、本講瑚に取り組む。 

憊常の書遒周様に、下敷5、半紙^ 筆な 

どを用意しましょ：}.その单播を終元た义勃 

筆アナルU先躓tなる体の準備をします.まザ 

は^MCよリ体理ヒ瘙情を高めTいさます.本 

講座ては、体の準備の相手役としT岬艇に参加 

しTもらいました. 

W範のすべてを鞟敬しTV、る翔太郎^ 
その眼斧しには-遍の费りもない。 

翔太郎の休のすべてを知り埏くしてい 
るW範は、上からドへと爱揃を落とし 
Tlr、く。すると、翔太郎はうっとりとしだ 
し、麻範に体のすべてを委ねる。 



アナルの解しが足リない湯合は、チン 

コへの車嫌をitやします.快感によリ 

アナルは夕少解れ、飱い快感を*4■える 

と机縮します，その作用をわ用する 

ヒ、助準の良い单播力^ 

能てす•また、人によ， 

ては体位を究ぇるこヒもP 
妨杲的てす II 

師範はチンコの柑本を搦み、神 
をパンパンにするとそれをW•る 
よう翔太郎に宵う。宵われるが 
まま卜.休を起こし、恥ずかしさ 
を透けた股間をWつめる，茇恥 
とのfrわせ技である。 

轴範の匠仕嚷のおかげでW唞抜ける 
ことなく挿人を維持する革,翔太郎は 
緊張した面持ちで、潰を見つめると「い 
よいよか…」と意識を集中させていく。 





4&>筆アナノレはft力体力ともに-:t耗 
し、Wetても負担がかかります• 

そのため書したケアを息•> 

てはいけません，最も奶»^7なのは 

乜ック又.本講座て心その梅チ 

ヒしTまたまた約^の下部さんtc^ 

加してもらいましれ 

Mい畤亂，をくわえこん 
だ翔人郎のアナルはすで 
に受け入れ態勢3四つん 
逬いにさせられると、_を 
持ち上げられガンガンと 
勢よく師範の太い筆を挿 
人される。 
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愛すべき風変わりな男 

スーツのままス—パーで買い物をしてい 

た。買ったものを袋に詰めて駐車場に出る 

と空はもう真っ暗で、車の間を抜けて荷物 

を運んでいく。入り口のそばにも空きはあ 

るのに、思っていたとおり、彼の車は駐車 

場のはずれにあった。他には誰も停めてい 

ない広々とした場所に、無駄にでかい4W 

Dがポツンと。 

後部座席に荷物を入れて助手席に乗り込 

むと' 彼はなにも言わずエンジンをかけた。 

車はゆっくりと国道に出た。 

付き合いだして三年経つ。同棲を始めて二 

年半。もともと無口な男だったけれど、最 

近はほとんど声も聞かない気がする◦なに 

かこちらから聞いても、うなずくか首を振 

るか。普段の連絡もほとんどメ —ルで、ムフ 

日も電車の中から「買い物したいからもう 

帰つてたら迎えにきて」とメ —ルしたら、「わ 

かった」とだけ返信があった。 

家に着くと先にI人で降りて荷物抱えて 

家の中に入った。彼はまだ運転席に座ったま 

まだ。これもいつものことだつた。どうい 

う考えなのかわからないけど、車で家に戻 

るとすぐには降りようとしない。付き合い 

だした頃は送ってくれた時なんかに別れが 

たくてしばらく車の中に一緒にいたりして、 

そういう甘いなにかかと思っていたけれど、 

すぐにそういうんじやないとわかつてきた。 

おれがI緒にいても先に降りても、彼は運 
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ラになるf 
猛烈な期 

.ンコを抜 

激しく絡みつく肉襞に何度もイキそ 
うになるW範，M立臁を突いた畤の 
猛烈な絡みに耐えきれず、慌ててチ 
ンコを抜きイク準備をする。 

「イクイクイク!」と声を荒げながらコ 
ンドームを外すと、W範の太箄から 
Uい項汁が溢れ、ぼたぼたと翔太郎 
の股間にこぼれ落ちた。 

おわリ 

師範に絞いて翔太郎もすぐに射Wし 
た。翔太郎のnい墨汁は、ビュルビュ 
ルツ!と勢い良く飛び出し胸の辺りま 
で飛んだ。師範はそれをゆっくりと求 
に染み込ませ、大切にしまった。 

の目的はも:5Vヒつあリ 
|^|お互いuイッた义書し 

；MMO精^を擊UつけTおさま 
しょ又その筆を使用*tるこt 

ある•••をmくこヒカヤさ 

そのためUも、tッ 

ク又は全力てやリましょう. 



のヨットの後からもぅI台、少し小さめの 

ヨットが追いかけていた。二つ並んで仲良 

く水面を走っていく姿はすごくォモチャっ 

ぼかった。 

近くで遊んでいた子どもたちがヨットを 

指さして喜んでいた。しかしそれよりずつ 

と喜んだ顔の大人の男が二人、おれのすぐ 

そばに立っている。彼と彼の幼なじみの吉 

本さん。吉本さんはノンケだけどおれと彼 

の仲を知っている。いつもおれにも愛想よ 

くしてくれる。週末はだいたいこうして 

公園に遊びにくるのだが、そのたびにおれ 

は驚いてしまう。いつもはむすっと黙り込 

んでいる彼が、この時だけは瞳を輝かせる 

のだから。本当に少年に戻ったような感じ 

で、顔が変わる。少年の顔というやつになる。 

吉本さんも夢中の様子で、彼と競い合って 

ヨットを滑らせていた。公園の池で遊ぶ二 

人の姿を見ていると、奇妙な気持ちになる。 

二人とも警察関連のかたい職業についてい 

るのに、ヨツトを操つている時は子どもに 

戻る。というより、子どものまま大人になつ 

たような感じになる。 

「沖に出すか」 

吉本さんが叫んでいた。この公園の池は 

かなり大きくて、真ん中に小さな島が作ら 

れている。しかし橋がかかっているわけで 

もなく、もしヨットが池の真ん中で止まっ 

てしまつたら面倒なことになる。今までも 

そぅいぅ場面を何度も見てきた。大の男が 

二人並んで、止まったヨットが自然と岸に 

流れてくるのを祈る姿…。なのに二人は懲 

りないらしい。二人は目と目を見合わせて 

ヨツトを「沖」に走らせた。 

今日は長くかかりそうだな、とおれは思つ 

た。ずつとレジヤ—シートに座つて二人と 

ヨットを見ていたが' 退屈で公園の中を歩 

き回った。海辺の近くで工事されている場 

所があった。看板によるとバーべキユ—会 

場が作られるらしい。 

それからちようどIヶ月後、その公園で 

バ—べキユ—した。 

SNSで呼びかけたら思っていたより人 

が集まった。前からの知り合いや友人、そ 

れに初めての人たち。全部で十人いた。も 

ちろんみんなゲイだ。おれは昔からの友だ 

ちと話し込んでいた。彼はグリルの前に立 

ち、ひたすら肉を焼いていた。こういう時、 



転席でラジオをいじつたりオドメ—夕—を 

見たりして、ぼんやりと過ごしている。理 

由を聞いたら、すぐに降りると落ち着かな 

いからと言っていた。意味がわからなかっ 

た。だけど彼の車なのだしそれ以上文句は 

言わないできた。きっと車好きな彼にとっ 

ては儀式的なものなのだろう。 

おれはスラックスを脱ぎ、ワイシャツは 

そのままでスウエットに着替えてキッチン 

に立った。下ごしらえが終わる頃に彼も家 

に入ってきた。 

「明日、公園決まった」 

彼が声をかけてきた。しかしこのセリフに 

関しては珍しくない。たぶんI週間、ほと 

んど口をきかないでいても、この言葉だけ 

は定期的に彼の口から放たれる。公園、決 

まつた、と。 

「ぁ、そう」 

二人で晩ご飯を食べてお酒を飲んだ。彼 

は話さないけど、おれは会社でぁったこと 

やSNSでのやりとりについて少ししゃべ 

る。彼は無口でもおもしろいと思えば笑う。 

ニヤニヤしたり、クックッと音を立てたり。 

同意を示すためにうなずくし、気に入らな 

ければ首を振る。だから、別にこれで困っ 

ているわけじゃない。これが不満なわけじゃ 

なぃ。 

お風呂に入って歯を磨いていると、トイ 

レから出てきた彼が背中からI瞬ぎゆつと 

抱きついてきた。お尻にかたいものがゴリ 

ゴリとぶつかつてくる。おれもつられて勃つ 

てきた。だけど彼はすぐに離れて先に寝室 

に入ってしまう。これは合図なのだ。エッ 

チするぞ'という合図。 

念のためにウォッシユレットできれいにし 

てからタオルとコンド—ムと口—ションのボ 

トルを持って寝室に行った。彼はいつものよ 

うに頭の後ろに手を組んで待っている。おれ 

がタオルを放るとお尻の下に敷く。彼がする 

のはそれだけだ。いつもこのバタ—ン。 

「う、あ…」 

寝間着のズボンの前開きからちんぽをつ 

かみだして舐めてやった。彼もお風呂に入っ 

た後だからほとんど味はしないけれど、独 

特の汗の匂いがかすかに陰毛から匂ってい 

るし、先走りもすぐに出てくる。もう三年 

も経ったのに、それでもこの匂いと味には 

興奮させられる。もともと舐めたり奉仕し 

たりするのが好きで性に合ってる。だから 

彼のようなタイプはちようどよかったのだ。 

「はあ、ふう…」 

「ん」 

彼の手がおれの肩をたたいていた。もう 

いいよ、という意味だ。このままだと口に 

出してしまうという意味。なにかで時間が 

ない時は口だけということもあるが、基本、 

彼は最後までやりたがる。 

口から吐き出して、唾でヌラヌラのとこ 

にコンドームをはめてやった。それからス 

ウェットを脱いで自分でお尻に口—ション 

を塗り込み、少しだけ指を入れて慣らした。 

そういう時、彼は暗い部屋の中でおれのす 

ることをじつと見ている。あいかわらず頭 

の後ろで手を組んでいるけど、おれが自分 

で指を入れるところを見て、コンドームを 

かぶったちんぽをビンと反り返らせる。 

「よいしょ…、う」 

彼の体をまたいでちんぽにお尻を押しつ 

けた。手をそえてゆっくり息を吐いて力を抜 

いて、入り始めると天井を見上げる。たぶん、 

そういうおれの仕草を彼が見ている。お尻 

の中で彼のちんぽがぎゅっとかたくなって 

ぃた。 

「う、ああ…」 

彼が低い声を漏らした。まだ入れたばか 

りだけど、もうかなり盛り上がっているっ 

てことだ。おれはあわてて自分のちんぽを 

しごいた。ゆっくりと腰を振って、そこで 

やっと根元まで入ってきた。感じやすい場 

所にかたいものがグリグリと刺さっていた。 

おれは泣きそうな気持ちになって彼を見下 

ろした。彼もおれを見ていた。こわいよう 

な顔だ。本気で興奮してる証拠だった。 

「/\ッ乂ッ乂ッ…」 

「う、もう」 

「いいよ、出して」 

「…くつ！」 

荒くなっていた鼻息が止まった。ビクッ 

ビクッと彼のたくましい体が震えて、おれ 

の中でちんぽが脈打っている。コンド—ム 

をつけていても、やっぱり中に出されてい 

ると思うとせつなくなつてしまう。おれは 

彼の腹の上にべつたりと尻をつけて座り込 

み、まだかたいものを入れたまませつせと 

ちんぽをしごいた。協力してくれているつ 

もりなのか、それとも単に出したばかりで 

勝手に動くのか、彼のちんぽがお尻の中で 

動いてズクズクとおれを刺激していた。 

「おれも出る、はああ…、う」 

ギリギリのところでちんぽの先を手でお 

おった。彼は寝間着を着たままだから汚し 

たくなかった。 

「ちょっと待ってて」 

おれはゆっくりとベッドの上で立ち上 

がった。まだかたいものが抜けていく感覚 

はせつなくて苦しいけど、萎えるのを待っ 

てたらいつになるかわからない。ふらふら 

しながらベッドから降りて、あまり汚れて 

いない方の手で口—ションのボトルをつか 

み風呂に行く。シャワーでざっと流してか 

ら蒸しタオルを作って寝室に戻ると、彼は 

さっきと同じ格好で薄目開けておれを見た。 

まだ勃起したままで、コンド—ムをはがし 

てやって蒸しタオルで拭いた。拭きながら 

見ると、気持ちょさそうな顔で今にも眠り 

そうだった。 

半勃ちくらいにまで萎えたものをそっと 

寝間着ズボンの中に戻した。タオルをすす 

いでまた戻ってきたら、彼はもう寝息をた 

てていた。のんきなもんだな、といつも思う。 

だけど' こういうとこも好きになったのだ。 

久々に見せられた| Iッコリ顔.V U 

池の水面は曇り空が映って白く光ってい 

た。そこにすうっとラジコンヨットが滑って 

いく。リモコンで動かせるのは梶だけだか 

らずっと無音で、不思議な感じがする。彼 
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ういう行きずりの関係は卒業したのだと考 

えていた。彼と結婚したようなものだし、と。 

だけどその気になればいくらでもできる。 

不思議と罪悪感はわいてこなかった。彼を 

裏切ってしまったと思うのに、それがどうし 

たの？という感じなのだった。ヨットを操っ 

て少年のように瞳を輝かせている彼の顔が 

浮かんでいた。ソファを譲って笑う彼の顔。 

それがどうしたの？ どうもしない、こ 

んなこと。 

空気を吸うような火遊び 

坂上(あの若い男)は近所に住んでいて、 
おれたちカップルと親しく付き合うように 

なった。思ったとおりまだ学生で二十歳。 

人なつこい性格だった。公園にもついてき 

て彼と吉本さんと三人でヨット遊びをした。 

夕飯も食べる気になっていて、彼の車でI 

緒にマンションまで戻ってきた。 

車庫に車を入れておれと坂上が降りても' 

彼はいつものように運転席に座ったままだ。 

おれはかまわずマンションのエントランス 

を抜ける。坂上もついてくるが、心配する 

ように言う。 

「あれ、どうかしたの？」 

「いつもああなんだ。放っておいていいよ」 

「あ、うん」 

二人分、強いお酒を作った。坂上がかな 

り飲めるのはもうわかつていた。濃い味の 

液体を舐めながら料理をはじめた◦坂上も 

手伝つてくれる。 

「お二人みたいに長く付き合えるのって' た 

いていどっちか一人がいいんですよね」 

「どういう意味？」 

「一人が我慢してるっていうか、うまく流せ 

るというか」 

「あI、まあ、そうかも。うちの場合は向こ 

うが天然だから」 

「え—、そうじやないでしよ。いや、天然っ 

ていうのはわかるけど、あなたがいいから 

ですよ」 

坂上のおれを見る目つきでようやく気が 

ついたのだった。なんだこいつ、おれにも 

気があったのか…。とたんに悲しい気持ち 

になってしまった。彼が不憫だった。坂上 

はおれを見つめてニコニコ笑っていた。距 

離を測つてるらしい。ちよっとそういう雰 

囲気を出せばデキると確信した。 

カウンタ—の上でスマホが振動していた。 

フライパンを振りながら見るとあのおじさ 

んからのメールだった。明日の約束大丈夫 

かな？たぶん大丈夫、と返信する。スマ 

ホをおいてもまだ坂上は笑っていた。自分 

の魅力というものをよく心得ている若い男 

の顔。おれはニヤッと笑い返した。それで 

通じた。おれたちはキスをした。短い間だっ 

たけど、ねっとりと舌を絡ませあった。 

こんなの、簡単なことだ。 

坂上が帰るとすぐに彼は風呂に入った。 

おれは寝間着とタオルを脱衣場に用意した。 

風呂の中から彼の鼻歌が聞こえてくる。坂 

上のことを考えているのかもしれない。思 

わず笑い出しそうになつてから気がついた。 

彼は坂上を気に入つている。だけど' たぶ 

んそれだけのことなのだ。本気で手を出そ 

うとは考えていない。若い男の子に好かれ 

てウキウキしているだけのこと。 

おれだつて同じだ。べつに彼と別れようと 

は考えていない。なのに浮気している。し 

かも空気を吸うように…。 

翌日、会社を出ると目の前に車が停まって 

いた。車種とかよくわからないけれど、高 

級車であることはI目でわかる。運転席か 

らおじさんが手を振つていた。助手席に乗 

り込むと最高の乗り心地だった。静かでゆっ 

たりした雰囲一君。 

「食事、なにがいい？」 

手を握られた。なんでもいいよと答えなが 

ら、おれはおじさんの手を膝にのせて、I本 

I本指をしごいてやる。郊外まで出てI軒 

家のレストランに入つた。車から降りる時、 

おじさんは鞄で前を隠していた。テ—ブル 

に案内されて席につくと' メニユIを眺め 

ながらおじさんがささやくように言つた。 

「まだ勃つてるぞ？」 

得意げな顔はひどく男らしい。 

ノンケ友達を誘惑してみる ぬ 
吉本さんは笑つていた。その笑い方とい 

ぅか、得意げな様子がなぜだかあのおじさ 

んにそつくりと感じていた。 

夕飯を三人で食べる約束だった。彼もとつ 

くに帰つているはずの時間なのに、仕事先 

でトラブルがあつたとかで遅れていた。ま 

だI時間は帰つてこないとついさつきメー 

ルがきた。 

二人で先にお酒を飲み、おかずをつまん 

でいた。吉本さんは新しいヨットを買つた 

んだと同じ話を繰り返している。こんなに 

でかいんだぜ？と手を広げてみせる。それ 

から急に照れたようになつて、そんなに興 

味ないよな、と言つた。 
「でも、迫力ありそうだね。公園で見たらみ 

んなびつくりするんじゃないの」 

「そうなんだよ、目立つぞ、あれ」 

その得意げな顔◦本当にあのおじさんに 

そつくり。 

あの後、ホテルに連れて行かれた。縛ら 

れて、お尻を犯られた。さんざんいじめら 

れた後、次からは準備してこなくていいよ 

と言われた。 

「準備？」 

「だから、あらかじめきれいにしなくていい。 

浣腸も用意するからさ」 

ゾッとした。気持ち悪いし、こわいと思つ 

た。だけど次の約束をして別れた。たぶん 

また会うだろう。 

「ねえ、彼女とか欲しくないの？」 

ヨットの話に飽きて、おれが切り出した。 

吉本さんは肩をすくめてみせた。 

「欲しいに決まつてるだろ」 

「作ればいいのに」 

「モテないんだよ」 

「そうかな？ けつこう魅力的だと思うよ、 

男としたら」 

「それつてゲィ目線ってやつだろ。女はそん 
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ほとんどしやベらないから心配したけれど、 

珍しく笑って話しているみたいで放ってお 

けた。 

三時間くらい経って食べるものも飲むも 

のもなくなった頃、いったんお開きにした。 

二次会はうちでやった。四人帰ったけれど' 

六人もいればマンションの部屋は十分賑や 

かになる。おれはキッチンで料理しながら 

友だちと話し込み' 飲んだり食べたりした。 

他のメンツもバラバラに楽しんでいる。こ 

ういう雰囲気、久しぶりだなとうれしく思っ 

ていた。彼と付き合うまではょくこの手の 

集まりをやっていたのだ。おれは人付き合 

いが好きなのだ。だけど彼は好きじゃない。 

彼はソファのいつもの席でテレビを観て 

いた。I緒にテレビを観ながら騒いでいる若 

い男の子がいてちょっと心配だったけれど' 

いやがっていない風だった。しばらくして、 

その若い男が空になったグラス片手にキッ 

チンに入ってきた。男っぽい雰囲気だけど 

顔はつるつるした、モテそうな子。まだ学 

生かもしれない。 

「彼氏さん、楽しい人なんですね。なんかずっ 

と笑ってるし」 

誰のこと言ってるんだろう？と思った。そ 

れから、その子がパ—ベキユ—会場でも彼 

と笑っていた男だと気がついた。なにか言 

い返そうと考えている間に、その子は勝手 

に飲み物を作つて彼の横に戻つていつた。 

「あ…」 

新しい飲み物に口をつけている若い子を 

見上げて、彼が笑つていた。その笑顔に、 

思わず声が漏れたのだった。ずいぶん長い 

間、そんな彼の笑い顔を見ていなかった気 

がする。おれと付き合いたての頃、彼はょ 

くそんな風に笑っていた。いや、違う。そう、 

ラジコンヨットをしている時の彼はちょっ 

と似た顔で笑う。 

そういえば彼のタィプの子だった。男っ 

ぽいけどかわいい感じとか、愛想がいいと 

ころとか。二人はなにか話していたが、不 

意に彼が立ち上がって横にずれた。いつも 

の定位置を若い子に譲って、自分はソファ 

の背もたれのない部分に腰かけたのだ。う 

ちにいる時はいつもあそこから動かない奴 

なのに、たぶん十近くも年下の若い男に席 

を譲った。若い子の方はニコニコ笑って背 

もたれにくつろいで寄りかかった。そして 

彼もまたニコニコ笑って、若くてつるつる 

した顔を見つめていた。 

三年ぶりの他人のちんぼ 

その週の半ばだった。 

仕事で出かけた先で駅ビルの古いトィレ 

に入った。小便器が四つ並んでいて、おれは 

一番端で用を足していた。するとスーツ姿 

の中年男が後から入ってきて、わざわざお 

れのすぐとなりに立った。その瞬間からそ 

ういう空気を感じていたのだと思う。横目 

で見ると、中年男はスラックスから勃起さ 

せたものをつかみだし、よく見えるように 

体を傾けた。おれは中年男の顔を見た。男 

は真顔で、その格好のまま個室に入つてい 

く。鍵はかけず、隙間があいていた。 

すごく驚いていた。そして懐かしさを感じ 

ていた。こういう感じ、すっかり忘れてい 

たのだ。この三年、自分はこの手のことか 

ら引退したような気持ちでいた。手を洗い、 

鏡で自分の顔を見ると軽薄とも言えるよう 

な笑みが浮かんでいた。首を振って、その 

ままトイレを出て行こうとした。 

その時、流しに水が溜まっていることに 

気がついた。詰まっているらしい。透明な 

水たまりから公園の池を思い出し、音もな 

く水面を滑るヨットを思い出した。それか 

ら、肉を焼きながら笑っていた彼の顔、若 

い男の子にソファを譲ってニコニコしてい 

た顔が水の中に浮かんできた。 

おれは鏡ごしに個室を見た。まだ隙間は空 

いている。振り返って個室に入った。狭い 

個室で、中年男と二人でもうぎゅうぎゅう 

だった。だからはじめから抱きついてスラッ 

クスの前をまさぐった。半分閉められてい 

たファスナ—を下ろして半勃ちのものをつ 

かみだす。体を折り曲げてすぐに類張った。 

「う、ああ…」 

男が低いうめき声を漏らした。見た目は 

それほどタイプじゃないのに、その声は低 

くてセクシ—に感じられた。ちんぽは小便 

と汗の匂いがした。彼とはちがう匂いに興 

奮した。カチカチとは言えないけど太さは 

彼よりある。塩辛い味に唾があふれた。三 

年ぶり… 

「君のも舐めさせてくれ」 

体を起こすといれかわりに中年男がおれ 

のをしゃぶった。彼もおれが要求すればフエ 

ラチォくらいする。だが、この中年の方が 

舌使いがねつとりとして、ずつといやらし 

い。かなり高ぶつてきたところでまたいれ 

かわった。ズルズルと中年男のちんぽを舐 

めまわし、唾で濡れたちんぽの根本をきつ 

くしごいた。 

「う、出るぞ、おっ！」 

吐き出したとたん、ザ— メンが目の前を 

飛んでいつた。スラックスの膝がガクガク 

震えるところがセクシ—だつた。おれは起 

き上がって自分でちんぽをしごいた。中年 

男の脇に顔を押しつけ彼ではない男の体の 

匂いを嗅いだ。 

「こつち、いじつてやろうか」 

「ぁ、ぃ…」 

ベルトをはずされ 'スラックスの腰から 

手を入れられていた。唾のついた指がお尻 

に入りこんでくる。おれは先走りでちんぽ 

を濡らしていた。 

「こういうの、好きか？」 

うなずいてきつくちんぽをしごきあげた。 

後ろで指がぬらぬらと出入りしている。 

「おれもイク、イク…、う」 

外に出ても中年男はおれのとなりを歩い 

て話しかけてきた。 

「若いからさ、てつきりマグロかと思つたよ」 

「来月、三十ですよ、おれ」 

「がっつく感じがよかった」 

あいつと付き合う前まではこんなこと 

しよつちゅうだつた。それがぱつたりなく 

なって大人しい生活を送ってきた。もうこ 
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わないとおかしいだとか、理想は同性婚だ 

とか」 

「押しつけられてる気がするつてこと？」 

「まあね。長く付き合った相手のいるゲィは 

まともだけど、そぅじやないのは二流みた 

いな考えつてあるだろ」 

「おれはそんなこと言つてないよ」 

「君の話じやないさ」 

なんであんなに怒つた風になつたんだろ 

う？ 

おれはマンションの洗面台で自分の顔を 

見ていた。 

よけいなことを聞いたのが悪かつたとは 

思ぅ。だけど' ひとはひと、自分は自分と 

割り切ればいいのに。ちょつともぅ面倒く 

さいかも？だけど連絡がくればもぅI度 

くらい会つてしまぅかもしれない。次はな 

にをされるのか考えるとゾクゾクするし…。 

鏡越しに坂上が近づいてくるのが見えた。 

半裸でたくましい筋肉が目立つている。よ 

く鍛えているのもあるけれど、やはり肌の 

つやがちがぅなと思ぅ。 

「ぅ」 

背中から抱きつかれた。熱い舌がぅなじ 

にはりつく。思わず体が震えてため息を漏 

らした。 

「実はこの間、彼氏さんのことも誘ったん 

ですよ」 

今日は日曜日だ。だけど彼は仕事が入つ 

て出かけている。もう一度すませているの 

に、坂上のそれはかたいままでお尻にゴリ 

ゴリとぶつかつてくる。 

「誘ったって、やろうって？」 

「雰囲気出しただけですけどね。でも断られ 

ちやつた」 

「ぐいぐい迫ればやらせるよ、あいつ」 

「そんなことないんじやないかな。あの人、 

かたいから」 

かたい、というのは当たってるなと思う。 

浮気心があるとかないとかの前に、よその 

男とそういうことをするのが、きつと考え 

るだけで面倒なのだろう。 

「俺はもうこれでいいよ」 

I緒に住もうって話になった時、そんな 

風に言っていた。同棲したらお互いに自由 

がなくなるよ？と話したらそう答えてきた 

のだった。その時は' おれも、と言い返した。 

彼はうれしそうに笑っていた。ヨツトを操っ 

ている時と同じ笑顔だった。坂上と肉を焼 

いていた時と同じ笑顔。 

それって誠実というのとはちがうんじや 

ないかと思う。ただ面倒なだけではないの 

か。これでいい、と安心していたいだけ。 

怠惰と言い換えてもいいかもしれない。だっ 

て出会った頃はいつもニコニコ笑いかけて 

くれた。それがいつのまにか押し黙ってほ 

とんど口をきかなくなった。家事は全部自 

分にさせて、セツクスもタチしかできない 

くせに受け身で面倒をみさせて…。それが 

たまに若いタイプの子と話すとデレデレに 

なって、そのくせ迫られると面倒で断って 

しまう。 

そんなの誠実とは言わない。怠惰だ。 

坂上はしきりとかたいものをこすりつけ 



な風に見てくんねえもん」 

「だったら男で手を打つ？」 

「勘弁してくれよ」 

「おれが相手でもィヤ？」 

「え？」 

「なんにもしなくていいんだよ。ただ気持ち 

よくなるだけ。前だけ触ったり口でしたり 

…〇風俗行くんでしょ？それと|緒だよ。 

しかも無料」 

どうしてそんなことを言い出したのか自 

分でもよくわからない。ただ、試してみた 

かったのだ◦吉本さんは顔を赤くして額に 

汗をにじませていた。このまま迫ればさせ 

るんじやないかという手応えがあつた。だ 

けど身を乗り出そうとしたところでにらま 

れた。 

「あいつのこと、もう好きじやないのか？」 

突拍子もない質問と思った。 

「好きだよ」 

「じやあなんでそんなこと言うんだよ？」 

「でもさ…、たとえば吉本さんは結婚したと 

して、浮気しない？それとこれとは別と 

思わない？」 

「ほかの奴はわかんないけど、俺は絶対にし 

なぃ」 

真顔だった。実際、そういうタィプの男 

だろう。誠実な男。いろんな点でこの人は 

彼と似てる。 

「君はすごくいい奴だ。あいつも本気で惚れ 

てる。だから、このままの関係が続けばい 

いなと俺は思つてる」 

しばらくの間、無言で見つめ合つた。 

「ありがとう。いつまでも彼の親友でいて欲 

しいとおれも思つてるよ」 

「死ぬまで続くさ、男同士の友情ってそうい 

うもんだろ」 

「そうだね…。で、本当にいいの？ 口でし 

てあげるよ？」 

だめ押しというより、からかったつもり 

だった。なのに吉本さんはおれをすごい目 

でにらみつけた。まだ半分も残っていた酒 

をI気に飲み干してグラスを持ち上げた。 

「もう一杯もらつてもいいかな？」 

「あ、うん」 

飲み物を作つている間にテレビがついた。 

重ねた浮気の果てに… ぬ 
シャワIで石けんの泡を流していた。そ 

れでもまだ浴室には小便のこもった匂いが 

残っている。ラブホテルの浴室には窓がな 

いから、それ以上はどうしようもない。換 

気扇をまわしたまま脱衣場に出て体を拭き、 

腰にタオルを巻いた姿で部屋に戻った。 

「ほら、飲むだろ」 

おじさんが击ビールを投げてよこした。受 

け取つてすぐに飲んだ。さつきまでかなり 

きわどいプレイをしていた。会うたびに内 

容が激しくなっている。でも、終わると何 

事もなかったかのように接してくれる。お 

じさんはベッドに腰かけていた。手招きす 

るから横に座った。肩を抱かれながら残り 

のビ—ルを飲んだ。 

「すつとこういう感じなの？」 

「なんの話だい？」 

「誰かと落ち着いた関係を望んだことは？」 

どうしてそんなことを聞いたのかよくわ 

からない。吉本さんの時とI緒だ。試して 

みたかったのか。 

「もうだいぶ前に、向いてないと気づいたん 

だ」 

「何歳の頃？」 

「君くらいの頃かな」 

おじさんはおれの目をのぞき込むように 

見ていた。 

「君も似たようなもんだろ」 

「なにが？」 

「本当はこういう方が向いてると気づいて 

る」 

吉本さんの顔が浮かんできた。こないだ 

は本気で怒っていた。だけどあの人は告げ 

口しないだろう。不思議だった。昔は安定 

した関係というものにあこがれていた。浮 

気する男が嫌いだった。吉本さんみたいに。 

だけど今は自分が浮気している。 

なぜだか、おじさんが苛立たしそうな口 

調で話していた。 

「…こういう生き方のなにが悪いんだ？」 

「悪いなんて言ってない」 

「楽しいことをひとと共有してるだけさ」 

「それはそうだね」 

「どうしてノンケみたいな生き方をしなく 

ちやならない？猿マネみたいに」 

猿マネ？ びっくりした。そういう考え 

方もあるのかと。 

「真似てるつもりはないんじやないの？」 

「しかしプレツシャ—を感じるよ。そうすべ 

きと言われてる気がする。一対Iで付き合 
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す。癱作品の著作権は有限会社テラ出版が所有 

し、優先出版権を有するものとします。•原稱の 

返却はいたしません。また遇考結果の問い合わせ 
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篥部からご連絡いたします。また、表記統一など 

修正を加えさせていただく場合もあります。 

an集作sは〗8歲（高卒）以上のゲイを主腰に 

扱つたものに限ります。 

〇他狂との二重投稿は絶対にお止めください• 
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■郵送〒160-0022東京都新宿区新宿2-15-12 
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全国デビュ—しての性欲を満たしてみませんか？ 

本誌でおなじみイラストレータ1が 

‘だの作品を彩り 

胸と股間がキュfンつてなる作口gを出待ちしておりま 

ていた。また鼻息が荒くなっていた。 

「もぅ一度する？」 

「いいスか？なんかオレ、まだ何発もやれ 
そ，つ^：」 

翌日は祝日で二人とも休みだった。また 

公園に付き合わされた。吉本さんもやって 

きた。こないだ話していた新しくてでかい 
ヨットを抱えて。彼も興奮した様子でヨッ 

卜を池に浮かべた。二人とも子どもみたい 

に遊んでいた。 

おれはレジャ—シI卜に寝転がって本を読 

んだりお酒を飲んだ。のんびりした雰囲気 

だった。いつもよりはやい時間に吉本さんが 

帰ると言い出した。ちらとおれに視線を送つ 

ていた。気を遣つているつもりなんだろう。 

そんな必要ないのに。彼はなにも気づかずに 
ヨットを続けていた。I人でもご機嫌だった。 

しばらくするとヨツトを抱えて戻つてき 

て、ムシャムシャとサンドイツチを食べた。 

お酒を飲みながら寝っ転がってスマホでな 

にか見始めた。のぞき込むと、ラジコンヨッ 

卜の画像が見えた。吉本さんの新しいヨッ 

卜を見て、自分も大きいのが欲しくなって 

しまつたらしい。起き上がつてあぐらをか 

いて、真面目な顔で調べはじめた。 

おれはなんだかおかしくてクスクスと 

笑った。彼にもたれかかつてI緒にヨット 

を見た。いつもなら公園のような場所で男 

同士くつつくのをいやがる彼なのに、夢中 

のようで気にもしない。 

その時、驚くほど鮮明な映像が目の前に 

浮かび上がった。公園の芝生の上にレジャ— 

シ—卜を敷き、男二人がくつろいでいる。I 

人は彼だ。そしてもぅI人はまるで見知らぬ 

男。見知らぬ男は彼にもたれかかってなに 

か話しかけている。だが彼の方は聞いてい 

ない。スマホでヨットの画像を見ている…。 

それは一瞬の出来事だった。すぐに我に 

返った。驚きはなかった。たとえば坂上のよ 

ぅな若い男と付き合っていたとしても、きっ 

とこいつは同じなのだ。おれじやなくても、 

おれと正反対の性格の男と付き合つても、 

たぶんおんなじ。無口で、亭主面して、相 

手に世話を焼かせる。誰でもよかつたのだ。 

こうしてI緒に公園にきてくれる奴なら…。 

泣きそぅになつていた。つらいからじや 

ない。ホッとしたからだつた。 

おれは彼の横顔に軽く唇をそえた。 

つしめん」 

彼は聞いていなかつた。でかいラジコン 

ヨットに夢中で、値段を比べたりロコミを 

調べている。だからおれは彼にぴったりと 

体を寄せた。すがるように。 

〈了〉 
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「薄汚ね—ヶッ」 
おれは缶ビ—ルを片手に、高木のおや 

じ臭い、筋肉はぁるがその上に脂肪のつ 

いた尻肉を平手でぴしやんと叩く。 

「ぁうっ」 

ネクタイで目隠しをされてベッドにう 

つ伏せになり、四つん這いで枕に顔を埋 

めた高木がうめいた。感じてやがるのだ。 

明かりの下、脂肪をまとった尻肉の奥、 

毛むくじやらのケツマン、そこからピン 

ク色の細い紐が出ている。シャワIトイ 

レで洗浄するついでに、「入れてこい」と、 

おれに口—夕—と口—シヨンを渡されて 

いたのだ。 

飲み干したビールの缶を片手でつぶし、 

おれはたばこを唼えながら口—夕—のス 

イッチをオンにする。ヴインヴインと口 — 

夕—が動き始めて、「お…うお…」学生 

時代にラグビ—をやっていたという高木 

のたくましい背中が緊張でこわばり、腰 

がびんと反り、太い腕はベッドを抱えて、 

けっ、どんだけ淫乱な豚野郎なんだ、さ 

わってもいね—のに使い古したちんぽが 

おっ勃ちやがった、たばこ' 押し当てて 

やろ—か。 

高木はバイト先の直属の上司だ。ふだ 

んはネクタイ締めて、てきぱきと指示を 

サィドA和馬の®い 
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「おれの許可なしにいじくるんじやね—」 

「す' すいません」 

会社では上司だが、ベッドの上では高 

木はおれの部下だ。奴隸だ。 

高木を仰向けにベッドに押し倒し、顔 

の上にまたがり、いきり立つたおれのち 

んぽを高木のロマンコに突つ込む。 

「おらつ、この便器！」 

容赦なく腰をふる。 

口の中をちんぽで一杯にしながら、高 

木がおれの若々しい尻肉を両手でわしづ 

かみにする。味わつていやがるのだ、ち 

んぼだけじやなくて、おれの尻肉の感触 

を' 手で。 

喉を突かれたせいだろぅか、高木の眼 

を隠したネクタイの下を、涙がひと筋流 

れた。涙とよだれで顔がびしやびしやで、 

でも、そんな高木を見ていると、もつと 

もつといじめてやりたくなる。 

シックスナインの形になり、おれは高 

木にちんぽを唼えさせたまま、高木の毛 

深い男らしい太ももを間近に眺める。両 

脚の間、もじやもじやのちん毛の中にそ 

びえ立つ、芋みて—な' ぶっとい高木の 

ちんぽを握って先端にマツサ—ジ機を当 

てる。 

「丄 
おれのちんぽを唼える高木の唇にちか 

らが入った。ゴルフボ—ルみて—な高木 

の亀頭にマツサ—ジ機を当て、離し、ま 

た当てて離す。マツサ—ジ機と亀頭の間 

が透明な糸でつながる。ったく、中年の 

くせに先走りが多いのだ、こいつは。 

おれはローシヨンを手にして、あらた 

めて高木のちんぽを握る。マツサ—ジ 

機を亀頭の先端に当てながら、口—シヨ 

ンでぬるぬるの手で雁の辺りをぐちよぐ 

ちよ擦り、快感がつよすぎるのだろう、 

高木がおれのちんぽをpiえていられなく 

なって、「あっ、いい、おおお」と訴え始 

める。 

マツサ—ジ機を当てる場所を変えるQ 

亀頭の先端から亀頭の上側に。裏側に。 

幹をすべらすようにマツサ—ジ機をおろ 

して、同時に亀頭を手のひらで包んでい 

じり倒す。 

「ぐぉっ」 

思わず高木の腰が引ける。その間にも 

ケツマンコに突っ込まれたディルドは動 

いている。もうすっかりケツマンコもゆ 

るんだだろう。 

おれは乱れている高木を思い切り観察 

したくなり、体勢を変えて高木の足元に 
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出し、ひげが似合いガタイもいいし頼れ 

る正社員だけれども、四十になろうとし 

ているのに独身で離婚暦もないから怪し 

いとはにらんでいた。 

ある日のランチタイム、何気にゲイア 

プリを開いたら距離ゼロメ—トルに高木 

が出てきて-やつは恥ずかしげもなく 

ふんどし姿の写真をアップしてやがった 

——、「二十代のタチに性処理道具として 

玩ばれたい」なんて書いていやがって、 
それでトイレで隣同士になったとき、ぼ 

そっと言ってやったのだ、ゲイアプリの 

名を。 

隣り合わせるトイレ、やつの顔に似合 

わない怯えの色が走った。だが、おれの 

表情をさぐるうちに、眼に期待の色が湧 

き出ていた。 

その夜、おれは高木を…散々に…玩び、 

関係は今に続いている。 

持ち上げた尻の奥、ローションが白く 

泡立ち毛に絡みついたケツマン、その下、 

たっぶりのザ—メンを溜め込んだ金玉と、 

ぶっとい芋臭いちんぽ。ちんぽの先端か 

らよだれがこぼれて、シ—ツを濡らして 

いやがる。洗濯が大変だろう。いいけどな、 

おれんちじやなくて高木んちだし。 

おれはベッドの横の椅子に背を預けて、 

たばこを喫いながらシャツを脱いでゆく。 

「んお…ふつ、ん…」 

高木の口から洩れる喘ぎ声。それを聞 

くうちに、いつの間にかおれのちんぽも 

リ—バイスの中で膨らみ始めた。 

舌打ちして、それから自己嫌悪。なん 

でおれみて—な若い、可能性の固まりみ 

たいな男前が、こんなくたびれた薄汚い 

中年に欲情しなきやなんないのだ。こん 

な、ちんぽしやぶるしか能がない肉便器 

の相手をしているのだろうか、と。 

だが、どれだけ自分が厭になっても本 

音はごまかせない、これだ、この薄汚い 

おやじこそがおれのちんぽをびんびんに 

刺戟しやがるのだ。それに、深く考える 

必要なんてない、思い切りこいつを玩具 

にして、性欲を発散すればいいんだ。お 

れは、リ—バイスのベルトを外す。 

ベルトの音に反応して、高木が生唾を 

飲み込んだのが気配で分かった。期待し 

ていやがるのだろう、おれの立派な若い 

ちんぽを唼えたくてしやぶりたくてうず 

うずしているのだ。 

目隠しをした高木の髪をわしづかみに 

して、顔を持ち上げる。おれの望んでい 

ることが分かつたのだろう、はあはあと 

荒く息を乱して、高木がおれの派手なボ 

クサ—ブリIフに手を伸ばした。 

ボクサ—プリ—フを腿までI気におろ 

して、すでに腹を打たんばかりに勃起し 

たおれの逸物を高木のロマンコが、だら 

んと出た舌がさがす。 

おあずけ、と言わんばかりにおれは高 

木を手で制して、コンドームをつけたち 

んぼで、「豚、これが欲しいんだろ」と高 

木の舌をベたんベたん叩く。欲しい物に 

ありついた高木が、おれの雁高のちんぽ 

にむしやぶりついた。 

けっ、生意気だ。肉便器のくせに、フエ 

ラチオだけは年季が入ってやたらと上手 

い。ねっとりと、ちんぽに絡みついてく 

る舌、血管の浮いた幹全体をやわらかく、 

でも適度なつよさで包み込む唇。 

油断するとィっちまいそうで、I旦お 

れはちんぽを抜き、高木のよだれでベと 

ベとになったそれで、高木の類を撫でて 

やる。ちんぽで撫でた跡が、なめくじが 

這ったみたいに、てかっている。 

大好物のちんぽをしやぶって火がつい 

たのだろう、高木は息を乱しながら、自 

分で自分の乳首をつまんでいる。盛りぁ 

がった大胸筋、その上に萌えた胸毛、胸 

毛の中で尖った乳首、膨らみ' へこみす 

る腹、性欲でぎんぎんにちんぽをおっ勃 

てて、みっともない事この上ない。でも、 

このみっともないォス臭い中年の姿が、 

なんでだ、おれを昂奮させる。 

おれは片手で高木のぁごをつかんで、 

唇を貪り吸った。それは、親愛の情を示 

す清らかなキスなんかではなかった、才 

スの欲望に直結した、相手を支配し思う 

がままに操りたいというような、生々し 

い性的なキスだった。高木の舌の味を存 

分に感じたとき、おれのちんぽが、それ 

以上はないほどにみなぎった。 

自分の中の獣をコントロ—ルできない。 

高木を犯したい。めちやくちやにしたい。 

高木が乱れに乱れて喘ぎに喘ぐ姿を見た 
、〇 

IV 

ベッドの横のナィトテ—ブル' その上 

に置かれた電動マッサ—ジ機を手に取る。 

スイツチを入れる。 

ブブブブブブブブと細かく振動する 

マツサ—ジ器を、まずは焦らすように、 

高木の頬に当てた。 

「ほう…」 

高木の口から吐息が洩れる。…たっぶ 

り…調教…して…あるのだ、…これがも 

たらす快感のつよさは、もう高木の身体 

に厭というほど染み込んでいる。 

高木の唇をおれの唇で吸いながら、マッ 

サ—ジ機を高木の乳首に当てる。 

!」 

高木の全身に緊張が走り、おれは余っ 

た手で、高木のもう一方の乳首をつまん 

だ。 

「ふあ、ああ…」 

野太いのに、どこか女みて—な声を出 

しやがって。くたびれた中年のくせに色っ 

ぼくな哭きやがる。 

マッサ—ジ機で高木の乳首を玩びなが 

ら'おれは高木の頰を、首筋を舐めまわし、 

同時に口づけして、徐々に高木から理性 

を奪ってゆく。アルコールに脳が麻痺す 

るように、次第に高木の理性が、快感に 

飲み込まれてゆく。 

「あああ、おお…」 

乳首を首筋を遊ばれながら、たまらな 

いのだろう、高木が自分でちんぽをしご 

き始めた。おれは節操のない高木の手を 

平手で叩く。 
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れは高木のちんぽをいじり倒して快感の 

残りを最後のI滴まで搾り取る。 

ちから尽きたように、高木の身体がお 

れに倒れてきた。そのたくましい身体を 

抱き締めながらおれは腰をふり、いよい 

よ限界を感じて、ちんぽを高木のケツマ 

ンコから抜く。 

コンド—ムを外したちんぽを高木に握 

らせて、魅入られたように高木がおれの 

ちんぽを擦る。 

「畜生、ィクつ」 

おれは高木の腿や脚にザ—メンを飛び 

散らせて、名残惜しむように射精したば 

かりのちんぽで高木の腿をさすり、萎え 

るまでそれは続いた。 

互いの呼吸が落ち着いて' 交わした視 

線で「満足」と確認し合い、おれは高 

木を抱き寄せてそのまま眠りたい気分と 

なつた。 

サィドCQ高木の都合 

尻の穴が熱い。トィレで突っ込んだディ 

ルドが最初はきつかったが、段々に馴染 

んできた感じがする。 

「薄汚ね—ケツ」 

尻を和馬に叩かれた。彼は、よく分かつ 

ている、少しばかり乱暴に扱つたほうが、 

おれが昂奮するということを。 

ネクタイで閉ざされた視界、たばこの 

臭いが漂ってくる。突然にディルドを才 

ンにされて、「お…うお…」我ながら淫ら 

と思う声が洩れる。 

和馬はバイトに来ている学生で、いま 

どきの子らしく仕事の上では気が利かな 

いが、それなりに経験を積んでいるのだ 

ろう、ベッドの上では有能だ。 

初めて見たときから、タイプだと思っ 

ていた。この子にタチられたら、さぞ気 

持ちいいだろう、仕事中も助平な眼で彼 

を盗み見ていた。 

だから、ふだんは位置情報をあいまい 

にしてあるゲイアプリで、彼を見つけた 

ときはうれしかつた。セツクスできるか 

もしれないではないか。 

だが、プロフを読む限り、彼はあいに 

く同世代が好みの様子だった。元体育会 

系のがっちりしたリ—マン。おれだって 

行くところに行けばそれなりにモテるが、 

彼のように容姿がよくて、若さゆえの無 

鉄砲さというか、やんちゃさを持った青 

年こそが、おれの好みだった。 

だから' 大した期待はせずにゲイアプ 

リの位置情報を正確にして——おれはふ 

んどし姿の写真をアップロ—ドしている 

——、いつか彼がアプリを覗いておれが 

ゲイだと知り、おれに興味を持ってくれ 

たらいいのに、と願つた。 

期待は思いのほか早くかなえられた。 

数日もしないうちにトイレで彼と隣り合 

わせて、すると彼が口にしたのだ、ゲイ 

アプリの名を。 

網に掛かった。それはつまり、おれも 

ゲイであり和馬もゲイであり、寝てもい 

いですよ、と意志表示したも同然だった 

のだ。 

その夜、おれは彼に…散々に…玩ばれ 

た。そして、関係は今へと続いている。 

おれは四つん這いになり、枕に顔を埋 

めている。ネクタイで目隠しされている 

ので見えないが、ペニスからは先汁がこ 

ぼれているだろう。 

かたわらでベルトを外す音がして' やっ 

とだ、やっと和馬のペニスを唼えられる 

のだ、そうだ、おれはペニスをしゃぶる 

のが好きで好きでたまらない尺八犬だ。 

髪をわしづかみにされる。合意に基づ 

いたその乱暴さがたまらない。和馬の股 

間の臭いが鼻をくすぐる。和馬の下着を 

腿までおろす。すぐに唼えたいが制止さ 

れて、和馬はコンド—厶をつけているよ 

うだ。職場では気の利かない若者だが、 

性病予防にしっかりしているのは感心だ。 

「豚、これが欲しいんだろ」 

ペニスで舌をベたんベたん叩かれた。 

そうだ、欲しい！おれはペニスが欲し 

い—.気がつけばおれはそれにむしゃぶ 

りついていた。 

…初めて付き合った男は、働き者でや 

さしかつたが遊び人だった。おれと付き 

合いながら、外では色んな男と散々に寝 

ていた。 

彼に、悪気はなかつたのだろうと思う。 

外で浮気をするが' おれとセックスをす 

ることも好きだったから。 

「お前とのセックスは特別なんだ」 

彼はおれを抱き締めながら、よく言っ 

ていた。 

遊びの経験が豊富だから、彼はベッド 

の上での作法' どぅすれば相手も自分も 

気持ちよくなれるのかを、詳しく知って 

いた。尺八のテクニックは、彼に仕込ま 

れたと言っていい。 

「んん…おお」 

頭の上で和馬の声がする。感じている 

のだ、尺八犬として、こんな光栄なこと 

はない。 

あやぅく射精するところだったのか、 

和馬がペニスを抜いた。口の中が淋しく 

なる。だが' すぐに頰をペニスで撫でら 

れた。おお、ぞくぞくする。和馬のベニ 

スは雁高でエロく、きれいな色をしてい 

る。そのエロくきれいなペニスにいたぶ 

られると、おれの中のMっ気が刺戟され 

るのだ。 

思わずおれは自分で自分の乳首をつま 

んだ。身体を電流が走る。今日もおれの 

乳首は感度良好だ。ぞくぞくする。見て 

くれ、こんなに淫乱なおれを見てくれ。 

すると、唐突にあごをつかまれて唇を貪 

り吸われた。 

それは、親愛の情を示すキスなんかで 

はなかった。オス同士が滾った欲望を発 

散させるための、生々しいキス。和馬も 

欲情しているんだ、それが分かり、おれ 
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座った。高木の毛深い両脚を開かせて、 

ちんぽをぐちよぐちよ擦りながら金玉に 

マツサ—ジ機を当てる。 

快感に悶える高木の唇が半開きになっ 

ている。唇を半開きにして身をのけ反ら 

せながら高木が両手で自分の乳首をいじ 

くつている。こいつ頭がおかしい。セツ 

クスになるとどんな恥ずかしい真似もす 

る豚だ。 

だが、その豚に誰よりも欲情している 

のがおれだ。 

「か、和馬くん——」辛抱できないという 

風に高木が切実な声で言う。「——ほ、欲 

しい、突っ込んで」 

「何を突っ込んで欲しいんだ' 言いやがれ」 

おれの声も昂奮で震えていた。快感で 

脳をやられているのか、いや、多少は恥 

ずかしい気持ちが残っているのだろうか、 

顔を赤く上気させながら、わめくように 

高木が言った。 

「ちんぽ！和馬くんのちんぽが欲し 

ぃ丄 

マツサ—ジ機を投げ出しておれはディ 

ルドをもどかしく、だが怪我をさせないよ 

うに慎重にケツマンコから抜き、自分のち 

んぽ-快感でやられているのは高木の 

脳だけじゃない、おれのちんぽも期待に打 

ち震えている——に口—シヨンを塗り、白 

い泡まみれとなりコパアと開いた高木の 

ケツマンコにそいつを突つ込んだ。 

「うぐ、んおう…」 

高木が野郎っぽく力み、おれの雁高の 

ちんぽが埋まってゆく。穴が抵抗する感 

じがあり、だが、そこを抜けると、あつ 

たけ—、最高だ、やっぱり高木のケツマ 

ンコ最高。 

おれは高木のたくましい両脚を抱えて、 

発情した犬みて—に腰をふる。 

「うあ、はあ、うお、んはあ…」 

喘ぐ高木、震える喉、よだれを垂らす唇、 

あごひげ、なんていやらしいんだ。汚ね 

え。くたびれてる。中年のおつさん。でも、 

おれは今こいつが愛おしい。 

腰をふりながら高木の唇を貪り吸う。 

それは' 欲望に基づいた生々しいオスの 

行為であると同時に、単に欲望の発散だ 

けでは終わらない親愛のキスでもあった。 

高木の乳首がびんびんに尖っている。 

小粒のラズベリ—のようだ。いじらしい。 

おれはそれを口に含み、舐めまわし、吸う。 

頭の上で高木が喘ぎ、思わず、という感 

じでおれの頭を抱えている。 

頭を抱えられたことがうれしい。求め 

合つている、そう信じられるから。 

毛の生えた盛りあがった胸、へそまで 

毛がつながった腹、腹の下で先走りを溢 

れさせた高木のちんぽ、もうすべてがた 

まらない。 

おれは|旦ちんぽを抜き、高木の目隠 

しをほどく。ネクタイをほどかれた高木 

の眼は快感に潤み、その眼に、おれの胸 

が締めつけられる。 

おれはベッドに仰向けになり、言わな 

くても意図が通じて、高木がおれをまた 

いで腰を沈めてくる。 

高木がスクワットのように、自ら腰を 

動かした。 

「ああ…いい' 当たる…」 

腰をふる度にみなぎり、弛緩する高木 

の脚の筋肉。色っぼい。 

おれは両手を伸ばし、高木を見上げな 

がら両の乳首をつまんだ。こりこりとし 

た感触。よく立つ乳首だ。つままれた瞬 

間に高木の首ががくんと後方に折れる。 

感じすぎだろ、失神するんじゃないかと 

心配になるぜ。 

何人もの男と寝てきた。自慢じゃない 

が、仲間内ではモテると評判だ。妬まれ 

ることも多い。 

老け専というわけじゃなかつた、付き 

合つてきた男は、むしろ同世代ばかりだ。 

やりて—と思うのは、同世代のイケメン 

ばかりだつた。 

なのに、なんの因果か、この汗くせ— 

おやじが、おれの、どストライクなのだ。 

掘りてえつ。切実にその欲望に背中を焼 

かれるのはこのおやじなのだ。 

そうだよ、認めるさ、このおつさんに 

惚れてるんだ、おれ様ともあろうモテ筋 

が。男に困つたことなんかね—のに。 

何が、そんなに魅力なのかなんて知ら 

ね—。どんな心の働きがあつて惚れたの 

かなんて、興味ね—。 

ただ、こいつを無茶苦茶にしたい、お 

れだけの物にしたい、胸の中にあるのは、 

それだけだ。こいつとセツクスすること 

で、成熟したオスの色気を初めて思い知つ 

たのだ。 

ケツマンコを掘られて喘ぐ高木のちん 

ぼが、赤黒く勃起している。血管を浮き 

立たせて' 亀頭をぱんぱんに膨らませて、 

イきたいイきたいと勃起している。 

惚れた男の勃起したちんぽ' 何度も見 

ているけれども、それ以上に昂奮するも 

のが他にあるだろぅか。 

おれはローションを手に塗り、高木の 

ちんぽを握る。 

「んぉっ」 

「すつげ—。硬て—」 

高木のちんぽをおれをリズミカルに擦 

り始める。 

おれが擦るリズムに合わせて、眉間に 

しわを寄せて表情をゆがませながら高木 

が腰をふる。 

ケツマンコを掘る、ちんぽを擦る。そ 

の間によだれを垂らしながら高木が自分 

で乳首をつまむ。 

その淫ら極まりない姿、潤んだ眼、お 

れにも限界が近づいてきた。 

「和馬くん、イクつ、おれイクつ」 

ぶわつと尿道が開いて、おれの腹と言 

わず胸と言わず、高木がザ— メンを吐き 

散らかした。 

「んお、はあ、ぐお…」 

射精しただけで終わらせたりなんかし 

ない、イッて敏感になつている高木のち 

んぽをゆるやかにしごき、苦痛に耐えて 

いるよぅに高木の表情がゆがみ、尚もお 
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の欲望もふうせんのごとく膨れあがる。 

なぜって、おれみたいな小汚い中年に昂 

奮しているんだ、この若者は、と思うか 

ら。誰にでもモテそうなィケメンの和馬 

が、わざわざ好き好んでおれとセツクス 

したがつている、そう思うと、おれ自身 

のブラィドや自尊心が充たされて脳内麻 

薬がI気に放出される。 

唇が離れて、ブブブブブブブブと電動 

マッサ—ジ機の音がする。それが頰に当 

てられて、おれは思わず吐息を洩らし、 

やがては乳首に当てられた。 

息を飲む。慣れているつもりでも、やっ 

ばりこいつの振動は気持ちいい。 

片方の乳首をマッサ—ジ機で刺戟され 

ながら、もうI方を指でつままれる。快 

感が上半身に広がり抑えようもなく声が 

洩れる。おれの息子と言つておかしくな 

いほどの年齢の若者の愛撫で感じて、悶 

えている。それをすべて和馬に目撃され 

て、恥ずかしい、だが恥ずかしさが快感 

を増幅させる。 

頰を首筋を和馬に舐めまわされる◦理 

性が溶けて脳に霞が掛かり始める。こう 

なると駄目だ、…気持ち…よく…なりた 

い、それ以外のことは考えられなくなり、 

おれは動物そのものになった。 

辛抱できずにおれは自分のペニスを握 
J、 

「おれの許可なしにいじくるんじやね—」 

和馬に手を叩かれる。いいぞ、彼は分 

かつている、焦らす、ときにそれは素晴 

らしいスパイスとなる。 

すいませんとおれは謝り、ベッドに押 

し倒されて、和馬が顔をまたいだ気配を 

感じて、口に雁高のペニスを突っ込まれ 

た。ペニス！大好物のペニス、これを 

待っていた。 

「おらっ、この便器！」 

和馬が腰をふり始めた。ああ、うめえっ、 

ちんぼうめえっ。 

おれは手を伸ばし、和馬の尻の肉をつ 

かむ。これだ、おれみたいな中年が失っ 

た若さをみなぎらせた尻肉。気がつけば 

おれは、悦びのあまり涙をこぼしていた。 

和馬が動き、数字の6と9の形になっ 

たようだ。やつと、やつといじつてもら 

えるのだ、おれのペニス。 

「丄 
ペニスを握られて先端にマッサ—ジ機 

が当てられた。ふああ、ちんぽが燃える。 

反射的に腰が逃げる。だが、和馬が逃が 

してくれない。 

亀頭の先端に、上側に裏側に、和馬が 
マッサ—ジ機を当てる位置を変えている 

ようだ。同時に口—シヨンまみれの手で 

ペニスを擦り、「あつ、いい、おおお」お 

れは和馬のペニスを唼えていられなくな 

る。 

どこでおぼえたのか、和馬はセックス 

が上手い。マッサ—ジ機を巧みに操り、 

同時に手でしごき立てる。そのときにも 

肉壷でデイルドが動いており、下半身が 

爆発するのではないかと、おかしな怖さ 

が胸のうちを走り、だが、だからやめよ 

うとは言えない。 

和馬がおれの足元に移動したようだ。 

おれを本格的に責めておれを喘がせよう 

という腹だろう。 

しかし、そんな和馬の意図とは無関係 

に、おれはもう自分を自分でコントロ| 

ルできない。分別ある大人がみっともな 

いと知りながら、ペニスを肉壷をいじら 

れて快感に身悶えしながら自分で乳首を 

つまんでいる。そうだ、おれは豚だ、恥 

ずかしい豚の姿をもっと見てくれ。 

「か、和馬くん-Jうなされているよう 

な声が出た。「——ほ、欲しい、突っ込んで」 

「何を突っ込んで欲しいんだ、言いやがれ」 

なんと残酷な若者だろう、豚のような 

醜態をさらして、その上まだ辱めを与え 

ようというのか。 

だが、気がつけばおれは叫んでいた。 

「ちんぽ！和馬くんのちんぽが欲し 

ぃ丄 

デイルドが抜かれて、和馬のペニスが 

突っ込まれた。 

熱い！デイルドにはない熱、デイル 

ドの味気なさとは違う人間の器官の味、 

最高だ、和馬のちんぽは最高だ。 

おれは喘ぎ、和馬も喘ぎ、おれたちは 

キスをする。生々しいオス同士のキス。 

でも、いまだけは、そこに親愛の情が混 

じつている、「お前以外の相手ではこんな 

にも燃えない！」 

女のクリトリスのように尖った乳首を 

吸われて、思わずおれは和馬の頭を抱き 

かかえる。ただの、セフレ。だが、いま 

だけはこいつが愛おしい。 

ちんぽが抜かれて、ネクタイがほどか 

れる。霞んだ視界の中、和馬がまっすぐ 

におれを見ている。その眼が伝えている、 

「おれには、あんたが必要だ」 

和馬が仰向けになり、天を突くペニス 

をおれはまたいだ。自ら腰をふり、おおお、 

いい、和馬のペニスがおれの感じる場所 

を刺戟する。 

腰をふりながら見おろす和馬の身体は、 

きれいだ。なめらかな稜線を描く胸、六 

つに割れた腹筋、適度に盛りあがった腕、 

雪山のようなラインの首筋、無駄な脂肪 

がひとつもついていない。 

この美しい若者が、おれを求めている 

のだ。おれの弛み始めた身体に欲情しち 

んぼをおっ勃てているのだ。おお、なん 

という快感！ 

口—ションを手に塗った和馬が、おれ 

のペニスを握る。駄目だ、自分をコント 

口 —ルできない、もっともっと長く永遠 

にこの時間を味わっていたいのに、来る 

であろう限界に向けて腰をふってしまう。 

ペニスから起こる快感と肉壷から起こ 

る快感が完全に同調した。下半身が溶け 

る、弾ける。 

「和馬くん、イクっ、おれイクっ」 

彼の腹と言わず胸と言わず、年齢に似 

合わない勢いでおれは精液を飛ばした。 

が、それでひと区切りではなかった。 
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和馬がしつこく、念入りに、射精して敏 

感になったペニスを玩ぶ。 

「んお、はあ' ぐお…」 

ほとんど死ぬほどの苦痛、でも苦痛の 

中に確かに快感に似たものがあり、おれ 

はちから尽きて和馬の身体に倒れ込んだ。 

抱き締められて、この青年はよほど余 

程おれに惚れているらしいと察して' 和 

馬が無我夢中で腰をふり、おれを突き上 

げて、肉壷から抜かれてコンド—ムを取 

られた和馬のペニスをおれは擦り、「畜生、 

ィクっ」和馬が達する。 

熱を帯びて、まだ硬度を保ったペニス 

で、和馬がおれの腿を愛撫する。愛おし 

い者から去ることを惜しんでいるようで、 

これではまるで' 恋人同士ではないか。 

呼吸が落ち着き、眼で「いいセックス 

だった」と確認し合い、和馬に抱き寄せ 

られる。いつものことだ、促さないと和 

馬はシャワIも浴びず眠ってしまい、お 

れの家に泊まるつもりだろう。 

それは、おれとしては許せないI線だ。 

最初に付き合い、セックスの技術を仕 

込んでくれた男とは、二年前に別れた。 

長い時間を共にすごし、人生を最後ま 

でいっしょに歩むつもりでいて、別れた 

ときは喪失感でおかしくなりそうだった 

が、仕事もあったし友人の支えのお陰で 

どうにか立ち直ることができた。 

四十歳になると、独りの淋しさを十二 

分に知りながら、だが、自分好みのラ 

イフスタイルもできあがり、生活に人生 

に他人を入れることのわずらわしさも分 

かつてくる。 

和馬は、セックスが上手だ。いや単に 

技術的な問題だけではなく、相性もいい 

のだろう。 

しかし、彼と付き合うという選択肢は 

おれにはない。 

彼は、セックスが上手く性格もいいが、 

しょせんは気の利かない今時の若者にす 

ぎない。 

彼が' おれに惚れていることは分かつ 

ている。だが、それは、たとえば精神科 

医がカウンセリングを施す患者に惚れて 

しまうように、ィレギユラ—な現象なの 

だ。 

たまたまいいセツクスを繰り返してい 

るだけで、彼はおれと結ばれるべきでは 

ないし、おれも、彼の人生と深く関わる 

つもりはない。「付き合う」というならば、 

おれだつて、もつと慎重に相手を選ぶ。 

だから、彼をこのまま眠らせて家に泊 

めることはしない。 

「和馬くん——」おれは言う。「——風呂 

入ろう。それから外で食事しよう」 

サィドC両者の達い 

和馬と高木は腰にバスタオルを巻いて 

浴室を出た。何を食べに行こうかと相談 

していて、「ぁ」和馬が壁の上のほうを見 

つめる。 

「どうしたの？」 

「やもり。子どもだ」 

高木がふり返ると、なるほど小さな子 

どものやもりが、壁に引っ付いている。 

マンションの三階だが緑の多い土地柄で 

もぁるし、紛れ込んでしまつたらしい。 

住み着かれたら面倒だから殺そうか、 

と、一瞬高木は思った。それをやめよう 

と思ったのは、やもりが哀れだからでは 

なかった、スリッパで叩くなどして血や 

内臓が飛び散って壁や床が汚れる、それ 

が厭だったのだ。 

「捕まえて、逃がそう」 

しごく至極まっとうな提案を、高木は 

和馬に伝えた。それをすれば部屋も汚れ 

ないし、やもりも短い生涯を閉じないで 

済む。 

だが、和馬が言うのだ。 

「おれ、飼いたいな」 

「へ？ こいつを？」 

「だって' 緑で目玉がくりくりして、命そ 

のものみたいじやない」 

直感で高木と結ばれないことを察知し 

て、高木の代わりに愛情を注げる対象と 

して、やもりを和馬が欲していることを、 

高木は見抜けなかった。それほどにつよ 

く和馬が高木を欲しているとは見抜けな 

かつた。 

「自然の中で生きるほうが、こいつは幸せ 

なんじやないかな」 

「…うん」 

「人間の都合で飼ったら、可哀想だよ」 

「…だね」 

透明のグラスを和馬が持ってきて、そ 

の中に難なく、やもりを閉じ込めた。グ 

ラスと壁の隙間に薄いが丈夫な紙を差し 

入れて、やもりを壁から剥がした。 

大事なものを扱うように、和馬が紙で 

ふたをしたグラスを玄関の外まで運び、 

外の廊下にやもりを放った。 

やもりは、とまどつた風に周囲を見渡 

し、けれどもすぐに動き始めて夜の闇の 

中に消えて行った。 

「ばぃば—ぃ」 

しゃがんでやもりを見守っていた和馬 

は手をふる。 

グラスと紙を室内に戻し、部屋を出て、 

高木は玄関の鍵を閉める。 

「和馬くん、イタリアンにしようか？」 

「あ、いいよ、ピザ食べたい、タバスコたつ 

ぶり掛けて」 

相談がまとまり、ふたりも夜の闇にま 

ぎれる。 

ふたりの人生が今以上に交差すること 

は、今後も決して訪れない。 

〈了〉 
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種 s •一. 

しばらくして 

別のハツテンサウナに 
行つたんですが 

結局これが 

ぎつかけで 

—IJ 

___T 

，&8M： — 

_ k 

霧鼠謹f〕 淳哉とは 

別れる事に 
なつたんです 



I smonstersj 
iPhone.アンドロイドのスマホを使用してし、る»合、そ 

れぞれのアブU画面からr9monstersjを検索してダン 

ロードしてください。蘸料で使用できますが、握鹿を充 

実させるに金する必要があります。撕国語対応0 

欲しいですね。あと、 

ブロフイ—ルのポジ 

シヨンや目的などもき 

ちんと入力し、フイル 

夕—検索を活用して 

欲しいですね。ナイモ 

ンは細身の人や若い 

子があまりいないと 

思つている人ちいます 

が、このフイルタ—を 

使うと結構、いるのが 

わかると思いますよ。 

が増えるので、ぜひ積極的に活用して 

Q•利用する上で、«»明か6の何 
かアドパイスは36りますか？ 

あまD利用されていないけど、ぜひ利 

用して欲しいと思うのが「八ウリン 

グ」機能です。これは今まであつた即効 

性のある掲示板のアブリ版のような位 

Sづけで考えていたちのなんです。掲示 

板だとエロに特化して今すぐつてこと 

になりますが、アプリだと今やりたいの 

か、睢とち会う気がなくて見てるだけ 

なのかがわからなかつたりするんで…。 

「八ウリング」すると足跡やアクション 

グは顔の話だったりするんです。だから、 

あまり定義はせず、好きに選んでくださ 

いという感じです。 

Q•どうしrアジア■に人31がある 
のでしょfつか7 

当初は世界に向けたアブリも考えてい 

たのですが、そもそも自分たちは日本人 

で欧米人の感覚がわからないとい5こと 

もあるし、もうすでに！'Grindr』や 

「JackaJのような人PVアプリがあ0 

たので、今さら同じようなものを作つてち 

勝算は見込めないと思つたんです。欧米 

人はシンプルな作りを好むし、膻接的な 
メッセ—ジができるけれど、日本人はそう 

できない人も結構いる。そこで「イイ 

ね」とか「お気に入り」の機能が生きてく 

るわけです。ヲリ—ディング」して仕返し 

てくれたら、これはいけるなあと思つて、 

メッセ—ジを出せるというわけですね。 

Q.日本3外に利用#の多い■はど 
こにな&ますか？ 

台湾ですね。f9monstersJは自動翻 

訳機能というものがあつて、これはデザイ 

ナ—が台湾へ行つた際に、中国晤も 

英語も話せなかつたので、じゃあメッセ— 

ジを翻訳できるようにしようということ 

で始まつたんです。その次ぎは、韓国、中 

国、タイやインドネシアです。 

Q.B性を表すアイnンKosrで 
すが、«しい嫌明もな <かなりわ 

かりづS3と思 10のですが…。 
アイコンについてあえて詳しく説明し 

ていないのは、結局、それつて人のイメ— 
ジで左右されてしまうからと思うところ 

があるからなんです。マツスルウルフは、 

当初はウルフの毛深い方のイメ—ジが強 

かつたんですが、今ではマツスルの筋肉の 

方のイメ—ジが強かったり'フブリ—ドッ 

旁 

雷霧 
一一IX 

士商のゲイアプリ！ 
lif 

^ --df 11Hnvr J 
ゲイの出会い系アプリの中でもaも#UK*として2011年5月にfi«したのが 

smonsters。WTナイモンt呼ばれるこのアプリは、日$のゲイによD、日 

本でB生し、日本でiされていKwwtの日本製アプリだ。その*bbにはな 

5ではのきめ»やかなに施されていて、のそれとはiを■する作 

りとなつている。その*0|と人«[©*|8をナイモンの***である|氏にじ0くり 

1リ 

元々、ゲイアプリを作りたいというより 

は、いつか会社を起業したいという気持ち 

があつたんです。最初はよくあるアプリ 

ゲ—ムを作ろうと思つていたのですが、現 

デザイナ—がゲイアプリを作るらないか 

と提案してくれて、面白そ/つだと思い作り 

5た。 

Q. F9manstero}joKSa>ひと0 
はレベルS3SKだと辱つのですが…。 

そうP104?。リリ—ス^^レべルってよ 

くわからないし、顔が数«化されることに 

贊否両論でした。レベルは八マる人は八マ 

る。ハマKKとSO0は、俗limeうモテKK 

でしょうか。自分で何かをするというわけ 

では他0368かなbのア之ソョンで— 

が上がるので「勝手に上がっちやった」とM 

iところがよかったんだと思います。 

Q•も3ひと0の大きな特徴は 
Topベージの人91ユ—ザ—表示 

でしょ10か？ 
人気ユ—ザ—!®^アブ：：^リ—スし 

て半年して^3^した©|^が、こ02 

:Erbることでかなり尖ってyので、^っせ 

ならもっと尖ってし孝スと思い、レべルが上 

がったことをより多くの人§らせKK気 

ユ—ザたとSrvCけです。 

Q•人91ユ—ザIに遇ばれるとどう 
なるのでしよ3か？ 

人気ユ—ザ—にまでのアブ 

リでは考え5れないぐ5いの反*が来る 

0^M 
んですよ。足跡でSうなら、だいたい1日 

5万件以上ち来たりする。その人気ユ— 

ザ—が、ツイツタ—なんかでその報告をす 

ると、彼らにはフォロワ—が多いから、さ 

5に宣伝やらレベルupに繫がるという 

ことになるわけです。 

0L人気ユ—ザ—になるにはどうす 
ればいいのでしよ5か？ 

レベルupをすることが里要で、それ 

には「プリ—ディング」されることがI番 

のボイントになるのですが、それ以外に 

ログインするという行為から「イイ 

ね」やr才—ディション」などの機能をた 

くさん使うことでボイントが加算され 

ます。htnリ—ディング」自体をされやす 

くするには、やはり誰もが気になる体画 

像を掲載すること。ベ—ジをチエツクし 

てちらうことが大切ですね。 

Q. i Smonsters J 利 SW は！SKI ど 
のく 5いいる(0で*^？ 

現在、アジア圔を中心とした全世界で 

で約20万人が利用しています。欧米にち 

利用者はいるんですけど、欧米在住のア 

ジア人が利用している感じです。20万人 

の半数ぐらいが日本人ですね。20万人と 

は定期的にログインしているアクティブ 

ユ—ザ—の数なので、実限にはその倍近 

くの約401の登録者がいます。 
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読者の声 

•飛躍的にゲイの人との交流が罐す(キク/36饞)鲁釅つぶしIこなる(ビン 
グー人が出来る(エイジ/40織)•タイプが選别で 
きる洗/3011)鲁GPS対応で身近で®出会える(KC/24钂)參目的がW 
じ人周士が知り合える(YUKI/29紉 

(さく/(とも/2aa)«t^s ルシス 

テムでラ:/^^Kfe(サト，，38«#L^ レアッ: 

り(キク/361D«K»WWtiUau<y1トジ(ネコち，ん/44縑)於ィ應 

がWTTる(7キラ33*)警りづ6U(hライオン/2811)翁«A 

瓣狐、32m 

醜極麵货1 11 

合った名称で呼んでくれています。 

QJJackCLi WIKしたオンラVン 
バIhi に0nv4BWr<R:さい0 

オンラインパディ社は今年で股立12 

年目になります。我々はデスクトツブと 
モバイルアプリrManhunt.netJから 

始めました。rsanhuntnetjはS初か 
ら世界中で大変人気がありました。最 

近ではiOS用の新しいモパイルアブリ 
『Dandy,を購入致しました。 

fDandyJは人気の出会い系アプリ 
『TinderJの様な、とてち楽しいゲイ用 

出会い系アプリです。弊社はゲイ同士の 
出会いに力を入れており、世界で最大級 

のゲイ同士の出会いを提供する会社だ 
と自負しております。 

をBKし 
urf ^ 

所の一つと考えております。日本にお 
いて、世界の他の主要都市の様に、今 

まで以上のサ—ビスを提供させて頂 
きたいと思つております。日本がこれ 

からも成畏するマ—ケットと確信し 
ております。そのお役にたてればと 

思つております。日本地区担当者は日 
本の利用者がrjackd:」に何を求め 

ているかを把握し、サ—ビス向上に力 
を注いで参ります。 

〇.日本における今雄の展||に0い 
て教えて<ださ3 

日本において『Jack-djは、これ 
からも成長し統けます。日本中の 

樺々な街のパ—やクラブでイベント 
を企画して参ります。きつと皆様に 

は我々の熱意を感じて頂けると信じ 
ております。ま 

た技術面に於ぃ1Sr 

が今ま5上eLJK題 
ァプリになるょ^^紐;r 

ぅに開発に力Rowgrft'lsl 

注いでぉりま §れ扎rra5Dck 

す。これ！€E 

rjack-dj に®acGPWtte 

期待くださ3。 Jiphol的rjac顯艇Twi 

,1 

Q.今回どf0して日本マ—ケットの 
«任*«投けたのですか7 

日本は弊社にとつて最も重要な場 於hlte 

3人気不動のゲイアブリの裏側をえぐるV 

巧0米国資本をバックにワールドワイドに攻める 

今やゲイ©系ツ—ルとして欠< ことQH来ないゲイアプリ。日WKでその 
をI |芽る〇):&、ァメリカの〇:0〇^&〇;\多ド)と果の19§3成3」(ナ 

ィモン)だろう。スマホ赛〇ほとんどのゲイがt®しているとい2Jのス—パ—ア 
プリの■*に、今回はザックリ切D込んでみました！*ずは'JackCLjに0い 

て、0WSKIIVネ—ジrへの取材と代表へのインタビュiwatしXし#つ。 

rJacka^©lwo:wls5€だったたろ 
ぅが、今年の9頃、トッブ画面にいきなり 

ジ^:nドが人材#ifG広告を掲載した。そ 

の下記のインタビュ—をチTrMXJて 

欲しいの^Tそれを見*一^スしたのが、 
今回、対応をしてくれ$ヤクドの日本地 

区マ—ケティングマジヤーG川た。 
アメリカのボストンに本社を構える 

f JackOLjは何かとアメリカ仕様な点も 
多く、今後細かいサボ—卜や日本独自の 

イベント展開、広報活動、イメ—ジアップ 
などを行つていくと語る川田氏。実は、ア 

ジア地区でも日本のユ—ザ—が*も課金 
を必要とするrJackCL'DROJを利用する 

登録者が多いのだ。となるとやはり日本 
ユ—ザ—の重要度は壜すばかりとい5こ 

とだろう。 
そこで、さらなる『Jackaの人気の秘 

密、屋新情報をお届けするために代表の 

方にお話を伺った。 

ジャクドは世界鼉大級の 
ゲV出会い系アプリ！ 

Q.rjacka」利用*、全世界で 
500万人以上の中で、アジアの 

利用者、日本人の利用*はどの< 
63い*すか？ 

アジア地区での利用者は60万人以上、 
そのうち日本地区では10万人以上の方々 

にご利用頂いております。 

とHきましたが…。またそのネ— 
Sングの由来は何ですか？ 

「JackGLJの開発者マツダ氏は生まれ育 
ちも日本です。アメリカの大学で学びま 

した。201◦年マツダ氏が大学院生の 

時-;Jacka」を開発しました。彼が常勤 
の仕事で忙しくなり、たくさんの利用者 

を有する「JackCLjの管理が出来なくな〇 
た為' 昨年、弊社{オンラインバディ社)が 

『JackCL」を»入致しました。アブリの名 
前はカツnいいSきがありますが、特に霣 

味ち由来ちありません。世界中の 
rjackaj利用者が各々の文化や言路に 

Q■アプUのH発者はIIは日^<だ 
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アンドリユー•クリスチヤンの下着は、Amazon. Yahooショッピング、楽天市場など、大手ネットショッビン 
119グで購入できます。本K18ページのアンドリュー•クリスチヤンの広告も合わせてご覧ください。 

Q•今後、日本市*に®いてどのように 
HMしていくか、ItHがSるよラでし 

たsRilてV*たさい0 

日本とアメリカのマ—ケ-は適います 
ので、今後、日本の方が好きそうな商品を 

プ□ディュ—スしたいと思つております。ま 
た、日本のゲイクラブのンサ—イベン 

卜も企画していく予定です。 

Q•今後、髡亮される新商品に0いて教 
えて<ださ3。 

2015年はますます®m(K^—ツウ 

エア)が充実します。定番を中心£て、パ 
ラエティに*んだアイテムを展開します。 

下着は、フエティッシュものも定期的に展 

開し、健康的なセクシ—さに®又て、ちよつ 

と妖艶なアイテムもどんどん出てきます 
ので、あらゆる場面でアンドリュ！クリス 

チヤンを楽しむことがでぎます。 

そして、M子や財布といつたアクセサ 

リ—を充実させていく PWWもあります。 
こんなアイテムをアンドリユ—クリス 

チヤンから出してほしいとい/つ要aがあれ 
ばメ—ルしてちらえれば、実現するかもし 

れません！ 

fnfi 

◎世界中のゲイから愛されるアンクリとは？ 
穿.1 

. 

ます。日本では「上向き収納」の合多く、 
顧初はこの下向きにフリ—で納めるスタ 

街着のコンセブトを下着のデザインにイルに懐疑巧たつたようですが、実際に履 
取り入れ、既成の下着には孩；3ボップさ、 いてみてその應き心地にリビ—夕—にな 

一^，意外性、斬新さを特徴と.：る^!ほとんどです。 

で、Hbイによるゲイのための楽しいゲイ 
ライフを創る下着」として印象づけられた 

か5だと思っています。他の下*会社は女 
性をモデルに使用することも少なくない 

ですが、アンドリユ！クリスチヤンは女性 

«4の?-フンド©^势とど^^^^^ 

•6^ か cv^>. i 
見せ下*-;勝負下着」としてのセク 

シ—さを*H<限に表現しています。 

Q•アンドリユ—•クyKチ替ンのよく 
两れている89のべスト5を|»えてく 

•たさい。 
i/s.畐日本、 

3位/ドイツ4位/才—スト 
ラリア、5位カナダ 

P今、人aのある商品について 
Iwr くださ5。 

才—ルモストネイキッドプリ— 

フ•タグレス&才—ルモストネイ 
キッドプリ—フ(オリジナル)が10 

月のベストセラ—でした。才—ル 
モストネVキッドブU—フは 

2006年の販売開始以来、いつ 
もベスト5に入つています。人気 

の理由は、今までのアンダ—ウェ 
アにはなか0たヌ—ド感覚の履き 

心地が心を捉えたのだと思つてい 

2007年頃から始めたサ—キット 

パ丄アィやクラブでのキヤンべ—ンやプロ 
モ—シヨンは完全に「楽し：Sゲイライフ」を 

前面に押し出したちので、デザイナ—のア 
ンドリユ—がそのプロモ—シ3ンに『アンド 

リユ！クリスチヤンの顔〗として出ること 

モデルの使用を最低限にしています。「へ 
テ□セクシュアルのふりをしない」姿勢が 

まさにゲイプライドとして多くの人から 
支持を受けているとも考えています。 

製品としては上で鸿へたように、下*と 
いうよりも「服」として〗アザインしている 

ので、従来の下着になかったカラ—コンビ 
ネ—ションやスタイルが新しいもの、かわ 

いいものに敏感なゲイ0-<達の®性に合っ 
たのでしよう0 

そして、従来の下着メ—力—ではありえ 
なかった新作を毎月リリ—スすることで 

r次は何がでてくるのか」という好奇心を 
しているのがもう一つの人気の秘密で 

ちあるのかちしれません。 

Q•ゲVICBけてどの<1;5なWHしてい 
ますか？ 

最近の卩〇:の中心はクラブでのプロ 

モ—ションに加え、オリジナルのPR動画 

を発信しています。軽くボップでコミカル 
なものから、ミュ—ジックビデオ風' 今年 

の八ロウインのようなコント□パ—シャル 
なちのまで幅広いモ—ビIで、アンド 

リユ！クリスチヤンのアイテムのいろい 

ろな顔を見せています。 
ダンス^ユ—ジツクをBGMにすること 

で、クラブ=アンド：：> ユ！クリスチヤンと 

い5印象ちつけれます 

し、実際に履いた時に自 
分もアンドリユ！クリ 

スチャン•ボ—イズのひ 
とりと感じることがで 

きて、エキサイティング 

です。 
楽しいこと、新しいこ 

とが好きなゲイマ—ケッ 
卜に視覚と聰覚でア 

ピ—ルできるPRビデ 

才はとてちiです。 

Q.2 〇11年ICWES にに* 
_しましたが、日本での反0はど3で 

すか7 

それ以前からもオンラインを中心にn 

アなフアンがたくさんいましたが、ここ数 
年は非常に感触がよく、セレクトストアな 

どでの取り扱3も*Kてきました。 
2014年10月！^めてnwpの見-we 

に出展しましたが、そこでも多くのバイ 
ヤ—さ味を引いた-UB50ています。 

两れ KHBBと日本で nnlon 
品の通いはSDますか7B本で人ft 

@6思がればfr<ださい。 
以前はェクストリ—ムな下駑は海外の 

方が売れる傾向がありましたが、現在は 
売れる下着はほぼ全世界共通のよ5に見 

えます。また、スボ—ツウェアの売り上げ 
が非常に埔えてきています。露出が多く 

過激なデザインも多いですが、「今」を楽 
しむ服なので多くの人に冒険をしてち 

ら〇て自分の新しい面を発見してほしい 
と思います。 



1 
P9 

QTQ 

尨 

系 
揃 

w± 

ド4 

|2 

sら 
S3 

mこ 

樂京想新灌区新宿2-】卜12 
城ビル1F 
03*6380-4088 
OPEN/16:00-24:00 

(月〜木、日•祝日） 
16:00-25:00 (金-土•祝日啲 
www.nudejapan.jp 

上記の人気のゲイブランド商Sの他に、nude独占販充の 
UACK ADAMSJ fCOじTJの下着やアジアで不動に人気を胯 
るfAQUXJの水雇、下雇も取り揃えている 、下鷥も取り揃えている 

1イーレOS6F TEL 03-3289-8558«GREG0RI0*S/ 2-16 セントフォービル2F/TEU 
. 03*3354^470«从六62ぼぐ素ぐ>/束]5?都歎酿懂|匕^ク2-18〇0 fi千雇街2F,TEL 03*33S8*5245«Lgo 
l<43eoacommunttycentBr akta/KmraemSOSOS 第二中江ビル301 ^TEL 03-3226^998 11 g 

<アンケート餳鼸タウン八ウス来京都灌^橋卜11 
03^457-7738»MonSoon /束京抑新佑 K 新《2-14*9 
LOUNGE 丁01^0/聚京《新佰2»1§214*16タラクビ^2^ 

Q.T着は何枚持": 
1位/30«(12!人） 
2C1/15枚（10人） 
3位/8«(5人） 

いますか？ 

Q•いくらの下着を興tゝますか7 
1位/2000円〜3000円（12人） 
2ftt/3000円(5人） 
3位/2000円(4人） 

Q■好きな下着のブランドtt? 
1位/T00T(31人） 
2位/ラルフ•ローレン(8人） 
3位/ユニクロ (6人） 
4位/GMW(5人） 
5位/ディーゼル(4人） 
そドリ;V-.ク#ズチ7ノ ビー:执ッ争、 
80DY 後カル/ライジih5^，k^し^}^ 
ポール々ミ^Wリ為ン•イ^ル、パーV Ojfe 

2015年1月号で行った東京ゲイのライフスタイ 
ルアンケート。ここでは、この調董で未発表だった、 
ゲイの下着寧情についてお届けしましよう。 

Q•好きなT着のタイフ 
1位/ボクサー(99人） 

2位/トランクス(41人） 

3位/ビキニ(23人） 
ェ〇ぃ•体足で基^5；/T半^ 初く;^'#bC り 

店$には常に人気ブランドの菡新磨品が蘭^) かれて〇る 

nude j ITゲイに人気のプランドは… 

GMWJ. fEGDEJ.『propaganda』 

TGMWJ 
fGMWjは，デザインが® 

くクオリティち*い。毎月新 

作が出るのでフアンは多 

し >。糴広いスタイルの商S 

が鰣っており年齡をWわず 

好まれてし必《 

人 CTftroMwtf 

I |(| 

m 

a ^ Jn^p .^p ^ f 1 • I , -_3 ——aコ 

- -----J1 uroua'QTQanな a』力揃 
_ 

◎ゲイに一番人気の下着プランドを発表！ ◎ゲイ下分 0K;にひしめく襄事情とは？ 

-I n* miで下着を91うと3つたら、 

靖国通り寄りの仲通りにあるアンダ—ゥ 

エア専門店f nudejはマストでチェックし 

みて欲しい。国内外問わず、様々なメ| 

力—の下驁を取り扱っており-;nude J独 

占販売のJACX ADAMSやゲィDVD 

メ—力—で有名なCOLTの下着まで取 

り扱っている。そして、注目したいのが、ゲ 

ィに人気のゲィ•ブランドrGMWJ 

rmGDEJ fpropaOQandmJ がまとめて!K 

入できるのは、日本広しと言えど、nn 

rnuQ.e Jだけ。下！！つてネツト通販でも黄 

えるけど、できれば手にとつて選びたいよ 

ね。実は今や大人気の，GMW〗は誕生初 

期の頃、^アィ誌面で大きく取り-H!bてた 

Dするのだ。 

パディ2015年1月号のアンケ| 

卜結果で人気の高かつたのは、 

2000年に流星の如く現れた 

HOOTJだつた。現在、伊勢丹を中心 

に全国の有名百貨店で販売を行つてい 

るので、その人気や知名度は不動のも 

の。そして、何と11111つてち口—ライズボ 

クサ—の生みの親でちあるので、その 

実力は揺るぎない。しかし全国のゲイ 

ショップは軒並み「TOOTjの下着は取 

り扱つていないとい5事実がある。こ 

れには百貨店がゲイショップへの販売 

に反対しており、ゲイショップへは卸せ 

ないといぅ裏事情があるのだ。誕生初 

期の『T00TJはとてもゲイフレンド 

リ—で、fG-MENJに取材記事が掲載 

されたことちあつたが、販売拡充を狙 

い百貨店展開を模索しだした頃からゲ 

イへの直接的なアプロ —チを行わなく 

なつてしまつた。20 01年のバディ取 

材時ではち3、商品を勝手に紹介して 

もらぅぶんには〇<だが、取材は205 

という状況に»つてしまつていた。 

rTOOTJがゲイル—卜を拒絶してい 

るのとは対照的に、ゲイに大きくア 

プ□1チをして規模を拡大してきた 

のがアメリカのrアンドUユ！クU 

スチャン〇欧米や日本のゲイ雑誌へ 

の広告展開はもちろん、ゲイゲイし 

いプロモ—ションビデオの作成、ゲイ 

クラブイベントへの積極的な協質な 

ど、世界的に見ればゲイの認知度が 

かなり高い。今回はfアンドリユ！ク 

リスチャン」の日本のセ—ルスマネ| 

ジャ—にその戦略や今後について話 

を伺っているので次のベ—ジでぜひ 

チHックしてみて欲しい。 



エボラ出血熱で世界中が戰々恐々とする10月下 
旬、fakta』ICXボラffiUWKW)ウィルス発見譽の一人 
である、ビーター•ピオッKKが聚坊〇マスメディアで 
は:！:ボラ«連で引っ»だこだったが、実は彼はB 
遽エイズIt钃（UNA1DS)の元•務 
AIDS治療の世界的權威でも36る。今0は，日本に 
おけるHI V感染予防活動の费«の視察と•見交換 
をするために新痛二丁目に足を遅んでくれた。 
faKtBjの活勘賴告を颺く評*してくれたことは今 
後，JS憤されているゲイコミュニティセンターの存 
鍊^も与えてくれる^)と思瓜 

[a晒1优表の’:35 

05£的な«|〇|か8!わ0ていったの 
はどyouoとこ1066で 10^3? 

コンド—合ッケ—ジのデザインやマンス 

リ—ぺIパ—等に様々なゲイア—ティス 
卜の力をかりて話題性を大事にしつつ、場 

の雰囲気を壊さないようにしてきたこと 
と、n3rリパリ—ポ—イズjが定期的に楽 

しく活動している姿が街に漫透してい〇 
たのではないかと思います。お店側から 

「■きたいんだけど」と声をかけられるよ 
うになつてきたり、お客さんからのリクェ 

ストで現在新宿で170軒にC協力いた 

だいています。 

はどの<1:3なHSSWしてい< 
で一^£5? 

HIV感染者数が拡大している若い人た 
ちと、エイズ発症でわかるケ—スがii加 

している中高年の人たちへどうアブ□1 
チしていくかが、とてち璽要な課aです。 

若い人たちはHIVに対して楽観視して 

いて、年齡が上6Kたちは恐い時代を知っ 
ているから見たくなかったり、セクシュア 

リティが八—ドルになりがちです。正しい 
悄報とHIVのリアリティを伝えていく 

こと、また治療が進歩している今早い時 
期に自分の感染を知る*j 

が大事なので受検行動をta 

進めていきたいと思いまak3018 
す。薬物依存やメンタルへ 899 

ルスの問題も見邋ごせま夕g卸26- 

せん。教育も重ですね。lz>3*2入-32 

rasaj としては、予 e 削--b5-13:00始03- 

減のなか行政へのアドボ42-1-22:游EL/ 

カシ—と同時に自主財源-X-研§ IT 

の確保も課題です。>DS1_駆16:火taJD 

rasaj としては、予 e 削-iz5-l:00始03 
減のなか行政へのアドボ42-1-22:游EL/ 

カシ—と同時に自主財源-X-研§ IT 

の確保も課題です。>DS *Ji16:火kta.io 

IS NOT OVER!エイズはミ鄱EN日vw.aK 

まだおわ0ていません。□■l^op定WWV 

いています。今では新宿二丁目は観光地 
でちあるので、どんなセクシュアリティで 

も' 利用できるようにしています。ここに 
来ることで、普段マジョリティの人たちが 

マイノリティの気分を体験することもセ 
クシュアリティの理解につながるのではと 

考えます。ゲイのひとたちが利用しづら 
くならないよ/つに配慮しつつ、Hives 

性のひとにち、そうでないひとにち立ち 
寄って頂いてます。 

QFaktaJとくれぱ"デリパU— 

ポ—イが蓮ぶテイクフy—コン 
ド—ムやフリ—ぺ—バIf akta.一 

が有名ですよね？ 
nンド—ムは、二丁目にセ—ファ—セック 

スの機運を作るというfangに、年間で 

約6600〇俪作ってnアリバリ—ボ—イ 
ズ」というお捕いのユIラォ—ムを着たボ 

ランティアスタッフが毎遇直接お店に届け 
ています。2003年から継嫌していて、 

今ではaktaのアイコン的なアイテムにな 
り、集めている人がいたりします。活動当 

初は、お店のスタッフさんから「避妊具を 
何故？」とか「楽しみに来てるのに盛り下 

がつちや/つ」という意見もありました。 

Taii 

Bi国には60のnミユ11テイセンタ—がSXVこれ*でにゲイのHIv®a^ 

防の普及B死の»点として大きなSSを担つてきた。しかしそのnミユ11テイセン 
夕—が2015年にはなくなつてしまぅかも！？といぅただな5ぬ«が駆け通 

D、SQ6者のUで！^|<きな闢4||となつていた0)だ。その|0^を確か«)るためにバ 
デイi部からい「akta jを肪閜、代表の2ジャンジさんにMIUてみた。 

ip: 

:SK?0PHIV/エイ 

crimeにい5t•とういIncとなの 
でしよ 

2011年に全国にある6nミユニティセ 
ンタI (東京、仙台、名古屋、大阪、福岡、沖 

繩)が事業化されましたが、每年10%〜 
15%予算が減額されていて、2015年度 

には、家0を払えない施股もでてくるかも 
しれないです。またスタッフの■らしにち 

影■してきます。2016年以降について 

は白紙状態です。 

QBIの担当者はakta jの活動を 
し0か&ているのでしHID*? 

今の担当者はaktaにも足を運んで、nアリ 
バリ—ボ—イズ」や「Living Togethe「の 

ど自惺」などプログラムにも#加して頂い 
ていますが、行政の担当者はすぐに変わっ 

てしまうんですよね。その度に〇から伝え 

ていかなければいけません。今は、エイズ 
対策の予算の多くが医療に投入される傾 

向にありますが、同時に予防と支援がとて 
ち重要だと思います。 

いになつています。毎年新しく感染が分か 
る人が1500人くらい。これは日本のH 

IV感染予防対策がある程度成功してい 
るといえます。才—ストラリアやml ロッ 

パ諸国の先行例では、大きな予»を投入 
することでI旦感染の增大がおさまり予 

择を削減したところ、その後HIV感染 

およびエイズ発症者数が急激に増加して 
しまいました。 

Qraktajのiについて教えて< 
ださぃ。 

rakta」は2003年に設8されました。全 
てG-C&H IVとともに生ぎているという 

視点からゲイ•バイセクシュアルに向 
けたHIV\エイズの予_発を行つてま 

す。だれでち利用できるnミュニティセン 
夕—を運営し、3や医療_ ,教§ 

様々なHIV関連機関とゲイコミュニティ 
の：^となつています。予防行動の促進と 

検査酋及、HIVのリアリティを共有する 
プログラム等を行つています。NPO法人 

「aktajでは、セクシュアルへルスとシュ 
アリテイの認知と理解をすすめるため、高 

校向けのパンフレツトをつくつたり嫌師派 
邋ちしています。 

Q『akta,にはどんな人が来壤しま 

ORBKPは仁noんでしよ10代から70代くらいまで年閩約8000 

海外に比べたら日本の感染者の数は横道 人、累稹で96.399人にご利用いただ 
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「淡， 

Qど5しrttaではHIV*»者 
が«えているのですか7 

実はこれには薬物問題が絡んでおり、そ 

の上、台*ではホ—分丄アイ(乱秀I 

テイ)が盛んに行われています。こうした 

ことが急isに関係しているのではと言わ 

れています。 

Q生應さんがこうした台湾の現状 
#■<見る理由はmですか？ 

日本、台湾の他に、バンコクではゲイの 

2、3割はHIVに感染しているのでは 

ないかと言われていますし' 韓国の去年 

のHIV感染者は1000人を越えて 

いて、その内のゲイの割合ちかなり増え 

てきているという報告もあDます。スマ 

ホの普及やSNSの発達のおかげで、ア 

ジア各国はより密接に 
繫が〇ているので、台湾403” 

は台湾だけの問題では 

なく、アジア全体のこと JJ12 

として考えていくことが-5=-± 

大切です。2 〇 2 〇年はCRJ4-1 1湖.. 

東京オリンビックが行わ法jj^tH9G叫 
れるし、ビザも緩和さ！8す_61-| 

れ、益々ァジァ各国との抓Gl3-33vw.pt 

交流が盛んになるわけ-»§断0| 

ですから。 lrirlTELl 

Qでち、毎日のSHEの雷やn作用 
の苦労が#〇たxvマイナスのV 

メージが试いきれないのでは？ 
ひとつ、ぜひ知つておいて欲しいのが、 

治療中のHIV陽性者の7割は、血液中 

のウィルス置は検知されない状態なんで 

す。彼らの血液にはウィルスがほとんどな 

いので、彼らが感染源になることはほと 

んどないんですね。ちちろんnンド—ムを 
使つてセックする必要があるけど。検査せ 

ずに自分がPH性だと気付いていない人た 

ちが最も危ないんです。 

QII:れいす東京では今年も台湾で 
行われるアジア臞大のゲイバレ— 

ドに118したそ3ですが…。 
実は台湾のH—V感染問題はかなり深 

刻なんです。台湾では同性婚が国会で話 

し合われたり、ゲイパレードに6万人が 

集まつてしまうぐらいゲイフレンドリ— 

な国です。人口は、日本の1\5ぐらいな 

のですが、新規HIV感染者数の報告が 

1年間で約2200人となつています。 

日本に鱷き換えて考えてみると…毎年1 

万人以上の感染者が報告されていること 

になるんです(日本では現在約1500 

人)。相当の割合で感染者が增えているこ 

とがわかると思います。 

QftaでのHIV感染*も若い世 
代が多いのですか7 

40Wで染者の79為ゲィです。20代30 

$30%ぐらいでしようか。LGBTが9 

らしやすくなることはいいのだけど、H— 

V感染のメッセ—ジがちゃんとiな 

いと、次世代、将来的に大変なことにな0 

てしまうと思います。パレ—ドの中にはH 

IVをテ—マにしたフロ—卜ちあ0まし 

plN 
時代が作り出す！131¥感染事情 

ヤラスな現状とシリアスな未来 

Hg^sNsがゲイライフを彩る中、その索晒らしいaoiの屋應を受ける反面、手 
鼷るさや祭さが引き起こすトラブルも数多い。出会いが多くなる分、不特定蠢 

との！！1W4PIフアンタジ—や快f BHRし、セイフア—tgスへのい 
だり、M0た&やされることもSめない。そんわかつていそうで 

ょ<わか6ない、わかつている04PDにな0ているH—V/AIDSのについて 
今一度、おさ6いするために'ぶれい代表QlWMiにお屢60た。 

に体調が悪<なっ 

iと中高年に 
|99する：1:|>感_ 

€5现在，日本にどの<53の；1—> 
WSW6いloGrしよラか? 

HIV感染者とAIDS患者の統計が 

あD、それぞれを合わせて累計で約 

23000人になります。障*者認定を 

受けて手帳を取得している数は約 

1700◦人で"そのうち約10000 

人が東京周辺で*5しています。関西圏 

だと約2、3千人ぐらいです。 

am本国内では、«年どのく3いの 
数のHIVHTかわかるのでしよ 

うか？ 
AIDS未発症でHIV感染がわかる 

人が約1000人ぐらい。AIDS発症 

でわかる人が約400人ぐらい。去年は 

合わせて1500人ぐらいの新規患者が 

確認されました。 

Qひと*前と比べ、HIVに感染 
する人のW向にX化やisいはあり 

ますか？ 
10代20代の若い世代0*染が增えてい 

ます。彼らは薬害エイズのことを知らない 

し、身近にHIVのことを感じられないの 

で人事のように考えているんですね。ゲイ 

としてのツ—ルやWbは準又てゲイライフ 

を楽しめるが、病気に関するがぬけて 

しま0ている。そのぶん、—が広がつてし 

まっている3します。また、50代ZfHは検 

査に行かないので、本当に体！5が悪くなっ 

てるとSOW®年編又ています。 

Q.中高年のゲイはなぜ横童に行か 
な：s^eでし# 

HIVK^e®sii!tかない人の理由は 

アンケ—卜結果から3つに^Kされていま 

す。中高年に多いのは「結果を知るのが恐 

い」といぅものです。過去の差別事件や社 

会的iな^^知っていkkは恐怖iじ 

るわけです。2つ—「HIVにiしてい 

る！5^1^ない」とtjn4pので、周りiil— 
V感染者がいないから感染するはずがな 

い、あまりセックスをしてSないから、セイ 

ファ—に気を付けているから、などがあ〇 

ます。3つ目は「検查する機会がなかっ 

た」といぅものです。各自治体でも様々な 
検査イベントを行っているし、東京では日 

曜日でも検査していたり、夜遅くまでやっ 

ていたりします。東京に§に来たついで 

に検fするこすよ。 

0ZIVIMXの楼查は早めにしfc方 
が53-mwsnrsすが…。 

今での発i遅れAIDS襲で 

死んでしま0たり、障害が残ってしまったり 

するf あります。障i残ると生i 

より大変になってしまいます。HIVIS性 

とわかってち、専門家などのサボ—卜を受 

ければ、社会制度が整っているのでこれま 

で統けられま&ら〇 
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企圓•構成/HIROデザイン/カズ 

スカウトして編集部にやってきたノンケたちを 

if!雜 
beR 指才彼女有リ"：ガチポノンケ , 

Jtl 体#ノスタツフとのメ-ルでのやりとりの未ノヲn呼び出 I 

f ■纖 
I ノ出体落意ょる 

スタッフとのメ—ルでのやりとりの末、ノ nノ n呼び出 
半身がつちり系ノンケ。面接主Bを簡単 

、スタッフはこなれた手順で服を脱ぐよ 
く。そそ <さとそれに応えるがつちりノ 

あれ…!?これつてがつちりじやな <てガチボ!? 
ボだと分かつた瞬問、»に厳しい態度のスタッフに 

由休iH 口面接の始まりです！ 

ボデイチエック 
着やせして見えるものの、1枚衣雇 

を脱ぐとあら不思謹。ノンケ特g 
程よく®Gn^zr4>-%xv 

ぬぎつぶりはさすがノンケ 

脱ぎつぶりチェック 
抵抗ある棄振りを見せたが、スタッ 

フがカメラを向けると手を止めず 
に*を脱ぎはじめた。雰囲気に弱 

いのだろ^;。 



厚生労働省サイト 
http://www.mhlw.go.lp/tooics/ 
2014/02/tp0205-l .html 

rRUSH/ラッシュJ蓍含む、指定II物等の核 

出製£91を大蠢に攤示している。ここに画像が 

ないから0Kといラわけでは35りません。 

修》， "鲁I I 

3 
なんもD法律事務所 
〒530-0041 
大阪府大阪市北区天神橋2-5-28 
千代田第ニビル2醣 
TEL 06-6882-250 K FAX 06-6882-2511 
http ゾ/www.nanmori-lavv.jp/ 
大阪市営地下鉄r南森町駅j/ 
jRr大阪天濶s职」から徒歩3分 

なんちり 

具$^^^や数はわか0ません。20 

14年4月からi法の「指定葵物」につ 

いてち、所持•使用.賙入等が違法となつた 

(犯罪となつた)ことは大きいと思います。 

これによつて、実質的に^mssや麻藥 

と同つな形での取締0や処今後 

されるisます。 

「あれ？ラッシュつて販费けが遘法じやな 

かつたの？」と思ぅ人もいるかもしれませ 

んので、1して説明します。 

ラッシュが薬事法の「指定薬物」に指定 

されたのは、2006年11月で、当時は、 

薬事法が禁止するのは輸入•製造•販売等 

のみでした。ところが葵事法が改正さ 

れ、2014年4月1日から、薬事法の 

r指定薬物」についても、所持•使用•購入. 

譲り受けが禁止され処罰されるよぅに 

なつたのです。 

ですので、2014年4月1日以降は、 

ラッシュを自分で使うために所持している 

ことちかになります。 

2014年に多発した八—プ系ドラッグがRHとされる交通事故。これにより 
篇は「IドラツグJ iドラツグJという蠢を「祭ドラツグJ备め、そ 

の取り締まりesiaをB0ている。ここまでの—は多く&<が知〇ていること 
でしよラ。しかし、そ©SWに0ぃてはなかなか知6れてぃなぃのちまた*|<。気 

になるラ#jに05min vのさんにお側いした。 

Q•危険ドラッグとは何*指すのです 
か？まft:"以«ゲイに人«の®〇た 

ラッシュなどのア□マ系と嫌される两 

品はCUTトラッグになるのですか？ 
覚せい剤や大麻等と同様の薬理作用 

があるにも関わらず、これまで「合法ド 

ラッグj r脱法八—ブ」などと呼ばれてい 

た物質について、2014年7月か5政 

府はこれを「危険ドラッグ」と呼ぶこと 

にしました。 

現在、ラッグjと呼ばれる物質は 

Iあり、また次々と新しい物i登場し 

ているようですが、i法2条14項に§ 

いて厚生労働大臣が指定する「指定薬 

物」に孩当するラッMiついては、輸 

入•製造•販売•所持•使用•購入•譲り受けが 

禁止され、違反した場合は懲役や罰金と 

いつた^引替られます。 

なお、ラッシュについてはその主gにつ 

いて2006年に®物にSSWtJれてい 

ますので、iは輸入や_のみ^bず、使 

畢購入ぁるぃは所持も翟となります。 

Q. r祭ドラッグjの取りMまりは裘で 
tHS しい#〇で K&、 

UN/、8®して*ないので 
「危険ドラッグ」の種類は多岐にわたり、 

薬事法の「指定薬物」としての指定だけで 

は追いつかないとい一つ背«|がぁり、都道 

府県が独自の条例で「危険ドラッグ」を違 

法化するべく条例を制定しています。 

都£_3に進んでいます 

が、東北、中国、九州—の県 

-VS§|i にょっては条3されてぃな 

1-ルKEぃとi— 

11驅 のfaですが、乘n 
ISH/t!^spnrかなくrも■事法aRな 

RU90^or(«(cislc«J]:tf(oで、«用•所|«が発KT 

hsMK«3けるのですか？ 
条例のない地方でも薬事法違反で摘発 

は可能ですが、それで起訴された5Wnの罰 

則などに違いが生：：^す。 

P「«嫌ドラツグJ WKまると、どのよ3 
なEK&科せられるの1? 

「危険ドラッグ」で捕まるf 口、多くは91 

事法違反の罪に問われることと思います。 

1法の莉則は、3年以下のiまたは3 

00万円以下のi]金とされていますが、 

「指定薬物Jの違法な販売等を営業として 

したfnについては、5年以下の懲役また 

は500万円以志罰金となります(薬寧 

法83条の9、84条)。 

PラッシュなどはR氷やI部アジアでは 
使用が〇 Kなのに、日本ではなぜ使用M 

止なので 
法律を制定することは各国の立法の裁 

9に委ねられていますが、厳しい処罰をす 

る法律が出来る事情は様々です。危険ド 

ラッグによる個人あるいは社会への害悪に 

ついて、これを法律で取り締まらなければ 

ならないといぅ世IIの高まりと、取締りの 

必要性を爾察や行政が強く感じたからで 

はないでしょぅか0 

Q.ラッシュ系が5みのa捕はKIT金■ 
でどのくらいあるので 

I ■「メt 
U◎危険ドラッグで罰金3 〇 〇万円、禁固3年. 

◎ラッシュつて危険トラッグなの？ 



0fL ——1:1 

四つん道いになるよう 
指示され、ケツを見つ 
められる。不防備な姿 
勢になりながらもチン 
コは勃起じTいる。 

落書きをされても 
完全勃起する従順肢体 

順Isにオナニ—は進み、いよいよ下着 

を脱いだがつちリ男子。とたんに充满 

するチンnの生奥い香リ。スタッフが 

チンコに口—シヨンを垂らすと、がつ 

ちリ男子はttをうっつらと 

させ、先ほどょリ卑»な音 

が室内に«く。 

シコチユクシnチユク… 
激しさを増していくオナ 

二—f小気味ょく*く。頃合いを見 

てスタッフはがっちリ男子を四つん逭 

いにさせる。わさわさと生い茂るケツ 

毛群の丁度まんなかに、未開発アナル 

が顔を敢かせていた。 

スタッフはそこへ口— 

シヨンを垂らUア 

ラテラになつたアナ 

ルをやさしく撫で回していく。まさに 

不安といった顏をするがっちリ男子。 

アナルの外郭に濡れた手が触れる度 
に大きく目をつ€»リ、少しg入ると 

今度は口をつむったリと、ささやかな 

表情の変化を見せてくれた。 

アナルチェック 
剛毛でもないが万1Bなくアナル周辺に 

毛が生えている。未闋のため肛鬥は 
キユツとしていてキツそio。 

初めてのアナルをされ 

表情チェック 
落書きされた時や、アナルをいじ 

られた時など嫌なことをされる 
と見せる悲しそうな表情がかわ 

、、〇 

チンコチエック 
勃起時/13センチ仮^ 

充分なIIiり 



体中に羞恥の証を刻まれ 
ながらも、促されるままに 
勃起をさせられていく。勃 
起したチンコはくっきりと 
下着越しに形をみせ、その 
力強さを主張U：いた^ぐ〆 

想像以上のポチヤ 
肉体指導開始！ 

あつという間に全榛になっgoちリ男 

子の休を見てスタッフは驚愕した。元 

はスボ—ツをしていただろうバンパン 

の太ももATそれに似合った立派な腹。 

しかしそれは通去のもであt見れば 

明らか…。スタッフが想像していた姿 

とはあまりにも違って 

スタッフはすぐさまペンを取リ出し、 

がっちリ男子の腹に、腹筋の影をつけ 

ていく。「ここを意嫌して變て」ATい 

かにも仕事熱心といった素振リを見せ 

つつ体に落書きをしていく。何度も何 
度も同じ面所を擦られて、次第に黑で 

はなく赤く91状に腫れていく出っ膣。 
迄bにスタッフの憑のペン§がっちり 

男子の背後へと向かい、背中に大きな 

文字を窖き、その文字がヶツ穴へとつ 

ながfラに矢印を«いた。 
「後で鏡見て、休を皤ぇてみよぅか」と 

スタッフがニヤつきながら首うと、何 

を書かれたら知らないがつちリ男子 

は「はいづく。 

その後、勃起と射精をみせていただく 

4 

というていで、がっちリ男子を说得し12 

たスタッフはエロ本を渡し勃起をうな 

がしていく。シンと静まり返った室内に 

シコシコさすさいうオナーllfか 

勃起速度チェック 
エロ本、エロ動画を見るとあつ 

というまに勃ちあがる。勃起 
速度は優秀。 

ボディチェック 
過去に鍛えた経験があるのだろう 

と推測できるが、現在はどちらかと 
いうとガチポ体型。太めの太腿は魅 

力的• 

体に：3わされるMいペン 

iiaw外の：：：s：& な， 

書きやすさチェック 
緊張のせいか汗が大量に溢れて 

おり、常に害きづらい^16。 



今回の「GET ONJもたつぶりブレザー尽くし9先生と生徒…服装検查…見舞いに来たクラ 
スメイトと•、規則正しい学•生活止符を打つイケメン谈少年の制服ガチファック！汚 
れを知ら^し、Yシャツが白濁色に染まる一。 

GET ON 8 MSエッチ /付饑DVDダイジェスMM»! 
メーカー/MEDIA WAVE レーペル/GET*fllni |1月9日航 
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お気に入りの動画は 
スマホに保存済み,， 

人前でのオナニーはさす 
がに初めて。しかし、そん 
な環境でもオナニーを堪 
能していく 0 

言われるがまま 
ドピユ〜"： 

さらに精子甜め 
苦痛だっただろうヶツいじリを止め 

てやリ、オナニ—の統きをさせる。 

そして、いよいよ射精させることに 

した。スタッフはそつと身を灌め、力 

メラだけがオナニIの姿を見つめ 

ている。 

シnシnシn…チュnチュコッ 

次第にシコリのリズムが速くなリ、 

がっちリ男子は射精した。ハァハァと 

肩で息をしている 

:〇そこにスタッフ 

がすかさず現れ、手 

にべつとリとついた 

自身のII子を舐め 

るように指示する。 

おそるおそるそれ 

を□に運んでいく 

がっちリ男子。いや 

いやながらも、堪能 

することになつた精 

子の感想は「うえ 

•:jとのこと。 

体を鍛える約束を 

して、この日は解 

散。後で背中に*か 
れた落書きを見て、 

なにをおもいだすの 
だろうか。ニヤつく 

スタッフの慝戯に気 

がつかないまま、 

がっちり男子は帰っ 

ていった。 

ザIメンチエック 
置•飛距離はないもののどろつ 

と濃厚な精子◊色は渴りのな 
い白。 

Wめて®めるマイザ—メンは 

W能する問も^^嫌®の感惝 
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ノンケのマジセックスを堪能できる人気シリーズ第15弹登壩! 大好物の鵡の身体を前に今 
風のイケメンたちがフル勃起。チンコをズボズボ突き刺し夢見心地な至福の115分をお届 
け。想像以上の快感にザーメン特大サービスI 
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1本丸ごと初体*!のリアルド^ュメントが完成！ 20饑の期待の新人•MAMORUが當々のソi密室セックスのシU—ズ第13弹は、rGET-styleJで童貞を卒業した18鱺& r超絶フェラJ初 
□デビュー。170oux50kgのスレンダーボディを活かし、右も左も分からぬまま初々しい夕|置場のWKケメンノンケがそれぞれが密室でついにアナル解禁！恥じらし、をなくした2人 
チ&ヴゲ披露する！ 丨が密室空聞で思ラ存分性欲を供発させる！ 
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全編激*りの人気シリ_ズ『雄穴中出しjから待望の第5弹が登場!！今0はr泥醉わいせつ 
8Jで人気の圭男がつい!こ…!！さらに爽やか筋肉モデル通介やパイパン•霣樹など4人の体 
宵会系»穴にエaタチのII汁がぶつ放される!!！ 
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r]ニーキャラノウJを装い新たにDVCH匕したrのんけナンノ〈キャラノC/J第4彈が登場!！今 
目は2013年にRtlU•こ街ナンパシリーズから至櫂のMを収雄。まんまと誘いに的られてア 
ナりされるノンケの恥朗をお聚しみください。 
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カッコ可愛し、ノンケをスカウトし、女とヤリまくっている身体を男のテクで感じさせる！スー 
メ Cーマグナム巨根19cmの持ち主•城田輝デビュー！ W練テクのスタッフを交えて人生初 
3P1Zックス…。巨根が茜を立てて羼れ狂う。 

10代ならではの霪のような美肌は全身性感帚！感じる耳を舐められるとすぐにフル勃 
起。緊張でぎこちなさが残る中のフェラ、シャイな冬樹の股閫を無理やりこじ関けてのア 
ナルセックスなど見所満載！ 
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拘束されて乳首&チンコを責められビンビン〇四つん道いでケツをいじられ、さらにその体勢 
でケツを掘られ、大讎の男汁がし〗やらしく滴り落ちる！仕上げはいろいろな体勢でガン掘ら 
れ、哭きまくつて再天！ 



riNDIESJ第32弹は「板筋」シU—ズが登塌。『BEASTJの, 

で憤らした腰使いで男のケツを掘りまくる！色馬のスリ*57 

)(ツキノ Cキの腹筋を捩じらせ感じまくりI 

Eデル藍澤旬116嗜戦!！女 
のあいとは、霣められる度に 

性感帯が乳首とチン]の変皤ノンケ•增田光紀の巨根が再び蘇る_ • 〇感じすぎて失神寸前、興 
奮しすぎてセルフ級射！/てッキノ Cキに鎩え上げられた/ Cルキーマッチ3•麋宮圭吾は、鎮に映 
る自分の姿に興奮絶叫プレイ， 
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男子生徒同士のイジメを見ていた体育教師がまさかの…。変態顥aを叶えるためにノ c/u/を 
被る！！ユニフォームでケツマン待機の坊主野球部員、絶対服従の先*X後蘿、家庭教師x生 
徒など頭が溶けるほど狂いまくる激エ□映像！ 



匿 拘束FUCK 2 

MEDIA WAVE/GET-film/DVD 100min. 
税込8640円/www.get-film jp 

參檐成/全4編#人数/モデノ b€人•スタッフ2人 
•射精/8発#セックス/4回#拘束プレイ/4回 

爽やか君を拘束ファック！ 

D#ACiYi •(^^CZES3S3BBS 

INDIES 32一腹筋4一 

KO COMPANY/INDIES/DVD 114min. 
税込10800円/ko»video.com 

•構成/全4嵋參人数/モデ)U4人•スタッフ3人 
•射精/6発#セックス/4回#腹筋ボコボコ/4人 

見事に割れた腹筋がわななく性交 

m 男子学園01 

KO COMPANY/男子字圔/DVD 120min. 
税込10800円/kovideo.com 

參供成/全3編#人数/モデJU6人•スタッフ0人 
•射精/6発#セックス/3回#超巨根モデル/1人 

超絶男子が美交尾!！ 

m 淫行•快感DASH! 

MANNHOUSE/EROTIC SCAN/DVD 130min. 
税込10800円 / www.mannhouse.com 

參構成/全3親#人败/モデル1人•スタッフ2人 
•射精/5菊#セックス/2回#オナニー/I回 

大人の我慢汁&ザーメン大噴射！ 

第2弾となる今回は現役 
^111学生アメフトi、美容師 

育年、八—フ顔の美青年、長身現 
役体育会ノンケが登場。手枷や手 

錠で腕を拘束し、足を開かせたま 
ま首に引つ掛けて固定するパンド 

でもはやモデルに自由なし。タチ 
のための穴人形と化した爽やか 

青年たちがひたすらがつつり掘ら 
れちゃうのです。まさに生きるダ 

ツチポ—ィとなつた爽やか育年の 
肛門に容赦なく差し込まれる肉 

棒。それに答えるかのように引く 
つくおねだりアナル。そんなアナ 

ルのアップもばつちりで—す。 
(文•みさおはるき) 

身体のパ—ツフエチで大胸 
筋と人気を二分する腹 

筋。バキパキに割れた6パックで 
欲情する人、結構多いと思いま 

す。そんな人必見の「腹筋」シリ— 
ズ第4弾がリリ—ス。今回はタチ 

モデル1人とゥケモデル3人、合 
計4人登場。ィチオシはジャケッ 

卜のアンダIアIマ—の彼。往年 
の二枚目俳優ばりの顔なのに'脱 

がすと腹筋はおろか胸筋もくつ 
きりの絶〇系ディ。なのに、ケツを 

弄られデカマラは勃起。さらにス 
タツフにまたがつては腰を振つち 

やう乱れつぶりは必見。(文•中村 
よしはる) 

K0C0MPANYの新レ| 
ベル『男子学園JI。出張•個 

室ホスト店と同じ名前をつけた 
このレ—ベルは、所*するメンパ| 

の中でも選りすぐりの逸材をビッ 
クアップした作品。もちろん超絶 

モデルが6人も登場するのですが 
なんかでもピカイチなのは、3編 

目に登場するオサム君。細身だけ 
どパキパキの腹筋に、まさかの超 

巨根。ゥケのサクヤ君も男子学園 
所厲なのですが、オサム君に掘ら 

れると予定より早くドビユつとギ 
プアツフ。プロをもうならせる巨 

根とテクニック、そして甘いマスク 
をご堪能あれ。(文.You) 

«超大釁の我慢汁が印象的 
な爽やか兄貴が登場。ビキ 

二越しにビンビンのチンボをしや 
ぶりながらダクダク我慢汁が滴 

り落ちます。とにかくフエチ心を 
くすぶるエロいアングルが最高で 

す。2編目は爽やか兄黄とレザ— 

兄貴が向かい合ぅ場面からスタ 
I卜。網のパ—テ—シヨン越しに 

チンボをしやぶり、さらにパック 
で犯されるシ—ンはかなり斬新。 

3編目は鉄の棒の間にチンボを 
擦り付け悶絶ォナニ—。最後は仰 

向けになつた状態でシゴき、これ 
でもかとザ—メンを大置に噴射し 

ます。こちらも必見—(文•カズ) 



人和でもお構いなしに_ぎまくり感じまくりノンケSP第751。誰にも言えなし他密の爆ムラ 
性処理特訓!！女好き肉食部興たちの八レンチ下半身寧惆。我慢できずにビクビク筋肉震 
わす純情ノンケ最高です!！ 



アナル教育肉便器学國 
KO COMPANY/eros/DVD 120min. 
税込10800円 / ko-video.com 

拳橘成/全4騙#人数/モデ)U4人•スタッフ6人 
•射精/5発#セックス/3回#学ラン/2人 

性に淫れた教育現埸 
* L , .雀，TW 

し極教た師凄掘ず別：^猥野 

至りに2イ男家又S2庭部 wなもさチ子轾子庭g教員 
5らLこ:^徒i股巧gの| 

Jぃ赛ぇ丁ア〇 fi1主 すろ目、人ノノ、も編才從 
? ノっ、分そ2脱ヶ荔|殳I 
中しのれ家いッか。スS 
村ン家に庭だまわ隣メ％ 
よチ庭ま教らでらには淫 

FEEL 

KO COMPANY/JUNO/DVD lOOmin. 
税込10800円/ko-video.com 

參檎成/全5編參人数/モデノU4人•スタッフ4人 
•射精/5発#セックス/2回#オナニー/3回 

変態監督&スタッフVS ノンケ！ 

醒 Chair 2 

GET-film/GET-film/DVD 90min. 
税込8640円/www.get-filmjp 

•梅成/全4編#人数/モデ;U4人•スタッフ5人 
•射精/7発#セックス/4回# 3P/1回 

流行るか！椅子上プレイ！ 

勃起犬武 
MEDIA WAVE/Men s Street/DVD 97min. 
税込8640円/www.get-filmjp 

•構成/全4福#人败/モデJU4人•スタッフ4人 
•射精/4髡#セックス/40 •芮輸フしイ/I回 

されるがままのノンケ勃起犬に興奮！ 

D. ficiyi •(^CZES3S3BBS 

0 
校内のあちらこちらで繰 

り広げられる性教育が白 
日のもとに晒される、新シ—リー 

ズがスタ—卜。今回は体育教師、 

ウケモデルが椅子の上で 
犯されるとい/つマニアック 

なシチユエ—シヨンでお届けする 
このシリ—ズ。I見、はて？と思う 

でしょうか、作中には椅子の良さ 
がたつぶり収録。椅子セツクスの 

ボイントは高さと不安定さ！ 
アンパランスな椅子の上はピスト 

ンに強弱を生み、不意な奥突きが 
ゥケモデルを襲います。さらいに、 

椅子に乗せることで挿入しやすい 
高さになり、さらにはアナルが丸 

見え状態。まさか椅子がここまで 
万能なアダルトグッズだとは知り 

ませんでした。その効果のほどは、 
I見の価値ありです。{文• You) 

ホスト店『男子学園W所属 
のノンケ美男子4人の魅 

力がたつぶり堪能できる作品。サ 
ングラスに長髪の経験豊寓変態 

—— 

スタッフの変態じみたベろベろチ 
ユウがねちつこくて、マジで変態つ 

ぼいです(褒めてます)。さらに変 
態陵辱監eがちよいちよいカメラ 

を持つたままモデルに手を出しち 
やいます。2パ—卜に登場する19 

センチ巨根モデルの城田君があど 
けない顔してめちやくちや淫乱 

で、アナルも感じる優等生。掘ら 

れながらも別スタッフのチンコを 
美味しそうに頰張ります。イケナ 

イ子。(文•みさおはるき) 

4 

首輪&後ろ手に手錠をし 

て'ぉ姉様に資められまく 
る人気シリ—ズ第2弾。1編目か 

らゲイ受け抜群の体育会系ノンケ 

君が登場二見、生意気そぅなの 
に、素直に「お願いします…」と 

弱々しく答える姿は興S度度高 
め！服従しつつも君、パックで 

ガンガン腰を振り可愛いアクメ顔 
を披Sします。その他3人も後ろ 

手に手錠をされ、仁王立ちするお 
姉様のオマンコを犬のよぅにべ口 

ベロ。騎乗位でガンガン腰を振り、 
服従しつつも興奮を隠せず'フル 

勃起する4人をたっぶりご91く 
ださい。(文•カズ) 



m ノンケを犯す!！ 7 -ラ 

KO COMPANY/BEAST/DVD 1lOmin. 
税込10800円/ko»video.com 

■ 
D^aciyi 

ノンケ極デカマラ悶絶交尾 
KO COMPANY/BEAST/DVD 108min. 
税込10800円/ko~video.com 

•構成/全5驥#人数/モデル5人•スタッフ3人 
參射精/5発#セックス/2回#ミラープレイ/1回 

スタッフの巧みなフェラテク！ 

鼸 SCOPE! 4〜鬵人ノンケの〜 

MEDIA WAVE/Men s Street/DVD 108min. 
税込6264円/www.get-filmjp 

參構成/全7謁春人数/モデル7人•スタッフ1人 
•射精/7発#オナニー/7回#精子観察/7回 

精子ピチピチ☆元気イツパイ☆ 

八ードマニア17 

Dream Navigation/EJIKI/DVD 60mir». 
税込8640円 / www.ejiki.com 

參構成/全3繊#人敗/モデル3人•スタッフ4人 
•射精/4免#セックス/3回#フィスト/1回 

SMの教科#的内容！ 

人気シリ—ズ第7弾。今回 
も純情ノンケが10人も出 

いう見応え充分な一本。 
どのモデルも男にやられていると 

いうだけで、興奮材料なんだけ 
ど、よ—く見てみると、最初は嫌 

Iがつていたキスも、次第に自分か 
ら求めているのつ！かなりの抜 

きボイントです。そして、最後に出 
てくるモデルが超オススメ。カラ 

ダは普通なんだけど、スタッフが 
「気持ちいい？」と»くとこ気持 

ちいい顰」と返し、「キス、嫌じやな 
い？」と閎くと、「うん、嫌じやない 

零」つて…なにこのエロ可愛さ！ 
堪りません！(文.HIRO) 

KOが誇る5人の巨根、 

淫乱モデルたちが集い、ね 
つとりフェラや悶絶セツクスを繰 

り広げる超エロな作品。最強のデ 

カマラ戦士の名を持つ3編目の 
増田君は' 見事な腹筋を誉められ 

照れ笑いをするも、デカチンはビ 
ンビン状態。スタッフから「相性が 

いいでしょう」と連呼されるほど 
気持ちょさリ八><のょうで、最後 

は大発射でキメちやつてます。付 
き出したケツがH口過ぎるのが4 

編目の鹰宮君。鏡越しにケツ掘り 
を見せられ、チンボはギンギン。リ 

アルなノンケテイストもアガりま 
すよ。(文•健太郎) 

早くも第4弾となつた人 
気の？iシリ—ズ。自 

分の精子を初めて顕微鏡で見た 
時の驚きと好奇の表情。それこそ 

が人気の秘玦なのですが、今回は 
7人のノンケ男子がその姿をお披 

露目。オナニ—シ—ンよりもそつ 
ちのほうが、見ていて興*しちや 

うからあら不思議。オススメは7 
編目のオナニIパ—卜を淡々とこ 

なす純朴系元気男子。自分の精子 
を採取•観察しはじめるとテンシ 

ヨンアップして「動いてますねえ 
(笑)jと言いながらチンn丸出し 

で微笑む姿がとつてもかわいいで 
す0 (文.You) 

今回は一編目のみ目隠 
し、2 0a3£i目は顔出し 

モデルが登場。目隠しとはいえイ 
ケメンとわかる端正な顔立ちで、 

掘られて勃起、そのまま射精とチ 
ンnもイケメンです。2編目の爽 

やか青年はフィストされ—の、巨 
大電マを小型パイブのようにスボ 

スボと挿入、とゆるケツマンnが 
欲張りです。3編のスジ筋胥年は 

掘られて昇天。さらに電マをあて 
がわれたまま2発目もとろ—り。 

見た目は八IドですがマスタIの 
優しいテクニックに愛を感じる教 

科窨的な内容でございます。(文. 
みさおはるき) 



時代背衆を考慮して言葉の意味の改訂 

を続ける国語辞典。国語辞典纗纂者の飯 

間浩明氏が自身のツイッターで、「結婚J 
「恋J「色情Jなどが男女に限らないものと 
して三省堂の国語辞典の改盯内容を公 

開。作家•三浦しおん著『船を編むJでも 
主人公の馬締光也（イケメン）が同じ改 

盯をするエピソードが。リアル版馬締光 

也こと飯間浩明氏に投げキッスを。 

国語辞典がゲイフレンドリーに一部改訂 コレは本物！アナニスト向けエネマグラ 
アナニストによるアナニストのための•■悦楽を 

科学する究極のカタチ』のエネマグラが販売開 

始されました。その名も「前立王」。複数の快感 

ポイントを同時寅めで昇天必至のこのアイテム 

は、本当に販売*購入することができるので、ア 

ナニストのみなさんも、ケツ開発希望者もぜひ 

ご検討を。ちなみに1本6000円。お申し込みは 

ツイッターのアナニストの制作者アカウントで 

ご確認を。 

飯間浩明ツイッター 

https://twitter.com/IIMA_Hiroaki/media 
Z-gazmツイッター 
https://twltter.com/scan_ 

米ケロッグ社がゲイプライドのスポンサー 
WEAR YOUR STRIPES 

シリアルでおなじみ、米ケロッグ 

社がアトランタ•プライドのスボ 

ンサー企業となり、広告にはトニ 

一•ザ•タイガーが登場。LGBTI 
コミュニティと同従業貝を支援 

するメッセージを公開。これに対 

し保守系キリスト教団体は1■トニ 

一といラキャラクターを利用して子供に同性愛を推進しているようだjと大 
反発。ま、トニーって無駄にマッチョでゲイつぼいからいいじやん？ 

独究極の補正下着？登場！ 
パックキックやスクワットでもしていないと見る見る 

うちに垂れてくるお尻。特に中臀筋(お尻と脚の境目） 

あたりがテロッと下がってきたりして、気になりませ 

んか？でも筋トレなんてやりたくないという、面倒く 

さがりな贵方にコレをオススメ！その名も「尻タオ 

ルj!シャワー後に彼氏に垂れ尻を見られる心配も 

なし！今ならたったの19.95US$!!さらにもれな 

く彼氏の猜疑心もついてきます！但し米国外への 

配送はできません(笑)。 

& 
http://vvww.gaystarnews.com/article/kelloggs-t()ld-they-will-pay- 

pro-gay-tony-tiger-ad 101114#sthash.VbQbOUBq.5uwieYwy.uxfs 

http://www 
しj? dp/BOOOlE 

amazon.com/FunQi-OtOOl -Butt-Towel/ 

lE2RN4/ref=as_sl_pc_ss_til?tag=robotra 

同性愛者が一番住みやすい国は？ 
2009年〜2013年まで、調査対象と 

なる123の国で15成以上の1000人 

に「あなたの国はしGBTが住みやすい 
ですか、住みにくいですかjと聞いたア 
ンケート。1位から順に、オランダ、アイ 

スランド、カナダ' スペイン、アイルラン 

ドと統き、アメリカは10位、日本は50 

位だった。逆にイスラム教徒が多い国は住みにくいという結果に。もうちよ 

つとがんばろうか、日本。*a儺はイメージrr* 

抱擁不足の黄方はマストバイ！ 
最近、抱かれなくて寂しいカラダ奪の貢方にオススメな 

のはコチラの「筋肉椅子』。厚い大胸筋にしっかり割れた J腹筋、太い大路筋など、ポイントを 

しっかり抑えた作りになっていま 

す！ただし、腕はないので 

包み込まれるような抱擁感 

は味わえません。また色が 

グロテスクなので、その点 

はご容赦をI 

http://www.sankei.com/premium/news/141108/pr 
ml411080019-nl.html(ニユースソース） 

http://plginrt-project.com/adb/7ps31614 

(ニュースソース） 
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みんなの気になる卩 ^ 

ViViD new象/を集めて届けるバラエティ情報ページ 

A 

「世界を革命する力を!（ウテナ風に)」 

みさお(Sるき今月のマィブーム猫転雜臞 
今月のビビッと体験/ネットで話》こなってるr®転送装*(にやん 
こホイホイ)jにびびび•床にガムテープや紐で円を描くだけでどん 
な瘍でもrw儀された空颺が好きjといラ*性でその中に入ってし 

3拭)•そ5Uえぱルンバに ま3とい3を Xにも乗るしね. 

「世の中にはモノが溢れかえつている…」 

中村よ:しはる今月のマイブーム/PCカタ□グ 
今月のビビッと体験/ちょュ!のノ ーパソが篇つてきていてそろ 
そろ買い醫えかなとMJSへ下扎こういうときに一番困るのが目 
移り•あれにもビビッと•これにもビビッで困つちゃいます。で、カタ 
ログ找めてく？utさらに迷うという*德環中。 

m jr ■ m m ■ [ビ匕11“/ ドニ：l -ス] 

Vivid new& 
ノてディ公式キvラクター 
げr ィ君 

イラスト/フジヤマ 

みんなの気1_よる!？ 

を集めて届けるバラェテ 青報ページ 
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I ASYURA part III 

G®MES VIDEO/WILD GAMES/DVD 135min. 
K)円/www.g; 税込9800円/v ^.games-video.cojp 

參橘成/全4編#人败/モデ人•スタッフ3人 
•射精/〗4発#セックス/3回# 3遽枯/I回 

複数プレイのマジエロス！ 

H depth 2 

MEDIA WAVE/GET-film/DVD 100min. 
税込8640円/www.get-film.jp 

•拥成/全4編參人数/モデ;14人•スタッフ1人 
•射精/8発#セックス/4® • ノ梅り演出/4編 

主観アングルの超卑猥映像！ 

ガチクマ亀頭黄め2 

Dream Navigation/EJIKI/DVD 60min. 
税込8640円 / www.ejiki.com 

參欞成/全2編籲人数/モデル2人•スタッフ3人 
•射糖/2発#セックス/2回#腹パンチ/1編 

白い襌熊と赤い襌熊の亀甲縛り射精！ 

D«ACiviA41 

生撮り9 

K0 COMPANY/Secret Film/DVD 105min. 
税込10800円/ko»video.com 

•橇成/全3謂#人数/モデル3人•スタッフ1人 
•射精/4典#セックス/3回#飲酒セックス/I回 

密室だから見られるリアルエロ 

鐘 
るや、 

1編目はムツチリ色黒兄 
霣が登場。電マで貴められ 

「スゲIスゲと感じまく 

つて、下半身をよじらせる。敏感 

ポイント离めで、M後は掘られな 
がら、自分で手コキ発射— 2編 

一目は、逆に色白熊が登場。大人し 
め犬顔で、うめき声もご•つ—つラう 

うう』つて哭くの。ヨダレを垂らし 
ながら、乳首を弄られる姿が可愛 

い。苦しんでる表情は、デブ専には 
堪らないオカズでしよう！そう 

そう、最後に騎乗位もするんだけ 
ど、％甲縛りされた背中がむつち 

むちしていて、それも凄いエロボイ 
ントでしよう！(文.HIRO) 

主観アングル(タチスタツ 
フのカメラ目嫌)による涯 

厚なセツクス映像。ジヤニ系美少 
年たちとセツクスしているような 

気分が味わえます。切ない表情で 
おねだりするようにカメラを見つ 

める少年たちの愛らしさつたら。 
セックスなんてしなさそろなあど 

けない顔なのに、スタッフに掘られ 
てばつくり開いた直腸内のピンク 

色が丸見えで超卑猥。ザ—メンの 
飛び方もさすが若いだけあって飛 

距離が(笑)。それにしても嫉妬す 
るほどお肌がきれい。こんな若い 

子とセツクスしたら、ピチビチに 

戻れるかな？(文•みさおはるき) 

2 カワイイ系から爽やか系 
2®!まで、若い子好きなら見逃 

せないモデルが登場し、2人だか 
らこそ見せるリアルな痴態が楽 

しめる内容になつてます。1編目 
のヤンチャラ男子も、2編目の酒 

に酔う笑顔男子も、デカマラに苦 
戦しつつも後半からガン掘られア 

ヘアへ状態に。注目はメインモデル 
の初々しいセックスとその反応で 

しょうか。長身ながら華奢な体で 
巨根をくわえる姿はエロス以外の 

何ものでもありません！最後 
のヤラれつぶりは最初のイメ—ジ 

とは正反対で確実に萌え〜でし 
ょう=(文•健太郎) 



みんなの気になる!？ ^ 

ViViD new$-を集めて届けるバラエティ惘報べージ 

「万国共通のモテ要素=金+マッチョ」 

YOU今月のマイブ-ム/八ゲ 
今月のビビッと体鼷/哪税毛約な一®/ \ゲを発見してビビッ！ 
顧因はあれかなこれかなと探りを入れています。ただ、なつてみて 
思つたのが自分自身、意外と八ゲに対する抵抗がなくて二通にビビ 
匕 へ 

r®白ネタも真剣な海外★」 

しろ沪きん今月のマイブーム/クリスマスソング 
今月のビビツと体_/毎年年末になると、街はクリスマスソング 
で滋れますよね*私はクリスマスソングが大好きなので，この時 
期はビビつとテンシ3ンが上がります•家でもCDで、YouTubeで 
シーズン色に染まつて，あとは一»にB<3K人さえいた5なあ 

米ゲイバー主催のコスパがパねえ件! まだまだあるよ、イケメンカレンダー! 
本場の仮装はすごかった!？ア 
メリカ、イリノイ州•シカゴのゲイ 
パーrHydratejで、八ロウイン 
パーティーが行われました。こ 
の日のテーマはゾンビ映画「デ 
イ•オブ•ザ•デッドj。ゾンビに 
扮したイケメンたちが、思い思 

いのコスチュームに身をつつみ、その鍛え上げたセクシーな肉体をアビー 
ル。ゾンビというより、メキシコのお祭り感がありますね。 

http://www.zaeega.com/archives/55004229.html 
(ニュースソース） 

男女おっぱい対決！結果は…？ 
夢のおっぱい対決。マッチョな 
男性と、豊満なおっぱいの女 
性、どちらの方がよりアクティブ 
に胸を動かせるのかを比較した 
動画がありました。私としては、 
男性がちょっと細すぎる印象。 
もっと胸筋ムキムキの人がいる 

のでは？（笑)女性の方は、しっかり脂肪がついたおっぱいなのに、もりもり 
動きます。すごい！胸筋と脂肪って共存可能なんですね0動画必見です。 

r^-p youtube動画 
https://www.youtube.com/watch7vs57 raSjHVw6w 

中国、刑務所の風呂は八ッテンバ？ 

1月号でカレンダー特集を掲載したけど、その後も次々と発売されておりま 
す。ということでちょっと気になる「変わり種j系のヌードカレンダーをご紹 
介。まずは米コーネル大学猷医学部に通う猷医の卵たちが、医療を受けら 
れないベットを助けるために脱いだカレンダー。牛ってペットだったっけ？ 
さらに、てんかん患者を支援するために現役の医者が脱いだカレンダーで 
は必要以上にセクシー&ホモ臭漂ういちゃつき画像が满戴。統いては英国 
の庭師が脱いだカレンダー。プロアマ年齡体重問わず16名の現役ガーデナ 
ーズが登場。人数少なくていいからモデルは厳選してください。最後に紹介 
するのは台湾のラグビー男子カレンダー。こちらは女子混合版と男子のみの 
2種類あり、後者のほうは47カツトもの筋肉イケメンが掲載されている写頁 
集のような出来映え0あなたならどれを選ぶ？ 

r^=D http://rocketnews24.com/tag/%E3%82%A6%E3%8 

kJ 3%9B%E3%82%AB%E3%83%AC/ (ニュースソース） 

綺麗な金持ちはお好きですか？ 
アジアからはお隣の国ネタ。中 
国で、サンドイッチビスケットの 
CMがお茶の間をどよめかせて 
いる模様。内容は、ゲイでいっ 
ぱいの刑務所の風呂場に、いか 
にもひ弱そうな男性が入ってい 
くというもの。コンセブトはよく 
分からないのですが、CM自体は十分笑えます。これは、ゲイフレンドリーな 
企業が増えたという風に受け止めていいんでしようか…（笑） 

youtube動画 
L_j? https://www.youtube.com/watch7vsOZqiPjMQBMc 

クリスマスはオヤジの腹太鼓で少 
親しい人になら、クリスマスに下 
若をプレゼントするのもいいか 
もしれません。アメリカのスーパ 
ーマーケットから、ユニークな 
下若のCMです。テーマは腹太 
鼓！超可愛い柄のステテコを 
穿いた怡幅のいい男性陣がお 
腹を叩くと、本物の太鼓の音色が響きます。フンドシやステテコ、昨年頃か 
らブームですよね0可愛い下着で彼氏との夜を楽しみましよう少 

Ua會 

天は二物、いえ三物も四物も与えてい 
るようです。莫大な財産も#も地位も 
持ち、優雅なマイライフを满喫する王 
族。それだけで人生勝ち組なのでしょ 
うが、さらに上がいました。それがルッ 
クスまで完璧な、イケメン王子たちで 
す。そんな彼らが今ネットで話题沸騰 
中！というわけで、今回は資産額とは 
別にルックスのみでランキング☆よ 
お一く顔を覚えて、もしどこかでばった 
り会うことがあったら積極的に話しか 
けて、あわよくば玉の興を狙いましよ！ 
ドパイに嫌に行くバイ!I 

ば織 

段イ子ので部澀 
攉名されている■特技 
は！!をつくること， 

女镘グレース•ケリの 
痛でモナ;3の*四公 
位雉承者•ゆる〜い感 
じがやれそ5T好抨， 

w 
承梅は3番B•元トップ 

kススモケ為とr発 

r^-p youtube動画 
Lj http:"www.youtube.com/watch?v=QFgbbA70NVY&feature=youtu.be 

手淫用グローブ•クラウドフアウンデイングページ 
Lヲ https://www‘indtegogo.com/projects/the*handie»adult-novelty_foHnen 
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みんなの気になる!？ t 

ViViD news、铯集めて届けるバラエティ情報ページ 

「今月も目が離せない八リウッド情報」 

ジユーソー今月のマイブーム/マドリード 
今月のビビッと体默/«熟のaスペインの酋軀マドリードはサイ 
コーッ丨»築や美術館は索_らしいし、ご飯は安くて美味しいし、 
ゲイライフちヨーロッノ《屈mの規模。そして男たちがみんなイケ 
るんでビビビツと来まくりで疲れ樂てたわ& 

「年末の大ノてーゲンアイテム!!」 

HIRO 今月のマイブーム/SEKAI NO 0WARI 
今月のビビッと体黷/毎日、でかけるとき、帰ると5、丨るとき,ず 
一つとrSEKAJ NO 0WARUを職いています；' 初めて颺いた 
ときは何でもなかつたのに、今じゃもう…•未だに元*のことを引 
きずりながら、明いてます《ああ•カラオケで歡つたな…ビビビッ• 

QUEENの伝記映画、主役決定! 綺麗な貴方にも毛むくじやら貴方にも似合う 
音楽界のレジェンド、QUEENの伝記映 
画で英俳優のペン•ウィシヨーがフレデ 
ィ•マーキュリーを演じることとなった0 

1985年までの部分しかフィーチャー 
されないが、HIVで亡くなったフレディ 
のアバンギャルドな人生をベンがどう 

演じてくれるのか楽しみ。ペンは2013年にオーストラリア人の音楽家の男 
性とシビル•パートナーシッフ(同性間でも結婚と同僚の権利を認める登録 
制度)を結んだ•また一人名優がカミングアウトをしてくれた。 

—> http://abcdane.net/site/moviestv/2013/12/whish 
aw~queen~casted.html (ニュースソース） 

コリン•ファレルが同性婚を支持！ 
実兄がゲイであるアイルランドのイケメ 
ン俳優のコリン•ファレルがアイルラン 
ドでの同性婿合法化を訴えた。兄は同 
性檐をするためにカナダへと移住しな 
ければならなかった、そんな不公平は 
失くされるべきだと語り、2015年に行 

われる国民投票での合法化への投票を呼びかけた。過去に自身のセックス 
テープが流出し(おチンチン丸見え)ゲイ連を喜ばせてくれた彼が今回も活 
躍！保守的なアイルランドが変わってくれることを祈ります。 

f，a-=> http://www.cinematoday.jp/page/NOO68252 

しJ (ニュースソース） 

イタリア生まれの高級ラ 
ンジェリーブランド『La 
perla(ラペルラ）j。をご 
存知ですか？ 昨年、東 
京•銀座に旗艦店がオー 
フンし話題となったので 
すが、今回、初となるメン 
ズパジャマコレクション 
が発表されたました。シル 
クシフォン、キュブラ、コツ 
トンといった、ラペルラの 
得意とする伝統的なファ 
ブリックを使用した、肌触 
りの良い極上のパジャマ 
…なんちやらかんちやら 
っていう説明はどうでも 
いいのつ!！見て！このイ 
ケメンな2人!！じやれ合 
うキュートな2人!Iこれ 
だけで锐明は充分でしょ 
!!しなやかな筋肉の綺 

麗な美肌にも、毛がもじやもじやっと生い茂った狼系兄寅にも、超〜〜〜似 
合ってるんです(はあはあ…ちょっと興業しすぎた)。ちなみに、銀座店では、 
ショーツやインナーなどのメンズ取扱いあるものの、今回のパジャマコレク 
シヨンは販売未定なの。気になる方は問い合わせてみてねぶ 

LA PERLA 銀座店 
http://www.look-incjp/brand/laperia/ginza.html 

トム姐さんがインスピレーション賞! レディ•ガガの愛用する靴を観に行こ一!! 
毎年行われる米エイズ研究財団主催 
のンンスビし-シ]ンk」で今年は米 

ファッジ13ンデザイナ，のトム•フォ，bmKeM 
ドが受萁した。フレゼンタは歌于リtof 
アナで彼の了イズ獅へ取⑽むW 
勢は索晴らしいと褒めた。毎年世界各 
地で行われるイベントでのこれまでの寄付金は16億円にもなる。トム•フオ 
—ドの美しい服を買って、その収益の一部がエイズ対策に使われるなら、多 
少の出費も致し方ないわよね(浪費を正当化してみる…）。 

http://www.afpbb.eom/articles/-/3030100 

(ニュースソース） 

『マジック•マイク』続編は“ 5倍”刺激的!？ 

ガガの愛用シューズとして脚光を浴びたシューズデザイ 
ナー舘鼻則孝の個展が、12月17日より渋谷のヒカリエ 
で開僅される。花魁からヒントを得たという、ヒールしス 

シューズは、今では知らないオカマが 
いないでしよつ!？今回の展示では、 
そんなアート的なシューズを十数点展 
示予定。ぜひ、日本が誇る素晴らしい 
シューズデザイナー•舘典則孝の靴 
と、ガガ様の哀愁を感じに行って！ 

館！!則孝展/12月17日(水)〜2015年1月12日(月) 

L〜? http://www.hikarie8.com/artgallery/ 

古田新太でインパクト大戦略！大成功(笑) 
2012年に「マジック•マイク』が公開されるや 
米ビーブル誌で世界で一番セクシーな男に選 
ばれたチヤこング•テイタムが、続編の「マジッ 
ク•マイク，XXL(原題hではセクシーダンスを 
前作比5倍近くも見せてくれるらしい！若いと 
きは建設の仕事やストリツパーをしていたテイ 
タム。今は女優のジェナ•ディーワンとの間に 
一子をもうける父となり、今後は監督業に専念 

していくとの事。今でも世界ーセクシーなパパなんじやないかしら？ 

r^=D http://www.cinemacafe.net/article/2014/10/16/2 

L^? 6670.htm (ニュースソース） 

ファストファツシヨンブランド^センス• 

オブ•プレイス/SENSE OF PLACEj 
の2015年春のキヤーンペーンビジュ 
アルに、俳優の古田新太が女装姿と 
して登場（笑）。「男女の隔てなぐ知 
的なインパクトを与えたいjというコ 
ンセプトで、ジェンダーレスなものに 

なったらしい。撮影中、古田は、「これはドッキリに違いない…jと思ってたみ 
たい。でも、こんな女装、たしか二丁目にいたような…(笑)。 

センス•オブ•プレイスby URBAN RESEARCH 
http://senseof.place/ 
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みんなの気になる!？ 

ViViD new 

「community center rise」 

ミヤ（新人スタッフ） 

今月のビビッと体験/スタッフになり3ヶ月目ですが、先月はポジ 

3レーヌーボー会が35り平日«僖の中、予想外にたくさんの方に 

J5集まり頂き楽しかったです•供はLBGTの友邏がいなかったの 

ですが、良き友遵や先華と出逢えてとても嬉UUです* 

S-.资集め て届けるノてラエティ情報ページ 

「季節の変わり目は珍事件が多めです」 

カズ今月のマイブーム/恐怖のクリスマス 

今月のビビッと体雛/クリスマス押し感が少しずつなくなってき 

た気も…？今までは不肅のツリー発見に心■免作《起こしかけ 
てし、たのですが、少し落ちついてもらえると助かります*だって男 

のクリスマスぼつち明合はほぼ半数つて*し、ますし！ 

ゲイ•バイ男性向けHIV*STI勉強会rHOW to !!j 大胆9伊藤英明まさかのオテンバ流出9 
コミュニティセンターriseでは、毎月第 

4 土曜日19時30分〜21時30分に 

HIV.STI勉缠会「HOW to Ujを開催 
しています。僕らの間で今でもHIVや 
AIDSになる人は增えています。でも、 

HIVについてどれだけ知っているんだろ 
う？なんとなく知っているような気がす 

るけど、ちゃんと話を聞いたことは無い 

のかも。そんな人のためにHIVとSTI (性 

感染症)の知識提供を目的に毎回テー 

マを決めて勉強会を開催しています。ゲ 

イ•パイ男性向けですがセクシュアリテ 

ィに関わらず参加していただけます。興 

味のある方は、ぜひご参加ください。 

10月24日に婚約報道が出て世 

問を賑わせた伊藤英明たん。す 

ると問髮入れず八ワイバカンス 

で起きた約2年前のチキチキ乱 

交現場が『フライデーjで、流出。 

女性2人に対しf君とヤリたいん 

だ！jと絶叫。押し問答の末1人 

にフェラ、もう1人と最後まで行 

為に及んだとか。その際、自分を「海猿jと呼ばせていたっていう(笑)。 

r^=yフライデー(講談社）公式サイト 

Lヲ http://friday.kodansha.ne.jp/ 

[各回のテーマ] 

①H〖Vの基礎②検査について（3Hz—ファーSEX 
④HIV以外の性感染症⑤その他（HIVに閲わる上記以外) i 

全国のHIV楱査会開催情報はこちら 
L^? http://rise-net.inf o/?page_id=818 

LGBTの老後資金計画と保険のしくみセミナー 

、/ぐ‘脅.外ヒA: 

夕なお‘金^) 

コミュニティセンターrise 
では、3の倍败月の第2 土 

曜日M時〜16時に、の 

老後の生活資金をきちん 

聲）> :網〗 
复零ろ.い<今，象 

rte. 

I -rt#c«as4iiAr<Be 
遘1•通％，《走し#礴 

と考えるためのセミナーを開催しています。定年になってから、いくらお金が 

あれば安心できるのだろう？頭の隅で考えてはいるけど、よくわからない 

そんな人も多いのではないでしょうか？このセミナーでは老後の生活eの 
試算と貯蓄の仕方、そして貯蓄に対する保険の活用法をお伝えします。参 

加黄無料。セミナー後に個別相談もできます。 

■っその他のイペントスケジュール 

http://rise-net.info/?page_id=805 

るろ剣出演俳優が露出タイーホ！ 
「るろうに剣心京都大火編」な 

どに出演していた俳優の上田貝 

也(30)と同居人の自称俳優•勝 

木瑛允（21)が中学生の前で下 

半身を露出しその模様を撮影。近 

所の通行人に目撃され逮捕され 

た。『るろうに剣心jでの役名はつ 
いておらず役柄は不明だが、ゲイ 

的にはイケる人が多そうな2人だけにちょっと可哀想な気も!？ 

映画『るろうに釗心J公式サイト 
I? http://wwws.warnerbros.co.jp/rurouni-kenshin/ 

自撮りジェームズ•フランコ自滅 
『オズはじまりの戦いjや「スパイダー 

マンjの八リー役として知られる俳倀 
のジェームズ•フランコがインスタグ 

- ラムにて上半身裸の自撮りを公開し 

.... た。あっという間に1万8千件の「いい 

ねjが付けられたものの、「見苦しいj 
rがっかりjなど否定的なコメントが 
殺到。残念ながら1時間も立たずにこ 

の写真は消去。皆さんも自撮りアップはお気をつけくださいまし零 

r^=Dジェームズ•フランコインスタグラム 

http://instagram.com/jamesfrancotv 

rrisejは、検齡イベントrNLGR+』が毎年開笮される池 

田公Hのすぐ嫌、多くのゲイパーが集まっている地域にあ 

るセンターです•無料スペースなので、ふらっと来てまった 

りとくつろいだり、スタッフや来場者との轅敌や色々な相 

联もできます。SEXで想染するHIV/エイズと性®染ffに 

関する冊子、オリジナルノ tブケージのコンドーム，桟斉惝報 

からタウン情報やイベント悄報まであるので、ぜひ手に取 

つて下さい•まずちよ乂寄ってみて下さし似 

^ コミュニティセンターrise (ライズ） 

ず #rise-net.info 
名古屋市中区栄斗18-16 NEWSビル3F時間/月〗8:00- 

21:〇〇、木•金19:00〜23:00、土 16:00〜22:00、日14:00〜20:00 

TEL/052-784-6363 MAIL/info@aln.sakura.ne.jp 

両性具有の露出狂呼ばわりで出禁宣言! 

Mysterious devil statue shocks commuters 
http://globalnews.ca/video/embed/! 554757/ 

ボーランド中部にあるトゥシンという町の町 

蹴会が、くまのブーさんを遊び埸で使用する 

ことを禁止した。町嫌会はfセクシュアリテイ 

が曖味j「下半身に何も着用せず不適切jと 
し子どもたちの目に触れさせるべきではな 

いと判断。プーさんが禁止にされるのは実 

はボーランドが初ではなく過去にトルコやア 

メリカ、イギリスなど世界中で起こっている。 

理由はどうあれプーさん可哀想すぎる…!！ 
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監督は 
お前が邪魔… 

筧は自分の 
旧悪を知るお前の 

口を封じたい… 

お前の尻ぬぐいを 
したりパラサイト 

されてんのはもう 
ウンザリだとよ 

デブで不細工 
のうえに 

短小包茎 
力よ！ 

ィケメンで 
巨根だった 

あいつとは 
大違ぃだぜ 



ノンケの親友の 
残り香で妄想ォナニー 

東京都\学生\19饈\光彦 

上京してデザィン学校に入るまで、俺は自 

分のィラストにはかなりの自信を持つてい 

た。高校時代は画力では負け知らずだったか 

ら'東京でも絶対上位だろぅと信じて疑わな 

かったんだ。だが自惚れは入学早々打ち砕か 

れた。同じ夢を持って集まつた学生の中には 

俺程度のテクニックの持ち主なんてザラにい 

て、上位どころか中の下が良いとこだつたん 

だ。 

中でも際立った技術を見せつけたのが博樹 
だった。北海道の出身で俺と同じく地方出身 

者なのに、そのタッチは息を飲むほど洗練さ 

れていて都会的だ。博樹の絵と比べれば、俺 

の描く物なんて中学生の落書きみたいな感じ 

だつた。 

もし博樹が絵の上手いのを鼻にかけた奴 

だったら単純に敵視できて楽だっただろぅ 

が、ぁいにく奴は気取りのない良い奴で誰に 

対してもフレンドリ—にふるまつてくる。お 

まけに、ジャニ—ズ系の超美形。だから、た 

ちまちクラスの中心的人物となり、俺もまた 

博樹の魅力に取り込まれてしまった。My 

キリ言つて恋をしてしまつ 
たんだ。 

これは恋愛感情から来る妄想かもしれない 

が、博樹はなぜか俺に対してだけ際立った親 

愛の情を示してきた。二人きりではないけど、 

昼食時はいつもI緒で、「おっ、ひと口くれよ」 

とか言いながら、ほぼ毎日こちらの飲みかけ 

や食べかけに躊躇なく口をつけてくる。俺は 

表向きは「意地汚いなぁ本当に。特別な温情 

で分けてやるから有り難く思えよ」とかブツ 

ブツ言いながらパンやジユースを差し出すん 

だけど、内心はドキドキで「間接キス」とい 

う言葉が頭の中でグルグル回つている。博樹 

の唾液のついた缶や博樹の歯型の付いたパン 

を口にする時、俺は頭がクラクラする程の性 

的興奮を覚える。まるで博樹の唇に自分の唇 

を重ねているかのような錯覚に陥り、俺はい 

つも周囲に気付かれないよう勃起を抑えるの 

に四苦八苦状態だ。 

俺と博樹は、クラスメ—卜も交えてしょつ 

ちゅう遊びに出かける。テ—マパ—クだつた 

り何かのイベントだつたりと行き先はその 

時々で異なるが、唯I変わらないのは博樹は 

俺の隣に必ずいる、というところだ。俺だけ 

参加、博樹だけ参加といつたことは決してな 

いので、周囲からrlGlBy-%b〜 

恋人同士なんじやないの」 
なんて、よくからかわれる。本当にそうなら 

嬉しいんだけど、博樹は完全なるノンケなん 

で、まあ俺は永遠の片思いだな。 

ついこの間行つたのは屋内プ—ルだった。 

提案者は博樹だ。「もうぼちぼち冬だつてい 

うのにプ—ルかよ」と不満げな声を上げる奴 

もいたけど、「いいじやんか、季節外れのプ— 

ルなんて逆にク—ルかもよ」と俺は博樹の援 

護射撃をした。まあ、その裏には「博樹の水 

着姿が見たい」という邪心があったわけだけ 

ども。 

プ—ル行きの当日、言い出しっぺのクセに 

博樹は15分位も遅れて待ち合わせ場所に現れ 

た。「悪い、寝坊しちやつてさ」と苦笑しな 

がら頭を下げる博樹を、俺は「まあ、ちやん 

と来たんだから許してやろうぜ」と擁護した。 

「あ〜あ、恋人には甘いねえ本当に…」と周 

囲は不承不承ながらも頷き、「じや、早く泳 

ぎに行こうぜ」と歩きだした。 

ところがだ、更衣室で「あ、やべ！バス 

タオル忘れた」と博樹が言いだしたので、皆 

は「お前いい加減にしとけよ」と呆れ顔になっ 

た。「プ—ルに行こうって言い出したのは、 
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んと持つた？)と聞きたいくらいで。聞けま 

せんけど。 

この間は紅葉の綺麗な湖のほとりでそうい 

うことになりました。散策路を歩いていて、 

誰が捨てていったやら使用済みのコンド—厶 

を彼が見つけたのがスイツチに。心なしか急 

ぎ足に残りのコースを巡って車に戻ったら' 

始まり始まり、というわけです。 

結局こうなるのね、と思いながらも、こ 

んな幸運な期間はわずかだろうと思うので、 

こっちも堪能します。綺麗な肌' 特別鍛え 

てはいないのにちゃんと見える腹筋の6パツ 

ク。「このうつすら脂肪が乗つた感じがいい」 

と' こつちの軽く出つつある腹を褒めておい 

て、その下のペニスをくわ1|<て 
<れる至福のアンクル。しや 

ぶり方がぎこちないのも仕方ないんです。大 

学進学のために上京するまで、東北の地元で 

はほとんど「したことがなかつた」そぅなの 

で。そのぶん、鬱々とため込み続けた性欲が 

ここに来て弾けているんだと思えば、断れま 

せんよね。まあ、ただ気持ちいいといぅのも 

あるんですけど。 

映画館ではおとなしい彼も、密室である車 

のなかではもつと大胆になります。つまり挿 

れたがります。あるいは挿れたがられます。 

その紅葉狩りの日は、私が獲物でした。やけ 

に時間をかけてしやぶつてくれるから「今日 

はこつちがこれで楽しませる日か？」と思つ 

たんですが、彼がモノにまたがつてくること 

はなく、シ—卜ごと押し倒され、膝を抱えさ 

せられたんです。 

彼は挿れるとひたすら突きまくります。ス 

ピ—ドも角度もめちやくちやで、勢いだけで、 

こっちとしては良いと思うポイントも責めて 

もらえなくて、口で言っても分かってもらえ 

ないので、もう、その、「若い男にがっつか 

れている感」だけで自分を高める感じですね。 

それでも求められるのは良いものです。例え 

穴からモノがしよっちゅう飛び出しても。逆 

に、ほとんど動いてないじやん、くらいの、 

震えるだけのようなピストンでも、こっちの 

股間は泣いています。rしo&DiH 
いて！ 俺がやってるみた 

いU!」と口では年上っぼくはっぱを 

かけていても台無しです。 

一番多いのが二人で飲んだ帰りですね。ゲ 

イバ—で飲むとなると大勢の男を見ることに 

なるわけですが、そこでスイツチが入るのか、 

帰り道でぐいぐい来るんです。「家まで待て」 

とはいうんですが、待ってくれた試しがあり 

ません。夜の公園なんかに吸い込まれること 

になって' 酔っ払った頭で下半身を出すこと 

になります。 

この間も、もう15分も歩けば家だろ' とい 

うところの公園でつながりました。一刻も早 

くぶっ放したい' 辛抱ならないというよりは、 

シチユエ—シヨンの物珍しさにまだまだ興奮 

する年頃、ってことなんでしようね。自分に 

も覚えがあるし、懐かしいのでもあるので、 
誘われるままに園内のトイレに入りました。 

密室に二人きりになるなり、 r超巨根 
そ5な男がいた！」と彼は興奮 

気味に言いました。パ—に、ということです。 

一人で飲みに来ていたリ—マンで、スラック 

スの前のところが「そうと分かるくらい」張つ 

ていた、というのです。勃起していたのかそ 

うでないかは分かりません。よその男に発情 

されるのが気分いいわけはありませんが、そ 

れをあからさまに口に出すほど若くもないの 

で、その夜はちょつと強気に頰張らせました。 

プレ—が入つているような感じで。 

彼もノリよくしやがんで、 

しやぶろ5としたところを 
あえてそれ以上はしやぶら 

一!ほとんど前戯もなしに便座に手を 

突かせて後ろから入りました。自分のはス 

ラックスごしに目立つほど大きくはありませ 

んが、若い彼氏に別の男のモノの話をされて 

妙に興奮していたんでしょう。乱暴にしたい 

ような気分だつたんです。 

酔いのせいか嫉妬のせいか、彼よりも自分 

のほうがその公共の場でのセックスを楽しん 

でいるような気がしました。彼が突かれなが 

ら声を詰めていても、自分のモノでは満足し 

きれていないからあえぐまでもない、と思わ 

れているような気がして、1:八4JSB0除 

間に親指をぐい〇と足し入 
れて"それで彼がよ5やく 

と、満足しました。 

その夜以降' 自分から誘うことも多くなつ 

ています。バーでよその男を見て入つたス 

イッチのが分かつたら、よその男にそのス 

イツチをいじらせないうちに自分が、という 

わけです。おつさんの自分にかまけてくれて 

いる時間は短いと思うからこそ、出来るだけ 

それを長続きさせるための格好悪い悪あがき 

なんですけど…。 
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そもそもお前だろうが。それが遅刻した挙句 

にバスタオル持って来なかったって、何だそ 

れ」という仲間の指摘は正論だ。「しょうが 

ないだろ、寝坊して慌ててたんで海パンのこ 

としか頭になかったんだから。海バン忘れな 

かつただけでもエライとホメてもらつたつて 

良い位だぜ」という博樹の反論は逆ギレでし 

かない。 

「いっそ海パンも忘れてフルチンで泳げば良 

かったのにな」と皮肉を言われてムッとして 

いる博樹に、俺は「そんなにふてくされんな 

よ。バスタオルは俺のを一緒に使えばいいん 

だから」と言った。「さすが光彦！お前だ 

けだよ、俺を愛してくれてんのは」と博樹は 

才—バIな声を上げ、俺に抱きついてきた。 

騒ぎが|段落して' 俺たちは水着に着替え 

始めた。「ほら、先に使えよ」とバスタオル 

を手渡すと、すでに下着 一丁になっていた博 

樹はそれを腰に巻いてパンツを脱ぎながら 

「ありがとなあ光彦、お礼に俺のチンコの匂 

い、たつぶりつけといてやるから」とふざけ 

ながら言った。そして次の瞬間、® sagg 

分のタオルを鷲掴みにし、 
布地とチンnをゴシゴシと 

こすり合わせた。「うゎっ' 有り 

得ねえ！恩を仇で返す奴」と周囲は大受け 

だが、俺は失神しそうな位に興奮していた。 

「よ、よせよ、気色悪い。タオルが腐っちま 

うだろうが」と心にもないセリフを吐いたが、 

きつと語尾がかすれていたと思う。 

その後、一体どんな風に遊んだのかあまり 

よく覚えていない。一刻も早く家に帰って、 

博樹のチンコがこすりつけられたバスタオル 

で楽しみたくて仕方なかつたんだ。 

帰宅するや' 俺は全裸になつてバスタオ 

ルを抱き締めた〇 が当 

たつて：Sたで16105部分に 
顔を埋めると' 香るゎけもなぃんだけ 

ど残り香を求めて鼻をひくつかせた。すると、 

匂いは残つていなかつたが、1本の縮れた毛 

が残つているのを発見した。バスタオルは俺 

も腰に巻いているから、ひよつとしたら自分 

の毛かも知れない。けれども俺はそれを博樹 

の陰毛だと信じることにした。宝物を扱うよ 

うに丁重にそれをティッシユにくるむと、引 

出しにしまつた。 

それから俺は、バスタオルを博樹だと思つ 

て抱き締め、そのままベッドに倒れ込んだ。 

全裸の博樹を包み込んだ布地を相手に激しく 

腰を動かし、： 

チンnをゴシゴシこすり〇 
けた〇間接キッスならぬ間接ファックだ。 

もちろんキスもする。博樹の股間が当たつて 

いたであろう部分に唇を押し当てていると、 

なんだかフェラチオをしているような気分が 

してくる。 

「博樹、博樹、俺、お前のアソコをこすりつ 

けた布をしゃぶつてるんだぜ」と卑猥なこと 

を口走つていると、これまでになかつたほど 

の興奮を感じた。そしてそのままタオルの上 

に精液をぶちまけた。 

翌日' 俺は学校で普段と変ゎらない顔で博 

樹に会った。まさか前の夜、俺の想像の中で 

犯されたなんて想像もしていないだろう博樹 

は、いつも通りに俺に接してきた。「面白かつ 

たな昨日。また行こうぜプ—ル」と言われた 

俺は、また博樹がタオルを忘れることを期待 

をしながら「うん」とうなずいた。その時は、 

俺の精液を染み込ませた夕 
オルを貸してやろ5と不純な 

事を企みながら…。 

いつでもどこでも 
セックス三昧！ 

東京都\プログラマ|\36||\:1:2 

年下の彼氏に振り回されています。そんな 

ことをバ—で話すと「のろけ」ととられるん 

ですが実際大変なんですよ。年下といっても 

Iまわり以上も下、なんですから。 

成人式を迎えたばかりの彼とはバーで出 

会ったんですが、最初から「攻め」でしたね。 

それはベッドでもそうだつたんですけど、「夕 

イプだ」「イケる」とパ—で隣り合わせた段 

階からすでに猛攻で。こっちはアラフォ—手 

前ですよ。酔っ払ってからかっているんだろ 

うと思ったら無類の年上好きで、かつ自分の 

顔立ちが本当にどストライクだったそうで、 

「じやあいつべん寝てみる？」と軽く応じた 

らヵラダの相性も案外よくて、そのまま付き 

合って一年になります。 

いつ会うだのデ—卜でどこに行くだの、そ 

ういうことで振り回されるのは可愛いもん 

なんです。困るのがエツチ。^JKIでで 

4P、い0でちヤリたがるか 
なんです。常につてわけじやなく 

て、時と場所を選ばずに発情するから焦ると 

いうか。まあ、いちいち応じているからだめ 

なんでしようけど…。でも、若いから仕方な 

いというか、身に覚えがありますというか。 

けつこう多いのが映画館でムラムラされる 

こと。邦画洋画問わず、出ている俳優がかつ 

こよかつたりきわどい濡れ場があつたりする 

とすつと太ももを撫でられて' それが合図に 

なります。自分たちが映画を見るのはレイト 

ショ—と決まつているので、週末でなければ 

だいたい空いているので' また' ヤレてしま 

うわけなんです。 

もちろん派手なことはしません。ゲイ御用 

達の映画館ではなくてMo voxとかです 
から。挿入なんて無理ですし、フェラチオは 

…一回くらいはありますけど、基本は手で。 

でもそれだつてこつちとしてはひやひやもん 

です。でも二十歳過ぎの若造の性欲に火をつ 

けられてまんざらでもない自分もいて。彼氏 

のそこだけズボンから出してしごいてやるん 
ですが、すぐにイッてくれるのはありがたい 

ですね。でも、困るというか切ないのは彼の 

をティッシュに受けながら、自分のがギンギ 

ンになつていること。それを「そつちも抜い 

てあげる？」とは言つてくれないのがまた若 

さというか。 
次に多いのがドライブ中。多いというか、 

まず毎回力—セツクスをや 
るKJAliiなります。運転中のフェラは 

させませんよ、危ないですから。でも行つた 

先でのことなら断れないですね。海とか山と 

か。最初、ゴムとローションを向こうが用意 

していた時には驚きましたけど^-7では(ちゃ 
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ご近所さんと 
底なしセックス 

神亲川県\会社||\30歲\シンジ 

おill染みのゲイアプリで、前々から気になつ 

ていたご近所さんがいるんですよね。俺、基 

本的に同年代以下が好きなんだけど、その人 

は、俺よりも8歳ぐらい年上の40前のイカホ 

モ系。短髪•髭で、そこそこ体、鍛えてる感 

じ。これだけなら、そんなに気をかけること 

もないんだけど、彼のプロフイ—ルがなんだ 

かグッとくるんですよ。「見た目とか年齢とか 

関係なしに、いろんな人と出会つてみたいか 

な—」なんてことを書いてあつて…。もちろん、 

都合良く遊ぶことの言い訳なのかもしれない 

んだけど、まあ、振り幅の広さを感じるわけ 

ですよそして'「エロ、大好きで 
すよ。ヤルのもヤラれるの 

もOHC)」 なんて書いてあるから、こい 
つ、I体どんな奴なんだろぅつて、興味が募つ 

てきちやつて…。 

でも、ご近所さんて' 妄想がアレコレと膨 

らむんだけど、ひとつ間違えて相手がヤバイ 

人だつたりしたら、家が近いぶん危険なこと 

になりかねないと思ぅんですよね。だから、 

かなり慎重になるといえば慎重になるわけな 

んですが…。 

そんな思いを巡らせてる中、いつものよう 

にご近所さんチェックしていたら、深夜過ぎ 

にメッセ—ジが送られてきたんです。それが、 

なんと、その気にかけていたイカホモ兄貴だつ 

たんですよね。これにはちょつとびつくり。 

だつて、1年ぐらいチェックしていて、一度 

もやり取りなかったんでしすから…。 

彼からは「ども' 今晩は！遅くまで起き 

てますね—。いつも見てますよ—」的な挨搜 

が来て、ちょつとビックリしたけど、でもか 

なり嬉しかつたり。それで、あれこれとチヤッ 

卜をやつているちに、彼の家がうちから 

500メ—トルぐらい先の某マンションだつ 

てことが判明。今から来ないかって話になっ 

たんです。深夜の1時過ぎ…。もちろん、な 

んだかんだ言っても結局' ヤリ目のィカホモ 

さんであつて…、う一ん、どうしようかつて 

考えたんだけど、彼が「近いから気分乗らな 

かつたらスグに帰れるし」なんていうもんだ 

から、まあ、いつか—つて、彼のマンション 

に行くことにしたんです。 

5分もかからずに彼のマンションに到着。 

出迎えてくれたィカホモさんは、画像よりも 

若々しくて、思いのほかィケメンんだったん 

で、気分は上々(笑)。いきな〇キス 
されたのにはビックUしたん 

だけど、ご近所同士のセックスなんて考えた 

ら、なんとなくいつも以上に興奮してきちゃつ 

て、チンポもことのほかビンビン状態に…。 

昨日も2回ヌいたつていうのにね(笑)。 

最初は、キスから始まり、きつく抱きしめ 

られ、股間を荒々しく揉まれたりしたんだけ 

ど、どうやら、彼は年下から責められるのが 

好きなようで、立場は逆転。俺は、彼のアゴ 

を鷲掴みにし、口を大きく開けさせて、舌を 

絡めたデイ—プキスを喰らわせてやりました。 

なんか陶酔しきつた彼の顔がたまらなく愛お 

しくなつてきたのと同時に、そのスッキリと 

した顔立ちを汚してみたくもなつたりして…。 

すかさず、勃起したチンボを突つ込んでみた 

りました。それを、うまそうに頰張るご近所 

のイカホモさん。マンションのベッドル—ム 

からは、犬の散歩でいつも通る川沿いの風景 

が見えていたりするわけです。そんな現実の 

外の風景と非現実なマンション内のプレイが、 

俺の脳内で交差し激しく刺激するわけで…。 

もう、なんとも言えない、ナチュラルハイ的 

な気分になつちやつたりしてるんですよね。 

俺のハチャメチャ振りを見ていたイカホモ 

さんの興奮度もかなりなもので、スウエツト 

を脱ぎ捨て、ボクサ—をもぎ取り、自らケツ 

マンに口—シヨンを塗り込み、で.&い 

ケツを英きだしてくる…。 

こいつかなりの好きものって感じで、正直、 

若干、惹いちゃう部分もぁったんだけど、やっ 

ばり『S近所さんとの禁断の 
xって強烈なタィトルが全て 

を相殺してくれて、もう、突き進むところま 

でいつちやいましょつてことで、ケツ掘りま 

くりましたよ(笑)。 

で、なんだかんだで' 帰宅したのが早朝5 

時前。それから、2時間程度仮眠して、眠い 

目を擦りながらの出勤になったわけです。で 

も、これ、癖になつちやつたらどうしよつて 

マジで心配になつてきちやいました(笑)。 
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中村うさぎ1958#生まれ/エッセ 
イスト。1991年、ライトノべ家とし 
てデビュー•破天Hな実体験を•つたエッ 
tzイで注目を集める•メディアにも多数 
出演。httDy/nakamurausagi.oom/ 

瓜生ワイラの 
また期まで覼れない 

こんやも（ 
夜更かシネマ 
111^クイラK写*と自宅を往復しなが 
6.瓣界の!*つこでヒッソリと生霣してし、るシ 
ネマライター。どんなに破天充でも元霰にそ 
つくりでタイプなんです、プフ夫V 

ラ。だがSIの女の脅迫的だが的 
確な指示でFBIから逃走を 

開始、目的ちわからぬまま行動 

することに…。 

スピ爺ことスビルパ—グ製作 
のSFサスペンスとあつて、わか 

りやすいエンタメ作。先の読めな 
い展開と、板る者を引ぎ 

込む演技で息つく暇のな 
い良作だ。主演のブフ夫 

はスビ爺の秘蔵つ子で『卜 
ランスフォIマIjシリー 

£ズ主滇に抜播されて世界 

苑的知名度を得た一方で、不 
aN法倭入に嫌行、酒気帚び 

G運転と、八リウッド屈指の 
:J；トラブルメイカ—に。初 

|監督作のパクリがパレた 
|り、ツイッタ—で有名俳 

§ ®をディスつたりと、もは 

^や炎上の常連だ。奇行を 
ク挙げればキリがなく、虽 

パ近では役者がガチでセッ 
クスしている色情狂女の 

映画三ンフォマニアツクJ 
で役を得るた 

めに、当時付 

き合つていた 

キャ□ライン• 

フォ—とのガ 
チセツクスを 

撮つて監督に 

送つたそう(当 

然、彼女は激 

今夜はシャイア•フブ—フ主 

演のrv—グル•アイ」で夜更か 
し。ショップ店員のジェリ—の携 

帯に、謎の女から「今すぐ逃げ 

ろ」と霣話がかかつてくる。無視 
していると、覚えのない容疑で 

突然FBIに逮捕されてしま 

ハリウッドの超問題8^シャイア•ラブ—フ 
役のためならセツクスビデオも送り0け！ 

中 

11 
r-f、i 

表 

怒して破局)。せめ 

て仕事はちやんと 

してるのかと思え 
ば-;もう有名人 

じやない」とSいた 

紙袋を被つて力—VD, 

ぺットに登«した 
り、会見の途中で帰つてしまつた 

〇とちfつメチヤクチヤ！スビ 

爺さえも手に負えず、業界から 

見放される日も近い？でち、 

演技はいいのよね…。 
まだ夜更かしするなら、出世 

作のfトランスフォ—マIJシ 
リIズを。シリIズがリブI卜 

してお役御免になつちやつたけ 
ど、やつばり本シリ—ズの顔はブ 

フ夫！撮影中には共演のミ— 
ガン•フォックスとも寝たそ5だ 

し(本人談の失言)、ノリにノ〇て 

る時期のブフ夫を堪能あれ！ 

「これつて主人 

公がゲイである 

必要があつたの 

か？」なんて考 
えてしまラ。 

ちなみに 
「卜—チソング. 

卜U□ジIJは 

1988年制 

作-;ブエノスア 
イレス」は19 

97年制作、 

「ブロ—クバック•マウン 
テン」は2005年制作 

だけど、ただし「ブロ — 

クバック•マウンテン」の 
物語の背供は1960 

〜1980年なので、こ 

の中ではちつとち「ゲイ 

差別」が深刻に扱われているの。 

同性愛者だとい5だけで、集団 

リンチで殺されてたような時代 

よ。この当時のアメリカの田舍 
で生まれてた5、あんたたち、 

とつくに®殺しよお〜(笑)。ほ 

んと、いい時代に生まれたわね。 
「ブエノスアイレス」の腰話で 

私の好きなエピソ—ドがある 
の。役作りに悩んだトニ！レオ 

ンがレスリI •チヤ 

ンを訪ねて「自分は 

ゲイじやないからゲ 

イの気持ちがわか 

らない」と相談した 
ところ、レスリ—が 

答えて日く、「私 

だつてノンケの気持 

ちなんか全然わかんないけど、 

ずつとノンケの役をやつてきた 

のよ！そんなの自分で考えな 

さい！j 

人を愛して苦しむ気持ちは、ゲ 
イもノンケも同じ。ゲイは自分た 

ちとは違う人棰だと思い込んで 
たトニ—を見*に一喝し 

たわけよ。ね、気持ちがス慰 

カツとする話じやない？ 卜ics/ 

女王樺が勧める、 
正月に觀たい 

名作ゲイ映画 

私の中でのゲイ映画ベスト3 

は「卜—チソング•トリロジI」 

「ブエノスアイレス」rブロ—ク 
パック•マウンテンrいずれも名 

作の蛮れ高い有名な作品だか 

ら•「なんだ、中村、意外とぶ 
つ—じやん」つて思つた人もいる 

でしよfつね。 

でち、やつば〇名作は名作 

よ！そこはもう索直に感動し 

ちやうわよ。 
この3作0□□の中で、「ゲイ差 

別」問題が登場人物たちに影を 

落としていないのはヲエノスア 
イレス」だけ。他の2作に比べる 

と、「ブエノスアイレス.！は登塌 

人物たちが己の性瘍にはあまり 

悩んでない様子で、まるで昨今の 
BLみたいなのよ。それだけに 



これを観とけば盛り上がるM: 

たしなみ 
シネマ 

現代ゲイ•カルチヤ—は 
ドロジ—の歌声から梅まつた 

パレ—ドなんて興味ないつてゲ 

イも、嫌でも知つてるゲイの象徴= 
レインボ—カラ—。これは、虹色で 

多様性を象徴する意味にくわえ、 

アカデミ—歌曲寅を受賞した主題 
歌1虹の彼方にjから者想を得たと 

言われています。そもそも 
1969年に世界中のゲイ•シ—ン 

が動き出したビッグバンとも首え 
るスト—ン•ウオIル事件、これも 

今作に問連します。主役の少女ド 

ロシ—を演じ、ゲイに愛された女優 

ジュデイ•ガーランドの葬儀の夜、 

何百人ものゲイがニュ—ョ—クの 
ゲイパ—「スト—ンゥォIル」で彼 

女の死を悼んでいたところに費察 
のガサ入れがあり、「こんな日にま 

でひどい！」とゲVたちがMつたこ 
とから、翌年のパレ—ドの始まリ 

に繫がつたという逸話があるんで 

すね。日本のパレ—ドでも夏木マ 
リ姐さんが歌ったように、『虹の彼 

方に』は世界中のゲイイベントの 
テ—マソングになったのでした。 

ヤク瀆けの«:営業しまくり 
ジュデイ•ガーランド列伝 

アメリカではゲイを「ドロシ— 

の友達」というくらいに、元祖ゲ 
イ•アイコンとして名高いジュ 

デイ•ガ—ランド。実は彼女が映画 
会社MGMと契約を結べたのは、 

13歳にしてプロデュ—サ—と寖て 
いたから。その後もプロデュ— 

サ—全員と8たと首われるほど 

枕営業の逢人で、最初の夫には変 
態プレイのせいで離婚ざれたガチ 

の色ボケでもあったそう。逆にい 

えばそのおかげで、当時にしては 
珍しく同性愛に好意的な大スタ— 

だったわけです。ざらに衝搫なの 
がその頃から、ダイエツト用に覚 

せい剤を常用していたこと。当時 
は違法ではなく iもあまりはっ 

きりしていなかったため、会社か 

ら薦められていたのだとか。その 
ため入院と自殺未遂を繰リ返し 

ながらも、底力をふリ絞リ映画や 

歌で復帰するという波乱万丈の女 
優人生を送つたのでした。才カマ 

好きするビッチ、を体現する女優 
としても元祖だったわけです。 

虹の向こうを9見た少女が 
旅の終わりに見0けた幸せ 

そんな背景を踏まえて今作を 

観ると、田舎の少女が向かつたS 

法の国オズは、まさにトリップし 
た世界。小人たちのダンスに魔女 

が飛び交う、派手なゲイナイトの 
ようでもあリ。「知恵」や「心」や 

「勇気」が欠けた仲間との旅の末 
に、ハリボテの夢の国の実態を知 

リ、本当に幸せがある塌所に気づ 
き目覚めるというスト—リI。世 

界じゆうのゲイが心奪われたのに 

も頷けますね◊「求めるものは、う 
ち(=自分の心の中)にあるんだ 

わ！」 

奢 「ラつかリ」2人の 
SいII女を殺す少女 

飛んできた家でまず東の魔女をうつかり 
滴し殺し、彼女のルビ—の靴を頂くドロシ 

I。その後'妹の西のil女もう〇かリ水を 
かけて溶かし段すのでした。そんな14QS 

な姉妹殺しにツッnむように、その後『ウィ 
キッド』などで悪い魔女側の事情も描かれ 

ることに。 

钃 
ジュディの父、フランク•ガムはバイだっ 

たといぅGi。そして娘のライザ•ミネリを 
さずかった2人目の夫のヴィンセント•ミ 

ネリもバイ。ジュディ自身も女性との性体 
験も豊iirたったそぅです。そリゃゲイに理 

解があって当然ですわな！ 

「あなたは良い魔女？悪い魔女？ 

雲蠢 
邊1 募& 

簪 #©!■ 

ジュディの父親も 
2人Bの夫もオトn好き 



私事ではございますが日テレ系r世界番付J12月26 
日（金〉20»〜0Aに出滿致します„楽しーロケだった 
わ〜•どうか«ておくんなましシルブプレ！ 

八代隆司の 
あたしだって^ 
パリジxン3tr? 
八代隆司バリ在住26年のタレント•レ 
ポーター(株式会社シンクノウク所属)兼0 
し出满sisは「世界番付j、rシネ通! j、r賴 
姍さんいらっしゃい彳」、「世界の日本人赛は 
見た!J狀• Twltter®taka paris 

明夫がカラダを壊すと決まって作ってくれたアボカド 
サラダ(現夫は教W中!)よ:<お藺きせ、3箱 
はこんなのも*れなくついてくるざますよ》 

キャシーの 
トロント不思議 

yvyrV 
キヤシ— 2008年<こ大学卒雲後、カナ 
ダ•卜□ンNこ奉身路学留学。W在はNP0で 
LGBTコミュニティのために働くソーシャル 
クーカー兼コラムニスト♦ 
Twitter®torontogay69 

色だつた)。そしてフランスはお医 
者サマですら「気の抜けたコ|ラ 

飲んで寝てりゃ風邪は治る！」な 
んてヌカすお国柄(入院しても基 

本n—ルドミ—ルオンリ—)。し 

かも感冒薬と処方された藁が下 
期止めと発覚したのはその2日 

後の晩のこと(道理で治らんワケ 

だ)…皆サマ、あたしがこの壩に 

及んで風邪なんかひいてらんない 

理由、わかつ迄Kシヨ!?じやあま 
た来月、アビアントオ！(生き延 

びてたらネ•笑) 

病人食に見る国際ケツコンなんて 
甘いもんじやないわ3!?の卷 

ここ数日カラダの節々が痛い 
あたし。ホットフラッシュちあるし 

まさか更年期障害!?と思った瞬 
間「八—クション！1-:あ—よかつ 

た単なる風邪！と安心したのも 

束の間、何言0てんのダメよダメ 

ダメ〜、おフランスに住むあたし 

には風邪す5ひけないrやんごと 
なき寧惘」があるのよ！と気をビ 

シッと引き締めた次第。 

というのもここフランスの「病 

人食」があたしはもうホントに怖 
いのだ。ジャボンの皆サマにはあ 

たしの悪夢なんか想像できない 

に決まってる。でもね、26年前に初 

めて医者にかかってカラダ粉々ホ 
ストフアミリ—先に戻ってきた時 

の大ショック…扁桃腺バンバン腫 
5して帰つてきたその夜の「食事」 

をあたしは未だに忘れることが 

できないのだ。 

「栄養たつぶりつけてね！ Jそう 

言つてマダムがあたしに差し出し 

たのは、まさかの「レタスとキユウ 

リのサラダJ、熱でクラクラしなが 
ら目を凝らして見ると横には 

n—ラらしき液体がnップに並々 

と。ポテサラやパセリが添え5れ 

ているワケでもないサラダは、ち 
ぎつて並べてドレッシングをかけ 

ただけで死にそラなくらい冷え 

冷え&ガチガチのフランスパンも 
添えられていた。「おいBBA、あ 

たしは熱があつて喉が激痛なんだ 

わよヴォケ！」と思わずテ—ブル 
を引つくり返そうになるあたしに 

マダムはrモンプチジャボネ〇水 
分補給には生野菜、そしてn—ラ 

で糖分もバッチリよ！J 

その後思い起こすこと26年、風 

邪ツびきのあたしに熱〜いス—プ 

やリゾツトなんてこさえて出して 
くれた才卜nは皆無(み—んな金 

太郎飴の如く病気したらサラダI 

ば安心—」というシン 
プルなものではない。 

アメリカでは今年、 

■DrEでが予防薬として 

推奨されて大きな話a 

となつた。カナダでは 

まだ正式に認可されて 

いな5ちのの、お医者 

さんを脱得して予防薬 
として処方してもらつ 

ている人がS近增えて 

きている。しかし、高い 

nストと副作用は無視できな 

ぃパリア—だ。 

この13r ET)の登場をSぶ人が 
いる一方で、HIV予防に逆効 

果ではないかと 
懸念する人もい 

る。「予防薬飲 
んで、みんなn 

ンド—ムを使わ 

なくなつたらど 

うするんだ！」 

と声高に叫ぶ人 

の研究に携わつ 

ている方から話 

を閡けば、処方 

されて飲めば終 
わりということ 

ではない。■orE-o 

使用者は、三ヶ 

月おきに健康診 
断とH丨V検 

査をする必要が 
あD、なかなか 

ハ—ドnアであ 

る。nンド—ムを使わなくなる 

どころか、とても健康的なサイ 

クルを強要されるようだ。まだ 

未知の部分も多く、毎年新たな 

研究結果が発表されている 

"DrETJは万人に勧められるもの 

ではないし、雅でちアクセスで 

きるわけではない。欲を言え 
ば'日でも早く HIVを完璧 

に予防できるワクチンや完全 
にHIVを抑える治療薬が登 

場することを願つているが'」 
うしてTJrE'DのようなHIVの 

ある社会で生きるオブシヨンが 

一つ増えるのは決して悪いこと 

ではない。 

HIV予篇PrEPで 
ゲイセツクスの 

あり方が変わるのか 

数年前、ニユ—スでHIV予 

防薬の存在を知つた。当初はエ 
イプリルフ—ルのジョ—クかと 

思つていたが、今では実際に知 

り合いが処方してもらつてい 
る。このHIV予防薬である 

■Dr £では直訳すれば«|露前予 

防投薬とい5非常に堅苦しい 
说明になる。要はHIV治療11 

であるツルバタをHIV陰性 

の人に処方し、体内に常に抗 
HIV薬がある状態を維持し、 

感染率を下げることだ。ある意 

味裏技である。重要なのは'」 

れが予防葵であつてワクチンで 

はないということ。ここまで読 
んでコンド—ムをゴミ箱に投げ 

た人は考えIIすべきだろう。近 

年の研究によつてその予防効果 

は確かに立証されたが、「飲め 
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てニュー3—クでコラム.時事押綱、S術if 
*1など多鼓にわたって吾述活動を嫌ける。 
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映画『ィミテ—シヨンゲーム』で描かれる 
天才数学者アラン•チユIリングの毀誉褒貶 

主演ベネディクト•カンパ—バッチに 
「とんでもな <腹立たしい」と言わせる現実とは？ 

のために0*はね5れる人々 

がいますJ 

rこのR画は、そんなことがま 
た再び私たちのところでも簡 

孿に起きるかもしれないとい 
う>宙として4>覼6れるべき 

です」 
そしてチユ—リングが生誕百 

「チュ|リング賞」といぅのを 

知つていますか？ nンビュI夕* 

サイエンスのノ—ベル»とBわれ 

るこの賞は、計算機科学の父と呼 

ばれる英国の数字者アラン•チユ— 

リング(1912-1954)にち 

なんでIKSされました。 

チユ—リングのことはこのコラ 

ムでも何度か塞きました。生誕 

百年目に当たる一昨年には世界 

中の名だたる大学でチュ—リン 

グに閲するシンポジウムやイべ 

ントが開かれ、英国ではチュ—u 

ングの絵柄の切手が発売され、 

誕生日だつた6月23日にはグ— 

グルのホ—ムベ—ジのロゴが彼 

の発明したチュ—リングマシンの 

デザインに変わりました。 

そして今年は彼の没後60年の 

年でした。彼の生涯を振り返る 

新作映画rイミテ—シヨンゲ— 

ムーが、あのシヤ—ロック•ホ—ム 

ズ俳優のベネデイクト.カンパ| 

バッチの主演で制作され、 

日本でも来年3月に公開 

されます。この映画は第二 

次世界大戦における暗号解読者 

としてのチユ—リングの活躍に 
スボットライトを当てています。 

チユ—リングのおかげで英米な 

どの連合国は「エニグマ」と呼ば 

れるナチス•ドイツの海軍暗号を 

破り、ことごとく先回りしてヒ 

トラ—を打ち倒すことができた 

のです。イギリスの首相だった 

ウインストン•チャ—チルは当時' 

戦争終結を少なくとも2年は早 

めて数百万の人々の命を救った 

とされるこの偉業に対し「チユ— 

リングは連合国のナチスへの勝 

利に貢献しrcDil屋大の霣献者 

である」と称えました。 

ところがその彼は戦後、エニグ 

マを打ち破った人物としてではな 

く、英国の法律を破った人物とし 

て名を残すことになりました。彼 

は皤すことない同性愛者でした。 

1952年、彼は「重大な不品行 

(Gross indecency)」(つまりは 

同性愛)の罪で有罪となり、禁固 

刑か化学治療による去勢のどち 

らかを選択させられます。化学的 
去勢とは、愛を♦治療♦するた 

めにiホルモンの勢いを殺ぐ合 

成女性ホルモンを注射されると 

いう刑でした。チユ—リングはこ 

の注射を選択し、職も失った2年 

後の1954年6月8日、自宅で 

死んでいるところをお掃除の人に 

発見されました。近くにaりかけ 

のンゴが落ちておD、そのリン 

ゴの表面から青酸化合物が検出 

されました。そこで、これが自殺 

なのか事故なのかの議論が起き 

たのです。 

映画rイミテ—ションゲ—ムj 

の原作伝記の作者アンドル—• 

ホッジズはrチユ—リングは自宅 

での化学実験のために再酸化合 

物を使つていた」と説明します。 

「しかしその化学実験自体が、こ 

の死が自殺ではなく事故だつた 

と思わせるための芝居道具だつ 

たのだ」と明かします。彼は周辺 

の近しい人たち、特に母親に心配 

をかけま3とし 

て，こんな手の込 

んだ「事故」を仕組 

んだのだとい5の 

です。肉体的かつ 

精神的な去勢は、 

彼をそこまで追い 

込んでしまって5 

たのです。 

米国ではすでに 

公開されているこ 

の映画は批評家 

や観客からちとて 

も高い評価を受 

けています。主演 

のカンバ—パッチ 

は公開に先立って 

OUT誌のインタ 

ビユ—に答え、r自 

分はゲイの人たち 

の側に立つ」とし 

て次のように話し 

ています。 

rいく0かのBaで 
はいまも自分の 

A念や性的指向 

年を機に同性愛の罪を女王恩赦 

で晒らされたことについてち「当 

局の誰かが彼を"赦す♦だなんて、 

そんな恥知らずなことはない」と 

I激します◊ r♦教し♦を行うこと 

ができるのはチュIUングただ一 

人です。彼がぼくらを教すのかど 

うか、です。でち彼にはちうそれ 

ができない。なぜなら、 

ぼくらが彼を殺してし 

まつたからです。それを 

考えると腹立たしい。と 

んでもなく®立たしい」 

欧米では社会のさま 

ざまなところでカムア 
ウトが進んでいますが、 

それでち八Uウッドでは 

いまも同性愛が「巨大 

な隈害だ」とカン/CI 

パッチは1eいます。 

rIKfeがみんなゲv© 

俳钃《知0ている。で 

も本人たちはBした 
がらない、括■にも載 

せたくない、否定す6 

する。この40年で性の 
榷利、ゲイの人権運動 

は目覚しい»■をII 

せて*ました。でち、 

そんなAUウッドを考 

えると、まだまだや6 

なければならな5こ 
とはた<さんあると 

い3ことなのです」 
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TOMYゲイの精神科医。ブログrゲ 
イの精神科gTomyのお悩み相败が 
1日に25000PVを数える。著書に「お 
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間より、起きる時間にあ 

せKプでまい 
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すすい 1繼i 
生活リズムを改蕃！ 

健康的なあなたで 
出会いをモノに 

ァテクシち学生の頃はついつい 

夜更かし§になつた+PGだわ。特 

にR期の休みがあると嫿し <て、 

ついつい夜中まで起きちやうのよ 

ね。運*遅起きはある意味学生の 

特槽みたSな4PGだわ。でも、：JW3X 

人になると仕事でwcr「*0たら 

ります。なぜなら、人間に 

は体という一日の 

リズムをつくる仕組みが 
あり、朝にしつかりと目 

を覚ますことで体内P 

がリセットされるからな 

のよ。まずは何時にSCI: 

aが、朝早く決まつた時 

閜に起きることを心がけ 
ましよう。その上で次の 

点に気をつけてみて。 

①起*た6 

日の光を_る 
体内時計には、太陽の 

光が重要。朝起きたら 

力—テンを開けて、しつか 
〇日を容ま-Xう0 

② 墨寝はしない 
絶対ダメじゃないけれど、体内 

時計を狂わせる原因になりま 
す。どうしても眠いときは午後 

3時までに、長くても30分以内に 

しましよfつ。 

③ アルn—ルimskめに 
アルn—ル自体は眠気を誘う 

けど、アルn—ルが肝臓で代謝さ 
れてできるアセトアルデヒドには 

とはいえ、あまりに昼 

夜逆転した生活を送つて 
いると、切り替えるのが 

なかなか大変。とい5わ 

けで、今回はそのnツを 
ぉ^スしま^^ぅ〇 

ポイントは、朝。寝る時 

覚醒効果があるわ。飲みすぎは逆 

に睡眠の霣を悪くしたり、*つき 
を想くします。 

カフェイン*AWUJい 
カフHインには覚醱効果がある 

ので、^!と蜃りにくくな 

るわ。n—ヒ—やi、5^などは 

にあまり！！®しないようにし 

まつ。n—ヒ—やiはともか 

④夕方かS雄々に 

部屋の明かりを■くする 
体は^2暗くなるの1 

知して、眠りへと誘います。就寝時 

間の直前まで明るいところにいる 

と、体がgつ墨となるわ。 
パソnンやスマホの画面から出る 

光も体をiせる—とな 
る^うです。8低でち3る一時間 

一Siiは、scゆるスマホなど宪る 
醫貧ない忐っっ〇 

昼夜が逆転した生活が続くと 
鬱病になDやすか0たD、ストレ 

スを抱えやすく健康的 £ 

な状態とは言えないる q 

ゎ。スマホ活用i獻跡 

い)の効率を高める為WJB4GRfl 

にも、朝起きて夜寝る3:枕-8 

という健康的なサイクCIRM性W 

ルをつくりましょう！ Jirxttta 

参考になったかしf は*n好 

i 盲 

検出できないレベルでした。薬の 

服用回数は、「1日1回」が58. 

2%を占めていて、10年前の2* 

3%から大幅に埔加していまし 

た。「1日2回」は35.7%でし 

た。通院回数は49.7% 

が「3力月に一度」、23. 

8%が「2力月に1度」 

と'病気を知つたばかり 

の時期や体調不良がな 
いかぎり、月iill:度も通 

院する必要がないこと 
が分かりました。 

7割のHIV陽性者 

が体内にウイルスが全 

くみつか5ないレベルと 
いうことは、病気と向き 

合い抗HIV薬をきちんと服藥 

している人は、もはや誰かに感染 
させるほどウイルスは存在せず、 

むし弱くなっている职だ 
か5、1|>»性者こそ自分の健 

康を守る必要があるのです。 

「感染がわかっている人とどのよ 

うに付き合うのか」という相談が 
寄せられますが、「HIV検査を 

受けたこ各ない人とつき合うこ 

とJをむしろ心配した方がいいの 
かちしれません。S初に受ける検 

查は怖いという人もいるでしよう 

が、治療が進歩しています。まず 

は、電話相肢など利用して情報を 
リニュ—アルすることから始めて 

みてください。 

B性後のイメ—ジつて 

HIV感染がわかつた直後に 
相談してくる人のなかには、「や0 

ばD」とい5人ちいるし、「予想外 

のことでJという人ちいます。普 

段の生活のなかで、どの程度 
HIVを身近に感じていたか、 

セ—ファ—セックスの実践に自« 

があるかどうかで感じ方にも遘 

5があるのかちしれません。 

鼉近、東京の動函番組に出演し 
ました。メインMCの八イキング 

ゥォ—キングさん2人とや0取り 

しつつ、僕らが実施した、HIV 

限性者の生活実態調董の結果を 
話しました。全国の主な治療病院 

の協力で実施し、1100人が回 
答しました。 

調査の結果を一部紹介すると、 
:^|:>限性者のうち94.5%が抗 

HIV薬を服用していました。服 

薬していない人も含む全体の 

70%に当たる陲性者の血液のな 
かのHIVは、現行の検查法では 

3 . 
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となLlの下ライさん 

アナタのご厚意はホントありがたいですが、 
的ハズレな親切は「ダメよ才' ダメダメ!J 

熱すぎる瞵人《アライさん)との良い関係は 
一！*どろしたら結んでいけるものかしらん!？ 
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r黼顴族]二代目細鱷畏にして 
r生j r性jitsjの软テーマic®り組む通 
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カンを食らつたのである。この「倒 

錯に理解がある女性Jは、言うな 

れば「昭和期のアライさん」なの 
だが、彼女の「無駄に荒い»患」を 

継承する現代のアライさんは、想 
像以上に多い気がするなァ〜。 

B頭で紹介した太田社長に 

しろ、昭和の倒錯愛好女子に 
しろ、ぼくは「方向性さえ是正 

されれば、きつと有益な結果に 

つながる」と思つているのであ 
る◊そのためには「アライさん 

とLGBT当事者の好ましい 

関係」を築く必要があり、それ 
には「アライさんは勝手な〈脳 

内LGBTイメ—ジ〉を蟛ら 

まさない」rLGBTはアライ 

さんに寅容になりSい目で見 

てあげる」ことが必要である。 
アライさんとLGBTが共に 

この八—ドルが越えられなけ 

れば状況は今後も変わって行 
かず、「太田社ftと日本エレキ 

テル連合の笑えないコメ 

デイ」みたいなケ—スは続くの 
だろ5なア〜。 

人*nンビ芸人が通 
遇した<■走アライ 

さんVの策い■« 

社会活動系セクシュア 
ルマイノリテイの間で近ご 

「じや、後はあなたたちの好き 

なように'」の部屋を使いなさ 
い。判つてるから」と才トナな 

セリフ(？)を残して去つていた 

そ—な。 
「2人は恋人同士」と思い込ん 

ろ「アライさんJという呼でいる太田社長は、当人らが何 
び名がよく用いられる。度ち「違う」と言つてち信じず、 

海外ではrLGBTフレン前述の「スイ—トル—ム篇き去 
ドリ—な人」を指してり事件」は過去に2回も起こし 

「><(=同盟者、協力者、ているのだという。当人的には 
支持者)」と8うそうで、それを「完全なる善意(好意ごであ 

和風にアレンジしているワケでり、「気を利かせた粋な計ら 
ある。そうした風潮自体を悪いい」と思つての行動なワケだろ 

とは思わないが-;過剰に気をまうが、勘違いされている側から 
わしすぎるアライさん」というすれば「カンベンしてくれよ才 

のが結播いて、そちらにはいさ〜ッ」以外の何ものでもないだ 
さかウンザリさせられたりするろうネ。 

のである。 太田社Sは、まさに「アライさ 
ネットニユ—スで先日、「いいん」と呼ぶにふさわしい人物で 

じやないの才」「ダメよ才〜、ダあるとぼくは思う。そして彼女 

メダメ！」で売れまくつているの「暴走ぶり」からは、「日本の 
女性お笑いnンビ〈日本エレキ LGBTとアライさんの現時点 

テル連合〉がらみの「笑えないにおける <溝〉の深さ」が見てと 
体験」が紹介されていた。なんれる気がする。もしち太田社長 

と所M事務所の社長である太が日本エレキテル運合に見せた 
田光代(=爆笑問題•太田光の善意が「適切な対象へ'適正な方 

妻)が「2人を〈恋人〉だと思い法で」発揮されたとしたら、きつ 

込んで、わざわざホテルのスと索阚らしい成果が上がるはず 
イ—トル—ムを用霣してくれなのだが…残念ながら現時点に 

た」というのである。記事によおける彼女の行ないは「運転法 

を誤つた91走トラックJみたいな 
モンなのである。 

ると、太田社長は彼女らと离 
級ワインやル—ムサ—ビスの 

デイナ—を堪能してから 

アライさんの方向性を乱す 
<騸内LGBTVの存在 

海外で6した経験がないので 

アチラの状況については知らな 
いが'」と日本における「アライ 

さん暴走の原因」とい3のは「現 
実のL.G.B.Tの姿をろくに知 

らないまま、メディアの悄報をも 
とに勝手に組み立てた〈脳内 

LGBT>を支援してしまつてい 

る」せいではないかと、ぼくは推 
察する。「失礼ネ！ LGBTの 

友達は大勢いるワ」と反発する 
方もおられようが、そうした 

方々と付き合いのあるLGBT 

というのは「脳内LGBTのイ 

メ—ジを損なわない清廉潔白夕 

イプ17:たったりすることが多い。 
たとえば全然寅逆な「政治意雄 

なんて皆無な、イイ男との八ッテ 
ンとズリネタ収集にしか関心の 

ないゲイ」とかと出会ってち、そ 
のライフスタイルを支援する可 

能性は低いだろう。 
興味深い事例が、創刊から間ち 

ない「靨薇族』で起きていた。「倒 
錯に理解があり、同性愛の支援 

サ—クルを主宰している」と自称 

する女性が「お宅の雑誌で扱って 

いる同性愛はニセモノだ！真の 
同性愛とはもっと崇高で、肉欲に 

支Eされたりなんかしない=こと 

抗議文を送りつけ、読者から総ス 
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J^FROM R^AD^RS 

Q 

馕は童顔のせいか、ゲイアプリなどで歲下と 

初リアルしてもいつもおごられてしまいます0 

永違の安連祐実 とう思いますか？（千蠤県/ ノ36歳） 

ちょっと自慢しているっぼい文面なのが不安を覚 

えるんだけど、これってありなの？むしろ「いや、 

せめて割り勘にしようJとか言わないとダメなんじゃない 

の？年下が払おうとした時点で断るべき。 

ですよね〜。初対面なら基本的に「年上がごちそ 

うするjほうが自然だと思うけど。…っていうか、 

年上から「割り勘ねjって言われた時点で「ケチ死ねうん 

こjって思う。このうんこ!！ 

これが「20歳でIT企業を立ち上げた若手の社長j 

と「45嫌無職で無収入jとかなら事情は異なるか 

もしれないけどね…(笑)。そうなのかな？ 

とりあえず、窻顔だろうとなんだろうと、年下相手 

vixにおごらせちゃダメですよ一(イエローカード）I! 

Q 
会社の女子に「コーラ+メントス美味しいよ」 

って言ったら本当に試して休»中に鼻から炭 

酸吹いてた…。（成県シャ;tO.ス:ルー/25譏） 

僕が入社した頃、みさおさんにだまされて同じこ 

とされましたよ。カズ汁ブシャーってなった…。 

そういえば、みさおさんがカズちゃんの食べ物に 

いたずらしたときマジ切れしたことあったよね0 

食べ物で遊ぶのはいけません。食べ物は玩具じゃ 

なくて命の糎です！ 

カズちゃんっていつもは顔にラクガキされて 

も怒らないくらい温厚じゃん？ 

そういうのは気にしないです。「ああ、低能な 

虫けらがくだらない事してるなJ くらい。 

今月のカズちゃん、妙に毒舌で怖 

いんですけど…(終わり)。 

ゃ，/ 

バデイdK者0D憩L10D広場 

[お便y紹介]FROM酷AD菪AS 

諕者お便り^)*拎注 

親者rシケート®rr 

イラスト/フジヤマ 

IVチな欉釤珧塥 

せレ3，品 
哆オヤジ真中鼻症 

加姑_ 「つ 

r-卜明rr し"□ 

卿ポ、 
今月の逸品 _ r 

人生はケセラセラ！ 

0 

# 

❿隱 

あつという間に年末。なんなの、この年々 

時間が過ぎるのが早くなる感じは。 

フランスの哲学者ボ—ル•ジャネの「ジャ 

ネ—の法則」によると、時間の心理的長さ 

は年齡に反比例するんだつて。5歳と50歲だと、1 

年が5分の一と50分の一じゃん。人生の経験値が 

増えるほど時間の流れが早く感じる、ということ。 

別説では、心拍数と時間感覚にも密接な 

関係があると言われているらしいね。生涯 

心拍数(動物には一生の心拍数に上限がある=人間 

は23億回)とか考えると…ああ、動機と息切れで苦 

しくなつてきた。はあはあ…。 

人生、寿命までの秒読みですな。短い人生 

だからこそ、今月の特集「虹色情報局jを 

一2S 

亂★ンi 芬KT 
，ISES 

si 

i嘯| 
^rs! 

ゲイライフに役立ててほしいよね(笑)。 

2014年のゲイニユIスまとめも、振 

り返ってみると妙にオネエ頼りなテレビ 

番組とか雑誌記事が多かったよね。一般ニユ—スで 

は「素行がおかしい文化人」が妙に豊作だった気も。 

そうだね、2014年は色々あったよ。楽 

しいことも悲しいこともあるから人生な 

金 
んだよ、ケセラセラ〜ぶ 

それつて、HIRO君の浮気未遂が発覚 

して彼氏にフラれたんだけど、でもすぐに 

その元カレに彼氏が出来て「もしかして心の二股か 

けてたの' そつちじやね？」的、疑惑の件でしようか。 

きや—、僕のフライべ—卜をここで暴欲す 

るのやめてよ-=: 

會 

# 
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ゲイ的妄想视で小Kを切る! 

狭まずにはいられない 

今月の一冊 

文•イラスト/ZIN 

『あほラがらす』 

本体680ffl+税 
韉者:池波正太郎 

芝居や映画でお馴染みのヒ—口—が 
氏の手のかかれば何とも 

はや生々しいと言うか。 
表題作を含む洒脱な短編集。 

池波IhJk郎 

あほラがらす 

あらすじ 

人間という生きちのの不思議 

さ、運命の怖ろしさ…「ボン引 

き」の生き方を活写した輕妙洒脱 

でユ—モラスな表題作、忠臣]Sの 

主人公浅野内匠頭の夢なのか真 
実なのか？税明しようもない二 

面性を描いたr火消しの殿』、芝居 

や映画で»|染み深い人物が、ただ 

I人の武士として自分の立場を霣 

< r荒木又右衛門」など、著者の多 

is多彩な小説世界の粹を稍選し 

た11騙を収める。 

見どころ 

今回はご！®も^：S池波正 

太郎の短編集を紹介しちやうぞ。 

350頁の中に11腰なのでfiいの 

^4$人に—勧め-:やう。そし 

てこの短編の中に男と女の情愛な 

ぞ足元にも§ぬ.••な男と男の悄 
愛話が描かれておりまする。年末 

になれば必ずどこかで閩く「忠臣 

睡」その主人公浅野内匠頭の隠さ 

れた姿、II実なのか9なのか色子 

好みの敗のIIの姿とは？ f火消 

しの殿、/美貌の側小姓の«りが 

招いた殺生沙汰と敵肘ち『荒木又 

右衛門』/r忠臣jR』浅野内匠頭の 

敵討ちと江戸へ向かう少し前、大 

石内蔵助は患子の主税に遊楽の思 

い出を作らせようと思い立〇「元 

様色子」/愛する友、左蓮の 

霑葉で傷つけられた。九郎は左門 

の仇を討つ「男色武士道」。鬼平犯 

1や剣客商H8人気の作品の中 

でもちらりほらりと男色や衆道話 

がさらりと出て来るのですが、池 

波さんの描く iRE 土は陰鬱ではな 

いけれどどこか影がありし0とり 

と湿りあるのです。ねちっこい 
…ではない何とい/っかgii吸い付 

いて来る様な。挙げた4騙のうち 

r5又4¢®□はi公が脇の存 

在なのですが、他は気持ちを寄せ 

合0た2人$心运名てます。 

美貌とか美形とSと見紛5って 

云われるとちょっと距離を9きた 

くなるのだけれど、心情は強く優 

しく健気。お父さん、患子にそんな 

深いS5GI凡ちゃっていいん 

かい？って『元禄色子」イチオシ。 

あ、篇も良いのよ〜0 
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^FROM RIADiRS 

•興味深く読みました。アンケートでは30代後半の人 
が多いのかな？まあ男盛りとし〗ったところc神戸生ま 
れ神戸育ちの関西人としては興味津々。（兵靡県/公 
務员/59趲）♦面白かったです。でち田舍の人®な 
のでまぶしすぎる!(茨城県/会社員/27钂）•面白 
く読みました。自分も東京に住んでいるけれど、新?8二 
丁目には鼉近行っていないので…。エ□だけでなくラ 
イフスタイルも知りたし、と思いました。（東京部/会社 
員/44歳）參大阪版とか、地方ち入れてくれると回 
答にバリエーションや傾向も見えて来て楽しいのでは 
なし、かと思いました〆大阪府/会社員/37饑）•ス 
カスカかなと思ったけど、見ているうちに面白い発見が 
あった。(Wm/会ttfi/42親） 

TOKYO GAY S 

W叙’ 
*^1^ 二:^'：: 

今回の特集は囑会を中心に活動するゲイjの実軀調査、ということでアン 
ケートを行ってみましたが、いかがだったでしようか。儀人的にはタチネコ 
の比率がほぼ半々だったのが予想外でした。(文•みさおはるき） 

特集/スーパーダツチボーイKEN 

特集/TOKYO GAY STYLE紋びィ胡子切-卜a金 
カマ的にはサービス精神たっぶり0無邪気にはしゃぐ姿が 

胸キュン必至の注目選手です少 

売りにしていて、Youtubeにもアップされている2013年の公 

開試合では、佐藤光留選手と一緒にパリカンで突如坊主に。 

さらに1人で燃え上がって、佐藤選手に抱擁までするなど、才 

陕者アンケート八ガキの反響と担当者からひと雷 

バディ12月号感想 
rワタシの乳首/理想のチクビj ♦いままでにない企画で 
喪かった。（兵庫県/会社霣/43饞）『肌色仕事の芸期 
ff讅J •ジャニーズ、ジュノン以外にもイケてる子が多くて 
、胸が高まってきます。（京都府/会社貝/40歲）|仮性 
訪問パート2j籲ケツ穴がパックリ見えて麋かった！チン 
コの0が索礅に僕のものに似てして典奮します。オナホが 
透けているのがいい!！(広島県/家事手伝い/55饞） 

籲セクシーなグラビア質問にもまっすぐ害えていて好 
想。DUMBER06J行きます。（兵應業/公務fl/59 
饞）•モデル*高。今度はエ□企画に出てほしい。 
(静两県/サービス業/31歳）•ニヒルな表情、セク 
シーなポーズ、どれをとっても決まっていてとても良か 
った•そばに霤いて一耱に生活したいです。（鹿児島顚 
/会社興/40歳）•笑顔が可愛いかったです。たく 
ましい体がカッコイイから袷かれたいです。（群馬榘/ 
会社貝/34嫌）•カワイイ9部屋に飾っておきた 
い。(千蕖県/会社貝/35鱈）籲礼儀ただしくセック 
スは寅欲なドS君。オカズとしてアリ。（山口県/不明/ 
38嫌）•ビデオモデルが、グラビアに登場するのは 
良いと思います。(福島》/会社興/40覦） 

Qrもやもやさまあ〜 
ずjに出てきた 
「WRESTLE-1 J の 

イケメンレスラーは嫌？？ 
(ふゆ！!/鋟奉県/21饞） 

•大和ヒロシ 
177cmx82kgxage31 
1983年10月20日/千霣県/プロレスラー 

[RjLやもやさまぁ〜ず2(テレ東)jl1月16日放送回で、 

UT1)武藤敬司が運営するフロレス団体rWRESTLE-l 

(以下、W-l)jが紹介された0その所属メンバーとしてひと際 

目を弓Kマッチョボディのイケメンレスラー•大和ヒロシが登 

場。パッキパキの肉体を惜しげもなく披露し、狩野アナにケツ 

蹴りまで食らう場面も。大和ちゃんは昨年まで全日本フロレ 

スに所属していたんだけど、W-1移籍後はスケスケのガウン 

をまとった姿でブレイク。どんな時でも熱すぎる「情熱バカ」を 

•こんな商aがあったらすぐに購入してしまいそうで 
す。ノ《キュームフェラって堪りませんね。KEN君のお尻 
の中ってあたたかいらしいので早く入れてitかめてみ 
たぐな0ました。（和歌山県/会社員/49饞）籲こん 
な索敵なダッチボーイがいたら毎日襄しく遍ごせると 
思います。旅行にも連れて行きたいな〜Iジャニ系相 
望!(京都府/フ1Jーター/21歲）#1体欲しい*パ 
キューム顏にそそられました。（山口県/不明/38歲） 
•企IIとしてはスゴイ。だけど、あの感じだと射精の距 
離はたいしたことなさそう!？(静岡県/サービス業/ 
31饑)籲本当にあったら凄い…。ぜひ第2弹を期待した 
い。どんな新嫌能が追加されるのだろう。（塢玉業/家 
學手伝い/38觼） 

義 

▲便乗して自分までパリカンで坊主 
に…「これはイケる！ jと試合への意 
気込みを語り抱 

， 

グ5ビア EXパスワード 

A 4 
1 

1 

■ 

1 2 
A 

撮影現場から鼸本君の性格の良さが出まくっていて、ちょっとした優しさに 
キュン罾ってなってました(笑)。彼はルックスも性格もとてもいいので、ぜ 
ひ気になった方は、『NUMBER 06jへ会いに行って下さい★(文屮识〇) 

ダツチボーイ役をしてくれたKEN君。K面では散々なことをされています 
が、凄いイケメンさん&チンコTかめ！今度は別の企画に出てもらおうか 
な〜と思っているのでご疑望など募集中です。待ってま〜す!!(文*¥011) 

特集/織本航太•ATUSHIを完全網羅する豪華12P 

棄敵に！！う加齡な*リにSわれて… 文-RK 
読着から«ぃた氰にな！〇オジサマをご耜介 

オヤジ真中毒症 
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(左から）大淵光則氏制作による純金®子》■松竹梅J 
10152000円(税込)/作家•花嶋一作氏による至高 
の逸品「純金獅子頭」999000円(税込） 

(左から)破魔矢「黑植別製菔飾0』20号•高さ114セ 
ンチ、446000円(税込)/羽子板f京みやび』25号•高 
さ96センチ、177900円(税込） 

常に〕 

life 
にアンケートの上位に位■する「エロ摄影の裏側 

が知りたいjという霣霣に応え、バディのす 
けべ担当• YOUが現場の様子をお届け!！ 

^ 」一 」@回固囹「 

二^^ 

ア ナルにねじ込んだ筆で年貨状を書きましようっていう、新 

年ぼくて実は不謹慎極まりないこの企画。メインのウケモ 

デルの翔君は1月号の下着モデルとしても登場してくれた、おつば 

い大好きのガチノンケ。でも、実 

は男性経験の方が多いんだと 

か…(余談)。さて、書道といえ- 

ば日本、 なイメージがあります 

が大人になるとなかなかやる 

機会ってないですよね0そのせいか、撮影の合問に翔君とタチモ 

デルの春樹君はこぞって#道対決をしていました。とてもにe:やか 

な風景でしたよ。真剣な顔をして書いたと思えば下手くそで大笑 

いしたり…。でも、手にもっている筆はさきほどまでアナルにぶっさ 

さっていたものなんですよね(笑)。ほんと、ニコニコが止まらない。 

それと、特集のはじめのページで二人が掲げてい 

る『新賀謹年jの文字は本当にアナル勃筆しても 

らったものですよ一。 SCj上 

▲(上)調子に乗った師範が真っ熏乳首を制作。（下)小さい 
半紙に害いた文字は手で書いたもの。 

今月号のカノ c—&グラビアは、『マチ★パ 
ンjから採用したRyu君。逮足気分で山 
で撮影をしたのですが…激寒。なのに、 
滝に入ってもらっちやいました！でも 
ね、すご一く楽しい撮影になったのは言 
うまでもなく、「ここはどうかな？jとみん 
なで□ケ場所を決めながら作り上げた 

のです★最後はしやぶしやぶタイムぶ 

話 裏 影 撮 ア ビ グ 

と繁栄を祈願する縁起物。意外にも起源はダジャし 

でございます。もう一点、大淵光則氏の匠の技が光る 

作品をご紹介しましよ5。純金扇子「松竹梅」でござ 

います。こちら、一千万円ほどと大変お求めやすい価 

格でございます。 

さて、バディ編集部調べによるランキングの発表で 

す。「2015年玄関に飾りたい正月飾り」3位だつ 

たのは「黄金の獅子頭」でございます。まるで天使の 

羽を思わせるたれ耳、くりんくりんの眉毛が愛らし 

い獅子が鎖座した姿には心が癒されますね。ランキ 

ング2位に輝いたのはふんだんに金箔を施し、川俣 

正絹と本金蠼鍤蒔絵を使用した黒榧ケ—スが付属 

する破魔矢「黒檀別製菔飾りJでございます。邪気を 

払うと首われておりますが、きつと意中の殿方の 

八—卜も射抜いてくれる事でしよう。そして堂々の1 

位は乙女の憧れ、羽子板「京みやびJでございます。 

本つげの羽子板に金箔を施し、さらに純金正絹金禰 

の豪華な振袖が愛らしい逸品。お揃いの振り袖を仕 

立てて初詣にお出かけになられてみるもの素敵です 

ね。 

お屋敷の東に育龍'西に 

白虎、南に朱雀、北に玄武 

を祀る院を配し、現代の平 

安京と呼ばれるお屋敷に 

お住まいのセレブのみなさ 

まのことですから、とかく 

緣起物にはこだわりをお 

持ちのことでしよう。今回、 

ご紹介致しますのは「正月飾り」でございます。 

まずは内閣総理大臣寅受貢の 

金銀工芸家、大淵光則氏制作によ 

る「門松」でございます。門松と申 

しますのは、神が宿る樹木である 

「松」と「祀る」をかけて、不老長寿 

文•みさおはるき 

今月の逸品 エ□クッズ、日常品、想いがけない便利n品…どラせな6他人とihsろ、こだわりのr季節 
の」アイテムが欲しい一ということで今月もゴ—ジヤスなセレブの®品をお*け！ 〕 



全体運ランキング 
2014.12/21〜2015.1/20 

©-最良❽-良❷—管通❺-悪〇-最思 
1 仕寧0 愛情0 金1❸ SEX❷ 

エナジーの〇(太颺)と愛惝*の9(金嫌）*コ 
ミュニケーシ3ンの5(水*)が入人と会う 

,■ことで*勢がアップする皤示•珀い朗閜で饵 
n»£3i ：>報と状況が変わる•フットワークを韆くして• 

im 

3 

4 

tt»©費惕e 金運® sexe 
為(土屋）が〆(《手座）に人り、12年に度 
のi%*をもたらしている：1(木_)と赛角に 
実にR面目に_み上1ブてしKことが成功への近 
邂に*粟実な方法を邁^することがカギに* 

仕寧❻ 9tm e 金邏❻ sex❻ 
エナジーのOCWI).曼項*金邏の9(會B). 
コミュニケーションの安(水S)が吉角を取るに 
ぎやかな年末年蚋•年末が出食いの大老なチヤ 
ン;UWBのft化に注*U鲰理は鱗物。 

仕事® »mo 金運❾ sex© 
12/25に抑圧と制限の為(土里)が入座，行動 
範囲や可に_«を受ける。しかし泛(木里)が 
吉角である今は、轚突に仕•や状況が道む,》時 

K、お金のことでの有益な情報の確示， 

仕*® 
30JNこトラブ純 
娜 

© i 
6^S0t. 

金運® SEX 0 
丨俯〇仕寧^^^⑽ 

讓cyルマ的なものが嫌せられ的icjrしそ 
う•出会撕だがエッチKJWliXナジーを 

りて. 

仕事® »m ® 金運® sex© 
1/4に愛情aと金》の癸(金早)が入座•通aは 
急上昇•入ってし(火嫌)と相まって絶好の出 
会い灞とエッチ灞をくれそう♦»な体！!の変化 
と、工‘好からうつる费拓に特に注雕して• 7 仕攀❷愛情❸ 金運❸ SEX 0 
1/4かが!9l± 妒上#bてIV6 
エッチ逦との合わせ技でエッチから3R愛に移行で 

,吁_きる大きなチャンスの時*1/14までがチャンス 
Wなので，锁サ罕々、積卿こ動ぃて• 

8 

9 

仕事❾ »m e 金運® sex© 
や土 S)が出て行く12/25以》、自分の 
携野とフィールドが広がる*じがするはず•今ま 
で会わなかった人からのRいは《«的に応える 
ように,新出会いが®りそう， 

篆わた人から 
断出 

| mmo 仕學❾ mm 〇 金通❷ sex❾ 
天頂に里が*まり灶學や社僉での役期にノルマ 
的なものがられる_示,精神的にけつこ 
んどい。出金い選は8好だがエッチ(CKHと 
ジーを取られそラなfi回0,節度を持って• 

oCうし 
■とェナ 

仕事〇 mm 〇 金遍❾ sex® 
真反対の人•闍係と;(一トナー連を@するsに 
«1E^SJ»D1> (±JE)がAJ*. 棚。 
の苒のさ(火屋)がエッチのことばか0Kらま 

せ、やるべきことがおろそか(二 

仕事❸愛惝❺ 金邏〇 SEX❷ 
Iナジーぐ nエナジの〇(太•)をはじめ：3£ュニケーシヨン 
の舉や*«»の_び真反対の位■に•人圃矚係 

—と;t—トナーとの钃係に_きはあるが、同两に閉 
■U寒®や気35ま0な感じをちたらしそラ• 

-g1仕事〇 9tmO 金邏0 SEX❷ 
w仕事と社会の宫に抑圧と《限の為（土里）が 

I ^12/25に入りとうとう不運期に突入•什學、人 
間校)保.パートナーとの明係に彩を落とす•積《 
的に目供を定め努力を■ねることが対虹行法♦ 

魚座 a 19-3.20 

王SI! 
様3のU, 

く!_ 
%■? 

山羊座㈣ 
12.22〜1.19 一 

友悄の宮に2年半、留まっていた抑圧と制限の 
星が土星）が、やっと動いてくれるわ。この配S 

は文字どおり友達と疎速になるという傾向をも 
たらしたはず。また、この宮には、この人生でやる 
べ老こととその仲間との関係、という意味もある 
ので、自分のやるべきことを見いだせないとか、 
一緒に仕事をしている人たちに溶け込めない感 
覚があったのではないかしら。一人だけ浮いちゃ 
う感じね。でもこれからは大丈夫。周囲の気持ち 
がわかるようになるし、自分のことちちゃんと伝 
えられるはず。2015年，まずやらなければいけ 
ないことは疎逮になってしまった大事な人たち 
と関係を修復•改香することだと思うわ。特に年 
末年始は会うための機会がた < さんあるし、積 
殛的に勦いてたくさんの人と話をすべき。それ 
によってより良い人間関係ができそうよ。1/ 

14まで、過剰なエナジーのS (火星）は金銭と所 
有の宮に。お金のつかい方が荒くなり、よけいな 
物を寅ってしまいそ5。年末の買い物、福袋には 
気をつけて。年運を占う:^ (木星）は今年8月ま 
で、引き継ぐこと、引き継がれることに関する宮 
に。仕寧上での大きな引き継ぎが焦点に。恋人 
がいる人はより良好な関係がつくれそう。稀に 
実家の何かを引き継ぐ人もいるかも。8/16以 
降、:4は精神の宮に移動し吉角に。4年に一度の 
幸運期を迎えることになるわ。この宮の意味は 
より离ぐより広ぐより深く。次のステージへあ 
«たを引き上げてくれる配蹰。なりたい自分にな 
るために頑張る時だわ。特に海外旅行などが吉。 
見間を広めるためにち計画してみて。 

射手座 11.22〜12.21 ま 天秤座 9.24〜10.23 

と5とろ凶星であり抑圧と制限を与え 
る尨（土星）が12 / 25に入座するわ。本人の宮に 
入る驽は自分自身の行動範囲を狭め、人W関係を耐 
えなければならないものにし、仕寧のプレッシャーを 
より大きく感じるものに変えるわ。しかし一方でまるで 
逆の庙味を持つ吉星ス（木星）が吉角で20〗5年の 
8月までいてくれるので、ずいぶん恩い意味は嫌和さ 
れるはず。人によっては一方で不運なことがあり、一 
方では良いことがあるという吉凶混合連になる人も 
し)るかも。とにかく里までには、今の状況で頑張れる 
という体制をつくることが大切。視野を広く。 

水瓶座 .20-2.18 

抑圧と制限のが土屋)は、その年の不 
通、不幸を占う星。方が入る窝の事柄に制限と抑压を与 
え、さまざまな負薄をもたらすわ• 2014年12/25 
にはあぁたにとっての仕事と社会の宮に入り、凶角 
に。簡单に言えば仕事のことで強いプレッシャーを与え 
られる時期に入ったとしヽうこと。大きなノルマを嫌せら 
れたり、目分のやり方を認めてもらえなかったり、今ま 
でどおりではいられない状況が次々と起こってきそ 
5。仕事の上だけでなく、人間闋係ち同時に厳しく • 
1/14からトラブルの5(火1)が入座し务と凶角 
に。事故や発熱に注意。 

年内はエナジーの〇(太陽)、コSュ 
ニケーシ3ンの$(水星)、愛悄運の穿(金里）が凶角 
を取り、家族のゴタゴタや人間関係、仕*に振り回さ 
れる感じかしら。でち恋爱の宮にはエッチと過剰なエ 
ナジーの6 (火星）があって、ついついストレス発敗に 
エッチを使ってしまし〗そうだわ。しかしこれもノ vマる人 
がし、ると、やはり振りまわされる感じに。1/ 4以降、 
恋爱の星9は恋愛の苠に移動。エッチだけだった関係 
が恋愛に発展する可能性が大だわ。彼のいない人は 
格楢的に新年会に顔を出してね。エッチ—恋愛がスム 
ースに行くのは1/14まで。 

蠍座 
過剿なエナジーのる(火星)が入ってき 
た12/6から、アップセットな状態び嫌いているので 
はないかしら？攻擊力が強くなった0、元気に勦き過 
ぎて周りから浮いてしまったり、エッチにばかり興味が 
し)ってしまったり…*この状況はとても身体と精神を疲 
れさせるわ。特に年末年始は忙しい自分に醉った状態 
になるし、竇会でははしゃぎ過ぎになDそラ。1/ Mま 
でこの傾向は統くので上手にコントロールを。1/4か 
らH星$(金星)が入座。良いエッチ運から良い恋愛運 
ヘスムースに切り替わりそう。彼のいない人は頑張っ 
て行動範囲を広くしてq 

10.24-11.21 

抑圧と制限を与え続けてきた不運の 
ゼ1> (士》)が、やっと抜けてくれるわ。が入っている 
期間、とても厳しく、耐えるしかなかったという人もい 
るだろうけど、逆に不安定であった色々が堅実で安定 
したものに変わったという人も。が抜けてみると、ス 
キルが身についた,というか人閜力が上がったと気づ 
くはず。厳しい状況は成長を与えてくれたのよ。とに 
かく 2015年からは狭い人間関係と活動範囲を反省 
して、もっと表に出ることを心掛けて。経済的な面で厳 
しい人はまだ解決に時間が®るけど、重圧には感じな 
くなっているはずだわ。 



獅子座 鱗 753-852 

12年に一度の幸運期ち折り返し地 
点。今までは幸連期をもたらしているZ (木星)に対し 
て、真反対の抑圧と制限の力を持つ不通の星1>(土 
星)が凶角でいたのだけれど、この12/25から吉角 
にな0、本格に色々が良い方向に勦き出しそうだわa 
のる角の意味は霣面目、供約、堅実。派手でダイナ 
ミックなことが好きなああたは結栄をすぐに求めがち 
だけど、コツコツと積み里ねていく方が早く結果が出 
せることちあるわ。しかもその方法のほうが幸運期が 
終わつても堅実に自分の支えになつてくれるはず。そ 
れを実践できる方法を手に入れるのが今だわ。 

双子座 5.21〜6.21 

これは約会年半 

牡羊座 
11月と同様にこの年末年始も人間 
関係が焦点になりそうな配SS•しかもこれは約乏年半 
•b拔く畏いちのだわ。それというのも人問関係とK- 
トナー運を司る宮に抑圧と制限、不運な状況を示す 
(土星)が入り凶角を形成するからなの。方の凶角の時 
期はそのプレッシャーが強く、不運期となるわ*詳しく 
は先月号の年閜占いを読んで欲しいけど、人閜関係か 
ら家族の罔！？I、仕事のプレッシャーなども同時に起こ 
りそうだわ。今までと同じにやっていても評価が低く、 
厳しい状況に。試練の時となるけどスキルアップの 
チヤンスでちあるわ。頑張って。 

爾 3.21〜4.19 

U〜12月の上旬にかけて吉角を 
作っていた星たちが、急に天頂に集まり、今度は凶角 
を形成。特に仕事のこと、自分の周囲の人間関係内 
での役割などで様々なプレッシャーがかかりそ5。年 
末年始に家族に何か面倒なことを頼まれる、というの 
が考えられることかしら。仕事ち年明け早々から忙し 
く動かないとダメみたいね。愛谲運の9(金星）と， 
エッチ運のる（火星）が友惝の宮で同居する1/4〜 
14は大きな出会いのチャンス。新年会など、必ず顔 
を出すこと友人から紹介されるとか、古くから知つ 
ている人の中にお相手が隐れていそうだわ。 

乙女座 B£3~922 蟹座 Q.2Z-72Z ^牡牛座4 ■20~5^20、全浪 
)(太_)が吉角を取る高期期。そのTFS H反対の位Bに多くの屋が集まり緊〇(太曝)が吉角を取る商揚期。〇と^ 〇(太曜）が吉角を取る离掮期。その 
他にもコミュニケーションの9(水星）や愛情通•金運 
の9 (金星)が吉角を取るのでわかりやすいノ \ッビーや 
ラッキーが多そラな年末年始だわ。友遽とたくさん会 
うことで®気はアッブしそうよ。恋愛®もSし切で、彼 
のいない人は稿裼的にね。しかし身体の宮には遇剰 
なエナジーとトラブルの8(火星)があり、頑張りすぎ 
る傾向、大。疲れと発熱に注思なさい。1/4以降、恋 
愛の星Sは恋愛の宮から身体の宮に移動。エッチの星 
でもあるると1/14まで同居することになり、ェ 
モード全開になるかち， 

6.22-752 

貝反対の位®に多くの屋が篥ま〇緊 
張関係に。コミュニケーションの宮にエナジーの〇(太 
皤）、コミュニケーションの穿(水里)、愛谲逆と金運の9 
(金星)が同居。上司や同僚、そして恋人とちゃんと話 
をしなければいけない時が来ているみたい。自分の抱 
えている問Hは.もしかしたら周囲も同じように思って 
いる問路かもしれないわ。心を関いて話をするべきだ 
わ。12/25に健康と雇用の宮に移動した抑圧と制 
限、不運の星のV土星)は健康状*に影を落とすの。 
©(蟹座)の人は、まず潺飲潺食を控え、消化器系と肝 
Kの検奩を近いうちになさい。 

〇(太曙）が吉角を取る离揚期。〇と 
共に1/4まで恋愛連と金運を司る穿(金星)も吉角で 
わかりやすい八ッビーやラッキーがありそう。人間関 
係の広がりや紊敢な出会いは、新年会より忘年会やク 
リスマスイベントにありそう。忙しい年末だけど欲を出 
すべきだわ。1/14まで天頂にある過剰なエナジー 
とエッチのS (火星)はZ (木星)と凶角で、さらにだらし 
なく淫らな感じをあぁたに与えそう。遊びち良いけど 
節度を挎たなしV:年末年始の仕事の忙しさに支»が。 
帰省は年内に終えるか、1/M遇ぎに短ぐS く居る 
と口論になりそうだわ。 

2015年 
ああたの運勢は？ (2) 

さて、f !初指は何をぉ顧ぃするのかし5。「宰せになりますょぅに」とぃぅ 
ようtMHgとしたものではなく rooに40*してSKがJtかりますようにJと具 

11£にぉ願ぃして、それに向けて頑1なぃと、何も現実のものにならなぃゎょ。 

«(獅子塵)：拡大と発展の 
幸運の泛(木星)は8\16まで 

あぁたの星座に。12年に一度の 

幸連期を実感しているかしら。幸il期とは「何ち問預 

な5ことが続く時」ではなく「これからの数年問を八ッ 

ビ—にするための時」。自分自身の「だったら良いなぁ」 

を実現するために、今が忙しSなら良いけれど…。ボス 

トアップ•資格取得のための勉強や、引っ越しのための 

貯金、彼氏をゲットするための身体づくりなど、やるこ 

と、できることはた< さんあるわ。今、動いていないな 

らそれが問纽。夏までにどれだけ進めるかでこれから 

先、数年の幸決まって < るわ。抑圧と制限の凶星驽 

(土星)は2015年中、吉角で、つかんだ幸運を堅実 

で確かなちのにしてくれる暗示。新年は心を新たに全 

部の力を自分の将来のために使って。 

Try(乙女！■) ： 2015年8/16からあぁたは12年にI 

度の幸運期を迎えることになるの。しかし何度かお伝 

えしているよぅに、2014年12/25から凶星土 

星)が凶角を取り、約2年半の不運期が始まっている 

の。今回の幸鏖期は不運期と同時進行の吉凶混合運と 

なるわ。まず年明けから厳しいのは実家や家族' 家族 

同然になってしまった彼との問浬。解決までかなりの時 

問が必要ね。仕事はより|層、負ITかかかって < る暗示。 

しかしi (木星)が12年に|度の拡大.発展期をもたらす 

のは間違いないわ。幸連期は「ただラッキ—な時」では 

なく、これからの数年間の足固めをするステップアップ 

のための垂要な年。今のうちにどうすればつ^つした 

い'JうなりたいJが現実になるのかを考え、夏に貝体 

的に動ける準備をなさ5❶ 

〇(天S) ： 2015年はまずまずの星回り0その年 

の幸ilの事柄を占う泛(木星)は友情の宮にあり、友rc 

ち関係が広がり、多くの良い人間閿係ができるという 

配西。特に生涯を通してかかわるサ—クル活動と出 

会ったり、ソウルメイトと呼べるよiっな»の4yっ人と知 

り合fっかち。しかし逆の意味を持つ制限と抑圧の凶星 

h(土星)はコミュニケ—ションの宮にあり、人との意思 

疎通がしに << 誤解されやすい、という傾向を示唆。 

関係は広がるのに、コミュニケ—ション不足になりがち 

という問題を抱えtっ。ここは持ち前のパランス感覚 

を発揮し上手に人閧関係をつくって。2016年には 

12年に一度の幸il期が巡って <るので、今のうちに大き 

<飛翔できる準備を。転職を考えているのなら資格取 

1すぐに着手して。 

m(iB塵)：方(土星)が出ていってやっと身耔になる 
2015年。2014年の後半に引き続き、社会の宮に 

ある幸運のス(木星)は、仕IR.0発展と拡大、成功へのK 

謳。より上のボストへ' 次の段階へとあ$たを導いている 

の。しかし、このESは基本的に凶C*次のステップに行 
くため@_な努力と頑張必要だわ。。 

い、こ/つしたいをでキ」るだけ具^SIC心に描キ」実践して 

ち去っだ5。自^G星座から出て行った抑圧と制限の凶 

星！所，^0宮に。これは_状^}〇^をした 

り' 損i出る蹁示。不運だなb経態が苦し 

い人ちいるかちしれないわね。そ一つでちない人は 

どリスクのあるちのには看出さない方が無難。大きな 

寅34PGも避！：^。1\29〜2\23は亦萎のチヤ；v<! 

■1月！rには牡羊座、i 
す。rjacarlcは SWHTIII 

—月！Tには牡羊座、社牛廛、fi子座、S座の9勢を«■していま 
水)fi塵、A癦 1です。 
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OSMごつこ 
〇編り合い交尾 

»Pのセックスの相H 
◎マンキツ 

51雉の男 

r投騮後通I rm■通 j 

◎白スパッツ 
◎ノンケ食い 

◎シャワ_ブ_ス 
◎胃會 

bodi 

566円猶) 

「投稿咎活5後交中MJ 
パディ2012¢1月号〜2014¢ 
3月号掲載の全48除収 

投霸活4 tLHMmi 
パディ2009^1月号〜2011年 
12月号》«の全72B叹録.， 

脚アンケートより】 
♦小Kよ0たどたどしいけど、生々しい 
W写に大興*1 (福幷《l/TM/37lt). 

こんなこと経纊あるある〇て思う(壜玉 
察/ゾンビ/29饞)籲みんなスゴイこと 
してんですね(静岡県/KEN/30譫） 
籲これ一霱ヌケるかも(東京*/ももビ 
ユーレ/41嫌） 

パディ2004#1月号〜2008年 
12月玛钃•(の全60路収fi。 

『投稿ft活2讎■肉ftflL 
バディ1998^2月号〜2000^ 
12月号_の全38»15»5 

f投輻性活3遵行ft情亂 
パディ2001年1月鳄〜2003年 
11月号用8の全84除収録. 

3 

1^^1— 
ディ本誌以外でも楽しめる、デジタル版投稿性活を 

■1L>完全ガィド。サックとRめて、リアル感满載の人気シ、 
リIKを>5能<ださい。 

flplTI※ここでご紹介する電子害IIは、windows PCのみでの团黧となります。 
■■，■¥ョac、スマ—トフォンでの_霣は出来ませんのでご注意<ださい。 

1 

y 

11 0 
1 

1 

sl 

パ 

s 

ia 

投搞性活 
• SMrrJ 

•SAS 

性活 
• fs^ 

投稿性活 
•了V♦ブ 

投稿性活 
•SS 

•涛つ礴 

投槁性活 

Tutt— I 915.J *•¥ 
SVTt^ftv zsttxswm- 

% rv , T : ィ 
i サ—メン r CVK^rlKS チン^ 

7ツのフ，かBく 
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rxrtjtk 
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ISM 広告のご出稿•お問い合わせはrテラ出版バディ富業部jまで 
TEL/03-3350-1738 FAX/03-3350-1016 
e-mail/ sales6terra-publlcations.co.jp www.badi.jp 
〒160-0022東京都新宿区新宿2-15-12大須ビル301号室 
有限会社テラ出版r ノてディ営業部」 
ご希望の方には寅料もお送りいたします 
tげイの通««6»こ鼸Tるお尚い合わせは、sate®badL]p^うそ(TEL/FAX两じ） 

■ツアー 
LGBTDREAM.com (HIVIKI)188 

■衣襞•アバレル 

■映國館，サウナ，ホテル 
全国映画館案内(大販•広島•小倉）197 

ニュー金山 
北欧館 

■呋固n,サウナ，ビデオボックス 
全国映画館案内(横浜） 199 

24会館(浅草•上野•新宿） 197 

■ホスト、ボーイズバー 
Acid Boy 209 

アンデルセン 207 

カレッジの王様 208 

KOC MASSA 208 

Get Wave (札幌•東京） 202 

サロン今池イン(札榥•東京） 205 
BoysBar Get (東京） 202 

■ゲイショップ 
APPLE _ (新橋） 
Angelo 

K0 SHOP(仙台） 
Store’05 

DX 

Hyper Queer 

BIGGYM (上野•池袋） 
ルミエール(新宿本店） 

■リサイクルショップ 
コンボイ上野 
コンボイ新宿 
西新宿ブライド 
CHECK 

BUYKING 池袋 

230 

220 
227 

224 

218 

229 

222 
214/215 

222 
214/233 

231 

228 

222 

211 
213 

/Cトリスカタンザロ 190 

■ホスト，ボーイズバー 
■ゲイバー，シヨ —バブ，飲食店など CUJBR 210 

ブルガUオム 202 Get Wave (大阪） 202 

サロン今池イン(大阪•博多） 205 

■マツサージ SCHOOL KIDS 210 

Aero+ 206 TOPMAN 211 

at natural 205 BOYS 戦士 212 

気楽 204 BoysBar Get (大阪） 202 

■ゲイショップ 
APPLE INN (大阪） 230 

あんず屋(福岡•熊本） 226 

ギガント 224 

KO SHOP(金沢•大阪） 227 

広离ぶどう屋 226 
ルミエール(京都） 212 

□ッカーム 232 

■リサイクルショップ 
コンボイ(堂山•難波） 232 

APIN0 230 

Angelo 220 

ギ《>卜 224 

KO SHOP(仙台•金沢•大阪） 227 

Store.05 224 

DX 218 

Hyper Queer 229 

BIGGYM (上野•池袋） 222 

広島ぶど〇屋 226 
ルミエール 215 

RSTV 194 

GET-film 192 

G_ES VIDEO PRODUCTION 193 

DNA EJIKI 195 

DNA動画 195 

HUNK CHANNEL 193 

BIGGYM DATA MARKET 196.223 

mannhouse 194 

Men s Rush.TV 192 

ゲイ202 

野郎魂 MUSCLE SPIRITS 201 

日払い急募広告 189 

本K広告のご案内 191/235 

Jてデイジエーピイノ W■—広告のこ策内 
200/234 

)(デイジエービイ電子コンテンツのご55内 
198/236 

オリジナルグッズカタログ 238 

通g販売ご利用の手弓Iき•申込者239 

本誌;(ックナンノて一のご案内 240 

本誌定期購読のご案内 241 

FREEMAN (新宿•西新宿•横浜）228 

通販カタログ 

バディからのお知らせ 

インターネツトサービス 

DVD•映像配信 西日本エリア( 東日本エリア( 

お申込の締切は発売前月の23日頃です 

Sい含せ先 
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今月のプレゼントs29名嫌 
52〜EゲイDVD/各1名嫌【聞連記寧】「D.navl』(139〜M2ベース 

洋む•快感 DASH! 男子字！*01 M>ES32HWR4- MEFUCK2 

B^SSI3S3Z2Hi HHEiZilSSliHli 

ノンケ極デカマラBlft交尾一爆ムラ肉食体裔会!!ー ハードマニア17 ノンケの鵪子観察〜 

生掇リ9 ガチクマ龜mめ2 ASYURA part III depth 2 

oa〜0モデル着用下着/各i名様 
【間連S己事】卬SHOP CLUBj(16sl7ページ)※サイズはすべてSサイズです。 

識H職 
XUギンガムチェック XUジーンズブリント 

Y/Vyクビキニ アッシュビキニ 
XUストライブ XU メタリックパイソン 

シースルーボクサー Vラインカットボクサー 

:AM 
xuパターン xuサイト*2ライン WJストレッチ 

スhライプコツトンボクサー シンプリレポクサー xuスポーテイボクサーコツトン/v<レ-ツトランクス 

アンケート専用はがきに回答を記入じこおもて面のプレゼント番 
号記入棚にご希望の商品番号をお害きください。当選はプレゼント 

ん，右Iの発送をもって代えさせていただきます。 

PRESENTS & 
QUESTIONNAIRE 

嫌者アンケート 
A m今月号で良かったモノに〇を、良くなかったモノに父を、 

1下記の番号を参照じT印をつけてください。（複数回答可) 

特集 
01NPO EMA日本インタビュー/同性結婚実現させませんか!/012 

02 GAY NEWS 雄まくり2014/043 

03 を込めた年霣状を送ろう/勃籤アナル講座/075 

04気になるネタを突っ込みルボ!/こちら虹色情報局!/115 

05バデ>r^dl0エロ醚/tliffiliTOWこ級き二一*/123 

カラーページ 
06 VOICE一あなたと一緒に歩むゲイライフー/002 

07 NEWS CHANNEL/003 

08マチ★パン/014 

09 BSHOP CLUB/016 

10グラビア/fancy camp/035 

11 グラビア/FANTASTIC RABBIT /067 

12 DELICIOUS DVD DATA/127 

13 D.navi ノ 139 

14 VIVID news/143 

15デジタル天国万饑/171 

連載(モノクロ） 
16ブJレボンヌの才カマなたしなみシネマ/172 

17中村うさぎの「新宿二丁目の女王J/173 

18瓜生ワイラのこんやも夜更かシネマ/173 

19 二のNEW WORLD INDEX/1フ4 

20キヤシーのトロンドF思議；Vッテン!/175 

21 八代陲司のあたしだって☆パリジェンヌ!？(BAD晒)/175 

22月刊竜超/176 

23 T0MY先生のメンタルガイド/177 

24ぶれいす東京のLiving with HIV/177 

25ゲイ的妄想視点で小説を切る!/嫌まずにはいられない今月の一冊/178 

26 FROM READERS/179 

27女王嫌の星占い/182 

7ンガ 
28下宿のお兄さん/野原ぐ5/〇19 

29アグリっ娘一やったった感一/小□向/051 

30坊や良い子だキスさせて/大久保ニュー/091 

31 赌1^5^日記,^07 

32奴黥調教合宿®終話/田电源五郎/147 

33はみちん/前田ボケツト/167 

小K 
34ラジコンシヨツト/K古田征男/083 

35オス交尾/樋口めぐむ/099 

36読者投稿ストーリー投稿性活/163 

付録 
37 GAY NIGHT SCHEDULE 

38 ^»DVD『B+J/243 

Q.2 今月号にMするご意見をお窨きください。 

Q.3あなたが希望する企画、特集内容をお書きください。 

_ あなたが思う2014年を賑わわせた 
ゲイ的新語•流行語を教えてください。 

※お答えいただきましたアンケートの内容はsR面に反映することがございますのでご了承ください。 瓣切は2015年1日（水)溝印有®です。審期ハガキは次べージにあり*す。 
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ここに掲載されている求人広告は、「日払い」を含む即金型 

の求人募集です。応募方法や待遇などは掲載されている各 

広告をお読みの上、直接各社•各店舗へ応募•お問い合わせ 

ください。なにかこの求人広告で問題が発生した場合は弊 

社営業部(03-3350-1738/午前11時〜午後8時)へご 

連絡をお願い致します。 

ビデオモデル 
募集 
振影内容はできる範囲内で 
»べるので安心ですI 

1撮影につき 
II 2万円〜 

つき 
i_4時間程度 

  

inti- 

ぬB 
撮影終了後現金で 
杉支払いします 

m新拓区访他全h答地 
■楽 

WE|jhttp://www.kiraku-spa.cc 
3836-5530T 

麵逸!丄£)〇〜24:00 

バディ誌面で活躍したい 
エロモデル 
大募集 
18饞以上(襄校生不可)か530觼前半くらいまで 
のゲイJ Cイセクシユアル、ゲイフレンHU-なスhU 

性で、WHC3Bる程度の自信がある方n 

弊社規定の出嫌影日にお支払しNUたします 
法 

プ□フイール(身6、¢ 体重、年齡、氏名、住所、電话 
、メールアドレス）、自己アビールを明記し、 

写真3点(顔写R、全身が零った下着金、上半#) 

を下記住所、またはメールにてお送りください。 
東京IWff宿区新宿2-15*12 

大須ビル301有限会社テラ出版バディ纏集部 
モデ宛またはmodel❺badi.jp(メールの 
Kは件名に必ず「モデ』1/»集Jと明記ください） 

I 
HB 

T77.：nnvia 

03-3341-039? 
お問い合わせ 
ください 

広告出稿について この求人広告にご出稿いただけるものは「日払い」を必ず 
含む求人広告です（日払いのほか、選択式に支払い方法が 

ある場合、併記可。例/日払い月払い可能)。業種や地域は問いません。個人の方の出稿も可 
能です。毎月25日までにお申込みいただくと、翌月発売の最新号に掲載できます。掲載内 

容など必要項目がございますので、一度営業部までお問いわせください。 

•サイズは横4.15cmx縦6.25cm r申し込みは毎月25日締切 

I 縮相談))! 你囝自由 
明装あ1自由 
全額邑払河ST宗備镫鼴付 

t寮:生ほ味保証金考 
丨他店経願濟志 
初酿%_迎__ 
営業時間 

①ビデオモデル m 
零アシスタントモデルg 
暴撮影アシスタント集 
資格：18歲〜35歲くらいまで 
給与：1撮影につき①3〜10万円程度②1 
〜3万円程度③5千円程度※①に 
容姿により増額あり 
時ra:1撮影につき1〜数時問程度 
待遇:完全日払紹介料明度有 
内容:a顔出しでの出演(広吿•ジャケット目 
練等対応可、速方可)②ゴーグル等着用での 
出演、アナルsex必須(大阪近郊のみ)③* 
衣のまま手コキやフェラなどでモデルをイカ 
せるスタッフとして出演、ゴーグル等着用可 
(大阪近部のみ） 
応募方法：QR：□—ドから応羃 
フォームにアクセス、もしくは名 
前•身長•体■•年齡•お住まい 
の酆塵府県をご紀入の上、Bと体 
つきのわかる蠹_«2枚以上擊 
付してメール(model❶ xbot.jp) 
にてC応募ください* 

応募/！法上のORコードで薄用フォームにアクセス 
または http://www*mensnisKtv/mod0l.php 

か5ご応募下さい 

B U a 13 

Bar&karaoke Yoka Yoka 
六本木交额近く 
03-3402-6420(20時以降） 
jonatharvlivingston-seagull-@ 

担当:ノ、セガワ docomo.ne.jp 

例60汾 腳獅院至歩合!制 
空!S座い.る時間の勛務应高収入! 

時間艦由議 勤務日数 
(御徒町IR觀瓶纖 

勤務地 
晒H以■上: 热强娜肉系 

年齡鄉 
20代の明るく元％なゲイのスタッフを 
»锒しております。A本木で安定の22 
年。新人さんも安心して働ける_«で 
す。レギュラースタッフもMW籌集して 
おります。 

時給1，200円より(日払い月払い可) 

営業時間午後8時より午前5時 

定休日:日••祝日i'lA^g：i：AA 
■初は主にカウンター槊務になります 

その日にお金か http://badi.jp/hibarai/ 
ほしい人必見！ Web騸は：!チラから-► 

撮影場所は都内各所 
1日3万円〜20万円以上 

時給2万円〜5万円以上 
20歳以上(経験者•素人歓迎) 

時間応相談(受付は19時〜22時 
即日現金払い(何回でち可能) 

年中無休) 

03•3341•0704 タカオカ 
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圆臟店漏 

ルミエール新宿本店 
TEL 03-3352-3378 FAX 03-3354-7578 
常業時間AM11刺〜翌朝5:00 

LGBI dream.com 日*h内初 
アメリカのゲイスポット&H性鏽ツアー 
「完全^iボ自由®国 

各都散狐解部狐を押立麥娜固 
会芰寒«に体験运满嘩さ 

|<鑛行ツアHM 5泊7 B〜/1.250ドル〜> 
•ゲイバレード20151nLV 

_※日程など諱し < はWeb*SII<ださい 
•ゲイ35ユニティMTツアーIn LA 

•料}ツアー 
• amゲイ専用ゴルフツアー 
当ツアーはインパウンド(米■■内の手E 
のみ)でアメリカ嬲着便は指定いたします。 
ツアーの值行は2名様以上から•驊しくはお 
W含せください。 

ア多リpx<m嫌•孿式承yます 
日本でS性婚はBめられませんが、アメリカでは挙式、正式な繡蟠S明害が髡 
行されます!！ LGBTフレンドリーの繪||式場、ホテル、専用係!!などを企函し、 

一生に一度のご_分たちのためのウェディングを行いませんか？ 
アメリカ移住《鬌龙ている方、IM、ビジネス《«えている方LGBT*tatua._もftわせてご爾くだ在い• 

嫌編はこち5のWebsite在S9TFさい 
http://www.LGBTdream.com/ 
会社名：HIVIKI LLC (本社•□サンゼルス） 
お問合せ： 050-5534-5876 (アメリカにB接転送されます） 
営藥時間帯：日本時間10 AM-4PM 
Email: info⑫HMKI.com Web: LGBTdream.com 

バディm告掲載のご案内 
本誌への広告のご出稿の際には、銳者様に安心して 
ご利mいただけるよう業種域に提出していただく内 
容が異なります。料金や広;1;案のご相談、些細なこ 
とでもぜひお気鞋にお堪話またはメールにてお問い 
合わせドさい。 

◎ご相讓•お申し込みはテラ出販バディ*窠部まで 

TEL 03-3350-1738 FAX 03-3350 1016 
東京都新宿区新宿2-15»12大須ビル301 
有限会社テラ出版バディ営業部 

sales@terra-pubncations.co.jp 

◎広眚サイズ※蹶下M作も承ります。ご相»ください 

1ぺージ 
(裁ち切りサイズ) 

天地257mm 
X 

左右182mm 

1/2ベージ 
天地106mm 

X 
左右154mm 

1/4ベージ 
天地106mm 

X 
左右74mm 

新規広告のお申し込みの主な流れ 
•バー、スナック、欽食JSの皆樺へ 
原稿を»送、FAXにてお送り下さい， 
折り通しこ記入いただく書類をお送りいたします。 

•ホストパブ、出强ホスト店、マッサージ店、サウナ、 
ハッテンスベース、ビデオボックス，エステ店の酱樺へ 
ます以下の塞黷を郵送していただき、ホスト店にBBしましては 
r検肘後弊社にて面搐」を基本といたします• 
① ■任者の方の身分Hのコビー（免許K、保険旺等） 
② 霉話の■いてある事務所のfl貸契約■筹のコビー 
③ サイトのURLと広告照稿（饔校閲） 
※審》•栈肘の和合上、掲職までお待ちいただ<場合があります• 
※掲載をお断りする壩合もありますので予めご了承下さい 

•インターネットサイトのオーナー嫌へ 
① 竇任者の方の身分狂のコビー（免許狂、保移証等） 
② 電話の匾いてある事務所の貫霣契約書等のコビー 
③ サイトのURLと広告®稿（霣校M) 

•代理店樺•その他の業種の皆樺へ 
ますはお電話またはメールにてお問い合わせ下さい• 
業種や内容によっては、お断りする壩合もありますので、 
予めご了承下さい• 

※お申し込みは毎月23日締切 
23日締切—最速翌月21日発充号掲nになります。 
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沐^ S志 
広告 
のご案内 

【広告サイズ表】と 
データ制作について 
※料金など詳しい資料もご用意しております 

ので、まずは一度、お問い合わせください 

モノクロ1/2P 
(W 156mm xH 106mm) 

〇モノクロIP 
〇中纖じカラーIP 
(W 182mfnx257mm) 

モノクロ1/4P 
74mmxH 106miri) 

その他 

〇表4(裏表紙)カラーIP 
(W 174mmx240mm) 
亲バーコードなどの記載必須事項があるため、 

他と寸法が興なります•ご注意ください* 

その他、取材紀事広吿などもございます• 
ぜひ一度、お氰鼸にお問い含わせください。 

雑誌への広告を出稿すると効果はど5なのか？ r幅広い年代層へのアビール」、「全 
国区へのアピール」、「編集誌面での紹介」などが上げられます。その理由などを記 
載したより詳しい資料もご用意しておりますので、まずは一度、一番下の連絡先へ 
お問い合わせください 

(新規広告のお申し込み、業種別の主な流n I 

お申し込み後、まず以下の窗類の郵送（FAXやメールでも可）を 

お願い致します 

① 資任者の方の身分ttのコビー 
(免保険tt等） 

② 事務所の貢貸契約香等のコビー 
③ サイトのURLと広告原稿 
弊社で受け取D後、サイトなどで営業内容を確認し、お電話で何点かご質問させ 

ていただきます。ホスト店に関しましては「検討後弊社にて面談」をお願いする場 
合もこ•ざいます 

※審査•検討の都合上、掲載までお待ちいただく場合があります。また掲載をお断り 

する壩合もありますので予めご了承下さい 

お申し込み後、まず以下の害類の郵送（FAXやメールでも可）を 

お願い致します 

① 資任者の方の身分ttのコビ_ 

(免許証、保険SE等） 
② 事務所の賃貸契約書等のコビー 
③ サイトのURLと広告原稽 
弊社で受け取D後、サイトの内容や法規に則った記載がされているかなどを確認の 

上、弊社よりご連絡をいたします 

原稿を郵送、FAX、メールにてお送り下さい。折り返しご記入いただく害類をお送 

りいたします 

まずはお電話またはメールにてお問い合わせ下さい。業種や内容によっては、お断り 

する場合もありますので、予めご了承下さい 

広告をC出稿いただくと、通販や定期購跷などの発送物にフライヤーを折込むサービスなどもご利用 
頂けます。詳しくはお問い合わせください。 

広告とし)っても印刷物を作るのは非常に手間です。お店のポスター制作などされている店舗さんだとおわかりだと思います。でバデ 
ィに広告を出稿される際は、弊社でお作りすることも可能です。メール•電話や、都内近郊であれば店舗へお邪縻しお打ち合わせを重ね 
て制作します。また作ったデータを店舗で使用される場合はデータもお渡ししますので、ポスターやフライヤー、挨拶状などにもご活用 
頂けます。制作費は当面無料です。逆にデータを制作してご入稿いただける方には、データ入搞の手弓Iき書をお渡し致しますので、お気 
軽にお問い合わせください 

より詳しい資料のご請求、ご質問•ご相談•お申し込みは「テラ出版バディ営業部」まで 
〒160*0022東京都新宿区新宿2-15«12大須ビル301号室有限会社テラ出版「バディ宮業部」 

TEL/03-3350-1738 FAX/03-3350-1016 e-mail/sales@terra-publications.co.jp 

バナー広告については是非 
一度サイトもご確認ください www.badi.jp 

代理店•その他 

一、飲食店 

インターネットサイト（ショップ•出会い系_SNSなど) 

ホスト、マツサージ、エステ，サウナ、ハツテンスベース 

お問い合わせ先 
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ウエットルック、エナメルをあしらったフランスのブランド 

「パトリスカタンザロ •オム」が本格始動 

脱がせたくない、艶やかな打をもっと感じたい 

nttp：//patncecatanzaro.jp 



ゲームス12月贿 Hirr-1 ® 

b«私』*1昂^瓣親タチなどしJ 
kEの勤■配值卜SMEGAlHUNKCHANNELlf把ら至極の芯太ル:セ:5：クみ7編 
jtffe^DVtfftiiKa acp^^gggg ^ir<DSExkum ti?み】下-さい!!li^_ 

鼸膨の籌心審は大鳜通！た•エッチの霤心奮はお黼りし豪7?鎿とSIS力に塞儀の美备.エッチが大好tな秦なた! 
ケ_ムスて羅_■のノンケ臁とや9蒙せんか？:]-クル薦用!脇窗雇守！!蠡なたのテクT ノンケ應tイカ甘ちやおうm 

<篇馨1111> 20饞〜9MKtての腸_霄て讎籲な方ッチ籌心響お_V!Xッチか太好Sな.エッチが上譬な方に■ 
V家す•大■.蘧康にてWBTS备穷に籲9家す• It藝方漶ttTC(太)發餐■してく议い• 6籌机て6 V家す!！ 



鮮やか城画科毎激量9«1中! 
DDQen’s 

://www.mensrush.tv/ 

公式サイト 
サン蟲縱 

2015年1月9日（金)(SIMIid 5作品明B1作品を同時髡宪! 

|1!8辛||と終」社|8デ^11果たした 
S^9SZONOZC AV7 

181T若い肉体を*ぅ生霁《! 



拘東されて乳首、チン：？を責められビンビン1C / / 
〇つんばいでケツをいじられガマン汁が令〜今タラ/ 
更にその体勢でケツを採られ大量のIf汁Jがいやらしく泊り 
仕上げUいろいろな体勢でガン振られ突5表くって其夭/// DVD版60分8, 12月15B発売予定 

J 1' ■r 
急スべシャル企画S 良5弾! 



誠涵y淑麵 

?チル掰•が預魷ぞ1ら?i瓦i*帕涵の^飛 
何よりもエッチが大好きなイマドキのエロボーイたちの性態！ * mmr^ 

大雇な#位てiiiのモノを男の口と#ツにガンガン入れ^ぐるなどの 
過激なエロ行為で溜まった性欲を発散する！ 

贩充元7 •ン•ハ•ウ•ネ(8) wwwjnanrhouse.com/18譫未满の方への販売を禁じます• 
rDAnnHOUSE TEL 03-3380-8500 £TnafcoffteeGmannhouse.com 

ネットシヨツビンクはこちから[レインポーシヨッパーズ]htW/wwwjartxwshoppersxom/ 

では形式の動%をダ%口1ド出来ます： 

Erotic Scan & heat up 出演モテル __ 中！ 
ヤングパワーを持っている20代II期にわたってフアンでいてくださる30ft 
そしてスーツフエチや自慢の鎩えたカラダをお持ちの方など 
ご希aされる企漏嫌影やルックス&体蟹などにより複数回のお仕事も可能です。 

マンaウス HP© のぺ-ジからご免ください.http://www.mannhousa.eom/J/modeLc.html 



™vrrrrTY^xni 
的_シネマ 

せせらぎの瀵い虹 
[出演]コウ、丸山光輝、玉城緘、箱本泰司 

!料理人をめざすコウ京でひとU 

j署6L&靨歌しハッ 

テンパにも紋みが、なぜか_ 

で时にI、£〇あ5日、実家の父の 

'君闱が届くか、戻ってみるt失憊の 

s最中に周囲から箱婚を勧めsn…。 

I ネwボルノ陕画でお馴染みの後藤 

霣蜜中きみはキパをむく 

監轚がゲイボルW画に初g壤! 

17耆 

n 

、wh«—、•生#、着河シゲル 

ぎ■じttllて•生8^い！ 
美大合格C向け蹄るァ政あ5日' 

彼女と映画デ-KDS中、忘れ物C 

気づき映画館1茂5<!：、进前、突然 

行方不明になつだ当時<攻81人、零時に 

再会tt。か、彼は何か找UX、て…。 

7?V5^.VWJ7膊若しV2人の 

恋の騒動を描いた、今の全てのゲイ 

カップJUC捧げる«作です。 

，名画應② 九MttE■公_ 

僕色のくちブけ 
iX [出演]デキヒ、山權トヘ久帥嫌也、太W始 

儷tt«のいしれft! 

ォッュ!俺タガシ。フ〇ネ大好物で 
いつも金欠。冢Sも滞納しててやバめ〇 
恋人の祐一は世界を旅する«8衆り0 

会m对ど、会っ&^ 

い:^try{?]ほくり。そ/^俺の 
IW卜先!棚宿のゲイパーだけど…。 
ムチかわ主人公がM运こす、ちょっと 

% 

t?ンチなエ□充滿スh-ゾー〇 

or小 nMtttE 
光酱應①(_«•«» 
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¥231-0065 
横浜市宮川町2-59 
^ji'fMw±um^yJl£anf 

2310637 紙®0^5•: 

■IL日雜 
ソ土 ORより3步2分• 
卿木町棚步吩〉 

[±映作品】表e财金％明肪粉aす,atosMsr。 
12/30(姐で THEPETTST 路^§/難心!づFノ 
i2/3i(水3より 

【謂間】 
旧〜木]1〗:00〜21:〇〇 
[金.±]11:00〜？!期 WX) 

t/jm金】 
一般料金ハ,550円 
会眞•学生A130円 

12/31 C?K) 11:00' 

1/1(木•抝12K)〇〜19^)0 

I «12/30までと1/2以降は通常営業。 

BD口ーズ (太■•aratii) 
»rb56-0002 
大狖通区虫纖ンワ8 
httcc//gavcfnenainf 〇/ 

mm H^s *06-6641-I 

Htt料分〉 

【上映作品】 
12/300*03tr のA/^/男薄 
12/31嫌Jせせぜの激 

mm) 

[年中無休•運日才 
[毎0J100〇〜9期 &00 

【入顧金】 
一般料金/1.500円 
会興/1300円学注/1双)0円 

年末•年始ち通常當業です。 
朝10特よリ翌朝5时まで當業。 
※年中麻休•毎日オール:KK上映。 

的場シネマ (1»，鼸11) 

T732 0824 
広島市的場町2-1-5 
tax//麵HmzuccrVdnBTW 

8062-263^7095 

ccm的爾町歩份. 
现姆） 

:君执、て 
:ゆIヽ奇吞 

【上贿品】 
12/25(木)まで SEYOUAGAN 
12/26($)cW真夜中系^キ/ 

mm) 
旧-^]iaoo〜2i：oo 
[土側_〜棘初〇 

[A脆】 
一般鲜金/1*900円 
会颶•学^/咖円 

12/31(^01020-17:50 

. VI(木•祝）1120〜20:55 

LJ來12/30までと1/2以通常営菜。 

名画塵② (ftAM.M) 

T802-0002 
瘺 n I 

^ htW/gaydnernarfo/ 

营09^522*5916 
WS& (^«そノレ-时磨1«1口ょリ 
■SNB 

【上贿品】 
12/300^ で黑tl OUT OF M WlD/lW 
12/31(水2リ igOK拉^Ificmt秘听'メ滅 

mm) 

[年.遠BUイト±8W 
[®e川:〇〇〜棘200 

LA撕金】 
一般料金/1.400円均一 
豪金盥•教S3跡；9咖》 

I年末•年始も通常営業です。 
Ml§11胂よリ深夜2»まで货業〇 
LJ※年中鳜休•毎日レTKシ3-上映。 

或 ENK；!□モー£/彐：/ 
httpy/enkpromotiomirfo/ 

ゲイ映画の作品紹介や上映案内サイh 
※ノ 携帯それぞnの専用サ介!こ移動rs■ます。 

http://gaycinema.inTo/ 
へ行こうi ■い合わせはホームべ一i?rtのフ：トムcr. 

上峽伟晶の鱒しKK_や愈_K■鱷*イペント予竃など 
PCV仆1MWIサ仆てご薦W中！ 
映画綰へ行こうI 

http://gaycinemainfo/ 私^t二E映画 

3醻 

9末 
年■ U 

進 

鼙人_±の才トヤと摩V S應、オト 
ヤから繾蟠したCと*痛げられた薄平• 

それちttatlIKだATM響ttルUとSう 
ftclT、糖轉攘應奩應0TSるから儀« 

11蟠にちようどいいとBoた•むかつ< 
簿^だか||_されるとミ||も||い通せ 

な <なり、JBBBめてしまつた• 
*る日、才トヤの家*«ねた«平は、 

鼸作を起こしたルu«助け、3人で住む 一 は^- 
ほ[e 

1ことにな〇た• ««*■なのにSA? IIfli 
⑽そこ1C通«DS«IKえたルUの001のせい一^盟 

で、才トヤがゲイだとバレて1/まい…• 
麵«|»«膨る》|>ゆたか艦鐘の«伟 

酿■は！raMJがテ—颺女の艚蟠、 
砂_饊との繾罎•率1HICBするなら性期は 

1BRflRない•そんなafll代K■です•もち^^ 
10ん H□の BB^SBKar H シ—ンも 

纟£||応え充»で、イケメン遍がその«嫌祭^^ 
«しみな <晒し《す❶*た"光8廳《物^^: 

K キャストに■«翥えるA曾Mi9«Nfli! 

i ,— M 



Bipancn 

mmmm 

BIGGYM各店•通販で販充中!■ 
私供の:iリ^Lドカ-ド 
BIGGYM DAT/V* MARKET 

レゞムニ…一 •bpro.tv 

PC+スマ;イ勳面!! 
スマfで購入した動画も、PCでダウンロードできちやう!？だからお得!! 

www.bpro.tv 

E^OSS: SWtCash JJ 
2,OCX)P3/5,l 

10,0000/30, 

ビックジム•データ•マーケット 

BzEEvm 

ま錄驟一 



記情 
/小玉オサム 

ライン 乱交 
/白烏健治 /武古田征雄 

4 

警f兹灘ふmr 
■■QQ3H ■■EQQSi^B imBESHP 

下梅のお兄さん1〜37 
/野原くろ 

あおばチヤンネル1〜17 アグリつ蝤4 
/犬義 /小日向 

m 

BADIOUT 
2013秋号 

BADIOUT 
2013 X# 

BADIOUT 
2013春号 

■E tom ‘ 

Wi"feo k 

• ノ _jfJ ■&:：：叫 b^EuW 

Relation 
/小日向 

〜◎コミック 
ツソロジ- 

THE WORLD OF 
前田ポケット 

mmm 
■BHH " P •'•.、パ i 

UW BADI Part-2 GAY DVD SUPER 
/Badix Underwear COLLECTIONS Part-01 勇欲エロ本03 

BADIOUT 
2013冬号 

BADIOUT 
2012秋号 8月号 

THEURA<5URAMien,s 性交戲面〜D6LAX〜 青年と欲M 
mastubation photo book men's sex photo book TWE YOUNG AND LUST 

株式会社半權 一切ヤラセなUエロ面接4人目 一切ヤラセなUエロ面接3人目 
森下翔 松木健治 

ようこそゲイのホム^へ 
プチ乱交飲酒性交 

£A73n バディが製作した映像で人気の裹かった作品を中心に、遍去のDISC BADIやAnniversary DVDをMlに今ではみられない作SをU多くリリースして 
3UIVSXいます。触で楽しめるェ出！ 

Bosn 

r 
MK^naot 
マッコみ 

HSmし〆*-57人気モデルのグラビアや下着B儋を集めて1冊にするデジ 
f /し-/タル写真集。ジヤニ系や下鷥、直球エロなど痛りだくさん！ 

|> Ariini IT本狂では掲載しきれなかつたネタやコンテンツ 
OfAUlUlA Iをデジタルバディとして再編集。 

給纖 

初期〜中期の名作コミックや、現在本Kでも人気連載中の 
コミックまでV櫬く阪売中。お得な再繼集版も販売！ 

A\tH 小税大貢を受寅した名作や、各作家ごとにまとめた再編集版ま 
M^SHi で取りそろえました。お手頃な価格でサクサク狭める！ 

ふたf r. i ‘ 
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バディオリジナル 

電子コンテンソ 
のご案内 

バディ本誌の電子版発売中! 『雑誌のFujisan』http://www.fujisan.co.jp 
FZINI0J http://jp.zinio.com 

eBOOKS 
過去にバディで掲載されたグラビアや小税、 

コミック、過去の特集をテーマで集め、さらに 

S子版のみの記寧を収録した『BADI0UTJ 

など、多彩な電子害籍をご用意しておDます。 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
•パディジエーピィの爾子醫賴はKeyringPDFファイルを利用しております。闋荑はWindows XPA/ista/7/8fll境のみで、Mac環境や携得電8、スマートフォンからは 
關Mできません。Windows環境でMJIするためにはアイドック株式会社が無償提供するKeyringPDFクライアントとAdobeReadent^必饜となります。烊しくはパディジ 
エービィのI電子窖籍jページをご霣ください。 

baai.jp 

eBOOKS 
Window XP/Vbta/7 ■•のみでご* 
いただけます，M•丸、携亊罐な.スマートフ， 
ンTWご霣ぃfだけ:！:ぜん鱒しくは：:もら* 
クリックしてごW8 くださI、 

温 MOVIE 
J Cディ往年のDVD作品やH去の付録DVD映 

像などを、1遇闉または3力月間覲られるレン 

タルストリーミンクで配信中。PCの他にス 

マートフオンでも観られます！ 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
•スマートフォンでご篇になる壩合は、スマートフォン用のサイトからご_入頂き,スマートフォン用のサイトから視聴してください。 
奈WindowsはXP/Vista/7/8で、MacfiWIはIntel CPU内靦で、0S10.6以降、slivertight対応のものに限り視聽できます 

BADIOUT 
本誌では掲載しきれなかったネタやコンテン 

ツをデジタルパディ『BADIOUTJとして、特 

別号を編集。本誌にも匹敵するクオリティで 

ェクストラノてデイをお届けします。 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
來バデイジエービイの爾子書籍はKeyringPOF^アイルを利用しております。MKはWindows XPA/ista/7/8環境のみで、Mac»境や携帯電話、スマートフォンから 
は閱Rできません。Windows環境で閲霣するためにはアイドック株式会社が無償提^するKeyringPDFクライアントとAdobeReadert)《必要となります。詳しくはパデ 
イジIービィのr電子霱鞴」ページをご霣ください。 

お問い合わせ先 
亍160-0022東京都新宿区新宿2-15-12大須ビル301号室テラ出版「通信販売係」 
TEL/03-3350-1738 FAX/03-3350-1016 e-mail/sales@badi.jp 

バディジエービィ内か5ご利用いただけます www.badi.jp 
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安舫マッスルスピリッツ単体掲示場てすのて 
他サイトへの誘導•斡旋は一切ございません!! 

掲示板は基本的に無料て自由にご利用頂けます 
業界屈指の老舗掲示板•簡単便利すぐに使える!! 

http://gnjapan.jp/7yb4 
上記URLまたは右のQRコ-ドから新規ご登録頂けます 

I 8丨邸丨a丨 X18饑未满はこ利用不可となっております 
1L…L…1■…※一部有«コンテンツもございますが，ご希望がない限り有料てのC利用は出来ません 
-7ッスルスヒリッツ-お問い合わせ 一info@aaynetjapan.ip 



卿口 as。a? 
バディジェービィはゲイのためのあらゆる情報を集めた総合サイトで 

す。ゲイに関わるニュースはもちろん、雑誌_DVD•グッズの販売、好評 

をいただいているアンダーウェアの販売、電子書籍、ストリー5ング動 

画を運営し、幅広いユーザー靥にご覧いただいています。 

そんな多くのユーザーにPRできるのがバディジェービィのバナー広 
告。ご予算や目的に応じてこ•利用頂ける3タイプのノ (ナー広告と、求人 

広告をご用意しておいります。 

バディジエーピィ 

バナー 
のご案内 

求人広告について 
求人広告は、PC版と携帯用テキスト 

版のふたつに掲載されます。とくに携 

*版は若年思への訴求力があります 

ので、いまや必須のコンテンツ。広告 

のコビーや見せ方ちお打ち合わせを 

して、進めていきます。画像も1点挿 

入できます。現在はホスト店、モデル 

募集、飲食店などの求人広告を中心に 

いただいてます。初回掲載は、開始日 

から1ヶ月で計算。 

慮 f •藝篇處督 
•9氣籲▲♦篇••鬌ん嫠• 
Ml省雀J tM«L M審til龜 
MLい，い飄• 

_ 05 3360«0Q 
rv^teoo) mm wm 

初回掲載 

¥10,000/月 

100〜200文字相当 
の宜伝文入り画像1ス 
ベー•ス分 

維続料金 
¥5,000/月 

务匯^^'獻 
曲 

1 miMmrrw t げ 

アダルト職娜験,， 
M1U4C!!縳霄iノンケめに6饑！ ^ 
バデi_X±2雇りX□藝讀♦遍餐蜃嫌8羲の_掲霸躧 
パ寶龙 

謎のタチ劣梭人解剖 
スペシャルダイジェスト〜 

_■1 m, JiPB wk,朴a本 
ノ ィ9 ftんなクッスかいつはい 

t:，着觯fU-MMHt 
急んなグッズ纵りばい！ 

BXdi 覼嫌 

卜^rJ 

EfALL FREEOM^，•ぃ“ 

ノてナー広告は3タイプがあります。料金には、ノてナー広告本体のほか 
に、携帯向けのテキスト広告、制作費が含まれています。初回掲載は、 
開始から月末までの日割り計算となり、以後1日〜月末までの1ヶ月ず 
つの申し込みとなります。 
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ホテル®サウナ 
孬124畤赌1 

い台東区浅草2-29-16 

^ ASAKUSAII03-5827-2424 N 

產3F»4>4•親4 

熟雛CのM纖腳 
gl出衾いのスベてス 
清 
潔 
^ |入館料なし、スナックのみのご利用もできます【チャージ料¥500】 

安 
全 
な 

%y 

ク 
ス 
を 
す 
る 

t 

で 
す 
A 

K 

ム 
無 
料 
提 
供 

ウ 

—交J|Q「S 

国際通D 

r幷 

齬 
°SI 

ROX 

オレンジ通り 

常盤當 

鬥品一 

ft 

、翳祭、. 

m £ ! 

問 
通 

あせ叫 

ltr~ 

fcSuSF? 

LJ 

スナック24 

匚 

01 

仲見世通り. 
播祉会館(: 

禺遵通D 馬道交蔆点 

橘^!交番4 セブンイレブン 

け mm_mmmu=^ 
台東区北上野1-8-7 

UENO 1103-3847-2424 

题薦 
デブデブ部臞I忠SSSS-ム 

1驅¥2,200 

受W間/A.M8:00〜PM00鼹1醐200円で;jgできます! 
入館料なし、スナックのみのC利用もできます【チャージ料¥500】 

f冗33 
mnm 晒相通り ■ 

illi 
上舒駅I 〇 

(0キンコ- 

晒相導り m 
羽1号±野《 セブンィレブ邏_ 

かっぱ機通り/ 

新宿 新宿区新宿2-13-1 

SHINJYUKUII03-3354-2424 

浴室スペースがおもしろい!（上野浴室の倍) 

fsfl ¥2,200 
gffl騮/A.M8:00~P.M4:00鼹1醐200円でAiできます! 

ズナック 24浅草碰六尺天国 
{スナック24> 水割り、射八ィ/¥600 {六尺天国）3ドリンク+お通し/¥2,800 

ビ•ル/¥700お通し/¥800 六尺、バスタオル、小タオル 

台東区浅草2-28-18 

103-3843-4424 
焼酎、ウイスキ-、ビ-ル小 

追加各¥600 

cQ ホームぺージ• http://www.juno.dti.ne.jp厂kazuo 
携帯ホームページ• http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.Ci 

24/index.htm 
gi/S4kaikan/ 



蘇成略鶴京，，き!J TS^i^W •も》» 

雙P 東, 
TT^BWl [IX9B3Z3 IUZ3HHE 人 R|^ 

(新宿三丁目駅スグ!!) 
年中無休の24時間営業 

Tel: 03-33587072 ‘Tel: 03-3358-7425 
(，ール1:tokycx^get-wave.com 

フて(大阪中崎町駅スグ!!> 
OPEN昼12時〜CLOSE夜02時 

Tel: 06-4256-7107 -Tel: 06-4256-7130 
[メール】： osaka@get.wave.com 

札幌店⑽7条S6 丁 g) 
OPEN昼〗2時〜CLOSE夜02時 

Tel: 011-596-8301 -Tel: 011-596-8302 
I メール】：sapooro砂get-wave.com 

tJxixnrr> (rrr-rr'gir^r\^ 
(飲み系売リ専） 

3SHS0 

東;？、店（新宿2丁目M&Tビル） 
OPEN夕方18時〜CLOSE翌朝05時 
Tel : 03-3358-3677 

フ^:(堂山バールレジャービル） 
OPEN夕方20時〜CLOSE翌朝04時 
Tel : 06-6311-5122 

【検索「7— ド】グン上之？ニフ 売リ奪(jet,GETWAVE 

必ず見付かるタイプの男の子!！業界N0.1のBOY待機数と若さを誇リます 

BVLGARI 
HOMME 
ブルガリ オム 

<アルバイト•従業員募集中> 

礼幌市中央区南6条西6 丁目SAビル4F 
011-512-5215 

PM9:00〜AM4:00 
定休日:毎遇月曜日（祝日の場合は営業） 

ゲイ専用出会い文通処 
携带asのメ_ル機能を使い出会いを探せます。 

ゲイ広場 
httD：//gayhiroba.gokujou.Diz/top 

I料金体系 
ルを镔む20pt 

メールを送る20pt 

画像を見る20pt 

1pt=10円 
お試しボイントSOOpt 

メールてのお問い合わせ 
info®gayhiroba.gokujou.biz 

電Bてのお問い合わせ 
0358488681 
080.6789-3863【直通】 
嵌彎鰌TのおWい•わせ霉は平B10轉から17轉とさせて頂«ます 
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オイルマッサージ 
(天然ホホパ1oo%.io«wオイ 

+リフレッシュ 

70min\ 10,000 
90min \ 12,000 

120min \ 15,000 

90min\ 
必要な備品持参でお伺い致します。120 . \ 

出張 ご自宅•ホテルへタオル等 

延長10min\ 1,000 

181000+，g 
オプション Sかきサービス 
スタッフの膝枕で、更なる癒しのひと時をプラスしませんか？ 
90分、120分コースではお時間の中に組み込めます。 

30min¥3,000 

1月1日お休み 
1月2日お休み 
1月3日13時から 

12月30日21時受付終了 
12月31日お休み 

•受付時間#11:30〜22:00 (最終入店22:30までにぉ願い致します。） 

意03-3864-2827 
JR秋葉原駅昭和通り口より徒歩1分 
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口より徒歩1分 
つくばエクスプレス秋葉原駅ヨドバシカメラ出口より徒歩2分 
都営地下鉄新宿線岩本町駅A4出口より徒歩4分 
URL http://homepage3.nifty.com/at-natural-i/ 

潦ご予約時簡の5分程前に |3日比谷》 
カレー店の萷からお電路 hi霤出口 
下さい。ご案内败します。■ 

昭和通り 
昭和通り□ 

3ドバシカメラ 
秋葉原顯 

M：SI ： ^ 

モデル級のボーイ勢揃い!! 

♦東京店 
TEL: 03-6273-8198 
URL : http://tokyo-imaike.com 

♦大阪店■ 
TEL: 06-6809-6844 
URL : http://osaka.imaike.info 

♦福岡店 
TEL: 080-9617-0163 
URL : http://fukuoka.imaike.info 

♦札幌店 
TEL: 080-9611-0163 
URL : http://sapporo-imaike.com 

アルバイト募集中!！ 

2雜 

B佩©麵HBME) 

mm 販褰朗術 

親宿赫邏販ぶ 

狭M) 

u©發秘妙与西= 

8 

mmumm)) 

細腿纖娜繼孩 

mmmm 

ルミエール新宿本店 
TEL 03-3352 3378 FAX 03.3354.7578 
當業時間AM11:00〜翌朝5:00 
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新人マッサージスタッフ大募集！未経験者1 

気 Kirc^ku 
fokuo 楽 

ヌタツフ募窠中 
勘務日数や時間は自由です(遇1〜2回でも0K) 

身体を锻えてる方な5高収及確実！ 
未経験者大歓迎(無料嫌習細 

コースのご案内1?/にのょを孕^^-ュが + っきます 

全身ア□マオイルマッサージ…60分8000円 
№№170分10000円 
…アカスリ+全身ア□マオイルマッサージ 

90分11000円 
•アカスリ+全身ア□マオイルマッサージ+足裏マッサージ 

100分12000円 
|ア□マオイルマッサージ+フェイシャルマッサージ 

110分13000円 
•アカスリ+全身ア□マオイルマツサージ+フェイシャルマッサージ+堪マッサージ 

130分15000円 
•アカスリ+全身ア□▽オイルマッサージ+足裏マツサージ+フェイシャルマツサージ+塭▽ツサ 

…アカスリ+全身：; 

BEKIIOj 

果示都e栗区上野3-4-6タウン八イツ上野1階 KT 

03-3836-5530 d 
http://www.kiraku-spacom 

is 営業時間11•• 00-24： 00(年中無休） 麵 気，楽*1;-如1 

受付時間は23:00迄となります 

ノサージ+127ツサージ 

[ィs/ャルマッサ-ジ 

TT7" I 

"國£:よ： 元Kスホッケ/盖選系 

バディm告掲載のご案内 
本誌への広告のご出稿の際には、銳者様に安心して 
ご利mいただけるよう業種域に提出していただく内 
容が異なります。料金や広告案のご相談、些細なこ 
とでもぜひお気鞋にお堪話またはメールにてお問い 
合わせドさい。 

◎ご相»•お申し込みはテラ出販バディ當業部まで 

TEL 03-3350-1738 FAX 03-3350 1016 
東京都新宿区新宿2-15«12大須ビル301 
有限会社テラ出版バディ営業部 

sales@terra-pubhcations.co.jp 

◎広眚サイズ※販下M作も承ります。ご相»ください 

1ぺージ 
(裁ち切りサイズ) 

天地257mm 
X 

左右182mm 

1/2ベージ 
天地106mm 

X 
左右154mm 

1/4ベージ 
天地106mm 

X 
左右74mm 

新規広告のお申し込みの主な流れ 
•バー、スナック、飲食JSの皆樺へ 
照稿を»送、FAXにてお送り下さい， 
折リ暹しこ記入いただ<塞類をお送りいたします。 

•ホストパブ、出强ホスト店、マッサージ店、サウナ、 
ハッテンスベース、ビデオボックス，エステ店の皆様へ 
ます以下の塞類を郵送していただき、ホスト店にMしましては 
r検肘後弊社にて面搐」を基本といたします• 
① ■任者の方の身分Hのコビー（免許K、保険証等） 
② 霉話の■いてある事務所のfl貸契約■筹のコビー 
③ サイトのURLと広告照稿（饔校M) 
※籌》•検时の都合上、掲載までお待ちいただ<場合があります* 
※掲載をお断りする！■合もありますので予めご了承下さい 

•インターネットサイトのオーナー嫌へ 
① 竇任塞の方の身分狂のコビー（免許狂、保移証等） 
② 電話の靄いてある事務所の貫霣契約書等のコビー 
③ サイトのURLと広告®稿（霣校M) 

•代理店樺•その他の業種の皆樺へ 
ますはお電話またはメールにてお問い合わせ下さい* 
業稽や内容によっては、お断りする壩合もありますので、 
予めご了承下さい* 

※お申し込みは毎月23日締切 
23日締切—最速翌月21日発充号掲nになります。 
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PM4:00〜AM2:00まて•受付 

男の子と遊ぶなら1=阳.疆心站 

ますはじめはお試 

息分^^ 
PM4:00オーブンより 
PM8:00までのご利用で、 ^^^■2000円引 

_ QQm 
※雛 

51 さんの指名料 
センの2Fのシヤ， 

«i 

._顯い11 

--^ — iW 他方の，…鰱 .一 

60分コ-ス • PM4:00〜PM8:00/通常価格9500円から2000円引き/7500円 
• PM8:01〜AM2:00 /通常価格9500円から1000円引き/ 8500円 

80分コ-ス • 40分ずつ2人のボーイ付き、合計80分のお得なコース / 
通常価格16000円から2000円引き/14000円 1 m 

*1 

菅S I!完寮備 
アルバイト•ホスト大募福 
元気いっぱいのホストを募集しています。その日からすぐに寮に入れて、 
無料食事付き！！さらに毎日离収入x完全日払い制！！詳細はお電話にて、お気鞋に★ 

匿 

03-3341-0392 
http://www.andersenboy.com 

系指木逢口 

辰巳出«□ 

シャワー付さ個室 
もあります。ゼひ利用ください! 

新宿二丁目にある老舗&安心して遊べるホスト店 

新宿アンデルセン 

0 



都会の喧噪を離れて、静かな個室でリラックス 

本格的に癒されたいなら 
本格的なマッサージを 
当店では全スタッフが有資格者による育成研修を受けています 

▼ 

ジャニ系から現役体育会系までオールジャンル勢揃い 

ッフ+技術で選ぶなら新橋•汐留から徒歩3分 &タッフ+技術で選ぶなら新 

A 新橋•汐留エア□ 4- 

扇' Aero+ 
コースのご案内 

仕事帰りでもサクっと行ける短時間コース 

© 60分コース…¥10,000 + 

胬沢オイルマッサージとリフレッシュで、お疲れの部位•全身を癒します 

© 90分コース…¥14,000 + 

本格的マッサージで全身ゆっくりと揉みほぐし、心身ともに完全ヒーリングを 

© 120分コース…¥18,000 + 

無料サービス•オプションもご用意 

詳しくは Web を CHECK!! 口 

さ舞i 
お#しみください位 

希望によっては ゆったりとした«室で 
[位に集中すること可心身ともにリラックス 

■^112:00-26:00 FI 

Aero+\w 
rn^mm 麵•嫌 jii 

090-2533-4533または、03-3438-4055 

当日予約大歓迎！出張•個室選択可 
http://mens-aero.com (携帚•スマホ対応) 

匸ゲイマツサージAero コ^^^)[g 



詳はHUを 

——個室—— 
40分 /II,000円 
60分 /14,000円 
90分 /17,000円 
120分 /20,000円 
Sロング/27,000円 
ロング/31，000円 

——出張—— 
60分 /12,000円 
90分 /15,000円 
120分 /19,000円 
180分 /24,000円 
Sロング/25,000円 
ロング/29,000円 

—T■卜-J■ス— 
90分 /12,000円 
120分 /15,000円 
180分 /19,000円 

(+実費鵁費） 

半日貸切/40,000円 
1日貸切/70,000円 

(+実費交通費） (+実費麵費） 
3P3_ス基本料金2人分より2,000円引き 
※ロングコースは基本22時〜10時 ※ロングコースの延長は60分6,000円 
紹ロングコースは基本23時〜7時 ※個室•出張共クレジットカード使用可 
※出張の場合、地域によっては遠方料金がかかります。※質問やご相談もお気軽にお問い合わせ下さい。 

疲れた心と体に 

オイルマッサ-ジコ-ス1J 
個室•出張コ-スあります。 

ご新規様優待割引 
昼割り•ファイル見学割り 
是非とも2利用下さいませ0 

Emtmm 

手取額業界最高60分8000円！！ 
リピ-卜手当•待機保証手当あり！ 

•18歳ぺ5歳までの方(高校生不可) 

•綱者でも細!！ 
■集中して稼ぎたい君!短期でも0K!! 

■地方から出てきても寮完備だから大丈夫! 

■ゆったyとした待機室でのびのび待機!！ 

■興味、疑問がある君は、即お鼋話下さい!! 

初めてのお雜も安心して3J用下さい。 
他のお客様と顔を合わせ5ことはございません。 
ジャニ系•爽M好青年•スポーツマン•リーマン系 
才-ルジャンルのボ-イ湖待ちしております★ 

1業時間12： 00-24： 00、 
P。■ www.acid-boy.com 
MBa www.acid-boy.eom/i/ 

^MAIL • info@acid-boy.com ) 



毎日の出勤予定はホームページのブログ 
“BOYS DIARY”をご確認下さい 

m ヶ W,まふ 

n 

マザト' ヒ 

j 
初めてのお客様も安心してご 

来店下さい。スタッフが丁寧 

に対応させて頂きます。 

来店個室•出張 
(無料個室4部屋完備） 
出張は出張费(¥1000)+交通費 

1H 135〇0円 
1.5H 16000円 
2H 19◦〇0円 
3H 235〇〇円 
4H 28000円 
泊まり 30500円 

题 IN: 0Q 
圔圓B 

(お支払いはカードでも0K) 

03(3352)3930 
080-2070-5566 

url http://www.kocnet.jp/ 

mobile url http://www.kocnet.jp/mobile/ 

ジャニ系•サーファー系も多数在籍しております。 

We have complementary play rooms. lokyo's Number one Host Bar! 
Twenty to Thirty Handsome Boys Every Night! Foreign customers will enjoy a 
warm welcoming at [king of college]. Please feel free to contact us as we have 
English speaking staff, and he would assist you for your satisfied moments 
with you choosing boy from verious types. Please tell the taxi driver to bring 
you to Shinjuku 2-chome. When you get to Shinjuku 2-chome, please call 
us.We will come and get you. THANK YOU!! 

KOC MASSA 
‘v參v%へ，違 

2010.11.1 
GRAND OPEN 
貉〇也 冬，# 

リラクゼーションマッサージで 
体だけでなく、心まで癒されてくださ1 

携蓽からもアクセスOK http://koc-massa.com 

アルバイト大募集 
すぐ日仏い3万円以上 

自由出勤•時間自由•服装自由 
ホントに楽ちん 

荒稼ぎ自宅待機0K 
寮完備店外待機有 

営業時間16:00PM〜 
新宿区新宿2-14-5坂上ビル2F 

2F SAKAGAMI BLD. 2-14-5 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO 



SYSTEM 
基本料金(個室•出張） 
60分 ¥11000 
90分 ¥14000 
120分 ¥16000 
泊まり¥24000 
※速方への出張のBは交通費と出張料金がかかります 
※個室での泊まりはご利用になれません 

PM為 
から雄岁3分 

アルバイト を募集しています!! 

、 06©©0¢ 

(S^OOE 

35歳ま1で^or身成充顔に自 
信刃:あiるL明恐元気芯袖レ:気の:あ 
る方及募集虫す!^能な勿1^1 を 

回氏長期 iD(sNDD( 

分かぶ^M不安//;?ど％ 
ありましWら1ま!ず1はiHELR 
にてお気経にお問合Lせ及ださ^ 

tel 052-323-7741 Web www 1.odn.ne.jp/topman 
予約受付時間14:00〜24:00まで 

®ah m/^ 金山総合,駅北口徒歩5分！ 
幅広い年齢層が集まる安心のハツテン場 

HP : http：//6969.0koshryasu.net/ 

水〜金曜：15時〜翌9時土曜：13時〜翌9時 
イペントDAY〉日曜:13時〜23時月曜:16時〜23時 

定休日：火曜日 入場料金 
-道案内- 

1. 金山総合駅北口を出て、 
道路を挟んで右手に見えるマックを目指す。 

2. マック前を左へ、rラーメンはせ川j角を右折 
3•パチンコニュージャパンを左に見て直進、 
S初の十字路左の「池田ビルjを目指す。 

4•池田ビルに自販機があります。 
その横が入り口になっています。 
階段を上って2Fがフロントです。 

水曜〜土曙：¥2,100 
日曜イペント：¥2, 0 00 
月曙イペント：¥1,800 
35才以下orジム会員の方は 
2 0 0円オフです。（要証明） 
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日本最大級 比べればその差歴然..。 

「質」「サービス」「低料金」 
30年の歴史が物語る信頼と実績の優良店!！ 

•匕ス」1供科筮」全てが常識を超えた規格外。 

BAR SYSTEM 
•DRINK ALL ¥600 
•TABLE CHARGE ¥600 
•KARAOKE 5曲 ¥600 

)せツク； 

回を;玩咬 
名古屋市中村区名駅南3-3-3 

COURSE SYSTEM 
• 120min ¥11,000 
内択¥3,500(情報提供料）¥7.500(ホスト） 

•SHORT STAY ¥14,000 
pm22：00-am2.*00 

内訳¥3500(情艱映料）¥10,500 (ホスト） 

•LONG pm22 00〜am&OO ¥17,000 
内訳¥3,500(糊触料）¥13.500 (ホスト） 

籲擂定料龕 ¥1,000 
籲店外出張 ¥1,000 

(出撕金は場所によって異なります）※全て税込み料金 

【名古屋コロナクラブ2F】クラブR直接入れます。 

tel 052-581-6969 
OPEN CLOSE 

pm 14:00一 ‘am 24:00 

④ 

柳橋 

名駅南2 天王崎檮 

麵構jc vmmm 
クラブR* ★ 

広小路通 

三财 

若當翊 

水主町 スクールキッズ 

http://www.dubr. ip/ 

CDつぎの方の入店、ご利用は固くお断りいたします。•同業者ならびにホストfiRの為の入店•以前、出入禁止になった方•当店のルールを守らない方 

本物のサービスと究極の癒しをご提供致します。 

OPEN pm 15:00〜CLOSE MID NIGHT 

驗クレジットカードでの支払い0K 年会費•入会費無料でメンバーに加入できる！ QDポイントカ-ド発®ご来¢1目で1万円以上⑼用の方に500ポイントTl/trノト! 

BAR SYSTEM 

•PAB ★アツトホームな癒しの空闞をお届けいたします。 
•DRINK ALL V600 
•TABLE CHARGE ¥600 
•KARAOKE 5曲 ¥600 

♦±12の金钃は全て税込み料金です》 

選べる鳜料ブレイルーム 
4«類のプレイルームか使いやす < 黌方好みのお部屋が遇べます。 
D各«tt•シャワールーム付。豪flSは防囊SNI充備。 

COURSE SYSTEM 出■ mok 

•60min ¥d,500内ir ¥2,000 ¥4,500(ホスト） 
•90min ¥8.000 «r ¥三500 («m«w) ¥5.500(ホスト） 
• 120min ¥11，000晰 ¥3.500 («ww»«w) ¥7.500 (ホスト） 
•SHORT STAY ¥14,000 twv3,50¥io加o(ホスト） 
•LONG ¥17,000 «R ¥3.500(IWWMt料）¥13.500(ホスト） 
•播定R金 ¥1,000 
★LONGのお審樣は•お得な科金でコロナクラブ■壅が利用でき*す. 
★出»«9は120mirv LONGOお窖様〇#ります。 

( 豪ご予的の檐、まずはgkwにお爾g下さい• ） 

名古靂市中村区名蹶甯3-2-20【名古靂コロナクラブ裏向かい】 

TEL 052-563-6969 

http://www.schoolkids.jp/ 

クラブスク_ルキツズ 

1。代の可愛t中sベースに 
色々なジャンルの男の子を 

集めました!！ 

SYSTEM PLUS 2つ択! 

従来通りBARスペースでホストをお選び頂けます。_ 

他のおS檷と会う事なくお好みのホストをお選び頂けます^ 

蠱 * 

輸EM 

他のお*椹とのブッキングを避けるため事前にお驪eでご連絡下さい* 

巨大な癒uott上空問!！ 

S3プレィル-ム田 ehプレィル-ム田S 

03プレイルーム 

D3シ3ッブ&狀 

Q] PAB 

シャワー付き個室完備! 



翻 1M1 
屋上サンルーフ 

_ @は39饑以下のお客様専用です。 

北R®はセーファーセツクスを提案します! 
フロントにてコンドームの無料配布をしております 

ァパート 

フロントには、「TOMMY」 
「RalphLaurenJ「ckj な 
どの各種コロンをご用意し 
ております。どうぞ貴 
方の香りでお帰りくだ 
さい！ 

ベ,ぬ 

Tji rrm in;i 

_jt. ^yiiiiu 
大孀_BtilU99a@Kil羈^lB OSfdr&illSIb 

★ヤングからアダルトまで、あらゆる年齢層•体型 
のお客様にご利用頂いております。 

★ハッテンスペースでドキドキするのも0K、大浴 
場やリラックスルームでゆっくり寛ぐのも0K… 

fブTザ-手溫?ノ9飄^ 

★豪華個室を多数ご用意しました。ご旅行やご出張 
に、是非ご利用下さい!(禁煙個室もございます） 

★デイタイム本館個室ペア直行コース3500円 
(お二人様二時間のご利用)ちお得なプランです。 
鲁平日は3時間までご利用可能です！ 

U jil 111 
jlLJ 

i 

24時間営業 大阪府大阪市北区堂山町14 _10 

H_ 06-6361-2288 
http://www.hokuoukan.jp 

ブルーアメリカンボックス• 
ゾーン迷路•個室シャワー他 

1Eフロント•ロッカールーム• 
1卜食簠•マッサージ機•日嫌けマシン 

大浴場•サウナ {卜•ライ&ミスト&スチーム} 

水風呂•個室シャワー• 
リラックスルーム• 

シアタールーム• BHIブース 

參社員寮 まじめでファイトある地方の方、大歓迎！ 
晚嫌一纗に働いて、大阪でのゲイライフを工 

響社ZX保険7C髑ンジョイしてみませんか？ 

まずはお電話でお問い合わせ < ださい! 

ミックスルーム.迷路ルーム• 
or 二段ベッドルーム 

4F ミツクスノレーム• 

ミツクスルーム• 
ゾーンニ段ベッド• TVブース 

おMりは貴方の香りで…(コロンサービス) 

重山交鐮点 



〇—シ■ンフしtfント_ 
ま；20広もし < 飧 
cこ％tnimvc. r&iwc 
あ持，頂い耙方、金Mに 
I□ーシ艚ンフしtiント，/ 
ZOIS/丨角审B.T； b慝兹 

ル母月 ffrn 知て 

fm^23^ii mmbim^ 
但し金曜、土曜、 
祝BO前日は、 
24時亲で當篥 L愉;I 

京部ILミエ-ル&コンボイ京都店 

B®發戦 
I初めaてのお客様^)安|^??忌利用§^SSS®=as喜様と顔を 

06-6292-6纖080-6209-1004 
mfo@b-senshi.cdm 

ww.b-snshi.com 
www.b-senshi.eom/i/ 
営業時間12:00〜24:00(年中無休） 

縛還^^^要^地下鉄御堂筋線中津駅①番出口ょり徒歩6分 
ぜみU冷矩;rgu鉍ンルめ；n-ィがぉ待ちしてぃます。、梅田gフト徒歩5分 

_馳1*1»麵引き1 
次回訝拥泊げる；100Of脂I引姑贈呈中:!！ 

«^24時!！始10»閜コース） 

吟iteoooo円 

時-24時M^12時閜コ 

_室ョ到 
40分 10000円泊 
60分 12000円(218¢ 
90分 15000円 
120分 18000円（21時-240MW812两間コ-ス） 

延1130分+4000円泊まり_26000円 
(23時-24時颺始8»Wコース） 

□出强コース 
70分 12000円泊*リ 23000円(時_個室I 
100分 14000円 
130分 17000円 
延長30分+4000円裏W分^^000円 
Cb—トコース 
75分8000円120分12000円延長30分+3000円 

rrr\\ 

泊^ リ华25<yy)|B(_i(_m<i) 
Mりs| 22000巧(R間は個宣网様) 

泊まリ财30» +30 

多忙につきアルバイト募集中!! 
今だけ入店祝金5万円贈呈中!! 

高待遇、自由出勤、自宅待機•外待機0K 
►容姿'体型、雰囲気此自分に自價のある方 

►学生、フ社会人、現ttMWD於も大_ 
►レギュラーで待機でぎる方大歓迎 

►18觼〜40歲位までの健康で接客業であることを理解されている方 
►サイジネスで空き時間を活用し短時間で高収入を得たい方 

►大阪で働いてみたい方、寮完備でお待ちしています 
►お仕事や学校が忙しい方は遇1日から短期は1ヶ月から0K 

60分7000円〜/日払い2万円〜5万円可能 
待機時M6時明+500円/10時明+1000円増額支給 

リビート手当1000円 

怒卿E面接fe膝魅す 
在にかぶ気軽1こ面接肪虹とftう方は1飞記IDに 
見;3心で茂ば谷儿とお気経ジgださ13 

@XEI?(®«=oKtL0SSl 

212 



3.180R(V») 

同人誌•アウトレツトをご注文の醸は、在庫の少 
ない商Sがございますのて*ご面倒をお掛けいた 
しますが,一度mにお問い合わせください 

BRAVO!! SUPER OUTLET 
※セールaにつき数に限りがございますので、文の際は在庫確認のお電話をお願い致します， 

r 13990n(T«) r 3380n(T# 'n(?n) 127601 K39dOB(4) L 2760n^；, xo Legend[2Q^ 

年末年始も休ま穿曾凿f元日〜1月 
3日*でオ_ル畜品亡らKLジにて 
10% 引き！ FALC0N,C0LTttオー 
ル定僅〇70%31#彔T趙ダイ十 
ッウお正月大バーゲン/ 

過；溫 
※セールaにつき数 
に限りがございますの 
で,ご注文の限は在靡 

沈BO IS I&M =一 

iir< 
If 

WE ドlas，，, iTropicaiw, 
[费费カメラ® nineteenis ^ SummenKL 
h 970ra(TH)S 1970円(T姹f h 990円(T其） 

Ag+d-シヨン 

A_iTCM_- 
mLDnxxH 

雄がJカリ7 
1380R(t380) 

プレミアムペペ， 
レガ 
ダイバーンティ(右) 
ftllOOPK 寸2&0)H 

思 
»1380R(tJ40) 

li3E 漏 

|8(xy W; (t20om 800 Rr(T2CX))B 11150 Rl(^240) 

とマ♦ツヨの 

&復《ra【4 
%ラ，ズク次 
中ボうさぎ 

Ut,240) 

mtaAR 
縞•かすり•鼠•豹など 
30種類以上の品揃え!! 
950円〜11001 

匁猪フランドtS保! 

日本一小さいバイ 
CODEN謂 

新宿本店FreedomSPIz- 

白•黑•赤•育•黄 
1000円(〒200) 

白•雇•赤•黄 
和柄六尺各種 

1麻の実，婧鈴,約柄 
迷彩柄,ジーンズ,かすリ 
廑各1200円(T200) 

楽ほかにもタイトルがたくさん m末マta 

期って■すので、ぜひご来 VqQnm™ 
店いただくか' ㈣本店までお1oouni iTjtj 

亂冶わせ下少年が好李な人め尨め[乙!! 

倕利右通信販亮超盈 
※通販でご注文の場合、商品によっては送料が必饔となる場合が 
ございます•お電eにてご確r ください• oSrS；!?StsSSS^；i 
電B注文 
邐信販売の代金振込先八和：mmna1143473瓶餅tusx-ル 

代金引換現金書a 

店頭販売価格はネット通販価格よ〇も、一段とお安くなってお〇ます!ぜひ一度ご来店 < ださい。 

||c^^ii| 新宿本店03-3352-3378 
新宿区新宿2-17-1サンフラワ-ビル1F FAX 03-3354-7578 

営業時間11:00〜翌5:00※ルミエールでは危険ドラッグなどの販売は一切あ'こなっておりません。 

淡喷=^§&8您9??0)〇 0穸60分 7 

才■プ:SSfeご 



韻年始も2014^2015休まず営業 

アウトしツト専門 

aansf 

アウトしットDVD 
アンダーウェアなら 
B/1U 激 S!! 
12n 31bか61n 3日まて 
オーJLコンホイルミエール 
激S販売愐輅よ》9さらに 

Itミエ〜4 

蓿本S 

1用1 日から1h3bまで 
冒 

※クレジットカード払いは过象外です 

Hi A dvd mLCON，colt 
方-ル定腦7]70〇/〇弓|苦 

まで鼢イナ劫诫正目XA-W 

FHhT3 
WHB本店 
新作未關S新晶，中古DVD 
日本1激安のコンボイm*e 
価格よりレジにてさらに 2m 

※クレジットカード払いは対象外です 



他の鵾品も5000円以上 
お買い求めで送料無科！ 

Men’s Rush. TV 
コレクション 
2014 winter 

《ーチヤルウリセン 
COMPLETE 

750分6040円 

鋼 
雄穴中出し5 

[DVD 版1 
135分6370円 

ITII KPm^EBin「l11 01^] J 

m 
mKWi'mtzwM 贈ci，Ka*t^Ma:_ W^KwtS\Sm mST»k1Swi]^m ■FuiRlSvwtTSM 

№1 _ I I _ I ~11 ogoamp ~11 tsstojas^ \ 1 _ (sm^o ~I 

ず，免 

チ 

depth 2 

100分5520円 100分6080円 

SPECIAL 
BOYFRIEND 2 
92分5850円 

綱 
夏恋八ント2 I ASYURA part.3 

130分5520円 | 135分6370円 ■ 

100分5520円 

180分6080円 

BOYS LOVE 

130分4490円 

東京都新宿区新宿2-17-1 
サンフラワービノレ1F 
営業時間〗1:00〜翌5:00 

mno 

ルセン 

☆ル ル 

№10 

麵li 
カード決済 

※クレジット決済はウェブサ 
I※ルミエールx«呪泫トフックなこの败死は一切仃つて石リ豕ィトからnuffiMけます 」 

★★★昼間のデートも承り中！前日までの予約にて。 



BOYS LAB 
※但しMrMyUniversKOHを除< 

定価各15000円が各UdUU円闲(） 
全国のゲイショップで完全発売 
全国のルふエールでも販売中!! 

NEMsj 

STY^CT W Mr«r 

SrrnlKniilivvnuso 

Secret Sfl9SH£ 
■y Universe LEGNA Rendezvous 03 ^xr86 Mr Mys^8e ^^r96 

新宿本店にて受付 便利孩通信販亮 
※通販でご注文の場合、商品によっては送料が必要となる場合 

Iがございます。お電話にてご確認ください。 

通信販売の代金振込先八刊相S普通口S1143473 餅tル-ル 

年末年始も休まず! 

2噶シャワー付個室•指名料 
ポーイさんの取り分全て入って 

巧！^^rt XI 

Hi 



| 欠，1 
* QOQI iUY PLUS 

nineteen's 

顧霞!E顯■■茲謹1 
業界^!!全•子持ちの ノ 

JSE圓■圓圓通輕SI 
tt«aァナ)W» COMPLETE FINAL KRAント■ 

澀^騮;题§ 

B6AST KO COMP 

マッチョ6人 
以150分 V3.500 w 670分 ¥4.200 
11160分vaeooに 670分 ¥4.300 

IPANY surprtoel 
INAL KKAント ■»!»白•X(10> CUMAX3 発情ちよい0108x KO Legend 21 Tropical Summer Mカメラ008 美少年学漏 
)«S) M ボディじ5UBEI、 WPm -KO Legend 20 
4.200 mi 150分¥3.500 «"■似130分¥2.800 «»«M25分¥2.800 «■妇120分¥2.800 •*粒115分¥2,800 «»松125分¥3.100 ~松120分¥2^500 «i120»¥2,800 
4.300 150分 V3.600 130分 V2,900 125分 ¥2.900 120分 ¥2.960 115分 ¥2*900 125分 ¥3,280 120分 ¥2,680 120分 ¥2,980 

通販専門デラックス STEL 03-5933-99831FAX 03-5933-9984 
たり_ SURL http://www.shop-dx.com 

年来年始大«謝大安裹祭窦雄中!! 
※表制)#月|率は®^価做皮(軎留•脱)に合加てぁ乱て杖 

235分 Y5.100 

»みちのにされる 
rnn8i20分¥5.900 nan5120分¥6.500 nanPi30#¥5.900：Tan5i2(^ 
__120分V6.000 _MM20分¥6.600 _■■130分¥6.000 __ 120分¥6 

E346%0FF 

maniac 23 フェラEK40 灌吹き 
SPY CAM •イケメン19す三蘇- 
3190分¥7,000 ：Trai25分¥5.500 [XTS210分¥5. 
麵190分¥7.100 ■■■125分¥5,000 _««210分¥5. 

Q41%OFF 
JUSTICE 

GUILTY BEST+1 
(DV03細 

Q|44%OFF ^ Q44%OFF 
GAMES VIDEO GAMES VIDEO GAMES VIOE< 
纏穴^出し5 のんけナンパ HYPER Yeaah 

44%OFF 
MES VIDEO GAMES VIDEO 
>ER Yeaah ! HUNK MOVIES 

OUTLAW 
kin Muscle 6 /ュ:クダスス 

^40%OFFV k ^|40%OFF 画 
BRAVO! BRAVO* KONQ 

7»Ana-Kan ッスル KAI HKWVSJAPANW 
(DV03枚組） キ，ラバンvd.4ペストセレクシ3ン2014 2014tri 〜JW1〜 〜彎德と嫌の育年〜 age39 絶頂IMUILtAトル 

□33748分V6.400 0305135分V5.500 mCSIOO分Y4.900 1ZX3256分V5.500 033228分V4.900 CH2100分¥5.400 C3XS100分V5.900 CCC5180分¥5.100033 80分¥5.100 CCO?100分¥5.20( 
__748分¥6.500 ■■135分¥5.700__100分¥5.200 _»256分¥5.700 ■■■汹分¥5.200 _■100分¥5,600 __ 100分¥6.100顏薩180分V5.300 ■■■ 80分V5.300 _嘛100分¥5.30( 

チヤセン 

メンズキャンプ 
B0YSL0VE-*A^5, 

それぞれのメリー•クリス1 
nHSMOO分 ¥4«20 
_■■■100分 Y4.40 

アメニテイ 
アメニテイ アメニテイ アメニテイ BAREBACK AU0IT10NS アメニテイ 

Happy Holidays! EVENING RITUALS POWERTCXM. (OVD2ttfi) Baroback Me. piease! 
ヤンチヤio代8人出演ヤングボ-"/7>SK8通aa«Kケメy?，チ3イケメ汹<79チ3»9Aia;w-y7クチ3sar)9AiMi 
ms 92分 ¥2.500 nnra 90分 ¥2.500 97分 ¥2,500 CHS207分 V3.600 033116分 ¥2.500 

92分松600 90分V2.G00 97分松600 ■■■■207分¥3700 分V2.600 

尸，—;r*r 
CREAMPIES： 

THEURQET08RE£OvoL1 
»A0<eAtim8xaii 
□33196分 ¥之500 
_«»196分 ¥2.600 

アメニティ 
FIST FUCKERS 

イケメ VIW7ィスト9烟 
□33 97分 V2.500 
■Mi 97分 ¥2.600 

ンフォメティア インフォメテイ 
インフォメディア MY FIRST GAY 

CaMn Cum Underwear EXP€RI€NCE BESi uuLLtuiM 
イケ>沖ン泪|7?チ310人ラテン矩謇7ッチヨ6人外僅人の超巨■デカ 
：n3120分 ¥3.000 HUS 85分 ¥3.800 CH3 240分¥1. 

120分 ¥3,900 85分 ¥3.900 wmm 240分 ¥1 

攻料•车勒勒■料 达科#子软科纖科 
ど握込手数料はおMご負担になります， 

三B東京UFJ篇行新宿支店 
普通口座/0029685/デラックス 

簡品代金5,000円以上お!!い上けで 

津料•年勒料_料 
A品代金5,000円未肩の場合は… 

送料300円+手数料500円 
がかかり*す_ 

送料•手数料無料 
〒176-0025 
東京都練馬区中村南1-32-22-206 
DX (デラックス） 
TEL 03-5933-9983 

40%OFFH G6T~flLM QET^ILM 
ET-RLM Men'8 Rush. TV Men* s Rush. TV QET-FILM GET-FILM 
T-atyte14 コレクシ3ン コレクシヨン蠢イキ超絶フエ915 youth 

2014 winter 撕き& 卜]ロテン BOYS 
00分 ¥5.200 rrrwi2S 分 ¥5,200 03^125分 ¥5*200 ：11^1〇〇分¥3.0〇〇331?1〇〇分¥5_ 
00分 ¥5.300 ■■■125分 ¥5.300 _BB126分 V5.300 100分 V3.900 100分 Y5. 

GET-flLM 
Men* 8 Rush. TV 
コレクシ3ン 

39%OFF 
QET-FILM 
超絶フエ515 

GET-FILM 
youth 

100分 ¥5.200 CH互125分 ¥5.200 0X5126分 ¥5*200 ：n方100分 V3.000 III® 100分 ¥5«200 !H五100分 V5«200 OT35128分 ¥3,900 
100分 ¥5.300 _■125分 ¥5^300 125分 V5.300 100分 V3.900 ■■■100分 ¥5.300 _M100分 ¥5.300 __ 128分 ¥4.100 _»127分 V4.1 

— 44%OFF 1这44%OFF 
QET-FILM OTOKO OTOKO 
Boy»^x3 ジヤニジュニアvoU9ジヤニジュニアvoL20 

SS 

73%OFF 59%OFF 59%OFF 



蒙たちのエクスタシー 
(0VD3«Cfi) 裏パイト寧情！ vol2 KtUぢD 裏パイト寧惘！ vd.1 

m似300分¥3.900•■姐105分V3.000㈣脱120分V3.000 ■■ »13〇分¥4ぶ00 ■■ «M30分 ¥4^200 ■■松130分¥4*200 
300分¥3.980 105分Y3.960 120分V3.980 130分V4.300; 130分¥4.300、 130分¥4,300 

• ^ S^M 
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COAT COAT ANOTHER VERSION 60 COAT COAT 
_一5一 丄_淵温蘿〇2加峰A2 

Orgasm g?^SE-«K7?« ノンケAVMGOROの 
M子八メ蠢〇 

#« 數250分松700»« fc，140分V3ク00 *• H30分¥3么K) «m46分¥3*200 
250分Y2.«»223l40分¥3.300 22130分V3.300 ；Sj146分V3.300 rv3.300 146分 ¥3.300议况 

53 :•上71122223 
Acoeed Accse^ Acce«d AccAed A^ceed 

聾男•我镄でBOYS LOVE Kコキ男子 M男-いじめられたい Coetumex 
Mtt。ウケ少薄 イケメンATHLETE.ver2 

■» 齡140分¥3*2001^ *ノ145分¥3*200••如、135分¥3*200和 i 146分¥3*200抑如140分¥3^200 
140分¥3.300^2146分¥3.300^2135分¥3.300 =145分¥3.300 140分¥3.300 

い第二資 ¥2.700 M ¥1.700 School Boys 5 
School Boys BEST1<_ ¥1.700発惕男子 

¥1.700 IKUZE11 
BLACK H0LE9MWW ¥2,700 
WWZ+OH Y2.700 IKUZE12 
erect Dramatrc V2.200 B組少年和 
シ妙レイプ ¥2^00チンボ依存 
妹〇^<5«五 
IKUZE 13 
boys Be mm 
财☆男子 
NARRATIVE2 
女賴っ子<5ぶ4 

V2.200ぶ50ちん道中6 5606/ 
¥1.700 Smash!!16 
VI.700下SLt 
¥1.700 3KM 
VI.700リアJtM 

蟹W?子繫2矚 ¥1.700 BLACK HOLE 7 
BLACK HOLE8M1 ¥1.700女^?<5® 3 
ACCEEO SM LIVE 2012 ¥1.7001»肢顧姓利MI29 

V3.300 
VI.300 
Vt.300 

■机M 
¥1.700甩方•IITB ¥1,300 
¥1.700 年其の雄 VI.300 
¥1.700 Smash!*15 ¥1.300 
¥1.700 ACC田)才-ルスタ-ilf 2012 ¥1.300 
¥1.700 メンコレキユートV ¥1.300 
¥1.700 Smash!!14 ¥1.300 
¥1.700 Mot s Collection 4 ¥1,300 

*©«» ア^©« VI.300 
¥1.300 
¥1.300 
¥1.300 

¥1.700 
¥1.700 Project A 
¥1.700 the Mania 2 
¥1.300 

バディ広告掲載のご案内 
本誌への広告のご出稿の際には、銳者様に安心して 
ご利用いただけるよう衮棰侮に提出していただく内 
容が異なります。料金や広告案のご相談、咚細なこ 
とでもぜひお気耗にお坩話またはメールにてお問い 
合わせTさい。 

◎ご相談•お申し込みはテラ出版バディ重業部まで_ 

TEL 03-3350-1738 FAX 03-3350-1016 
東京都新宿区新宿2-15-12大須ビル301 
有限会社テラ出版バディ営業部 

sales@terra-pubhcations.co.jp 

◎広告サイズ※蹶下《作も承ります。ご相》ください 

1ベージ 
(裁ち切りサイズ) 

天地257mm 
X 

左右182mm 

1/2ベージ 
天地106mm 

X 
左右154mm 

1/4ベージ 
天地106mm 

X 
左右74mm 

新規広告のお申し込みの主な流れ 
•/t-.スナック、飲食店の皆嫌へ 
原稿を鄄送、FAXにてお送り下さい* 
折り返しご記入いただく霤黷をお送りいたします* 

•ホストパブ、出張ホスト店、マッサージ店、サウナ、 
ハッテンスベース、ビデオボックス、エステ店の皆樺へ 
ます以下の塞類を郵送していただき、ホスト店に明しましては 
「検討後興社にて面推」を基本といたします• 
① 責任者の方の身分Kのコビー（免許II、保険II等） 
② 電話の■いてある事務所の貫霣契約書等のコビー 
③ サイトのURLと広告原稿（轚校M) 
※響査梭肘の都合上、掲載までお待ちいただく壩合があります• 
※掲載をお断りする場合もありますので予めご了承下さい 

•インターネットサイトのオーナー嫌へ 
① 責任者の方の身分証のコビー（免許狂、保険狂等） 
② 電話の匾いてある事務所の貫貸契約霧等のコビー 
③ サイトのURLと広告II稹（饔校M) 

•代理店樺•その他の業種の皆嫌へ 
ますはお*話またはメールにてお問い合わせ下さい。 
篥■や内容によっては、お断りする壩合もありますので、 
予めご了承下さい* 

※お申し込みは毎月23日締切 
23日締切—最速翌月21日発売号掲載になります。 

MiusslVJI>l々yJ 



西新宿アンジェロ? 
〒151-0053東京都渋谷区代々木2-13-3第一広田ビル1階 

TEL/FAX 03-3370-5641 
飄刻11時〜2獮/朋31日は2(麻まで_は3日から隸 

200^ 500S11,00〇纪3100〇纪 
‘•讀 

COAT WEST COAT WEST COAT WEST COAT COAT COAT 
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20141WIK 

み180 ^1,200 - ^480 &3,500ち4,211 
G«t-film G«f-Rlm Get-Film Get-Film Get-Rim 
Men's RusKJV youth GET-$tyle 14フェラ15 Boys-Ex 3 
———卵，ド*wr 

Get-Fibn 
激イキザ潮吹き 

RCHS JAPAN RCHS JAPAN 

おむつ男子 お金の為な5 

レV丨 

•/き’す，®關隐 
典#480 ^6,480 ^6,480 

_ _ _ _TOKO Cheeks ジ 
日本選抜！19 日本取！ 20 ジヤニシュニア19ジ^ニジ:ニア20ジューダス 縞シャツお兄さん 

俺<〇第が 
ゲイビデオで卞 &iiコロテa コレク5/3ン2014， 
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東京都公安委員会届出第8919号 

I8DDM 
mum 

STRIKE 

SPECIAL 
BOYFRIEI 

STRIKE 

SPECIAL 
BOYFRIEI 

ACCEED WINTERフェア(1/15まで売切御免!） 
ACCEEDMDVD KKS BOYS M Mh>7 OmImiwx MN 

exfeed .礅nがございます.跳れの肢糊下さし、 

代金引換 
[现倉】 

お!(上0円CLh送料/爭戳料«m! 
5千円未满送料350円•手数料450円 

[クレジットカード/デビットカート1 
お貢上5千円以上送料無料!手数料300円 
5千円未满送料350円•手数料750円 
沖韆犋•離ftへの発送丨访W合せ下さい， 

鋇行振込 
お!(上5千円以上送料/手數料覿料! 
5千円未满送料350円•手数料無料！ 
■三菱東家UF J譏行新宿中央支JS 
蔷3674943株式会社北欧商事 

■三井住友簾行績懂鷉口支店 
菌9463809株式会社北欧商事 

(鑼込手数料お客裼負担•送料をお忘れなく） 
沖轎期蘸烏への発送はお問合せ下さい• 

現金書留 
! |お買上5千円以上送料/手數料讎料! 

5千円未滴送料350円•手数料蘸料！ 
T151-0063 
東京都渋谷区代々木2-13-3 
第一広田ビル1階株式会社北欧商事 
03-3370-5641 

(送料をお忘れなく） 
沖縞離島への発送はお問合せ下さい， 

■広告売出期間 
12/ .1/ 
18® ^17© 
期間中この価格で販売いたします 
終了後は艄虧Iに戻りますので 
お買忘れないようお刺)ください 
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Ana-Kan Sun Muscle 6 

EXFEED JUSTICE 
密着ズポズポ GUIL1 

HUNKVDEO HUM< VIDEO WWGanes Wild Games AJTTO BRAVO! OUTLAW EXFEED JUSTICE 
HUNK MOVIESのんけナンパ HYPER Yeooh! ItK中出し5 相*7ツスル 穴蟲Ana-Kan Sun Muscle 6密着ズポズポ GUILTY 

Ei5,280资,280為5#880 ^5,880祕20 1^5,520 {ぬ10 v7,260 020 
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THUNDER Tequib SAMSON VOEO SAMSON VIDEO SAMSON VIDEO MVOEO V Factory DANI plus! 

ASえるガチでぶRGB巡査3P モデル面接4 バリウケ専務 嫌•« V.CompleteレスキューON 
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バラエ孑ィ 
ゲイS3ップ!！ 

(HMfKff の次 わ 
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07:0X)-23:00) 
<:03-383U-U6Q3 

(2U«MW 讨(D) 
•注交磚の曾譬螬®cc：ff曹《rrt 

胃 
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FAX: 03- 
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¥1.890 

：! 
章* I57cm 

玉^的! #0ぃ1«!梅心者にT；UU: 
玉嵐 

¥1.260 

似^^ 

き 

珍々聰ズルムケ<A/ 
¥2.200 」 

淡 n. 

%: 
E 

I 

L双•器u- 

縱;セ‘ 
•omサ舰: 

嫌 
K2MAN ケ、VTノ- 
(秣貫通式）¥1.890 
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▼ ±tk ID25an 
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n> 
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如識 
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浮鱗 
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リーム 
.080 
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11SSLjl總io 
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コブ^アーマーづ以 
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ドラゴンマカHC 
(6KA)¥1.8 
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HI 
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メガ7グマローシヨン 
(150ml) ¥1.000 

^^ESSBS^^ 
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， 

&«こ谈いat!るwmrr^ 
フアンテfンローシ3ン 

(60 ml) ¥860 
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通信販亮 

中古〜アウトレツト商品まて 
種類璧s! 

一部ヴツズち取扱いしております。 

銀行振込1【代金引換 

PC+スマ#イ獅!! 
スマホで購入した動画も、PCでダウンロードできちゃう!？だからお得!! 

ビッグジム•データ•マーク■ット 

BzGGvm^^ 

r k亡ノに/C/アワ40付:： 

2X»0R/5^00P3 
10,000P3/30.000F5 I 

PCサイトか5の7t_sf_は24時問受付 0 

5000円以上finい上げの場合は手败料無料tas届けしますc 
3T5に孵しい悄糴はLiヨツビンヴサ<卜にアクtZスU 

※旧通明サイトか50)データ移行丨城りませんのてご了承ください。 

ヨ挪 fTLONUlME 

5Tt/^9S 5,750, 

)がMとなり家す mwm 

SSIS^^^3226 

「三舞铵寰 
お嫌込，み: 通:代金引供 

httD：//wwwJ biggyrnTcofjD さ注突方法 
24時間受付東 

_奮褊助系 

ビッヴジム&nンボイ&バイキンヴ& BGデ—タマ—ケット最新情報はi http://www.bi(ogym.coL.p/ 
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20%OFF»^a 

□VD至品 
税込涵略から 

2096 
□FF! 

* ります 

HBGOM5 0 0円ク三ボ5コ三卜:U 

野鑑?而謂 BcmxnxEa^oi 

舫年？日2S(金)ヽよr)tt费醣觔 

(鷂くな0次篇赙すにな0ま 〇? 00-23 00) 

12名の灌画家、イラストレーターによる權*下5し！ 

BIGGYM7Tリジナル 
マンスリーカレンダー 
嫌霣配布中i m■はブログ•twitterT!! 

し Tm»u»ATr嘗•おDttcBMTcn された■ftoi 

FIXER 2 
¥8.640 

，仆®)- 

r，な： 
wk^^rh^asl 
蜃貞素朴少年*い4 

¥8.640 

HIM MOVIES 2014 tri 
¥7.040 ^ 

>r,：SSON68 
■ ¥11,350屬 

□VD至品 
联込n結から 

2096 
OFF! 
痕は鋁醏のnですI 

x-«Mnsftoます 

POWER GRIP 175 
¥11,350 

9： 

COLLECTORS 
EDITION RYOJI 

—¥6.560 

穴綠00Kan 

榻 ” Vi 
A 

淫行 

•腿鬌 

0心飾ン4 
—¥7.040一 

CPM•肌孤娜 

，ル：嫌39 

的 
絶嘈勉トル 

舞 

ベストt：レクシ3ン$014 

I ¥7,840一 

Hello!洋志 
¥9,710 

航驟m 

I l i I V 

PS 
/ • 

纖 
為M 
GUILTY BEST+1 

¥8.640 

CbKj raytt® 

㈣し5 5) ¥7. 

当店の価格はすべて税込価格です。★ BIGGVM 

0覼<ろ 
morluo 

m川和秀 
Kei CHANG 

熊田プウ助 

★ BIGGVM ★希望の商品が気軽に手に入る通信販売をご利用下さい。★ B一— 



と の 

m 

: 
■ 
i,10.80Or 

処分にお困りの 
^ 季刊誌、コミックなどのゲイ雑誌 

10冊以上から無料で引き取り致します。 
処分したい雑誌をまとめて頂き、 
外装に処分品と明記したのち 

Store’05”まで着払いでお送りください！ 
※Store’05の住所は右下に掲載されております 

16,240円 

SPE アナjun 

7,130円 

<卜Menii Tごから 
H4M吹，««たけiた 

Uベスト！、 



篡钃猶に 

2013年12月 

承Dま3! 
※嫌^は当唐までお聞い合わせ下さい。 

営業時間 年中無休AM11:〇〇〜AM 01:〇〇 
回:*^^]最新情報はHPで確認 

460-0008名古屋神区栄‘5«21新丸Aビル3F 

Eし052-251-5519 

最新情報はHPで確認 

Stor^OS 
〒9SCM3811仙台市貴駆一番町40-7ASプラザビル6FB 

TEL 022-227-1939 

営業時間 平日(月曜〜土曜） 
PM 13:00〜PM 23:00 

日曜•祝日 毎遇火曜日 
PM12:00〜PM 22:00 定休日 



HOP 
DVD&MAGAZINE&SEX TOYS 

IBGOQQO 
ケー7t—lpヨツコcaassi 

DVDJ誌J貨;F着…そ_でも買える! 
ネット注文の場合、■予約注文で割弓Iサ■ビスも! _ 
httD：//www.ko-shop.com/ U 
http://www.KO-shop.eom/i/搞帚サイトへは右紀qrコードか5ご利用下さい 

回 

KO COMPANY Papilton 

とは 
x か 

KO+LLECT2014WINTEP 
| 235分6.800円(+税）||分败未定1,520円(+税） 

※当店は全て税抜き表示となります。 

Gれで1麻1永酔 
10吩5,200円(+税)■ 

通信販売のご案内 
ご希望の商品名、数S、住所•氏名•霣話番号を 
お窨き添えの上、下記住所までご郵送下さい。 
•お貿上商品が5,000円以上の場合送料無料。 
_5,000円以下の場合は送料500円頂きます。 

カードご利用OK 
#全团のケーオーショップ 
3店舗とも各瞿クレジット 
カードでお支払い]!けます。 
•カード明細にゲイシヨッ 
プの名前は記載されません。 
安心してお買い求め下さい。 

【現金書留】 
※ご注文の際、現金畜留にて商品代金をお支払いいただけます。 
お釣りのない様、お願い致します。 

【代金引換】（手数料¥500) 
※ご注文の商品が届いた際、代金をお支払いいただき、商品を受け取ります。 

[e-collect](手数料 ¥5〇〇) 
※デビット•クレジットカードでの決済が可酯な佐川急便代金引換サービス。 

COMPANY 

全国に3店舗 
販売店案内 

ガスト〇, 

JE MBS oVj 

公田^^^ 

醒顆•蝶臨溫署顒親挪溫！ 
【窝窠時間】平日：PM13:0a*AM6:00 【営*»W】PM1200»PM 900 
金M:00〜月6:00 (祝日前日24時問） 第丨.第2月■定休日祝日の場合曾窠 

【啻楽時問】24時閜當業-年中鑛休 

〒531-0072大阪市北区璧睛2TB1 —9G&Rビル6F •お電話でのご注文はコチラ(携蒂電話0K) 

株式会社ケーオーカンパニー通信販売係000800-919-8986 



◎ご相》•お申し込みはテラ出版バディ*業部まで 

TEL 03.3350.1738 FAX 03-3350 1016 
東京都新宿区新宿2-15»12大須ビル301 
有限会社テラ出版バディ営業部 

sales@terra-pubIicanons.co.jp 

◎広告サイズ※腰下_作も承ります。ご相談ください 

1ベージ 
(裁ち切りサイズ) 

天地257mm 
X 

左右182mm 

1/2ベージ 
天地106mm 

X 
左右154mm 

1/4ベージ 
天地106mm 

X 
左右74mm 

新規広告のお申し込みの主な流れ 
♦バー，スナック，飲食店の皆様へ 

I*稿を酃送、FAXにてお送り下さい• 
折り通しご記入いただく塞顬をお送りいたします. 

❿ホストパブ、出强ホスト店、マッサージ店、サウナ、 
ハッテンスベース，ビデオボックス、エステ店の*様へ 
ます以下の塞颥を郵送していただき、ホスト店に関しましては 
「検討後弊社にてn接」を基本といたします• 
① 責任*の方の身分狂のコビー（免許狂、保険証等） 
② 電話の霾いてある事務所の貢霣契約書轉のコビー 
③ サイトのURLと広告原稿（霣校M) 
※審查•榷时の都合上、掲載までお待ちいただく場合があります• 

※掲載をお断りする！•合もありますので予めこ了承下さい 

♦インターネットサイトのオーナー嫌へ 
① 賣任者の方の身分Kのコビー（免許K、保*証等） 
② 電Bの鼸いてある事務所の貨貸契約■等のコビー 
③ サイトのURLと広吿頭稱（饔校閲） 

籲代理店樺•その他の業種の皆樺へ 
ますはお電Bまたはメールにてお問い合わせ下さい• 
業種や内容によっては、お断りする壜合もありますので、 
予めご了承下さい• 

※お申し込みは毎月23日締切 
23日締切—最速S月21日発充考掲Kになります。 

各メーカ_揃ってます♦ 

_ 
LL ¥4,200 (〒390> 
L ¥2,800 (t390) 
M ¥1,900 (t390) 

力V%4恐〒ブ頌 

•月刊B •ゲイIIミック 
•各種ふんどし•下簷•水着 
•ローション•オナホール 
•TENGA •强り型 
•電助バイスetc... 
種類豊富に取りmえてます。 
お氟輕におmい含わせください。 

•現金書留•郵便局留止メ 
籲宅配便による代金引換 
籲個人名による発送等 
いろいろできます。 

通販=> スピード発送 
A IS 當業時間/ PM2:00〜PM11:00 

JC Vw TEL.082-243-2736 
〒730-0026広島市中区田中町2-20平霣ビルIF 
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2015年1月25日をもちまじT明店することとなリました。 
長きにわたリ颺リました皆様のご芳情に雄んで籌礼申L±げます 

ネット通販に闋する 
最新情報はコチラから 

★各社の最新作を35〜30%OFFで大奉仕!! 

Uilll 
AV 68 Premium Tag West & East Fixer 2 フェラ三醵40 

^¥M90 ^¥9,930 1930 ^¥M90 ^¥7,560 ^¥5：950 ^¥7；560 

、■へ 
Collectors Edition Ryoji ■吹き01 Get-Style14 Boys-Ex3 Youth 麵絶フェラIS 童虡蒙朴少年嚙い4バーチヤ/めリセン 女#つ子くらぶ7 

8,208 定《¥8«208 ?«¥8j64C *«¥8,640 **¥8,640 定《¥6J64 S«¥ 10300 定《¥8l640 $«¥ 10,800 

¥5,740砂¥5,740敬¥6,040 ^¥6,040 6,040 l^¥ 4,380砂¥7,560 l^¥ 6,040敬¥7,560 

- 
Outlaw «rf» Komn KOIH1^ 

Sun Musde 6 女義中はおu；やかに-KCHIIect 2014 Winter 
ExfecdtHt Justice 9r^ Games 9Ht Games G*metK^ Br«voK^ 

密着..-生セックス驀汰 Guilty B«t+1 雄穴中出し5 のんけtンバキ^ラパン4 HunkMovi«2014Trt 分漓マッスルKai 

0^7；86〇 ^¥1560 #¥6：860鉸ぷ；^¥5：950鉸4; #¥4：560 ^¥1：330 

KOVif^ 
Kaiji 三連結へろへろファック B«a$tG0023 灌吹きデ《ノバリーー轚みものにされ年 Juno G0 002 Line 髡子学驪02 放SWK 
穿曇 V10800 »ff¥10A)0 JtfB V 9.180 It« VI2.420 *«YU420 ««V 9.180 tff V11.880 ^«V 10300 

@¥7,020 @¥7,020 l^¥ 5,960 ^¥8,070 8,070炒¥5,960炒¥ 7,720 l^¥ 7,020 

KO断作 
ンモラル学B 
««V 10300 

¥7,020 

★ ★ ★ ★ Coat 準新作が35% OFF!! ★★★★ K0ミドル商品全品45%OFF!お貢い得! 

Babylon 62 体育会麻覇拓斗 Smart 26 Prisoner Eiji Hello!向幷鼸太 Box ノンケを!6す！ Sp«der マラ嗜い肉体労«Nf Indies16 
14.194 xavi0.no I«¥ 14.194 $«¥ 10,800 10300 $«¥ 10.800 ««V 10800 10.800 

9,220欺¥7,020 t^r¥9,220 S^¥7,020 5,3301^¥5,940 l^r¥5,940 5,940 1^T¥5,940 

Co«アヴトレット Co«tアウトレット 
Jump! Kenta 2 Another Version 60 Funky Innovation 5 Joint 02 

アウトレット koアウトレット noアウトレット koアウトレット 
Climax 3 KO Legend 21 911«ちょぃ慝〇6 

l^vXlOO ^¥5,390 #«：390 ^¥4,610 #¥Tl°M #^240 #^240 #^240 #^240 

★長い間あリがとうございました！ ★ PC•携帯からhttp://hyperqueer.comへ今すぐアクセス 
① ネット(PC•携箒)でご注文： 

http://hyperqueer.com 
② おTO•フアクスでご注文： 

Tel: 080-8891-3528 (12-17:00) 
Fax:03-5539-3746 

④歸便•現金書留でご'注文： 
t16(H)023 
東京部新宿区西新？87+9~4F 
(S)COCOON HQ 通販部 

ご希望に対応します！ 
■個人名発送 
■営業所止め 
■配連日•時閜帚指定 

(午！!•12-14.14>16*16>18*1»>21} 

お買上げS,000円以±で送«饞«! 
(佐JII急便利用時） 
お！!上げ五千円未满(0送！^は 
z^AamizztmaT^i\ 

郵便•現金書留—axで 
ご注文のお客様は、 
■ご希望の商品名•数置 
■住所•氏名•電話番号 
をご明記ください。 

送料、代引手数料の詳細は 
HP•お電話でお尋ね下さい* 

■力ード(ネットのみ)： 
Visa, Master, JCBご利用可能 

■代金引換(現金)： 
所定の手数料がかかリます 

■銀行脱： 
楽天銀行マーチ支店普7030213 
有限会社COCOON 

■現金書留 

御注文に際して 

お支払方法 

ぉ麗存五千円宝で 
送料無料 

御注文方法 



店鯆に関する^ 
最新情報はコチラからA 

卜 http://www.freeman-usedvideo.com/ 
httD://www.cneck-dvd.com/ 

★豊富な品描え ! ★ぜひ、お気軽にお立ち寄リください !! ★ 

k在庫一掃セール// 
フリーマン西新宿店は、平成27年1月25日をもちまして 

閉店させていただくこととなリました。 

\£iu %MJCk£C15 

Check 

畏きにわたリ賜リました皆様のご芳情に謹んで御礼申し上げますとともに、 
突然の閉店で御迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。 
何卒ご理解賜リますようお願い申し上げます。 
皆様の末永いご多幸とご健康をお祈り申し上げまして、閉店の挨拶とさせていただきます。 

輝 
C欠 

2014 

-ル特僅商品 ☆セ 
引券進昼|||| 

4ダブルボイ:< トデ/ 

111111味! 

おトクqつぱい；Tす 
1111 h m ■ I 

Wjlr 

111111111111111普I 
i年末年蛤の嘗鼸につ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

* wi FREEMAN.CHECKr'お冒い卜げのm/m土 FREEMAN<HECKでお買い上げのDVDはもちろん、 
他店でお買い上げのDVDも高価買取いたします！ 

+ 500円割引券プレゼント!! 

の楓岛 の鶴ft 

※一部店鯆限定 

店舗への持ち込みが難しい方は、 
«貢取僅格は発亮からの繕通日数•在朦状況の状鳙によリ麦動いたします， 
嫌ご本人様磚tt書黷（#)を必ずご持#ください* 

#£名鹯•生年月日•现住所が確9出来る暹転免許鉦•保離Kなど 
ご本人«確雄のみに必*なものですので、どうぞご安心ください！ 
來ご不明な点がございましたら、店■(スタッフまでお気鼷にお聞い含わせください• 
お電話でのおWい合わせも承っております• 

HyperQueerで郵送買取！ 
ハイパ-クィァ http://hyperqueer.com 

★とってもお得なポイントカードシステム★全店舖共通★会費•手数料など一切なし★即発行★ 

★1,000円ごとに1ポイントGET! 
※クレジットでお支払いの場合は、 

2,000円ごとに1ポイントとさせて頂きます。 

★ 50ボイントで2,000円割引！ 
100ボイントで5,000円«引！ 
※差額が生じた場合、おつリ钱はお渡しでき 
ませんので、ご了承ください。 

'ダブルボイ: 

M [*4* 

ポイントDAY ※貢®はダブルボイント対象外と古せていただ音ます， 

第17K曜日 水1 
FREEMAN 

新宿店 

第1*曜日 木B 

FREEMAN 

横浜店 

チ03-3351-0080 フ03-3351-4178フ03-6908-5275フ045-242-0721 
-r 喪京格区新n 218-8囊累ビル101 IJ 東京■豪«区豪«2ィ2バ リ竇頊植新格区fi«F«7>4<9臺粕ビル4F IJ 權浜市中这花«町12M中村ビル203 

、り-S- I ~■-I I 

mm 
黧鬣,« 11:00-22:00 

(金•土 • «MBU23:00»で奮«: 
霣奧《MB 11:00-24:00 雷業 IMI 11： 00-24:00 黛霞 WAR 12.00-23:00 



おかげさまで 
旧セカンドさん跡 古物商許可第304360405672号 

?災ィ価勞想 西新宿プライド？ 
〒160-0023東京都新宿区西新宿7-9-5オークプラザビル2階 

TEL/FAX 03-3366-0303 11周年 
営業時刻11時〜23時/12月31日は20時まで新年は3日から営業 

通販で貝える！激安中古DVDホームべージ•入荷情報も有 
http://www.shop-pride.com ケータイからは► 5%をi 

多2夕てトルで3*ィ“トルず10,ざトルでj 
i200StJ500Si:UOOOSip)OsJ 

税込価格据置!今こそおトクなリサイクル店を活用! 
人気レーベル最新作も半額以下! 

mOrnmmmmrn 

fflg{ra¥l,980〜¥2,980 

店頭だけの日替りサブライズ値下げもあります。 

ルノアール 
柏木 
公園 

才-クプラザビル2階 

広域MAP 

価 
値 
布 

セブンイレ 

• 口ーソン 

移転OPEN 

wmm 

05^ 

マクドナルド 1r 
ティッブネス，ii 

裔梅街道/ 

D4黟 
lliD3\ 

I 

不要なDVDをすぐ現金化！ 
，複数枚ま^^ 

I ^3)^8^ I 
〔棚通枚 

m\ 

i 
a^®MK§H2Ei®50%@ 

—会員ポイント？ 
※金券には郁麵がございます。 
ポイント獲得には会員登録が必要です。 
rr^irhi■洋料分t：ぼノ vk7?;a;i、fH •字才203^L^SA3i 会員の方には送料分もポイントで還元いたします。 
買取代金をポイントで受取ならさらに 

10%1§額いたします。 還元ポイントを金券でお渡しも出来ます。 

■広告売出期間 
12/ .1/ 
18 A 7㊣ 
変更Tる1合があります。 

クライト/プラスで送付いただければ、 
0円をポイントで還元いたします。 

会員登録のお客様に毎月1回の特典です。くわしくはホームページまたはお電話で。 

そ.の場でお見積り身じますお見積り額がiOKなら$す^高価現金買取いだじます/ 
見»わったDVDは、対入ジャケット、卜ールケースCとそのまま、当店にもう一度お持ちください。 
メ_力一91亮Bから1SH以内の鼉新作だと、鼉大、定価(本体表示僅格)の40G/oで霣取! 
今なら、FIELD • G@MES • JAPAN PICTURES • JUSTICE - KONG • 
MANNHOUSE • studio:GUMPTION • surf rider (SFR)- V Factory 
の商品はお見積り額にさらに1本500円ずつ!上乗せして買取強化中 
※不正商品流通防止のためB—鼉霸作鼇複B枚持込いただいてもH取40%及び500円上乗せの適用は1本！■りです。 



他にも大量に取扱いあります!！まずはサイトにアクセス!！ 5,000H以上送料無料!! 

GAY DVD & VARIETY GOODS ONLINE SHOP 112クレジット決済OK!! 
產_入ヴ嫌戈ナンパ_ワン!！ 

LJ=LJlj~JUU\D!^^J dvd、本、下着などももちろん取扱中！ 
s|^,0 vt,(尚_人品の場む、お届けに時問がかかることがあります） 

http://apino.jp/掲載«»ぱアツ^ルイン各istm雄中!! ST祕I 

誌面広告に掲載され 
ていない輸入新商品 
も続々入荷中!！ 
各店舗へちお気鞋に 
お立ち寄D下さいま 
せ。スタッフー同ご来 
店を心よ0お待ちい 
たしてお0ます。 

新橋店 
03-3574-1477 
11:00-23:00 

壤一 
ホテル 

マクドナルド■ ■ 

馬森□ SL広堪■駆T0RY_ 

\ JR新橇駅 
tmn 

パチンコ 外堀通り 

□ナカ 錳ダ hy 

東京都港区新撟卜1み51〜2F 
JR新橘駅より1分第ーホテル前高架下 

大阪店 
06-6633-4878 
11:00-23:00 

y地下鉄6番出口 

中華鼷■筋方 

元酊□ータリー 
日本生命 朝日生命 
大阪市浪速区難波中卜901 

K0USAKU ビル2F 
地下鉄御堂筋線なんば駅6番出□より3分 

四ツ橘筋沿い中華料理蓬菜向かい 

ネット通販《アップ/Lイン！ 
台B登篇でポイントGET ff 

注文は、ネット/*括/FAX/IB便で！決済は、クレジットカード/代引き/銀行11込金書留で！クロネコヤマト/佐JII鳜便/ゆうパック、周留 
め/営業所留め対応、届人名発送ち対(Si TEL03-6280-602I /FAX:03-3571 -3749 

住所:〒105-0004東京ffi港区新橋1-3-5詹田ビル2F (株)エムケイ企困 
携帯電話からはQRコードを読み取るか、http://www.appleinn.coJp/i/へアクセスして下さい 

及IIOL© 
(http://apino.jp)掲載商品はアップルイン店頭でも取り扱し冲！！ 



■ &.1600022«RgE«f?g2-14-8 

[W「:m ^MWPMOrOO^^SWAIVW: 

★★見飽き^^早めに直接新宿コ1 
ボイにお持色く、だきty。現金で買い1^1 
します ， 
★★地方の方はお送ください。その 1 
際、寅取金額の受取方法(現金害留•銀 
行m)を必j;ご職をださい 

東京都新宿区新宿2-17-1 
サンフラワービル1F 
営業時間11:00〜翌5:00 

W1 齷スーパーサービスタイム 
2醣シャワー付■室 

ボ*一fさんの取り分全て入って 
60分9500円を— 7500円 

新宿通り 



豊富贷品揣戈!!i 

TEL 06-6630-7799 fax 06-6630-7745 

電話_ FAXなどでご运文ください。 ♦通信販舌頑ります 

口座番号S明記のItお送りス张さi3 

取買取申jaw 
送料着払ISPお送？さ只 送霣取炽便利7龙 

彌厲即現翻5 
量力方は郵 

質取糊の振込 

9r歌■伎籐 

U 



沐^ S志 
広告 
のご案内 

【広告サイズ表】と 

データ制作について 
※料金など詳しい資料もご用意しております 
ので、まずは一度、お問い合わせください 

モノクロ1/2P 
(W 156mm x H 106mm) 

〇モノクaIP 
〇中織じカラーIP 
(W 182mmx257mm) 

モノクロ1/4P 
74mmxH 106rrwri] 

その他 
〇表4(裏表紙)カラ_IP 

(W 174mmx240mm) 
※パーコードなどの記戴必須事項があるため、 
他と寸法が興なります0ご注意ください。 

その他、取林紀事広吿などもございます• 
ぜひ一度、お氰糧にお閎い舍わせください。 

雑誌への広告を出稿すると効果はどうなのか？「幅広い年代層へのアビール」、「全 
国区へのアビール」、「編集誌面での紹介」などが上げられます。その理由などを記 
載したより詳しい資料もご用意しておりますので、まずは一度、一番下の連絡先へ 
お問い合わせください 

f新規広告のお申し込み、業種別の主な流n I 

お申し込み後、まず以下の窖類の郵送（FAXやメールでも可）を 
お願い致します 

① 資任者の方の身分ttのコビー 
(免許保険tt等） 

② 事務所の貸貸契約害等のコビー 
③ サイトのURLと広告原稿 
弊社で受け取D後、サイトなどで営業内容を確認し、お電話で何点かご質問させ 
ていただきます。ホスト店に関しましては「検討後弊社にて面談」をお願いする場 
合もございます 
※審査•検討の都合上、掲載までお待ちいただく場合があります。また掲載をお断り 
する場合もありますので予めご了承下さい 

まずはお電話またはメールにてお問い合わせ下さい。業種や内容によっては、お断り 
する場合もありますので、予めご了承下さい 

広告をC出稿いただくと、通販や定期購跷などの発送物にフライヤーを折込むサービスなどもご利用 
頂けます。詳しくはお問い合わせください。 

広告とし、っても印刷物を作るのは非常に手間です。お店のポスター制作などされてし、る店舗さんだとおわかりだと思います。でもバデ 
ィに広告を出稿される際は、弊社でお作りすることも可能です。メール•鼋話や、都内近郊であれば店舗へお邪魔しお打ち合わせを重ね 
て制作します。また作ったデータを店舗で使用される場合はデータもお渡ししますので、ポスターやフライヤー、挨拶状などにもこ•活用 
頂けます。制作費は当面無料です。逆にデータを制作してこ•入稿いただける方には、データ入搞の手弓Iき書をお渡し致しますので、お気 
軽にお問し、合わせください 

より詳しい資料のご請求、ご質問•ご相談•お申し込みは「テラ出版バディ営業部」まで 

〒160-0022東京都新宿区新宿2-15-12大須ビル301号室有限会社テラ出版IV Cディ宮業部」 
TEL/03-3350-1738 FAX/03-3350-1016 e-mail/sales@terra-publications.co.jp 

バナ_広告については是非 
一度サイトもご確K ください www.badi.jp 

代理店•その他 

一、飲食店 

インターネットサイト（ショップ•出会い系》SNSなど) 

ホスト、マツサージ、エステ、サウナ、ハツテンスべース 

お問い合わせ先 
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順。gfeo a? 
バディジェービィはゲイのためのあらゆる情報を集めた総合サイトで 
す。ゲイに関わるニュースはもちろん、雑誌_DVD•グッズの販売、好評 
をいただいているアンダーウェアの販売、電子書籍、ストリー5ング動 
画を運営し、幅広いユーザー層にご覧いただいています。 
そんな多くのユーザーにPRできるのがバディジェーピィのバナー広 
告。ご予算や目的に応じてこ•利用頂ける3タイプのバナー広告と、求人 
広告をご用意しておいります。 

バディジエーピィ 

バナー 
のご案内 

求人広告について 
求人広告は、PC版と携帯用テキスト 

版のふたつに掲載されます。とくに携 

帚版は若年思への訴求力があります 

ので、いまや必須のコンテンツ。広告 
のコビーや見せ方もお打ち合わせを 

して、進めていきます。画像も1点挿 

入できます。現在はホスト店、モデル 

募集、飲食店などの求人広告を中心に 

いただいてます。初回掲載は、開始日 

から1ヶ月で計算。 

*WHI 
AMU 烏# ィ ^rlAM?OPST 
*i,< 

慮 f •藝篇處f 
•9氣籲▲♦篇••鬌ん嫠• 
Ml省雀J tM«L M審til龜 
MLい，い飄• 

_ 05 3360«0Q 
rv^teoo) mm wm 

初回掲載 
¥10,000/月 
100〜200文字相当 
の宜伝文入り画像1ス 
ベー•ス分 

継耪料金 
¥5,000/月 

ノてナー広告は3タイプがあります。料金には、ノてナー広告本体のほか 
に、携帯向けのテキスト広告、制作費が含まれています。初回掲載は、 
開始から月末までの日割り計算となり、以後1日〜月末までの1ヶ月ず 
つの申し込みとなります。 
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記情 
/小玉オサム 

ライン 乱交 
/白烏健治 /武古田征雄 

4 

警f兹灘ふmr 
■■QQ3H ■■EQQSi^B imBESHP 

下梅のお兄さん1〜37 
/野原くろ 

あおばチヤンネル1〜17 アグリつ蝤4 
/犬義 /小日向 

m 

BADIOUT 
2013秋号 

BADIOUT 
2013 X# 

BADIOUT 
2013春号 

■E tom ‘ 

Wi"feo k 

• ノ _jfJ ■&:：：叫 b^EuW 

Relation 
/小日向 

〜◎コミック 
ツソロジ- 

THE WORLD OF 
前田ポケット 

mmm ■BHH " P •'•.、パ i 
UW BADI Part-2 GAY DVD SUPER 

/Badix Underwear COLLECTIONS Part-01 勇欲エロ本03 

BADIOUT 
2013冬号 

BADIOUT 2012秋号 8月号 THEURA<5URAMien,s 性交戲面〜D6LAX〜 青年と欲M 
mastubation photo book men's sex photo book TWE YOUNG AND LUST 

株式会社半權 一切ヤラセなUエロ面接4人目 一切ヤラセなUエロ面接3人目 
森下翔 松木健治 

ようこそゲイのホム^へ 
プチ乱交飲酒性交 

£A73n バディが製作した映像で人気の裹かった作品を中心に、遍去のDISC BADIやAnniversary DVDをMlに今ではみられない作SをU多くリリースして 
3UIVSXいます。触で楽しめるェ出！ 

Bosn 

r 
MK^naot 
マッコみ 

HSmし〆*-57人気モデルのグラビアや下着B儋を集めて1冊にするデジ 
f /し-/タル写真集。ジヤニ系や下鷥、直球エロなど痛りだくさん！ 

|> Ariini IT本狂では掲載しきれなかつたネタやコンテンツ 
OfAUlUlA Iをデジタルバディとして再編集。 

給纖 

初期〜中期の名作コミックや、現在本Kでも人気連載中の 
コミックまでV櫬く阪売中。お得な再繼集版も販売！ 

A\tH 小税大貢を受寅した名作や、各作家ごとにまとめた再編集版ま 
M^SHi で取りそろえました。お手頃な価格でサクサク狭める！ 

ふたf r. i ‘ 
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バディオリジナル 

電子コンテンソ 
のご案内 

バディ本誌の電子版発売中! 
『雑誌のFujisan』http://www.fujisan.co.jp 

FZINI0J http://jp.zinio.com 

eBOOKS 
過去にバディで掲載されたグラビアや小税、 

コミック、過去の特集をテーマで集め、さらに 

S子版のみの記寧を収録した『BADI0UTJ 

など、多彩な電子害籍をご用意しておDます。 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
•パディジエーピィの爾子醫賴はKeyringPDFファイルを利用しております。闋荑はWindows XPA/ista/7/8fll境のみで、Mac環境や携得電8、スマートフォンからは 
關Mできません。Windows環境でMJIするためにはアイドック株式会社が無償提供するKeyringPDFクライアントとAdobeReadent^必饜となります。烊しくはパディジ 
エービィのI電子窖籍jページをご霣ください。 

baai.jp 

eBOOKS 
Window XP/Vbta/7 ■•のみでご* 
いただけます，M•丸、携亊罐な.スマートフ， 
ンTWご霣ぃfだけ:！:ぜん鱒しくは：:もら* 
クリックしてごW8 くださI、 

温 MOVIE 
J Cディ往年のDVD作品やH去の付録DVD映 

像などを、1遇闉または3力月間覲られるレン 

タルストリーミンクで配信中。PCの他にス 

マートフオンでも観られます！ 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
•スマートフォンでご篇になる壩合は、スマートフォン用のサイトからご_入頂き,スマートフォン用のサイトから視聴してください。 
奈WindowsはXP/Vista/7/8で、MacfiWIはIntel CPU内靦で、0S10.6以降、slivertight対応のものに限り視聽できます 

BADIOUT 
本誌では掲載しきれなかったネタやコンテン 

ツをデジタルパディ『BADIOUTJとして、特 

別号を編集。本誌にも匹敵するクオリティで 

ェクストラノてデイをお届けします。 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
來バデイジエービイの爾子書籍はKeyringPOF^アイルを利用しております。MKはWindows XPA/ista/7/8環境のみで、Mac»境や携帯電話、スマートフォンから 
は閱Rできません。Windows環境で閲霣するためにはアイドック株式会社が無償提^するKeyringPDFクライアントとAdobeReadert)《必要となります。詳しくはパデ 
イジIービィのr電子霱鞴」ページをご霣ください。 

お問い合わせ先 
亍160-0022東京都新宿区新宿2-15-12大須ビル301号室テラ出版「通信販売係」 
TEL/03-3350*1738 FAX/03-3350-1016 e-mail/sales@badi.jp 

全ての電子コンテンツは 
バディジエービィ内か5ご利用いただけます www.badi.jp 
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通信 
販売 
のご案内 
通信販売のご利用方法 

ご講入商品が決まりましたら、下の注文書 
にご記入ください。商品によって送料がか 
かります。ご記入、計算される際は送料も 
お忘れなく。なお、アンダーウェアをご注 
文のお客樺には、ネット経由でお買い求め 
いただく場合を除き、ご注文前に弊社営 
業部まで在庫確認をお願いしております。 
品切れの場合、返金処理など必要になり、 
ご面倒をおかけすることちございますの 
でご協力をお願いいたします。 

下の注文*をお■き頂き郵送、FAXまたはe-mailで下記宛先までお送りください。次に、お送り 
頂いてから一遇間以内に、注文靨におSきいただいたお名前と同じ名赛でお振り込みください。 
違うお名前ですと、発送できない塌合があります。ご入金の確認とれ次第、ご注文商品を発送い 
たします。 
<お攝り込み先> 
三KR京UFJfll行中野支JS 

普通口座0879034ユウゲンガイシャテラシュッバン 

現金番留W用の封筒に、お番き頂いた下の注文*と、計舞していただいた金額通りの現金を入れ、 
郵便局の窓□より弊社へご郵送をお_いします。吾留が到蘑次第、商品を発送いたします。 

現金醫留の丨 
が必饔： 
ます。また、 

留の対簡の中にはK 

な状！！ですと、切手ヤ 
比、现^を蕾通郵便 

の中には的りMの出ないよう、購入逭顬通りに現金をお入れください。的りK 

や小MKどで通金が死生いたしますので、cnsA蓍お騮いいたし 
で送ると事故につながる町能性がありますので、ご遍盧ください。 

HI下の注文苦をお宙き頂き郵送、FAXまたはe-mailで下記宛先までお送りください。代弓Iきの場合 
_は、計篝いただいた送料のほか、手数料が500円加算されますので、ご注意ください。注文書が届き 
ua次第商品を発送致しますが、代金弓I換の場合は、ご注文の商品びすべて揃い次第の発送とな〇ます。 
Edご注文内容っては少々お待ち頂く場合もございます。 

Li代金弓膿の場合のみ、お衢_の蒯着两n帚指kがご利用いただけます。ご希aのお窖様は注 
BI文害の所定欄にチェック*お願い数します。 

※普通郵便発送は「郵便局留め」を、代金引換発送は「佐川急便の営業所止め」をご利用頂けます。ご 
希望の方はこ•住所の欄に、宛先郵便局または佐j 11急便営業所をお霤き添えください。 

お問い合わせ先 
〒160>0022東京都新宿区新宿2-16^2大須ビル301号室テラ出版「邐價販売係J 
TEL/03-3350-1730 FAX 03-3350-1016 e^nail/sales^badi.jp 
バディジエービィ内rbjストアJか5 
蟹利なクレジツト決滴がご_用いただけ*す www.badi.jp< 

注文書I 

※下着を銀行振込•現金書留でご注文の鳩合…口事前に営業部まで商品の在庫確認はお済みですか？ 
※現蠡書留でご注文される埸台… 口現金番留封筒の中は、お釣りのないようにご入金されていますか？ 

こご返金した場き通金手数料を申けますこと.予めご了承ください• 

コビー可 ※ごEXは黑のポー』〆ンかサインベンではつきりとご記入ください6※現金書罾でS申し込みの賺は、お釣りのなしはうI; 

予めご了 jj 

にご <ださt\o 

1下著•バディオリジナルグッズ•本誌•バックナンパー注文 アンダーウェアを3000円以上お5し、上げで、アンダーウェアの送料M料!！ 
アンターウエアのごit文が3000下の鳙ft、1Bのご注文につtfi*料350円がか索 

[ «名 sa番咢 カラ サイズ 數麗 送料 僅格 

1 
円 円 円 

2 
円 円 円 

3 
円 円 円 

4 
円 円 円 

5 
円 円 円 

[ 円 円 円 

7 
円 円 円 

rゾ' ' 「'畑;低:入门 現金書留匚代金引換 被川•«コレク►«« * 

L ■ :[く メユ ” 1~' 翼幻 J VBUC^ 1_1 【这1^*•手数 _5〇〇^! rn^rn 
円 

t— id 円 円 

代會赛|纖の場®:お桂け到着時間W指定ができます* I ^ t 
□箱中 D12R-14# 口1特16^ 口16»*18« 口18^20« 020^21時 ■ <〇支払い口計 円 

♦霭聒格号、e-mailアドレスちできる限りごK入ください• 

お 

1 

ADがな 電話番号 一一 

e-mail @ 

送 
付 
先 

ふりがな 

〒 一 

mm 
府県 

銀行振込 現金書留 代金引換 

239 有限会社テラ出版通懦販売係 tal/03-3350-1738 fax/03^350-1016 e^neil ■ saleedbedl.Jp 



バディオリジナル 
クッズのご案内 

Amazon.co.jp でも 
お霣い求めいただけます 

来マウ；U (ツド•リスト/てンKWK 

ゲイコミック史上、最も 

ブスでチャーミングな 
主人公アジサ、ブス友 
テルミが嫌り広げる、 
恋•友情•セ^クス…が 
技机、、]功於イ 
ライフスト-リー0B6ソ 
フトカパー•ジヤケツト 
付き168^-ジ〇 

左ページのお申し込み用紙を使用してご注文いただくか、全国のゲイショップにて 
お買い求めいただけます。在庫などは各店舗様にご確認ください。 

小B_ 

アグリつ* 1 1 Relation 1 1 坊や良い子だキスさせて 
.¥710 

：omics 
參送科 ¥250 •コミックス 

届かぬと知りつつ消 
せない気持ち。失いた 
くないのに索直にい 
えなかった言葉…。そ 
んな誰もが体験する 
恋の切なさと輝きを 
詰め込んだ、小日向作 
品集第2弹。アナタも 
きっと恋がしたくなる！ 

•Badi Comics籲小日向作 
參¥710 ♦送料V250參コミックス 

初期作品を単行本イu 
リアルゲイが緬るイ 

マドキのゲイ男子の日 
常的恋愛や友悄、ライ 
フスタイルを切り出し 
たシ3—トマンガ。B6ソ 
フトカバー•ジヤケット 
付き168^-ジ〇 

•Badi Comics籲大久保二:！一作 
•¥710 •送料¥250參コミックス 

本誌に連動した未公 
開映像•写寘をDVD 
とブックレットで大放 
出！ナイスパディたち 
の索顔を映し出した 
寅遒な動画や、05年 
のマルデイグラの横 
様などの霣畫な映像 
をお届け。 

•Bマガジンシリーズ•12(W 
•¥2.571 «ai«¥210^DVD+ブックレツト 

本誌連載でお馴染み 
の竜超さんが90年 
代ゲイブームの痕跡 
を特搜！さらに07 

年の札幔レインポー 
マーチなど、誌面では 
伝えきれなかった苒 
重なイベント映像を 
お届け。 

Bマガジン VOl.2 GAY CULTURE ISSUE 

•Bマガジンシリーズ•12W 
•¥2.571參送料¥210參DVD+ブックレツト 

パディの特集のなかで 
ち指折りの人気を誇る 
rノンケとXXX)シリー 
ズをはじめとした、 ノン 
ケから白濁汁を絞った 
ジューシーな映像が满 
載！この号から価格改 
赶'さ6<こ挪めやす 
<なりました！ 

參BマガジンシU—ズ#1 
•¥2.037 •送料¥210 .DVD+プックレツト 

2W 
D#DV 

リアルHが？連発!発 
売当時話題を呼んだ 
イケメン淫乱変態モデ 
ル•八ルトのケツ穴靄 

くらい濃いェ□です 

爽やか系イケメンスジ 
筋が競パン同士で絡 
んだり、淫乱兄霣のガ 
チ交尾、人気ホストの 
セキララMOVIEな 
ど、白濁ザーメン大屋 
発射の120分！本誌 

連動エロ企画满タン 
です。 

DISC BADI 2007 SPRING ■ I DISC BADI 2007 SUMMER ■ ■ 
參CHSC BADI シリーズ #120^ 
•¥3,065翁送料¥210癱本話連動エロDVD 

•DISC BADIシリーズ•12Cm 
參¥3.065參送料¥210春本誌連動エロDVD 

イケメンホストの8厚 
セックスのほか、人気 
ホストの八メ撮り、深 
夜の野外八ッテン、索 
人ノンケの卑猥姿を 
まる提りrドスケべ面 
接Jなど、強カエ□映 
像を1枚に凝縮したお 
得なDVD。 

DISC BADI 2008 SUMMER 

•DISC BADトンリーズ mi2W 
•¥3.065參送料¥210 •本佐塞勦エロDVD 

十- 

本誌のグラビアや特 
集を飾ってくれた、イ 
ケメンモデル- 

JUNICHIを中心に、 
様々なタイプの男を 
いたぶる、ライトテイ 
ストのSM DVD。ライ 
卜といいながらち、結 
檇エロいです。 

BADI VOl.1 UNDER 

•SM BADIシU—ズ•100分 
•¥2.880 msm ¥210癱SM系エロDVD 

バディのDVDでは珍 
しい、30代中心の野 
郎テイストSM DVD。 
ガチムチ胸毛モデル 
をメインに起用し、「兄 
费を犯すUr兄贵にヤ 
られるLIをモットーに 
雄汁モード全開で攻 
めまくる!！ 

€ 
Sold Out 

BADI vol.2 

•SM BAOシリーズ•1ocm 
•¥2.880 •送料 ¥210 #SM系エロDVD 

CLUISEXBAOI 

リストバンド 

•リスト心ド 
|¥ 1.028 
，送料¥160 

霧 

KeiCHANG 
マウスバッド 
•マウス; 
•¥823 
•辦¥ 

パッド#齒柽17cm 

¥160 
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ご注文いただ<バディ 

便をご指S 
プマト遵輸クロネコメール ，'ただ < バディの送付方法を、無地封簡のヤ1 

I定していただ < と、送料を無料といたします。 

1年間19,080円(送料含）半年間9,540円咖含) 

※発送から、おおむね3〜4日でお手元に到着します。 
(ただし、屋畏で7日間の到着猫予期問があります） 

※ヤマト邏輸の営業所留もご利用いただけます。※郵送と同じくボストに投函してのお届け 

所要日数は普通の郵便と変わDません。 

•ゆうメール 1年間23,880円(送料*)半年間11,940円(撕金) 
内容物が畜籍だとわかる冊子小包^简(※パディだとわからなt沾うに配慮し此します） 

•密対状ffi 1年間27,840円(狀和半年間13,920円(送《含) 

籲代金引換 1冊2,300円(送料、ft*抑！手数料曾） I代51はおHireお申し込みください。毎月18日頃(日曜祝日の場合は翌営業日)に発送いたします。 

お窖様から停止のご遍_をいただくまで寒月薄Sされますので、キヤ:/セルされる方は、必ず 
月の15日でにご遽MKださい0 

振り込み 

クレジット決済 

郵便振込 

現金塞留 

FAXまたはe-ma川こて注文書をお送り下さい。e~mailの壩合は下の注文 

書の項目を箇条書きにして送信して下さい。その後、下記の口座までお 

振り込みいただき、当社でご入金が確認でき次第、発送いたします。振り 

込みの控えは領収証として有効ですので大切に保管してください。一遇 
間以内に入金が確認できなし〗場合は無効となります。 

【編_】三msnjFj齦行中野支店mm 0879034有爾愈社テラ出版 

;(デイジエービイからのお申込みのみになります。詳細幻（デイジエービイ内 

娘トァjをこ食し、 

巻末の払込取扱票に必要事項を記入の上、代金を添えて郵便局の窓口へ 

お出しください。払込取扱票が弊社に届くまでに7〜10日かかりますの 

であ!3かじめご了承ください。 

代金と注文霣を下記宛までお送りください。 

お問い合わせ先 
〒1600022東京都新宿区新宿2-15-12大須ビル301号室 

テラ出版「通信販売係」 
TEL/03-3360-1738 FAX, 03-3350-1016 e-mail/sales^badi.jp 

)てデイジエービイ内rwストアjからも 
お申し込みいただけます。 www.badi.jp^i 

注文書ESI ※ご記入は期W)ポーンかサインベンではつきりとご記入ください。 

※現金害留でお申し込みの際は、お釣りのなし、ようにご雕備ください。 

定期購嫌のお申し込み 年 月号か5【6ヶ月問or1年間】 

単品•バックナンバー注文*2011年12月号以前以01骑9月号は売売しました。 1 

A名（月-) 擊僅 冊馥 i _A名（月-) 孿礙 na 
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手数料はそれぞれ実IIでご!!担いただきますので、本代金に加算して下さい• 

•メール便11MSたD210円 
メール(騰子小flKB)1たり400円 

#BmHUME1跚S た D730円 
籲代«明の*m 500円+1■»たD810円 

豪まとめてご注文する壤合は、宅S使(佐jii急使)もご利^し、ただけます。 
下記の料金を本の代金（1.500円x冊數)に加えてお送りください。 
2冊まで日00円、3〜5Bで1,000円、6〜9»1,200円、10»以上は送料醣料です。 
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01/グ，ビアメイキング映像01 
r マ^★/OJ に カパー 
&グラ⑼沒場！セクシー城の肋 
し>tv»®をメイキング映像でど，？★ 

02/グ，ビアメイキング峡像02 
イカツイ*nち)ヴラ 
ビアにe場0ちよろつと生えた胸毛とキ 
リ父した目つきic»t、uir く/ 

03/B SHOP CLUB 2015.01 

今月号のエロ企画にも9颺してくれた 
翔®が1月号で見せたエッチな下着振 
影の様子をお届け！ 

〇4 umi士 
ちしち、亀明を予報することができた5 
…•:理のa家霣格を取得した下部さん 
が梅雨前立除象*!を予報• 

付録DVD B+[GUIDE] 2015.02 
ェ□•ライフ•バラエティと各DVDメーカーのB新ゲイDVDダイジェスト 

DVDメニ]-画面に関して/全靨を一度にご!!になりたい方は、ALL PLAYのボタンをリモコン(マウス)で選択して決 
定、または再生を押して(クリックして)ください。見たし)内容を限定してごIIになりたし、方は、各コーナーのタイトル、もし 
くは画面をリモコン(マウス)で還択して決定、または再生を押して(クリックして)ください。 

06/新作ゲイDVDダイジェスMW» 

2014年9月号の「マチ★バン」に登場したRyu君。撟影 
前は緊張した様子でしたが、いざ提影が始まると堂々と! 
«内の山典で撟影した、自然たっぷりのグラビアメイキン 
グ映像をお楽しみください。 

MANNHOUSE/Dream Navigation MEDIA WAVE/KO COMPANY 
全4 メーカーの新作DVD15タイトルを特別ダイジェストでご紹介•収錄している商品は各メーカーサイトまたはゲイショップでご購入いただ 
けます•楽ダイジェスト作品のモザイクは、実際の商品とは興なる処理をしている場合があります. 

バディに出るのが夢だったという篇くん•普段はよくサー 
フィンをしているということで、冬でも小麦色に焼けた肌 
がセクシーです。股間が見えそうで見えない泡風呂での 
メイキング映像をお楽しみください。 

鬌1M 

•••••，尊 
—__ ，， 
暴.参*#«>争 

グラビアメイキング映像01Ryu/2015年2月号 

グラビアメイキング映像02罵/2015年2月号 

B SHOP CLUB/2015年1月号 

电頭予報士/2014年9月号 

仮性訪問•タカオ篇/2014年11月号 

新作ゲイDVDダイジェスト/2015年2月号 

01/グラビアメイキング映像01 02/グラビアメイキング映像02 

全4メ_カー/全15タイトル 

WARNING _DV0は映像と音声を筠密度に記録したディスクです•DVD対応のフレイヤーで再生してください•再生によっては、正常に作勦しない塌 
合があります*ご使用になるブレイヤー及びテレビの取り扱い説明書を必ずご覧ください。■本作品は、俚人の鏽期こ限って再生を許可するちのです♦従って 
有價無供にMわらず、椿利者の承雄を得ずに、tt製(コビー)、レンタル、公衆上映•放送•ネットK信することは法律によって禁止されてしほす。違反した壩合は 
処圃の対象となります。■本作8には〗8歲未满のモデ)Wま一切出演しておDません•■本作Sには性的な内容が含まれているため、18歲未滿の方への販 
売,レンタル.上映は法嫌で期止されています， 

① 圏 
ni%c 

98min. COLOR 片面1履ディスク MPEG-2 MADE IN TAIWAN レンタル禁止 1 16：9 | 

制作•著作««元/テラ出版〒1600022東京都新依区新TB2丨50 2大須ビル301TEL 03-3350-1738 
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本体1472円+税 

FROM EDITORS 
今月のお題2014年を表す漠字1文字 

今年は「下（しも)jな一年でしたね。エロ企画 

を担当することが多く、一年中そんなようなこと 

を考えていたせいですね。おかげでプライべ一 

卜では職藥病連発です。来年は、少しステップア 

ップして「中（なか)Jになるよう、アナルの奥底 
の神秘について研究を重ねていきたいと思って 

おります！ rケツの中を見せたげるuつて言う 
人、絶賛募集中です。 編集部/YOU 

発行人Publisher 

相澤賢一Kenichi Aizawa 
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(株)公栄社 Koeisha Co..Ltd. 
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(株)技術と人間 
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発行•編集•広告 

(有)テラ出版 

t 160-0022 
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(編集部） 

Tel. 03-3350-3922 

Fax.03-3350-1016 

Mail, badi餅erra-publications.co.jp 

SB集部/みさおはるき 

ちまちまと本屋に行っては面白そうな小説を國 

い、それを「未読Jの棚に稍んで行く状雄が続いて 
いて、気がついたら1OffB以上IOS：ってHこれは 

いかんと思うんだけど、それでも本屋に行くたび!こ 

「親みたし、ときに売り切れてた5イヤJという理由 

でまた霣ってしまう。鼴篥柄、早篪の鑛がついてい 
るので読み始めると1日で3〜4冊読破しちゃうん 

だ!ブどね0クリスマスと正月は読害かな0 

デコのM字化が止まりません。美容室に行けば 

短轚にしたいのにデコを必死に»そうとされるし、 

「いや一最近ノ Vゲが止まんなくって!!(笑)」と笑い 

を銹おうとした^一當に苦笑いされる始末。親は 

八ゲてなかったのでまさか自分が薄毛に餡む日が 

来るなんて…。せめて年を重ねたら八ゲが似合う 
オヤジIこなりたいとWかな望みを抱いております。 

てなことで今年の潠字は「毛』(そして滋れる淚)。 デザイナー/カズ 

外注スタッフ/KHR0 

保の今年一年を表す漢字は「丸」です。これを 

考えていたら、youから、r汚」とかr充jとかr独j 
とかでしよって言われたけど、本当にs低ですね。 

人の心にぐいぐい入ってくるヤツいるんですよ! 

(笑)。で、なぜr丸jかはそのまま、太りまくった年 

だから。顔がまん丸すぎて、読者から「心配です 

つてsわれるくらし〗(汗)。年をとると人は丸く 

なるのです!(いい〆） 

(當業部） 

Tel. 03-3350-1738 

Fax.03-3350-1016 

Mail, sales@terra-publications.co.jp 

※本誌記事•写真•イラストの無断転載を禁じます• 

実妹は规で槩クラブを営んでし浴のですが、 

先日実家へ帰った折に乗馬をしてきました。とても 

楽しかったのですが、馬の気性が荒し切で雄なのか 

と辱ねたところ、なんと両性具有とのこ匕雌によ 

ると牛の雨性具有は非常に良くあるケース⑴だそ 
うですが、馬はかなり稀だそう。つまり家畜化される 

につれ、はっきりとした性は必要なくなるのかも？ 

と、生命の^こ思わずつてしまつた次第です。 デザイナー/EMF 

次号予告Next Issue 

グラビアモデルがうつかり射精!？ 

撮影直後の卑猥インタビュるるつ 綱t 
デザイナー/しま乳 

2014年を振り返ると、年齡の割に遊んだなぁ 

とつくづく思います。ゲイライフ的なキラキラし 

たことは皆無ですが、ノンケのアニソンイベントに 

よく行ったので、ノンケの知り合いが壜えた1年 
でした。2015年はしばらく遠ざかっていたメン 

オンリーのゲイナイトとかにもし、ろいろ行ってみ 

たいな思っているのですが、アニソンとJ-P0P以 
外の曲に身体が耐えられるかがとてち心C。 

各DVD メーカー&アダルトグッズメーカー提供 
明けましておめでとラブレゼント企函 

大量読者プレゼント 

2015年3月号/2015年1月21日発充 
特別付錄DVCW定価1472+税 

豪この予告 は告知なj 

TERR 

uこ奴される場合がございます• 

tA PUBLICATIONS INC. 

表紙の摄Rをしたのは初秋。1時間股間近くまで 

水に漫かつていたので翌日から現込^ました。さて 

今年もあと僅か• • •色々な搴がありましたよ"•ホント 

に。でも割と負の感情は一晩眠れI怨れてしまう便 

利な性格なので、今年も楽しい思いを沢山させて 

頂いた1年となりました。これも僱に周りの皆播の 

お格だとr感_」しております。良いお年を—キレイ 

にまとめたわ26—てか!！の穴まん丸アタシ， 

I 

_謝I 
カメラマン/EISUKE 
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