
おぼこい職人に白昼オナ強要 

:!成人向け雑誌 

—切ヤラセなし!！ 
バディ完全生撮りエロ面接 • \ メ I J U -JL- JXVC ノ—■-卜~1 UCIJ 

前歯ナシ格闘男^te： 
ゾウさん下着の鼻先ビュルル 

トイレを貸すなら盗撮しよう！ 

ウェブ動画•電子害籮好中 
パデイジIービイでチェックI 

http://www.badi.jp 

「LGBTがもっと前向きに、 
白分らしく生きられる 
日本になってほしい！」 
と願うレスリー•キーが 
届けるメッセージ!! 

LGBTのカミングアウト•フォト•プロジェクト 

OUT IN JAPAN 
with LESLIE KEE 

ゲイェロティックアーティスト 

田亀源五郎新連載 
遇末になると四つん道いで 

チンボを待つ淫乱野郎工員… 

金曜の夜は 
つん這いで 

COVER MODEL 

Jin 
178cm 80kg age23 

特別付録DVD付き 

D+- Disc BADI 
95min. 

グラビアメイキン^/ B SHOP CLUB 

勃筆アナル講座 
バディ完全生攞りエロ面接/ 9人目 
新作ゲイDVDダイジェスト 

プロレス、宝塚、夢の国etc… 

その「興味ないJは 
もしかして…？ 

本当は楽しい 
「食わず嫌いJの 
世界 

贤6 
GAY LIFE MAGAZINE & DVD【バディ】 

June 2015定ffi本体1472円+税 

2015年4月21日発行 
毎月1回21日浙(第10巻6号通營11碑> 
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キャンペーン期間 
2015年4月24日（金)〜 
5月10日（日） 

キャンペーン内容/新宿二丁目を中心とし 
たパーやa俗gなどのご協力の元、キャン 
ベーンポスターを提示して*コンドームを 
獅するなどの活動を行^ 

同時閲傕 
■展赀会 rYES!Safer Sex 
-5月6日（ゴムの日)を虹色に!J 
会場/3を！ニティセンターakta 

_東京レインポープライド 
2015ブース展示 
日時/4月25日(土)，26日(日） 
会場/代々木公園フIスタ内 
8ktaが制作したコンドームノ Cッケージとい 
つしよに紀念撤影0 メッセージボードIこメツ 
セージを想ることがでぎる。 

キャンペーン7スコット/セーフアーマン 
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宿二丁目にあるセクシユ 

アルへルスの情報セン 

ター『3521が、今年もゴ|ルデ 

ンウィ—ク期間中にrsafer 

Sex campaign」を展開する。 

これは、日本国内で毎年 

1500人の新たなHIV感染 

者が報告されており、その約7 

〜8割近くがゲイ、パイセクシユ 

アルであること。また、年齡的に 

は現在20代の若者たちの新規 
HIV感染者数が壜加し、 

AIDS発症に関しては、中高 

年の数が増加しているという現 

実がある。 

性感染症にかかるリスクを滅 

らすには、HI V+の人も、そう 

でない人も、検査をうけずにわか 

らない人も、セツクス時のコン 

ド—ム使用が何よりち大事なこ 

とになる。より多くの人がセ— 

ファ—セツクスの知識をもつて、 

nンド—ムを使用をすることが 

あたりまえになるように「safer 

Sex Campaign 2015.1が行 

われる。 

キヤンべ—ン内容もさることな 

がら、何といつても毎年、気にな 

るのがク—ルなテイストで撮り 

下ろされるオリジナルボスタ— 

だろぅ。今年は、本誌グラビアで 

お馴染みのEISUKE氏が撮影を 

担当し、野郎系兄•のNA0と 

その弟風mAkeyをモデルに、舂、 

夏、秋の3シ—ズンにIIなるパ— 

ジョンでお目見えするた。 

また、『safer Sex campaign』 

と合わせて行われるのが、4月 

の*終土日に行われる〖東京レ 

インボIプライド2015 Jで 

のブース展示。ここでは、 

rakta』がこれまで制作してき 

たnンド—ムのオリジナルパツ 

ケ—ジととちに記念撮影がで 

ぎる。 
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人生って悲しいものだと思う。 

だから、生きて行くのに楽しいことがなきゃ、やっていけない。 

そして楽しい日々を送るためには、 

常に自分らしくいることが大事だと感じる。 

自分と向き合って、自分を良く知って、 

自分がどういう人間なのか。 

恋愛とか、遊びとか、夢とか、 

そういうのがあると人生って楽しい。 

そういうのがない人は、 

なんてもったいない生き方をしてるんだろうって思う。 

俺は寝る時間がもったいない<らい、 

働いて、遊んで、夢を追いかけて、楽しい人生を送っていきたい。 

そして、誰かと一緒にいる時間も大摹にしたい。 

音楽で盛り上がったり、酒飲んだり、バカ騒ぎしたり、 

なるベ < 誰かと一緒にいて、 

いろんな刺激を受けながら成畏していきたいと思うんだ。 

人生は悲しいけれど、 

あんまり難しいことを考えても積もっていくだけ。 

落ち込んでる暇があったら、少しでも楽しい人生になるように 

自分から動く！ 

Jin 

model/Jin photo/EISUKE design/EMF 



レ—ドPKとなつているレズビア 

ンのパイク集団、才—ストラリア 

のメイン銀行の一つでスポンサ— 

でちあるANZ銀行、HI Vのサ 
ボI卜.グルIプ、ゲイやレズビ 

アンの患子や娘を持つ親のグ 

ル—プ、ベア—やレザ—の団体、 

シド| IIの女性市長•クロ—パ！ 

ム—アさん' そして制服で参加の 

才—ストラ=>ア国防•防衛軍、 

才—ストラリア連邦II察、州醫 

察、消防団と、フ□1卜数は約 

150。才—ストラリアのゲイ. 

コミュニティ—の靥の厚さにMか 

させられます。 

パレ—ド#加者はもちろん、見 

てる人ち大いに盛り上がるのが 

マルデイグラ•パレ—ド。ぜひ一度、 

大歡声のパレ—ドを体験してみ 

てください。 
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2 
月20日〜3月8日までの 

17日問にわたつて開催さ 

れた、37回目となるrシドニ！ゲ 

イ•アンド•レズビアン•マルデイグ 

ラ〇期間中は、ゲイやレズビア 

ン関連の様々なイベントがシド 

二—各所で行われるけど、やはり 

»大のイベントは市内中心のオッ 
クスフオ—ド•ストリ—卜で行わ 

れるパレ—ド。 

1978年、その当時同性爱は 

違法行為で、それに対するデモ行 

進が行われたのがはじまりです。 

その数十名で行われたパレ—ド 

が、今ではなんと#加者以 

上、沿道には20万人が集まるシド 

二—でもSのイベントに成長。 

今年は、rスポ—ツの世界にお 

けるホモフオビアをなくそ3.1と 

いうス□1ガンを掲げ、パレ—ド 

の前半はゲイやレズビアンのス 

ポ—ツ•チ—*注1' 

昨年シドニ—で開かれたゲイラ 

グビ—のワ—ルドカップrビンガ 

ム•カップjで優勝した地元チ— 

ム、シド ーl!nンビクツ。その優 

勝カップを選手で模したフロ| 

卜を先頭に多くの選手が参加。 

他にも、水泳やサッカ—のチ—ム 

も#加しており、そのなかには先 

ほどのnンビクツにちいるのです 

が、チ—ムに日本人の選手ち5て 

活躍しています。 

スボ—ツ•チ—ム以外も、パ 
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「東京a•レズビアン&ゲイram舂の名作劇場 
日翟/2015^4月29日(水•祝） 

場所/棗京ウィメンズプラザホール(東京■渋谷区神當前5*53*67) 

料金/1面券110OT(学生、障害者、60縑iU±は900R)、3B#280OR 

htto：//tolcyo-i«ff.org/ 

I新信二丁目プロレスVOI.16J 

難日/2015^6月1日(月） 
時n (WS)19:00(98X)19:30 

Igflfr/AISOTOPE LOUNGE 

(東京«5«8区新宿212-16セントフォービル1F> 

i?c4d ク^ 

V1P*./、疗ン砂かぶり席.ガチムチ席1こは好きな游と嫌影 

でき说シ3ットチェキサービスが:兀、ています-新mルsx— 

ルにてチケットをご購入された方には^プラス1回分の2シ3ッ 

トチェキサービスを付与(イカニモBUWタチftも孩当)♦ 

チケット取り扱い店 
•1H■ルミエール(賛京Wf霤区新甕み171サンフ5ワ-•ビル 
1R/4月22日 

{チケッHU-ド59^666)/4月25日 

ニコニコ生放送内«B 666の生でxx激ITCボン!!mij 
次回放送/5月12日(火)22:00〜ch.nicovideo.to/nicx)oro 

明黑フロレス組織666 http://www.trtpl98ix.jp/ 

今回を逃したらもう観られない!？ 
過去の人気LGBT映画 
春のリバイバル上映！ 
◎東京国際レズビアン&ゲイ映画祭春の名作劇場 
文=みさおtよるき/鞴满部函像=東京国際レズビアン时イ映画祭運宮委員会提供 

令 年もニチヨプロが暴れる 
6月興行決定 
&ニコ生で番組開始 
◎新宿二丁目ブロレス 
文=Y0U/編集部圉像=タンケン佐藤、編集部 

gさん、GWのご予定は決 

€まりましたか？今年 

ち'聚京国際レズビアン&ゲイ 

映画祭」で上映された遇去の人気 

作品や話題作をリパイパル上映 

する「春の名作劇41jが開催され 

ます。今回のセレクトは、個性的 

な25分弱の4作品を集めた，海 

外短纘集j (「ミュリエルの妊活窗 

H記」「再会の夏休みJ H：：フォ— 

ミング•ガ—ルJ「ロー Tと僕J)、 

トランスセクシュアル(元女性/ 

ヴァギナあり)の兄II系ボルノス 

夕—を追つたドキユメンタリ— 

1Tミスタ！エンジェルj (上映後に 

卜—クイベントあり)、;3えない 

ゲイの男子高校生2人が人気者 

になるべくカミングアウト、rゲ 

イ友がいるつてオシャレ」と学圍 

の女王たちによるゲイ争奪戦が 

勃発するn メディ「G.B.F (ゲ 

イ•ベスト•フレンド)Jの3作品。 

先行チケットは4月25日(土)26 

日(日)に開催される「東京レイン 

ボ—プライド2015フェスタJ 

(代々木公圃)の映画祭ブ|スに 

て販売。当日は上映会場受付に 

て10時から販売されます。どの作 

品も、今回を逃したら他では観ら 

れないものばかりです。今年は 

LGBTを描いたメジャ—作08 

が«作の年。だからこそ'」うし 

たインデイ—ズ映画も覬ておき 

たいですよね。 

ぎ 
わどいビキニを脱がし合 

い、SM、女装、仮装にポ 

〇リと、もはやプ□レスとは思え 
ないほどだけど、しつかり本格プ 

□レスフアンも楽しめちやう不思 

議な〖新宿二丁目プロレスJが、 

半年ぶりに開催することが決定 

しました！ 5つちながらなぜ 

か起こるムフフな八プニングに期 

待しつつ、ぜひII色い声援を送り 

ましよ零 

さらに、その「新宿二丁目プロ 

レスJの母体である「暗黒プロレ 

ス組織666Jが二niin生放送 

で月イチのレギユラ—番組を持 

〇ことになりました。第I回目は 

3月24日に放送され、「看板選 

手の忍君が新宿二丁目で本当に 

人気があるのか」をテ—マに「出 

場選手の中でお持ち播Dするな 

ら誰？」という霣問を新宿のゲ 

イパ—などへ聞き込み取材する 

など、取り組みち本格的(結果 

は忍選手が圧勝！)。番組には 

リアルタイムでnメントもでき 

るので、あなたの意見に反応し 

てくれるはず。誰かムフフな要 

aだしてみて〜！ 



第3回SPGCff 

全■イケメン藝ノ内零〜 
日程/2015年5月9日(土)入壤顫科 

場所/新镳コズミックセンター(東京部新W区大 
久保3-レ2)参加チーム/27チーム(地方代 

表チーム9チーム*寮京チーム18チーム） 

日稽/9:2CK鼷会式 

9:30〜K合開始 

〜19:00全K合終了予足 
Twitter®« sogc 

バディ協賛！ 500名以上が参加する 
闋東最大級のゲイバレーボール大会 

rイケメン幕ノ内」を召し上がれ顰 
◎第3回SPGC杯〜豪華絢撕全国イケメン幕ノ内轚〜 

文=カズ/■集部凾像=T mitsuru 

大好評だった前@の「Gay Spiral」の授様 

Gay Spiral 
フレッシュマン•デビュー•スペシャル2015 
日時/2015年5月3日(日)OPEN 20:00- 

霉M/dub JB*s 

(MUl名古里m^5R4-3*15 AHabfefルB1F> 

料金/3500R/lD(Vi9rtor)、3300R/lD(wfthRyw/Twltter)、 

300OR /1 DOmonstere member) 

出演/DJ DSK☆ミ、DJ KOBA'バンザィきょう子、ァロム奈美江、K、 

HIRONARKJI, MEGA Wednesday. Lady BuBBIicious. KOTSUMI.他 

Twltter^gay 一 spiral 

新人GOGO BOY才ーディション開催! 
ゴールデン•ウィークは 

人気の名古屋『Gay Spiral』に行こう! 
◎『Gay Spiral] 

文=健太郎/驅集部面像=Gay Spiral提供 

•IN 

ftlttni 

タビユIも掲載しています。 

当日の試合は誰でち無料で観 
載可能。会場は新宿二丁目から夕 

クシIでワンメI夕Iでるほ 

ど近距離なので移動ちしやすい。 
みんなでキヤ—キヤ—Bいながら 

応援しLilt書しょ！ 

大会の詳しい®Ifは75ベ—ジ〜 

をごilN/ださいゃ 

欒最大級のゲイパレ— 
ボール大会「第3回 

SPGC杯」が5月9日(土)に 

新宿nズミックセンタ—で開催さ 

れる。北は北海道、南は沖繩ま 
で、全国から27チ—ム200名 

以上の選手が集まり、応援を含め 
ると例年500名以上のゲイがI 

堂に集結するビッグイべントだ。 

今回はバディnラボ企画とし 
て大会にちお手伝いで#加する 

将くんがグラビアに登場。地元. 

北海道でゴ—ゴ—ポ—イとして 
活躍する傍ら、先日3月21日 

(土)に開催されたShangriLa@ 

ageHaにち出場を果たし、いま 
最も注目度の高いゴ—ゴ—ポI 

イの一人。彼のパレ—ポ—ルにか 
ける熱い思いや、主催者へのイン 

，:、ディが強烈ブッシュする 
/名古屋名物ゲイイベン 

卜「Gay spiral」がゴ—ルデン 

ウィ—クに開值される。今回はfフ 
レッシュマン•デビュ！スペシャル 

2015.1と題し、こGWアビュ— 

する新人さんたちが全国から大 
集ムロする予定。注目したいのが次 

世代を担ぅ新人ゴ—ゴ—ポIV 

を発掘するrフレッシュG0G0 

公開才—ディション」で、すでにエ 
ントリIされている推しメン3 

人、しんや(バディグラビアモデ 

ル)、限-Gen-、太隖をはじめフ 

レッシュな顔ぶれが勢揃い！そ 
して、今や名古屋でしか味わえな 

いr合コンバディjは、人気アプリ 
「9モンスタ—ズjとコラボして行 

われるので出<zxいのチャンスち大 
いに期待できそぅ。当日はアロム 

囊江が参戦し^Kィ取材も行わ 
れるので皆さんヨロシク=: 



全国のイケメンが集結! 
応募総数7000人 

そのトップに輝いたのは… 
◎第6回東京ボーイズコレクションsupported by BUZZ POP 

文=Y0U/編集部函像=東京ボーイズコレクション提供、編集部 

上/グランプリを獲得した西杓一輝忍と赛螢0を務めた女*の江角 
マキコさん•下/左から川口珙生君(準グランプリ）•西巧一(グ 
ランプリ），田切尚哉君(®s貝特別賞）•平m翔太君(3位)， 

wvww,tokyoboyscoHection.ip 

facedook/東京ボーイズ]レ^シ3ン Twitter®tt)C_ official, tw 

_々な業界で活躍する男性 

にットを35てたVベン 

卜riボ—イズnレクシヨンjが 

3月12日に_された。その中の 

目玉企画であるrイケメン総ij 

が大きな注目tめた。 

全国各地からの応募総数は 

7000人。その中から事前の 

ネットiKにより決定した300 

人が会場に招集された。招集され 

た彼らは、おそらくはじめて目の 

前にするランウェイをウォ—キン 

グし、与えられたわずか数秒の間 

に観客らに自身をアビ—ルして 

いつた。来場者らがその様子を見 

て'番イケメンだと思ぅ塁に投 

票するtissみだ。 

会場の投票によって決められた 

ファ¥リスト30^3壞上にぁが 

ると、主催で映画監督の寺西氏、 

女優の江角マキn、浜田プリト 

二—らS査貝による®.W&行われ 

た◊栄えあるグランプリを獲得し 

たのは西村IW君。グランプリを受 

黄すると思わず涙が溢れ、会場へ 

の—を述べた。また、グランプリ 

を受賞した西村君は、寺西監tfの 

次回作「新宿ポ—イズコレクショ 

ンJの主演のほか、CDデビユ—す 

ることが決定した。今後の彼の活 

躍にぜひ注目してほしい。 

r東京ボ—イズコレクションjは 

東日本大震災の復興支援活動も 

おこなつており防衛省の後援を 

受けている。紐選挙の合間に自衛 

隊が各制服をランウェイで披露 

するといぅ資重なシ—ンも見る 

ことができた。 

今後も、様々な業界で活sす 

る「§」をテ—マに、iに新た 

な輝きのスボットを当ててくれる 

ことだf 〇 
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rパレードへようこそj 
公闢中/ 2014年/イギリス/121分 

K«f/マシューゥォー^1»ス 

出演/ビルナイメメ •スタウントン、ドミ 

ニク♦ウェスト、アンK»Jユー•スコット、ジョージ* 

マツケイ、ジ3セフ•ギルガンほか 

配給/セテラインターナシ3ナル 

http://wvvw.cetefa.co.jp/prWe/ 

© PATHE PRODUCTIONS LIMflED. 

BRITISH BROADCASTING CORPORA- 

TION AND THE BOfTTSH RLM INSTITUTE 

2014. ALL RIGHTS RESERVED. 

ミツツ•マングローブ 
秘密のベールに包まれた 

40年の人生を明かす! 
◎『うらやましい人生』 

文=みさおはるき/編集部爾<•=新潘社提供 

学生らと考える、 
LGBTがありのままで 
オトナになれる社会とは 

◎映画「， 
文=みさおはる 

『バレードへようこそjシンポジウム 
き/編集部画儋=セテラインターナショナル提供 

1手、タレントとして活躍 

中の女装家、Sッツ•マン 

グロ—ブさん。読者の皆さんに 

とつては「ニユ—八—フではない 
し、ドラアグクイ—ンとちちよつ 

と違うし、存在そのものがミステ 

リアス！そして強そう！」という 

印象だと思います。そんな、謎多 

き彼女の秘密がいよいよ明かさ 

れることに。常にク—ル、歯に衣 

を着せぬ的確な発B、野生のライ 

オンを思わせる独特な 

才—ラ。でち、過去に 

は「私は男のできそこな 

い、女のなりそこない。 

おまけにゲイの落ちこ 

ぼれ。普通に幸せにはな 

れません。」という、彼女 

ならではの樺々な葛藤 

があつたのです。子供時代のこ 

と、女装、オネエブ—ム、恋愛、音 

楽、芸能界、そして盟友マツn•デ 

ラックスとの関係。幼少期から現 

在に至るまで 

の「ミッツ•マング 

□—ブの人生」を P 

篇った自叙伝は、き0从1货 

と、悩み事を抱えて 

いるあなたにも元気 

をくれるはずです。 

まs i 
や0仰 

rdso 

V、 

015年3月18日、明治 

学院大学の教室にて'映 

画「パレ—ドへよ5こそ』の試写 

会とシンポジウムが開催され 

た。シンポジウムの司会を務め 

たのは前鳌岛区議会議具の石川 

大我さん。登壇者は明治学院大 

学LGBTサ—クル「カラフル」 

代表の)t光ちひろさんをはじ 

め、明治学院大学法学部教授の 

S地基さん、東京レインポ—ブ 

ライド共同代表の山矚頁矢さ 

ん、杉山文野さんなど。rパレ— 

ドへよ5こそ」劇中で描かれて 

いる、かつてのイギリスの 

LGBTをとりまく環境と比較 

し、90年代〜現在までの日本の 
LGBTに関わる状況(LGBT 

パレ—ドの発足から、渋谷区で 

パ—トナ—条例が提出されたい 

きさつなど)がそれぞれゲイ、レ 

ズビアン、トランスジェンダ—の 

視点で語られた。特に興味深 

かったのは、日本は欧米に比べて 
同性パ—トナ—シップへの取り 

組みが運れているにも関わ5 

ず、世界的にち例の少ない「過去 

に一度も、同性愛行為が罪だった 

ことがない国」だということ。シ 

ンポジゥムを開催するくらい 

様々なメッセ—ジと感動を伝え 

てくれる映画『パレ—ドへよう 

こそ』は' 夏まで全国顚次公開さ 

れているので、ぜひ劇場に足を 

運んでいろんなことを感じでみ 

て<ださい。 
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<SPECIAL CONTENTS> 

「LGBTがもっと前向きに、自分らしく生きられる日本になってほしい!J 
と願うレスリー•キーが届けるメッセージ!！ 

PIk 
_ /019 
その「興味ないJはもしかして…？ 

I部「食わず嫌いJの世界/⑹ 
トイレを貸すなら盗撮をしよう！ 

御手洗使用条件 
おぼこtゝ職人に白昼オナ強要 /083 
もう、中折れなんてしない！ 

BUdr 
GAY LIFE MAGAZINE & DVD【バディ] 

1590円 

人生が変わる 
硬運の携帯肉便器 

/086 
一切ヤラセなし!！ 

バディ完全生撮りエロ面接 
鹯齒ナシ格■男子ゾウさん下着の鼻先ビュルル/13i 

Contents 
model/Jin 

photo/EISUKE 

design/EMF 06 
<COLOR> <MONOCHROME> 
002 

003 

VOICE一あなたと一鳍に歩むゲイライフー 

今月のニュースソース 

PICK UP! NEVU 
raktajのセーファーセックスキャンペーン情報 
LGBTバレード•マルデイグラinシドニー現地レポ 
日本一のイケメン決定!東京ボーイズコレクション…etc 

012男の子たちの笑顔100%バンツチエック 
~マチ★バン 

COLUMN 

171デジタル天Hガイド 

173中«うさぎの「新宿二丁目の女王J 
瓜生ワイラのこんやも夜更かシネマ 

174北丸Jt二のNEW WORLD INDEX 

175キヤシーのトロント不議Aッテン！ 
八代隆司のあたしだって☆パリジェンヌ!？ (BADIW 

176月刊M 

177 TOMY先生のメンタルガイド 
ぶれいす東京のLiving with HIV 

014 

016 

B SHOP CLUB 
modal... shinta 

バディを1 

photo/SHINICHIRO 

00倍楽しもう！ 
バディ•ジI-ビイ•ライフ 

043 PHOTOGRAVURE 

J& 
model/JIn photo EISUKE 

178ゲイ的妄想視点で小ttを切る！ 
Rまずにいられない今月の一冊！ 

MANGA 

027金曜日の夜は四つん道いで/田亀灌五《 
059雨の夜小日向 
099坊や良い子だキスさせて/大久供：！ュー 
115 D332112□ロングタイムセツクス/昆次郎 
163はみちん/齣田ポケット 

075 PHOTOGRAVURE 

GO FOR IT! 
model/釋 photo/Mitsuni.t 

135 NEW ARRIVAL 
_新作ゲイDVD紹介コーナー 

DEUCIOUS DVD DATE 
Dream Navigation〆 MANNHOUSE/OET^FILM/Men s Street 
GOMES VIDEO PRODUCTION/KO COMPANY 

147 ゲイDVDレビューコーナー 

D.navi. 
GET-FILM/Men1 a Street/GOMES VIDEO PROOUCTION 
Dream Navigation/KO COMPANY 

151 みんなのビビツと気になる!？を 
集めて届けるバラエティ谓報べージ 

ViViD news 

167 

179 

182 

184 

NOVEL 

091暹泉禰の若旦節藤看ft人 
107 «人はお笑い養人4/槿口めくt 

123団地の五晴K古田《男 
155淫獸の鬥後編一釅 

投稿性活 
FROM READERS【お便り紹介] 
女王様の星占い 
投_性活窠内 
GAY NIGHT SCHEDULE 

186 味者プレゼント&アンケート 
243 ftUDVD B+ [GUIDE] 

187 広告INDEX/広告ページ 
236電子《軀案内 
239通價販売案内 
240バックナンバー•定期購H案内 
242編集後記 



カウンターバーをステージにしておこなわれたセクシーシ3— (上 >〇 
オーガナイゾーの朱雀君とHai-Z圜こよる歌声も披*(左下)。 

ケニJoyfulSはテキーラボーイとしてS場(左上)《ステージでセう 
シーシ3—を披》したワンダーボーイ功ール(右上〉* 

身を包んだ迫力あるショー(左下〉〇ドラグクィーン•をし 
了 (右下). 

)«ステージでセク 
:)♦ェジブh衣装に 
tしるこが«客を魅 

次回N催/6月(予定） 
祥細は決足し次》ツイッターに_3!アップ 

Twttt0f®Aoollon ArcH 

10 
バディモデルがイベント開催 

初心者にも優しI 
▲細身ダンサーも活躍! 

『APtj|LON』をレポート 
Or APOLLON J 

文•*«=Y0U,輾篥部 

地下か51曜の天井まで 

2 
015年5月号でグラビ 

アに登場したカミュ君が 

才—ガナイズするイベント 

fARDLLONJが3月29日に開催 

されたのでレポ—卜をお届け！ 
ゲイイベント定番のガッチリとし 

たゴ—ゴIボ—イとは別の魅力 

を持つ、細身だけどセクシ—でイ 

ケメンな「ワンダ—ボ—イ」が活躍 

することが特徴のこのイベント。 

そんなワンダ—ボ—イとしKAnラ 

ビアを飾ったカミュ君、HaiNilwI^ 

1!細身-^いえ®スられた 

fエロさムンムンです。同じ 

ラビアを飾ったケニJoyful君は当 

日テ*ラボ—イとして#^しつ 

つ、ボ—ルダンスショ—を披8し、 

観客を沸かせていました(他の2 

人もボ—ルダンスi)。£12も 

ドラアグクイ—ンらによるシヨ— 

などでタイムスケジュIルはびつ 

しり。シヨ—が始まる^>に、観客 

らがステ—ジへ押し寄せるので满 

貝電車気分も味わえてちよっとだ 

けムフフ零 

rAPOLLONJでは新宿二丁目 

のイベント初心者ち楽しめるよ 

う「初5f—=5Jというものを導 

入していて、受付で配布していま 

す。体のどこかにそのシールを貼 

り付けているお客さんには、ワン 
ダIポIイやドラアグクイIンら 

が積極的iしかけてくれるとい 

うシステムです。このシステムのお 

かげで、最初は一人だったお客さ 

んも次第に輪0^に溶け§てい 

て、終盤はわいわいキヤツキヤして 

いる印象も感じました。初めての 

#加でち、1人で遊びにきてち 

きつと楽しめますね。地方から出 

てぎて右ち左ちわからないとS3 

方、細マツチヨなイケメンのセク 

シIな姿が見たい！という方、ぜ 

ひliを運んでみてくださS! 

10 



Q今後やってみたいセックスは？ 

マツチヨ10人に理されて 
ザーメンを浴びせられたい!！ ぬ 過何回オナニーするの？ 毎日！1日4回！ 

1日灌めただItT*タン！ 

パンツチェック/所有枚数…約15« 

気になったらメールしよう！ >>>ツイッター®n_a 1020 

166cmx75kaxaqe28 

いる 

_タチ•ウケ度/タチ10%•ウケ90% 

籲飾B時サイズ/自称15cmくらい 

•好きな年齡層/年上 

鲁好きなタイフケイが好きな王迫の、ガッチリ 
xヒゲ=イカニモ系 

«になったらメールしよラ丨 >>> すみません〜ありません- 

虎人 183cmx80kgxage24 

•彼氏/いない 

籲タチ•ウケ度/タチ80%•ウケ20% 

籲教起時サイズ/自称17cmくらい 

籲好きな年靆層/同年〜年上 

♦好きなタイプ/男らしくてムキムキ筋肉質な 

体育会系坊主！ 

籲最近ハマつているコト/ジム 

下着ってあんまこだわりがないというか、気にしたことがなかった。10枚しか 
持ってないけど、その中で気に入ってるのは、ジャングルの中にたくさん動物 
がいる写霣がブリントされたボクサー(笑）I動物が好きだから、なんとなく 
自分で爾つたヤツだった気がするけど…。少しは下着にもオシヤレを取り入 
れてみるように頑張るツス!！ 

下着はローライズボクサータイプのシンブルなデザインが好きです。柄はほ 
とんどいらなくて、あつてもワンポイントついてるくらいが可愛いなつて思い 
ます。今日穿いているのはミッキーのワンボイントです(笑)。色は黑とかが好 
きです。好きなブランドはitootjです。穿き心地と、お尻のラインがプリつ 
と浮き出てエロいからです。 

•ファッションチェック• 

仕事帰りに出会ったなおさん。スーツ姿が大 
人の色気ムンムンで堪りません!下着は可愛 
いミッキーのワンボイントがついていて、遊 
び心があつてキュート(あ〜んミッキーになり 
たいと思ったのは、今日が初めて)。マッチョ 
なガタイ系兄寅のスーツの下は可愛いパン 
ツ！このギャップだけで今晩のオカズになつ 
ちゃい打〜(笑)。(文屮识〇) 

新宿二丁目時計 

2015年3月26日（木) 22:30の 
新宿二丁目にて 

參ファッションチェック# 

ファッションモデルのような日本人竈れした 
スタイル(足が畏い)と、日焼けしたハーフつ 
ぼい顔（沖繩出身？〉で、街を歩いていても 
目立ちそう。赤と黑をメインカラーにしたワ 
イルドな印象と、キスをおねだりしているみ 
たいなアヒルロのミスマッチがキュートで 
す。お尻もツルツルでかわいい一。（文•み 
さおはるき） 

新宿二丁目時計 

2015年2月21日(土)17:00の 
新宿二丁目にて 
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Qオナニーはいつもどラやってるの？ 

ビストンマジックにオナホを 
固定してバコノ Cコファック， 

1番好きな下着はrB.V.DJの「POWER ATHLETEjっていうスポーツに対 
応したアンダーウェアです。そのスーパービキニ盥の白色を愛用していて、 
今日穿いているのとWじ形の色通いなんです•好きな理由は、1S自分に似 
合っていると思うU穿き心地がしっくりして気持ち®いんですよ•でも廃« 
になつてしまつたので、似たようなの齑探し中です！ 

•ファッションチェック# 

チノ/^/xカーキーダウンというインテリ® 

漂わせる大人の30代らしいコーディネート。 
下着は唯一鮮やかなブルーを使っていてコ 
ントラストもちよラど良いワノンケも才カマ 
も轜広い世代から指示される「B.V.DJ。ビ 
チッとしたスー^^ービキニからフェロモンが 
ムンムン溢れ出るぜひ見習いたいコーディ 
ネートでございましたク(文•カズ） 

新宿二丁目時計 

2015年2月21日(±)14:30の 
新宿二丁目にて 

男の子達の笑顔100% ノゞンツチエック 

今までで1番凄かったセックスは？ 

昼間広場の 
物篇でがっつ0掘られた!！ 

BROOKLYN 

パンツチェック/所有枚数…約2a校 

たいか 167cmx61 kgxage22 

•«氏/いない 

像タチ•ウケ度/タチ50%•ウケ50% 

擊勃起時サイズ/自称16cm くらい 

癱好きな年齡層/年上〜年下 

像好きなタイブ/自分とタイブが違うような面 

白い人 
争*近ハマっているコト/温泉&スノ成！ 

断然fDUGASjと「EDGE.Iのブランドが好きです。下港1枚でもファッショ 
ンが感じらturDUGASJは®台映えするようなハイセンスなデサインや色 
使いが、rEDGEJはタイトでびつちりな穿き心地と、大胆にみせてくれるセク 
シーさに注目しています。どっちも穿いた時のボディラインが最高だし、オス 
スメですよI 

新描二丁目時計 

2015年2月21日（土）13:30の 
新宿二丁目にて 

•ファッションチェック# 

ゲイによく見るジーンズにちよいデカTシャ 
ツ、ミリタリーのアウターという定番スト系 
コーデを着こなしていますね。索敵。注目は 
手茴のアクセント。右手のバンドも洒落てい 
るけど、それに合わせた金の腕時計は目と興 
味を引くハイセンス。んでもって、それ以上 
に目を弓K ローライズボクサーにキュン死寸 
前。(文• YOU) 

企画•麯/HIRO photo/EISUKE deslgn/EMF 



Pick Up 
骞ft爾弓〗50607 

フロント部内にfを収納するポケット付. 

ムレにくく、おさまリ感もグッドI! 

下着モデル募集中！ 
U応蓴条件18嫌以上(高校生不可)からく 
らいまでのゲイ、パイセクシュアル、ゲイフレンドリ 
一なストレート男性で、容姿にある程度の自信があ 
る方。BHKは問いません• 

□応II方法プロフィール(身R.体®、年齡、氏 
名、住所、電話番号,メールアドレス)、自己アビール 
を明Eし、写真3点(顴、下蘑盗または全襟の全身、 
上半身を各1点ずつ）をメールにてお送りくださ 
い。 
HfQ9c 巾odel軌erra*oublications.co.jp 

(メールの件名に必ず「下雇モデル応募」と明記く 
ださい)楽お送りいただいた悄報や写真は厳重に管 
理し〗たします。また、採用の壩合にのみ、ご連格をさ 
せていただぎます。 尨 

150607 

SEフロントボーチ付ストレツチビキニ 

mnMwm 150on 
■的-/ホ7イト•ブラガ• ド•ヂノーン•か"キ•ネイビ- 
■サイズ/S(»~76cm)、M (76~«an) 
■««/コット >92%.；Uレデップク;Wk 

颺サイドにラインを鏽したスポーティなデザインビ 
キニ*フロント内侧Wちんちん入れもあり、ムレを軀 
瀵じT くれI 

150606 

SEフロント八ーフビキニ 

艚圃1380fi 
■的-/ブラック•レッド•プルー•グV-ン•ネイビー 
■ザィズ/S (M~76an),M(76^84cm) 
■素*!/：3ットン92%•スAンデッックス8H 

フロントの布函*をWりセクシーさt演出したビキ 
二肌の露出が罐えも供待でき厶 
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商品のお申し込みはインターネットまたは、239ベ 
ージのお申し込み用紙にてご注文いただけます。店 
頭販売は新?S本店ルミエールまた、一部の商品を 
ルミエール京鄱店にてお取り扱いしております。 

親痛本«ルミエール 
東»レミエール07! 

PHOTO/SHINICHIRO 
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『BADIOUT2#j 

I rr^, DIOUT 

17 rBADIOUTJ定価/514円(税込)は右記のサイトからMKできます。/\フ^イジエ_匕°イWWW.badi.JP 
«*竇はwndows^PC^みとなります. 



泰ゲイだからAける映**本 
轉M»9分##4■参 rii__mt，，J _••••き*#黧‘.‘^ 

；*y4&Skn«r ^ 
• t •，• •屬...• . * 

0cl^ »im^ 知y•••» •:»r，•燊 
#№1 Ui>f,>4Utl«Jl|l^4MA4% 

2004^8月号 
rゲイだから泣ける映画•本J 

2009私月号 
r新宿二丁目プロレスV0I.3J 

I «■»_•• ____薩叫_ ».»4. «•»• •_•— 
I Mr Ammtm 4m，<m»- . •畴■ __ _ ■_ _ 

戀 

鐘 

2001年12月号 
rこのゲイ映画がスゴイ!u 

2008年10月号 
r新宿二丁目プ□レスj 

BADIOUT 
2012年6号J 

注目記寧/ゲイMR大集d! 

FBADIOUT 
2011年9月号J 
注目記事/新格二丁目プロ 
レスの全W 

2007年3月号f写真家レスリー. 2010^6月号「写真家レスリー•キー 注目C事/レスリー•キー 
キー/スペシャルインタビュー J 特別企画/SUPER T0KY0J ☆インタビュー特集 

^K»5： 

1907年1日号 
fPierre et Gilles/夢の人生J 

1 QQ7fiE8SS 
rヘルレイザー/リック•カストcij 

TBADIOUT 
2012年4号』 
注目EP/匕rジ〗I/&リック•力 
ストロ THE DREAM ARTS 

ヘルレイザー 

フランスのゲイア—ティスト、ビエ—ル&ジルとnラボ 
した初めてのベ—ジを収録。当時話題をさらつた日本 

人モデルのJIROも登壩し、彼らの原点を垣間見ら 
れます。そして、外国入カメラマンとの初セツシヨンは、 

アメリカからのリック•カスト□氏との合作です。 

•ゲVな5チェックしたい名作映画！ 
2015年5月号で映画は、近年のものを 

中心にご紹介しまし3、そこで9K；されなかった^^の 
名作ゲイ映画などちしっかりKWした過去のゲイ映画特 

集を2本収録。あわせて泣けるゲイ本もしているの 
iひ、チェックしてみてください！ 

#エロ<て面aい！新宿二丁目プロレス 
新宿I 一 丁目に辕した初のプロレス団体がr新宿二丁目 

プロレスi。かなりゲイよ〇で、マスクド.^ァイが登場し 
たり、人気の忍選手をはじめ多くのレスラ—がバディ誌 

面にその猛々しい*^iつてく ctrそんな超セクシ— 

な面々の試<§播をてんこ盛りで収錄しています！ 

今月号でもご紹介している写貝家•レスリ！キ—といえ 
ば、日本でiの勉強をして、海外のI流ファッション誌で 

謹。そして。—華^jレブ置集『super starsj^a 

版し、それ以降、^Kィとタックを数多く組んできた。そん 
な^GIMIなインタビュ—をCVJ^をiBSPて5ます。 

バディを100倍楽しもう丨 

ライフ 
111i :JySM 

鶴 
バディの公式サイトrバディ•ジH—ピィjlctt4madiJ«:Br« 

介したnンテンツがデジタル化されています。古い『madこに関 
しては、すでに在靡ちなくその内容を楽しむには、デジタルコン 

テンツでしかありません。そこでご«介したいのが"Xジタル版 
バディ「BADI0CTJ。バディの過去記事をじ〇くり堪能できるの 

で、ぜひ、この—にチHツクしてみてください。 

•ブレィク直後のレスリ—のィンタビュ— •世界的ア—テイストnラボ企画- 

16 



GAY NIGHT SCHEDULE / 2015.4.21〜2015.5.31 

rrue/HOuoAY] 21001 • 

A1SOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

ゴールデンブス败み金〜出强ママラウンジ〜 
M會：3000円 10 WF2S00R 10 
出瀹：DJ / MiVNARUS€. KAWAMURA Chiiu. *. P 
つ• DO Bりいぶ，.キムコ•ヒルトン，ミカ最蹶鼸子 
轟いばん JACK HONEY BOV Vu(». TOMOHtRO 

awにrブス籲み食」t 

[TUE/I HOUDAY】 

PLOSION I 

21:00 [ M 山 

(064312-S003) 

GET! 

»食： 2500 R ID WF2000円，1D グループ*(3人 
上_轉入職} ti00 W ID 出*: DJ / 9HWTARO. 
Dys4A« GOGO • MAO.誠._• Wi-Gm- 
KRp：//MIWMr.«X-OMl(A.COm/ 
アプリ各いいけど.イベントでtvクフとfcり會*，I 

5.8 
】20^)0 

AISOTOPE LOUNGE <0^380>1504) 

じ，ばんぐ少 
»纛： 3000 n /1D WFor mtod 
出_ : GOOO mAh參v. HARU. 

子SHOW ミ3ウガ 
Mlp^vyaplofjp/iapani/ tvwitt*r«^par»t oWcte 
GOGO析參痼1ふPOPで癧り上，つちrおう！ 

..メ MMrl 
I- SGC QG 
烏田(Band 

M2800 R ID 
QOQO GIRL 穴 

* 

5.9 
[SAT] 22:00 

R Lounf* 

金谷 

(03-546&-7968) 

DEEP&SUNSHINE TOKYO US 

94食： 2S00R WF2000円5:30-1600円 
出湯： OJ QHEY. SUQIUROMN. SUHARA. TAKEMI. 
SHINKAWA. OO YAMASAKI OJ MASATO. II雪子 
from MM. DJ KEMSOW. dw«u«raph RACOON OOQS. 
TKC http:/ /www.dMpandtunsMna.tokytv 

tl 

* 

5.11 
[MOM]1900 霸 

AISOTOPE LOUNGE (0^6380>1S04) 

QUEENS LOUNGE THE SHOW 

料倉：1500，/ ID (2#矚以歸500内〜）-^SHOW 
AGesoon 

tt 

•% 

5.12 
tTU£]2(H» 鳜m 

ArcH (03^38(^6966) 

Diesel Disco Club ti 
鞲俞：1000PI,/1D (2#BU難500円〜} 
出灌：DJ 电« 
ht^y/alMnrneu 
twm*r«OJ_SHIKlSAl 

o 

5.16 

[SAT] 22:00 | 雪山 

EXPLOSION (06-6312-5003) 

GLOBAL KISS 

PI 會200OR 20 HO人の方2000 R 30 
出瀆： OJ SHtMTARO. kor GOGO RICK 
OQ ELECTRA RAVQUN. l^dy SuBBIcious. IR1ZA 
Lotion hap://www.«x-«Mk««om/ 
大諷ナンパー1のイン，ーナシSナルゲイクXパーT<i 

n 

O 

5.17 
(SUN] 16XX) 

ABOTOPE LOUNGE (03^3B0>1504) 

10 ，シン 

ドラクエオフ会X 
獬食 _ 2000 RID 9morwter» VI1500 ?\/ 
Awtfl (•參IMOOOR 10 
出煽：DJ 8AK MC (SUZU. MYOGA 
h(|py/dqxnlgm.tumblr.corny twmerSOQXnlgm 

クIX 薷ゲイ*)ゲイによlゲイのfcめのオフ金* * 

5.18 
[MON] 19:00 斷凛 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

SWITCH 

_ 金•• NO CHAGE 
出灌：DJ MASAO. Uねと t. TAKEYUKI. NAOKt * 
，つ BOY な！}# 
twlt((K#sw<(ch .atoo ml*_»wUcft_arch 
みんなが節つT暴MT嘯の才本ハ穿らIS»MIIS4C tTp 

o 

(T A 
[fri] ztm 顯 m 

o» 1 AISOTOPE LOUNGE (0^^380-1504) 

shanvvuiWflOiMniniM BANANA Frlctey Special 

鰣食• 3000 R./ID Shongn-L« member% 2500 n ID 
Ff 像 (3/20轉瀘で20廳一?5麄の方）200OPS 10 
±滇：DJ DAI. FUJIO. MASATO 
hOp:"www.«gsh«xom/cri twitter^Shanpi La agH 
獼+爾♦•だらけの蠡瘺しみが*れてぃ《表のワンダーランKt 

【SAT] 23:00 ] •木場 

ateHa (03-SS34.252S) 

SI rl-La 48 SPLASH hangri- 
4000 P) Slw^f-Laor aeeHa mem(>er*3500 R 

IPhone app or flmootiarv ■ 3000 R 
FrMh*ratl《20〜26麄の方）2500円 
AtRM (軀害#.麵轉_の半瓣蟹示）2000 R 
htlp：/ /wrww.aa»ha.com/gn lw<ttBr#Shancri.La.agH 

tl 

¥ 
[SAT] 19:00 梅 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

ケツ«れナイト5「炎の野》祭J 

M ： aooon id (ケツ麵れ蚵）ケツ_れ涛猶《2soon 
10出瀆：QOGO TAOASHI. *6 6瘦麵 TAKA. 

K. ATSUSHI 
tkinfo/ tvMttor^onoyarouMi 

tらう;：tUtい，！會，初？の入場料ケツ謂れ付t I 

__ AKIAA. 

I 

5.2 
(SAT12200 t 山 

EXPLOSION (0W312.5003) 

GLOBAL KISS 

»會200QR 20外■人の方200OR 30 
出澹：DJ SHINTAflO.11 方 GOGO S^GO.載鬵 
-RYUTO- OO Mtaw MARIA Undin*. Otvmmt 
hdp:/ /wrww.«x-o$«k*.com/ 
大鼴ナンバー1のイン旁ーナシ鷂ナルゲイ蓬ツクスバーテイ1 

tl 
❶ 
t 

[SUN/HOLIDAY123:( 

AISOTOPE LOUNGE 

coo j m « 

E (0^^390-1504) 

料倉： 9600P 

• ook«m HAPPY BALL 

)R ID ShanirM.« m9tvfn3000 R 
FfMhafi綱（20〜25謙め方； 2S00R ID 
出演：DJ/ CHUV SHINKAWA. VUME HIOEO. 
WARA 

twin*f#Snan0n Ui_«fH 

ID 

TOMO. 

u 

fSUN/HOUDAY] 21:00 

EXPLOSION (06*6312-5003) 

j:袤S出谲：DJ •霞方and more 
w.«x-OMk«.com/ 
•卜は凿出の裹ぃ衣_ <寧褲下着のみ蓍檐爾）I 

•的tt濃農丨蠢出がドレス3_ドの大人氰エロパーチ< t 
■出好f丨■出に燾鲦！な方のZQ•大人の為のイベントI 

〇 

fSUN/HOUDAY] 20KJ0 [名古簾 

dub JB s (052-241.2234) 

スペシャル2015 Gay _ 7レ7シユマン•デビユ 
： 360on 10 WF or Twtdor R 3300 R 10 

9morwtars « 3300 R 10出灞：DJ /DSK^I 
K06A. B-«ax. JoU QOQO HIRONOft). ft 
hnpy/www.sBy^iraLnMIlH 
令iriB看鳒は6ページ％ ‘？鼴ください， 

(SUN/HOUDAY] 21:00  山 

APOLLO102® (08^231-€251) 

OHHGEES 3 episodes 

10 WF3S00P1 料食：:MOOR ID WF3600R/ 10 劃3000円 
ID 出瀉：DJ TAL. AKtNORl. Crazist 0000 

NAO.孝太顰-RYUTO-.新職.SON. TOMO LIVE 
plriknot* pent. imacbMt twrfttefAongeM oks 

泰の人争この人争〜Zペシyルtゲストが大集_n 

t4 

5.4 

[MON/HOLIOAY121:00 | 置山 

EXPLOSION (06^312-5003) 

童山まんがま一 
»金250OR ID 
出* ： DJ サク3i 

パプリーナ.ROBIN 
SE-GO. II h«p；//w 
懷，しアニ身から•蒙 

3U 

WF2000R 10コスM1500 R 1D 
「ケンジ•た•丸_t ml rnor* OQ 
t ろ Jt. MARIA. 07. RIN GOGO 

tl 

e 

漘韁.襟嫌ソンク塞でff_ * 

4.24 
[FRI] 2100 歎 m 

AiSOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

二丁Bハイスクール-春の障、«• 

霸會： 3000円 WF or twlt!«r M 2600 n 
出*: GUEST/ミカ;fc. *ヒ寶ヴrギナPHhi 7< スコ. 
MANGO OJ ATT. MASAO. YAMAKAWA kyo-mo. 
4$Ki. 8^1.MK. Y3.痛慶.GIA.はねとし 
DANCER Mr«Asim« hMtterOnicholiai 

tl 
o 
% 

4.25 
[SAT] 21 DO 蹶霭 

AiSOTOPE LOUNGE (03-6380-1604) 

fancy HIM 

料金2aOGn/U) WF2500R 
200OR 10 •ドリンクuいすれ 
Ml•: DJ fencyBOYS. 
http://wwwiancytAn.com/ tw4tMr«l«KyHtM 
翬瓣r*日#な竇Hftflり出t太人め，ーマパ_ク 

ID WF (-»♦ : 00) 
16 Henne«sv or Soft 
i Rvtoad YES NO o< 

tl 

4.25 
[SAT] 21:00 童山 

EXPLOSION (06-ea12 5003) 

ノーパンスウIットナイトIN大販5 

*»金2S00R/1D ノーパンスウエフ2000 n ID 
m騰OJ FUJIO. TAO. OSK☆雇.HANETOSHl 
GOOO JI TAKA*. OOM. _■ 

i4j - - ^ ▲-▲一-」^- 

♦ 

o 
大置cけの_■增璽- 

vawvai^oi viai 
ft戳增量パージ鷄ン■けLtT 1 

4.26 
[SUN]1M0 • • 

AiSOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

6 Colors 

«金：？000円 10 WF or SMS 綱1600 n〆ID 
出滇： OJ M^NARUSE. TABO. OSKlV5. 
HHZUKI4MASAKI 驀と SI OQ K Vアン•□□プリジー 
ダ0000 RIOTO RYO HARU tM«w«ArcH022l 
«の«こう儀が*龙た*.バレ_ドの錐》tもう一*! 

tl 
O 
*• 

4.27 
[mon] 19:00 w m 

AISOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

QUEENS LOUNGE THE SHOW 

*1# :1500円/ ID (2釋釀《聾500円〜’/ +SHOW 
CHAQES00 R 
出*: DO , *3■つば子ヂィ♦•スター▼イン.ダイ7ナ- 
Iクスト今パガンザ._乃小黯ニクヨ.ミvツ•マンヴQ- 
7 hnpy/8«vin8.net/qic/ 

tt 
o 

4.28 
PTUE1 Z(W)0 斷指 

AISOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

[P.M.D] 

鳟會：2000R ID フ7ゲ•（騷幽 COM 參> or WF (web 
7,ィャー_•蠻*> 1500W/ ID 
出• ： DJ mlkofu and mor« 
リtvクス争カバー*め今囤もPvrlum•しか瀘れ纛售んKt 
*tiリリース«Bにfllし<6術い♦いましIうf 

ti 
O 

4.28 
rTUEl 21:00 鸞山 

EXPLOSION (06-6312*5003) 

West Mountain Drive 5tti anniverswy 

鶼會： 2600円 10 WF2S00R tD 
出澹：SPECIAL QUEST 小8瘡鷄 POP UP SHOP 
OBAHQE RECORDS THIS YEAR. S。机 mr»OUVE 
hflpr"om«talo.jp/w«*«nd tw<1tor«wMtnid42e 
个西armさt公靄.rftりとsしいj s善爾パーティ6■箄s 

4 29 
AJSOTOI 

| 19SX) 9 m 

■ LOUNGE (03^380*1504) 

ともちかつこナイト2015 

颺會：1000 n 
maroj •と観シコ.しtl osh dsk☆ミ.大_. 
MASAO. SOHARA. 0BR •う》.小«Aカリン.Sunday s 
twrttw^lomolflca 
■H■し饞け昜と64かのパースデーパー爹イーPIび零 

tl 

t 

4.30 
[THU121HX) 

EXPLOSION (0&«312-6003) 

アイドルEX 

鶼會： 2500円10 WF2000B 1D 
出鵁：OJま鼻くん.サク5イケンジ.た暑え一す 
LIVE C®フ，イツ.あばずれクa-バーZ 
h«l|»://www4x<«Mka.cofv^ iwmar«w«s«nd429 
廣篇のB♦のTイKルソンヴ鼇孀眚でかけち，いtす1 

ft 
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GAY NIGHT SCHEDULE / 2015.4.21〜2015.5.31 

5.20 

Iwed] 2000 1 * m 

AiSOTOPE LOUNGE (03^380^1504) 

QUEENS LOUNGE 

轔會 MS00l>| ID (2HiiU»SOOn-) 
出煽：瘳スチスおりいぶ9 hQp：//fl«vin«.n«(/ 

_適水_日木_日とDRAG QUEENの寧ステス，妖«か 
つ_乎，にJitTiしf籌*サプライズも感蓦かt r? 

t* 

5.20 

(WED】20K» | 霸惰 

AiSOTOPE LOUNGE (03^360-1504) 

☆MKnlght^ 
科會MOOOn 1D{feiAし情） 
出■ : DJ / MihoKi. k« hllp://al««nc4iet/' 

4鱺4寧BのKtゥ寺ゥ等fUTC•りたいII方に！黻6かし 
mjのyikofu(M>とrミニ7ル上#JのMKMが_豢1 

5.20 

:V/FD]丨8.00 « m 

タウンハウス竇m (oaiaweMi) 

俺のワインバ- ティー•ワインDE乾杯！！ t 
••倉：100onワインパーチィーA•い戴_*1D 
http：//«vwwl 3.ocn.n*.Jp/~t h jfcy^ 

¥ 

脅*は7ザングラス蜱攀t. 
豔い出会いと•らいt一耱にK 

5.21 

CTHU] 2SkOO •書 

AISOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

QUEENS LOUNGE n 
鵬食1600 n ID <2婷議U_ 500円〜） 
出通：▼ダム•ビ13ガ專一髻.チー'?•ぶ3 
fwMsrttni pht>" a 

木麵日は. 7ダム•ビ□ガ拿ーゼ元気にパ*77ルに籌潼遭え1 

5.21 

[THU】20^0 | 肇梅 

ArcH (03-6380-6966) 

ArcH BAR 

科會：1000 n ID <2釋■以■ 500円〜） 
出a : STAFF 
http.//alvtng.fWt/ lwNtor«ArcH02?1 

日考の猶灶摹でお疲れの■嫌4応鼸したいんTtよね 

ti 

a 

5.22 

【FRI】 18:00 | 康機 

タウンハウス康窜（03*3JWMS58> 

KISS • KISS - FRIDAY 

鶫金1000円.ハ7ビーフ，イヂースペシ，ル♦雌い鑪麵+ 
10 im»://w«wn3.ocnj»s.ip/-|_h_ttcy/ 

賴檯y-マンとの麵しい出蠢いとkiss t-鳙に〇 

t 

▼ 

5.231 
(SAT]1*〇〇 | 鑛截 

，ウンハウス霣康（(》3289*«558> 

パンツDEデ• -h t 
㈣會： 3000PI.•齩みttBA酸い數腿♦ >.ン簠臟 
hnp；//www13.ocrun«.ip/'1 h Iky/ 

▼ 

スペシVル■のパンツDEヂートB 

5.25 

fMON]2(M)0 Q» 

(03^380^966) 

ArcH BAR 

t: yooo n 
出瀉：STAFF 
http：//a«v(n8-nef/ iwnter«ArcH02?1 

8♦め*tt摹Tft■れの镰權tftflitたいんですよね 

n 

a 

5.25 

[MON] 2000 8^ 今： 

AtSOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

Drinker 

料食：1000R/ 10 (2鞾Bi^MSOO円〜} 
出灞▼▼ 9拳：3 ak4_ 
ht^/aMncJW«/ twtttvr»riku.0511 

鶴SA«B. 9ネコがMtf蓦場寰なBARス食イル9ウンジ1 

5.13 

[WED] 18-00 麟機 

臂ウンハウス東寒（03~328»*85» 1) 

僕の/、イボールバーティー•メガジョッキ0E乾杯1 

鰣會1000円ハイポールパ_チィー&敏い嬤fl + ID 
ht^//www13,ocrunojp/*t.h_a(v/ 

t 

▼ 

今賓はハイボ_ル片學C. 
期■の齡い》食いと賴6いt一鳙にII 

5.14 

[THU] 20:00 •懞 

ArcH (03^380^966) 

ArcH BAR 

»會：，〇oon io <2释■以籌soon—} 
mm staff 
h0p：//a»vlntJW(/ iwlH«r.ArcH022l 

B ♦の翁杜學で翕蠢れめ儋讎tJt■したいんT*tよね. 

tt 

5.14 

[thui mm 麟宿 

AtSOTOPE LOUNGE (03^380-1604) 

QUEENS LOUNGE 

料會：1500R,10 
出* :マママダム•ビ〇ガ♦ーゼ，f-ママ•りいぶう 
nw(ttaf«m>n>n 

本■日は.▼ダム•ビ〇ガ本ーゼ*氰にパワフルに6出Bえ1 

ti 

5.15 

[FBI] 18:00 麟钃 

タウンハウス東* (03^28^85» 1) 

(30代が好#なみんなに_る！!》LOVE30 

科金1000 U)VE30；lペシ t ル♦1D 
Mtp*^/www13.ocruWv|p/~t h |ky/ 

t 

30代がWtfな20代も30代も40代もSO代以上も大簞含B 
30代％騙んでアタック• 5プf-チイー!! 

5.18 

[MON] 20XX) 1 i m 

ArcH (03-6380^96 B) 

ArcH BAR 

«會1000 R 10 <2鞾■以_ 500 n~> 
tl 

出馕：STAFF 
hap-7/alMngJW(/ twHtw«AreHQZ21 

日々の*tt摹でおiiれの鳙檝夤2靨したいんrtよね 

5.18 

[moni2<w» | m m 

AISOTOPE LOUNGE (03-8380-1504) 

Drinker 

鰣會1000 R U) (2籌鼸UK 500円〜} 
出演. 77 ヲ拳コ論《讀 
htl|Ky/aAwnf.n«t/ twNtcrttnku 0511 

霉遍月曜日.，本：3が■_?*■寒なBARス费イルラウンジ1 

5.19 

rrUE) 20:00 •權 

ArcH (〇34»0〇4〇66) 

ArcH BAR 

ft會1000円ID (2#BCUB 500円〜} 
出湯STAFF 
hnp://*»rtn»jw</ twKMr錚AroHO221 

B♦の*tt摹で！}癱hの倫嫌■したいんTfよ觑 

5.19 

rnjEl18-.00 鷇瘛 

AJSOTOPE LOUNGE (03^380-1504} 

ALE! BAR 

科ft1000内10 (2#讎以讎500円〜} 
出* STAFF H-いし. 4かし一 
twm*f#|unk«keni2 twttter#tor«dsk4 

)>d■日めまったりのんびりBAR t>. tt搴瘡れの镰_«(» 1 

t* 

5.20 

IWED] 20:00 撕m 

ArcH (03-638C^6966) 

ArcH BAR 

料食：1000 n ID (2#B 
ma: staff 
ht*p://a*vtnt.n«l/ I 

UH500R- 

fArcH02?1 

日々のS仕事で》鑽れの■鱔«2播したいんですよね 

5.3 
tSUN/HOLIOAY]1&<00 麟權 

タウンハウス** (03-3289^558) 

東京スーバー•ねるとんバーティー 

P曾： 3000円•(み敏讎羲敏い縷讎♦出ね昜とん 
hnpy/wwwia.oouw.j|»rt.h.fcy/ 

蒙康スーパー.ねるとんパーチィーが. 
OWスペシ，ルで譬■1 

t 

▼ 

5/7 

[THU】 20:00 

ArcH BAR 

94會：1000円 
出灞：STAFF ■ 
hMp：//aftMng.no(/ 

I以讎soon — 

»ArcH0221 

10 (2#SlUfl 

8 ♦のHtt擧T*饞れの讎霉鼇応讖したいんで穿よね. 

n 

5.7 

[THU12WK) «r 

A1SOTOPE LOUNGE (0^6380-1504) 

QUEENS LOUNGE 

轉會：1500円/ 
mm: マ今 
iwwtttar^m jMpo* 

10 (2釋颺SOOR〜> 
マダム.ビE3ガ♦-ゼ.乎一Tマ蠡リぃぶ9 

本_日は.▼ダム•ビaガネーゼ*氪にパワフルに*m»文！ 

t* 

¥ 

5.8 

[FW]18«0 1 瘡镛 

♦ウンハウス東* (03-328WI558) 

5月だ、男だ、お祭りだあ！！ 

賴會：1000R «*りスペシ，ル+1D 
hCipy/vvwwl 3.ociuw.i>/~t h ftty/ 

命*tt Xぺシャル为クチルM•手C 
__リー▼ンとの鷂い出食い«—縛に!！ 

♦ 

▼ 

5.11 

[MON】 20:00 籍播 

AISOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

Diinker 
轉會：1000円 1D (2轉麵以聾500丹〜） 
出瀉.77 7^3aka歸 
r«K»‘ノ/aAvfngjwt/ twrn«»riku 0611 

_a角罐日9ネ3が_«す豢場未なBARス，ィル9ウンジ1 

tl 

5.12 

[TUE]18«) 

AISOTOPE LOUNGE (03-S380-1504J 

ALE! BAR 

M會：1000 R ID (2拜 BU 酶 soon 
出*: STAFF •-いt. 
Mriner#iunkak«ru2 twirterOtoredaka 

火晴8の! 

»iunkak«ru2 

tつたりのん1 びりBART. ttlWれの蕾霉tiMII 

tt 

5.13 

[WED] 20:00 撕* 

ArcH (03-6380^966) 

ArcH BAR 
_倉.1000円ID (SWBiOJiSOOn-) 
出灌：STAFF 
hnp.7/itvingJW(/ twW»r«An:M0Z21 '/■MngJWt/ 

r>おtt摹T倉! 癱れの翳#tK鎌したいんですよね. 

M 

5.13 

[wed] 20:00 [ m m 

AISOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

QUEENS LOUNGE 

«會1800 R/ID C2# ■以賺 SOOR〜> 
出灌：ホステスおりいぶうnnpV/aMnfjwt/ 

鴒遞本_B木曜BとEMAGQU£ENの睿ステスが.妖鷓か 
つ_や貪t•もてなし，鳙邐节プ5«f Xも感曷，も！？ 

t* 

5.13 

[WED] 2000 m m 

AiSOTOPE LOUNGE (0^6380-1504) 

日本歌s潘場二代目ヒロ江 

轉♦:1000円/ID (ft通し树）出*:ママ 
/チュウ（つんhdp：//olw(ng.n«t/ 

□江OJ 

o 

日拿の驪_らしい»■<!の攆尋鲁二代Bヒ□!!ことチュウが 
どんと》雇け霞しtt 

a 



4.28 

[TUEJ 20:00 籲瘡 

ArcH (03^380^966) 

ArcH BAR 
鹨會：1000 n/ID议#BU歸500円〜} 
出瀉：STAFF 
htl|>://aftvtnc rwt/ nMm«r#ArcH0221 

B々の》tt事で蘑療れめ* *檐發麻•したいんTすよね 

tt 

4.28 

rTUEl 18:00 •r m 
：LOUNGE (03^6380-1504) 

ALE! BAR 
箱金：1000 Ry to (2鞾8以賺 soon，） 
出*:STAFF a-いt なかL- 

twttMr^toradMui 

火 _BO: 

^wika»(eru2 

まつたりのん BAR T». tt事■れの■«鼇迄嫌I 

ti 

¥ 

4.28 

[TUE]18:00 | 蕭• 

タウンハウス康* (03-328^8568) 

<20代が好きなみんなに贈る!!）LOVE20 

_倉：1000 «/ LOVE20スペシ，ル♦1D 
fytttrn% loouw.lp厂 t 九 Hey/ 

20代が(ftな. 20代も30代も40代も50代以上も大集舍N 
20代t■んで鶴い出金いttfらい鼇1 

t 

~v 

4.29 

[WEO/HOUOAY] 20:00 霸樓 

ArcH (03-638CMS966) 

ArcH BAR 
_會：1000R 10 (S#8ia歸500円〜} 
出濃：STAFF 
httpV/MMtg.n«i/ twfltar書AfcH0221 

B々のおft事れの镰したいんTfよ6 

ti 

4.30 

rmui20.-oo «r m 

AISOTOPE LOUNGE (03-0380-1504) 

QUEENS LOUNGE tl 
m倉：150on id は#■以賺soon〜） 
出灞：• Xチ；lおりいぶうht^y/«N«mf.nM/ 

篝蠢本*日木_8と 
つ讎♦かに》もてなし 

OftAGOUEENのホステスが皦鷂か 
I轉■サプライXも麋るか6 t? 

5.1 

fFRI]2l«) r 断 

ALAMAS CAFE (03^914-9215) 

お花媢カフIとアキバカフ1 

舞.：MO CHARGE (1D500R-) 
M囊：DJ 'しま乳andmM| 
〇〇 
http 

ガレット. 
i:"www.uttrcwn.tv/ciwnno(/«lamitsc由 

¥ 

5.1 

CFWQiftOO 1 斷機 

，ウンハウス蒙東(03-3289-8558) 

TOKYOカーニノ<ル•ゴールデンアミーゴ 

轉會：1000« GW J5•り；》ペシ1•ル♦ tD 
3.ocn.rw.Jp/~IJi_tiy/ 

：!•ルデンウイークの；1，ートH 
今*U*ん龕で一鎌にJ5供りナイトR 

t 

▼ 

5.2 

【SAT]ie«0 | 霸観 

タウンハウス東東(03-3289-8SS8) 

新橋、襍祭り。 

科會： 3000 R較み教餳泰歌t •B(« * 〃)(：«■ 
tin0^/MHNfw13«cn.rMjp/~l h Wy/ 

r*機霍鑛りJの金rが繼集鶬の8拿！！*りIf 
嫌鼴惠のr日本霈_りJ 〇 

t 

¥ 

4.22 

tWED]2(W)0 1 K m 

AtSOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

QUEENS LOUNGE 

蝌ft1600円ID议鞾騰以歸500丹 
出瀉：參スチス ftりいぶ今 _"aMr«n«t/ 

麯灞木曜B.木爾日とDRAG QUEENのホステスが.紙•か 
つ賺や，に詹し丨鳙遍，プライズも島石かもrr 

ti 

4.22 

[WED】 18.-00 

タウンハウス簞竄（03•: 
_麟橋_ 
3289^558) 

憤のビアパーティー•ジョッキDE乾杯!! 

科畫：1000円ビアパーチ*f-暴•い*■+1D 
h^://«ntfwl3^ocruia.|p/~t.!* Iky/ 

今蜜はi•騰ジa，キ生蜱爭に._い出*いとMらい曼一鳙にH 

4.23 

rTHUl 20.00 ;十 + 

ArcH (03-6380-6966) 

ArcH BAR 
鰣金：10001■!〆ID (2#匾以讎5〇0円~> 
出-；•: STAFF 
http;//siivk«.nM/ lw<Raf«ArcH022l 

日々の《饺*でお謙れの酱雄tSi霤したいんTすよね 

ti 

4.23 

CTMUJ 2ft00 ， i 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

QUEENS LOUNGE 

鰣食isoon IDは#■以婦500円〜} 
出* : ▼す▼ダム•ビCIガ♦-ゼ.チーT*T •りいぶ， 
twHH«r«m^0iro" 

木钃BU. 7ダム•ビ□ガ本ーゼ无氪にパワフルに*出遍え1 

n 

a 

4.24 

[FW] IftOO • • 

タウンハウス** (03^3289^568) 

新橋、花金、リーマン天a!! 

轉會：0円 WAMTE04花金スペシ♦ル+10 
hnp:"Mrww1 Xoauw.)p/~l.hJfcy/ 

リーマン天■Nalの«i«T.肇鳙リ_マンと春色のC« 

t 

▼ 

4.26 
fSUN] 20^)0 I H 

ArcH (0S-6380^M€) 

ArcH BAR 
鹏食：1000円./ID (2#B 
出瀆：STAFF 
http：//aivint4i«t/ twtttcrO 

500丹〜） 

!ArcH02Zl 

B♦の6仕攀でIT窗nの酱纖te■したいんですょね 

tl 

4.27 

[MON] 2000 | 鳜梅 

ArtrH (03^380^966) 

ArcH BAR 
轉會1000円ID 歸500円〜} 
出雇STAFF 
hOp://«iMne.n«1/ t%v(tMr«ArcH0?2l 

日考め6杜摹で霣霤れの»罐备史播したいんTTよね 

tt 

4.27 

[MON] 20KJ0 | 麟霭 

AISOTOPE しOUNCE (03^380-1504) 

Drinker 

料金100on io »«suit5〇〇n-) 
出灌マ▼ /ヲ承:} HU* 
Nlp^/«IMnc.n«A/ iwtnar^rtku.oeil 

霉■月_B. 9專コが漏•貧暴導来なBARス》イル9ウンジ1 

tt 

»M辜蠼により.出瀆#争イベント内霧が資寶名れ《壩含があります.Wしく 
は#イベントに翁_い會わせく «翥い. 

摩鱗金表承にE■してい*，rWFjはフライヤー»•の方，rmbdj U mbd 

(hllp^/mlxi.|p/)の鑛■コミュニ，イに•_してい《方、fdubaj U dub8 

(http^/wwwJccwTMns.tv/duba/)の黻邂3ミュニチイに_加している方. 

r_erj tt twttter (http://twmer.jp/)で鶸塞アカウントtフ，□•してい 
る方t意釀します 
豪イベント懷_は鑼醻蓽集しTおり11. TKの専_，ールアドレスにイベン 

卜の霍*.フタイヤー■儀など鼇瀑付して4&»りください. 

•v*meterr»-publicaltons.co.)p 

. 出かける時は 
忘れずに!！ 

现在、凰黧法の改定により、ほとんど 
の0鏡で入場の難に零真付きIDの礴鼸 
を行っています.せっかくオシャレし 
てtたのにイベントに參加できない、 
なんてことがないように.遵びに行く 
賺は必ず丨Dの_菁鼇心がけよう！ 

5.23 

【SAT] 21:00 

EXPLOSION (06^312-5003) 

肉9•サーキット2 
»愈3000 R/1D WF2800 W/1D ♦ンクトププ■ 2500 
R ID 出灌： OJ YUME. TAQ. II方0000 
OON8UR1 At 6成. OON.曝 TAKA , ak MU BOYS 

FUNO€ HJROYAN IH^/www.«x<OMfc«.com/ 
_B*—のガチムチ，一4,►パーチイがパ7-アップ爾讎， 

5.25 

(MON) 19:00 ^ V. 

AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

QUEENS LOUNGE THE SHOW 
料食：150OR ID 12鞾■以■ 500円〜）•►SHOW 
CHAQESOOn 
出灞：mT 
卿:"alvtng^«t/qlft/ 

tt 

o 

t 

5.30 

【SAT] 21:00 1 藝霭 

AJSOTOPe LOUNGE (03-6380-1504) 

ノ•バンスウエットナイト3■年 

»會:3«00丹.ID VVF or 9mor»tvs«30009\/ IO ノ_ 
バンスウ►_2000円7人«1金_ ノーパンXウエット 
10000ヴIAカムシ，7卜 

3屬年丨竇に1奉ぶりとなる.播望の竄蒙■豪_餐1 

tl 

o 

t 

5.30 

【SAT] 20:00 名古歷 

RegglianCofe (0S2-252-5S80) 

「ちびスパイラルJ NLGR+2015ver. 

P 金： 3000円 ID WF or TvwiCte，912500 n 10 
166cm UT 2300 R/ID 155cm 以下500円 tD 
出灌：OJ MA3. CokMiM. Kau OQ ,〆ウィンヂ< -本. 
•ヒダヴ，ギナ GOGO •. •翥 twtttorAgay tptral 
ちび好翥の出倉い鼇鸞♦サポー►す昜5ぴ蓴•ガ，ちぴ鬌ナイト 

t 

❹ 

5.30 

CSAT121«0 ] 竄山 

EXPLOSION (0&-6312 S003) 

SURF $32 
科倉： 3000 R ID WF or 3 i a or 葶獼2500 R,ID 
鼴パン.下馨隳2000円10 
出S:DJ Kyoro. kaa..ろみひ•. MtVAKO and more 

Kレス:!ート•が■パン！シ■•費イム.■•鰱アト9クシ■ン•りI ¥ 

ラウンジ系イベント 

4.21 

rruE】2w» | 籲窗 

ArcH <03-6380^966) 

ArcH BAR 
幫會：1000円-10 (2釋■以歸SQ0R，} 
出遽：STAFF 
fmftJ/wMntrmV twttur#ArcHQ221 

日♦のAtt學で•■れの■嫌t*嫌したいATすよ 

n 

4.21 

rruE] 18.-00 | m m 
AISOTOPE LOUNGE (03^380-1504) 

ALE! BAR 
科金：1000 R/ ID (2ffiaitS00R~) 
出讎STAFF いしなかし一 
twttter IIJunluik«ru2 twm«r 搴 to，ed«M 

大爾日の拿，ftりのんびりBAP 1 

tl 

4.22 

rWEO] 2000 鳜甯 

ArcH BAR 
* 1000 r id (2naan soon-) 
:STAFF 

糲會 
出瀉 
Hnp：. (•net/ twKtcr^ArcHQ221 

B々のfttt寧で霣«れの*雛tftfllしたいんですよね. 

U 



特集I 「LGBTがもっと前向きに、自分らしく生きられる日本になってほしいIJ 
と願うレスリー•キーが届けるメッセージ!！ 

2015年9月に開演される「RENTjのキヤ 
ストを務めるIVANさんが、今回のブロジェ 
クトの被ぢ体第1号とUC参加しました。 

OUT IN JAPAN x GAP 
LESLIE KEE NEW PROJECT 

企_•構成ノ mRO芎ft/レスリー•キー槲tt乃/JT定NPO法人グプド•エイジング•エールズヂザイン/EMF 

19 



5.26 
[TUE】 18:00 斷痛 

AJSOTOPE LOUNGE (03-6380-1504) 

ALE! BAR 
轉會：1Q00n ID (2#■以歸500 
出*: STAFF 翕一いしなかし一 
twmeriB^kakeni^ pNttmOuxcdeka 

火_8のtつたりのんびりBAflT.仕奉蟹れの皆鱗1 

5.23 
[SAT] 22.-00 | 飯9 

ALAMAS CAFE <03^914-9215) 

BIN'；VKAN零ハニートースト 
«會：NO CHARGE (ID 500R-) 
出鶄：OJ _うぢ 
h«9：//www.uslrMm.nr/cluv«^ilamB»cafe 

4.25 
[SAT] 2000 * m 

ALAMAS CAFE (0^6S14-B21S) 

通命の仲通り 

科會：MO CHARGE (ID S00 ） 
出灌：MC 5どん.は，と.けいじ 
hMp：//www4ntr»am.tv/channel/al»na»cafe 

t4 

5.27 
[WCD] ^)：oc 衡霤 

ArcH (03-63804966} 

ArcH BAR 
»食：1000円/ID (2#■以馨500丹〜} 
出鵞：ST為仔 
NMp.//tfMniJWt/ twfO*r*An:HQ221 

B ♦のおft搴T»艚れの酱馨夤K■したいんよね 

ti 
4.25 

【SAT] 22:00 | «i 霭 

ALAMAS CAFE {03-6914-921S) 

BIN^KAN轚ハニートースト 
»倉：NO CHARGE (ID 500 R-) 
m灌：DJ ♦うぢ 
hllp'y/WMnw.ustrMm.Yv/f^Mnnal/atamaacaf* 

tl 

5.27 
(WHij /f；.00 -7t 

AJSOTOPE LOUNGE (0»380>1504) 

QUEENS LOUNGE 
«會1500円ID (2#8以_500«~> 
出灌：ホスチス/倉りいぶうht|p://«iv«it^t/ 

鶴邏本霉B木_BとMAG QUEENのホステス，撅豔か 
つ■，，に#もてなし！ •»サプライズ4惠4かJ? 

ti 
• 

4.25 SAT 

19^21^)0 1 ■權 

5.2 
[SAT】 21:00 * 宿 

Cato Bar tnaho (03-9608-5337) ALAMAS CAFE (03^914-9215) 

トナーティ_「BEGINNING』 
料會：SO00円（2D♦ウiル)!ムKVンク+7— ド♦ス食ッ7 
，ポー10 JE人と一！！に_遍450on 2BBの讎鳙I40(l0n 
22饞以>•の学生3000円 

mapi 
Http:.Virrfah«pt>wo«1dLcom/20'i 4/09/06/boginrftigOS/ 

n 
w 

オールナイトニ丁a 
»食：NO CHAPG£ (10 500円〜） 
出灌：MC マ赘ム•ビ〇ガ♦ーゼ 
hnp^/wi^itfUr«^tv/channa4/aiafnMc«ta 

♦I 

5.27 
[WED]1&00 鑛禱 

，ウンハウス竄窜〈0^328^8558) 

懦のビアパーティー•ジョッキDE乾杯!！ 

料金：1000Rビ7パーティー4•いMH + 1D 
hnp;//¥if%i»w1 locitna.jp/Xh_ ま y/ 

今黴は讚量凳妗等に.Mい出金いらいt一顧にU 

t 
▼ 

4-25-2§ 

11:00 代♦本 

賓家娜代々本公 ィベント広場 

東京レインボープライド2015 
»倉：麵鹯 
畫隹：竄窜レインボープライト赛行眷•金 
ht^K//loteyorainbow|>hd«.camy 
令今鎵U代♦木金■イベントスぺースで2 B_に■つて■儀 
»_«鳓は本_ Sベージtご鬣くだ老い. 

t* 

5.2 
【SAT] 23:00 | 筆惰 

ALAMAS CAFE (03^914-9215) 

Quarter 

科會NO CHAAQE (10 500円〜分 
出*: DJ Junya DO ▼ダム，，フランス 
Mtpi/Vwww.ustrvam.tv/channel/atarnMcafe 

tt 

5.16 
{sat] wm » ^ 

5.28 
[THUJ 20 00 P 4 

ALAMAS CAFE (034914-»215) ArcH (03-6380^986) 

虹ファイち，んねる 
鹯食：NO CHARGE (ID 500 > 
mm:mc «_フ，イツ 
http://yirww.uMrMm.hr/chann*(ノ atamMcato 

アイドルグルーブ章ークル•虹編ファイツが翕層けす 

ti ArcH BAR 
鹩♦:1000 n ID (2#羅以曝500«〜） 
出漏：STAFF 

tw«Mr«AraH022l 

8々の蠡饮擊T*癧れめ憧嫌t応蟹したいんですよね. 

tt 
4.23 weo| 

11:00 m » 

蒙*ウィメンズプ，，ホール 

東京an際レズビアン&ゲイ映圈祭春の名作_場 
興倉：1B»1100円（爭生._■看M霞以上U 900円}. 
3回# 260on主酱：《«■_レズビ7ン矗ゲイ蜻_»a霣 
• •• http ゾ/loky<Mffl.org/ 
争：叢0MI•レズビアンftゲイ躞臞IIで上鶄さ遍金の人 
気作*，*_f»tリバイバル上峡w 

tl 

〇讎〇 SoUOAY 

13:00 m 〇| 

«金 は霣钃い含わ曾<だ存い 

OWE第10回定期瀆興会 

«會：*_い倉わせください 
生傷：_山ウインン，ンプル 
mip:"MundJp/br«••一！r««fc_2002/ 

雍會場4どの*MIUHPより#睛い會わ《<充«い. 

♦ 

HI 

5.20 
rweo】1W» ft « 

5.28 
rTHU]2«)0 | 新宿 

ALAMAS CAFE (034914>9?15) AISOTOPE LOUNGE (03^360^1604) 

スクール众ズ☆スタジオ 
舞食：NO CHARGE (10 500 R 
出灌：MC暴MUSIC鬌篇 
mp：//www.u«lrMin.iw/clMnn«t，a(amMcart 

tl QUEENS LOUNGE 
鰣會：1500n/ id (2#tu鼸soon-) 
出瀆：▼マ▼梦ム•ビaガ♦•ゼ•チーママ蠡りいぷう 
fWltlBiVili pM)m 

本_Btt. 7ダム•ビaガ拳ーゼ无litパワフル《:»出邐龙！ 

tl 

5.21 
[THUJ 20:00 賴?B 

5.29 
【FRI] IftOQ Cr 纖 

ALAMAS CAFE (03-6914.9215) 4rウンハウス東京 <03^289.8650} 

POPPO歷 
«纛：NO CHARGE (ID 500 R-) 
出* : OJ 〆 POPPO 
H0p:"ww>w.iatrMm.tv/chann«</«larnMC«f« 

tt 
a 

新欐、花金、リ_マン天国!！ 
_會：1000 R, WANTED*花會スべシ肇ル+1D 
h^://www13x>can«.|p/'t h 0cy/ 

y-▼ン芡の*«T.籲橘リーマンfc響金の*€8 

♦ 
¥ 

r q I w0-1900 1 断® 

SAT 1 »«nXミックセン，一 

糖3固SPGP杯〜!全团ィケメン幕の内零〜 

鰣會：饞fi 
tM^nv.ispgc 

金■から27チーム、200 4の繼畢が集蒙黍バレーボ••ル大金 
泠__11轉は6ベージと76ベージーtこ霣く Ctい. 

ti 

til 

5.22 
[FRi] 20roo m m 

ALAMAS CAFE (034814-9215) 

Badi CHANNEL 
NO CHARGE (ID 500 R〜J 

m清.MC , BwH STAFF and won 

rittpy/www.ustrMm.tv/chflnnsl/atamascaf* 

パデ参77暴ゲストで翕屬け會曇_しい卜ーク讎《> 

tt 
5.30 SAT 

1«XK21«) | 麵霭 

Cato Bar Inaho (02-960B-S337) 

パートナ-テイー「BEGINNING』 

興會5000円（2D+ウlルカムドリンク+ 7—K♦スタ7 7 
サポー！0友人と 一_に書* ♦&(»« 1 «f|の參緬4000円 
22齒以下の攀生3000円♦鑒摹®，的 
重傷：HAPI 
hl|p.7/lnlo.hap»^oi1iUom/2014/09/06/tMginn«nt02 / 

♦* 

W 

a 

5.23 
【SAT】 20:00 | 筆播 

4.24 
[FHt]2(W)0 1 斷宿 

ALAMAS CAFE (03-6914-9215) ALAMAS CAFE (03^914>»215} 

通*の神通り 
»倉：NO CHARGE (10 500 H-) 
出*: MC うどん.W^fc.けいじ 
h^://www^»»r»arn.tw/chMnn«</ilwTWMC»f» 

t4 
a 

Bddi CHANNEL 
•會：NOCHARQE (10500 F)«) 
出濃：MC Batf STAFF and mor« 
hnp://www ui»e<m.lv/e**anort/atema>ca«e 

バディス7麝ゲストで霣屬けす蓦肇しい！*-ク爵繼， 

tl 
5.30-31 

SAT SUN 

14:00-2000 名古鏖 

池田公鼸（中B栄4<19) 

NLGR+2015 tt 

tittp ノ/nlgr.nat/ 
twtaef#NLGADkn HI 

名古膳！1■«される貪クシ4アルマイノリチィのためのお察 
»；«肇しみ♦がらHIV/A<DS鼇彎解で♦うB / 



レスリ—•キ—が 
OUTZC.APAN 

に込めた想いとは？ 

浜崎あゆみ' 松任谷由美、レディ— •ガガ、 
ビヨンセなど多<の著名人のポ—トレ| 

卜を手がけてきたバディでお馴染みの写 

真家レスリI •キI。今回レスリ—は、初 

めてrLGBT」を題材にした大規模な 

メッセ—ジを社会へ仕掛けることとな〇 

た。 

さて、今回レスリ—が日本中に届ける魔 

法は一体どのようなものなのだろう？ 

今までた<さんの写真集を世に届けてき 

ました。それぞれの写真集には私の熱い 

メッセ—ジが込められ、なにひとつかけが 

えのないものだと思つています。そして週 

去のインタビュ—でも答えてきましたが、 

2011年の東日本大震災をきっかけ 

に、私の心は大きく動かされたのです。 

「私にできることは何なのか？」それは多 

くの人たちに、多くの仲間に何をしてあ 

げられるのか？そして私自身のために何 

をしなければならないのか？といろこと 

です。答えは簡単で、私にできることは写 

真を通してメッセ—ジを届けることだけ 

なんです。そして1番最初にやったこと 

SPECIAL INTERVIEW 

「LGBTがもつと前向きに、 
自分らしく生きられる日本になつてほしい！ | 
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あなたの輝く姿が、つぎの誰かの勇気となる。 

OUT IN JAPAN x GAP 
LESLIE KEE NEW PROJECT 

「OUT IN JAPAN」とは、日本のLGBTをはじめとするセクシュアル•マイノリテイにスポットライト 

を当て、市井の人々を含む多彩なボートレートを様々なフオトグラファーが撮影し、5年間で10,000 

人のギヤラリーを目指すプロジェクトです。 

個人、団体、企業、自治体等との連携を通して、WEBサイト•展覧会•写真集などを展開し、身近な 

存在としてのセクシュアル•マイノリテイを可視化させ、正しい知識や理解を広げるきっかけとして 

いきます。 

セクシュアル•マイノリテイにとってカミングアウトは段階的なものであり、ひとりひとり、そのタイミ 

ングや方法は違います。カミングアウトをしないという選択をする人もいます。「OUT IN JAPAN」 

では、カミングアウトをしたいと願い選択する人を、やさしく受け止め応援できる社会づくりを目指 

しています。 

カミングアウトというのは、LGBTにとって非常に央気のいることで家族、友人、職場、地域など、その 

方の暮らす環境によって、ひとっひとっ状況が違うものです。カミングアウトしないという进択があって 

もいいと思っています。 

だけど、社会全体が少しずつ変わることによって、もしかしたら、ひとりひとりが典らす取境も、カミング 

アウトじて牛-きる道を選びやすいものへと麦わっていくのかもしれません。 

誰かが誇りをもって味み出した•歩を、やさしくっなぎ合わせて、っぎの誰かが自分の歩幅で動き出 

すための、大きなエールに変えていく。そんな人きなムーブメントを、いっしょに作り上げられたら索敵 

だなと思っています。 

僕！^身もカミングアウトしたのは、つい数年前。本当にたくさんの人から支えられ、愛をもらって、一歩 

前に進むこと力*'できました，このプロジェクトを通して、その恩返しをできればと思います。 

認定NPO法人グッド•エイジング•エールズ代表松中権 

認定NPO法人グッド•エイジング•エールズ 

2010年4 W4卜1設立。「LGBTと、いろんな人と、いっしょに」を合宮货に、セクシュアりティを越えてすべての人が、自分らしく素敵に歲を逭ねていける社 

会づくりを応授する。メンバー全员が锌段は別の仕事をしながらブロボノで#加しているのが特嫌で、2014年10月1日に束京都より認定NP0法人と 

しての资格を取得。主な活動内容は、企架やNPO.NGOとの檐極的なコラポレーシヨンを通したLGBTフレンドリーな「場づくりjで、これまでにワーク 

シヨブ、シンポジウム、ランニングイベントから、カフェ、シェアハウス、コミュニティスペースまで、様々なプロジェクトを企阔運営しており、今回「OUT1N 

JAPANjキャンペーンを主催する。 

rOUT IN JAPANJでは、LGBTフレンドリー企業としておil染みの 
fGAPJ,FAIfa RomeoJ、ミュージカル「RENT」などが、プロジェクトに胃«U薄カバックアップしています• 
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ティ」というメッセ—ジです。バディでは多 

くのL G B Tに向けてメッセ—ジを発信 

してきましたが、社会全体に投げかける 

のは今回が初めてかもしれません。 

「LGBTがもつと前向きに自分らしく 

生きられる日本になつて欲しい」という強 

い思いが、今回の「OUT IN JAPANJなの 

です。LGBTが劇中に多く登場する 

ミュ—ジカル「RENT」の撮影をした際 

に、その劇中の台詞に「GAP」が登場す 

ることがきつかけで、グッド•エイジング• 

エ—ルスの松中権さんと知り合い、同じ 

想いを抱いていたことが分かり、このキャ 

ンベ—ンの実現に至りました。そして、今 

回のキャンべ—ンには「GAP」がブロジェ 
クトのメッセ—ジ性に理解を示してくれ' 

協賛してくれました。私は昔から 

「GAPJの広告ビジュアルがとても好き 

だつたし、人間のライフをテ—マにした展 

開に共感をしていました。世界中のカメ 

ラマンが「GAP」の広告を撮り下ろして 

いるので、私もいつかI緒に仕事がしたい 

と思つていました。そんな私の夢がこうし 

てこのLGBTのブロジHクトで実現し 

たのは凄 <媾しいです。 

私には世界中の皆さんに届けたい強い 
メッセ—ジと夢がたくさんあります。 
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は、バディ2 011年6月号で、ゲイの 

人たちに向けた私なりの応援メッセ—ジ 

の発信でした。次に全国の人々に忘れか 

けた日本の愛と希望を託したrLOVE 

& HOPE』とい/〇写真集を作りまし 

た。それをきつかけにrメンズヌ—ド」を 

テ—マにした写真を撮り始めることとな 

り、この時から私が意を決して伝えたい 

想いはI層強くなつていきました。そして 

何より、もつともつと日本が才—ブンマイ 

ンドになつてほしいと強 < 願うようになり 

ました。女性の裸はOKで、男性の裸は 

N G。ストレ—卜は普通で、セクシュアル• 

マイノリティは変。世界では受け入れら 

れている部分が' 日本にはまだ課題とし 

て残つています。だから、そんな日本をもつ 

ともつと素晴らしい国にするために、私は 

生きている限リメッセ—ジを届けようと 

思います。「それは今ただ認められないだ 

けで、もしかしたら時代がうんと変わった 

あとに認めてもらえるかもしれない」のた 

めに。 

東日本大震災、逮捕といろ大きな事件を 

乗り越えた今' 私はようや<伝えたかつ 
たあるメッセ—ジをみなさんに届ける準 

備ができました。多くの仲間に、そして日 

本、世界に伝えたいこととはTダイバ—シ 
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^^OUR VOlCfiT^ 

自分のためのカミングアウト、誰かのためのカミングアウト、 

そうではない理由のカミングアウト。 

人にはそれぞれのカミングアウトがあります。 

そして、このプロジェクトに参加する理由もまた人それぞれ。 

ここでは7人のプロジェクト参加者の 

それぞれの参加した理由•メッセージを聞いてみました。 

零零▼雩零轚零 
掲載はカラー順番に記載しております。 

泰参加した理由•メッセージ翁セクシュアリテイ❶職業修アカウント情報 

〇杉山文野争それはrいないjのか、raえな 
いjのか。目に見えないマイノリティ•実は今で 
もカミングアウトする齣は、ちょっと怖い。でも、 

自分が心をwいた分だけ、きっと世界も两けて 
くる、僕はそう信じています。搴RM 
❹Ml店経8 •http://fuminos.cxxn 

OPAG❷社会ではまだrマイノリティJなB鰌 
渋谷区ではパートナー_«が 

成立したり、少しずつ傅かが蜜わって«てると 
思います。今回、レスリー•キーがしGBTの活 
動の一價で僕たちの写真を嫌って頂けることに 

より、榧々なWtttWWいるということ鼇这» 

して頂ければと思い、餐加させていただきまし 
た。參ゲイOwebデサイナー 

_CHIGA雛コンセプトに兴鑲して*私が 
1991年からWOMEN ONLYのGFイベント 
奄親けてるのも、女性ツーCから、つて 
ことt伝えたいたけなのです。スタートした25 
年»は、今t*つて磨解も多ぐ夜のGFイベン 
卜では正鏖に秦しみましよラ!という提案でし 
た。«する気持ち■人生の爾黼床,あつという 
釀の人生、自分に勤UDないよう正贏に楽しみ 
ましよう!❿レズビアン#GOLD FINGER 
sinoe1991/イベントプロデューサー/ BAR 
経営•htlp7/www.goldfingcfparty.com 

して、レスリー- 

キーというアーティス ht ガチンコ勝負をしてみ 
たかった。気分はりjrr。結果は、短い 
時閩だったけど、濃密で索]败な時閜を共有でき 
たと思っています。❼^イosm^ m 
❺http://www.shiroari.com/habakai1/ 

ODEG❷自分自身まだ多くはカミングアウト 
できていません。今^がこの企画に参加する 
ことにより、一人でも多くの方が勇気を持って 
カミングアウトできる索敵な機会ができるよう 
にと顆って参加しました。❸Yイ❹アバレル系 
❺Twitter @Deg / Instagram @Deg / 
facebook @Deg Jp 

❶外山トム❼自分はオープンリーゲイとして、 
LGBTsやアライアンスの人たちをサボートす 
るソーシヤノレ％ンチヤーを級寓しています。そう 
した活動の中で、今回のプロジェクトの趣旨に 
鷥同し、耗ftに面白いと思ったから参加しまし 
た。❸ゲイ❶株式会社レティビー代表取締役 
❼Twitter @toyamaaidasi 

Oj±mm Mlが今、自分らし < 生ぎることが出 
来ているのも、先に雔かの勇81あるカミングア 
ウトが«ったからこそ。だから今度は僕の番。そ 
ラ思ってカミングアウトし嫌ける中で、ありとあ 

らゆる人々に出会った。r自分は一人しかいな 
いんだ。Jそう知って強くなれた。LGBTだけ 
じゃない*自分と同じ人はどこにもいない。誰 
もが苗マイノリティーで、唯一無二のオリジナ 
ル。❸FtM eWEB制作会社経営 
❺Twitter @ljustMizuki 



このプロジェクトには大きな勇気もそう 

だし、誰もを包み込むような愛がいっぱい 

溢れています。そして、愛は索晴らしいも 

ので、誰にも人を愛する権利があります。 

そんな気持ちを多分に含んだL G B Tの 

みなさんが主役のスト—リ—で、日本中 

の人たちに私たちのボ—トレ—卜を見て 

もらって、何ら変わることな <、一緒に生 

きていることを伝えたいと思っています。 

このキャンべ—ンは、多様性な社会への第 

I歩なのです。ほら、どの写真に写っている 

L G B Tの人たちもみんな幸せな表情し 

てるでしよ！今までで1番あったかい写 

真だと思うよ！ 
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金曜の夜は 
で(前編)田亀源五郎^ 



OUT IN JAPANオフイシャルペー-:; 

http://outinjapan.com※磕月24日より公開 

https://www.youtube.com/channeI/UCgN02GitlmMk 

F dJEgz7pubA/feed 

https://www.facebook.com/outinjapan 

https://twitter.com/outinjapan 

PROJECT INFORMATION 

5年間で10000人のLGBTのボートレート撮影を口指すカミングア 

ウトプロジェクト。「GAPJとミュージカル「RENTJがサポートするブ 
ロジェタト第1弹で、レスリー•キーが撮影した111名のポートレー 

卜をGAP原宿店に期間限定で展示いたします， 

LGB 丁の仲間たちの写真展にぜひ足を運んでください。 

みなさんの仲問がそれぞれの想いを抱いて参加しました。 

写真から勇気をもらって、そして胸を張って生きられる社 

会に近づけましよう。 

LESLIE KEE x GAP 
「OUT IN JAPAN」Photo Exhibition 
in GAP FLAGSHIP HARAJUKU 

2015年4月21日(火)〜28日（火） 
GAP原宿店 

東京都渋谷区神宮前4-30-3 / 03-5786-9200 

OPEN 10:00〜21:00 

※撮影された写真は，◦し’TIN JAPANのウェブサイトなどでの•般展示も 
予定しております， 

>グッド•エイシング•エールズhttp://goodagingyells.net 

> LESLIE KEE Twitter/Facebook/Instagram @lesliekeesuper 

> GAP http://gapjp.tumblr.com 

)Alfa Romeo http://www.alfaromeo-jp.com 

)ミュージカル RENT http^/www.tohostage.com/rent2015/ 

Mliiegan 

東京レインボープライド2015〜パレード&フェスタ 

フヱスタ： 4月25日（土）、26日（日）闽日11:00〜20:00 

パレード：4月26日（日)13:⑻〜15:00(予定） 
東京都代々木公園イベント広場&野外ステージ 
主催：東京レインボープライド 

OUT IN JAPANフレンドリー企業•協力団体ペー!； 

柬京レインボープライド2015〜パレード&フェスタでは、rLOBT 

当事者故びにその支援者(Ally)と共に、卩生”ど性”の多様性j 

を祝福し、つながる「場」を提供Jしようという「東京レインボーブラ 

イド」の趣旨に焚同した，fGAPjと「RENT」がブースを出®いたし 

ますaぜひ、ブースにお立ち寄りください• 

^©00 
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■ 
『リスぺクト系』 

人気アーティスト1人を中心にしたイベント。例え 

ば「安室奈美患Jならばかかる音楽もショーも安室 
奈美患で橘成される。「アニメ』rアイドル」など大 

きなくくりでリスべクトしているイベントも。 

アニメリスべクトの《置山まんがまつりj 

『フエチ系』 
六尺や水着などの衣類がドレスコード、30代メイン 

などの年齡、ガチムチ、筋肉、身Rなどのスペック、 

乳首や尻など身体の部位に特彳匕したものなど、ゲイ 

特有のフエチ要累を打ち出しているのが特费。 

蠹球フエチ系イベントIケツ期れナイトJ 

『大型總合系』 
数千人が来壩する大規模なゲイナイト。新木場 

ageHaの rShangri-LaJや、ZEPP OSAKAの 
rzUMANITYJなどがある。ゲストで有名アー 

テイストのステージなどが行われることも。 

日本最大級ゲイナイトShangri-La」 

かしたら、どつぶりノ V7る世界がみつかるかもしれません。 

主にゲイナイトは「音楽」「ステージ」「コンセプト」の 

3つの要索で構成されている。特に3つめの「コンセ 

プトJの違いで楽しみ方も大きく変わってくるので、自 

分に合ったゲイナイトを探す重要なポイントになる。 

毎月バディの巻頭にある折り込み付録の『GAY 

NIGHT SCHEDULE』でも、特徴をアイコンで表示 

しているので参考にしてみて。 
※紹介イベントのmfittlGAY NIGHT SCHEDULE!をごITFさ“ 

『出会い系』 
シヨーやDJタイムのほか、「ねるとん」と呼ばれる 

合コンシステムを導入。入場の際に番号が割り提ら 

れ、会壩内に気になる人がいれば、連絡先などを記 

入しだメッセージカードを渡してもらえる。 

出会い系の定番イベント【30代でないとJ 

『サウンド系』 
人気DJによるこだわりの齑楽プレイがメインのイ 

ベント。最先端のクラブサウンドを提供してくれる。 

好きの上雄者向けイベントなので、遇末では 

Iされていることが多い。 

クラブ好? 

なく日曜日などに聞催 

DJ メインのf山へ行くつ1 ちりじゃなかった。; 

『ステージ系』 
ドラアグクイーンやゴーゴーボーイ、アーティストに 

よるステージノてフォーマンスがメイン。リップシンク 

(ロパクで歌手のショーを再現)やダンス、シ3—卜 

コントまで様々な演目が楽しめる。 祕 し 1 /〇ォーマンスが充実の「二丁目八イスクールJ 

食わず蟻い狄① 1 W2. i m m 隊 
イのイベントとしては定番中の定番だけど、近年rゲイナイト 

Jに行ったことがないj若いゲイが急增中。理由としてはn人 

で行っても時問を持て余すj rイケメンはイケメン同士だけで群れを 
作るので、リア充を見せつけられているみたいでイヤjなど、ゲイナ 

イトは社交的な性格じゃない人には/ \ードルが高いという印象。で 
も、本当は行ってみたら楽しいこともたくさんあるのです。というこ 

とで、ゲイナイH53心者が楽しむための秘狭をご紹介0 

、気のあるゲイナイトは大抵、 
/告知のための823アカウ 

ントを持っている。次回開催日程や 

ゲスト出演者、先着順の特3レゼ 
ント惘報などをチェックするのに便 

利。また、登録ラォ□1)すると入場 
割引をしてくれるイベントもある。 

どこかひとつ、人気のあるゲイナイ 

卜のアカウントをフォロ—すリ 
ツイ—卜で他のイベント情報も流れ 

るので、アカウントを探しやすくな 
る。憧れのゴ—ゴ—ポ—イのア 

カウントも見つけら§ぞ。 

瓦 
yi翻 

るのがT人で行っても間が持た 
ない」ということ。ステIジのショI 

の間は眺めているだけで楽しいけ 
ど、友達とI緒に行っても音楽が大 

きくて会話しにくいし、ゆつたり座 
る場所ちない。でちこれ、最初は誰 

もが経験することなんです。まずは 
イケメンをチェックする気持ちで、 

焦らず空間そのものを楽しもう。そ 
のうち友達も增又るよ。 

1心者でも楽しめるボイント 

は「目的に合つたイベントを 
選ぶ」こと。友達や彼氏が欲しいな 

ら合コン、面白いシヨ—を観たいな 
らステ—ジメインなど。特に最近增 

えているnンセプトを明確にした 
フHチ系のイベント。夏は上半身裸 

など—系が多く開催され、同じ趣 
味の集まるので眺めているだけ 

でも楽しいはず。また、大抵のイべン 



細睡味/筋トレ、クラブ 

•特技/ダンス 

•播影の感想/捶影中は裸だったので少し肌寒かっ 

たけど、楽しかったです。ありがとラございました。 

•読者にひとiと/頑張っていきたいと思っています 
ので、応援よろしくお願いします。 

23tokyohama 

178cm 80kg age23 



し〇でも»つているインド映圏 

打んだかんだ言っても、最終的にゲイがすんな 
^り«られるのは、かまととぶったビッチな女性 
主人公のサクセスストーリー系。古くは1939年の 
[オズの魔法使い』、近年では「ムーラン•ルージュJ 

「シカゴ』rバーレスク〗など。どの主人公も思い込み 
の激しいキヤラだからこそ「ああ、いきなり歌ってもこ 
の女ならおかしくない」と思わせてくれる。 

シエールとアギレラが歌って踴る映画「バーレスク』 

ュージカルは「芝居」「音楽(歌)jrダンス」を 
〜組み合わせた*劇手法のひとつなので、基本 
的に踊ることも条件に含まれている(例外もあり)。日 
本ではミュージカル映画はあまりポピュラーではない 
けれど、実は「映画作品に必ず歌とダンスがある」国 
が存在する。それがインド。SFだろうがアクションだ 
ろうが、必ず踊る。インド映画は上級者向けかも。 

台、映画、ドラマ、アニメなど、檫々な分野で古くから親しまれ 
wているものの、rなぜいきなり歌いだすのか意味が分からな 
い』と拒絶反応を示す人が多いのがミュージカル。演じる役の心情を 
伝えるなら、確かに演技だけで充分。でも、実は台詞だとただの躲明 
になりがちな回想録や想いを、音楽というリズムに乘せてドラマチッ 
クに伝えてくれる効果がある。違和感を®じるのは騷初だけで、憤れ 
れば蟁後の方には歌が耳を難れなくなるんです。 

0 
際の///ユ—ジカルは大抵、作品 

の内容に合わせて作られた才 

リジナル楽曲のため「え—、自§気持 
ち歌にしちや/つんだ」という印象もあ 

る。そういう人は费ドラマrglee An 

リ—jが入門«としておすすめ。合唱 
部という設定に加え、誰もが知つてい 

るヒ-:^を心情に合わせて11 ぞ鼍人I 

り歌つ」こX. 

実 

75』もやつばり、急に歌いだす 
- ことに「ホントにそれま 

じめに悩んでるの？」という違和感 
が払拭できない人も多いでしよう。 

ということで、逆転の発想ちご用 
意。ア—ティストのミユ—ジックク 

リップだと「歌つてる内容に合わせ 
てイメ—ジストIリIが展開」しま 

すよね。違和感ち無し。その延R戦 
にミユ—ジカルがあると思つてみる 

と違和感が軽滅…するかも。 

はミユ—ジカル作品にはゲイ 
を扱つた作品が多数存在す 

る。『へドウイグ•アンド•アングリ—イ 

ンチJ*—«レントJ fラ•力—ジユ•才• 

フォ—ル(映画のタイトルはfパ—ド 
ケ—ジj)J rキンキ！ブ—ツj「箕夜 

中のパ—テイ—jなど。どれも映画化 
されている、もしくは映画を原作とし 

たちのなのでDVDレンタル 

などで気軽に観ることができ 
る。 よね。初恋の人とI緒に閜いた 

歌、失恋したときに自分の想いと重 

なった歌' 聞くと元気になれる歌。ま 
た、ドラマや映画の名シ—ンでgて 

くる主題歌はとても印象的。そんな 
シ—ンをBGMではなく「役者が歌 

う」というのがミユ—ジカル。皆さん 
も、つい気持ちが§ると！WS歌うで 

しよ。あれと同じなんです。 



-f-婚女性だけで構成された音楽劇のため、今回紹介する 
中で通も「食わず嫌い」な人が多いと思われるr宝*歃 

劇団j。リオのカーZJ。レ顔負けの派手な衣装とメイク、独特の 
声色による演技、スターシステムと呼ばれるトップスターを中心 
に据えた演目、出漓者全貝が「宝塚音楽学校Jの卒業生で外部 
役者の採用が一切ないなど、全てにおいて他の劂団とは異なつ 
ているのが特徴。そのぶんr一度«たらクセになるj圧倒的な 
世界観が楽しめる0 

これさえ覚えておけば、 
大抵のことは理解できる用語集。 

花組……*も歴史が古い組で、初期の頃はダンスを得意として 
いた。イメージカラーはピンク0 

月«……芝居を得意とU羅初に『ベルサイユのばらJを上演。イ 
メージカラーは黄色。 

9M……初期の頃は日本费蹋や日本物の芝居が演目の中心 
だった。イメージカラーは»。 

mm……長身の男役が多いため、コスプレものに定評がある組。 
イメージカラーは青。 

宙組……通も新しい組で、コーラスやアンサンブルなど歌を得 
意とする。イメージカラーは紫。 

霉科……特定の組に属さないスターと、他の組に出演する老け 
役が所属。イメージカラーは黑とグレー。 

本公演…歜劇団専用施投の「宝塚大劇塌i (宝塚市)と『東京宝 
塚劇場jで行う公漓のこと。 

新人……本公演中に一度だけ、本公演と同じ内容をフ年以下の 
^ 新人のみで上演すること。 
至塚窗…2年制の団員鏞成所。卒業と同時に歌劇団団貝、通 

称rタカラジェンヌ」となる。 
興投……男性役を演じる*団霣のこと。その所作の美しさか5 

女性のフアンが多い。 
……女性役のこと。女役とは言わない。ゲイのフアンは男役 

より嬢役好きが多ぃ0 
トツプ…それぞれの組で主演を務める男役のこと。娘役は「トツ 
スタ-プ娘役Jと言う。 
生雄……全興宝嫌音楽学校出身者のため、»期団入団後も団貝 

はr生徒jと呼ばれる。 
研究科…かつて団員を研究科生徒と呼んでいた名残で、経歴 

をrwoj (aこ入団年数が入る)で表す。 
通a……トツプスターとトツプ婊役は基本的にセツトで主演を務 

めるため、男役と一箱に娘役も退団することが多い。 
sw、…トツプスター以降の人気男役のことで、緬列が入れ* 
3Wわることもある。 
すみれ…下ネタ、政治的もしくは宗教的表現、団霣の本名や収 
3•"卜入などr•を壊すj内容を禁じる規制。 
デベン…「仲良し」という意味で、タカラジェンヌ同士の「親身な 

関係」を棚する言蕖。 
大晒®…レビューに登壩する舞台装hで、フイナーレでは全興が 

この睹段を降りてくる。 

十公演の他に実は名古屋、 
半大阪、博多の全国ツアー 
もあり、各組が持ちまわりで上演 
し、年間で行う公演は1300回を 
超える。基本的ICS?作は宝塚大劇 
埸で30日間上演した後、東京宝塚劇場で30日間上演が行われる(稀に 

例外あり)。特に人気のある公演は華やかな衣装が堪能できるrベルサイ 
ユのばらJで、オスカル以外を主人公に据えたヴァージョンもある0 

DU 督 
「男 一 の役を女子が演じてるん 

でしよ」とあなどるなか 
れ。最初は「うわ、こんなマツゲば 
ちばちの男なんていね一よJと思 
うのが普通の反応だが、純愛に生 
きる「究極のイケメンJをわかりやすく表現しているので、見憤れるとあら 
不思議、機敏でクールな動きと台詞、どんな男よりも美しいスーツの着こ 
なしは、ついゲイでもときめいちやうくらいかつこいいのだ。 

宝 塚歌劇は主に、前半が芝 
居で後半がレビュー(ダン 

スショー)という構成になつてい 
る。そのダンスショーの中で出演 
者が40人以上で行う、お約束演 
目饮7レンチカ:^ン。雖としが抑®所;3队こm故の*つ 
たり角度を揃えて足を上げるダンスショーというのはほかでI抑かなか親 
ることができない。実^宝塚のダンスは日本でもトップクラスなのだ。 

-fcまりに*いメイクで出演 
〇〇者の顔の区別がつかず、 
初心者は混乱してしまうことち。 
シヨーの最後はとてもわかりやす 
いが、芝居の最中でもrトップにな 
るほど衣装が派手」「トップ!こなるほどかつこし、い動きをする」と覚えてお 
くと誰が一番人気なのかわかりやすし、また、ダンスをリードするときに 
卜;/ブスターが発するrフゥッ」とし、うかけ声の破壊力I錄まじい。 

般的な舞台とは比べ物に 
ならない、聚華狗111装 

とキラキラの舞台セットち宝塚歌 
劇ならではの見所のひとつ。特に 

ゲイは娘役のドレスの美しさにシビレ 
るはず。ヵラフルなドレス^<^!団11:?3 

せせり上がった回転舞台に並ぶ「人間 
シヤンデリア」や、レビユ—(ダンス 

シヨ—)で巨大な羽根を背負ったトップ 
スタ—が降りてくるフィナ—レの華や 

かさはI iたら夢に出てくるレベル。 

は古典的少女漫画や文学 
を原作にした作品が多かつた宝塚だ 

が、近年はゲ—ムやドラマを原作にし 
た作品が増えている。日本のドラマで 

は『JINI仁丄「相棒rゲ—ムのr逆 
転裁判jf戦国BASRA』、灃画や 

小脱ではr メイちゃんの執*」r銀河英 
雄伝脱jなどがあり’なんと2015 

年にはあの『ルパン三世」まで上演さ 
れた。 



食わず嫌いその(D 

ファンタジー色が強い世界観のため、好き嫌いがはっきり分 
wかれるのが東京ディズニーランド。食わず嫌いな人は一度も 
足を踏み入れたことがなく、生涯行くつもりも無い。r人ごみが苦 
手」「並ぶのがイヤj rあの雰囲«になじめない」と理屈をつけて頑な 
に拒組する。なぜそこまで拒むのかといえば単純に「今さら興味があ 
るなんて恥ずかし < て言えないjから(たぶん)。でもねえ、大人になっ 
てからの恥ずかしいって、気持ちがいいものなんですよ。 

マイケ』レの»し切りは1987年の来日時 

m京ディズニーランドでは飲酒不可だが、東京 
ディズニーシーの方ではテーブル席がある 

26軒の飲食店中、17軒がアルコールを提供してい 

る。壩内の雰囲気はディズニーランドの方に比べると 
全体的にやや控えめで、外国の町並みを再現した景 
色がしっとりした大人のデートにびったり。底抜けに陽 
気でキャラクター色の強いディズニーランドの世界« 

とテンションに不慣れな人はまず、ディズニーシーか 
らデビューしてみよう。 

イタリアの風票を再現したrヴエネツイアン•ゴンドラj 

外と知られていないが、東京ディズニーランド 
と東京ディズニーシーは貸し切りが可能。閉围 

後の貸し切りは4000人以上の利用が条件となり、3 

時間2480万円〜、さらに稼働する乗り物のオプシヨ 
ン料金も必要となる。現在は公表されていないが、昼 
間の貸し切りプランも7000上で可能らしし、(推 
定価格4350万円ほど)。ちなみに、個人で東京ディ 
ズニーランドを貸し切ったことがあるのは唯一、マイ 
ケル•ジヤクソンのみ。 

るため、a時間歩いても疲れにくい。 
また、迷子が出た場合、他人の迷惑と 

なる呼び出し放送は行わず、パ—ク 
内に紛れ込んでいる私服のセキユリ 

ティキャストに子供の特徴が伝えら 

れ一斉搜索される。さらにパ—ク内か 
らは外の達造物がI切見えない作りに 

なつているなど、徹底的に世界観を守 
るように配慮されている。ここまでし 

てるんだから、一度くらい、ね？ 

1#/ッキ—マウスには犬の友運 グIフィIと、プルI卜とい 

ぅぺットの犬がいる。このOJ匹の犬の 

違い、実は「手袋」をしているか、して 
いないか。彼らがS用する手袋の「白 

い色」は文明や人格の象徴で、ドナル 
ドは元から羽毛が白いので手袋は省 

略されているとのこと。ちなみに、初 
代の///ツキ—マウスの声はウオルト. 

ディズニ—本人で、日本で初の吹き替 
え声優はチュウチュウチュチュ> 

でおなじみの榊原郁恵。 

|%%1jのアトラクションも人気が 
dあ〇、乗るまでには長時間 

並ばなくてはならない。これは 
どの遊園地やテ—マパ—クでも避け 

られないことだが、ディズIIIランド 
の場合は隠れミツキーを探したり、パ 

レ—ドを楽しむなど、無料のサ—ビス 

が鹽富に用意されている。一般の遊園 
地では並ぶストレスと会話のネタが 

無くなることでけんかするカップ 
ルが多いと言われているが、デイズ 

二—ランドならその心配もない。 

UJ式に公表されてはいない惘報 
■ -1だが、東京ディスニ—ランド 

のアトラクシヨンキャストにゲイが多 

いのは'アィズニ—側の採用規定 
に「ゲイは汗をかくよぅな野外仕9 

でも常に見た目をきれいに保つ」「女 
性客と個人的に連絡先を交換するな 

どの恋愛トラブルが起きない」といぅ 
意図があるからだとBわれて 

いる。面接の際にゲイかどラ 
かをさりげなく探られること 

もあるとか。 



知らなくても充分楽しめるが、 
覚えておくと便利な用語集。 

デスマッチ……金網や里光灯、武器などを用いたり、敗者がダウ 
ンするまで嫌けられる完全決着型の試合。 

TLC載.会場内にある机、椅子、はしごを耽器としてリン 
グに持ち込む試合のこと。 

ヒール.想役のこと。見た目は怖いが、意外にも普段はと 
てもにこやかで優しい人が多い。 

ベビーフェイス…善玉のこと。イケメンやヒーロー系覆面レスラー 
などがこれにあたる0 

シングルマッチ…1対1の試合のことc興行の格となる人気レスラ 
一の拭合は鼉後に行われる。 

タッグマッチ…2A、もしくは3人チームで載う形式。比較的、コ 
Sカルな展開が多い。 

バトル.主に10人以上で行われる勝ち残り形式の試合。 
ロイヤル 敗北者はリング外に落とされる。 
mm.公式基準は無いが、おおよそ100キロを縑引き 

としてへビー級、ジュニアヘビー級に区分。 
メジャーB体…現在、明確にメジャー団体とさているのはr新日 

本プロレスjのみ。 
インディー……実は明確にメジャーとインディーを分ける縑引 

きは無ぐメジャー並みの規楔を拷る団体も数多 
く存在している。 

アングル……試合の段取り台本。試合閧始直後の技の掛け合 
いやライバルへの挑戦状発言など、興行のスト 
ーリー性を決める演出で、勝敗は実麻の試合で 
決着をつける。 

カード.試合の対戦の組み合わせのこと。 
リングアウト••リングの外に出て一定時閜(20カウント)内に戻 

れずに失格すること。 
ダーク•マッチ…本試合とは別の限定軾合。テレビなどでは放映 

されない、来壩番へのサービス。 
シグネチャー•…試合中に必ず盛り込まれる、各選手の得意技。 
ムープ 

フィニッジ:！ •…それぞれの選手がもつ決め技、必殺技のこと。 
ホールド 

リング••…-…“来場害のために場内放送でカウントなどの実況 
アナウンサー中雄をする人。 

レフェリー……試合の進行役。反則を見进したり、選手のえこひ 
いきをするなど試合の名K役も担う。 

逆いとしてのプI 

日 
ロレス 

本のプロレスの場合、大 
きく分けると格闘技を見 

せるr試合璽視型」と、ショー的 
要索が強い「エンタメ重視型」に 
分かれる。パディでもたびたび 
取り上げている『新宿二丁目プロレスJやfDDTプロレスリングJなど 
の興行は後者にあたる。ただし、出演しているのは本格的な試合をこ 
なす本物のプ□レスラーたち。お笑いだって本気です。 

肩をマットに押し付けら 
I^Jれて3カウント取られる 
と負けJ「倒されて10カウント以 
内に立ち上がれないと負け」の 
2つさえ覚えていれば、他の 
ルールはその埸の雰囲気で理解できてしまう。プ□レスはあくまでも 
格H技を基本とした「興行格H技J。ボクシングのように急所を狙つ 
たI*本気の殴り合し、Jは行われない。 

立ち上典な 

内には、現役ブロ 
QIJレスラーがオフの日に®くバーや居酒 
屋がたくさんある。個人で経営している店、団 
体で運宮している店などがあり、その常連客の 
ほとんどはブロレスフアンだが、一般客も入店 
可能。テレビや雑誌でしか見た事がない人気レ 
スラーがお酒を作ってくれたり、接客をしてくれ 
る。ゲイバーほど稹極的な接客はしてくれない 
が、気さくに話しはしてくれる。興味のある人 
は「プロレスラーの飲食店」で検索しよう。 

こ数年でまたプ□レス 
(—人気が再燃し、タレント活動するプ□レ 
スラーや試合のテレビ放映が増えつつある。で 
もやつばり、ブ□レスの醒醐味は生で体感するこ 
と。ローブから予想以上の高さで跳躍する迫力 
や、マットに叩き付けられる臨場感、切れのある 
技のインパクトはテレビでは伝わらない。何より 
も、目の前で汗まみれの半裸マッチョ兄貴たち 
が苦痛の顔を浮かべる姿はセクシー。ゲイとし 
て生まれたからには、肉眼で観るべきだよね。 

fp MSと言えば、大抵はほんの数分の真剣勝負で勝敗が決 
T0まる競技が多い。一方、半分遊んでし、るようにしか見えな 
し、技の掛け合いが繅り広げられるaの格M技〖プロレス』。キヤ 
ラの濃いゆるゆる体型のレスラーがいたり、芸人が參戰したり、 
コミカルで芝居がかった漓出があったりと、こまで本気で 
戦っているのかわからない。実はブ〇レスはr格翮技jと「エン 
ターテインメントjが融合したスポーツ。面白おかしく演出され 
ているけど、実は雅もが楽しめる王道の格んです。 

IIロレスは有名団体でも、通常 
I •興行は意外と小さな会塌が 

多い。そのため、壩外乱Hではすぐ近く 
に選手が来ることも。また、休憩時間や 

試合後は選手が売店でグッズ販売して 
いるため、失礼な態度さえしなければ握 

fしたり話をしたりできる。基本的に 

試合中の写离擷影は自电たが、□ビ—で 
I絵に撮影してもらう戀口は眞の場合 

もあるので確認をsつ。何度か会話を 
すれば顔^ISえてもらえるのが«しい。 

に顔を覚えてもらえれば、 
ツイッタ—やフェイスブックなどでn 

メントを返してくれたり、カキn/// 

に「3いね」をしてくれるプ□レス 
ラ—が意外と多い(あくまでも各プロ 

レスラ—任意の対応です)。フアンに 
対するサ—ビスだとわかつていても、 

ちやんと反応があればフアンとしては 

媢しいもの◊ただし、調子に乗つrr乳 
首舐めたい」とか8き込むのは26。 



Xri装にチャレンジするなら、忘れちゃいけないの 
Wが下着。座るときに下着のラインが浮いて見 

えるので、ビキニよりボクサーパンツがオススメ。で 
きることなら、せっかくの機会なのでふんどしに挑戦 
してみるものあり。ゲイに人気が®るのは一枚布を卷 
く六尺ふんどしと、和製T ノ Cックの黒猫。不憤れな人は 
六尺ふんどしを締めて座るとねじり部分が肛門に当 
たって痛いこともあるので、肌が弱い人は黑猫の方が 
向いている。ちなみに、黑猫は元々子供用の水*だつ 
たので蘑用がとても簡単。 

和製！パックの黑猶ふんどし 

下' きることなら手ぶらが一番だけど、普段、荷物 
が多いから和装だとバッグに困るんだよね… 

という人は思い切って竹かごをチヨイスしよう。雑貨 
屋などで安く Hえ、和の雰囲気を壊さない。また、普 
段履き憤れないせいで下駄や雪駄の»緒だと水ぶく 
れになりやすい、という人は*緒の固さをチェックす 
るのを忘れずに。それでも痛くなりそうで不安な人は 
足袋を履くという手もある。このほか、手ぬぐいがあ 
れば汗を拭く以外にバンダナ代わりにしたり、襟元の 
汗ぬれをカバーしたりできて便利。 

手ぬぐいやかごで自分流にアレンジ 

本の伝統的民族衣装である「蕭物」。でも現代では日常蕭と 
して着用している人は少なく、特別な日を除いて着用する機 

会もないため、生まれてこのかた籣物を着たことがない、という人も 
いる。ちゃんとした吳SB屋さんで寅うと10万円に届くことち。これか 
ら花火大会やお祭りも增える霣に突入。せっかくの嫌会だから、今年 
は浴衣デビューしちゃいましょ。ちょっと手が出ない金額かな、という 
/M2はご無用。初心者向けに安い浴衣の紹介もしちゃいます。 

やんとした®*はけつこう 

なお値段のK沢品。初心 
者はまず、着回しの利く安いものでお 

試し。ユニクロやしまむら、イオンなど 
のフアストフアツシヨンなら、帚とセツ 

卜で5000円ほどで購入できる。や 
やべラベラしているが、9110〇%で 

スタンダ—ドな柄なので、さほど安つ 
ぼくは見えない。ブル—系の柄物 

は「涼しげでかわいいJという印象を 
受けるが、旅館の浴衣みたいになるの 

で、スタンダ—ドカラ—が無難。 

普 段和装に恨れていない人は帯 
の締め直しにfe手間取るし、 

動き回ると上前がはだけてくる。実 
は浴衣や駑物は「腰をひねる」ことで 

前合わせが緩んで < る。e崩さない 

ためには極力体全体で振り向くこと 
を意識しよう。また、上半身がはだけ 

るのはまだセクシ—にみえるが' 帯よ 
り下が崩れるとみつとちなくなるの 

で足を横に開かないことが重 
要◊着こなしさえ気をつければ、 

安い浴衣でも粋に見える。 

一ットで浴衣を検索すると 

わさわさ出てくる、アニマ 
ルブリントやのぼり龍' 般若の面な 

どが描かれた奇抜な悪羅悪羅浴衣。 
そもそも、浴衣+サングラスという 

組み合わせが出来損ないのEXILEみ 
たいで痛々しい。このこじらせ系浴 

衣が似合うのは残念ながらノンケの 

ヤンキ—限定。やはり涼を呼ぶのは 
音ながらの伝統的な柄。品よく Sこ 

なしてこそ、和の男の魅力が増すと 

い54Pの。 

帯 の締め方ち憤れるまでが大変 
だし'Sみ方や保管の仕方も 

大考たし、やっぱり浴衣は簷るのが面 
倒くさそう、という人はおiに甚平 

や作務衣という—ある。洋服感覚で 
上下の4^レ—卜を*るだけだが、身 

頃もゆったりしていて動きやすく、着 
の心配もない。また、細身の人や、 

多少お腹が出ている人でも体型が目 
立ちにくい。安いちのなら 

1500円ほどから買えるの 

で部屋着や®E*にち。 



翻 aとくくりに「女装」と霣つても、目的ごとに種類が多く、宝 
嫌顔負けのドラアグクイーンメイク、男の娘系のナチュラ 

ル女装、女性以上の美しさを追求するニュー/ V—フ、どこまで本 
気できれいになろうとしてし、るのか謎の趣味女装など、この世に 
はしヽろんな女装がある。特に「他篇と結びつしていない女装jの 
ドラアグメイクは、一獼のコスプレ感覚として密かに経歎してみ 
たい人は多いはず。そんなあなたのために、女装の魅力、教え 
ちやいます。どうせやるならきれいになつちやいましよ。 

ゲイ用語とは異なる 
女装用語をご紹介 

>w(すみお）.女装やニュー八ーフを恋愛もしくは性的 

対象とする、女装をしない男性。 

女黼子（じよそこ）……趣味で女装をする人、もしくは商売では 
なく日常生活で女装をしている人。 

興の蟣（おとこのこ）…メイクをすると女性にしか見えない容姿 

_龎な若い男の子の雄称。 
女明R.性！^aroam、が、人1沒せるための 

_ こ:てし％ 人© 

女釀サロン.商業的に男性に女装サービスを行う旆 
投。ちゃんとブロのメイクさんがいる。 

女画スナック.客に女装サービスを行う飲食店で、カラ 
オケなどちある。 

女籲八ッテン讎.名前通り、女装好きのための八ッテン施 
投。女装好きの純男も多く来塌する。 

MS.趣味女親こおけるr今の女装で、50 

饑でも183^子高生と*I相bた0する。 
トランスセクシュアHr ••心と身体の性別が一致していないため、 

肉体の性別を変えたいと霣む人。 
トランスジェンダー 心と身体の性別が一致していないが、そ 

のままの肉体を受け入れている人。 

トランスヴIスタイト"性的趣向とは関係なく、異性装を趣味と 

する人。趣味女ともいう。 

オートガイネフイリア…自己女性化愛好症。自身の女装姿に性 
的興奮を覚える人のこと。 

H3アグクイ_ン.ノ〇オーマンスのための女装形態。普段 

は男性として遇ごす人が多い。 

トラニーチェイサー…玉無し竿ありなどの性^移行中の人だ 

けに恋愛想情を抱く人のこと。 
ニュ_八ーフ.女性ホルモン投与、性別適合手術で肉 

体の性別を変えることをac人のこと。 

シーメ-ル.豊胸手術や女性ホルモン投与で女性に近 
し、見た目だが、ペニスはそのままの人。 

ぺニクy.ニュー八ーフやシーメールのベニスのこ 

と。女装の場合でも使うことがある。 
MTF.身体は男性で、自認識する心の性別が 
(Male to Female)々性の人。 

MTX.身体は男性で、自認識する心の性別が 

男でも女でもない人のこと。 

女 性になりたいなんて願望 はなかった。常にヒゲ坊主で100%パ 
リタチの俺。それなのに。rあ…まさかァタシの 
bがこんなにぼってり愛らしかったなんて…jと 
グロスで艶やかになった自分の唇に見とれてし 
まったとしたら。いっそ女装ノい;/テン壩デビュー 
もひとつの勇気。メイクをしている間だけ、乙女 
に変わるナイシヨの時間。女装八ッテン場に集 
う殿方はあなたを完全な女性として大事に扱つ 
てくれることでしよう。 

般的に男性はメイク経験がない、もし 
1くはお遊びでこっそり塗ってみたこと 

がある程度の人がほとんどなので、メイクで 
自分の顔がどれほど変化するか想像もつかな 
し、。だが、実際に施すとつけマツゲと太めのア 
イラインだけで目が倍の大きさになるし、シャ 
ドウと八イライトを駆使すれば輪郭すら遒っ 
て見える。見慣れた自分の顔がややフエミニ 
ンに変化しただけで「あれ？俺、可愛いかもj 
とびつく Dするかち。 

ス ッビンだとフェミニンな男 の子も、メイクをするとなぜか男っぽ 
さが引き立つ。目と眉が近いほど男性的に見 
えるので、眉を離すようにメイクをするのがポ 
イント。また、目は切れ長よりも丸く見せるよ 
うにメイクを。アゴのしっかりした骨格は変え 
ようがないが、アヒルロを籯链して口角を上 
け、Bをふっくら丸く大きめに塗る。全体的 
にr丸みを帚びるjようにすると、女性つぼい顔 
に仕上がる。 

っそり練習し 
て徐々にきれいになるのもいいけど、一 

気に「美しい自分jに変身してみたいなら、全国 
にある「女装サロン」と呼ばれる専用スタジオに 
行ってみよう。メイク道具や衣装、カツラなどは 
全てサロンに揃っている(メイクと衣装レンタル 
込み10000円程度)。ただし、どちらかという 
と「普通の女子J風の薄めメイクが主流なので、 
ドラアグクイーンのような顔の造形を無視した 
仕上がりは期待できないC* 

Yン薄い人ほど、ナチュラルさを 
視できるので大胆なメイクにチャレ 

ンジしやすい。女性の友連がいて遊び半 
分でメイクをしてくれる場合は別とし 

て、鼉初は»入するのに抵3ない八口 
ウィンなどの仮装メイク道具か^®足る 

のがオススメ。アイラインは肇ベンでも 
代用できる。歌舞伎メイクのつもりで大 

胆に顔を変化させる度胸さえつけば、な 
0^3®©イメ—ジも掴みやすい。 

J |まに街中にいますよね、昔風の 
不思議な形のワンピ—スに薄 

メイクで男性だとひとめでわかる女装 
男性。でち彼らの場合それが完成系。 

軽く粉をはたいて□紅を塗り、ティツ 
シユをくわえて余計な色を落とす、とい 

5「子供の頃に鏡台に向かって化粧を 
していた母親の姿」の再現行為を楽し 

んでいるケ|スが多<、仕上がりの完 
aさは二の次◊目的が違えば求めるも 

のも変わる。女装って奥が深いんです。 





愛知 

f虹色どまんなかバレードJ 
10月末〜11月初旬 
http://nijK5are.proudHte.org/ 

m 東京 

I冬の東京レインボー祭りj 

*1月W値 
/twltterx:om/ralnbowtx)w_2013 

12月〜け 
https:"ね 

※情報は2015年4月1日時点のものです。日程未定のフェスタ 
については後日、公式サイトでご確誌下さい。 

東京 

r蒙京レインポープライドj 
4月25日(±)/フ1スタ 
4月26日(日)/フU夕SJ CU—ド 

3inboworic httpy/tokyorain >rlde.c»m/ 

全国 

r Rainbow WeekJ 

4月25日C±)〜5月6日(水） 
http://tokyoralnbowprlcte.com/ 

愛知 

rNLGR+J 
5月30日(±)、3旧(日） 
http:/. 3：//nigr.net/ 

沖縛 

I Pink Dot OKinawaj 

n值日未定 
http://pjnkdotok.jp/ 

■anz^v 
mm 
8月觸 

レインボー顏 

httpsy/twltter^om/rainbowbow 2013 

ぶ 

大阪 

n■西レインボーバレードj 

10月閒催 
http://www.kansaioarade.arg/ 

とんどのフェスタ会場には地元 
NP0法人のコミュニティセン 

ターや保健所が出店しているブースが 
ある。普段はあまり意識しない性病のこ 
と、将来のこと、いざとい5ときの法律相 
談窓口など、いずれ役に立つ惘報を提供 
している。とりあえず、配付しているチラ 
シや小冊子などはかばんに入れて持ち痛ろう。身も心も開放感いつ 
ばいのこのタイミングなら、ちよつとだけまじめにLGBTについて考 
えてみようかな、という気分になるよね。 

青 空の下で開催される フェスタでは、どの地域でも野外 
ステージが設けられており、様々なゲスト 
ノてフオーマーによるシヨーや演目を見るこ 
とができる。「東京レインポープライドJの 
フェスタは規模が大きいため、毎年芸能 
人のゲストが招かれているが、新宿二丁 
目のr東京レインボー祭り』名物「苗段毒舌なゲイバーのママにノてイ投 
げつけゲーム」など、地域密簷型ならではの風変わりな出し物もあった 
りする。地域ならではの出し物を楽しむのも、フェスタの醍醐味。 

ど のフェスタも、多少 
の飲食店出店はあるが席を用意 

しているところはなし、。つまり、お弁当を 
持参しても特に問題はないというわけ。主 
に公園を会場にしていること、東京、名古 
屋、大阪は風が心地いい季節に開催され 
るため、隅っこのほうでピクニック気分を 
楽しむこともできる。ただ、あくまでも個人もしくは少人数で、他の迷 
惑にならないことを意識しよう。また、当日は会場内のゴミ捨て場は溢 
れかえるので、自分で持ってきたゴミは極力持ち帰って捨てよう。 

現 颼放®いつばい^？7TT 在、日本国内で定 
期開催されているLGBT ノ 0/-K" 

はr東京レインボープライドJ、大販の「関西 
レインポーノてレードJ、名古屋のf虹色どま 
んなかノ (レードjの3つ。数百人〜数千人の 
LGBTと支援者が大通りをレインボーカ 
ラーに染めて行進する。もちろん、一緒に 
歩く勇気がまだない人や、地元でカミングアウトをしていない人などは 
沿道から行進を眺めて応援するだけでもいい。歩けるならば一緒に歩い 
た方が楽しいが、もっと大切なのは「応援したい」という短5ちなんです。 

楽しt 

では日本各地の主要都市で開催されているLGBTのた 
フめのrフIスタ(お祭り)jとrパレード」。それぞれ主催団 
体が異なるため、事前に開催時期が変®こなることもあるが、基 
本的にはGWに東京で開催される[東京レインボープライド(/ v 

レード)』とrRalnbow Week：を皮切りに、年末まで日本各地で 
開催が絞く。どのフェスタも参加賢は無料。ご当地ゲイで「顔ノて 
レするのはちよつと困るJと地元のフェスタに行けない人は他の 
地域のお祭りに#加しちやいましd。 

今I 
:i入つてこB9Kレインボ—プ 

ライド.！と『Rainbow week. 

の開催地である渋谷区が同性パ—卜 
ナ—シップ制度を可決。これにより今年 

のパレ—ドに大きな波が到来。今年の 
r東京レインポ—プライドjと『フェス 

夕Jはこれまでとは比べ物にならないほ 
どの注目を浴びることになる。こうし 

一た-;今」の□本のLGBTのあり 

;で実感できるのが 
LGBTフェスタのいいところ。 

エスタでの楽しみといえば 
I |>ブ—ス巡り。普段は目にする 

ことがなさそうな海外グッズや下着、 
LGBT閲連のS籍などが並び、運が 

良ければ販促物のレインボ—シIルや 
うちわがもらえることも。周りを見渡 

せばゲイがいっぱい。同じ時間を共有す 
る仲®%大勢いるって、なんだか媢しく 

なるよね。地方から参加する人は主催 
団体ブ—スをチエック。地元ゲイパ—の 

惘報が掲載された冊子がHいてある。 
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第3回SPGC杯 
〜豪華均煽!全国イケメンIMP 

く日程 >2015年5月3百(±) 
9:20〜 開会式 
9:30〜 試合藺始 
-19:00全試合# 了予定 

<会場 > 新宿コズミックセンター 

(東京部新宿区大久保3小2/TEL 03-3232-7701) 

く参加チーム>27チーム[地方代表チーム9チーム、東京チーム18チーム】 

※參加人数は選手だけで200人以上の見込(応援等含めると供年500人ほど） 

主催者からコメント 
今年もゲイノてレーの祭典、『SPGC杯〗の季節がやってきました。全国から 

ここ、r新宿コズミックセンターJに爽やか体育会イケメンが集結します！ 
男たちの本気の表情、あふれ出す笑顔、感豔的シーンを見にきません 

か？新宿二丁目からワンメーターのこの壩所で、今年も熱い決*！が繰り 

広げられる。皆さんのあたたかい応援を、選手一囘お待ちしております。 

全国から500名以上の観客や選手が一堂に集結する春のビッグイベント 

rspGc杯j。今回もノ（ディが協*し、本誌でもコラボ企画が実現。大会のお手 

伝いとしても参加するゴーゴーポーイ•将くんが北海道からはるばるグラビアモ 

第3回 
SPGC 杯 

B^i 
SPECIAL GRAVURE 

& INTERVIEW 

デルとして駆けつけてくれました。 

75 model/将 photo/MitsuriH design/カズ 
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mLiw バhボール以外のスポはますか？ 

高校は勉強に勤しんでいたので何もやっていない 

のですが、小•中学校は陸上を、大学ではアメフト 

をやっていました。でも大学の時にヘルニアに 

なってからアメフトを輓けられなくなったので社会 

人ではやらずにいたところ、飲み屋さんで話して 

いる時に「バレーやりたいね」って言う人が何人i 

かいて。「じゃあ体育館借りて遊びましよう」とい 

ことでバレーボールを始めました。それがチー2 

になって、一度解散しつつ、そこから札幌のゲづ 

バーriDjさんが主催しているバレーチームにフ 

れてもらって今に至る••とtヽう感じですね《 



EMけ， 
バレーボールの醍_味を教えてください。 

会社に行って家に帰る…という日々の鎌り返しで 

は味わえない、部活の延長のよ〇な感動や一体感 

を味わえると思いますu普段は飲み屋さんで馬鹿 

話しかしないような人たちが、同じ目標に向かって 

いざ勝負に勝ったときの感動は忘れられません。 

出会いの場だと、出会いが欲しいとかイケメンが 

来たら括したいってなりがちです。でもスポーツを 

通すと色恋やイケるorイケないという感覚より 

も、チームとして同じ目標にいくので、面倒臭くな 

い…というか拗れることがありません。練習を共 

にした仲間と純粋に勝てたらいいなと思います。 

あとは知り合いも增えますね。バレーをやってい 

なかったら僕が今回バディに出る機会もなかった 

だろうし、それに初心者から始めて楽しめるス 

ポーツというとバレーは手経なんです。野球とか 

ラグビーだと新規で社会人から始めると道具を揃 

えたり基礎を憶えたり…とキツいイメージがあり 

ますが、バレーはレベルに応じてチームが別れて 

いたりするので、運動したいと思ったら自分に見 

合ったチームを探して入れば色々な面で幅は広が 

るかなと思います。 ✓ 



休みの日の*ごし方を教えてくたさい。 
ジムに行って汗を流したり、体育館が借りれたら 

チームの皆とバレーボールをやってます。でも体 

育館がなかなか借りられなくて月に1回くらいしか 

練習ができないんですよ。今はバレーボールの大 
会に向けて練習しています。 

あとは、どちらかというと家で1人でネットしたり 

携帯いじって1日潰す方が有意義に感じますね。 

土曜日だけ飲みに行って羽目を外すって感じか 

な。ジムも行かないとヘルニアが疼き出すので平 

日は»いを断ったり…というのもあります。仕事が 

忙しくて1〜2遇問ジムに行かないと腰の筋肉が 

衰えて悲鳴を上げ始めるので大変です。 

バレーボールの腕觭はいかがですか？ 

バレーボールは社会人になってから始めたので、 

もう8年ですかね。でも基礎がないので、本当に 

やってる人から見たら全然なってないね。って感じ 

だけど、ド橐人よりは…つていう感じかな。 

rsPGCj杯が発足される以前に、rsvGCjという 

大きな全国大会がありました。主催者は自分たち 

の世代より1〇歲ほど年上の先ITで、とても迫力の 

ある面白い大会でした。私は当時、大阪代表とし 

て出場させていただき、こんなにレベルが高くて 

面白い大会があるんだと心から感動したことを覚 

えています0 

そしてこの[SPGCJ杯の第1回が開催される年の 

2年前、rSVGCJ大会が第10回で惜しまれつつ 

も幕を閉じました。先«たちに与えてもらうばかり 

だった私たちは、この大会や先輩方の気持ちを受 

け輥ぎ、自分たちの大会を関催しようと話し合い 

ました。第1回大会の時には、当時運営側におられ 

た先輩達に手伝って頂き、第2回大会からはなる 

ベく自分たちで進めていくことを決め、今回の3 

回目で少しずつですが、やろうとしていたこdこ 

近づいて来たのかなと思います。まだまだ周yの 

方に頼りながらの運営ですが、できることは精一 

杯してし>くこと、感謝し統けることを念頭に置きな 

がら第10回まで輥けて行きたいと考えています。 

また、たくさんの人が大会の中でいろんな出会い 

をし、人や大会に対して感じることが少しでもあれ 

ば、この大会の意義があるのかなと思います。 

この時を。この一瞬を。みんな一緒に楽しめたらと 

ても素敵だと思います。 
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〇fSPGCj大金の企■や貢などがあれば贛え 

てください• 

fSPGCJ杯は多くの協貧店と各チームの繫がりを深 

める場所にもなつています。そのため企画とは言い 

にくいですが、大会の他にも前夜祭があります《•微力 

ながら新宿二丁目が賑やかになるための催しだと捕 

らえて頂けたら幸いです。 

受賞した、優勝、準優勝、4位、1CK立(予選2位の優勝 

チーム)、1914(予遍3位の優勝チーム)、26位(全27 

チームのブービー賞)の6チームにボールの進呈をし 

ております。さらに、優勝、準優勝、3位のチームには 

それぞれ、金、銀、銅のメダルを授与しております。大 

会当日の夜、二丁目でメダルをしている人がいたら 

「おめでとう」と声をかけてあげてくださいね。 

皆さんの応援、皆さんとの出会いを心待ちにしてい 

ます。ぜひ一度足をお運びください。心からお待ちし 

ております。 

第3回SPGW突行委興代表 

kyo-sk (2009^8月号表紙モデル) 

大会の情報を配信しています0 
tuiikkttr Qk spgc 

fspGcjffの！！•サブタイトルの 
由寮を教えて<だ<い。 

その季節ごとに、rspGcjの略は変 

わり、第1回目が rsummer*Drincess 

Gay CUPJ、第2回目で「summer」 

が「spring」に変更となり-;Spring 

でrincess Gay CupJの略となりま 

した。 
サブタイトルは第1回目が8月というこ 

ともあり-;〜真夏の女王決定戰SJ '第 

2回目は4月で「〜さくら大戦V熱き血 

潮の敝ぃ〜」でした。また今回は、北は北 

海道、南は沖韆までと、全国各地からイ 

ケメン出揃います。「お弁当をもつ 
てピクニック」という5月の季節を感じ 

iるイメ—ジもあ：^-7回のサブタイト 

ルに決定しました。 
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この大会に邏學として#加すること 
はで#家すか？あれば方法*ttえ 

1ださい。 
1つ目は、今回大会に出場しているチ— 

ムに入ること。これが|番早く出場でき 

る方法ですP 

2つ目は、自分たちでチ—ムを怍り' 他 

チ—ムと交流が深くなれば#加できる 

可能性が出てきます。これは労力や時 

かなり必要になると思います❶ 
最後に3つ目は、協賛店チ—ムにその大 

会だけ混ぜてもらう方法です。今回も 

新宿二丁目を代表するゲイパ—「九州 

男Jさんにスペシャルチ—ムとして出て 

いただく予定です。お店のママさんたち 

や常連さんで作られたその日だけの 
チ—ムです。お店のママさんたちに口税 

かれてバレ—の大会に出ることもある 
かもしれません。 

今後' イケメンやかわいい子を主体にし 

たチ—ム『バディJさんも出てもらえた 

ら嬸しいです(笑)• 

大金を■«しにい <ことはできます 
か？あればだ《い。 

観戦はもちろん可*です。新宿からも 

近いですし、新宿二丁目からタクシ—で 

ワンメ—夕Iで来れる場所で開催して 

おります。出会いはもちろん、それ以上 

に「バレ—ボ—ルを見ていてとても面白 

い」と言0ていただ<ことが多いです。 

体育館は2階で、観客席は3階にあり 
ます。ぜひお越しください！ 

新宿コズミックセンタ— (柬京都新宿区 
大久保3-1ro\TEL 03.3232-7701) 

体iは2階、—席は3階にあ：：^す0 



ノ白昼の新宿二丁目で、と被 
削作業をしているおぼこ 
い職人がひとり。同僚らの姿 
は見えず：ひとりで黙々と作 
業をしている。 



MODEL PROFILE 

将 
183cm 86kg 

•職業/会社員 
•趣味•特技/筋トレ 
•撮影の感想/バレーをする時はいつも 
ジムに行くような格好でやっているので、 
ュニフオームを着るのは新鮮でした。ボツ 
カットになってしまいましたが、アタックナ 
ンバーワンの挫折のポーズが印象的でし 
た(笑）。付録DVDに映っているので見て 
みて下さい。 

truii^er 修 @masasapporo 

-スな人がいいかなと思 

らくらはぎが太いのが好 

C![叫丄 

雎元•札_のゲイバーpは行ったりし1 

riDjさんかrコンドルjさんに行きます 

riDjさんが多いかな。ゴーゴ 

輩でもあるし、色々相談やアドバ 

います-自分が楽しまないとお！ 

いから、やる上では自分自身が楽I 
せなさいっていラ話をy: 

客さんを自分の彼氏 

を見せなさいってい 

好きなタイプを•え_ 

一緒に運動できたり 

マツタリ過ごせるマイ 

います。あえて言^右 

きで、子持ちししゃも^^^ 

たふく 

目纊がいつも下を向いてて、 

ら顔を見る感じです(笑)〇 

得来の•はありI 
ゴーゴーボーイとしては今年の1月にデビューし 

たので少し遅咲きですが、こういう業界に足を* 

み入れたので、見てくれる人や応援してくれる人 

になにかしらプラスになればいいなと思います。 

今後の予定としては一応今年のゴールデン 

ウィークに札幌でイペントをやろうという話をし 

てて、それに出るであろう…と思われます。 



，ほこい職人は、U[を^ 

3た。_なら雾-敦なトイレを借り 
コ場所なのに。そ;聲寄りつかないだろ 

1^ 〇 里 

おぼこい職欠■力 1おP 
ながら服を税‘ぐと_ 

の手がその体 
いく 0拒むお 1まこH職 
人にいらだち赛L， 

オナニーを見せるよ5 

に強要した。> 



少しの間、にこやかな会話がおこなわれ 
た。そして、おぼこい職人がそろそろ帰 
ろうかと思った頃、男はふとトィレがら 
何か持ち出してきた。すると、その持ち 
出したちのをおぼこい睡人に見せつけi 
さきほどよりは低い声でゆっくりと耳打 
ちした。 



4J Youさあ下部さん、今回ちよろしく 
御願いします！今回ご紹介する商品は 

nチラ！なにやらカゴのような形をし 
ていますが、なにか分かりますか？ 

下糠ん—、なんでしようね。あ、底に穴 
が空いていますよ！ 

Youよ\4G5?—そ盒ん5 

よ、{八こそが#H<のヒン^^ 

下8なるほど。では、この穴を利用して 
何かを入れると。 

Youそ/っです！それで、取っ手がつ 
いているので持ち運びができるんですよ。 

普段持ち歩けない大きなものを…。 

下Sん—わからないなあ。 
Youあれまあ、残念。では、早速実際 

に持ち運ぶちのを入れてみましようか。そ 
れでは、ど〇ぞ！ 

下！！ちよWなるほど'肉便器を持ち 
歩くつて言うことですね。 

YOUそのとおり！さて、下部さん 
はセックスの悩みとかってありますか？ 

下Sあ—、突然ムラムラしたときに処 
理できないとかならありますね。 

YOUさすがです！そんな下部さん 
にち0てこいの商品なんですよ。この携帯 

肉便器入れに別途用意した肉便器をセッ 
卜して持ち歩いたら…？ 

下»いつでちヤレる！ 
YOUふふふ。そうなんですよ。まさに 

夢のよ/っでしよ5?この商品のおかげ 
でムラムラだけではなく、EDや中折g 

んかち治ったなんて声があるんですよ。さ 
らには、モテるようになってケツ万長者に 

なったぞ！なんて嬉しい感想も。 

下S…それは、すごいですね！ 
YOUでは、さ〇そく下郜さんにも実 

際に使用していただきましようか。 

下Sわ—い、やった—。 
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綱巷の紙、 
#CいHIめて59で効果«実感しました。（東京齧/会社 
興/24譫か5の感想）•中折れ？もろそんなmeは忘 
れました。すべてこれのおかげです。人生が*わつた! 
(沖繩県/自営業/47織）•いまでは会社にまで携裕 
して使つています。璺休釀とかにす < 取?}出して*える 
ので侵利です。（新*乘/会社興/36饈からの感想） 
•思い切つr豆和に勘めてみました。おかげで家s円满 
です。（K馬県/公務員/2411からの®想） 

0いに！ 
日本上陸 

F 

※この特集はフイクシヨンです。 

、吸 
し 

企画•構成/YOUデザイン/カズ 86 



面に^!びろげ 
励こ〇微W羅繼! 0 

下部のほぐしテクの^^か、 
はすんなりとおこなねIk：。ス^® 
卜面を前面にしたこ 
ツ圧の調整も可能にH部稼働 
成を確かめる汔政相^^度要 

圖 r ^ 

カゴのサイドに施さねfc六ほぐ肉便器が射精を％ 
える際泌き妇舰使用炎るmもmる設計 



【ぎgg品を試igg达这随残職I 
淹写怪處便器边额ル:は着 

IgW夕と跡な■き-求めm麻、 

88 



ここは、日本海にほど近い温泉街。熱 

海や別府なんかに比べれば小さいし知名 

度もないけれど、その歴史は千年以上さ 

かのぼリ、明治大正時代には名のある芸 

術家達が滞在したという、由緒と情緒溢 

れる場所だ。 

オレは数ある温泉旅館の一つに次男と 

して生まれた。長男である兄貴が後継ぎ 

になるということもあリ、高校を卒業し 

て東京の大学に進学し、そのままアウト 

ドア用品メ—力—に就職した。そして社 

会人五年目の春、親父が急に他界し、暂 

くして兄貴から「そろそろこつちに帰っ 

てこないか？旅館を手伝えよ」と連絡 

があリ、翌年オレは故郷へと戻って実家 

の温泉宿を手伝うことになった。 

旅館の仕事といっても実質的なことは 

母親と兄貴とその嫁さんがやっている訳 

で、東京で営業•販売をしていたオレは、 

旅館の外面的な部分、接客や設備や広報 

を任された。以前の仕事と共通点もある 

が、まったく未知の部分も多く、毎日を 

多忙に過ごしていた。 

実家で働き始めて半年ほど経った頃、 

兄貴からあることをいわれた。「お前も 

そろそろ仕事にも慣れてきたことだし、 

気になS先輩との再会 



※しつこいよラですが、 
この特集はフイクシヨンです。 

さん、使用してみていかがでしたか？ 
下！！これ、すつごいいいですよ。本当に 

気持ちいいし便利です！ 
Youですよね〜。これで下部さんの 

突発的なムラムラも解消出来ますね。 
下81本当、それがイチバン嬉しいです。 

会社のトイレでオナニ—しなくて済みま 
すからね。で、これつてお値段はいくらく 

らぃなんでしょぅか？ 
YouよくIいてくれ5た！番 

m^sl4800R— 

下Bうわ〜、安いですね！お手頃！ 
2個霣えちやう！ 

Youさあ、いまからお箱話での受付 
開始です—.早速、n—ルセンタ—の方が 

騒がしくなつてまりました。ありがとうご 
ざいます！それでは'堅運の携帯肉便 

器」の紹介は以上です。 
YOU&下！！！おi、お待ちしK4Gり 

まIす。 



結婚してもいいだなんて、酔つ払いの 

軽い冗談だろぅ。だけどオレは、それか 

ら矢野先輩のことを意識するよぅになつ 

てしまつた。 

祭S後GHSf裏 

矢野先輩に対するもやもやとした感情 

を抱きながら、I年で一番忙しい夏を迎 

えることになった。世間でいぅ夏休み期 

間、この温泉街ではほぼ每晚、小さなイ 

ベントを開催していた。屋外の特設ス 

テ—ジで様々な演奏会やゲストを迎えて 

の卜—クシヨ—や夜祭風の催しなど。才 

レ達『若旦那衆』は本業の妨げにならな 

い程度に、それぞれイベントの警備•誘 

導や夜店の店子やステ—ジのMCなんか 

で貢献していた。 

そして夏のメインイベント、お盆の 

神輿担ぎ。もちろん『若旦那衆』も担ぎ 

手として毎年参加していた。 

お祭り当日、担ぎ手たちは神社にある 

建物のI室に集まった。 

rオレ、ふんどしなんて初めてっすよ」 

矢野先輩に向かってオレはいった。 

「いいから早く脱げ」 

この広い和室では、二十人ほどの男た 

ちが人目も気にせず、すっぽんぽんになつ 

てふんどしに着替えていた。 

「全部脱ぐんすか？」 

「当たリ前やろ。ほら早く」 

先輩に急かされ、オレは少し戸惑いな 

がら服を脱いだ。温泉街で育った訳だし、 

人前で裸になることに躊躇はなかったが、 

裸になって先輩にふんどしを締めてもら 

うという状況に興奮していたし、そんな 

自分に困惑していた。 

ぶらぶらと解放された玉とチンボが 

真っ白な布に包まれる。 

「おら、壁に手えついてヶツ突き出せ」 

いう通りにすると、先輩は後ろに回っ 

てぎゅっとふんどしの布を引き締めてく 

れた。 

「いいケツしてるじやね—か」 

そういって先輩はオレの尻肉を軽く叩 

ぃた。 

「大学んときは登山部でしたからね。今 

でもたまに登つてますし」 

「ええなぁ。今度おれも連れてけょ」 

先輩と二人で山登リ、悪くないな。そ 

んなことを考えている内に、先輩は淡々 

と服を脱ぎだした。背は低いが意外と筋 

肉質でがっしリと体格がいい。そして股 

の間にぶら下がる、黒い茂みに覆われた 

かわいらしいチンボと玉袋。 

「なに見てんだよ」 

ちよつと恥ずかしそうに先輩はいつた。 

「い、いや、結構いい体してますよね、先 

輩も」 

「おれもずっと野球やってるし、ゴルフも 

行くしな」 

先輩は慣れた手つきで揮を締めた。 

しかしなんだろう、この気持ち。どう 

してオレはふんどし姿の矢野先輩に胸を 

高鳴らせているのか。煩悩を払うように 

オレは頭を数回振リ、頰を両手で叩いた。 

「お？気合入ってるなあ」 
「しやつ！行きましよう先輩！」 

「おっし、行ったるか！」 

神輿は神社を出発して温泉街を練り歩 

き、また神社へと戻る行程だった。遅い 

午後とはいえ真夏の大気は暑く、オレ達 

は汗だくになリながら神輿を担ぎ、揺リ 

動かし、掛け声を出し続けた。 

矢野先輩の後ろで神輿を担ぐ。綺麗に 

刈り上げられたうなじに汗が滲む。服の 

上からではわからなかった、たくましい 

脚、腕。真っ白なふんどしで強調された 

張りのある尻肉。オレは先輩の躍動する 

肉体にずっと見惚れていた。 

「マル！最後までよ一やったなあ！」 

顔に汗水を滴らせ、矢野先輩は晴れ晴 

れとした笑顔でオレのそばに寄ってきた。 

「お疲れ様です！」 

「気持ち良かったろ！」 

「はい！」 

汗や内水で法被やふんどしを濡らした 

男達は、神輿と祭りの熱気冷めやらぬ感 

じで、興奮した熱気を放つていた。それ 

になにか一つのことをみんなで成し遂げ 

たという一体感が、すべての人にみなぎっ 

ていた。ああ、こうやって集まって行事 

をやることは、共同体の絆を深める大切 

なモノなんだな、としみじみ思った。 

「よっしゃ、マル。打ち上げ行くぞ打ち上 

げ！」 

いつの間にか『若旦那衆』が集まって 

いた。軽く片付けをして残りは明日とい 

うことで、みんな着替えもせず法被とふ 

んどし姿のまま、カラオケ店へと移動し 

た。 

この土地の人達はよく酒を飲む。なに 

かといえば宴会や飲みに誘われる。まあ 

オレも酒は好きだしそんなに弱くはない 

ので良かった。 

祭りの間中もみんな結構酒を飲んでい 

たのに、カラオケル—ムに入ってからも 

居酒屋のように注文した。ビ—ルに焼酎 

に日本酒、男だけの集まりということも 

あリ、オレ達『若旦那衆』は飲んでは歌っ 

て大いに盛リ上がった。 

昔っから男たちの繋がリが強い土地 

だった。それに加えて小さなコミニユティ 

ゆえに、独身者も既婚者も身近なところ 

で羽目を外すことが出来ないからか、自 

然と男同士できわどい雰囲気が作られる。 

みな狭い場所で精力を持て余している連 

中だ、仲間意識が高く暗黙の了解で、溜 

まった欲望を密かに解放する。 
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いい機会だ」と『若旦那衆』に参加する 

ことを勧められた。 

『若旦那衆』とは青年団みたいなもので、 

温泉街やこの地域で働く若い奴等が、い 

ろいろこの街を盛リ上げていこぅと集 

まったものだ。メンバーは旅館の跡取リ 

息子なんかを中心に、寿司屋の板前や土 

産物屋の店主など様々。活動の内容はこ 

の温泉街のピ—アIル活動や祭リや花火 

大会なんかの手伝い、その他イベントの 

企画•運営など多岐にわたる。実家の旅 

館の仕事に加えて青年団の活動なんて多 

忙極まりないなと思いながら、やっぱリ 

温泉街全体を活性化させなきゃといぅ気 

持ちで『若旦那衆』に参加することにした。 

やはり生まれ育った土地、今まで意識し 

なかったけど、オレにも地元を愛する気 

持ちが育ちつつあった。 

しばらくこの土地を離れていたから、 

皆に受け入れてもらえるか軽く不安だっ 

たけど、まったくの余所から来た人達も 

結構いたし、オレみたいにいったん外へ 

出てから戻ってきた人間も沢山いたので 

打ち解けるのに時間はかからなかった。 

それに中学までは地元の学校に通ってい 

たので、見知った顔もかなリあった。そ 

の中には老舗旅館の息子で中学の野球部 

でI緒だった矢野春人先輩がいた。 

「おお？おまえマルだよな？丸山旅 

館の、中学で野球部だった」 

オレの名前は丸山勇太だから、よくあ 

だ名で「マル」と呼ばれていた。 

「矢野先輩ですよね、お久しぶりです」 

「お〜、覚えてたか〜。忘れてたらぶっ飛 

ばすとこだったぜ〜」 

「忘れませんよぉ」 

「それにしてもゴツい体になったよな〜。 

あのときは中学I年だったっけ？ちっ 

ちゃかった頃とは別人だな」 

「あれから成長しましたからね。それに比 

ベて先輩は…」 

「あ？なんだよ」 

「いや、変わらないっすね」 

「/っるせえ！ チビっていうな！」 

「誰もチビなんていってないじゃないす 

か」 

「遠まわしにいってんだろ！」 

なぜだか矢野先輩とはゥマが合った。 

当時野球部で中学|年と三年の間柄だっ 

たのに先輩が面白おかしくかまってくれ 

て、かなり仲が良かった。 

矢野先輩は中学の頃からあまリ背が伸 

びていないようで、しかもオレが結構成 

長したから、十センチ以上の身長差が出 

来ていた。 

「先輩、メガネかけたんすね」 

「おお、高校出た辺リから目が悪くなつて 

な。似合うだろ？」 

「はあ、ていうか…かわいいですね」 

オレは思わず先輩の短髪頭をよしよし 

と撫でていた。 
「やっぱバカにしてんだろ！」 

そうやってぷリぶリ怒っている姿もか 

わいく見えた。童顔というか、仕草とい 

うか、とにかくしっかリと大人の男なの 

に雰囲気がかわいらしかった。少なく 

ともオレにはそう感じられた。懐かしく 

て、頼れて、安心出来る存在。ォレ達の仲 

が昔以上に良くなるのに時間はかからな 

かった。 

という訳で、実家の旅館の仕事が忙し 

い中でも、温泉街の青年団『若旦那衆』 

の活動は楽しいものになっていった。 

季節ごとにいろいろなイベントがあり、 

『若旦那衆』はいろんな形でそれらに関 

わっていた。それらを通じ、枠を超えた交 

流を重ねることによって、地元の人達と 

の親密さと街の一体感が深まっていった。 

もちろんオレ達『若旦那衆』内の親交 

も熱く、仕事の打ち上げの宴会だけでな 

く、個人的に仲の良い同士で飲みに行っ 

たリ、全体的に和気あいあいとしたもの 

だった。そして同業者同士で歳も近く先 

輩後輩の間柄の矢野先輩はなにかとォレ 

の面倒を見てくれて、仕事の悩みや相談 

を聴いてくれたリ温泉街の今後の在リ方 

なんかを熱く語たリ合ったリと、男二人 

で良く酒を酌み交わした。 

「マルさあ、東京はどうだつたよ？」 

二人居酒屋で飲んでいる最中、突然矢 

野先輩は訊いてきた。 

「え、まあ、今にして思えば、窮屈だった 

気がしますね。仕事の忙しさ大変さはそ 

んなに変わらないすけど、こっちの方が 

なんだか楽しいです」 

「おお、いうようになったなあ」 

「先輩は、ずっと地元で？」 

「大学ん時独り暮らししてたけど、近くの 

国立だったしな。卒業したら戻ってきた」 

「じゃあすぐ実家の旅館の仕事？」 

「そうやな。で、戻ってきたらいきなりお 

見合いの話持ってこられて。断ったけど 

な」 

「あれ、先輩長男でしたっけ？」 

「ああ。けど今は姉貴の旦那がいるし。そ 

れまでは早く結婚しろってやかましかっ 

たせ」 

「そんなもんすかねぇ」 
「はあ、マルが女だったらいいのになあ」 

先輩は日本酒を啜リながらぼんやりと 

咬いた。 

「え？」 

「おまえとだったら結婚してもいいのに、 

なんてな」 

こっちを見た先輩は、眼鏡の奥で目を 

細め人懐っこそうに笑った。 

オレはそれを見てドキッとしてしまつ 

た。相手は男の矢野先輩なのに、唐突に 

ギュッと抱き締めてやリたい衝動に駆ら 

れた。 
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m?am 

祭リの打ち上げから三日後、地元駅前 

でのピ—アIル活動を終えて、旅館まで 

矢野先輩のミニバンで送ってもらえるこ 

とになつた。 

酔っ払つたときはよくあることなので、 

あのカラオケでの出来事も先輩は気にし 

ていない風だったが、いかんせんこっち 

はどうしても意識してしまつた。 

「なぁマル、この後忙しいか？おれ、 

ちよっと寄リたいトコあるんやけど」 

「いや、特に急いでませんけど」 

「悪いな」 

藍色の甚平姿で車を運転する矢野先輩。 

襟元の隙間から胸が覗く。なるべく見な 

いようにしても、記憶が蘇ってしまう。 

祭りの打ち上げで、摘まんだ先輩の乳首 

の感触、声、体、ふんどし…。そのとき才 

レは気付いてしまった。自分が勃起して 

いることに。 

周囲を山で囲まれたこの街は、車を 

ちよっと走らせればすぐに山道へと至る。 

先輩は小川沿いの道路を上リ、途中で舗 

装もされていない林道へ入リ、少し走つ 

たところで車を停めた。 

「ここ、着いたんすか？」 

オレは車内から周囲を見回した。高い 

木々が両脇に立ち並び、蝉の鳴き声しか 

聞こえない人気のない場所だった。 

「マル、おれ、話があるんだ」 

「え？なんすか」 

矢野先輩はハンドルに両手を置き、真 

剣な顔で前を見ている。 

「この前のカラオケのこと、覚えてるか？」 

やっぱリ乳首をいじったことだろうか。 

おそらくそうだと思つて「ええ、まあ」と 

曖昧に答えた。 

「あんとき、おまえに乳首いじられてさ、 

実は、その…」 

そこで先輩はしばらく黙ってしまつた。 

いうべきか、いわざるべきか、迷っている 

風だった。 

「実はあんとき、スゲI、気持ち良くて」 

オレは黙って先を待った。 

「今まで生きてきた中で一番気持ち良く 

て、興奮して。それであの後自分で乳首 

いじってセンズリしてみたけど、おまえ 

にいじられたときほど気持ち良くなくて」 

そこまでいって先輩は言葉を切り、呼 

吸を整えた。 

「けどあんときの気持ち良さがどうしても 

忘れられなくて、あれからずっと悶々と 

しててさ、もうなんにも手に付かなくて 

上の空でおまえのことばつかリ考えて…」 

オレは突然の告白に、感激していた。 

こんなに矢野先輩に想われていたんだと、 

もの凄く嬉しかつた。 

「あのさあ、マル。だから、その、もうI回、 

おれの乳首いじってくれねえか？」 

矢野先輩はそういってオレを見た。 

「••.いいつすよ」 

オレは意を決して右手を伸ばし、先輩の 

甚平の襟元に手を入れ、乳首を摘まんだ。 

「んんっ」 

小さな呻き声を上げ、矢野先輩は目を 

つむり座席に背中をあずけた。 

ヒグラシの鳴き声が降リ注ぐ午後、日 

も傾きかけた薄暗い林道に停めた車の中、 

オレは先輩の乳首を摘まみ、弄び、男二 

人の静かな熱い呼吸だけが車中を満た 

していた。 

「はあ、はあ」 

次第に矢野先輩は、息も姿勢も乱し、 

脚を開き、股間の辺りに手を置いた。見 

ると藍色の甚平の前が膨らみ、そこにあ 

るモノの形を見せていた。 

心臓は壊れそうなほど高鳴り、頭に血 

が昇リ、オレはもう自分を抑えられなく 

なって、運転席のシ—卜を後ろに倒し、 

仰向けになった矢野先輩の上に跨った。 

「ま、マル…」 

そう咬いた先輩は、切なそうに、求める 

ようにオレを見上げた。 

ああ、なんてかわいいんだ。男なのに、 

男なのに、どうしてオレはこんなにも興 

奮して、勃起して、先輩のことが欲しい 

んだ。 

オレは勢いよく先輩の甚平の襟を左右 

に開き、むっちリとした胸を露にする。先 

輩はメガネの奥で目を細め、口を小さく開 

き、胸元をはだけ、薄い色の乳首を勃たせ 

ている。オレは堪らずむしやぶりつくよう 

に先輩の乳首を口に含み、吸った。 

「ああっ、マル…」 

短い悲鳴と共に先輩は体を緊張させ 

た。オレは片手で体を抱き寄せ、空い 

た手でもうIつの乳首をいらった。断 

続的に聞こえてくる喘ぎ声。この声が 

先輩の口から発せられていると思うと 

増々興奮する。こんな声出すんだ。男 

のくせに先輩はこんな声出すんだ。そ 

してオレがこの声を出させているんだ。 

オレの口で、舌で、指で、感じてくれて 

いるんだ。 

「先輩、気持ちいい？」 

オレは口を離し、指で両乳首を弾きな 

がら訊いた。先輩は答える代わりに目を 

強くつむリ、必死で耐えている表情で微 

かにうなずいた。 

「気持ちいいすか？」 

先輩は「うんうん」と甘い声を漏らす。 

「先輩、ちやんといってくださいよ」 

「バカ、なんでいわすんだよ」 

「だって、かわいいから」 

「くっ、ああ、気持ち'いいよ。マル、すげえ 

気持ちいい」 

顔を赤らめ、恥ずかしそう答える先輩の 
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この祭りの打ち上げでも、カラオケル— 

ムといぅ密室で、祭リとお酒と歌で高揚 

した『若旦那衆』の面々は、法被を脱ぎ捨 

て、ふんどし姿になリ、強壮な体を寄せ合 

い、なにかのきつかけを探していた。 

誰かが下ネタ的な替え歌を唄い、話題 

がおつぱいの話になつた。 

「おれ、乳首は感じね—な—」 

なにげない矢野先輩の発言に、オレは 

酔つた勢いで思わず食い付いてしまつた。 

「ホントすか？じやあいじつてもイイす 

か？」 

「おぅ、やつてみろよ」 

そのやリとリを聞いていた周りがのつ 

てきた。 

「お—、矢野が乳首いじつて欲しいつて 

よ！」 

一人が矢野先輩を背後から羽交い絞め 

に抑えた。 

「あつ、バカ、なにすんだよ！」 

「いいから丸山、春人の乳首かわいがつて 

やれよ！」 

「では、遠慮なく」 

酒と緊張で心臓バクバクさせながら、 

オレは矢野先輩の胸に手を伸ばす。小さ 

いが男らしい体格の先輩が、ふんどし姿 

で体を抑えられ、オレにあられもない姿 

を晒している。ヤバい、なんだこの興奮 

は？オレ、このメガネの小つちやい先 

輩の体がめちやくちや欲しくて堪んなく 

なつてる。 

震えてしまいそぅな指先で、矢野先輩 

の豆粒みたいな乳首を摘まむ。すると先 

輩は「ぅん」と小さく声を漏らして、体を 

少しよじつた。 

「春人ぉ、やつぱリ感じてんだろ？」 

羽交い絞めにしている奴がいつた。今 

や先輩は両手両足もみんなに押さえつけ 

られている。 

「感じてね—よ！」 

先輩は顔を真つ赤にして反論した。 

「丸山、両乳首いったれ！」 

いわれるまでもなく、オレは矢野先輩 

の両乳首を摘まみ、夢中になつてクリク 

リと指の間で転がした。ああ、なんていや 

らしい感触なんだ。 

先輩は必至で堪えた表情をしている。 

だけどそれは確実に乳首が感じている証 

拠だった。 

「春人ぉ、ふんどし盛り上がつてるで？」 

誰かの言葉で、矢野先輩の股間に目を 

やると、確かにふんどしの前が膨らみは 

じめていた。 

「んなわけね—だろ！」 

焦リ顔で抵抗をする先輩も、なんだか 

愛しく思えてしまつた。 

そこでカラオケルIムのインタIフォ 

ンがけたたましく鳴り、宴もたけなわに 

時間切れを知らせてきた。 



「先輩…お願いがあリます」 

「な、なんだよ」 

「先輩に、入れてもいいすか？」 

それだけで通じたようで、先輩は運転 

席のドアに付いている収納からコンド— 

ムとボトルを取リ出した。 

「ゴムと、口—シヨンだ」 

前回ここで先輩と関係を持つた後、実 

はネットで男同士のセックスを調べてみ 

たんだ。どうやら先輩も同じらしかつた。 

だからオレは無言で了解して、スラックス 

とパンツを脱ぎ捨て、ゴムを装着し、口— 

シヨンを先輩のケツの穴に塗リ込んだ。 

口—シヨンで濡れた指を先輩のアナル 

に挿し込む。先輩は体を緊張させ、穴が 

生き物みたいに指をP1え込んでいく。ヤ 

パい、まったくの未知の領域だけど、す 

げぇ興奮する。 

「先輩、どんな感じすか？」 

好奇心で訊いてみた。 

「うん、なんか変な、つていうかちよつと 

気持ちいいかも」 

「え？気持ちいいんすか？」 

ケツの穴が気持ちいいなんて、結構半 

信半疑だった。でも、見れば先輩のチン 

ポは半勃ちになつて、先っちよから透明 

な粘液を糸を引いて垂らしている。 

「せ、先輩、もう、もう入れていいすかね？」 

「バカ、焦んな。ここ狭いかれが上になる」 

「え？」 



顔が、もの凄く愛しくて、思わず唇を重ね 

てしまった。キスは何度もしたことあるけ 

ど、男とするのは初めだった。だけど今ま 

でで一番興奮して美味しく感じるキスだっ 

た。ゥマい、ゥマい、先輩の口めっちゃゥ 

マい。文字通リ先輩の口を獣のように貪リ、 

先輩もそれに激しく応えてくれた。そう、 

オレ達はお互い飢えていたんだ。 

キスしている間中もずつと乳首をいじ 

リ続け、弾き、摘まみ、捻り、引っ搔き、 

耐えかねた先輩は暴れるほどに体を悶え 

させた。 

「ああっ、マル。おれ、おかしくなっちま 

ラ！」 

頼りになる大人の男である矢野先輩が、 

甚平の襟を乱し、胸を曝け出し、乳首を 

いいようにされて女みたいに喘いでいる 

姿は、更なる欲望を搔き立てた。 

甚平の下着を下ろすと、パンパンにテ 

ントを張ったトランクスが現れた。 

「先輩、パンツの先が染みになってますよ」 

「うるせえ、おまえがそうしたんやろお」 

先輩は恥ずかしいのか、腕で目の辺リ 

を隠した。そういうシャイな仕草をする 

のに、体は正直に反応している様子がま 

た良かった。 

はやる心を抑えながら、ゆつくリと卜 

ランクスをずリ下ろす。そこには先輩の 

欲望そのものが肉の棒となつて隆々と脈 

打ちながらいきリ勃つていた。 

自分以外の男の勃起したチンボを間近 

で見るのも初めてだった。他人のモノと 

いうだけで、こんなにも生々しく肉々し 

くいやらしいとは。男が性欲を昂らせ性 

的に興奮しているところを客観的に見て、 

オレ自身も欲情させられた。この先走リ 

で濡れた肉棒を触れば、先輩は更に気持 

ち良くなってくれるんだと思うと、居て 

も立ってもいられなかった。 

オレは躊躇なく、先輩のモノを頰 

張った。 

「あっ、マル、なにを…」 

そんなこといいながらして欲しかった 

んでしょ？と少し意地悪な気持ちを楽し 

む。唇と舌で亀頭をねぶる度に、先輩は 

切なく甘い声を漏らす。その声がオレを 

心底喜ばす。 

ひとしきりチンボを苛めた後、次はふ 

てぶてしくぶら下がっている陰嚢を舐め 

てやる。すると先輩は体をビクンと反応 

させ、快感の悲鳴を上げた。 

「先輩の金玉もかわいいっすね」 

オレは先走リでヌルヌルになった肉樺 

を扱きながらいった。 

「はっ、マル、ダメだ、イキそう」 

「もうイッちゃうんすか？」 

「あっ、ダメ、それ以上、あっっ」 

先輩は腰を痙攣させ、勢い良く白濁と 

した欲望を何度も噴き出した。 

騎乗位で先輩奄？ま— 

矢野先輩と車の中での逢瀬から一週間 

が過ぎた。その間偶然なのか先輩に一度 

も会う機会がなかった。それまでだった 

ら週に三回は、なにかにつけて顔を合わ 

せていたのに。 

落ち着かないまま日々を過ごし、先輩 

のふんどし姿や乱れた甚平姿がオレをさ 

いなんだ。 

ダメだ、やっぱリどうしても先輩の体 

を欲している。あの笑顔、恍惚の顔、あの 

声、あの唇、綺麗な乳首、濡れたチンボ、 

ぶりぶリのヶツ、抱き心地が丁度いいあ 

の体。 

欲しくて堪らない。 

我慢が限界に達しそうな頃、先輩から 

電話があった。 

「よう、マル。ドライブ行かねえか？」 

「いいすね」 

オレは平静を保って淡々と話した。 

「明日は？」 

「ご、午後なら」 

用事があったってなにがなんでも行く 

つもりだつた。 

翌日、約束した時間に矢野先輩は車で 

迎えに来てくれた。行先も相談しないま 

ま、お互い無言だった。なにもいわずとも、 

もう既に決まっていた。 

車は先日の林道へと入リ、同じ場所で停 

まった。先輩はまた甚平を着ていた。オレ 

は半袖の白シャツに灰色のスラックス。 

先輩がエンジンを止めて、十秒ほど息 

詰まるような沈黙が過ぎた後、オレはい 

きなリ運転席のシ—卜と先輩を後ろに押 

し倒し、メガネが顔に当たるのも構わず 

激しく 口を吸った。同時に甚平の襟元を 

開き、乳首を指で摘まむ。先輩は大きく 

悶え、塞がれた口で色っぽく呻き声を上 

げた。 

じゆるじゆると舌と唾液が混じり合う。 

ひとしきリロを味わった後、オレは顔を 

上げて?L首をいじられ感じている先輩の 

表情を眺めた。 

「なに、見てんだ」 

「先輩の気持ち良さそうな顔」 

「そんな、見んなって」 

「ホラホラ、先輩気持ちいいでしよ？」 

オレはそういって両乳首を摘まんで転 

がす。 

「ああっ、マル、あんっ」 

もう恥らっている余裕もないみたいで、 

先輩は欲しがるようによがリ声を上げた。 

限界だ。我慢出来ない。相手は男の矢 

野先輩だってわかってる。だけど男の本 

能はどうしようもない。オレの限界まで 

膨れ上がった欲望とチンボが、なにがな 

んでも先輩の体を求めているんだ。 
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先輩はオレを座席に仰向けに寝かせ、 

自分が上から跨るらしい。いわゆる騎乗 

位の体勢だ。 

なんだこの眺めは。前をはだけた甚平 

の上着だけ着て下半身丸出しの矢野先輩 

が、自分のヶツの穴にオレのチンボを当 

てがつて、しやがみ込もうとしている。/つ 

わ、入つていく。オレのチンボが先輩の 

中に入つていく。 

苦悶の表情をしていた先輩が、下の口 

でチンボを根元まで哇ぇ込んで、ようや 

く I息ついた。 

「よせ、まだ動くなよ」 

「大丈夫すか？」 

「んんん、ていうか…」 

「なに？」 

「マルのチンボが、スゲ—熱い」 

先輩は顔を真つ赤にし、オレもなんか 

もの凄く照れてしまつた。やつぱリオレ 

のチンボは先輩の中にちゃんと入つてる 

んだ。 

「待てつて、おれが自分で動くから」 

そういつて先輩は乗馬みたいにゆつく 

リとオレの上で体を揺すリ始めた。メガ 

ネの奥でじつくリと感覚を味わうように 

目をつむリ、上下する度に吐息を漏らす。 

やっぱりかわいいな。年上のくせに童 

顔で、背が小さくて、強がリで、素直じや 

なくて、でも頼リになる。そんな先輩の 

中にオレはチンボ入れ、それで喜ばせて 

いる。もっともっとオレのチンボで気持 

ち良くさせてやりたい。眼鏡の顔を泣く 

くらいによがらせたい。 

オレは先輩の動きに合わせて腰を突き 

上げた。 

「あ、まつ、て」 

「先輩、もつと声出してもいいつすよ」 

フつる、せえ、んんつ」 

「ほら、気持ちいいんでしよ？かわいく 

声出してくださいよ」 

オレは突き上げる速さを上げていく。 

「あっ、ダメ、そんなに！」 

「どうしたんすか？先輩。オレもう我慢 

できないっすよ」 

「ああ！マル、あっ、ああ！」 

矢野先輩はオレの上でボールみたいに 

跳ねた。先輩がオレに跨って、股の間に 

雄々しくチンボおつ勃ててそれをいやら 

しく揺らしている。ケツの穴を下から突 

かれて、チンボから先走リ漏らして、泣き 

そうな顔でよがっている。堪んないぜ。 

「はっ、はっ、スゲエ」 

「どうすか？先輩」 

「ケツ、が」 

「え？」 

「ケツが、気持ちいい。マルのチンボが、 

気持ちいい！」 

もつともつと気持ち良くしてあげます 

よ。もつともつとオレのチンボで気持ち 

良くなつてくだいよ。オレは激しく先輩 

の穴を突き上げ、はだけた胸に手を伸ば 

し、乳首をいらつた。 

「んんっ、マル、マル！」 

切なく名前を呼ぶ先輩は、自分のチン 

ポを扱きだした。 

「先輩、オレも、スゲェ、気持ちいいっす」 

「ああっ、マル、ダメ、イク、イッちゃぅ！」 

まるで懇願するよぅに、先輩は叫んだ。 

それに応えて、オレは更に力強く犯し、乳 

首を摘み上げた。 

「ああああ、イク、イク、イク！」 

「オレのチンボで、イッちゃってくださ 

ぃ！」 

ヶツの穴を激しく突かれ、乳首を責め 

られながら、矢野先輩は思いのたけを才 

レの腹の上に何度も絞り出した。 

「はぁ、はぁ、はぁ、マル…」 

汗を滲ませ、憔悴した顔に先輩は笑顔 

を浮かべ、オレを見下ろした。 

オレ達は一応服を着て、車内でしばら 

く抱き合っていた。 

「先輩、かわいかったですよ」 

「やかましい。もつと離れろ」 

「『マル〜、気持ちいい〜、好きだ〜』って 

いつてましたよ」 

「ば、バカ！そんなこといつてねIし！」 

「あ、じやあオレのこと嫌いなんすか？」 

「そ、そういう訳じや…」 

「もうやあらしいことしないんすか？」 

先輩はなにかいおうとしたけど、オレ 

が先に口を出した。 

rオレは矢野先輩のこと、大好きですよ」 

先輩は驚いた顔をして赤面した。 

「お、おれだって…」 

「なんすか？」 

「そんなこと、いわすな」 

そういって先輩は寝返りをうって反対を 

向いてしまつた。オレはその背中を抱き 

締め、首筋を愛撫した。 

「うんん」 

「あれ、先輩、また勃つてますよ？」 

「おまえが触るからだろ！」 

「先輩、『もう|度犯してください』って 

いえばしてあげますよ」 

「せつて—いわね—し！」 

先輩の小さな耳がみるみる赤くなる。 

木々に囲まれ、昼でも日が当たらないこ 

の場所は、かなり涼しい。開けた窓から、 

新鮮なそよ風が入ってくる。蝉の声が、 

抱き合ったオレ達を包む。 

「マル…」 

「はい？」 

「またしような」 

「はぃ」 

「マル、好きやで」 

rオレもです」 

「頑張ってこの温泉街、盛リ上げていこうな」 

「もちろんです」 

<了> 
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これまでのあらすじ 
ナオの彼氏は高校生の時から付き合つ 

ている同い年のトウイチロウ。「ぼI 

ん•でぃす•ぅぇい！」の|発ギヤ 

グとTVでのカミングアウトを機に 

大注目されたお笑い芸人だ。そんな 

彼が、愛すべき先輩や尊敬する師匠と 

の出来事を通し、ゲイであることに誇 
リを持ち、恋人ナオとの関係を大切に 

日々、前向きに生きていくのだつた。 

決戦前日m契U 

トウイチロウが、ぴリぴリしている。 

別に、同棲するぼくに八つ当たりすると 

かはないけど、ソファ—に並んでテレビ 

を観ていて、ふと視線を向ければ、彼の眉 

間にはグランドキヤニオンも真つ青な深 

ぃしわ。 

ぴリぴリしている。それも無理はない。 

若手ピン芸人の日本|を決める大会、「ピ 

ンONEグランプリ」を翌日に控えてい 

るのだ。 

トウイチロウと暮らして長い。彼はテ 

レビでゲイだとカミングアウトして、様々 

な幸運に恵まれてテレビでの居場所を見 

つけていた。プライべ—卜での出来事だ 

けれども、恩人の死を切つ掛けに迷いが 

吹つ切れて、リアクシヨン芸が冴えて「卜 

ウイチロウおもろい」という声をネツト 

で見るようになったし、業界関係者も彼 

を使いたがる。 

でも、となりでトウイチロウが親指の 

爪を嚙んでいる。いらいらしているとき 

の癖。もうずいぶんと前に直ったはずな 

のに。 

テレビで見ない日はなくなったが、卜 

ウイチロウが重宝されているのは、言わ 

ば「キヤラ」の部分だ。いじられ方やリア 

クシヨンや天然っぶりが評価されて、彼 

は仕事をもらっている。 

それは、間違いなく有リがたいことで 

あリ'でも、彼にしたら口惜しいことでも 

あるだろう。芸人なのだ、専門である一 

人コント、ネタを評価されたいだろう。 

予選を勝ち抜いて明日のグランプリの 

決勝に残り、彼は、どうしても優勝した 

いはずだ。日本|、その称号がほしいだ 

ろラ。 

だから、彼はいらいらぴりぴりしてい 

る。 

テレビにDJゆたかが映り、トウイチ 

ロウの眉間のしわがもっと深くなった。 

DJゆたかは、事務所が違うけれども 

トウイチロウと同期で、彼もテレビでの 

仕事を増やしており、つまり、トウイチロ 

ウのライバルだ。DJゆたかも明日のグ 

ランプリに出て、下馬評では、優勝候補、 

と目されている。 

「失敗したきやり—ばみゆばみゆみたいな 7 



どぅやら僕にも 

「突飛好ち吠 
伝染レたといブ 

アンチに絡まれる 

かもなんだよ？ ^ 

飞”ポ 
守なの 

僕達が楽しく 
生きてるとこ 

見せればいいんじや 
ない？ 

「突飛」が「定番」に 

なつたのかちね 
，你Sr容:;.r、'.xバ 

_ 

106 



「ぅ…ナオ、今日烈しい」 

答えない。せつけんの残リ香を嗅ぎな 

がら、ひたすらにトウイチロウを感じさ 

せたくて、ぼくは吸い、舐めて、擦リ、ま 

た舐める。 

「やべ…イツちゃぅよ」 

トウイチロウがぼくの口からちんこを 

外して、今度はぼくに圧し掛かつてきた。 

唼えるつもリがないのだろう、口—シヨ 

ンをたつぶリと手に取リ、そのべとべと 

の手のひらで、ぼくのちんこを握る。 

ぐちょ、くちょ、と音を立てながら、先 

端を擦り、全体を擦リ、その間もトウイチ 

ロウがぼくの乳首を口に含み、「あ」ぼ 

くは声を洩らしてしまう。 

「ナオも、いじくつて」 

口—シヨンを渡されてぼくもそれを手 

のひらに塗リ、もう唼えなくていいとい 

う意味だろう、ゴムをトウイチロウが外 

している。 

ぼくたちは身体を寄せ合い、互いの性 

器を握リ合い、擦リ合い、感じている顔を 

表情をI切見逃さないよぅに努める。 

トゥイチロゥの顔がゆがんできた。息 

も乱れてきた。その顔、その顔がどれほど 

に色っぽいか。 

「ナオ、おれ、もう-」 

トウイチロウが、自分のお腹に精を放つ 

た。 

その顔を見ていたら耐え切れなくなつ 

て、ぼくも自分の胸まで精液を飛ばした。 

手がべとべとで息が荒く、あまリにも 

乱れた姿をさらしたことが照れ臭く、ぼ 

くたちは眼を見合わせて、へへ、と笑う。 

「もうI回お風呂に入らないと」 

「そうだな。いつしよに入ろう」 

トウイチロウの緊張がほどけている。 

明日のグランプリに、いい状態で臨んで 

くれたらいいけど。 



メイクしやがつて！」 

ゲストのグラドルにDJゆたかが鋭く 

毒を吐いて、会場がどかんとウケる。彼 

はトウイチロウと違い、頭が切れて口が 

達者だ。 

ウケているDJゆたかを、険しい眼で 

見ているトウイチロウ。駄目だ、こんな 

にぴリぴリしていたら、勝てるもんも勝 

てなくなる。 

ひとつだけ、自分に約束していること 

がある。ぼくは、DJゆたかがあまり好 

きではないけれども、トウイチロウに他 

の芸人さんの悪口を言わない。 

すべての芸人さんの味方をすることは、 

トウイチロウと関係を続ける上でとても 

大切なことだと思つた。 

だから、悪口を言う代わりに、ぼくは卜 

ウイチロウの肩に甘えるように頭を預け 

る。 

ぼくを見て、はつと気づいたように眉 

間のしわが消えて、トウイチロウがほほ 

笑む。ぼくもほほ笑み返して、自然と顔 

と顔が近づいて、唇を合わせた。 

唇が離れて眼が和み合つていることを 

確認して、「お風呂いつしよに入ろうか」 

ぼくは提案する。うん、トウイチロウが 

うなずいた。 

服を脱いで浴室に入る。浴槽のお湯か 

ら、安っぽい入浴剤の匂いがする。 

「背中、流してあげる」 

ぼくは言い、お風呂椅子にトウイチロ 

ウを座らせた。 

バススポンジを|旦手にして考え直し、 

直接手のひらに液体せっけんを取る。たっ 

ぷリ泡立てて、手のひらで、トウイチロウ 

の背中を洗う。だって、トウイチロウに 

さわりたかったから。 

しみのない、背筋の浮いたきれいな身 

体。肩甲骨。背骨。お笑い芸人として、日々 

闘っている男の背中。 

「なあ-」後姿のまま、トウイチロウ 

が言う。「-おれ、明日勝てるかなあ」 

「さあ」ぼくは言った。「分かんない。でも、 

精一杯やるのが大事なんじやない？」 

r…そうだよな」 

背中から苛立ちが消えたようで、ぼく 

はトウイチロウのうなじに、ちゆ、と軽く 

□づけた。そのまま、せっけんでぬるぬる 

する背中に抱きついている。 

「そんなんされると勃っちやうんですけ 

ど」 

トウイチロウが笑いながら言う。 

「ぼくも」 

実際、ぼくのあれも硬くなリつつある。 

トウイチロウが身体の前面や脚を洗い、 

髪をぼくが洗ってやる、トリマ—みたい 

に。大事なペットを手入れするみたいに。 

交代して、今度はトウイチロウがぼく 

の背中を流してくれた。 

せつけんを塗ったトウイチロウの大き 

く温かい手のひらが、ぼくの背中を撫で 

て、手のひらがいたずらのように身体の 

前面にまわリ、ぼくの胸を腹を撫でて、胸 

の突起をぬるぬるの手のひらで撫でて、 

つまむ。 

「ん」 

ぼくは反応し、乳首が尖リちんこも硬 

くなった。さわっているうちに昂奮した 

のだろう、背中にトウイチロウの硬くなっ 

たちんこが当たっている。 

髪を洗い全身を洗い、ぼくたちはふた 

リで狭い湯船に浸かる。あぐらをかいた 

トウイチロウの両脚の間に収まる形で、 

ぼくは湯に浸かっている。 

お尻に、トウイチロウのちんこが当たっ 

ている。その感触に類が赤くなリ、大き 

なぬいぐるみを抱えるようにトウイチロ 

ウがぼくを抱き締めて、首筋に、何度も 

口づけてくる。 

いとおしさが胸にせりあがってきて、 

ぼくは男らしいごつごつしたトウイチロ 

ウの手の甲に何度もお返しのように口づ 

ける。トウイチロウの指がぼくの胸を這 

いぼくの乳首をさわさわと撫でる。快感 

が徐々に高まって、この男がほしい、それ 

以外のことをぼくは考えなかった。 

ベッドに行こう、そう言いたいけれど 

も恥ずかしくて言えなくて、だから代わ 

リに、ぼくは後ろ手にトウイチロウのち 

んこを握る。 

ちやぶ、と湯がはねて「う…」トウイチ 

ロウが背後でうめき、分かっている、彼も、 

ベッドに行きたがっている。 

ふリ返ってトウイチロウを見たぼくの 

眼は、きっと欲情して潤んでいるだろう。 

トウイチロウの眼にも、欲情した怪しい 

色が宿っている。 

ぼくたちは湯を出て脱衣場で雑に身体 

をバスタオルで拭き、裸のまま寝室に飛 

び込んだ。じやれ合うように、もつれ合う 

ように、ベッドにふたりで倒れ込む。 

眼が合い、口づけ合い、身体をくすぐっ 

て笑い声が重なって、ふれている、そのこ 

とが只うれしくて、好きだよ好きだよ好 

きだよ、胸いっぱいに充ちた思いを視線 

に込めて伝える。 

じやれ合いは次第に熱を帯びて、洩れ 

る声には艶が混じってきた。ふれ合って 

いるだけじや厭だ、もつともつともつと、 

もつとトウイチロウがほしい。 

ぼくたちは骨が折れんばかりに抱き締 

め合い、舌を絡めて相手の唾液の味を感 

じ、欲情がすでに暴走して、さわってさ 

わって、腰が勝手に動いて性器を相手の 

身体に擦リつける。 

もう駄目、我慢できない。 

欲望が弾けてトウイチロウをぼくは握 

リ、それでもかろうじて残っている理性 

でちんこにコンド—ムをつけて、後はが 

むしやらに哩える。 



よね。でも、知つてるでしよ、トウイチロ 

ウは三振かホ—ムランか、つていう芸人 

なの。当たれば、分かんないよね」 

そうだ、トウイチロウは当たると大き 

いのだ、きつと下馬評なんて覆せる。 

観覧席に着き、一番後列の目立たない 

席に案内された。 

「じやあ、あたしトウイチロウの様子を見 

てくるから」 

「ぁ、はい」 

席が、徐々に埋まりつつある。女性客 

のほうが多いだろうか、みんな笑顔が頰 

に貼リついて、これから愉しい時間をす 

ごせるのだと浮き浮きしている。 

でも、気づかないうちにぼくの眉間に 

はしわが寄つてしまつたようだ。ぼくが 

舞台に立つわけでもないのに、緊張して 

いる。ご両親に絶縁されたトウイチロウ、 

ぼくをまつすぐに見てくれるトウイチロ 

ウ、優勝してほしい。 

放送開始時刻が近づき、前説の芸人さ 

んが注意事項を述べてゆく。携帯電話の 

電源は切つてほしいこと、番組を盛リあ 

げるために、おもしろいと思つたら大声 

で笑つてほしいことなど。 

ピン〇NEグランプリの決勝には八人 

の芸人が参加している。前半、後半、そ 

れぞれ四人の芸人がネタを披露して、い 

ちばんおもしろかつたふたりが優勝決定 

戦に進出して、二本目のネタを披露して 

優勝者が決まる。 

緊張が高まる。DJゆたかは前半に登 

場して、トウイチロウの出番は後半だ。 

ふたりが闘ぅとしたら、優勝決定戦だ。 

やがて、十九時となリ番組開始を告げ 

る音楽が流れて、ぼくたちは盛大に拍手 

をする。司会者は、トウイチロウもお世 

話になっている売れっ子中堅芸人、浪花 

ブリリアントだ。 

「いや—、始まりましたね」 

浪花ブリリアントのボケ担当、タツキ 

さんが口を開いた。ぼくもI度だけタツ 

キさんに会つたことがあるけど、ひや—、 

相変わらず男前—。てかったス—ツがお 

似合い。 

「始まリましたねピン〇N Eグランプリ、 

緊張しますね」 

タツキさんの相方さんがソフトな口調 

で言ぅ。タツキさんがすかさずボケた。 

「緊張するな、どんな惨事が待ってるかと 

思てね」 

「惨事なんて起これへんやろ」 

「起こるよ—、誰か盛大にスべるて、間違 

いない、愉しみやわ」 

「後輩がスべるの愉しいんか、悪いやっ 

ちやなあ」 

「楽屋、覗いたつてん。緊張でオェェつて、 

えずいとる奴がおんねん。おもろいわ—」 

浪花ブリリアントのやリ取リにぼくを 

含めた観客が笑い、いい感じに会場の雰 

囲気があつたまっている。この空気なら、 

演者はネタをやりやすいだろう。にして 

も、まさか、えずいたのはトウイチロウで 

はないだろうか。 

女性アナウンサ—によるル—ル説明が 

あリ、審査員の紹介があり、演者全員が 

舞台に呼ばれた。やっぱり緊張している 

のだろうか、トウイチロウの顔が固い。 

「どや調子は？」 

タツキさんがDJゆたかにマイクを向 

ける。 

「こんなクズ芸人どもといっしよにされた 

くないですからね！勝ちますよ！」 

「おお—、強気やねえ」 

DJゆたかの発言はごうまんだけれど 

も、余裕のあらわれと見える気もする。 

「トウイチロウくんどうですか、意気込み 

は？」 

タツキさんの相方さんがマイクを向け 

る。顔の固いトウイチロウが、脈絡なく 

新ギャグを炸裂させた。 

「大正デモクラシ-」 

叫びながら変なポ—ズを決める。笑っ 

たお客さんもいたが、あまリに突然に馴 

染みのないギャグを放リ込まれたので、 

ほとんどのお客さんがドンビキしている。 

「トウイチロウはアホですからね、平常運 

転ということでね」 

タツキさんがつめたく言い放つが、そ 

れは愛情あるサボ—卜だ。突き放すとい 

う形で、トウイチロウをツッコんでくれ 

たのだ。会場で起こる小さな笑い。 

音楽が流れて、「CMの後、いよいよネ 

夕披露です！」タツキさんの相方さんが 

言っ。演者が舞台そでに消えるI瞬、D 

Jゆたかとトウイチロウがにらみ合った 

のが見えた。やっぱり、お互いをライバル 

と考えているのだろう。緊張で、ぼくの 

手のひらに汗がにじむ。 

ネタ披露が始まり、何人もの演者があ 

らわれて、DJゆたかの番となった。彼 

は音楽ネタが得意で、テンポの速い打ち 

込み系のサウンドをバックに、ダンスを 

巧みに踊る。 

「フェイスブックで『いいね！』がつかな 

い-•皆おれを嫌つているんだ > タン 

スの角に小指をぶつけるがいいょ」 

主に、自意識過剰な人あるあるを音楽 

に乗せてしやべるのだ。 

「整形したつていいじやないょ二箇月 

前と顔ちがつてもいいじやないJでも 

整形してそのレベル？無駄だったん 

じやね？」 

繰リ出すギャグがどかんどかん観客を 

笑わせる。さすがだ。あるあるネタの質の 

高さもさることながら、ダンスも超絶う 

まい。デカイロを叩くだけのことはある。 

圧卷だった。0一ゆたかのネタが終わ 

り、観客たちが大きな拍手をしている。 

前半が終わリ、半ば予想通リ0リゆた 



両親と囚茛事尝 

I箇月くらい前の日曜日、トウイチロ 

ウとふたリで、ぼくの実家に行った。 

「ご両親にご挨拶したい」 

トウイチロウがそう言ってくれたのだ。 

大学生の頃に、ぼくは両親にゲイだと伝 

えて恋人がいることも教えてある。 

天気のいい日だった。トウイチロウは 

着なれないス—ツを着て、電車を乗り継 

いでふたリで実家を訪れた。 

「初めまして。清田藤I郎と申します。ご 

子息の直樹くんとお付き合いさせて頂い 

ております。よろしくお願いします」 

玄関先、出迎えたお袋とおやじに、藤 

一郎は立派な挨拶をしてくれた。おやじ 

が恐縮したように「こちらこそ、よろしく 

お願いします、うちの馬鹿息子がお世話 

になって」と頭をさげて、お袋が「食事を 

用意していますから、どうぞ」と家にあ 

げた。 

口—ストビ—フにお寿司、シ—フIド 

サラダにシチユI、お酒、居間の食卓には 

ご馳走が並んでいた。 

「どうぞ」「あリがとうございます」と皆 

でビ—ルを注ぎ合い会話も進んで(お袋 

はご近所さんに配るから、と、ちやつかリ 

サイン色紙を渡していた)、愉しく食事を 

した。 

「誠実な、いい青年だねえ」感心したよう 

におやじが言い、「お仕事もがんばって 

るし」お袋が笑う。うちの両親の性格を 

考えたら大して心配はしていなかったけ 

れども、やっぱり安堵、トウイチロウをぼ 

くの恋人だとすんなり認めてくれたらし 

い。「新しい息子ができたみたいだな、は 

はは」と、おやじは酔つぱらつてテンショ 

ンをあげていた。 

八時をすぎたくらいに実家を出て、ふ 

たリで暮らす高円寺のマンションへとも 

どった。無事に挨桜が済んでよかったね、 

と話し合い、でも、かすかにトウイチロ 

ウの表情が曇ったことをぼくは見逃さな 

かった。 

高校生の頃、何度かやつの家に遊びに 

行った。大きな家、というか邸宅と呼ん 

だほうがいいかもしれない。 

トウイチロウのお父さんは大企業の偉 

いさんで、お母さんは、大学の教授だと 

聞いた。そう、トウイチロウは、実は育ち 

のいいお坊ちゃんなのだ。 

トウイチロウが、お父さんとお母さん 

の悪口をぼくに話したことはない。でも 

察している。大学を中退したことも、芸 

人になつたことも、男と付き合い男と暮 

らしていることも、ご両親は反対してい 

る。世間体を気にしているから。話し合 

いの余地なし。 

「おれ、親に逆らいたくて芸人になつたの 

かもしんないなあ」 

いつだっただろう、独り言のように、卜 

ウイチロウがそうつぶやいたことがある。 

家庭の雰囲気がどうだったのか、ご両 

親にどう愛情を注がれたのか、彼が語る 

ことはI度もない。語らないのは、語れ 

ないからではないだろうか。語れるだけ 

の温かい雰囲気も、愛情も、経験してい 

ないのではないだろうか。 

たぶん、トウイチロウはご両親に縁を 

切られたも同然で、でも、自分で選んだ 

道を自分で進むために歩き始めたのだ。 

そして、いつだつてまつすぐにぼくだ 

けを見ていてくれる。 

だから、その思いにぼくも応えたい。 

頼まれた残業を断わり、終業べルが鳴 

ると同時に会社を飛び出した。タクシ— 

を拾い、テレビ局の名をドライバ—さん 

に伝える。|時間後、ピンONEグラン 

プリがゴ—ルデンタイムに全国ネットで 

放送されるのだ。 

三十分ほどしてテレビ局に着き、お釣 

リを受け取つてタクシ—を降リると玄関 

の横に田島さんが立っていた。 

「あ、ナオくん、こつちこつち」 

「お待たせしました。C:'ぶさたしてます」 

田島さんはネイビIのスーツを着て、 

ボストンバッグを肩に掛けて長い髪を後 

ろでひとつにまとめている。彼女はアラ 

サ—で、トウイチロウのマネ—ジャ—だ。 

トウイチロウがゲイだとカミングアウ 

卜したとき、事務所では問題になつたら 

しい。そのとき、トウイチロウをかばつて 

くれたのが彼女だった。 

rゲイでも何でも芸人はおもしろければ 

勝ち、あたしが責任を持って彼を売リま 

す！」 

と、社長たちに宣言したらしい。 

実際、彼女は一生懸命に売リ込みをし 

てくれて、私生活の相談にも乗ってくれ 

て、トウイチロウは仕事の面で、彼女を 

とても信頼している、ぼくが、ちょびつと 

嫉妬するくらいに。 

「はい、これ」 

田島さんに、関係者であることを証明 

する一Dカードを渡されて首からさげる。 

田島さんのはからいで、観覧席を用意し 

てもらえたのだ。 

「じや、案内するから」 

警備員にID力—ドを見せてテレビ局 

に入リ、歩くのが速い田島さんについて 

ゆく。 

「今日、どぅでしょぅね」 

変に緊張させるといけないから、ぼく 

が観覧に来ていることをトウイチロウに 

は教えていない。こちらを見ずに強気な 

口調で田島さんが答えてくれた。 

「下馬評ではDJゆたかが圧倒的に有利 



られて、 

「おIばI •ざ•れいんぼぅ！」 

突然にゾラをはぎ取リながらギャグを 

炸裂させた。爆笑する観客。 

「トウイチロウはアホですからね。いいん 

ですかね、こんなのが優勝決定戦に進ん 

で」 

タツキさんが、苦笑しながらコメント 

をしている。 

気がつくと、ぼくの背後にマネ—ジャ— 

の田島さんが立っている。ぼくの視線に 

気づいて、 

「イケる、今日のトウイチロウ出来がいい 

わ、イヶる」 

ぼくは、生唾を飲み込んだ。 

優勝決定戦が始まリ、0ノゆたかがネ 

夕を始めた。やはり音楽に乗ってダンス 

を踊リ、自意識過剰な人を、ぶった切っ 

てゆく。 

ぼくは、DJゆたかが好きじゃないけ 

れども、客観的に見て、すばらしかった。 

ダンスには切れがあリ、身体の動きとネ 

夕が調和して、催眠術に掛かったよぅに 

お客さんが笑っている。 

ネタが終わリ、投げキッスをして0リ 

ゆたかが舞台そでへと消えた。 

-トウイチロウ、がんばれ。 

ぼくは胸の前で手を組み、神様でも何で 

もいいけど、大きな者に対して願った、ぼ 

くの恋人が、精I杯演じ切りますように。 

音楽が鳴り、トウイチロウはラメでぎ 

らぎらのドレスを着て、やはり化粧をし 

ていた。映画の『ドリ—ムガ—ルズ』の 

ドレスだ。あえて、DJゆたかが得意な 

音楽ネタに音楽ネタをぶつけてきたのだ。 

「今度こそ本物よょあたしは愛を見つ 

けたのJあのひとのためならI日二缶 

のビ—ルを発泡酒に変えてもいいょ」 

映画『プリシラ』のドラアグクイ—ン 

のよぅにトウイチロウは愛を熱唱し、で 

もその愛の方向性は、微妙に、しつかり 

ズレている。 

「あのひとに抱かれて身体が熱くなるA 

愛してるんだわょあんまリ熱くて気が 

ついたけど、冷房じゃなくて暖房が入つ 

てたわよ」 

DJゆたかに比べたら、稚拙、かもし 

れない。でも、なんとも言えない異様な 

迫力があつて、お客さんが手を叩いて笑つ 

ている。 

舞台に立つトウイチロウを見ながら、 

ぼくは泣きたい気分になつている。ぼく 

の最愛の男は、おでこに汗を浮かべて、ひ 

とびとを笑わせよぅと、必死にこつけい 

を演じているのだ。 

ネタが終わつた。 

CMに入リ、CMが明けて、司会役の 

浪花ブリリアントといつしよにDJゆた 

かとトウイチロウや、演者全員が舞台に 

あがつている。 

「どぅですかDJゆたか、ネタが終わつた 

感想は？」 

「やリ切リましたよ、悔いなし！」 

「トウイチロウくんは？」 

「ほ-ん•でいす•うえい！」 

「トウイチロウはアホですからね」 

短いインタビュ—が終わり、結果発表 

になつた。五人の審査員が、勝ち、と思つ 

た芸人の名前を挙げてゆく。 

「DJゆたか」 

「トウイチロウ」 

同点。 

「トウイチロウ」 

rD Jゆたか」 

再度同点。最後のひとリで優腾が決まる。 

「…甲乙つけがたいねえ、迷いましたけど 

ね、0一ゆたか」 

くす球が割れて紙ふぶきが舞い、0一 

ゆたかの手が高々とあげられた。やリ切っ 

て後悔がないのだろぅ、トウイチロウは 

苦笑いをして拍手をしている。 

トロフイ—が〇ゴゆたかに渡されて、 

賞金が授与された。タツキさんの相方さ 

んが、勝利者インタビュ—を始める。 

「どうですか、今の気分は」 

「最高です、今晩彼女を烈しく抱きます！」 

「なに言うてんねん、トウイチロウくんの 

11 



かが優勝決定戦に進んだ。DJゆたかは 

眉ひとつ動かさず、当然、という顔をして 

いる。 

後半が始まり、トウイチロウの出番が 

近づく。ぼくは祈るような気持ちで、彼 

の出番を待っていた。 

そして、そのときを迎えた。 

トウイチロウは、白いブラウスと清楚 

なスカ—卜を着てロングのヅラをかぶっ 

ていた。女装だ。 

「あたし、『紅天女』ほんとに演じられる 

のかしら」 

歌舞伎の女形のように品をトウイチロ 

ウが作る。相当に練習したのだろう、う 

まい。と同時に、どこかコミカル。 

「月影先生も殺生だわ—、レツスンレツス 

ンで。って言/っか紫のバラの人って誰？」 

『ガラスの仮面』のパロディだ、北島マ 

ヤだ。女性客が多くてウケている。題材 

は少女マンガだけどギャグ自体は才—ソ 

ドツクスで、適度にシユ—ルで、男性客 

も笑っているし、審査員たちも「うんうん」 

とうなずき、ときに笑顔を見せる。 

失敗なくトウイチロウは演じ切リ、笑 

いもたくさん取って、ネタが終了した。 

審査が開始されて、トウイチロウは優 

勝決定戦へと進出した。 

「トウイチロウくん、やリましたね—、ど 

うですか今の気持ちは？」 

タツキさんの相方さんにマイクを向け 
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出来もよかつたけど、負けたとは思えへ 

んかった？」 

「あんな才カマ芸人に負けませんよ！ 

ぶつつぶしてやリましたよ！」 

と、いつもの毒舌のつもリだつたのだ 

ろう、0リゆたかが禁句を口にした瞬間 

だつた。 

「才カマつて誰のことだ一つ！」 

唐突にトウイチロウが舞台の前に出て、 

叫ぶと同時にDJゆたかにビンタをして 

ぃた。 

「何すんじやてめえつ！」 

トロフィ—も賞金も床に投げてD Jゆ 

たかもトウイチロウにビンタする。 

「うつさいんじやボケえ！」 

「おれはお前がきらいじや！」 

ビンタをし合うふたり。あからさまな 

放送事故で慌ててタツキさんが「あかん！ 

お前らやめろ！」と止めに入るが、「や 

かましいんじや—つ！」トウイチロウに 

ビンタをされる。 

「先輩に何しとんねんゴルア！」 

タツキさんがトウイチロウにビンタし 

DJゆたかにビンタし、返す刀でDJゆ 

たかがタツキさんにビンタをし返して、 

そのDJゆたかにトウイチロウがビンタ 

をする。 

周リの芸人は止めに入ろうとするが三 

人の剣幕が尋常ではなく、そのうちに誰 

かが「くやしい、負けた！」と叫びなが 

ら隣にビンタして、「おれもくやしいん 

じゃ—」と誰かが続いてビンタして地獄 

絵図、舞台の上では誰もがビンタをし合っ 

ていて収拾がつかなくなっており、もう 

放送してはならないレベルの事故なのだ 

けれども、奇妙なことに演者全員がビン 

夕をし合つていると集団コントに見えて、 

観客の誰もが腹を抱えて笑っているの 

だった。 

「もう、むちゃくちゃや…これに懲リずに 

来年も見てください、またお会いしましょ 

う、さようなら〜」 

唯ービンタ合戦に参加していなかっ 

たタツキさんの相方さんが泣き笑いの 

顔でテレビカメラに手をふり、番組が終 

わった。 

製作スタッフが舞台に駆けあがり、ヶ 

ンカをとめる。一番えらそうなプロデュ— 

サIらしきひとが、「いいかげんにしろ！」 

と怒鳴って、やっと場が収まった。演者 

が次々に舞台そでに消えてゆく。 
「やったね」 

田島さんが背後からぼくに話しかけて 

くる。 

「え、でも、優勝できなくて」 

「いいのよ、優勝して小さくまとまるくら 

いなら、トウイチロウみたいに波風立た 

せたほうが。あれくらい破天荒なほうが、 

芸人として伸びしろがあるの」 

「そう…なんですか？」 

「あたしは始末書書かされるだろうな、 

あ—あ、手間の掛かる芸人だ」 

始末書を書かされると嘆く田島さんの 

顔は、どこかうれしそうだつた。 

世界lm恧A 

ビンタをされまくつた類は赤く腫れて、 

そこに、トウイチロウは氷を当てている。 

高円寺の自宅の寝室、ベッドの上、ぼく 

はツイッタ—でピンONEグランプリの 

評判を検索している。 

「めちや笑つたw w W」 

「腹筋崩壊WWW」 

「あ—おもしろかつたゝビンタ最高西西西」 

「こんなおもしろいテレビニ度と見れない 

よw WW」 

「トウイチロウもDJゆたかも傑作。ウケ 

るw w W」 

案の定ヤフ—ニユ—スになリ、ビンタ 

合戦のシ—ンで視聴率が三十パ—セント 

を超えたらしい。ほ。それならスポンサ— 

も怒らず、トウイチロウのテレビへの出 

演禁止とかもなさそうだ。 

rDJ…ゆたか、さあ」ひたいに手の甲を 

置き、照明がまぶしいのだろうか眼を細 

めて、トウイチロウがぼくの横で言う。「楽 

屋で謝つてきた、才カマは言いすぎだつ 

たつて。言いすぎだけど、あれはおれの 

芸風だから、勘弁してな、つて」 

「…そうなんだ」 

「おれも、ビンタして悪かった、つて謝つて、 

今度酒、飲みに行こうぜ、って話になって」 

「よかったね、仲直リしたんだ。タツキさ 

んは怒ってなかった？」 

「…トウイチロウ、ほんまにアホやな、つ 

て笑ってた」 

お笑い芸人のつながリ。ぼくは、頰を 

腫らしてみつともないトウイチロウの顔 

を見た。不細工なのに、なんでだろう、とっ 

ても男前に見える。 

ぼくは体をかがめて、トウイチロウに 

キスをした。それから痛くないように気 

をつけながら、横たわる彼に抱きついた。 

「ナオ、エツチしたい？」 

「/っ/っん、でも、ずつとこうしていたい」 

彼の身体に耳をくっ付けたら、心臓の 

音が聴こえる。 

ひとを笑わせることにすべてを掛けて、 

今夜は優勝できなかった。でも、そんな 

こと、ど—でもいい。 

だって、きみは、ぼくにとって日本一、 

いや、世界一の男なんだから。 

※『恋人はお笑い芸人』1は2014年 

2月号に、2は2014年11月号に、3 

は2015年3月号に掲載されています。 

<了> 
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ハツテン公園でI目惚れ 

年は近<1こ 

ranQQE]EoE]ll 

一方的にしごいてやっていた。布団の 

中、背中から抱きすくめて前に手をまわ 

しシコシコやる。ケツのあたりに俺のか 

たくなったのも押しつけてはいるが、と 

にかく時間がないから勝也をイカせるこ 

とだけに集中していた。 

「たつちやん、う、あ…」 

「ん」 

勝也のうなじに唇を押しつけていた。 

一晚男二人で一組の布団に寝ていたから、 

シ—ツの隙間に男の匂いがこもつている。 

どつちかがもぞもぞと体を動かすたびに 

生暖かい匂いがフカフカと布団から漏れ 

出してくる。勝也のかたいちんぽは握つ 

ているだけでグツとくるが、鈴口に指先 

を押しつけると濡れはじめていて、その 

ヌメつた感触に頭がカツカした。 

「すげえぞ、カチカチだ」 

「ぁ」 

布団をめくリぁげて先走リで濡れたと 

こに食いついた。いくぶん塩気がついて 

ぅまみも強い。俺は夢中で勝也を舐めま 

イラスト/龍谷尚樹 

r.武古田征男 

わした。陰毛に染みついた独特の匂いを 

嗅いだ。勝也はビクビクッと体を震わせ 

てあえぎ、俺の頭を押さえつけた。自分 

で腰を突き出して俺の喉をちんぽでこす 

リあげる。ただ口を犯されているだけな 

のに、せつなくなつてしまう。 

rんつ、んう、はあつ、ん」 

「あつあつ、たつちやん、それ、イイ：」 

ちんぽを吐き出してシヤツをめくリあ 

げ乳首を吸った。軽く歯をたてながら唾 

でヌラヌラになったちんぽをしごく。乳 

首を吸う合間に何度も勝也の顔を盗み見 

た。男っぽい顔から力が抜けて、ちよっ 

と間の抜けたようなあえぎ顔になってい 

る。それから下唇を嚙んで鼻の穴を広げ 

る。我慢しているのか、もうイキたいと 

力んでいるのか…。 

「もうダメだ、イッちやうよ、たっちや 
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まあ. 

誘われても断り続けて 

周平さんとは結局 
それつきりでしたね 



『風邪ひいちゃったみたい。熱出てきたよ』 

昨日まで、土曜はどこかで落ち合って 

出かけようという話になっていた。それ 

じゃ出かけるのは無理か。俺はすぐに返 

信した。 

『大丈夫か？なにか買っていってやろ 

うか？』 

『/っつしちやうからいいよ』 

『俺、もう十年は風邪ひいてねえから』 

正直に言うとまだ勝也を疑っている部 

分もあった。デ—卜の約束をなしにする 

ための口実かもしれない、と。だからど 

うあっても押しかけてやろう、なんて考 

えていた。少し間が開いてから返事がき 

た。 

『だったら買い物お願いできる？』 

『もちろん。リスト送ってくれ』 

『そのまま今夜、泊まっていってくれる？ 

心細いんだ』 

頼リにされてる！そう思うととたん 

にやる気が出てきた。不安も吹き飛んだ。 

会社がひけるとス—パーに寄ってリス 

卜通リに買い物をすませ、勝也の部屋に 

向かった。けっこうな量を頼まれていて、 

両手にビニ—ル袋を提げて団地に入る。 

そこまでは張り切っていたし勝也に会え 

ると思うだけで気分がウキウキしていた。 

だが、団地の階段を見上げたとたん、両 

手の荷物がとたんに重たく感じられてき 

た。夕暮れの橙が残る空を背景に五階建 

ての団地は暗い影に沈み、その影の中で 

階段だけが冷たい蛍光灯の光に照らされ 

ていた。 

どうしてエレべ—夕—もない団地なん 

だよ…。 

こないだ初めて泊まりにきた時に事情 

は聞いていた。勝也はなんとここを|括 

払いで買つたのだという。駅から歩いて 

二十分近くかかる場所だし、エレべ—夕— 

のない最上階だから二百万もしなかつた 

んだとか。たしかにそれなら借リるよリ 

安いけど…。 

五階まであがつていく間に汗が出た。 

勝也は窓から俺がくるのを見ていたらし 

く、玄関を開けて待つていてくれた。 

「ありがと。たすかつたよ。ねえ、ほんと 

に風邪ひかない人？」 

「え？ああ、丈夫なだけが取リ柄だから 

な俺」 

勝也が抱きついてきた。俺の首筋にびつ 

たりと顔を押しつけてくる。汗ばんでい 

るから恥ずかしかつた。 

「汗臭いだろ…」 

「それ言つたら僕は夕べからお風呂入つ 

てないよ」 

勝也はス—ツの上着の中に手を入れて 

きた。ワイシャツごしに体を撫で回す。 

「ほんとだ、汗かいてる。熱くなつてるね」 

「健康にはいいけど五階はきついなあ」 

「それがいいらしいよ。階段のある暮ら 

しをしている人は長生きするんだって」 

まだ二十代なのにジジ臭いこと言う奴 

だなと思った。だいたい五階に住んでて 

風邪ひいてんじやねえか。 

夕飯は買ってきたお総菜ですませた。 

さすがに勝也は飲まなかったが、俺には 

飲んでいいよとすすめてくるから晚酌し 

た。食べるものがなくなっても俺が飲ん 

でいると、その横で勝也がパソコンを開 

けた。 

「おい、そんな体でも勉強すんのかよ」 

「勉強じやない、仕事」 

どうもこいつのは仕事という感じがし 

ない。勉強って考える方が自然な気がす 

る。 

「締め切リが近いんだ。気になってるとこ 

見直すだけだからすぐ終わるよ」 

「ふうん…」 

勝也の顔は赤く火照っていた。まだ熱 

があるらしい。無理すんなよ、と思いな 

がら、なんとなくパソコンの画面をのぞ 

きこんだ。字がびっしリで、すぐにテレ 

ビに目が泳ぎかけた。だがその寸前に会 

話シ—ンらしきところに目がとまつた。 

『王子、そんなところに指など入れてはな 

らぬ、ならぬぞ！』 

『父上の汗の匂い…、もう我慢できませ 

ぬ！』 

『ああつ、王子、いつのまにここまでたく 

ましくなつたのだ…』 

なんじやこリや？ 

目が点になってしまった。こんなおか 

しな小説書いてんのか、こいつ。 

「たっちゃん、勃起してんの？」 

「う」 

いきなり勝也の手がのびてきたのだ。 

俺の股間をまさぐって半勃ちになったと 

こをぎゆっぎゆっと握ってくる。悔しい 

が、勝也のなんじゃこリゃ小説を読んで 

反応してしまつたらしい。 

「さ、さわんなよ、う」 

「抜いてあげよっか？」 

「バカ、体にさわるぞ」 

「だつたら自分でしたら？」 

「なに言ってんだよ」 

「見ててあげるから」 

「ふざけんな、そんな趣味ねえよ」 

「見られるの嫌いなの？」 

やリとリはふざけていたが、勝也は真 

顔だった。というよリ、妙に男っぽくなっ 

ていて、しかも類が赤らんでいるから興 

奮が伝わってくる。 

「今夜はエッチできないんだから、せめて 

目で楽しませて欲しいなあ」 

「お前…」 

「いいでしよ？見たいんだ」 

恋人にたのまれているんだからしかた 

なぃ。 

なんとか自分に言い訳をして、膝立ち 

になって、渋々、スラックスをおろした。 



んっ」 

我慢していたらしいとわかつて俺はま 

すます興奮した。乳首にぬるぬると吸い 

ついてちんぽをそっと握リ直して、射精 

の快感を長引かせてやった。 

「あ—っ、う、う、…んう」 

気持ちよさそうに体から力を抜いたと 

ころで覆いかぶさリキスしてやった。勝 

也は甘えるように舌をからませてくる。 

鼻の頭をこすリつけながら顔をあげ、間 

近に見つめて聞いた。 

「すつきリしたろ？」 

「うん…」 

ぼそぼそと小さな声で言い、勝也は俺 

から目をそらしていた。照れくさいのか 

もしれない。なにしろ俺のかたいのがグ 

ィグィと勝也の足の付け根辺りに刺さっ 

ている。だけど、夕べはセックスの後は明 

るく笑っていた勝也なのだから、それも 

妙な気がする。まだこいつのこと、いろい 

ろわかっていない。付き合いだしてそう 

経ってないし、お泊まりのデートは夕べ 

が最初だった。 

「たっちやん、時間じやないの？」 

言われて、ハッとして時計を見た。 

「ャバィ！」 

あわてて起き上がリス—ツを着込んで 

勝也の部屋を飛び出した。いくら下リで 

も五階分階段でおりるのはそれだけで時 

間がかかる。やつと外に出て振り返つて 

見上げると、窓から勝也が手を振ってい 

た。俺はすげえ焦っていたけど、うれし 

くてプンプンと手を振リ返した。 

EjTjBIlBBnlElB 
勝也と出会ったのはちようどIヶ月前 

のことだ。夜中にハッテン公園に行った 

らちようど向こうも来たところで、入リ 

口で出くわして目と目が合つた。で、タイ 

プだな、とこっちが思う前から勝也が俺 

に笑いかけてきた。 

ああいう場所じゃ互いに目で合図する 

かそもそも相手にしないってのが普通だ 

ろう。なのにあいつはいきなり笑いかけ 

てきた。しかも、もうすでに付き合ってる 

関係で、デ—卜の待ち合わせでもしてた 

ような態度で。だからたぶん、あれはI 

目惚れというやつだった。俺もいきなり、 

部屋にこいよと誘った。すると勝也は俺 

の手をとつて、うちの方がきっと近いよ、 

すぐそこだからと言つた。 

駅に向かって早足で歩いていくと、そ 

の公園が右手に見えてくる。朝のまぶし 

い光にあふれた公園はいかにもさわやか 

で、夜のあやしさを感じさせるものはな 

にもない。あれからIケ月、そう思うと不 

思議な感じがした。このIケ月は驚きの 

連続だった。勝也はいろんな意味で珍し 

い奴だったから。 

年を聞いたら俺とI歳しか違わない 

二十五で、俺は大学入るのに一浪したか 

ら卒業は同じタイミングだった。なのに、 

その他はまるで違っていた◦勝也は就職 

していない。フリI夕Iとか二I卜とか 

そういうんじやなくて、作家で、エッセイ 

とかBL小説とかいうものを書いている 

のだという。俺は活字ってまったく興味 

ないからくわしく聞いてもいないけど、 

とにかく文章を書いてフリ—の立場で仕 

事をしているのだという。 

だけど俺からしたらとても働いている 

ようには見えなかった。ほとんど|日中 

あの部屋にいて、書きたい時に書くのだ 

という。そんなお気楽な仕事ってあるだ 

ろうか。そんなの続くのかよ？とI度聞 

いたら、たっちやんみたいにレ—ルにのっ 

ていられないんだよね、とあいつは言っ 

た。 

たしかに俺はいわゆるレ—ルにのつた 

人生を歩んできた。中学生の時に友だち 

に誘われてサッカ—部に入って、そのま 

ま高校大学と部活を続けて、大学時代の 

部の先輩に就職の世話をしてもらった。 

もちろん自分じやレ—ルなんて意識した 

こともないけど、勝也からするとそうい 

うことらしい。そしてレ—ルにのつた奴 

とのつてない奴というのはお互いを理解 

できないのだと勝也は説明した。実際、 

俺には勝也の人生というものが理解でき 

なぃ。 

でもまあ、そんなことはどうでもいい 

のだ。 

恋人にするにはかなリタイプだし、セッ 

クスの相性もばっちりだった。あいつは 

かわいい顔してるけどタチで(すげえ貴 

重！)、料理もできる。夕べ初めてあいつ 

の部屋に泊まって飯も食わせてもらった 

けど、どれもうまかったし、酒も飲めるし 

で最高だった。 

電車に乗り込んでしばらくするとトン 

ネルに入った。俺はつリ革にもたれて窓 

の外を眺めていたせいで、外が暗くなっ 

てガラス窓に映る自分の顔を不意打ちの 

ょうに見せられた。それが自分でもびっ 

くリするほどニヤヶていたのだ。ヤバイ、 

すげえデレデレしてるぞ、俺。 

俺は顔を引き締めて真顔に戻ろうとし 

た。だけど勝也とのことを思うとまたふ 

にゃふにゃと顔がゆるんでくる。それか 

ら今度はだんだん不安げな様子に変わっ 

ていく。あの公園のことを考えたからだっ 

た。俺と会っていない間、あいつ|人で 

あの公園に行ってしまわないかというこ 

とだけが心配だった。なにしろあんな近 

所に住んでいるのだし、時間の自由がき 

くのだから…。 

その週の金曜の午後のことだった。 

仕事が一段落して廊下で缶コ|匕—を 

飲んでいると勝也からメッセ—ジがきた。 



俺はゆっくリとヶツの穴に指を出し入 

れした。ぬるリ、ぬるリと感じる場所を 

さぐって、たまらず体を震わせてしまう。 

膝立ちの格好のままだったから、体が揺 

れていた。 

「ほら、：！刖もしごいて」 

「でもな、その…」 

「もうイキそうなの？我慢しなくていい 

ょ」 

「そういうことじやねえよ」 

「たっちやんが感じてるとこ見たいんだ。 

気持ちよく出して？」 

俺はちらちらと勝也の顔を見た。まる 

で別人みたいに男っぽい顔つきになって 

いた。いつもはやさしい顔立ちの奴なの 
こ0 

「だ、だったらお前のも見せろよ。見せて 

くれるだけでいい」 

「でも、お風呂入ってないから」 

「見せるだけだって」 

てっきリちんぽが汚れているのかと 

思った。だが、家着のスウエツトから引っ 

張リ出したちんぽは、見た目だけで言え 

ば洗い立てとかわらない。風邪で熱っぽ 

くてもビンビンでちょっと濡れている。 

「きれいじやねえか」 

「でも臭いよ」 

「俺なんかI日風呂入んないとチンカス 

すげえぜJ 

なんだか自分でもわからないが、自慢 

げに話していた。俺は照れ隠しに勝也の 

ちんぽに顔を寄せた。 

「ニオイ嗅がせろ」 

「たつちゃん、やだよ、やらしいな…」 

たしかにちよつと臭つていた。こもつ 

た汗の匂いと小便くさいのが鼻につく。 

いつもは清潔感のある勝也が汚くなつて 

いると思うと妙に興奮してしまう。俺は 

また起き上がつて膝立ちになリ、ヶツに 

指を二本突つ込んだ。 

「ふつ、はつ、見てろよ、もう出すからな」 

「うん、たつちゃん、見せて」 

これもサ—ビスかなと思い、最後はち 

んぽから手をはなしてケツだけいじつて 

出した。 

「’つう、あつあつ…」 

「すごいエロい、最高だよ、たつちゃん」 

フつ—•」 

頭から熱い湯を浴びていた。人前で自 

分だけ出すつて考えてみたら初めてかも 

しれない。しかも最後は手放しでヶツだ 

けいじつて…。まだ頭がカツカしていた。 

俺は石けんを手にとつて顔や体にこす 

リつけた。目を閉じると、勝也の興奮し 

た顔が浮かんでくる。まだちんぽは半勃 

ちのままだった。もうI回やつてみせて 

と言われたら、断る自信がないかもしん 

ない。 

王子、いつのまにここまでたくましく 

なつたのだ…。 

なぜだかわからない。いきなリ、勝也 

のなんじやこリや小説のことを思い出し 

ていた。ほんと、なんなんだ、あれ？あ 

んなもの書いて、あいつ稼いでいるのか。 

前に聞いた話じや、勝也は学生時代から 

デビユ—していたらしい。その時はほん 

と心の底からすげえなと思つたけれど、 

書いてるものがあれだとしたら、なんか 

印象がちがつてくる。あんなものがいつ 

までも続くんだろうか？いずれ仕事そ 

のものがなくなるんじやないだろうか…。 

まあ、いざ仕事がなくなつたら、あいつI 

人くらいなら俺の稼ぎでギリギリ食わせ 

てやれるか。 

そこまで考えが及んで、急に気恥ずか 

しくなつた。二人の関係がこのまま続く 

とはかぎらないのだし、そもそもいつか 

ら俺は亭主面できるようになつたのやら。 

だいたい、今は向こうの方が収入多そう 

なのに。とほほ。 

さつぱリして、勝也のTシャツとトラ 

ンクスを借りた。冷蔵庫からビ—ルをも 

らいグッとあおつていると、すでに布団 

に入つていた勝也から声をかけられた。 

「たつちやん、うちに越してきたら？」 

びつくリした。もう少しでビ—ルを噴 

き出すところだつた。 

「本気で言つてんのか？」 

「もちろん」 

同棲なんて、そリや、ずつと夢見てたこ 

とだけど、俺もそれなリに大人ではある 

から、即答はできなかった。勝也の方が 

言い足した。 

「まだはやいかな？」 

「あ、うん、どうだろな。とにかく、もう 

ちよつと考えさせてくれ」 

「うん」 

勝也が手招きしていた。俺はビ—ル片 

手に勝也の横にもぐりこみ、のんびりと 

ビ—ルをすする。勝也の手が俺の体を撫 

でていた。なんか、すげえいい気分だった。 

その翌週の中日から、I週間続けて勝 

也の部屋に泊まることになった。同棲の 

お試し期間にすればいいと勝也に提案さ 

れたのだ。俺も快諾した。 

だけど、I日二日、週末の間だけ遊び 

にくるのとはわけがちがつていた。 

毎日勝也の団地に帰ってきてI緒に眠 

リ、朝は勝也に送リ出されて会社に向か 

う。まるで結婚でもしたみたいで、旦那 

になったような気分で悪くなかった。も 

ちろん違和感もあった。だけどそれがな 

んなのかはつきりしないし、気になるほ 

どじやないしで、少なくとも五日目まで 

は、俺たちうまくいくなという確信があっ 

たのだ。それが…。 



「ぁ」 

I気に足首まで下げたところで思い出 

したのだった。このパンツ、I番古いや 

つだ。今日はここにくる予定じゃなかっ 

たから、ゴムがのびて、布も薄くはげてき 

てるやつをはいてきてしまつた。 

「たっちゃんのパンツ、エロいなあ」 

「いきなリ呼び出されたから…」 

「あ、ここに穴があいてる」 

「え、マジで？」 

穴といぅのがよりによって前の上の方 

にあいていた。ちようど勃つと先っぽの 

当たる場所で…。なんなんだよ、このミラ 

クル。 

「うわ、突き抜けてきた」 

「ャバィって」 

「そのままにして、すごいよ、やらしいな 

あ…」 

小さかつた穴にちんぽが当たつてどん 

どん穴が広がつてしまつたのだ。まだパ 

ンツははいたままなのに、にゅつと肉色 

の亀頭が突き出していた。 

「パンツに穴があくなんてさ、精力の強い 

証拠だね。たつちゃん、仕事中でもしよつ 

ちゅう勃起してんでしよ？」 

勝也は手でもたたきそうなくらい喜ん 

でいた。からかわれているのかと思って、 

俺はますます恥ずかしい。 

「まるで俺がとんでもないエロ人間みたい 

じやねえか」 

「ちがうの？」 

そリや、エロくないわけねえけど…。 

「男らしいなあ、たっちやん。ほら、自分 

でいじるとこ、見せてよ」 

「このままでか？」 

「その方がやらしいよ」 

「ほ、ほんとに見たいんだな？」 

勝也は急に真顔に戻ってうなずいた。 

なんかすげえ変態っぽいなと思ったけ 

ど、やっぱリ勝也に求められてると思う 

と従ってしまう。俺はパンツにあいた穴 

から飛び出したちんぽをシコシコやつた。 

もう何度もセツクスしてる相手にただし 

ごいてるとこ見せてるだけなのに、やた 

ら恥ずかしくて体がカツカ熱くなつてく 

る。勝也はもともと顔が赤かつたが、今 

は耳まで赤くして俺の痴態を見つめてい 

る。 

「お尻もいじつた方がいいよ」 

「あ？」 

「いいでしよ？見たいんだ」 

実際、疼いてはいたのだ。にしても、今 

までこんなプレイじみたこと、したこと 

ないんだぞ、俺…。 

俺はちやんと返事もしなかつた。勝也 

と目をあわすのがこわくなつていた。横 

向いてパンツのゴムを引つ張つて、隙間 

から唾つけた指を入れた。 

「ラ…」 

「すごいよ、たつちやん、最高にエロい」 



張リ出して頰張った。少しだけ塩辛くて男 

の匂いがする。勝也の匂い。 

「あ—、いいよ、たつちやん…、これ」 

「ん？」 

勝也の太ももをつかんでいた手になにか 

を押しつけられた。コンド—ムだ。ドキッ 

として、勝也の顔を見上げた。 

「入れるのか？」 

「うん、入れたい」 

俺がコンド—ムのパッヶ—ジを破き、ち 

んぽにくるくるとゴムをかぶせていく間、 

勝也はじっと俺を見下ろしていた。そのス 

ケベな目つきにクラクラきた。こんな風に 

求められたらきっと誰だって股広げるだろ 

う。体がカッカしていた。 

「どうすリゃいい？」 

「前からがいいな。たっちゃんの感じてる顔 

が見たい」 

俺はス—ツの上着を脱ぎ、スラックスと 

ボクサIプリIフを脱ぎ捨てた。もちろん 

ちんぽはビンビンにかたくなつていて、ヮ 

イシャツの裾に先走リのシミがつく。それ 

以上脱いでいる時間がもったいなくて、ネ 

クタイもつけたままで床に寝転がった。 

「自分で足抱えて大事なとこ見せてよ」 

「恥ずかしいぞ…」 

それでも俺は勝也の言いなリだ。ほんと 

に股を大開きにすると、勝也が口—ション 

をつけた指をヶツの穴に押し込んできた。 

「うIつ！ | 

勝也は俺の顔をまだじっと見据えたま 

まだ。 

「あんまリ見るなよ」 

「たつちやん、かわいいな」 

「あっ、あIっ！」 

指が抜け、すぐに勝也の太いのが入り 

込んできた。ずるり、ずるリと出たり入っ 

たリもたまらないし、奥の方の感じやす 

い場所を突かれるとせつなくて泣きたく 

なる。 

「勝也'…んう」 

自分から勝也の首にすがリついてキス 

をねだった。勝也の舌を夢中で吸い、唾 

を飲む。足も勝也の腰に絡みつかせて、 

全身密着できるように引き寄せた。 

「これじや動けないよ」 

「でも、俺、たまんねえんだよ…」 

本当にただびったリくつついているだ 

けだった。なのにうずうずと感じて、波の 

ように快感が次から次へと押し寄せてく 

る。信じられなかつた。なんだか今まで 

で一番感じてるぞ、俺…。 

「あ、あ、で、出そうだ」 

「だつてまだ」 

「我慢できないんだ、う、あ…」 

「：•たつちやん、すげえやらしいぞ」 

二人の間で俺のザ— メンがぬるぬると 

糸を引いていた。俺はまだ体をかたくし 

ていて、勝也にしがみついていた。そん 

な俺のことを勝也が見つめていた。すご 



その朝、俺は腹がグウグウ鳴って目が 

覚めた。まだ目は開いていない段階で、 

部屋中にいい匂いが漂っていることに気 

がついた。ニンニクに肉の焼ける匂い？ 

あれ、でも、今は朝だよな？ 

「あ、おはよう、ちょうどよかった。そろ 

そろ起きる時間だよ〜」 

勝也が笑って声をかけてきた。俺は布 

団からむくリと起き上がリ、テ—ブルの 

上に並ぶ料理を見た。豚の角煮、ニンニ 

クのフライ、ホタテと大根のサラダにフ 

ライドオニオン、枝豆、牛肉の串焼き…。 

起きがけでぼやけた頭でも違和感があ 

リまくリだった。 

「夕べ、大きな原稿があがったから、今日 

は休みにしたんだ」 

勝也はフライパンでなにかを揚げてい 

た。菜箸でつまみあげたそれはたぶん、 

パンにエビのすリ身を塗ったものだろう。 

「休み？なんだって？」 

二日ダラダラしようと思ってさ、張リ 

切って準備しちやった。あ、余分に作っ 

てあるからお弁当にする？」 

そう言って勝也は缶ビ—ルに口をつけ 

た。俺はもうI度壁の時計を見た。朝の 

七時。なのにこいつはうまそうにビ—ル 

を飲み、鼻歌まじリにI日分のつまみを 

作つている…。 

とにかく哑然としてしまつてなにも言 

えなかつた。部屋を出る時にはいつもの 

習慣でキスをしたが、勝也の口が酒と二 

ンニク臭くてまいった。俺も朝飯として 

フランスパンにニンニクとチ—ズを塗っ 

たやつを食ってしまったわけだが、その 

違和感ったら、なかった。 

で、その日はI日イライラしっぱなし 

になった。 

冷静に考えれば、俺にはなんにも文句 

は言えないとわかっていた。どんな生活 

をしようが勝也の自由だ。あいつも働い 

て、休みをとる。そのタイミングが俺の 

ようなサラリ—マンとちがうというだけ。 

だけど、なんというか、不公平感という 

のだろうか、とにかく面白くないのだ。 

俺とあいつはI歳しか年がちがわない。 

しかも向こうが年下で、なのに収入はあ 

いつの方がちょっと多いのだ。そのうえ、 

あの自由さはなんなんだ？その日、団 

地に帰ると勝也はいびきをかいて眠って 

いた。どうやらI日飲みっぱなしでつぶ 

れたようだ。俺は流しに溜まった汚れた 

皿をI人で洗った。 

それが夕—ニングポイントになった。 

その日以来、勝也の短所がやたら目につ 

くよ/っになった。 

勝也はけっこうだらしない奴だった。 

なんでも散らかしっぱなしでいることが 

多いのだ。昼でも電気をつけっぱなしだつ 

たり、飲みかけのペットボトルがあるの 

に新しいのを開けてしまつたリ、しよつ 

ちゆうものをなくしたと言って騒ぎ、目 

の前にあるのにないない言ったり…。夜 

はテ—ブルの上にグラスがいくつも並ん 

だまま寝てしまう。電気製品の電源を消 

さない。ドアをきちんと閉めないで寒がっ 

ている。 

俺はひとつひとつ注意した。はじめは 

「あ、そうだね」と言って勝也は笑い、や 

リ直した。それがだんだん、無言で、いか 

にもめんどくさそうにやるようになった。 

そんな時は俺だって、ャバイ言い過ぎた 

と思うのだ。だけど目につくと言わずに 

いられない。そのくらい言ったっていい 

はずだと感じていたのかもしれない。 

wnBSSQBBQ 

その翌週、今度は勝也の方がうちにき 

た。 

ちょっと気まずい雰囲気のままお試 

し期間が終わって、もしかするとこのま 

ま関係が薄れていくんじゃないかと俺は 

焦っていたのだ。だから自分から、たま 

にはうちにもこいよと誘ったのだった。 

俺は古い木造アバ—卜の二階に住んで 

いた。でも、古ぼけた雰囲気は団地とそ 

うかわらない。駅から二人で歩いて部屋 

に着くと、勝也はぐるリと見回して言つ 

た。 

「たつちやんらしい部屋だね。男臭いし」 

「そうかな」 

てっきり、あまリもののない、そっけな 

い部屋だからそう言っているのかと思っ 

た。勝也と正反対で、俺はなんでも片付 

いていないと気が済まない。 

「こもった雄の匂いがする」 

「へ？」 

「たっちやんの汗とか染みついてる感じが 

する」 

俺はあわてて窓を開けようとした。 

「ごめん、そんなくせえかな。なにしろ学 

生時代から住んでるから…」 

「もったいないよ、なんか興奮するし」 

勝也の手が俺の腕をつかんで引き寄せ 

た。 

「こ/っいうのフェロモンだ」 

「う」 

勝也の舌がぬるりと首筋にはリついて 

ぃた。 

「我慢できない、しよ？」 

「先に飯じやなかったのか」 

「後でもいいでしよ？たっちやんが帰っ 

てからずつとしてなかつたから溜まって 

るんだ」 

スラックスの太ももにかたいものがゴ 

リゴリと押しつけられていた。俺はその 

熱い感触にゾクゾクした。たまらず手で 

たしかめて、とたんに頭がそっちのチャ 

ンネルに切リ替わった。自分から膝をつ 

き、勝也のチノパンから勃起ちんぽを引っ 
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く熱い目で。 

EiFIra窃□□nCIHn 

セツクスで間をつなぐってなんという 

かベタだなと思うけど、人間関係をほぐ 

すにはやっぱリー番なのかもしれない。 

なにか二人で話して決めたわけじゃな 

かった。ただ自然な流れで、俺は週の半 

分は勝也の部屋に泊まるようになった。 

実はあれ以来、ヶツを犯られるたびに漏 

らすようになっちまって、もう勝也なし 

じゃいられない、という事情もあって…。 

しかし勝也のだらしなさはあいかわら 

ずだった。いくらセツクスがうまくいっ 

てても、気になるものやっぱリ気になる。 

「これ、いつから出しっぱなしだよ。もう 

いたんでるかもしんねえぞ」 

「あ、ごめん、捨てちゃってくれる？」 

「もったいねえなあ」 

風呂に入ろうと立ち上がったとこでこ 

ういうやリとリがあると、どうしたつて 

苛ついてしまう。腐リかけのものをゴミ 

箱に捨てるのは気持ちのいいことじゃな 

い。容器を洗ってやっとすっきりして、 

廊下に出て脱衣場に入ると、昼間勝也が 

入ったそのままになつていた。足ふきは 

敷きっぱなしだからじつとリ濡れている 

し、洗濯かごの横にシャツや靴下が落ち 

ていた。 

「おい、またやリっぱなしだぞ」 

「あ…、ごめんね」 

声だけかけて、もう顔も見ずに歯を磨 

いた。イライラするから歯間ブラシもし 

て、裸になって湯船に飛び込む。顔をゴ 

シゴシやってしばらくすると、今度は自 

分が嫌になる。また言い過ぎた、きつい言 

い方をしちまった、と…。 

少し気持ちの整理がついたとこで風呂 

を出た。脱衣場で体を拭いていると、便 

所の扉の開く気配がした。脱衣場のすぐ 

わきに便所があって、勝也が出てきて居 

間に戻っていくのが磨リガラスごしに見 

える。この部屋は洗面所が廊下にあって、 

便所と風呂脱衣場がまた別々になってい 

るのだ。俺は寝間着のスウエットを着て 

からドアを開けた。洗面所の鏡をのぞき 

こんで頭を乾かし、居間に戻ろうとした 

ところで思い出した。歯間ブラシ捨てて 

なかったな…、あれ、ないぞ。 

さっき置きっぱなしにした汚れた歯間 

ブラシが消えていた。勝也が捨ててくれ 

たとしか考えられない。ヤバイ、これじや 

言われるな、そう思いながら居間に入る 

と、勝也はソファにもたれてテレビを見 

ている◦俺もその横に腰かけ、さっき飲 

みかけだったハイボ—ルに口をつける。 

うまい！ょく冷えて濃さもちょうどい 
r 〇 

し.： 

あれ、なんかおかしいような？ 

風呂に入る前、ハイボ—ルはもっと薄 

くなっていたはずだ。歯間ブラシは間違 

いなく勝也がかたしてくれた。なのに横 

の勝也はテレビを見てただ笑っている。 

その横顔をちらちら盗み見ている内に、 

もしかしたらと思いついた。 

もしかして、こいつは俺がなにかやリっ 

ばなしにしたものをいつも黙って片付け 

てくれているのかも？ 

俺は思ったことはすぐに口に出る方だ 

から、そんな風に黙っている勝也が理解 

できなかった。すごく聞きづらいことだ 

けど、やっぱリ黙っていられない。 

「•..お前さ、たとえば俺がなにか散らかし 

たやつをかたしたリしてるのか？」 

勝也は俺の言うことの意味がわからな 

いようだった。 

「え？うん、まあ」 

「どうして俺みたいに文句言わないん 

だ？」 

勝也は一瞬、緊張に体をかたくした。 

それから俺の体にしなだれがかってくる。 

「だって、言ってどうなるの？」 

rどうなるって、言わないといつまでもわ 

かんないだろ」 

「わかったからって、治るものかなあ」 

勝也の手が俺の手をとリ、指と指を絡 

ませてくる。 

「なんだよ、それ？」 

「だつてこの年まで治らなかつた欠点つて 

ことでしよ。いまさら修正できないんじや 

ないの。それをいちいち指摘したつてス 

トレスになるだけな気がする」 

つまリ俺がうるさすぎると言つている 

わけだ。内心ムッときたが、手を握られ 

て甘えられていると怒る気にはなれない。 

それに、I本穫られたなという気持ちも 

強かつた。こいつの言うことにはI理あ 

る。しかもこいつは俺の欠点を黙つて力 

パーしてくれていたわけで…。 

悔しかつたけど、ため息が漏れていた。 

「ごめんな」 

「なにが？」 

「まあ、いろいろだよ」 

「お互い様つてことでいいんじやない？」 

rんつ…」 

キスされていた。ずるずると舌を吸い 

出されて、あつという間にせつない気持 

ちにさせられる。お互い様か、いい言葉 

かもしれない。 

たぶん、そう遠くない将来、俺たちは 

同棲するようになるだろう。四六時中I 

緒にいればイライラすることもあるだろ 

うし、不満も溜まつていくかもしれない。 

だけど、それもまあ、なんとか乗り越えら 

れるような気がする。 

<了> 
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恒例☆口—シヨンタイム トゥルン！とぃぅ 
I1 Sに'「つぁあIJ 

ケツもいじつちやいました と油断の声が洩れ 
た。その刺激に、 

勃起をし終えたタイミングを見て、» 

度をも0た下着を攫つてみる。熱く、ビ 

クビクンと小さく痙*し、感応してい 

るのが伝わつてくる。そこへ、予吿なく 

口—シヨンを手に取リ、垂らしてみる。 

I瞬ぎよつとした表情を見せるも、 

ハツとしたのだろう自らシユnシユn 

とf動かし始めていく。 
「気持ちいい？」とIIねると、「はい 

…、、ごと索直な返事。 

快感の雰囲気に身を任せる格H男 

子は陳だらけだ。スタッフは背後に 

回リ込み、穿いている下着を音を立 

てて引き裂くと、口—ションを手に取 
リアナルにぶちまける。濡れて、テラ 

テラと»く毛びつしリアナルにカメ 

ラを近づけていく。その生い茂つた毛 

をかき分け、ピタツと黑ずんだピンク 

色に触れると、格閼男子はびくん！ 
と全身をSわせた。しかし不思議な 

ことに格W男子からは、恥辱も抵抗 
も感じられることはなか0た。 

刺IIチェック 
主に腕に描かれていKT指 

先など、所々にやんちやな 
自作剌裔もあり。 

41 

アナルチエック 
あまり触られる機会はないよう 

である。毛は多めで、チンnを入 
れられた経Kはもちろんナシ• 

琪EEに出たfな¢1¢ 

気がつけばすべて剥き出し 

/ 羞恥チェック 
羞恥心はさほど感じていない。 

カメラを向けても気にする嫌子 
はなく、むし！0^々としている。 

2 



人前でチンコに電マを当て、勃起させる。と 
ても現実とは思えないのだろう。笑顔で気 
を粉らわせようとする格鬪男子。 

穿き変えるとチンポジが餺 11 

左寄りT向きの格翮男子 

チンポジチェック 
特になし。肉体労働のため' ほほ毎日 

身体を動ごらんいただけるだろうか、 
格■男子から見て、左下に向いた#え 

チンnに-つつ1としたシルエットが。 

て. 

fi 

4 必死の笑顔が溢れる… 

L1 

、 

ギ：見ぇ！ 

下_し？ II 

今、目の前にいる格H男子は勃起して 

いる。それもそのはず、下着モデルのII 

集と聞かされている格闢男子に、ス 

タツフは竿の形がくつきリでるゾゥさ 

んタイプのスヶべ下着穿かせ、「撮影で 

は勃起もしないといけないの。すぐに 

動つ人？」と勃起をぅながしたのだ。 
勃起しやすいよぅに、電マを用意し、 

乳首をいじるようにも促して…。明ら 

かにおかしいとMlもが思う状況では 

あるものの、格n男子は礼儀正しくす 

ベての要望に応えていった。 

従順度チェック 
格S8技をしているせいか礼儀が正 

し<、なにを指1^3ても受一^れて 
くれる。kし、腹の内は不明， 
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高まリは収まらず、ついに絶頂 
へ。初めて布越しの射精を経験 
しお漏らしのような恥辱と、快感 
が全身を駆け巡リ格醐男子 
考は一時中断してしまったy 

で:.:: 

下着からぶくぶくと溢れる射精がすべて出終わリ、着替え終えると面接は終了。こ 
れは本当に面接だったのだろうか？ちいさな疑問を抱いたものの、格閎男子 
は笑顔で手を振り去っていった。 

I 

じゆんじゆわ〜 

下着越し射精☆ 
ケツもチンnもいじられた格問男 

子を諭すようにスタッフは声をか 

ける。 

「もう自分でシコつてイッちやおう 

か？」 

格n男子はなんとなく、といつた感 

じでそれに従う。もう完全にH 口 I 

色の雰囲気に犯されてしまつている 

状況で、射精を否定することは難し 

いのだろう。ジ—つとカメラを構え、 

格R男子が下着越しにオナニ—を 

するのを観察していく。下着のサラ 
サラとした感触に口—ションのヌル 

ヌルとした淫触が加わリ、その感覚 

はオナホ以上のもののはず。その証 

拠に、格H男子はシコリはじめて数 

分で絶頂に達した。しかし、それは 

大腼に腹にぶちまけるよぅな射IXで 

はなく、放たれた精子たちが下着の 

繊維にろ過されゆっくリと溢れ出て 

くるものであった。まるでゾウさん 

がII水を垂らしているよぅな光景 

に、射精した後スタッフと格N男子 

は思わず顔を見合わせて、笑った。 

濃厚子種チェック 
布越しにろ通され判別はMl 

しいが、■は多め•色はやや 
精液fいため薄い， 

布越し射精に•時停止… 

経験したことのない 

券E気に犯され 

人前で才カズを漁りはじめる 



ZONE 3〜爆8性交地箒 
-力一〆 MANHOUSE 1 レー<ル 

irxjで繰り広げられる過激なセックスの応w。淫靡な欲望空閜で全てをさ5け 
rで感じまくるエロ行為の数々…。掘って掘られて射精後の2回戦に突入。mm2 

当たり前。トータル11回にもおよぶぶつ飛ばし射稍の嵐！ 回j 
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激しい亀頭寅めで小便大晒射。これだけでもエ□いのに超デカマラにガン掘られ、小便&ザ 
一汁が入り乱れてビュービュー•ピュッビュとダダ瀾れ状蘼…これぞ究極の潮*き！いろい 
ろな「汁Jがチンコからドクドク溢れ出す！ 

イケメンマッチョアスリートがはりつけ台に拘束されて2人のタチに責められる！ビンビン 
のチン]を％頭資め…さらにアナルも同時に責められ、いやらしい顔でよがり哭く。仕上げ 
はガMBり調教！いろいろな体位でガン掘られ、本気で感じてエッチに乱れ哭く！ 
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人気シリーズ第15弹は色黑^谷系イケメンの初アナルII通、人気モデル•MAMORUの激 
ウケファック、超マジメなノンケ爾年の裏の顔を収録！雄にも知られるはずがない密室の 
性戲…，リアルな患づかし、やグチヨグチヨといやらしく響く粘液の音はMき逃せない！ 
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デカマラ大好きツヨシが超巨根と欲情ファック。視覚を奪われ興鬅倍增!？拘束されたま 
まロマン奉仕&疼くケツマンがつつり掘られて喘ぎ声が止まらね足!！繊本航太が見せつ 
けエロタチ交尾では、八ードファックでゴーグルマンがまさかの潮吹き!！ 
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男に興*する覚屋ノンケが想像以上のエロを魅せる！ 69、ケツ穴ジュJレ舐め、掘って捶られ 
ての激淫乱オンノ（レード。さら人モデルS西俊吾が初めての男のテクに藤A 
稔黑崎仁と聚筆モデ』UW力來ぞろいしたゲイ以上の淫乱ノンケセWス！ 

性暴発アスリート悶絶ぶつちゃけ白害。誰にも霣えない淫らな赤裸々告白！人気シリーズ 
第8弹は熱血硬派な夜の集中特訓。若い絶嫌性欲はケタ違いの破壊力で絶頂寸前!！寸止 
め極テクにエロ声でノンケ部貝たちが狂いだす！ 
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ビチ服の上から弄ばれるエロ交尾動務。医者…矓人…レスキュー隊…鬌備貝•。それぞれ 
の現場で緝り広げられるガチムチたちの淫行。パンツパンに强つたケツとデッケェ太ももを 
制服に包みこみ、変籲肉職交尾で淫乱スイッチが隳走する!！ 

これが裏の教育現場の実®!?生徒と教囲が互いに弱みを提り力づくで禁断の玩具を手に 
入れる…。一通の間遍いメール…万引きでの呼び出し•••出会い系サイト••学園内外で罎り 
広げられるリアルな性育現場で溜まりに灌まった性欲を爆発させる!！ 



D』cm八 
ROOM072+アナル専科8 

G@MES VIDEO/WILD GAMES/DVD 125min. 
税込5000円/www.games-video.co.jp 

參橘成/全〗•人数/モデル8人•スタッフ1人 
春射精/8発#オナニー/8回#アナル弄0/8回 

観たいアングルがばっちり!！ 

« 泥酔SEX 4 

KO COMPANY/eros/DVD 140min. 
税込10800円/ko-video.com 

•橋成/全4編#人败/モデ^4人•スタッフ3人 
•射精/6発#セックス/4回參3P/1回 

人気モデルが泥酔セックス！ 

m SCOPE! 5 

Men's Street/Men's Street/DVD 120min. 
税込6264円 / www.get-film.jp 

•構成/全7« •人数/モデル7人•スタッフ0人 
•射精/7発#精子観察/7回參身体理定/2回 

自分の精子を初観察V 

9 ノンケ狂い変態雄乱中毒 
KO COMPANY/BEAST/DVD 123min. 
税込10800円/ko»video.com 

參構成/全嫌•人敗/モデル5人•スタッフ3人 
•射糈/5発參セックス/4© •初パック/2回 

エロいノンケがケツマン大全開！ 

酔いに任せて性欲を刹き 
出しに—人気の泥醉シ 

リ—ズ第4弾。お酒が弱い蒼真君 
はすぐへ口へ口になり、照れなが 

安定したカメラアングルと 
f 5シリ—ズ第 

8作目。前半パ—卜はノンケの性 
処理場の部屋番号「072」にや 

らもエッチに突入。アナルセックス 
が始まると切なげな表情に変化 

するのが見どころ。2編目の猿 
顔•毅君はあまりの激しさに笑つ 

てしまうほどアナルをガン掘られ 
る！立ちパックでのアナルセッ 

クスから始まる3騙目の小猿•栄 

作君は騎乗位での気持ち良さそ 
ぅな表悄が0000。5編目はパ 

リタチのエロマツチヨがガンガン 
掘られて想像以上の大量射精を 

お見舞い—.(文•カズ) 

ってきた8人それそれがガラステ 
Iブルに設aされた透明オナホ— 

ルでオナーー—。それをアップ、下か 
らのアングル、目線の高さからの 

3アングルでじっくり見せちやい 
ます。後半パ—卜は同じ8人がそ 

れそれ、カメラに向かって股を大 
きく開いて、指やディルドでアナル 

をじつくりいじられちやいます。モ 
デルのチンnとアナルをじっくり 

観たいむつつりスケぺ派の人向け。 
(文•みさおはるき) 

フアン待望のノンケの精子 
H-•今回は2 

編、全身のパ—ツをくまなく測定 
するちよつとムフフなオマケ付。 

計7名のモデルが登場するのです 
が、体育会から爽やか男子までと 

幅広め。個人的に気になつたの 
は、1_目の体育会男子。ちょつ 

と湣舌が悪い感じが可愛いです。 
オナーIIパ—卜では、自慢の太マ 

ラをしごきながら喘ぎ声を漏ら 
してシコシコ。4日溜めたという 

観察対称がお目見え。それをベロ 
つと舐めてから(1?:)顕微鏡で観 

察しての「めつちや元気なこいつ 
カワイイ！J。アゲV(文.You) 

KOの人気ノンケモデルを 

^■11 Iに'新旧のスジ筋のス 
ベスべ肌6人の男子が登場！冒 

頭では今回初登場のSの葛西君 

がチンコとケツ穴を貴められアへ 
アへに。2編目の藤岛君は感度が 

抜群で、まるでA Vのようにf、 
セリフを吐き出す様は、かなり萌 

え〜な感じです。そしてやつばり 
見逃せないのが本丸の人気モデル 

藍澤君と黒崎君のケツの堀り合 
いでしようか。腹筋パキパキで美 

ポディの両者は、かなり長時間、キ 
ス'愛撫'ケツを犯し合つていて、 

フアンには嬉しい限り。見応え充 
分な出来ですよ。(文•健太郎) 



問東屈指の褐色のど運乱ボーイ•アイト、そして今回初物の京都店&2月13日オーブンの男 

子学組ダブル在籍•ノリユキがデビュー！10代の学生だからこその透明感…漪々しい 

エロ具合、こんなに索0で淫乱なボーイがいるんです！ 

卒業記念作品に相応しく、レーベルの枠を超えた今一番輝いてるモデルたちが出滇！今 

だから告白します、僕は男が好きでした！彼ほど純粋にセックスが好き、イケメンが好き、 

男の礙くなったアツコが大好きなモデルはいたのだろうか…。 
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男子学園05 

KO COMPANY/男子学圓/DVD 115min. 
税込10800円/ko-video.com 

參構成/全3編籲人败/モデル3人•スタッフ2人 
春射精/6発參セックス/3回#目隠しプレイ/1回 

腹筋バツキバキ☆アイトで抜いてよ！ 

INDIES 34変態性欲 

KO COMPANY/INDIES/DVD 120min. 
税込10800円/ko~video.com 

•構成/全4驪像人败/モデル5人•スタッフ3人 
•射糈/7発#セックス/5回春デカマラ/W 

D • ft civi 八^03!333939 
爆男4 

GET-film/GET-film/DVD lOOmin. 
税込8640円/www.get-film.jp 

參橘成/全4霸#人数/モデル7人•スタッフ0人 
•射精/8発籲セックス/4回# SM/4回 

ゴージャスなSMプレイ！ 

V 淫行•リーマン激情！ 

MANNHOUSE/EROTIC SCAN/DVD 120min. 
0800円/www.mannhouse.com 

參供成/全4編#人败/モデル3人•スタッフ0人 
•射精/6発#セックス/2回_スーツ/屯B 

変態リーマンの淫猥セックス！ 

出張個室ホスト店『男子学 
園』に在籍しているス—パ 

Iモデル•アイト君。177センチ 
53キロ20歳のピチビチ今どき男 

子です。そんな彼にフィ—チャ— 

した八*-7作の冒頭インタビュ—では 
•八キパキに割れた腹筋や、コンパ 

クトにまとまつた自慢のお尻を披 
露したり和気あいあい。ところが 

エロパ—卜に変わると、アイト君 
の淫乱な顔が露に。ガンガン掘ら 

れながら性感帯だとい一つ裏スジを 
しつこく贲められたかと思えば、 

大好きだと言う穴空き兢バンプ 
レイ(+目陳し)まで…。みんなで 

アイト君に恋しよぶ(文.You) 

Cp Hツチ大好きな4人のモ 
デルがiし'ヤリ放題の 

120分！デカマラ大好きな 
若髭野郎が超嬉しそうにフHラ 

し、根本までブッ込まれる一編目 
から、目限しされて興S倍壜でケ 

ツマンを掘られる淫乱男子の2編 
目。続く3編目は、ケツ割れ士フ 

ガ—マン姿で登場し、巨根スタッ 
フからガン掘られまくる。ここは 

口—アングルがめちやくちやエロ 
エロ。最後はお馴染みの航太君が 

登埸し、自慢のデカマラで相手モ 
デルのケツマンを執拗に資めまく 

り' 見事に潮吹きさせちやつてま 
す。(文•健太郎) 

9 

爽やかリ—マンの寝付き 
を襲ぃ、チンコをシゴかれ、 

アナルをおつ広げ、玩具で弄られ 

た挙句、大置に発射！あの日の 

快感が忘れられない爽やかリ—マ 
ンは鏡にチンコを擦り付け、思い 

出すようにオナホIルに目一杯ピ 
ストンをお見舞いします。最後は 

直立状態でオナホ—ルにたつぶり 
射精D 3編目では既婚リ—マ 

ンが男を誘惑し、セツクスへと発 
展。巨根で激しくピストンする姿 

がエロい— 4編目ではバック— 
正常位i騎乗位と体勢を変えな 

がら靴を嗅がせて最高のフイニツ 
シユを迎えます。(文•カズ) 

登場するM役の美少年達 
は全貢ノンケ。収録され 

ている4罐とも構成は、緊縛され 
たMをロウソクやデイルドで贲 

め、その後はアナルを掘る、という 
流れなんだけど、今回すごく気に 

なつたのは室内がとつてもゴ—ジ 
ヤスということ。鈇檻、貼付け十 

字架、巨大烏かご、首を固定でき 
る枷がついた革台、ゴシックなソ 

ファ'壁にかかつた堕天使を連想 
させる羽のレリ—フなど。この耽 

美かつ妖艶な空間に、美少年の白 
い肌が浮かび上がる感じ、まるで 

海外ポルノのようです。きれいで 
す…**(文•みさおはるき) 



1 八ードマニア21 

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

•構成/全3驩#人敗/モデル3人•スタッフ3人 
參射精/3発#セックス/〗回參腹パンチ/2回 

神秘のピラミッドパワー!！ 

スポ魂！ 6 

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

•構成/全4編#人数/モデル8人•スタッフ0人 
•射精/8発#セックス/4回#生戡0/2回 

リアルタイム射精に妥協なし！ 

D.AOYI ル 
凄筋人7 

G®MES VIDEO/WILD GAMES/DVD 120min. 
税込9800円/www.games-video.co.jp 

參橘成/全4編參人数/モデ/U4人•スタッフ4人 
•射精/8発參セックス/4回#エロボディ/4人 

肉厚ボディ&チンボをしやぶりつくす 

ノンケを犯す!！ 8 

KO COMPANY/BEAST/DVD 115min. 
0800円/ko*video.com 

春構成/全n編#人数/モデル1〗人•スタッフ2人 
•射精/11発參オナニー/I回#弄り倒し/8® 

11ヶ所以上のヌキどころあります！ 

人気のスボ！ソものの第 
6弾は、？かVケメンが 

多数登場—•野球のユニフオ—ム 
姿で絡む1_目は、初々しいやり 

取りにドギマギしちやうも、プ 
リッと突き出されたケツマンはか 

なりH 口くて卑猥です。続くサカ 
ユニの絡みでは、細身だけど雄つ 

ぼい先Mが可愛い顔の後輩から 
長時間ケツを掘り上げられ'雇後 

はお掃除フHラまでしちやつたり 
…•ラストはガッチリボディのイケ 

メンモデルが、こなれたプレイで男 
のケツを畏時間ファック。どれも 

リアルタイムで射精するあたりに 
こだわりあり。(文•健太郎) 

8 

1編目。雷頭から竹刀で腹 

をパチパチ叩かれていたモ 
デルが、その後、掘られながらも常 

に腹パンチを喰らい続ける。それ 

でもモデルはチンnビンビン。2 
編目も冒頭から宙づり状態で腹 

パンチをされて、まさに人間サン 
ドバック状態。そして今回の大目 

玉は3編目。モデルを緊縛した宙 
づり口—プがまるでピラミッドの 

ような形に。中心にあるチンコが 
心無しか宇宙パワ—で勃起度 

120%くらいになつている気が 
します。ロウソクまみれになつた 

後は、最後は顔面に放尿されちや 
います。(文•みさおはるき) 

「鍛え上げた筋肉完璧肢 
体、凄筋肉達を犯る=:」っ 

てキヤツチ通り、スゲHエロエロボ 
デイを堪能できまくるシリ—ズ7 

作目。今作では一■目の敦志君が 
超ドタイプでオススメ零 S近 

色々なビデオに多数出演中の彼 
だが、ここではガッツリケツを掘 

られちやつていてアゲアゲ！苦 

痛に歪む表情なんて最高です。敦 
志君のデッカいぶりぶりつとした 

チンボも見応え、歯ごたえ抜群で 
口の中で転がしたい〜つて個人的 

願望が頭の中から消えないの。そ 
んな超オススメの彼が登場してい 

るので、ぜひ！(文.HIRO) 

ノンケ体育会に限定した 
弄く〇倒し企画-.これ 

めつちやヌケます。ただでさえ11 

名という大ボリユ—ムなのですが 

1名1名じつくりと弄くり倒し 

ているのが素敵Vどうやつて弄 
くり倒されるかというと、モデル 

ちやんたちは最初は緊張している 
様子なのですが、スタッフの妙な 

スナップのきいた口—ション手n 
キをくらうと、あら不思議。とろ 

〜んとした表情になつて、魔法に 
かかつたように言いなりに。ノンケ 

を犯す時のお手本としてもぜひI 
度は見ておきたいテクニックが盛 

りだくさんです。(文• Y O U) 



みんなの気になる!？ ^ 

ViViD news "を集めて届けるバラエティ情報ページ 

「日本のゲイトビック!」 

みさお!よるき今月のマィブーム/染めQ 
今月のビビツと体糠/以前お気ICAりで使い込んで、色あせてしま 
つた華ノ (ツグ6格てるのも«びないけど使うにはちよつと年季が入 
りaぎ、と教印していたんだけどスプレーr染めqjがすごいとmい 
て購入•鼸くぼどきれし錢まってびびびびっくり〜. 

★ViViD newsとは…？ 
ゲイスタッフが自分たちの気になる面白いニュースや 
ゲイニュースなどを、《人的な意見で色々紹介しちゃう 
というもの。その中から諛者が何かしら#考にできた 
り、共感できるものがあればイイな…とゆる〜い形でお 
届けします。さぁ一緒にビビッとな体»しちゃいましよ!！ 

ViViD new 
みんなの気I 
を集めて届けるバラエテ 

パディ公式キャラクター 

げディ君 
イラスト/フジヤマ 

る!？ 
報ページ 

世田谷区でもパートナー制度？ ドルガバvsエルトン•ジョン 
渋谷区でパートナー制度が可決 
する前の、3月5日。東珙都世田谷 
区でも同性カップルを家族として 
認めるための制度創設の耍望丢 
が提出され、保坂展人区長がこ 
れを受け取り、「区長判断ででき 
ることに絞って具体化したいjと 

前向きに対応する考えを示した。ただし「条例化は必ずしも必要ではないj 
とのこと。また、兵庫県宝塚市も条例制定を検討すると発表した0 

http://www.sankei.com/porrtics/news/! 50305/pit 
1^3 1503050041-nl .html (ニュースソース） 

1■ドルチェ&ガッパーナjデザイナ 
一が、同性愛者の養子縁組や代 
理母出産を『人工的バ合成の子 
供」と発言、代理母出産の子供を 
持つエルトン•ジョンが「同性愛者 

に限らず、子供を望む人の奇跡を 
批判するなんてjと激怒。ドルガバ 

の不買を呼びかけ、リッキー•マーテイン、シャロン•ストーン、ヴィクトリア• 

ベッカム、コートニー•ラブなど多くのセレブが不興に胬同。 

r^=> http://news.livedoor.com/article/detail/9898410/ 
Lj?(ニュースソース） 

LGBT超党派議連が発足! お騒がせ作家の問題発言! 
3月17日、国会において「LGBTに 
関する課題を考える議連』が設立 
されたノ法的課題を研究し、ダイ 
パーシティ（多様性）な社会を実 
現することを目的とするjというこ 
の連合を通して、今後、当事者側 
から国会議員への情報提供や要 
望、LGBTの差別禁止や支援のための法案の提案、また、各分野の専門家 
を招いた勉強会などを開催していく予定。 

EMA日本 
http://emajapan.org/ 

宗教と人権で揺れるアメリカ 

1日に10回オナニーした報告な 
ど、なにかとお瞌がせ発言が多い 
作家の百田尚樹氏。「同性愛は自 
由だが、彼らを変態と思うのも自 
由』とつぶやいて案の定、炎上。批 
判によりツイートは削除された 
が、以前「削除して証拠を消すの 

は精神が莨しいjと発言したこともあり、さらに炎上。確かに変態と思うの 
は自由だけど、発言する埸合は資任が伴うってことをお忘れなく。 

http://news.livedoor.com/artlcle/detail/9898867/ 
(ニュースソース） 

渋谷区のパートナー制度が可決!! 
2月26日、アメリカのインディアナ 
州で可決された「宗教の自由jを 
保護する法律。同性愛を罪とする 
キリスト教やイスラム教の信者が 
多いアメリカ。「宗教的な理由で同 
性愛者へのサービスを拒否する自 
由jを認めることにもなり、ティム- 

クックやセレブから批判の声が挙っている。また、大手企業やイベントがイ 
ンディアナ州への投資や開催をボイコットする姿勢を見せている。 

病 > 又冬 
〇/SJr"、ートトシvっ， 

3月31日、渋谷区で、日本初となる 
同性パートナーシップ条例（渋谷 
区男女平等及び多様性を尊重す 
る社会を推進する条例)が可決し 
た。法的な拘束力はないのでい;b 
ゆる「同性婚jというわけではない 
が、これにより不動産や病院では 

「パートナーjとしての権利を主張できるようになる。同性愛者の中にはこ 
の制度に難色を示す人もいるが、とりあえず見守りましょう。 

http://news.livedoor.com/artlcle/detail/9953160/ 
(ニュースソース） 

http://news.livedoor.com/article/detail/9954789/ 
(ニュースソース） 
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匮 FOCUS14〜生密撮- 

GET-film/GET-film/DVD 100min. 
税込8640円/www.get-filmjp 

•構成/全4*籲人败/モデル7人•スタッフ0人 
參射精/6発#セックス/4回#新人モデル/3人 

セックスをねつちり楽しむならコレ 

D • ncivi .^CZEBSEBB 
進撃の巨DeBu 

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

•構成/全2糴參人数/モデル2人•スタッフ2人 
春射精/2光#セックス/2回# ロウ資め/2回 

なんだこのデブは！半端ねえそ！ 

■ 教頭先生は僕の玩具 
KO COMPANY/狂/DVD 150min. 
税込11880円/ko»video.com 

•構成/全4編#人败/モデル5人•スタッフ0人 
參射精/8発#セックス/4®參ストーリー/4鞴 

教頭先生と秘密の授業零 

密室でのゲイセツクスを、 
固定アングルで撮影した 

人気企画。今回ぜひ注目してほし 
いのは、歌舞伎の女形に居そうな 

綺麗な顔立ちの20嫌モデルの3 
編目！居初は目を合わせてく 

れないほどのノンケつぶりなので 
すが、チユツチユつてされたら一瞬 

で勃起。それからは終始勃起で、 
もちろん掘られている最中も罾 

さらに萌えポイントは、この子、わ 
ずかに胸毛が生えているんです。 

綺麗なお顔なのに、乳首毛。綺麗 
顔十乳首毛、このギヤップは実際 

にごKになつていただきたい衝擊 
的なエロスです。(文.You) 

50 
いやあ〜凄かつた—ま 

さに墨でした。墓貴め 
から始まる一編目、ケツマンコを 

スタッフに突き出し、足でぐいぐ 

いアナル周辺を弄られ、さらにチ 
ンコを踏まれる巨デブ。「ケツマン 

コ気持ち〜い」と！さらにスタ 
ツフにどうされたいんだ？と聞か 

れると、-nメチヤメチヤにされたい 
〜Jつて鳴くんです。進擊した瞬間 

でした。それから、太いロウをアナ 

ルに突つ込まれ、さらにロウをチ 
ンコに垂らされ、カテ—テルを入 

れられ、乳首バサミに、笛マ地獄 
…すつごいプレイの数々に衝擊の 

連続でした—•(文.HIRO) 

為』 

は、玩具でさらに拡强…。ディルド 
を次々と挿入し、最後はシゴいて 

フィニッシュを向かえます。2編目 

では太鼓つ腹が似合ぅ職人姿(六 
尺付)の柔道君が登場。自分で乳 

首を弄りながら射精する姿がエ 
口い93編目ではレスキュ—隊 

の大蔵くんがシ—ツまで飛び散る 
バズ—力発射をお見舞い。4編目 

の警備貝•ゴンくんは目隠しをさ 
れながら、2本のチンボに代わる 

代わる犯されます。(文•カズ) 

全国の教頭先生マニアの 
皆さん、ぉ待たせ。普段は 

知的でダンデイな教頭先生が、生 
徒や新人教師に弱みを握られて、 

卑猥なアナルをひくつかせて乱れ 
ちやうよ。ということで' KO作品 

では変態系のお父さん役や先生 
役(基本ウケ)でお驯染みのおじさ 

ま(名前つけてあげてください)が 
大活躍。メインは相手役を務める 

イケメンモデル達なんだけど、と 
りあせず、個人的にはこのおじさ 

まが好きなのでコンプリ—卜作品 
を期待。掘られながら黒板に「あい 

うえおjってBいちやうシ—ンが激 
萌え。(文•みさおはるき) 



みんなの気！こなる!*? ^ 
ViViD new^、を集めて届けるバラエティ情報ページ 

「ね〜これって誰向けなの!？」 

しろずきん今月のマィブーム/セカンドピァス 
今月のビビッと体跛/耳に穴を醐けて早3年、今さらながらセカ 
ンドピアスを鱗ん少し餹段は法るな〇の、ボストが旧金のもの。 

^ すると肌が@くて臑んでしまいがちだった穴は見擊に安定。寝る 
w^K^r;,' IP,的おasの閜もはずす必要がなしvoで楽ちん，級！〜. 

「下着と裸は男のロマン!!」 

YOU今月のマイプ-ム/いいねえ、いいよいいよ〜 
gm今月®ビビッと体_よくグラドルとかの握影でrいいよ〜、いい 

よ•かわいいね.もう〗枚脱いでみよつか〜j的な、カメラマンの巧 
みなR導ってありますよね:》あれ、よくやるんですが，先日それをさ 
れ奴絵が••そして、ビtftr -iあれ、すんctイイ気持ち- 

裸の魔法少年、現る!？ 1 
魔法少女は昔から流行っていたけれど、魔法 jm 
少年は初耳!？東映アニメーションとフロンテ L 
ィアワ-クスによるコラボ企画『魔法X少年x 

Days!!!!!jが話鹿。ストーリ-は5人の少年が 
魔法で人助けをするといういたって鉄板な内 
容。でも、変身を解除すると男の子が裸になっ 
ちゃうの…ってなんじゃそら一!！股間はモザ 
イクなの？どこまでリアルに？作品はアニメ 
付きドラマCDとして6月24日に発売予定。 0^91_ — 

おちんちんコレクション2015女 

スペインのrマドリードフアッションウイ 
-クjにて難されたファッションショ 
-が大珍事。なんと、女性用ハンドパッ 
グのコレクションに登場したのは、全裸 
のメンズモデルたち。そう、全裸です。小メ ^^ 
振りなバッグを持ち、威風堂々と閑歩tfflHBnHiHn 
しているものの、おちんちんがぶるんぶるん！と跳ね回っているのです。とって 
もシュール！撮影している人も、パッグそっちのけでおちんちん—顔—お 
尻ィ次の人のおちんちん(以下ループ)、と目的を見失ってしまうほど。 

魔法x少年xDaysm!! 
http://www.fwinc.coJp/mahoushonen/ 

http://geeklyrocks.com/2015/03/watch-hot-naked-ma 
le-modeJs-carry-purses-down-madrid-runway-nsfw/e 

幻のマッチョカフェ開催される 
f( I 4月5日、東京•中野にfマッチョカフ 

i.Avj :ljがi日限定で開店しました。マッ r 
チョな店!!さんが接客してくれるとI0M 
いうこの企画、コーヒー以外にも夕 wOm 

ンパク質普苗な筋肉增強メニユ-が提供された楔様。そ 
のほか、店貝さんのブロマイド販売や記念チェキ据彩、さ 
らにマッチョ兄贵が隣に座ってくれるサービス(有料)な 
んかもあったのね〜！ちなみに企画•開催を担当したのはlr 4 
「マッチョパスツアー」の会社らしいです、納得。 

マッチョな美容部員は好きですか？ 
㈣•け• W ” ベトナムで話題となっているビキニ姿 

*のイケメンマッチョが接客してくれると 

いう美容室をご紹介。画像の通り、女 
Bb|性の髮をセットしたりネイルケアを施 

しているのはマッチョ。しかも、その肉 
■MniiflHiiH体をおしげもなく披露するために制服 
は熏ビキニ1枚。これ^髮をセットしている最中にもっこりあたっちゃいます 

4< よね？それ以上はオプション料金なのかな…。妄想やオカズとして最適で 
Jすね0なお、女性專用サロンとのこと(残念…〉。 

r^zpマッチョカフェ※開催終了しています。 ’ f 
http://machocafe.wix.com/macho-cafe 

1 r^-D http://rocketnews24.com/2015/03/12/556751 / 
1 (ニュ-スソ-ス） 

高くても欲しい！月賦で払ってお仕置きよ！ 
セーラームーンファンなら見逃せな植 
い！パンダイから、ネオ•クイーン•爾 t 

セレニティをイメージしたティアラが * • 
登場。高級なスワロフスキーとパール，， . 

をあしらったこのティアラ、お値段は • — ■ 
なんと4〗万円!！玩具メーカーの本 '* 
気を感じます。ちなみにネオ•クイー 
ン•セレニティとは、白いマーメイド型のドレスを着た、セーラームーン•うさ 

ぎちゃんの未来の姿のこと。最近セーラームーンコラボ商品、多いですね0 

下着広告はもっこりが命!！!m!! \dv 

サッカーの名鬥レアル•マドリード所属の ^ 

イケメン選手•ロナウドさんの公式アンダ BL ' 1 
ーウェアが発売。もちろん、広告塔になっ k. Mfi 
ているのはロナウドさん本人。さっそく代 
物をチェック…ふむふむ、下着で形を隠 m k f | 

しているものの膨らみはなかなか…！ U 
ィヶメンが宣伝する広告って'商品よu 
りもっこりが気になるよね☆商品はVj ^ w J] 
股上が深め設計が多いっぽいよ！ WM 

美少女戰士レーラームーン20周年周年プロジェクト公式サイト 
http://sailormoon-official.com 

『CR7 underwearコンセプトショップin MAGIC BEACHj 
U_?京都江東区畫洲6 丁目レ14/11:〇〇〜20:00(不定休） 

あなたを魅了するちんこ型の島、あります！ 
r -1オーストラリアの東、オセアニアの海 

に浮かぶフィジー島近くの島、マヴパ 
島が売り出し中なんだそうです。なぜ 

ここで取り上げるかって？この岛、ベ 
こスの形をしているらしい！まっ白 
な砂浜、照りつける南国の太颺、透き 

こ通った海水…そして上空から見下ろ 
せば、巨大なベニスがそこに…。結構しっかりしたちんぼだよね。お値段は 
日本円にして1460万円。ブルジョワなパトロンおじさまと付き合いたい…。 

衝擊的!！シルバニアx貞操帯!？ 
1 ちいさい頃、だれもが遊んだだろうシルバニアファ 

m ^ ミリー(やだ年齢がバレちゃう)。キュートなあの動 
^物の人形たちに、こともあろうか貞操帯や禪という 

|L^S|ミスマッチ…いえ、むしろアンビリパボーな組み合 
Jゎせで楽しむ方々がぃるそぅなのでご紹介。こち6 

は、人形用の衣装を個人で制作されている方の商 
品なのです。穿かせてみると、意外としっくり。幾年 

J にも続く人形戦練をくぐりぬけてきた彼らの万能っ 
ぶりが垣間みれます。オブジェとしてもアリかと。 

r^zD http://www.zaeega.com/archives/55182446.html 
(ニュースソース） 

千葉DOLじEJ» 
http://tibadoll.blog.fc2.com/ 
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みんなの気になる!？ 

ViViD news-资集めて届けるバラエティ情報ページ 

「今月のおセレブ様4名!!」 

ジユーソー今月のマイブーム/RuPaul Drag Race 
今月のビビッと体顧/世界一有名なドラアグクイーンのルポール 
がホストする全米一のドラアグクイーンを決めるコンテストTVの7 
シーズンが始まったの,毎®*しさ.*のfiさ.そしてビッチさを贼 
う。もう払の中のドラアグクイーン^ビビツと来るう〜！ 

「世界は男でできている、そんなネタ」 

HIRO 今月のマイブーム/日本酒(甘口派） 
今月のビビッと体顧/先日、糜多摩の澤乃并という酒蔵に行って 
か5、日本通の上手さに八マりまくり▼で，そんなところで、親族ら 
しff人たちの»み会があって•その中のおっさんが若い子の肩を 
抱いて…にし〇ゲイなんだよな〜Jつて•罅!？ビビビ、：/*ぎツH 

ゲイのジェームズとノンケのジェームズ マッチョ教師に根掘り葉掘り教わりたい。 
匂^!ジェームズ•フランコは自身のセクシュアリテ 
ィをいつもはっきりとはさせなかった。しかし今回 
こそはと、「ノンケのジェームズjと「ゲイのジェーム 
ズ』の一人二役を演じ自作自演の対談をした。そし 
て「セックスは異性とするけどそれ以外の時の自分 
はゲイかな。芸術面ではゲイで私生活ではノンケ 
だ。ゲイであると思われることはうれしい。でもや 
つばりゲイじやないからゲイ社会には認められな 
いんだよjと結論付けた。はあ？ 

—> http://news.livedoor.com/article/detaiI/9907006/ 

(ニュースソース） 

マドンナ、「遅れてる女性の権利Jを語る 

英ロンドン大学の26威の数学講師、 
ビエトロ •ポセリさんがイケメン過ぎる 

とネットで話題に。それもそのはず、彼 
はジョルジオ•アルマーニの専厲モデ 
ルII完璧な肉体、もっこりした股間 
の膨らみ…そんなセクシーな広告を 
見ちやったら、授業にならないでしよ丨 

って羡ましいよね〜字校の先生がそんなんだったら。とりあえず、字校に彼 
のような先生がいたら、連れシヨンにしに行っちゃう行つちゃう零 

http://www.zaeega.com/archives/55207024.html 
し歹（ニュースソース） 

デッサンでお馴染みの4人がチーム結成! 
長年LGBTの支持者であるマドンナだが、「女性の 
権利向上はLGBT社会とアフリカ系アメリカ人社 
会の次になるくらい遵れている。私たちは世間に合 
せて生きることを期待されるだけ。男女平等が最 
後の開拓地ねjとゲイ雑誌の『OUTjに語った。英 
俳優のエマ•ワトソンもフエミニスト運動の論客だ。 
先日八リー王子に求愛されるも「自分のプリンスは 
自分で見つけますjと独立した女性観を披露し世 
界中の話題になった。 

CD 2月にKAD0KAWA、ザリガニワーク 
ス、ホルべイン画材の3社による共同 
プロジェクト「石裔ボーイズ』が発表さ 
れ、とうとう4月から、クロッキー根や、 
カンパッチなどが 
発売に。石膏像が 
イケメンとしてキヤ 

ラクター化ってどうなの？でも確かにみんな美しい男 
性の象徴だし、いい体だし…まさかゲイ受けも抜群!？ 

& http://woman.imoseek.cojp/news/celebrtty/nollyw 
ood_l1 Mar2015.54226 (ニュースソース） 

石脅ポーイズ公式フェイスブック 
https://www.facebook.com/sekkoboys 

米ドラマ俳優がカミングアウト!! 2年後には男同士で赤ちゃんが作れる？ 
ヒップホップ界の裏を描いた人気米ド 
ラマ「エンパイアjに出演中のジヤシ 
一•スモレツトゲイであることをカミ 
ングアウトした。父から同性愛を理由 
に受け入れられない次男を演じるジヤ 
シーは「ポクのカミングアウトのおかげ 
で誰かが感じている寂しさを鞋減できたらjと思ったそうだ。レズビアンであ 
る事を公言し同性婚もしたカリスマコメディアンのエレン•デジエネレスの番 
組集台裏インタビューで明かした。 

http://news.livedoor.com/article/detail/9871710/ 

(ニュースソース） 

染色体の構成は、女性がXXで、男性は 
XY。だから男性はXをもうひとつ增や 
せばXXで卵子を作ることが可能で、そ 
れについて研究しているチームが卵子 
と精子のもととなる「始原生殖細胞」の 
効率的な作製に成功したと発表。実際 
に作るのはこれからだそうで、2年後に 
は…と公表している。やん〜これって凄くない〜？ゲイカップルにも実の 
子供ができるってことだよねI今後の進展に期待したIぬ〜！ 

—> http://news.livedoor.com/article/detail/9848606/ 

(ニュースソース） 

スティーブ•ジョブズの伝記映画! イケメン•マッチョたちの筋肉隆々動画罾 
今年10月に封切り予定であるスティ 
一ジョブズの自伝映画の宣伝画材 
が発表された，ジョブズが1984年に 
発売したNextコンビューターの宣伝 
ボスターを主演のマイケル•ファスベン 

ダーが再現したものだ•一般人がそれ 
を見かけSNSにアップしたことから広 
まった。2013年にはアシュトン•クッチャーがジョブズを演じている。アシュ 
トンもマイケルもあまりにも精悍すぎて実感が澳かないわ。 

% http://abcdane.net/site/moviestv/2015/03/Fassy- 

jobs-firstlook.html (ニュースソース） 

6人組のイケメン•マッチョ•パフオーマ 
ンスグルーブ『6PACK6(シックスパッ 
クシックス)j力ぐ、ヴィレッジ•ビープルの 
名曲「マッチョマンjを日本語でカパ 
一。その筋肉隆々動画が話題となって 
いる。筋肉アビールしたり、犬を抱っこ 
したり、アイロンをかけてみたり（!？)、 

ゲイセンスぱっちりだけど…«構チープ(笑)。爽やかなのはいいから、もっ 
と頑强って！もっと脱いで！もっともっこり強調させて丨（世のゲイのために） 

6 PACK 6(シックスバックシックス)公式サイト 
http://www.6pack6.com 

152 



.badi.jp) Jでも電子小説を発売中 『バディジェ_ピィ（ 

前回までのあらすじ 
社会人野球部で捕手をする昌平はガタ 

ィがよくひと一倍性欲が強い。自慢のデ 

カマラを見せつけては男と性交に明け暮 

れ、かつて住んでいた会社の寮では同僚 

の菅原や吉田とオナニ—の見せ合いを楽 

しんでいた。そんな折リ、菅原が全裸露 

出で警察に捕まつてしまうのだった。 

パ—キング<7)トイレ襄でg 

昌平は三十代になリ現役でレギユラ— 

として野球を続行するためにさらにガタ 

イを鍛えるようになつた。そして身体を 

鍛えれば鍛えるほど周囲の男の視線が自 

分の身体に集まることに気がついた。欲 

望は身体の奥でムクムクと育つていつた。 

でかい金玉をぶら下げ、性欲旺盛な昌平 

に所詮我慢などできるわけがなかつた。 

やがて男の視線を浴びたいがためにさら 

に身体を鍛えるようになつた。昌平は身 

体だけでなく己の雄竿を、もっと淫乱な 

自分の痴態を男に見せつけたい欲望に支 

配されていた。 

部の連中がいないジムに通ぅよぅにな 

リ、自分を直接知らない連中の前で大胆 

に振る舞つた。タンクトップに短い短パン 

姿でトレ—ニングをし、シャワIやサウナ 

ではタオルで前を隠すことはせず、堂々と 

逸物を曝け出した。分厚く被った包皮も 

見栄剥きせず、堂々と包茎を曝した。男 



みんなの気になる!？ ^ 

ViViD news-磙集めて届けるパラエティ情報ページ 

「community center mabuiJ 
▲▲ ^hP 

??? (mabuiスタッフ） 

1^ 今月のビビッと体職3月にr沖_a箱铁s祭!が闢傕し、千葉a 
大さんが主演の映■『MrマックスマンJ奄見に行きました0上趺 

I 後に霄尥梭拶も26り.情れの千蕖雄大さんに会えました1!顏が 
こ爻胃，小さくて、目がクリクリでかわいかつたです☆ 

gngKf「同性婚ブームはまだまだ続ぐ”」 

カズ今月のマィブ-ム/「め組のひ 
今月のビビッと体皸/番組BGMで流れていたラッツアンドスタ 

v： fM 一のrめ組のひとjにビビッ！月9の主»歌やドラマr荚しき罠j 
lSnVyflの主題もS く咖レトロサウンドで、價人的に:/Uイクの兆しで 
ilHvwぃます。 

mabuiが5周年になりました！ 
3月でmabuiは5周年となりました！みなさんに 

« j||Kc感詭込めてmabuiで「5周年祭jを開きました。利用 
者の方からは差し入れをいただいたり、エイサ-や 

rtNOianlBダンスを披露してくれたりしました。あらためて、み 
^ なさんに支えられmabuiは5周年迎えることができ 

认だと親しました。また、齢@コミュニティ- 
センター「zeljさんとskypeを使って中継を行い、 

BBPS^SrhM交流会もしました。今後もmabuiは沖纗ゲイコミユ 
1こティ-の方々に役立つ場所であり続けます！ 

イギリスで殺人鬼同士の獄中同性婚!？ 
■ PQO lil 同性®が2014年3月に合法化され 

IULLtK5lltflii'Jたィギリスで初の獄中同性婚ヵップ 『■DCT •“二^ルが證生した。それはゲイチャットで 
rlKoi uAl^ 知り合った男性を絞殺し逮捕された 
■ All UiriiniilP Ga"atinov(40歳)と、ゲイ狩りを行 

JAILIvlIIIIIIiUい2007年に男性を殺害した 
Goodwin (31嫌）の2人。両者は共 

に終身刑を言い渡されており、結婚しても監房は別々のままで、獄中での生 
活は変わらない。う〜ん、人生いろいろでございます。 

mabui(まぶい)とは…!？ 
Lj? >沖織の方言で「魂Jという意味です。 

r,yC2-z> Infamous Moston murderer to wed fellow gay killer 
in first same-sex marriage inside British prison 

勉強もできて、オナホももらえる！ 
mabuiでは数多くのイベントを行っています。僕の 
担当する•大人の授免はこれまでに、48手、楮力 
剤、梅志などちょっとエッデなものや性nMこ関する 
テ-マをあげみんなで勉強会をしてきました。普 
段、知りたくても問けないネタがテ• •マとなってい 
て、5月は2つのテーYrメナホールJとfいさな〇エ 
ィズ」について授棻をしま叭誰でも無杉で#加〇K 

なので、ぜひ遊びに来てくださいね☆参加#には 
もれなく POCKET TENGAをフしゼントします☆ 

同性カップルを後押しする『ゼクシイ』零 
結婚式にこだわるすべてのカップルに向けて発刊さ 
れる季刊誌『ゼクシイPremierjでは、2012年8月 
号より毎号1組のLGBTカップルを他と変わらない 
形で紹介している。「共に生きていくことを決めたす 
ベてのカッフルに莫荦に情報を届けたiff, JM 
い」という小林隆子編集長。LGBTを 
「新たな市場」として捉えるのではなく ^ 

「当たり前のこと」として応援する心強1^/ - , 

いインタビューは一読の価値ありです。h邊淨ン、 

大人の授業イベント/『オナホールJと『いきなりエイズj 

kj? >27年度は5月17日(日)と11月15日(日)に開催予定。 
1^=>ゼクシイPremier小林隆子編集IIインタビュー 
し^? http://wwwiHjffingtonpostjp/digita^board/tgbt_b_6750660.html 

nankr童(わらば一)募集!！ 
mabuiではお揃いのピンクのポロシャツを来て、Barにコンドームを始めと 
した予防と限性者支援のさまざまなメッセージを配布しています。沖耩中に 
セックスと健康のアイディアを溢れさ ^ 

せるという活動です。みんなで-總に# in 
デリパリ-しませんか?？終了後、おっ 

茶会なんかもしちゃってます{参加キ办^4 邏 
できる方は、当日21時半までにコミュ ^ 

ニティ-センタ-mabuiに集合してく も 
ださい。予約は必要あ〇ません。 ^ 

タイで世界初の3人同性婿に祝福！ 
タイのウタイターニー県に住 
む3人の男性が世界初の3人^ 

同性婚を行った。イギリスワ wiVi 
1，イリー.メールjによると、3人 ^ 

はスーツを酒て伝統的な誓いW M 

Pの言葉、指輪の交換などを行 . な 

い、家族になり資任を分かS WV 1 

合うことを誓った0法律上では無効だが、タイテレビ局のFacebookページ 
では、5万イイネ、1000コメントを超えて世界で拡散されている。 

デリバリ-nankr 廑 
>毎月第1、第3金曜日に行っています！ “逆屑 

M r^=Dデイリー•メール 
http://goo.gl/qi7euS 

Kabuliは沖縄の人や観光で来ている人などのゲイ•パイ 
セクシュアルmが練に立ち*?れる賴ステ-シヨンで 

'W r す,HIVを始めとした性*染症や沖織のゲィコミュニティー 
I. の®かい情報まで発信しています。待ち合わせや勉強、涼み 

にgたり、友連を作った〇、ちょっとした悩み事を臟した〇 

様々な影でご麵いただけます〇獅はゲィタウン桜坂近く 

にあり、観光客の方には観光スポットm彰の提供も|分か 

らないことは気軽にスタッフにwいてください。 

『薔薇族』復刊イベント開催 
商業誌として日本初のゲイ雑誌を作 
った1■癌希.族jの復札イベントが瘐京• 

崁座のライブハウスで開催された。現 
在は本誌連載中の竜超氏が編集長を 
引き擗ぎ、セルフ出版にて刊行されて 
いる。出版プロデュ-サーの赖基仁 
氏は「古来有ったものをあっけらかん 

community center mabui (コミュニティセンターマブイ） 
L 3 參http://nankrjp 

沖)！県那覇市壺屋レ7-5民衆ビル3F 
時間/木•金18:00-22:00 土 17:00〜22:00日15:00〜21:00 
TEL/098-862-0114 MAIL/office@nankr.jp 

と世に出したいjと語り、8月15日に復刊を宣言した。今もなお、ゲイやノンケ 
問わず知名度の高い『蘭费族j、また新たな風が巷き起こりそうです。 

籣薇族jp 
http://xn~9fvy91 edb.jp/ 
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溁夜のハムHv;ikの赛 

菅原や吉田と過ごしたあの寮は既に取 

リ壊され今はない。昌平はこの春、野球 

部の使用しているグラウンドがある沿線 

の近くにマンションを借りた。グラウンド 

だけでなく会社へもジムにも近く利便性 

がよかつたが、それ以上にマンションは 

あの寮のあつた場所のすぐ近くにあリ、菅 

原が捕まつた公園にも近い場所であるこ 

とが一番の決め手であつた。事件から既 

に十年以上経つているが、あの公園が今 

も特殊な性癖を持つ男たちが集まる場所 

であることを昌平は知つていた。 

公園は広く森が広がリ、外周をめぐる 

ランニングコ—スから中に入れば、深夜に 

森へと来る者はほとんどいない。ところど 

ころに起伏や池、小川があリ人目につか 

ぬ場所がたくさんあリ、深夜に集まる男 

たちにとつては好都合であつた。いくつ 

かある外灯は玉が切れてしまつたものも 

あリ、そのまま放置され暗いこともまた好 

都合であつた。 

引つ越しをしてから昌平は既に何度も 

この公園に足を向けていた。昼間にラン 

ニングをして中を視察し、どこがどのよう 

になつているのか、小道がどこに続いてい 

るのを熟知していた。 

金曜日の夜、部の練習を終え昌平はシャ 

ワIは〗'«びず、すぐにスIツを着てまつす 

ぐに帰宅した。部の連中の前でシャワI 

は浴びられなかつた。ス—ツの下にはス 

パッツを穿いていたが、そのさらに下に昌 

平はヶツワレを付けていた。既にI週間 

穿き込んでいる。自らにズリ禁を課し、昼 

夜問わず仕事中も、練習中もトレ中もこ 

のヶツワレを穿き続けておリ、前張リには 

我慢汁が沁み込み、少し黄ばんだ小便染 

さえできている。ここ二、三日はふとした 

瞬間に自分の股間から雄臭い臭いが立ち 

上るほどになつていた。 

先ほども地下鉄の中で吊革につかまつ 

て立つていると、目の前に座る若いリ—マ 

ンがチラチラと昌平のスラックスの股間 

部分を見ており、この野郎が敏感にその 

雄の匂いを察知していることが分かり、そ 

れだけで勃起しそうになつた。 

部屋に帰リつくと昌平はス—ツを脱ぎ、 

スパッツも脱ぎヶツヮレI 丁になる。季 

節はもうすぐ夏になる。あの公園の緑はI 

気に濃く深くなつている。時刻は午前〇 

時前、まだ早い。これから公園へ行くと思 

うと落ち着かず部屋の中を檻に囚われた 

獣のようにウロウロとした。気を抜けば 

我慢できずにセンズリをしちまいそうで 

あつた。I週間のズリ禁は精力が強い雄 

にとつては、どんなハ—ドトレ—ニングや 

きつい仕事より心身に堪える。昌平はケ 

ツワレI 丁の姿で姿見の前に立った。鍛 

え上げ、さらに三十代の雄らしく脂の乗っ 

た成熟した堂々とした体躯。黙っていれ 

ば厳つく威圧的な野性味のある面構えの 

I人前の雄だ。その社会人野球部員の男 

が、臭うほど穿き込んだ白のBIKEの 

ケツワレI 丁になリ鏡の前で勃起してい 

る。太い指でその砲身をそっと撫で上げ 

る。ゾクゾクと震えのような快感が背を貫 

く。これ以上触ったら自制がきかなくな 

リそうだ。時計の針は〇時を回っていた。 

昌平は興奮を抑えるように大きく吐息を 

吐いた。 

キャップを目深に被り、乳首が完全に 

浮き出たパツンパツンのタンクトツプを 

着て、下はジャ—ジを穿いた格好で昌平は 

公園へと入る。この小道をたどった先は 

少し森が開けておリ、水飲み場がある。そ 

の広場の中心に外灯がI本立っており、 

周囲を明るく照らし出していた。まだ誰の 

姿もなく広場は森閑としていた。昌平は 

ジャ—ジを脱ぎ近くの木の枝にひっかけ 

た。キヤツプ、タンクトツプそして白のケ 

ツワレ、そして練習で穿く黒のハイソツク 

ス姿で昌平は明かリの中に出た。顎を引 

き、小さな広場の中心で両手を腰の後ろで 

組み仁王立ちになる。菅原もきつと同じ 

ような格好であつたに違いない。緊張と 

興奮で自分の心臓がそして勃起した竿が 

脈打つのが聞こえるような気がした。練 

習後にシャワIも浴びずにいるので自ら 

の身体から汗臭い臭いがプンプンと漂う。 

ガサガサと葉擦れの音がして小道から 

I人の男が現れた。現場帰リだとI目で 

分かるような汚れたニッカを穿いたラウ 

ンド髭のガテン野郎だ。キャップをかぶっ 

たままうつむいている昌平の乳首を男が 

爪の割れたごつい指でぐっと摘む。荒々 

しい手つきだった。 

「/っっ、あああ…」 

「すげ—ド変態だな」 

男が低い声で言った。 

「押忍、自分変態っす」 

昌平はケツに力を込め大胸筋を張り 

出す。 

「くせ-お前ケツワレ臭ってんぞJ 

男が昌平の金玉を下から軽く膝蹴りす 

る。鈍い痛みに腰を引いてしまわぬよう 

に昌平はさらに股間を前に突き出し根性 

を見せる。森の中から別の男が姿を見せ 

た。ポロシャツの襟を立てた見覚えのあ 

る若い坊主頭の野郎だ。格闘技でもして 

いるのだろうか、ガチガチの硬い筋肉に両 

耳が潰れている目つきの悪い男だ。 

「おっ、やっぱ来てやがった」 

男が遠慮なく近づいてきて昌平のケツ 

に力|杯張リ手を入れる。若い汗の匂い 

が鼻を突き、この男に以前ケツをガンガン 

に犯された記憶がまざまざと甦り昌平は 

ケツマンが熱を帯びるのを感じた。 



たちの羨望の視線、そして欲情を宿した 

視線を、首筋、肩、腕、胸、股間、ケッ、全 

身に感じた。中には露骨に誘いをかけて 

くる野郎もいた。我慢できずそんな男の 

誘いに応じることもあつた。 

そんな日々が続いていたある日、社用 

車で高速を使い取引先へ行った帰リのこ 

とだ。疲れマラというのだろうか、スラッ 

クスの下で勃起が収まらなくムラついて 

いた。時刻は午後四時前だった。首都高 

に入る前に休憩しておこうと思いパ—キ 

ングエリアへとハンドルを切った。曇天 

の広がる外に出ると少し肌寒い。ス—ツ 

のジャケットを羽織り、便所へ向かった。 

最近体がまたでかくなったのか、春に仕 

立てたス—ツの上着は肩周りがきつく、 

スラックスもデカいケツでパンと張り出 

してピチピチしている。 

便所は小便器が十器ほどI列に並んで 

いたが人はおらず閑散としていた。便器 

の前に立ちまだ半立ち状態の竿を強引に 

スラックスから引つ張リ出した。 

小便が勢いよく放たれて音を立てる。 

ふと三つほど離れた小便器に濃紺の作業 

着を来た短髪の男が立った。まだ類に少 

しニキビが残っているような若い男だ。 

背は百七十くらいだろうか、肩幅のある 

ガツシリとした体格をしていた。男と目 

が合つた。何か感じるものがあつた。昌 

平は小便をしている腰を少し引き、指で 

ぐつと竿を引つ張り出した。男はチラチ 

ラとこちらを見ている。思つた通リだつ 

た。挑発してやる気になリ、小便は既に 

出終つていたが昌平はそのまま立ち続 

け、指でゆっくりと包皮を亀頭に被せて 

は剥く動きを繰リ返すのを見せつけてや 

る。昌平は男の方を見ないが男の視線が 

さっきよリ露骨に自分に向けられている 

のをはつきリと感じる。そのとき便所に 

中年の男が入ってきた。若い男は素早く 

チャックを上げて便器を離れ手洗いへと 

向かった。 

中年の男が出ていつた後も若い男はま 

だ手洗いの鏡の前に立っていた。鏡越 

しにこちらを見ているのが分かる。昌平 

は小便をする時間としては明らかに長く 

不自然である。昌平は勃起した竿がはっ 

きり分かるように右手だけを小刻みに動 

かして見せつけてやる。男は興味がある 

が、どうしていのか分からず、また決心 

もつかないのだろう、やはリ鏡の前で前 

髪を直しているふリをしていた。昌平 

は竿をスラックスに強引に押し込んで、 

ゆっくリとした足取リで洗面台へと向 

かう。鏡越しに男と目が合う。男は興 

奮したような、緊張した表情をしている。 

昌平のスラックスの前はズンと亀頭が生 

地を押上げて勃起しているのが丸分か 

リだ。男の視線が股間にとまる。昌平 

は手を拭き、さつとその膨らみをI撫で 

して外へ出た。 

自販機で缶コ—ヒIを買って口をつけ 

ると、男が外にある喫煙所で煙草をせわ 

しなく吹かしている姿が見えた。落ち着 

かないのだろう、何度もこちらを見てい 

る。昌平はコ—ヒIを飲み終えるとゆっ 

たりとした足取りで喫煙所の前を通って 

便所の裏手へと回った。 

便所の裏はフェンスとの間に幅三、四 

メ—トルほどのスぺ—スがあリ、フェン 

スの向うは雑木林になっている。昌平は 

便所の壁に背をつき、両足を肩幅ょり広 

めに開いた。地面はじっとりと濡れ、薄 

く苔が生えている。ヒタヒタとこちらに 

近づいてくる足音が聞こえた。そちらを 

見ずともそれが誰かは分かっていた。昌 

平はスラックスのベルトを外しファス 

ナ—をゆっくりと押し下げた。竿を前 

に突き出すょうに壁からケツを離すとス 

ラックスは膝まで落ちずぶっとい太股に 

ひつかかる。ネクタイをYシャツのボタ 

ンの間に押し込む。穿いていたトランク 

スには大きくテントを張リ既に我慢汁で 

大きく染みができていた。男に見られて 

いることを意識しながら、膝を曲げ少し 

腰を落とし気味にしてトランクスに手を 

かけ勃起した竿を露出する。 

「すげ…」 

数メ—トル離れた位置から男がじつと 

見つめている。昌平は左手を乳首に持つ 

て行き、右手を雄竿に持っていきゆっくり 

とシゴキ出した。見ず知らずの若い男に 

自分のセンズリを披露する。昌平は目を 

閉じ、呼吸が荒くなる。脳裏をよぎつた 

のは公園で全裸の男たちとI緒に捕まつ 

たという菅原のことだつた。菅原は野外 

で全裸になリ男たちにあられもない姿を 

披露していたのだろう。自分もいま同じ 

ように野外でセンズリを男に披露してい 

る。そう考えるとケツマンが締る感覚が 

何度も全身を襲い、昌平は膝をガクガク 

震わせ射精した。 

昌平が出没したのは高速のパ—キン 

グだけではない、駅や地下街の便所、普 

段行かないトレ—ニングセンタ—の更衣 

室、ひと気の少ないサウナでも同じよう 

に竿を露出し、勃起センズリを披露した。 

三十六歳になった今、自分自身があの頃 

の菅原に、身体もそして性癖も同化して 

いるような気がしていた。菅原は公園 

で男たちの前でどんな醜態をさらして捕 

まつたのだろう…。昌平はそのことを想 

像すると下半身が熱くなリ、波が溢れる 

ように興奮した。男たちに見られながら 

ケツを開き、勃起させ雄泣きする菅原の 

姿を妄想しセンズリをした。もはや自分 

では歯止めがきかなくなつていることを 

昌平は気が付かないでいた。 



「自分も参加させてもらつていいすか」 

新たに男が現れ、突き出されるたびに昌 

平は次々にチンボをしやぶり尺奉仕を続 

ける。 

「おい、穴が足りね—ぞJ 

ガテンが昌平の金玉を蹴る。 

「ケツがあるつすよケツが、こいつのケツ 

は最高つすよ」 

坊主の若い男が腰をリズミカルに振り 

ながらガテンに言う。 

「おいケツ出せ！」 

「押忍！」 

昌平は二本の雄竿からいつたん口を離 

し素早く立ちあがつて膝に手をついてケ 

ツを男たちの前に突き出した。 

「お前はいまから何になるんだよ」 

ガテンがそう聞きながらケツワレのゴ 

ムを引つ張つて放すとパチンとゴムが肉 

を打つ音が響いた。若い男は昌平の前に 

回リ込みチンボを垤えさせる。 

「押忍！自分のヶツ使つてください、自分 

便所になりてIつすI.」 

「そうだよな、お前は性処理の肉便器にな 

んだよな！」 

「おら、口も休めるな、チンボしやぶれ」 

パシン！と誰かの平手打ちが昌平のケ 

ツに入る。昌平はさらに腰を反らし、膝を 

落とし股を開いてケツを突き上げる。ケツ 

ワレのコムの間からケツマンコが丸見え 

になる。 



「そんなもん被ってね—でツラ見せろ」 

男がキャップのつばの下から昌平を覗 

き込む。 

「あっ…勘弁してください」 

男は昌平の言葉を無視しキャップを手 

にかけて投げ棄てる。 

「野郎くせ—ツラしてんじやんかお前」 

男の分厚い掌が昌平の頰をビンタする。 

「おい、早くしやぶってくれよ、俺溜って 

んだよ」 

若い男が横から乳首を抓ってくる。自 

らのジIンズのホックを外しボクサIブ 

リ—フの中に手を突っ込んでいる。 

「なんだ、お前男のチンボしやぶりて—の 

か？」 

「押忍！尺奉仕させてもらいて—つす！チ 

ンポ欲しいつす！」 

昌平は外灯の下で声を上げた。 

「そぅか、チンポしやぶリてIか、見ろよ、 

ほかにも集まつてきてんぜ、いくらでも 

しやぶれんぞ」 

いつの間にか男の背後には背の高い 

ス—ツのリ—マンや別の作業着の姿があ 

リ、昌平を見ていた。 

「すんません、自分、先いいすか？我慢で 

きね一つす」 

坊主頭の若い野郎がガテンにそぅ断り、 

昌平の頭を掴みぐつと下に押し下げた。 

昌平はされるがまま地面に膝立ちになる。 

「ほら口開けろよ、唼えろ」 

ジ—ンズのチヤツクからビンビンに 

なつた竿を男が指で掴み出し腰を突き出 

してくる。 

「押忍！失礼します！」 

昌平はでかい声を上げて口を開いた。 

「礼儀知つてんじやね—か」 

ガテンがそぅ言いながらカチャカチャ 

と自分のズボンのベルトを緩める。若い 

雄竿は拳一握リしかない短小だが石のよ 

ぅな固さで腹に吸い付く様に勃起角度が 

いい。陰毛をカットしているため、がつつ 

リと根元まで啐えこめる。 

「あっすげ…気持ちいい」 

「おいこつちもしやぶれ」 

昌平は頭を鷲掴みにされ、ガテン野郎 

の股間へ向かされる。紺の六尺揮の脇か 

ら引つ張り出されたのは竿の先にニセン 

チほど包皮が余つて垂れているような重 

度の包茎チンボだった。 

「押忍！失礼します」 

昌平は男を見上げ、声出ししてから図 

s' 

太い包茎にむしやぶりつく。舌を使って 

包皮を剥き上げていく。つんと鼻の奥をつ 

くような刺激臭がする。 

「すげ、こいつチンボしやぶリなれてん 

な—」 

ガテンがゆっくリと腰を振リ出す。 

「自分もいいすか」 

左側からリ—マンがそう言いながら 

スラックスの前を触リ男たちに許可を 

求めた。 

「おい、こつちの兄ちやんにも奉仕しろ」 

そうガテンがいうとリ—マンが鞄を置 

き、せわしなくベルトを外しトランクスを 

押し下げた。淫水灼けしたような黒々と 

したデカマラだ。一日働いた後のリ—マ 

ンのイカ臭いチンボを昌平は夢中でしや 

ぶった。 

「おら二本くらい同時にいけんだろ」 

若い男がぐっと腰を寄せてくる。若い 

野郎、ガテン、リ—マンの三本の竿が昌平 

の目の前に突き出されえている。 

「自分もいいすか？でけ—っすね羨まし 

いす」 

「すんません、自分現場帰リなんでチンボ 

くせIっすよ」 

「ああ、たまんね、おいしっかリ喉奥まで 

つかって奉仕しろ、このド変態」 

昌平の頭上で男たちが言葉を交わして 

いる。昌平は二本の雄竿を口いっぱいに 





「おいおい、こいつ、ケツマンに口—ショ 

ン仕込んでやがる」 

男の嘲笑う声に昌平はみっともないほ 

ど膝が興奮でガクガクと震えた。 

「ああ—たまんね、自分お先に射精するっ 

す！ああ、イクイク！おいしっかリ飲み干 

せよ！」 

口の中には坊主の野郎のチンボから出 

た我慢汁が溢れ、唾液と混ざリロ角から 

泡を吹きそうになる。 

「おら、次だよ、口開けろ、尺れや」 

射精したチンボが引き抜かれるとすぐ 

に新しいビンビンになったチンボが顔の 

前に突き出される。昌平は鼻を摘まれ口 

を開かされ竿を口に押し込まれる。 

「おい、お前が変態野郎だって印に、みん 

なに分かりやすいようにここに書いてや 

るよ」 

ガテンが腰のベルトにさしていた黒い 

極太マジックのキャップを外し昌平のケ 

ツに「肉便器」としっかりと書き込む。 

「おいもっとケツ持ち上げろ」 

昌平は尺奉仕させてもらっているリ— 

マンの腰にしがみつき、足を爪先立ちに 

してケツを突き出す。ガテンが昌平のケ 

ツマンの周リに二重丸を書き、さらに縦 

棒を一本、円の周囲に点を左右三つずつ 

打った。 

「これでいい、いまからお前を立派な雄マ 

ンコにしてやつからよ！」 

ガテンがそう言って笑った。 

「押忍！よろしくお願いします！」 

野太いはずの昌平の声が裏返っていた。 

ヶツを掴まれゆっくりと硬い竿が差し込 

まれてくる。 

「ぐっつ！んんぁ！ああ！」 

昌平は快感に声を上げた。全身がチン 

ポになったような快感に襲われる。 

「あ—やべ、俺イクつす、イクイクイク！」 

腰を振って尺奉仕させていたリ—マン 

が不意に声を上げ、昌平の口の中に雄汁 

を放った。 

「押忍、ザI メンあリがとうC:'ざいます！」 

雄汁を口で受け十歳以上も年下であろ 

うリ—マンに昌平は声を出す。 

「次自分いいすか？」 

男に変わりコックリングを根元に締め 

た新たなマラが突き出される。日に焼け 

た毛深くどっしリとした男の腰を掴み昌 

平は口を開いた。男の放った雄汁が口か 

ら溢れ昌平の汗と交じり顎髭から首筋を 

伝い胸に垂れる。 

「ん！ああ、ヶツマンすげ—気持ちいいっ 

す！」 

容赦のないピストンでヶツマンを突き 

上げられ、堪らずチンボから口を離し声を 

上げた◦野球で鍛え上げた剛健な腰をしつ 

かリと踏ん張リ昌平はケツを突き出し、全 

身に熱い快感が押し寄せている。いつの間 

にか着ていたタンクトツプは引き裂かれ 

投げ棄てられている。昌平はケツワレに 

黒のハイソックスだけを身に付けた昌平 

は乳首を男たちの指で摘まれ嬲られ、竿も 

ヶツワレの間から剥き出しにされて金玉 

をこねくリ回されている。 

「ああ—、やべすげ—こいつの尺、俺いつち 

まうつす！ああ！イク！」 

「こいつすげ一締リいい—ケツしてん 

な—」 

「自分もう一発いきて—つす、今度はヶツ 

で」 

「おら、代わつてやるよ、おお、いつたばつ 

かでもう勃起してんのか、兄ちゃん元気 

だな」 

言葉を交わす男たちの下で昌平のヶツ 

から金玉は男たちがヶツマンに放つた雄 

汁でドロドロになつていた。いまヶツマン 

を使つているのがリ—マンなのか、若い男 

なのか一体誰なのかさえ分からない。繰 

リ返し繰り返しヶツマンを突かれ、抜き差 

しされるたびに快感が全身を貫いた。口 

の中にも雄汁が溢れ、顎鬚がザ— メンで 

白くなるほど何度も射精された。 

rラう、ああ、ああ！」 

昌平は口からチンボが抜かれると、声が 

漏れ、大声で喘いでしまう。上下両方で 

男たちに奉仕し、連続射精を受けて、ケツ 

マンを絶え間なく犯されて意識がぼ—つ 

となつてくる。ピストンによる体の揺れ、 

汗、熱、雄汁の臭い、味、そしてケツマン 

がジンジンと痺れ下半身が震えるような 

快感に昌平は雄泣きしていた。男たちの 

何本もの指が竿が昌平の身体中を犯して 

ぃた。 

「こいつ泣いてやがる」 

「どうした雄マンコ！気持ちいいか！」 

「/っれしんだよな、肉便器にされてザ— メ 

ンまみれになって！」 

昌平の竿はケツワレから飛び出し、腹に 

ひっつくほどの勃起角度を示し、我慢汁 

をひたすら垂れ流している。 

「お前は、ヶツマン犯されて雄泣きする変 

態だよな」 

「押忍！変態っす！」 

「輪姦して欲しいんだよな」 

「押忍！自分肉便器っす、回してくださ 

ぃ！」 

「何が欲しいんだ！行ってみろ！」 

「チンボください！チンボ欲しいっす=:」 

昌平は絞り出すような泣き声を上げる。 

その時だった。 

「オラぁぁ-お前ら何してんだ=こ 

突然すさまじい怒号がその場に響い 

た！大声と共に飛び込んできたのは数人 

の警察官だった。昌平を嬲っていた男た 

ちは火がつた様に91ひ上がリ、大慌てで散 

らばって逃げだした。 

「こら逃げんな！」 

昌平は警察官から逃げる男たちに突 

き飛ばされ無様に地面に転がった。脱 
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兎の如く男たちが森の中に逃げ込み、警 

察官たちがその後を追ぅ。昌平は逃げ 

なかった。何本もの雄竿で犯され男根 

の形そのままにぱっくりと開いていたケ 

ツマンがゆっくりと収縮し、中に溜って 

いた雄汁が絞リ出されるよぅに溢れだし 

てぎた。 

「おい、お前、立て！」 

興奮した声が聞こえ、顔を上げると目の 

前に一人の若い警察官が警棒を構え昌平 

を威圧していた。汗と雄汁に塗れケツワ 

レ ー丁で勃起している巨漢の男に若い警 

察官が目を剥いて驚いている。特定の女 

もいないが、我慢できず夜な夜な慰めてい 

る自分のお粗末なチンボとは比べ物になら 

ないほどのでかい昌平の雄竿に若い警察 

官はコンプレックスを感じ生唾を呑んだ。 

「…てつ手を頭の上に組め」 

若い警察官は怖気づいていて興奮してい 

た。昌平は両手を後頭部にあて胸を張つた。 

「おつ、お前、につ逃げるなよ」 

森の中から逃げる男たちの怒号が遠く 

聞こえた。若い警察官は手にしていたL 

ED電灯を昌平の顔に照射する。昌平は 

膝をゆつくりとついた。 

「うつ動くな！」 

警察官の怒号を無視して昌平はそのま 

まケツを地面におろし両膝をかかえ、背 

中をつけて地面に仰向けに寝転がった。 

膝を開き足を高々と持ち上げてこの若い 

警察官に向けてケツマンを剥き出しにし 

て曝す。LED電灯がケツマンを照らし 

出した。「肉便器」と書き込まれたィタズ 

ラ書きと、男たちの放った雄汁で濡れたヶ 

ツマンを広げて見せつける。昌平は菅原 

を思った。…菅原さん、見てくださいこの 

自分の姿…。 

「おい、もっと見てくれ…」 

昌平は首を上げ警察官に顔を向けてケ 

ツマンを押し広げた。ケツマンから雄汁が 

溢れ出した。 

「なつなんなんだお前！このド変態が！」 

若い警察官が怒鳴った瞬間、昌平は射 

精した。限界まで水を蓄えた水風船が破 

裂するよぅな射精だった。顔に降り注ぐ 

自分の雄汁を浴びながら昌平は目を閉じ、 

満足そぅに笑っていた。門が開く、男たち 

の淫獣の門が。 

<了> 

『淫獣の門/前編』は2015年4月号 

に掲載されています。 

※この作品はHIVをはじめとする性感染症にか 

かる等の危険性のある表現が含まれていますが、作 
者の創造性を重視し、原作のまま掲載しています。 
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友達の恋人同士 4人で、 
スワップ！スワップH 

東京都27歲サ—ビス業/DD 

仲の良いカップルで飲んでて、冗談っぽいノ 

リだったんですけどね、だんだん話が具体的 

になってきて。じゃあスワッピングしようぜつ 

てことになったんです。割とみんな、互いの 

パ—トナ—とのセックスには飽きていたみた 

いで。飽きたっていうか、まずは「最近ない」っ 

て話題になって、「ぶっちゃけどれくらいして 

ない？」みたいな流れになって…。俺たちの 

ところは5年、向こうは7年になるので、まあ、 

当然といえば当然なんですけどね。 

最初にヤッたのは友達のマサヒロ。自分 

の彼氏とは違うタイプなので、本番前はかな 

リ緊張しましたね。何が違うってまず体型が 

違うんです。彼氏は小柄なんですがマサヒロ 

は大柄。180センチ以上あるので、抱き心 

地にしろ抱かれ心地にしろかなリ違うだろう 

な、って想像しながら向こうの部屋に行った 

ら、想像以上に違って興奮したんです。 

カップルが同棲している部屋に、 「公Sli 
でセックスしにf というシチユ 

エ—ションもどきどきしましたね。その分 

(？)、俺が彼氏と同棲している部屋にマサヒロ 

の彼氏が来ているわけなんですけど、変な罪 

悪感みたいなのはI応あつて。どぎまぎして 

いるのはマサヒロも同じみたいで' キスもぎこ 

ちなくて。でもそれが良くもあつて。 

上から包まれるような抱かれ方も痺れまし 

たね。自分の小柄な彼氏とポジションが入れ 

替わった感じで。実際、タチゥヶのポジショ 

ンも入れ替えてみたんです。「せっかくやるん 

だつたらそれくらいしよう」つてことになつ 

て。多少の振幅はあるにしろ、全員リバだっ 

たんでそれが出来たんです。 

普段タチが多い(といつてもここ数年はセツ 

クス自体なかったんですけど)俺がその日は 

ゥヶで、逆にゥヶが多いマサヒロがタチで。 

(これが自分のヶツに入るんだな)なんて思い 

ながらしゃぶるのもものすごく久しぶりでし 

た。彼氏が、「されるよりしてやるほうがいい」 

という奉仕型の男なんで、こっちがフェラして 

やろうとしても「いいから、いいから」つて断 

るんですよ。だから、フェラ自体も久しぶりで。 

マサヒロのはとてもデカかつたです。ガ 

タイにぴつたリの、ずろん、と 
重量感のあるモノで、しゃぶりがい 

はあつたんですけど顆が疲れました。おつとリ 

した性格なのに、意外にも腰を使って喉の奥に 

入れてくるのでえづいたリもして。でも、横っ 

面を大きな両手で抑えられているから逃げら 

れもしなくて。かといって全然嫌じやないの 

がおかしいというか。もうその時点で、「スワッ 

ビングしてよかつた」つて思つてましたから。 

彼氏とだと弱々しい勃起も' 新しい男相手に 

直立していましたから。 

「あんまリ気持ちよくなかったら言ってね」 

さあ入りますよ、となった直前にマサヒロに 

言われたんですがめちやくちや気持ちよくて 

びつくりしました。恐縮するというか、恥ずか 

しくなるくらい丁寧にほぐしてくれたし、ゆつ 

くリじっくリ挿していってくれたので、久しぶ 

リの圧迫感は徐々に快感に変わりました。彼 

氏はリバといってもほぼネコなので俺に入れ 

たがつたということはこの5年で2、3回しか 

ないんですけど、7 : 3でタチかなと自己分 

祈している俺の方が、実は掘ってもらいたかっ 

Iff t Aクし—つ 
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欲望と戦う俺の苦悩も知らず、健はのんき 

に寝息を立てている。酔いのせいで体が火照 

るのか' ムニャムニャと何か寝言のようなこ 

とを咬きながら、タンクトップを荒つぼくまく 

リ上げた。引41ま0たヴXスト 
や形の良いへそ、ピンク色を 

した小さな乳首まで丸見えに 
なる。 その後、今度はトランクスの中に片手 

を差し込み、股間をボリボリと搔いた。手が 

動くたび柔らかそうな陰毛がチラチラと覗き、 

俺は興奮のあまリ倒れてしまいそうになつた。 

最初はその場で視姦するだけで良いと思つ 

ていた。このサ—ビスショットを脳裏にしつ 

かりと焼き付けて、家に帰つてからオナニ—の 

ネタにするつもりだつたんだ。けれども健があ 

まりにもよく寝ているもんだから、俺は徐々に 

大胆になり、とある計画を思い付いた。 

:•そうだ、この姿を動画に 

撮つTおこう) 
俺はバッグからスマホを取り出すと、震える 

指で動画撮影モ—ドに切り替えた。こうこう 

と灯りが点いているので、映りは申し分ない。 

画面を覗くと、市販のAVに負けないくらい 

エロい姿が映し出されていた。そうだ、俺は親 

友をモデルにして自家製A Vを撮ろうとして 

いるのだ。 

まつたくもつて健はAVモデルとしては申 

し分のない働きをしてくれた。カメラの前でモ 

テ男のイケメンとは思えないような恥ずかし 

いポ—ズを次々ととつていくのだ。 

普段は横目で盗み見ることしかできない脇 

の毛も、この日は至近距離から凝視すること 

ができた。体毛は薄目のくせに、健の脇毛は 

やけに濃い目た。むき出しになつた脇の下を間 

近から撮影しながら、：^は思1>切0て 

匂いを嗅いでみた。 そこは想像以上 

に汗臭く、酸っぱい匂いがツンと鼻を突いた。 

健は寝相が良くないタイプで、様々な寝姿 

を見せてくれた。そのたびに通常ならば目に 

することのできない秘部が露わになって、俺は 

夢中で動画を撮りまくった。顔を近づけてい 

るとキス位しても良いのではないかという気 

持ちが湧き上がってきたが、さすがに触れてし 

まうと目を覚ましてしまう可能性が大なので、 

俺は理性を振り絞って欲望をねじ伏せた。 

俺は悶々とした思いを抱きながら' 接触する 

寸前のところまで健に迫り' 眠り続ける親友 

の痴態を動画に収め続けた。悪いという気持 

ちはあつたが、「でも手は一切出していないし、 

撮った動画だって俺個人で観るためのものな 

んだし」と自分に言い訳しながら撮影を続行 

した。申し訳ないが、倫理感よりは性的充足 

の方がやっぱり勝ってしまうのだ。 

やがて、ひと通り撮影をし終わった俺はスマ 

ホをバッグに戻した。計画は無事遂行できた 

けれども、性欲の方は撮影を始める前の何倍 

にも膨らみきっていた。家に戻って動画を再 

生するまでなんて待っていられない！ 

健が深い眠リに入ったままでいることをよ 

く確認したうえで、俺は静かに自分のベルト 

を緩めた。それからズボンを脱ぐと、トランク 

スの中へ手を差し込んだ。興奮しながら撮影 

していたものだから、そこはもう大量の先走 

リでグチャグチャな状態だった。俺はそれを 

自前の潤滑油として活用し、すで 
ビンになっているペニスを激 

しくシゴいた！ 
(早くイカないと健に気づかれるかも知れない) 

そんな恐れの気持ちに追い立てられながら 

のオナニ—だつたが、そのドキドキ感が性的 

興奮を高めてくれたのだから不思議なものだ。 

普段の俺はイクまでに結構時間がかかるのだ 

が、この時はすさまじい性感の波があっといぅ 

間に押し寄せて来た。気が付くと、；®は自 

分の手の中に大量の精液を吐 
キJ出していた。 

精液を吐き切ると、急に後ろめたい思いがこ 

みあげてきた。俺はあわててトイレに入り、股 

間を清めてから手を念入リに洗った。そして 

身支度を整えてから、何食わぬ顔で電気を消 

してゴロ寝をした。興奮で目が冴えてなかな 

か寝付けなかったが、やがて睡魔に襲われて、 

いつの間にか寝入っていた。 

翌朝、®ブラシをpiえた健に起こされて目が 

覚めた。昨夜のことがバレてるんじゃないか 

と思ってドキドキしたが、健はいつもと変わら 

ぬ笑顔を浮かべながら「悪い悪い' また先に寝 

ちゃったな俺」と頭を搔いた。「いや、悪いの 

はこっちの方だよ」と俺は内心で思ったが、そ 

れは悟られないように取リ繕つた。 

あの夜撮った動画は最上級のオカズとして 

何度も活用しているが、チヤンスがあつたら 

また是非新作を撮リたいと思う。 

イケメンヤンチヤ男子と 
初のテレフォンSEX!? 

神奈川県34歳会社員イチロ— 

この間の日曜日のことなんです。その日は 

特にやることもなかつたんで朝早くからぐだ 

ぐだベッドの中でスマホをいじつていたんで 

IIP. 
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たのかな、なんて思うほど、マサヒロのはしっ 
くりとヶツに収まったんです。 

バックか久しぶリなのに、大 
きめのモノをこんなにすんな 

リ受け入れて、 7 : 3ではないな、6 : 

4か、あるいはもつと…なんてことを思いなが 

ら、友達の彼氏に抱かれました。最初はゆっ 
くりだったスピ—ドも、こっちが気持ちよさ 

そうにしているのが分かってからは早く、強く 
なって。彼氏の1*5倍くらいありそうな体重 

を腰に乗せてくるのが苦しいのに、良くて。 

「ゥケよリなんじやないの？」 
「そつちこそ、ヨシヒコにタチつたら？」 

「無理むり！」 
ヨシヒコというのはマサヒロの彼氏のこと 

です。4人の中で|番、タチ度というか、俺様 

度が強いので、マサヒロが無理と否定するの 
も分かりました。でも、俺がそうしている間に 

も、俺と彼氏が暮らしている部屋に行ったヨ 

シヒコが抱かれているんです。 

「直前になってやっぱ無理、 挿れさせ 
てって言ってそラ」 

マサヒロの見立ては正しいような気がしま 

した。でもほぼゥヶでも俺の彼氏も気が強い 

ので、それは飲まないだろうと。「せっかくや 

るんだったらタチゥケのポジションも変えよ 

う」と言いだしたのは俺の彼氏なんです。 

「物別れに終わって兜合わせで妥協とか」 
俺が言うと、 

「スワッピングの意味ないねえ」 

マサヒロは笑って腰をグラインドさせまし 

た。前後ではなく、左右上下にぐるんと円を 

描かれるようにされると、ケツがどんどん開い 
て戻らなくなるような、これなしじや満足出 

来なくなるような気がして焦り' 喘ぎました。 

俺はアナニ—が必要になるのか、それか彼氏 

に頼んで掘ってもらうのか。そんなことを考え 

る余裕があったのは、覆い被さる男が見知ら 

ぬ相手ではないことと、そのセツクスが公認 

だつたからでしよう。 
脇の下から長い腕を回され、肩を掴まれ、そ 

れで深々と結合しながら、や0ぱリX 
ワツビングは正解 と改めて思いま 

した。 

その日、家に帰ってから「報告」をし合った 

んですが、彼氏はあまリ満足出来なかったよ 
うです。「痛がっちゃって萎えた」とのこと。「性 

格的」にタチな2人だったのもいけなかった 

ようです。最終的には69でイツたらしいんで 
すが'「2度目はない」と言っていて、「俺は 

マサヒロとはアリ。むしろお願いしたい」と 

いうのははばかられましたね。 

しばらく明けてからヨシヒコともヤリまし 

た。彼氏はマサヒロと。タチ寄リリバ同士な 
んですけど、割合でいえば「俺は8 : 2。いや 

9 :1かも」と向こうが言うので、マサヒロと 
のセツクスで自身のタチゥケ比率が分からな 

くなつていた俺が、「じゃあどうぞ」と差し出 

したわけなんですが、これが意外にも、良かっ 

たんですよね…。ただセツクスに飢えていて、 

どんなポジションでも貪欲に身体が楽しもう 
としたのかもしれませんけど。 

ヨシヒコのはそんなに大きくなくて、でも硬 

度がすごくて、しゃぶりがいもありました。彼 

氏はそもそも半勃ちが普通の人の勃起、って 
レベルだし、マサヒロはでかいけどその分硬 

度はなかったんです。 

ヨシヒコのは、男！つて感じで、 (これ 
が自分のケツに…)つて考え 

ながら哇えていたら、腰の辺 
リがとろけるよぅな感覚になっ 

て、たいしてほぐしてもくれないしゆつくりで 

も丁寧でもない挿れ方だったんですが、声、出 
てしまいました。 

「ウケなんじやね—の？」 
カップル双方から同じことを言われたリし 

て。もぅ何も言えなかったですね…。 

ちなみに彼氏はマサヒロとも合いませんで 

した。「身体がでかすぎて威圧感がある」との 

こと。「話すぶんにはいいけどエッチはちよつ 

となあ」なんて言つて、恋人としては喜ぶべき 
なんでしようけど、ちよつと残念でもありまし 

たね。そこの相性が良ければ、スワッピングが 

続けられただろうな、つて。 

酔ったィケメン_i!? 
濃厚ショットにムラムラ 

静岡県学生/21歳/吾郎 

健は大学に入って最初にできた友達だった。 

偶然にもアバ—卜が近所だったこともあって、 

俺たちは急速に親しくなり、数日後にはもう 

互いの部屋をしよっちゅう行き来するような 

親友同士になっていた。 

健は雑誌のモデル位余裕で出来そうなィヶ 

メンで、女にもよくモテた。けれども当人は 

そつちの方にはほとんど興味を示さず、いつも 

俺との付き合いを最優先した。 

「いいのかよ、俺とばつかいて。周りから怪し 

い関係なんじやないかと疑われちやうぜ」 

そんな風に冗談ごかしに言うと、「いいんだ 

よ。俺、まだ誰とも付き合う気ないし、こうやっ 

てお前とツルんでる方が楽しいしさ」と健は 
笑った。そう言われて、俺は心臓が止まリそう 

になった。初めて会った日から健に片思いし 

ていたからだ。もちろん告白するつもりなん 

かは全然なく、思いは自分の胸の中にしまっ 
ておくつもリだが、たとえリップサ—ビスと分 

かっていても、こんなことを言われるとやっぱ 
リ嬉しい。 

平日だと|緒に夕飯を食った後どっちかの 

部屋でゴロゴロし、適当な時間になったあた 

りで切り上げるのだが、土曜の夜の場合はほ 

ぼ毎週夜通しコ—スの宅飲みをした。といっ 

ても健は酒に弱いので、いつも早々に寝てし 

まって朝まで起きない。そして俺はその寝顔 
をツマミにしながら、眠くなるまで酒を飲む。 

そのバタ—ンの繰り返しだ。 
あの夜も例のごとく、健はクッションを枕に 

ゴロ寝して、そのまま寝入ってしまった。自 

分の部屋だという安心感も手伝ってか、熟睡 
している様子だ。いつもとちょっと違うのは、 

健がやたら無防備な姿でいるところだ。まだ 

初夏にもなっていないのに、その夜はやけに蒸 
し暑く、健はジ—ンズを脱いで下はトランクス 

I 丁だった。上はタンクトップ姿だったんで、 

なんか陸上選手みたいな姿だ。 

そんな姿のまま寝ているもんだから、俺は 
すっかリ目のやり場に困ってしまった。陸 

上選手ならサボ—夕—を穿いているが、健 
のトランクスの下は何もナシだ。ちよ0 

と寝返リを打つだけでも中 
身がチラチラ見え隠れし、そ 

のつど俺は抱きつきたくなる衝動を必死に 

抑えていた。 

168 



バディが生んだ 
名作デジタル 
写真_ 
第6弾をお届け!！ 

名作案内！ 
妄想エロ三昧 

デジタル小説 

新作案内! 

* PC、スマホでも視联0K! 

パディコンテンツを扱うサイト くデジタル版rBadiJ> 

BadiとG»men作品を同時に楽しむ！ pc&^マホ全対応 

OTDLsite.com GJ www.dlsite.com/ gay 

同人誌、同人ゲーム、逋子書籍を扱う国内最大«のダウンロード販売ショップ 

rDLsitexomJで、ゲイ尚けにスタート0 rG-menJ rBadiJの畲箱を中心にゲイの定番 

サイトを月析します。 

◎ 1■ラブコミ.comj www.lovecomi.com 

腐女了•向けのサイトだけど、男了•利用も0K。「ボーイズラブ」「ティーンズラブ」 

「レディコミ」「BL同人誌」などのカテゴU—から「G A Y&イケメン」をチエッグ 

Or^ujisanopJ www.fujisan.cojp 

取り扱い数10000It以上という国内*大級のデジタル畜箱サイト0 

◎ izimoj jp.zimo.com 

全世#の5500棰類以上の維誌を取り扱う。TOP画面は英骄衣記にも対応。 

<バデイ動画> 

OTRSTVJ www.rstvjp ©TDUGAJ du^ajp 

OTMens rush TVJ www.mensrush.tv 

◎ HKOTUBE」www.ko-tube.com ◎fMpo.jpJ mpojp 

O TLikeBoysJ www.iikeboys.net Ofmenspark」sp.mens<p.com 



ヶィァhyで夕て 
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す。そしたら、メッセ—ジあリの着信が…。こ 

んな早朝から一体、何目的？何て思いなが 

らゲイアプリを開いてみると、スッキリ顔で 
ちょっとヤンチャ風な25歳の年下からのメッ 

セ—ジだったんですよね。普通っぽい年下の 

男子が好きなんで、お、これは結構イケルか 
もつてマジでゥキゥキし出しちやつて…。 

メッセIジを見ると… 「Vチロ — 
さんつて"男臭くていいです 

ね—。もろタイプです！」って 
嬉しい言葉がありました。「キミの方も体のバ 

ランスよさそ/つだし、笑顔がいいじやん」つて 
ベた褒め状態(笑)。しばらくやリ取リをして 

いると、どぅやら住まいは京王井の頭線沿線 

で、会社は六本木のあたり。スポ—ツはフット 

サルの社会チ—ムに所属していて、月に何度 

かは練習や試合に参加するんで、週末は意外 

と忙しいんだとか。 
日曜日のこんな早朝にメッセ—ジくれたん 

だから、てつきリ、即リアルして、ヤリたいの 

かなあなんて勝手に想像してたら、どうやら 

違つていたようで…。彼いわく、リアルする前 

に相手のことをよく知りたいから、チヤットを 

積極的にやるんだとか。僕もチヤットは好き 

でよく利用しているですよね。だから話はのつ 
けから結構弾んじゃつて、お決まりの好きな 

タイプの話から趣味や仕事のことなど生活全 
般話をしました。 

そんなことんなで30分ぐらい経つてから、急 

に相手のテンションが下がつてきたので「どう 
した？ レス遅くない？」つてメッセ—ジし 

たんですよ。すると「俺、腕つかれちゃつた—。 

ねえ、_料の電話にしない？つて' チヤットか 
らワンラク上のコミュニケ—ションを要求し 

てきたわけで…。こんなバタ—ン今までなかつ 
たから、ちよつと面食らつたんだけど、好きな 

タイプだし話も合う感じだつたんで、電話をか 

けることにしたんです。 

で、彼の予想外の低い声に、最初はビック 
リしたんだけど、それもエロト—クに発展 

していつたら、結構、刺激的でナイスだつ 

たんですよね。「どんなプレイ好きなんです 
か？」つて聞いてくる彼に、「やつぱリフエ 

ラとかケツかなあ」つて言うと、「イチロ — 

さんタチだもんね。俺に何したい？」つて笑 

いながら問いかかけてくる。俺は「まずはキ 

スかなあ」つて言うと、 「キス、VVつ 
スね—。俺、デイ—プキスさ 

れたいなあ」 つてことで始まり、僕が 
気持ちよくなるような言葉を、アレコレと浴 

びせてくるわけです。それも、ちよつと低い 

男前の声でささやきかけてくる。 
しばらくすると「俺、チンコ勃つてきちやつ 

たみたい。イチロ—さんはどう？」つて間か 
れて、「僕もなんか興奮してきたよ」とテン 

ションが上がつていく自分を感知。トランク 

スの中で半勃ちになつたチンコを引つ張リ出 

し、強く握リ始めちやいました。 人生初 
めてのテレフォンSEXで妙 

な興奮とちよつとの違和感を感じながらや 

リ取リをしていると、今度は「イチロ—さん、 

俺のヶツ好きでしよう？ヶツ舐めてくれ 
る？」つて言うから、あれ、電話で舐めるつ 

てどうやるの？で、どう声出せばいいの？な 
んて考えていたら、なんだかちよつと冷静な 

気分になつてきちやつて、テンションは急降 

下。向こうは勝手に「ああ、Vチロ — 
さんの舌が俺のヶツマンn 

を舐めてる…。グチョグチョ 
音をたてて…」「ああ、舌先突っ込 

まれるとスゲェ〜感じるよ—」「イチロ—さ 
ん、俺のケッマン好きっしょ|?:」って'もぅ 

ノリノリなわけで…。僕は、正直、ここまで 

来るとちょっと引いちやってたんだけど、相 

手が興奮しているし、直に見られている訳で 

もないから、「あ—すげ—、ケツマン、トロト 

口だせ！」「ああ、たまんね—」とか、適当に 
合わせてテレフォンSEXを堪能している風 

を装いました。だって、ここで、調子を合わさ 

ないと次がないだろうし、リアルも出来ない 
かもって思ったら、めいいっぱい演技するし 

かない、みたいな(笑)。 

そして、電話越しにはあはあと荒い息づかい 
が倍増する声を聞きながら、チンコをしごいて 

いる風に話をしていると、「イチ0|+0 

ん、どう？気持イイ？イ 
キそう？」って聞ぃてくるゎけです。ぉ 

お、やっとこの不毛なやリ取リも終わるかと思 

い、思わず「よっしや—」って言葉が漏れちやっ 
て…、もう、適当に「イクよ、イツちや 

Iつぶ|と先を急いだわけです。すると'「えっ、 
マジ|?: イチロ—さん、もうイッちやうの？」 

「そうだよ、気持ち良過ぎるんだもん」って言っ 

てみると'「え〜嘘でしょう？あんまリ声、 
よがった感じじやなかったし、よっしや—て声 

聞こえてたよ」。そして、しばらくの沈黙の後、 

電話は途切れちやいました。 

あれ、間違って切っちやったかなあって思 
い、再度、最後の挨拶をと思って、電話したん 

だけど出てくれない。仕方ないから、メッセ— 

ジを送ってみたら、なかなか既読にならない 

わけで…。本家のアプリを見たら、彼とのや 

リ取りは|切なくなっていたんですよね。あ 
ちや—、これブロックされたはと思うものの、 

なんでって解せない感じもする。1時間近く、 

それも、空想上の出来事でのやリ取リで、実感 

が全くない交流だったので急に全てが空しく 
なってきちやいました。 
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f死鼇眞う3さぎと*さると生と死とJ 
觀母时うさぎ、佐期！/毎日wm 
140OR(棚中 

「パートナーシ•ンプSff明劃を究行されると、渋谷区内では不動麼契約時Iこ同性カップ 
ルでも部屋を侑りられることに。 

人聞の座0ながらのインタビュー。 
ブノは人を赛き込むのが大好き!(迷！®) 

瓜生ワイラの 
また朗まで阪れない 

こんやも（ 
夜更かシネマ 

クイラa写室と自宅を往復しなが 
5.業界の！*つこでヒッソリと生通しているシ 
ネマライター。ブルーノ自体オカマを皮肉つ 
てて〆ラメ純だけど奴Mよ^^ 

セイで注目を集める。メディアにも多败 
出瀾。http://nakamurausagi.com/ 

い。んじや、あんたたちにとつて 

の「家族の絆」つて何なのよつて 

訊きた <なるわね。ちはや血嫌 

幻想なんかで家族を語る時代 

じやないのに、何が「特命Jだよ、 

バカ嫌興どもつて感じ。 
ま、こうい5のがいないと面白 

くないんだけどさ。r必要悪」と 
いうよりr必要憑」よね、こうい 

う人たちは。 

も再キャスティング。iのみf 
ず、i、脚本、プQKユ—サ11 

めるとい3。これだけ無茶がでぎ 

る男がどこまでフレディ姐さんに 
迫00Gか、參象愈！ 

まだ夜更かしするなら、こちら 
もコ|エン主演のnアィクテ—夕— 

身元不明でニユ—mlクJを。こ 
ちらは某国の独裁者に扮した 

コ|エンが、捕えられて庶民の生 

活を垣間見るという 

ストIリI。n Iエン 
ならではのドタパタ 

と社会批判を込めた 
風刺を'八リウッド式 

で製作した力作。笑い 

すぎて寝れなくなつて 

ちII任は取らないの 
であしからず。 

ズ 

一^中 
0 
ゾク\ 

鮮1i 

•13 5 

要ないちんね。 
それは、子ども 

のいない異性の 

夫姍も同じよ。 

家族とい54P 
のは、必ずしも 

「血族の絆」や 

「生殖活動」だ 
けで成立するも 

のではな3。う 

ちは夫がゲイだ 

からセックスも 

ないし、当然ながら子ど 

ちちいないけど、両者の 

閜に本物の家族の絆が 

あると実感してる。今 

回'私が病気で倒れた時 

の夫の献身的な介護は、 

血IIや生殖活動なしでも家族が 
成立することを証明していたよ 

うに思うわ。 

家族つて、「魂」の繫がりなの 

よ。だから「魂」で繫がつたカップ 

ルの法的椹利を守る制度こそ 
が、Hのパ—トナ—シップ制度だ 

と思う。 

そんなわけで今回、渋谷区の 

条例に異を唱えた自民党の団体 

の名前が「家族 

の絆を守る特命 

委貝会」という 

のが笑えたわ。 

彼らは「家族の 

祥Jを守るため 

に、同性愛者が 

「家族の絆」を持 
つことを許さな 

女畢「血の裘り」 
至に家*!ぶ 

「アレ」を語るの卷 

渋谷区で同性のパ—トナ— 

シップを認める条例が成立した 

わね。 
以前にちここでSいたかちし 

れないけど、私は必ずしち「同性 

婚」に大K成つてわけじやない 

の。ていうか、「婚姻制度」そのち 

のに疑問を持つてるか5、同性愛 

者がそ5いつた既存の婚姻制度 

に槩つかるより、ちつと別のパ— 

トナ—シップを保証するような 

制度が必要なんじやないかと 
思つてた。でちまぁ、今回の条例 

はそれに近いものみたいで、 
ちよ〇と期待してるわ。従来の婚 

姻制度つて、あ <まで「結婚して 
子どもを何人か産んで、その子 

たちに財産を遣して」的な「血族 

の絆」を元にして作られてるけ 

ど、ゲイたちに「血族の絆Jは必 

フレディ姐さんの伝記映画主演に 
あの変幻自在なおHがせ供優が再登板！ 

今夜は、イギリス生まれのお騒 

がせ俳優サシャ•バロン±1エン 

主演のドキユメンタリ！n メディ 

rブル—ノ jで夜更かし。ゲイの 
フアツシヨンレボI夕！ブルIノ 

は、イタリアのフアツシヨンゥィ| 

クでシヨ—を台無しにしrm— 

□ッバから締め出されてしまう。 

そこpnルーノはハリウッド•セレ 

ブになって見返そうとするが…。 

本作の主人公、ブル—ノは架空 
の人物だが、「法には反していな 

いタブ—」に挑戰していて、劇中 

でのさまざまな出来事はガチ。 
ファッションショ—に全身 

マジックテ—ブで登壩して 

関係者の目を白黑させた 

り'Podと引き換えに養 

子をもらおうとしたりと、 

各所でゲリラ的に撮影が 

敢行されている。そのた 
め、撮影中に通報されて逮 

捕、内容をめぐって吿訴' 

上映中止の国が出るなど 
散々。また、Mvm^l^d 

交友関係のあるマドンナ 
に対してち、例の養子のく 

だりで「アンジ—やマドン 

ナも持ってるから、私も養 
子ゲット！」とネタにし、 

激怒させたとか。そんな 

全40®を皮肉ったメチャク 
チャな作品だが、9¢行的に 

は各国で1位を獲得する 
など興例のヒット。くだら 

なさもここまで来ると傑 

作になね…。 

そんな 
パンド、クィ—ンのフレ 

ディ•マ—キユリ—を描いた 

伝記映画にI度は降板する 



▲9:1 is, 

編集•営業スタッフ 

企面•取材などの本誌編集作業。広告営業•広 
告作成を含む営業全般。経験者はもとよりや 

る気、体力のある方を大歓迎！ 

ライタ ー•外注スタッフ 

取材やインタビュー記事、特集制作のお手伝 
いなど、あなたの得意とする分野でバディを 
サポート。地方、海外在住の方も大歓迎！ 

コミック•小説作品 

ゲイをテーマにしたストーリーであれば、エロ 
でもバラエティでもジャンル不問。全国のゲ 

イにあなたの作品をみてもらうチヤンス！ 

■钃集•宮業スタッフの条件はノ（デイが大好きな方で1 

職務経®* (社会人IW者のみ)J Cソコンスキル、自E 

たします。尚、採用可否のお問い色わせはご遘慮くだ之 

?18譏以上30雄くらし\まで。学歴験不B。やる気があれば未経験でも可。応釋は希a職®を明記の上、写离付き綴歴醫(電子!■歴書可)、 

、自己PR文をお送りください•メールでの送付の•合は、PDFまたはWordなどの保存形式でお送りください。窗翔選考の上、折り返しご連絡い 

たします。柏、採用可否のお間し治わせはご逋慮ください。■ライター奶注スタッフ希aの方は今まで制作した記寧サンプルを■集部までお送りください•■コミック•小說作品掲覼希aの方は 

弊社まで作Sをお送りください。尚、他誌との二蜃投稿はお止めください。 
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エッフiル塔の舫でrストつてたつのし一な〜；> jとデモ行進の準 
備を決して厭わないフランスオヤジてこの嬉々とした笑顏っ 
たら！社会を®り回すのはあくまでちS人のおフランスでござ 
います。 

[141 

八代隆司の 
あたしだって☆ 

バリジェン夢? 
八代隆司バリ在住26帥タレンKレ 
ポーター(嫌式会社シンクバンク所*DUO 
し出濟番組は「世界番付j* rシネ通! j、r新 
_さんいらっしゃいu、「世界の日本人饔は 

Twitter&taka_paris 

ヴェルサイユ苦®にもあったボーイズラプ•アンリ3 
世、ルイ13世だけじゃなくて太»王にもパイの_が 
あつたこのお国ですもの、実はrお約束」つて感じなの 
かしらん(ヴェルサイユで要チェックよ)• 

35 
キャシーの 

トロント不思議 

/\ツアノ 
キヤシー2008年に大字卒業後、カナ 
ダ个ロントに拳身語学»字。現在はNPOで 
LGBTコミュニティのために働くソーシャル 
ワーカー贜コラムニスト* 
Twitt0r®torontogay69 

そんな連中に日系企業の「サビ 

残当たり前&上印には絶対服従 

Sストなんかありえない〜(泣ご 

のグチなんかこぼしても「労組に 

行け！」「それでちダメなら労働 
裁判所に訴えろ！」の一点張り。て 

か、あたしもフランス企業に勤め 

たこともあつたけど、この何にで 

ち声を張り上げる風潮にはど/つ 
しても馴染めなかつた。nn 口の 

底からニッボン人、なのよねえ。 

おフランスにも企業戦士 
(あるいは、社畜)は存在し得るか？の卷 

フランス人才トコ歴ウン十年の 
あたし、でも心の底ではゼツタイ 

奴らと分かり合えない！と思ぅ 

こともあるの。今月はその例をひ 

とつご紹介させて頂くわP 
あたしが付き合つてきた才卜n 

たちは全Mパリのフランスiに 
動めていた。奴らの週35時間労働 

&年に屋低5a間の有給(法律で 

決まつてる)'」れだけでもあたし 

は目をひん剥いていたのだが、あ 

る日ち〇とちつと、ちはや想像す 

らできない「優遇」を耳にしてし 
まぅのだ〇た！ 

それは某大企業に勳めていた 
X、会社に電話すると言つて受話 

器を取つた彼、相手が出るとおも 

むろに「申請したM休みがシフト 
を見ると反映されていないのだが 

…J。あたしは*_終わつた^ 

rんなもん、会社で直接上司にS 
えばいいんじやないの？rとここ 

でジャボンの皆サマ、その後そや 

つあたしに何て答えてきたと思い 

ます？「上司にちSったし人事に 

ち言った。でも閩き入れてHえな 

かったから最終手段で労ilgM 口に 
Sったのさ！J。その瞬間悶絶する 

あたし「て、てめえのヴァカンスの 

都合で労ftaMRたとおお=こ。 

Hけば50人以上の会 

社では労組は義務。その 
後あたしが付き合った 

才卜nたちち不都合が 

あれば即！組合にコン 
タクトを取る連中ばか 

りだった。そ5そう、t 
のXなんかモノの半日 

で希望どおりの夏休み 
をゲットしてたし(何事 

ち超〜ノロいこのS 
で—rそう、おフランス 

は伝統上、組合の力は絶 
大なのだ。 

関係において、結婚をす 
ることで得られるメ 

リツトが特にないのでし 

ないだけだ。しかし、交 

限をするということの 

目的地が結婚しかない 
と思つている人からす 

れば、彼らは宇宙人とそ 
5変わらない。そして、 

周0からの悪気のない 

「いつ結婚するの？」と 

いう小話ち、稿み重なれ 

ば圧力となつて彼5にのしかか 

る。「同性愛解放運動で散々同性 

婿したいと騒いだのに、ゲイカツ 
プルとして結婚しないのはおか 

しいよ！」と説教をされたこと 
まであるというからXきだ。r自 

分らしくM飾つて、自 

分5しく愛して、自 

分らしく生きる！」 

それが同性愛解放運 

動の目的だと勝手に 

思つて3たが、思い切 

り誤解したのはどつ 

ちなのだろうか。どち 

らにしろ、S く交嫌し 

ていて結婚をするつ 

もりのないトロント 

のゲイカツプルたち 

は、ゲイ差別とは違つ 
た息苦しさを想じて 

るようだ。愚痴をこ 
ぼしなが5ビ—ルを 

次々と飲み干す友人 
は相当ストレスが溜 

まつていた。 

このXで交際して4年になる 

私たちの場合、かなり前から結 

婚はしないと既に決めている。 

「いつ結婚するの？」という霣閜 

が飛んでくる前に-;箱婚は無意 
味だと思ってるから！」と冷静 

に返すよ5にしている。「婚約指 
輪やゥHディングでお金をドブ 

に播てるつちりはないし、結婚 

しないと幸せになれないような 

幼稚な関係でちないからね！」 

ここまで8えば、向こうもドン 
引きしてそれ以上結婚の話はし 

なくなるし、友邃も減るのでI石 

二*！だ。心配な5ば、「結Itに命 
を懸けてる人もリスべクトして 

るよ！Jと最後に付け加えれば 

安心だ。 

「で、い0同性婚 
するの？」とい！0質問 

ゲイパ—の片隅に座ってイヶ 
メンウオッチングをしていると、 

ビ—ルをグイッと飲み干したW 
の友人がrどいつちこいつちなん 

で同性婚はいつなんだって聞いて 

来るんだ？」と憑痴をこぼした。 
10年以上今の彼氏と交際してい 

る彼は、周りから結婚のプレッ 

シャ—をひしひしと想じている 

らしい。他の友達との何気ない会 

話でち、職場の上司や同僚から 

ち-;いつ結婚するの？」とい5费 

問が絶えない。何より気まずいの 

が、彼氏の実家に訪れる時だそ 

うだ。結婚式を楽しみにしている 

姑の蠕しそうな目を見るだけで、 

結婚の予定がない自分たちが急 
に悪人になったかのような気分 

を味わ5とい3。 

彼らは別に同性婚反対派では 

ない。ただ単に、今の自分たちの 



インディアナ州政府庁舍®で法律成立に抗議に•まった数千人の人々=州»インディアナボリスで• 

北丸雄二の 
New 

World Index 
北丸雄二毎日新闐記#.中日鳜n(東 
京顯闉)ニューヨーク支BISを》て1996 
年に新聞社を;8社》現在はフーランスとし 
てニューヨークでコラム、k事mr swif 

多«こわたつて善述iSM練ける。 
httpy/vvww.kttarTwruyuuJl.corTi 

インデイアナ州のマイク•ペンス 

知事は明らかに読み違えていたの 

です。こんな大きな反発を予想し 

ていなかったのです。 

なんでこんな時誤—律が 

いまごろ出てきたの装Sつと、じ 

つは昨年10月を境にアメリカでは 

連邦裁判所の判決が相i、同性 

からさまだった黒人差別とI 

緒でしよ？1964年ま 

で米南部に残っていた黑人 

および人種的少数者への差 

別に法的保証を与えていた 

ヲム•クロウ法Jというのが 

あります。この法律の下では、パス 

も電車—校ち白人用-UWciBK種 

用にレスtフンでち白人 

用なら黑人たちにはサ—ビスの提 

供を！^ました。 

今回のインデ多系〇^^^こ 

の黑人差要「まるで同じだ」とい 

う反応が瞬時に起きました。アップ 

ルCE0のテイム•クックはこれを 

「Iな法律」だと批判しました。 

若い複数のIT大企^3インディ 

アナ州での投資の犬！を表明 

しました。さらにnネチカット州、 

ワシントン^5インディアナ州への 

公費出ffしました◊サン2フ 

ンシスコ市やシアトル市も同様に 

ずと _ サン 

フランシスnなどには「LGBT差 

別をするようなところとは公的な 
契約^^^なぃ」とぃぅ条网かぁ0 

て、そんな差別的な州で我が自治 

体の納税者の税金を使うわけには 

3^い、とS2Iです。 

婚を合法化しなくてはならなく 

なった^&笛したのです。20浩 

薄たなかったのがそれ以降あっと 

いうまに現時点で36州にまで增え 

ました。いまゃ全米の70%の面積 

で同性婚ができるようになったの 

です。そインデVNナ州ち 

含ていました。 

連邦裁—は合衆国憲法の「法 

の下での平等」の原則を基に同性 

婚の合法化を認めてきたのです 

が、プロテスタン^っより聖窗 

にiなキリスト教を建国の基礎 

にしているアメリカでは南部や中 

西部を中心に同_の合^^民 

雇が付いていってSません。すると 

「敬虔なキリスト教徒の私はど5 

す益いいの？」とSっ戸惑いが拡 

大しているのも事実なのです。だ 

からペンス知事は今回の「宗教の 

自_^^させた。しかし_ 

か^*W起こったこのに、 

その一遇間後に早くも同性愛者へ 

のサ—ビス提供を拒否することを 

していた条項削除という修 

iおこなです。 

同じよう—律は他の州でI 

iしくはwusthており、そg 

け保りは強いので-:^つ。 

米国で急拡大する同性婚合法州にィンディアナ州が採った大間違い 
渋谷区の同性カップル証明書でも「名」ではな<「実」を求めよう！ 

* 

一方、同じころ渋谷区での「同性 

パ—トナ—証書」発！tGilュ—スが 

Iでち関心を持つて報じられま 

した。AP通信の見出しは「東累 

区が日本で初めて同性婚の認知 

へ」というもので、まあ、法的には 

「同性婚」とは違いますが、この延 

畏戦に同^®^あるという見§ 

確か^Gでし#つ。 

じつは 一Iユ—mlク市なども今 

から25年ほに渋谷区と同：：^ 

うな「同性パ—トナ—シップ証明 

書」を発行していたことがありま 

す。同性婿など夢のまた夢の時代 

でしたが、そうした自治体の動き 

がまずはその「夢」の可視化を行0 

たのです。 

ただ日本と違うのは、その時で 

すら既に、全米の自治体の職員や 

先進企業のI部では、同性パ—卜 

ナ—への手当てや恩患を異性愛 

カップルと同等に提供し始めたと 

い/つことでした。紙切れ一つの問題 

ではなく、証害を発行するなら渋 

谷—自分の同性カップルの区n 

貝たちのパ—トナ—シップを具体 

的に保障しなければなりません。 

同時に、区内の企業にそ/つい5手 

当て創設の^Rも訴えていかねば 

ならない。それがrウクべだけ」「人 

気取り」といつた批判を払拭する 

«たと思います。 

米国中西部のインディアナ州で 

3月26日に成立した「宗教の自由 

签が大騒ぎになつています。宗教 

的信念(この場^！は大半はキリス 

卜i)の翌、その—に反 

することを強制されない「自由Jを 

保証した4P©です。すると、聖軎で 

は「忌まわしいちの」である同性愛 

者たちを' 拒絶する「信仰心」を81 

も否定できなSことになります。 

rえ？これつて同性愛者への差別 

を法律が認めるつてこと？」という 

わけです0 

たと婚式での花の鈽 

り付けを拒否する花屋さんやゥH 

ディングケ—キの注文を拒否する 

ヶ—キ1ん、同ップルの 

を拒否する葬儀屋さん、LG B T 

だとい0て相手にしてくれないレ 

ストランやタクシIや銀行-い 

くらでちiで—すね。 

似た去つなことを思い出しませ 

んか？そう、アメリカでかつてあ 



侵が»初に原稿を鏖いた活勳報吿瘺は2005年度•違中でデザイン変®があり、今のデザインに 
なりました。 

ぷれいす東京 
からの手紙 

Living with 
U|\#〜HIVにMする现場 
m v からのレポ-卜 

sakura 特逭并営利活動法人rぶれ 
いす東京jで*ゲイによるゲイのためのHIV 
ic«する情鬌発個をするスタッフ。 
httoy/www.ptokyo.com/ 

TOMY先生の 

メンタル 
ガイド 

T0MYゲイの精神科医。ブログrゲ 
イの精神科ETomyのお泡み相談室Jが 
1日に25000PVを數える。嚳醫に『お 
ネエ精神科医のウラ胗祭釦がある。 
http://amebto.jp/kazeyokojyo/ 

摂食陣害は大きく分 
けて、神経性無食欲症、 

神経性大食症、特定不能 

の摂食障害の3つに分類 

されているわ。 

Kい食我にと。 

^;u«^ 
lcil=^ユ 仏tri: 1^祕扣心 

乙5 2、は01へ奴 
なと寧慢食ち 

ダイエットの盲点 

遇度—事«限は 
摂食障窖のはじまり 

摂食障害の可能性があるわね。 

摂食陣害というと食！へずに 

どんどん瘦せていく病気を_す 

る方ち多いかもしれないけれど、 

本来は「食行動に対する障塞」と 

い3意味。アナタのよ5に遇食に 
走って体1がfていく f 口も摂 

神経性無食欲症は、拒 
食症とち言われるわ。食 

事を取らない、あるいは 

吐いたり下剤を使うこと 
で、適正な体fiを保てな 

くなつてしまIつの。神経 

性大食症は、過食症とち 

呼ばれているわ。遇食を 

伴い、その代わりにD6吐 

や下剤の乱用をするとい 

う特徴があるの。拒食症 

との違いは、適正な体重 
を維持できているかど5 

かとい^MJとね。 

アナタのよ5に、邏食 

はするけれど、吐いたり 

まではしていない状態は 

特定不能の摂食障害の 

中の「むちゃ食い陳塞」と 

いうものになるわ。 

摂食障客は、精神科韻域ではM 
も治療しにくいちのの一つとされ 

ているの^。また、吐く、下剤を使 
うなどの代償行為があると、より 

治りにくいとされているわ。それ 

は_にやめまし多つね。 

心理学的にはいわゆる「良い 

子Jで親からの評価を気にする夕 

イプの子や、物事を「白か黑か」で 
考えてしまうタイプの人がなり 

やすいわね◊あまり白黒にこだわ 

作成などこれまでには無い形の 

活動もしていきますのでお楽し 
みに！コンテンツアップの際は 

ぶれいす束京webサイトにてお 
知らせします。 

さて、まさに原稿執 

筆中の活動報告Cです 

が、ぶれいす東京では 
毎年5月に活動報告会 

を開催しておりまし 
て、今年は5月24日 

(日)、高田馬塌駅か5 
徒歩3分の壩所にある 

新宿区立戸塚地域セン 
夕—で聞催します。 

ぶれいす東京の活動 

報告会は、«話相談や 

皤性者向けのブログラム、僕らが 

やつているゲイ.バイセクシュアル 

男性向けの活動など、それぞれの 

部rからの報告に加えて、ゲスト 
を招いての卜—クコ—ナ—を毎 

年開催しています。r特定非営利 

活勖法人の活動報告会jといろ 
とちょつとカタいイメ—ジがある 

かちしれませんが、II面目な話の 

合間にところどころ笑いがあつ 

たりして、実は和やかなイベント 

なのです。 
パレ—ド会壩で、レインポ— 

ウイ—クのイベントで、あるいは 

活動報告会で、この春ぜひ 
HIVについての情報にちアク 

セスしてちらえたらと思います。 

らず「曖昧な状瞄」でち良しとす 

るように心がけたほうがいいと 

思うわ。 

まず、食事から気分をそらすこ 

とが大切。日常的なストレスち過 

食に悪影*を与えているわ。最近 
忙しくなったのも関係していると 

思うので、ゆとりを持つようにし 

まし咨つ。 

また、今回の相談者のような極 

纗なダイエットは逆効果。極端な 

カロリ—制限は筋肉置を落とし、 
かえって太りやすくなるのよ。 

女性の壩合は癀せることだけ 
に走りやすいけれど、ゲイなら筋 

トレに患Sをシフトチェンジして 

みてはどうかしら？筋トレす 

ると「筋肉のために食べなきゃ」 

という発想になるのがちようど 
いいと思5の。 

摂食障害は重症化すると命に 
明わることもあるし'っつ病など 

を合併することがあるわ。気分の 

落ち込み、自分を黄め g 

てしまうように気持ち 

が大きい壩合は無理を 
せず、早めに精神科をI 

度受轸することをお勧 
めします。 

参考になったかし 
ら？ は 

轉き—/ 

食障111に含€るのよ。 活動報告と新年度 

この原稿は年度替わりのタイ 

ミングで眚いているのですが、毎 

年この季節は、年度の活動報吿 

軎の原稱を書きながら1年間を 

振り返る時期でもあります…•と 

いいますか、本当に一年つて短い 

と実感する時期です。 

その一方で、東京レインボ—ブ 
ライドパレ—ドやその周辺のレ 

インポ—ウィ—クのイベントの準 

儷もあり、エイズデ—時期に次ぐ 

忙しい時期でもあります。 

ただこの季節は地方から東京 

に出てくる人、大学生や社会人 

になつて交友関係が一気に広がる 

人なんかもいて、ゲイライフの 

上でも新しいスタ—卜を切る人 

も多い時期。レインポ—ウィ— 

クのイベント等を通して、僕5 

4PHIVやへルスケアに関する 
メッセ—ジをきちんと届けてい 

きたいな、と思ぅ時期でありま 
す。新年度は動画コンテンツの 

177 



カナダの人気ポップシンガーへと舞い込んだ 
破格のギヤラの「ゲイポルノ出演オファーJ。 
そういえば、日本のゲイAV男優の報酬とか 
待遇はどんな感じなんだろうかと考えてみる0 

遍月刊 
竜超 

竜超 r蠆薇族j二代目鼸集霣にして 
「生j r性jrcuの3Xテーマに取り組む通 
浴作家，自然体でくつろげる思場所r»ばら 
浪灃舍jを新宿区内で運窻中。雄合ポータ 
ルサイト wiwijpj httpy/»it*.jp/ 

脱げば2百万ドル!? 

世界I离価なバンツ 

乱れた私生活が芸能 

ニユ—スでしばしば報じら 

れるカナダのボップシン 

ガI、ジャステイン•ビ— 

パ—(20)。索行不良タレ 

ントとして年配届のウケ 

は想いが、若い世代からは 

高い支持を得ているよ5 

だ。世界的ファッションブランド 

「カルパン•クライン」が今春の 

キャンべ—ン下鵰モデルに彼を 

M用したのは、まさにその証と 

いえるだろろ。 

そんなジャステインに、今度は 

また別種の「肌色仕事才 

ファ—」が舞い込んだという。そ 

れはなんと「ゲイポルノ男 

優」で、提示されたギャラは超破 

格の「1シ—ン200万ドル(約 

2億4千万円)」なんだとか— 

ユ—チユ—ブに投稱された才 

ファ—動画とい5のがまたスゴ 

くて' 相手役候補の男優が「ほと 

んど全て自分がやるから大丈 

夫。キミはほんの2〜3時間来 

てくれるだけで2百万ドル持ち 

痛れるんだ。会えるのを楽しみ 

にしてるm」と呼びかけてるンだ 

そうだ。カルパン•クライン広告 

のパンイチ写頁にI目惚れしたと 

い5彼らは「索晴らしい膨らみ 

を確Isしました。パンツの下がど 

れほどホットなのか確認すべき 

時がきたのです」と熱烈なラブ 

n—ルを送つているというが、 

「パンツを脱いで=」とここまで 

切望されるのは男冥利に尽きる 

話だなァ。 

カルパン•クラインのギャラが 

いくらなのかは判らないが、国 

際的経済誌rフォ—ブスjが 

「ジャスティンは2013年6月 

からの一年間で約94億円を稼い 

だ」と発表したそうだから推し 

て知るべしである。いや〜，厂ン 

ツを穿いて俄けた」あとで「パン 

ツ脱いだら200万ドル」なん 

てII儀な括が来るなんて…サッ 

力—くじrB — GJのCMで「1 

等6億円が当たつた黒木」に嫉 

妬しまくつてる西*秀俊が聞い 

たらネタみ死にしそうな括であ 

るなァ。 

女鍵はis構Sげたそ3だが、 

ゲイ男<■はあんまり…か？ 

ポルノメディアの出演ギャラ 

には、笑つちゃうほどの格差があ 

る。ピンとキリとでは冗談でな 

く「アナnンダと^ミズ」ほどの 

違いがあるのだ。 

ジャステイン•ビ—パ—に提示 

された金額は特例中の特例だ 

が、A Vブ—ム期(1990年前 

後)のセクシ—女優もかなり稼 

いでいたという。当時はバブルの 

追い風もあったので、トップクラ 

スのビデオメ—力—とちなれば 

二番手クラスの女優にも「1本 

500万円」を払っていたそ5 

だ。1本のギャラとしてはジャス 

ティンと比べようもないが、数を 

こなして家を翼った女優もいた 

という。 

銃者諸君の股間の救世主であ 

るゲイ男優はどうなのかといえ 

ば、たとえバブル期でも女優ほ 

ど稼げたわけではない。同じ 

AVでちノンケ向けとゲイ向け 

では市場の大きさがケタ逋いだ 

からだ。ぼくも20代の頃には男 

優仕學を結構やったが'フンク的 

にはキリだったのでビン男優の 

ギャラ相場は判らない。でも 

まァ、たとえ彼らだってそう極蹦 

に高くはなかったと思うゼ!? 

(t希望的観測) 

時おり「ブレイク前の芸能 

人」とか「アマチュア時代のプロ 

アスU—卜」なんかが出ていた 

(とされる)ゲイAVが)1刊誌ネ 

夕になるが、安いギャラで撮られ 

た挙句に世間の好奇の目に晒さ 

れてしまう彼らは非常に気の薄 

である。こ—ゆ—のは通常「ビデ 

才を覬た人間からのタレn 

ミ」でII見するのだが、別に法に 

触れることをしたワケでもな5 

ンだから「見て見ぬフリ」をしと 

けばイイのにねェ〜。 

彼らとは正反対のバタ—ン 

が、落ち目になつた有名人が 

rネ—ムバリユ—を活かした最後 

の荒稼ぎ」として出演するプレ 

ミアムA Vである。覚醒剤事件 

のせいで表舞台から姿を消し、 

セクシ—女優&ストリツパ—に 

転身した小向美奈子のA>出滇 

ギャラは「2000万円」と云わ 

れている。男だとこのパタ—ンは 

ほとんどないが、個人的には是 

非やつてちらいたいところであ 

るなァ〜。 

そうそう、ヲ 

ロアスリ—卜の 

出演AVJで思 

い出したが、こ 

ないだ読んだH 

ビジネス指南翥 

に「ゲイAV恐 

喝法」とい5の 

が載つていた。 

それによると 

「体育会系の学 

生に片つ鳙から 

rあなたのビデ 

才観ましたゼj 

とカマをかける 
と、必ず何人か 

は身に覚えのあ 

る者がいる」と 

い5のだ。ア 

セツた相手は口止め料を提示し 

てくるので、割と良い稼ぎにな 

るそ—な(犯罪だから絶対に貝 

似したらダメよん)。 

この手のサギに引つかからな 

い方法は、「たとえ脅されても 

r八ィ出てますけどソレが何 

か？』と開き直れるだけの覚悟 

を持つ」か「そちそち出ない」の 

どちらかしかない。ぼくはもち 

ろん毅然と戦ラつちりだが、そ 

れ以前の話として「口止め料が 

出せそ5ちない奴を脅すよIつ 

な酔狂なサギ犯」はいないだろ 
うなア〜。 

/\°ン7を穿いr儲けて、 

パAツ脱いzre儲かる。 
/r 
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RiADiRS 

バデイd読者03憩uro広場 

[お便y紹介]FROM RiADiftS 
_ 

辕者お便り柃き 

親者r:>ケート！Err 

JC Vチな提衫现嚷レボ 

t?レ今月の逸品 

彡オヤジ真中毒症 

Q 会社の腐女子が飲み会でr二次会は新 
宿二丁自で」と«かが言う度に「あの街で 
のマナーはね…」とウザい。0W嫌/M.T/25饞） 

<B 

が失礼之 

いるよね「私、ゲイに詳しいからJ発言する女子0 

悪気はないと思うので聞き流しましょう0 0多分、イライラするのはその発言が正しくないか 
らじやない？ 「ノンケは新宿二丁目ではゲスト 

で絶対ゲイを馬鹿にするような発言はしちやダメよJとか。 

ある意味、それは正しいマナーなんだろうけど、そ 

れをノンケ女子が仕切るのも変な話かも(笑)。 

ハードル高めに挑まれちやうと、それはそれで面 

倒くさかったりしますよね。「ごめんね、うちの男子 

が失礼なこと言って〜Jとか、そういうのいらないし(笑)。 

そもそも、ノンケが入れるゲイバーはそういう気 

遺い必要ないところばかりだから。仕切りは店子 

に任せときやいいのよね〜。 

Q 
ジムで情れていたインストラクターさんがゲイ 
AVに出ていました。爽やかなイメージだった 
のでとてもショックです。（棗京讎電擊/26饞） 

e 

0僕シは 

っばり本人だったそうですよ! 

目*;めっ/ 

「裸見れたら…j くらいの気持ちだと、ラッキ〜零 

になるけど、片思いに近いとショックだよね。 

僕は出ていることが分かっても、自分の中のイメ 

ジを壤したくないから見ないかも…。 

自分は最終的には見ちゃうな（笑)。多分、そこで 

その人への気持ちは終了しちゃうと思うけど。 

結局、電擊さんはそのAVは見たのかな？ 

単に似ていただけの可能性もあるよね。 

本人かどうかを確認するためにそのAVを買 

つて、ホクロの位置まで確かめてみたら、や 

見ちやったからには徹底的に才 

カズにしちやうぺきじやない？ 

娜•ゆ 

早くもGWに突入〜{ 一… 

いよいよ大型連休★レインポ—ゥィ| 

クもあるし、パレ—ドやフェスタ、シヤング 

リラもあるし、充実したイベントがいつぱいだお。 

I ノ〇この季節はぼかぼかだから、どこに行く 
&Hにも快適だね。パし—ド&フェスタ会場は 

代々木公園だから、お祭りとパワ—スポットと 
ショッビングが一日で楽しめちゃう。お得感满載V 

お得感と言えば、今月号も盛りだくさん 

でお届けしてるね！レスリI •キI氏 
の特集は今回もLGBTに向けたメッセ—ジで最 

高だね。フアンには堪らない企画だし、レスリ—氏の 

写真が見られるゲイ雑誌は「•八ディ/たけ(笑)！ 
4ヶ月ぶりに田亀先生の読み切りコミッ 

Hliクも登場！僕、田亀先生になら*いこ 

^0 

0 

とされてもいいと思つてるの。というか、してほしい。 

アタシのエロ企画も凄いこといつぱいし 
ちやつてるわよ。今回は盗撮もので一す。 

まさか、僕のことも罾お風呂とかトイ 
レとか…もぅ僕のすべてを、見てえええ！ 

うつぶ(吐き気)。いまさらアンタの弛んだ 
肉のついた裸とか誰が軎ぶつて首うの…。 0 

害きなが 

0 

世の中にはコレがいいつてマニアだつてい 

るんだから。食わず嫌いは良くないよ〜。 
食わず嫌いと言えば、みさちやんの特集 

の暴走っぶりが凄かったわ。デスクで記事 
害きながら-1すみれのは〜な〜とか歌ってんの。 

おばさんになると、ひとりごとが多くな 

るんだよね。あぁ…気をつけようね。 
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R 

mm 

中公文靡 
文庫741円 

Kindle版450円(税込） 

著者:今野® 

は現場に違和感を感じます。そし 

てある時寧件現場に現れる黒ず 

くめの男に！gin く。上から下まで 

頁っ思の男、鬼龍光一は職業rs 

師」と名乗ります。鬼龍と括す時 

の畐野さん、鬼ttのII子に乗せら 

れて索が見えちやっててイイで 

す。その後鬼靝とII逆の純白に身 

をa/uだ同じく r祓師」の安倍君 

(未成年)も登場。安倍君なんだか 

小生籯気。寅面目なS野、掴みど 

ころの無い鬼龍'小生意気な安 

倍。三人の駆け引きがもっと欲し 

い！ 続きを読めって寧か？と。 

リアルな霤察小脱の進行と陰陽 

世界や祓い師が活路の伝奇小说 

が上手く噛み合ってます。キャラ 

の絡みも無理を感じません。陰曝 

等伝奇部分を細かくは説明しな 

かったのが功を成してるかな。主 

軸の事件は嫌女II行なので陵辱 

シ—ンもあるけれど遇激さは少な 

め。111人の他、登場人物が多い様 

ですが深くは絡まないので混乱 

は無いです◊育春モノや恋愛モノ 

が苦手な諸氏(私だ)に一風変り種 

の伝奇っぼい小説はいかが？ 

陰陽師と警察官。 
幻と現実が同時に存在できるの？ 

警察小説と伝奇小説が合体した、 
濃くて鞋いHンタ■テVンメント 

今野敏 

あらすじ 

現代の東京。この若者が篥う街 

で若い女性を陵辱の/っえ慘殺す 

る異常な*件が発生した。搜賫に 

駆り出されたのは蟹視庁少年課 

の*一野輝彦。薄野は陰慘な現場に 

毎度現れる黑ずくめの人物に気 

づく。その男の名は鬼龍光Iと名 

乗った。鬼龍の「成師Jという怪し 

い屑*きに*戒するS野だが…、 

いつのMにか二人のMに絶妙な協 

力関係が§れ》件の確信へ、そ 

して犯人へ迫ることになる。 

見どころ 

近頃は町の小さな本屋さんが 

滅ってしまって大型衡店の膨大な 

本の数に眩最しそうなんだけど、 

またまた趣味全開です。「陰陽」こ 

の中二っぼい«きに«察がどうlg 

むのか？主人公は東京の各地 

で発生した連続婦女91行殺人事 

件の犯人が少年らしいと駆り出 

された少年課の部長さん番野輝 

彦。少年が犯した犯罪にしては陰 

慘過ぎる。少年課に身を!■く S野 
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ネ FAOM RlADiRS 

読者アンケート八ガキの反響と担当者からひと言 

バディ4月号感想 
『2〇«3〇代限定rスポ根男子j濯入j籲こんなエ□ビみた 
いなイベントがあったなんて鋼奮です!（東京都/不明/ 

5歲）•自分も参加して！•られたい。（大阪府/会社興/ 
5歳）rエロ面接/11人目」•篤君かわいいし、ズル刺け 
も廋い。今月号で一番IIIかった。グラビアに出て!(不明/ 
不明/56歳）•凄く可愛い〜期待大りまた出てくれる 
なら、次はリーマン姿で!!(静岡県/サービス業/31歲） 

4 

4 

•エロ検索英睾語は知らないS葉ばかりだったので勉 
強になった。（埯玉業/家事手伝い/39歲）•とても 
楽しく読ませていただきました。今後も色々なHOW 
TOが知れたら楽しいと思います。（群馬M/会社興/ 
30麄）•海外の動fflサイトは気になってし、たので良か 
ったです。（大阪府/会社貝/34歲）•英単語は大半 
知っていただけに奧深いですね。（山口県/不明/38 
雄）_べこス壜大器のことやザーメンが飛ぶ人のこと、 
鼻の大ぎさとアソコのK寧など、なんとなく疑抑に思っ 
ていたことを確！？できて奧かったです。（大阪府/会社 
11/48歲）籲毎月、小さし〇—ナーでや〇てほUU。 
気になっていたけど、_ベるほどではなく放■していた 
ものばかりだったので。（東京部/会社興/3011) 

Q«もが*むような、 
この世で最もハン 
サムなイケメンを教 

えてください!！ 
(鮞でシコ/栃木顧/45饞） 

•映画を親てから、これをRむとさらに囑窗しますね。 
こんな表情すんのかなとかイヤらしい想像をして楽し 
めます。（鮮馬県/会社氣/45歳）籲超イケメン！早 
く映像が見たい!(境玉檗/家事手伝い/39歳）•雄 
にも知られたくないような秘め事がパレてアララ…の 
饜闢。モデルも可愛いし、エ□い。（兵靡県/公務興/ 
59饑）•実に2人とも顔の表悄がよく、最高にすぱら 
しい。夢中になりそう〜。（馬知県/蘸囅/66歳）•期 
〇«、超イケメンですね。（東京都/不明/46饞）•主 
演のひと0、檮〇〇セクシーで何といつても僕の 
大好きなジャニ系フェイスでコーフン度がアップしまし 
た。ベニスもデカそうですね！こんな子とデートSエツ 
チしたいなあ…。（京都府/フリーター/21饞） 

この部*、ガチの柳〇君のお部屋なんですが、ほとんど家には帰らないら 
しくあまりモノがないIしかUイメージにぴったり罾モデルの私生活 
…という视点を加えまたKA/Cもらえると嬉しいTす。(文• YOU) 

參かなりエロいです*パート2を期待しています。（神亲 
川*/会社貝/25歲）•モデルの笑顔がナイスです 
ね。（柬京都/不明/46歲）籲ゲイの男子でもや〇て 
ほしい。ノンケじゃないエロさがでそう。（山形県/公務 
R/38«) •ユウイチ，のチンコをちゃんと見てみた 
し、。あとレイプっぼいのも見てみたいと思った。（愛知 
県/フリーター/39饞）•こういう感じでエロさを見 
せるのもいいなあと思った。次回は、もう少しだけエロ 
さとエグさを壜やしてほしい。（榮京都/会社員/40 
譫）•ユウイチ君の再登場に感動！彼のいろんな姿 
をもっと見せてください。（埼玉県/自営業/34歲） 
•変わらずかわいいですね。早く勤画にして欲しいと思 
いました•もう、フアンです。（東京部/学生/21歳） 

フ〇ムリ磨 

らのお’ 

猫み相， 

をお捋 

rs•^ナ 

て <れ 

/イギリス/モデル.依優.ミュージシrン 

B本から赤西仁や金城武、本田圭佑がランクインした 

ことで話題になった2014年度「世界で*も八ンサ 

ムな顔100人j。ディカプリオや、チャニング•テイタムなどそ 

うそうたる面々を抑えて1位を勝ち取ったのが、映画『フィフ 

ティ•シェイズ•オブ•グレ<jの若富豪役を演じるジェイミー• 

ドーナン。もとはCKやDior、D&Gなどのモデルとして活躍し 

ていた彼ですが、2005年に俳優デビューし、テレビドラマ『ワ 

ンス•アポン•タイム(2011)jシーズン1にレギュラー出演し 

たことで人気に火がついた殿方で,、映画『マリー•アントワ 

ネットjにも出演。また『フィフティ•シェイズ〜jは3部作で映 

画化が決定しており、ジェイミーは続編の『フィフティ•シェイ 

ズ•オブ•ダーカーjにも出演が決定。これから露出が増える 

こと間違いなしのイケメンでございますQ 

▲ジIイミーに近づく雄どもがメロメ 
口の雰囲気を釀し出します。残念な 
がら妻子持ちです（、£•’） 

蒙 
_S 

6 
_ 

1 |s 7 

この特集の後、チャージできるプリペイドクレジツトカードが発売中止に。 

振り込め詐歎の手口に利用されてしまったのが原因とか0使い切りタイプ 
の『バニラVisa』はまだ購入可能だそうです。（文•みさおはるき） 

勇に触られるのNGな人気モデル•ユウイチ君の魅力を普段とはちょっと違 
った視点でご舾介してみました。まだまだ見せていない鏟力がたくさんある 
ので、今後のユウイチ君の®場に期待していてください！（文々01]) 

特集/ギリ18禁おなにい 

特集/柳〇〇弥熱演！誰にも知られたくない 

特集/意外と知らないあんなこと/バディ知恵袋 

聚數に！！ラ加渺な蜃りにftわれて… 文•カズ 
峡着から*いた氦にな！〇オジサマをご«介 

オヤジ真中毒症 
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I■黄金のバラj/長さ25センチ/1本10080円（税 
込）、10本セット82286円（税込）、20本セット 
154286円(税込）※全て•考価格 

『ダイヤモンドカーネーションj/高さ約30センチ/ 
3498円(税込）※参考価格 

^ 1 さて、今^!の逸品は…？ 

i 1 もうすぐ母の日。私のお母様に 

7 | 睡るプレゼントは何がよろし 
f 1 いのかしら？ 

月のエロ日誌は『御手洗使用条件Jをお届け！日晒日の 

~7パディ編集部の事務所でこっそり撮影したエロ企画です 

(うっかりスタッフのトイレタイムを撮ったら気まずいからね)。実 

は、このモデルを務めてくれた 

坊主の彼はガチの職人さん0と 

いうことは、«用しているものも 

ガチの制服です、イイですよね0 

職人の衣装にはロマンを感じ 

ます。さて、撮影じr気がついたのですが、おトイレの作法って人そ 

れそれ0彼の場合はガッツリパンツとズボンを下ろしているのです 

が、自分はそこまで下ろしていないような…。そうですか、どうでも 

いいですか。さて、盗撮って、行為そのものがエロスなんですね0仕 

掛ける位置やタイミングを考えて、割と手間がかかるのですが、そ 

の瞬間から股間がウズウズ。緊張した時の股間の 

キュンってなるヤツ、あれでイきそうになるので早 

漏さんは盗撮には不向きだよ(笑)。 

にアンケートの上位に位■する「エロ嫌影の裏側 
が知りたいjという霣望に応え、バディのす 
けぺ担当• YOUが現場の様子をお届け!！ 

g-j準圍囹 文.YOU 

▲実は太腿たくましい元AンドマンのおI 

過去が色々と気になります…。 

E3BBBI ァ撮影裏話v 
今月の坊主イケメンのJin君零実は面 
接後2ヶ月弱、ず一っと髮を伸ばしても 
らって、攞影当日に自分でパリカンでじよ 
りじよりしてもらったの〜。髪の毛を刈る 
男前シーンをグラビアで撮りたくてね 
(m)。いいカツトが撮れましたIでも髮 
の毛が伸びているJin君もカツコ良かつ 
たので、次回乞うこ•期待でじより〜★ 

J 

のことですから、お好きなのはもちろん、黄金に輝く 

力—ネ—シヨンでしょう。ということで、今回ご紹介 

致しますのは、純金箔を施した、永遠に枯れること 

のない『黄金の力—ネ—シヨンjでございます。こち 

ら、力—ネ—シヨンの他に、殿方に愛を伝えるための 

1黄金のバラjもございます。検索いただきますとさ 

らにお安い価格で販売しているサイトもございます 

が、セレブの皆嫌には「安く買う」などという庶民の 

考えはないことでしょう。10本、20本なんて小さな花 

束ではなく、100本、200本という単位でご注文される 

かと思います。 

すべて純金ならぱともかく、金箔、それも造花では 

安つぼくて嫌だわ、とおつしやるセレブの方々には、 

鉢植えの力—ネ—シヨンに天然ダイヤモンドの粉末 

を振りかけたrダイヤモンドカ—ネ—シヨンjをオス 

スメ致します。お播除の際に部屋の隅にキラキラの 

粉末がこぼれるといつまでも取れないという難点が 

ございますが、ご自身でお掃除をされることなど生 

涯ない皆様には関係のないお話かもしれませんね。 

お母様もきつとお窖びになることでしよう。 

母の日になぜ力—ネ— 

シヨンを贈るのか、ご存知 

でしょうか？ 南北戦争 

中、敵味方を問わず負傷兵 

を助ける運動を行つた女 

性アン.ジャ—ビスの死後、 

その娘アンナが母アンを偲 

び、教会で母が好きだつた 

白い力—ネ—シヨンを捧げたのが始まりとのこと。 

日本ではなぜか「赤い力—ネI 

シヨ、どが主流ですが、本来は「白 

い力—ネ—シヨン」を贈る日なの 

でございます。 

けれど、セレブの皆様のお母様 

リサ^チシクJP 

本本 
1〇 

/2' 

チ3 

セ 

畏 

9RI 

999T# 

J/ェ 

1 
黄 

Kセ 

今月の逸品 HOグッズ、日常品、思いがけない便利A品…どラせな6他人とは違ろ、こだt>りの「季節 
のjアイテムが歆しい！ということで今月もゴージヤスなセレブの透品をおaけ！ 

盗撮のエロスは… ‘ 
仕掛ける時から始ま0ている。 ^ 

早漏は要注憲だよ！ ^ 
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全体運ランキン 
ツキの饔索は少ないi：m^多くの人< 

工^Mこあふ： 
S^S (娜が入つn免た‘ 

15251防^ン刀讨w、獅， 
ESS^EZu^fl^1 

2 
〇 (太躍)が吉角でエナジーを <れる•才 
癮を発揮しやす <体調ちft»。8*の宮 
の6(火里)は、良いエッチの相手とK愛 

〇し咖スタート？ 
!' 'jnp L 仕學2費供2 3 1找に一度(DMWR^rこ60てい科 

(^S)IC»Urffbt>S(DESo く U ブそ 
ち《AX0igfi0時痛 

r^ri落ち態:rc^odw*こゃ?べき乙tを。 
1 一1U ■_■ ■ ■■ _ Bc»ciCTcl 

4 
か观I gel 

邏、^10$(金 !(M)が入っていrわか 
WTしV \ッビーとラが。5/ac? 

_は出て行<が5/141こエナジーとエ好 
I5EH mosc^if^xy^mktM^ 

M：i : 

5 
エナジーの〇#)，遍剰なエナジーと 
エッチ邏の5伙*)、守M(D5(水星)が 
共に吉角*エナジーにあふれ、寧務«1理 
もエッ^*も断。 
H B^-Wt 1]F ■’卜 ■省:♦:<1— 6 5/9まで愛情運と金(^m)tm 
兔出会情霜も得られ2>eaL 
しかの吉角は5/9*でなので、机、で 

r，_i «»«。5/14^»、ェ，^«1±#^ 

r LB^mr 

7 

8 
wrm 

9 
ngri 

守■«$ (金置)が吉角をつくる6/9^ 
金運ともICS»T出会 

ンスの時* 5/14からは遍11なエナジー 
のeoAi®が舌角とな〇ヤル 
M'.T' 

W14K7ッブ 

I <一トナー、仕事上の/1一トナーとひと 
波乱ありそうな配霾。自分のコミュニ 
ケーシ3ン不足も反雀すべき》»め»に 
こまめICBすMを持つことが囂要〇 
VTTTcVn 金遵4 SEX- 

費をbてし机そう。4月の菊半までとは 
邐うとし、うことを念頭に。3K*、エッチの 
情«が多く、やるべきこと 

iim<^ 

レ月の菊半* 
に。球、] 
こが扮そ 

►ヤ 
[いきづらu 

^ 八考KCDfii^WfeDfflCあD*W レ 
1(1にwsa®匕(こ心^ついてし 
丄WしかU6/»C9淦盪)がAJSUS通、® 

mma!rm それ*乙 
u謹戎龙編4i.tLM MW4^g U興反対の場所に多くの®が集まり凶角 

ic.特に人闉期係や/ (ートナーとの期係 
にイライラしがち。体調は庚ぐ仕事!こ対 
しては前向り組める配薩〇 

12 
凶角の星が多次々とWMが発生しそ 
5。家族や実家のこと、仕事のft担とプ 
レッシャー、など。遊びや浪賢に*げ込 

2つの大きなエナジーを 

持つ星が抜けてしま 

し、、S生月が終わってからの 
あ®たはまるでエナジー切 

れを起こしているみたし、ね。 
でもまだ8月まで嫌く幸遵 

期。そうであることをちゃんと 

意aしていないと、これからの数 

年の足場は固められないわ。大きな 
蜃はこの4〜5月、金«と所有のSとコミュニケー 

シヨンのSを移動。籣睾に考えると、多くの人と会っ 

て、調子よくお金をつかい遇ぎてしまう感じかしら。 

自分の将来のためになることなら良いけど、ちょっと 

考えて。 

環 境の急激な変化に■い ていかれたような気 

持ちになる季節の変わ0 

目。これと®って恿い星の 

角度もないけれど、どんど 

ん進んでいく気力もない、と 

いった配臞。自分からモチ 

ベーションを上げていかない 

と、良い結果ち得られないわ。友進 

との交流に良い時なので邐休には少人数の友邐と 

近場に出かけてはどうかしら。セクフレとの通泉、 

なんていうのもアリかも。連休の終わった5/9以 

降、金連と愛惆運の9(金星）が入り運気は急上昇、 
出会いのチャンスを意嫌して。 

2^休はエナジーの〇(太 

ffi)と*ちょっと過剰 

でコントロールしにくいエ 

ナジーを持つ6(火星）、そ 
して學務処理能力とコSュ 
ニケーションを司る守»里 

の5(水星）が吉角に。$はああ 
たにとってちょっと面倒な星 

典気とか®争とか、ああたの感覚と 

は少し難れた事柄を田るの。魚かされているよう 

な気持ちだけど、コミュニケーションの穿ち吉角な 

ので自分の気持ちを伝えるには好機。勇気を持つ 

て周囲との関係をより良くして。エッチ運ち良い 

ので意aして行動を。 

-fcrぁたの一番いけないの 

00は不通を灌めてしまう 

こと。口数多く話すタイプの 

人も多いHだけど、肝心な 

ことは色々と思いを巡らし 

たり、勇気が無かったり•い 

ざという時のために言おう、 

と思って溜めているのではない 

かしら。そしてそれは遇去に爆発さ 

せて人間問係をご破算にした経験もぁるのでは？ 

特に近い関係の仕事上のパートナー、恋人に心 

を副って括す曳い機会が今だと思うわ。ちゃんと時 

問を取って、会う約束をして、きちんと話をなさ 

し、ストレスが減るわよ。 

4 
/13から入つている$ 

(金星)は金運上昇、恋 

愛運上昇、遊びの誘いなどわ 

かりやすい幸福感を与えて 

くれているはずだわ。しかし 

この魔法は5/9まで。その 

後は遊びに浮かれていたツケ 

を払3ことになりそうね。しかし 

5/14には通刺なエナジーとエッチ 

通のる(火星)が入座。ノ（ワフルに動けそうだわ。そし 

てエッチ通も急上興。もしかしたら恋をしている人と 

何かあるのはこの時期になるのかも。しかし5/14 

以降に出会った人とはエッチはできても恋愛には発 

展しにくそう。 

1〇年に一度の幸運期は8 

1 1— /I1で終わってしま 

うの。3〜4月にかけて感じ 

ていたr力強い変化と手応 
え」みたいなものがちよっと 

薄くなっている今。だからこ 

そ自分を奮いたたせて前進し 

て欲しいわ。結果に納得できな 

い場合、あぁたは、周囲が自分の撇 

にそぐわないことが、その箱果を生んでいる、と考 

えがちだわ*しかしそのための充分な話し合いをし 

ているかしら。そして歩み寄っているかしら。もう 

一度、自分を見つめて周囲も自分も納得できる方 

法で頑張ってみなさい。 

参 
天秤座 

+惑昼2つは中吉の塌所 

八に留まり、平Q無事な 

遽休になりそ5だわ。その 

上、守護瞾であり恋愛と金 

運を司る穿(金屋)も5/9ま 

で吉角で微笑み、好きになつ 

たり、なられたりがありそう。 

それが同一人物な5良いのだ 

けど…3謳時収入の暗示もあるけ 

ど、気持ちが遊びモードにシフトしているのでそれ 
以上に使ってしまいそうだわ。大型連休後5/14 

からは遇剩なエナジーの6(火屋）が精神のSで吉 
角に。勇気を持って仕事を進めることができそう。 

エッチ通も良好。 

技手座 

れから約3年間、ああた 

に厳しい試練を与えて 

くるセ（土星）は逆行を闋始 

し、その力をずいぶんと弱 

めているわ。そして6/16 

〜9/18の間は期の71し 

(蠍座Mこ戻ってくれるの。も 
ちろんそのまま出て行ってくれ 

るわけではなく、新たなプレツ 

シャーをああたに与えるのだけれど、これはスキル 

アップに必要な勉強の時。与えられる試練にどう対 

応するかでこれからの可能性が変わってくるわ。頑 

張って。周囲の人とは忙しいを口実にせずにもつと 

コミュニケーションを。 

ノ2しぶりの〇(太*)が吉 
入角でエナジーをくれる 
高攮期。去年の誕生月も离 

攥期ではあつたけど、何かプ 

レッシャーがあり、その時は 

気分が萬くならなかったので 

はないかしら。そうし行意味で 

は久しぶりに視界が比呂がう感 

じがするはずだわ。まずは恋愛のS 

にある6(火疆）。〇とは別に勇気、ャル気をくれそ 
5な上に、a好なエッチ運ち運んできてくれそ5な 
の。5/14まではそのチャンスが統くけれど、恋愛 

に発展するかど5かは自分次第。まずは外に出て行 

動を。 

TfK愛と遊びのSにある愛 
^惆と金運の9(金]!)の 

おかげで、楽しい連休が通ご 

せそ5だわ。恋したり恋され 

た0ちありそうだし、友だち 

と遊ぶのも楽しい時だわ。遊 

びのエッチもありそうだし、0B 

時収入もあるかもしれないし。た 

だ、どうしても気持ちが大きくなって 

遊びも支出も派手になりがち。ちゃんとコントロー 

ルしないと後で痛い目に。連休後の5/9に穿はこの 

Sを去るけど、今度は遢»なエナジーとエッチ邏のる 

(火璽)が入座。もっとギラギラしたエッチが待ってる 

かも？ 

3 
〜4月同様、さまざまな 

プレッシャーがありそ 

5な星回0だわ0しかち、遊 

びや人との交流、アプリでの 

出会いなどが楽しくてしょう 

がない、という運勢ち統いて 

いるわ。どろ考えても遊びが 

やるべきことをおろそかにしそ 

うな配鼸だわ。でも、今は大型連休。 

遊びに気持ちがいってもしょ3がないわよね。好き 

な人と近場の温泉にでも行ってリフレッシュしたら 

遊びは引きずらずに仕寧に集中すること。ストレス 

から_子に槩って飲み過ぎたりもありそうなので、 

セーブして。 



牛と友情 

今月のお姫様 ナジーの〇(太*)と共にコミュニケーションをあらわ 
す以水墨)、そして遇嬲なエナジーのS(火墨)が入座。 

なんだかエナジーのオーノ (ーフローという感じだわ。仕事上 
の付き合いも、プライべ一卜の誘いも多くあってそれに応え 
るだけでもてんてこ舞いになりそうね。せっかくのK生月な 
のだからそれにできるだけ付き合うことで、これからを左右 
する人に会った0、引き上げてもらえるかもしれないわよ。 
新しい関係なんて面倒なあ®ただけど、自分にエナジーがあ 
り人と会うのに良い星回りなのだか!3、ぜひ積糨的に行動し 
て欲しいわ。誘いは断っていると誘われなくなるちのよ。そ 
れも寂しいでしょ。しかし普段以上にパワフルに動きがちなので、肉体的にも精神的にも 
疲労と消耗が激しそうだわ。また風邪や»痛も起こりやすい時なので、ちゃんと休養も取っ 
てちょうだいね。Sはエナジーの他にSEXチャンスとトラブルち、そして頭に血が上りやす 
い状況もつくるわ。まあエッチに応じるのは人それぞれだけど、事故や落し物などに気をつ 
けて。そして口綸にならぬよう、カッとした時は一呼吸おいてからS葉を口にしてちょうだ 
し、。5/9まで金運はまずまずだけど、気持ちが大きくなつていて霣向きの服など、余計な 
ものも興ってしまうかも。逆に5/14以»はるが金銭と所有の宫に移り凶星方(土星)と凶 
角をつくるためにいきなり経済的なダメージに見舞われそう。それに備えてIIい物は良く 

>ゝ5にしてね。 

i 1 

^考えてか£ 

の星回り 
吉星ス(木星）と凶星方(土星）の吉角は期れ、徐々に凶角に。この春 

まで順■に成長、鎵大を縞けていた色々が厳しい状況になってい 
ぐこの期は特に〇(太陽）、る（火黑）J (水星）も凶角を取り、そ 
れに★(月）も凶角となる4/26〜27、5/11-12は経済問題で 

何かある暗示。また交通機闋にも大きなトラブルがあるかも。情報も 

大きく変わるので落ち着いて行動を。消费行動も冷え気味。 

だいたい星占いって 
いったい何なの？ 

ことが起きるかを発見したのね。人 

間の歴史の中ではついこの前まで、 

すぐれた天文学者はすぐれた占里 

術者であつたのよ。その天文学者た 

ちはやがて未来予測を命じ5れる 

よ5になるの。戦に勝つかどうか、 

王子はどんなii命を背負つている 

のか、など、国の命運を分けるその 

占いは、間違つた答えを出したら命 

を取5れる事柄。未来予測という 

当時の最先端技術は優れた才能を 

持つ人たちの命をかけて発展、発達 

を続けていたはずだわ。そして、そ 

れは中国に渡り四柱推命に発展す 

るの。日本にも渡D、离島暦などに 

発展。八白金星や九紫土星など惑 

瞾の名がちやんと残つているわ。今 

年の患方、なんてい5のは西洋占星 

術のi (木星)の動きと合致してい 

るのはご存知かし5?まぁ、この 

辺の話をしていくときりがないの 

だけれど、とにかく r西洋占星術は 

Sい歴史とすぐれた人たちによ〇 

て橘築された統計学』である' とワ 

タクシは思つているわ。 

東洋のおばさんが惑星の名前を 

使つて占いをしていたり、旧日本軍 

が実験のために血液型で何か分析 

できないかとaベた結果で納得し 

たりするみた5だけど、そんなちの 

とはまるでケタが)1うデ—夕と歴 

史があるのが西洋占星術なのね。 

さてワタクシたちゲイにとつての 

占いなんだけど'Jれはまたちよつ 

と遘う技術が必要なの。伝統的な 

占いでは一夫一婦制に基づいた、性別 
を基本とした占いが中心なのでわ 

れわれゲイにとつては当てはまらな 

いことが多いの。それについては近 

いうちにお話しするわね。 

デザインもI新したことだし、そ 

ちそち墨占いつていつたい何なの？ 

という話をしたいのだけど、それだ 

けで何冊も本が書けてしまう西洋 

占星術を、このnラム欄で語ると5 

5のはとても無理な話だわ。でちこ 

れだけは言いたい、他の占いとは決 

定的にここが違う、というお話をす 

るわね。 

星占いの起源は約5000年も 

前だと言われているの。そもそも力 

レンダ—だつて時mの覬念だつて太 

限や月の覬測から生まれたちの。そ 

のうち動きが他の星たちとは違う 

「惑星Jとい5星が発見され、その 

惑星たちが動く範囲の星座たちが 

重要視されるようになつたの。これ 

が「蓠道12星座」の始まりね。そし 

て彼らは、どの惑星がどの星座に入 

り、どんな状況にあるかで、どんな 
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り含い交颶 
R雉の男 GSMごっこ 

活」_ 

11籌のセツクスの相II 
◎マンキツ 

溫I C5白ス/Xッツ 
◎ノンケ食い Wブース 

rimtsj rMMJ 

投蕖It活5/tt交中Ml 
バディ2012¢1月号〜2014年 
3月号の全48»R«L 

566円 

r 投稽1(活4/craumj 
パディ2009年1月*!〜2011年 
12月号禱載の全72»収鐮9 

566PJ («; 

:nmmm 

【R者アンケートより】 
餐小脱よりたどたどしいけど、生々しい 
8PIに大興奮!(褊并乘/TM/37it). 

こんなこと鋟駸あるあるって思う(埯玉 
供/ゾンビ/29歳)參みんなスゴイこと 
してんですね（静Blil/KEN/30歳） 
鲁これ一番ヌケるかも(轚京籌/ももビ 
ユーレ/41*) 

投稍«活歎》 
バディ gOOWE 1月％-2008# 
12月网播載の全608«»， 

投稿tt活2讎翟肉ML 
バディ1998#2月-〜2000年 
12月号_誠の全38括収簾。 

r投霍《活3灞行福 
パディ2001年1月号- 
11月号揭•の全84括規 

:C 案 

ぶ. 

1Tifらり系1 

年の現在も統く大人気の较者エロ体験抜。今回は、バ 
ディ本誌以外でも楽しめる、デジタル版一投稿性活を 

完全ガイド。サックと嫌めて、リアル想^®の人気シ 
リ—ズをご堪能ください。 

※ここでご«介するIK子#IIは、wlndowspcのみでの圏Kとなりま 
mac、スマ—トフオンでのn霣は出来ませんのでご注意ください。 
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広宙のご出稿•おraい合わせはrテラ出版バディ#業部jまで 

■ツアー，留学，同性結婚式など 
LGBTstatus.com (HIVIKI)190 

■衣釀•アバレル 
パトリスカタンザロ 191 

■ゲイバー，ショーパブ，飲食店など 
ブルガリオム 203 

■マツサージ 

at natural 

グリーンスバ 

204 

204 

206 

■映画鮪，サウナ，ラブホテル 
全国映画館案内(横浜） 197 

24会館(浅草•上野•新宿） 205 

ラ•カシエット 206 

■ホスト•ボーイズバー 
Acid Boy 209 

アンデルセン 207 

カレyジの王様 208 

グU—ンスパ 206 

C0ULEUR (クノ 1/-ノレ） 210 

KOC MASSA 208 

Get Wave (札幌•東京） 203 

ニューノ V—フ•美女装へルス■花(東京） 

210 
BoysBar Get (東京） 203 

■ゲイショップ 

■ゲイバ- 

JACK I卜 

■映画囍， 
GENTLE 

全国映画 
二:！一金1 

大吉梅B 

北欧館 

■ホスト， 
CLUBR 

Get Wa 
SCH00 

Za-A-： 

BoysBa 

■ゲイショッ7 

APPLE INN (大阪） 230 

福岡あんず屋 216 

ギガント 228 

K0 SHOP(金沢•大阪） 229 

広島ぶどう屋 231 

ルミエール京都店 214 

ロッカールーム 233 

■リサイクルショップ 
コンボイ(堂山•難波） 233 

ルミエール京都店 214 

APPLE INN (新橋） 230 

Angelo 222 APIN0 230 

K0 SHOP(仙台） 229 Angelo 222 

DX 227 ギガント 228 

BIGGYM (上野•池袋） 224 K0 SHOP(仙台•金沢•大販） 229 

ルミエール(新宿本店） 219 DX 227 

BIGGYM (上野•池袋） 224 

■リサイクルシヨッブ 広島ぶど5屋 231 

コンボイ上野 224 ルミエール 219 

コンボイ新宿 234 Rainbow Shoppers 231 

CHECK 232 

BUYKING 池袋 224 

FREEMAN (新宿•横浜） 232 

ゲイ向け急！!広告 189 

Jてデイジエービイノ〈ナー広告のこ•案内 

200-236 

本誌広告のご案内 188-237 

ノ (デイジエーピイ爾子コンテンツのご案内 

198 

オリジナ)レブッズカタ□グ226 238 

スタッフ235 

通信販売ご利用の手引き•申込香239 

本誌> てックナンノて一のご案内 
218-240 

本誌定期購読のご案内 217*241 

通販カタログ 

西日本] 東日本ェリァ( 

お申込の締切は発売前月の23日頃です 

TEL/03-3350-1738 FAX/03-3350-1016 
e-mail/salesOterra-publications.co.jp www.badi.jp 
〒160-0022東京都新宿区新宿2-15-12高峰ビル301号室 
有限会社テラ出版r ノてディ営業部」 
ご希望の方には資料もお送りいたします 
y《ディの通®こMTる^わせは^ sale©t)adl.jDへどうぞ(TEL/FAXHじ） 

:リア( 

•，ショーパブ，欽食店など 
J THE BOX 215 

サウナ，ホテル 
三MAN 214 

館案内(大阪•広&小倉）197 

H 212 

3寮 215 

213 

ボーイズバー 

211 

203 

211 

y/e (大販） 

LKIDS 

フ•美女装へルス釀花(名古屋•太阪） 
210 

r Get(大阪） 203 

DVD•峡讎配信 

RSTV 194 

GET-film 192 

G#MES VIDEO PRODUCTION 193 

DNA EJIKI 195 

DNA動画 195 

HUNK CHANNEL 193 

BIGGYM DATA MARKET 196.225 

mannhouse 194 

Mens Rush.TV 192 

インターネットサービス 

男盛り 201 

ゲイ広場 203 

星空文庫 190 

野郎魂 MUSCLE SPIRITS 202 

バディからのお知らせ 

Sい含せ先 



今月のプレゼント$23名様 
ゲイDVD/各1名嫌【間連E寧】rD.navU(〗47〜〗-ジ） 

£»SEX4 SCOPE!5 BOOM072+7ナル專科8 ノンケ狂い変鏞雄乱中籌 

凟®人7 スポ鳙！ 6 ノンケを®TB8 ハードマニア21 

湩行•リーマン激情！ 男子字■ 05 M4 INDIES 34変籯性欲 

邈擎の巨De8u FOCUS 俺達のA職交尾 教鼹先生は僕の玩具 

E〜Eモデル着用下着/各1名様 
【閿連記事】「B SHOP CLUBJ (1《ISページ)※サイズはすべてSサイズです, 

Trsnアンケート専用はがきに回答を記入して、おもて面のプレゼント番 
号記入欄にご希望の商品番号をお書きください。当選はプレゼント 

かの発送をもって代えさせていただきます。 

PRESENTS & 
QUESTIONNAIRE 

きァンヶート 
A m今月号でfiかったモノに〇を、良くなかったモノに父を、 

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 
01 パディを10CHS楽しもう!/バディ•ジエービィ•ライフ/016 

02 OUT IN JAPAN withレスリー•キー/019 

03本当は楽しい「食わず嫌い」の世界/051 

04トイレを貸すなら盗嫌をしよう!/御手洗使用条件/083 

05硬逦の携帯肉便器/086 

06パディ完全生嫌りエ□面接/前歯ナシ格《1男子ソウさん下着の靡先ビュルル/131 

カラーベ_ジ 
07 VOICE一あなたと一箱に歩むゲイライフー/002 

08 NEWS CHANNEL/003 

09マチ★心/012 

10 BSH0P CLUB/014 

11 グラtTTVJ &/043 

12グラビア/GO FOR ITI/075 

13 DELICIOUS DVD DATA /135 

14 D.navl./147 

15 ViViD news/151 

連載(モノクロ） 
16デジタル天国万饞/171 

17中村うさぎの新宿二丁目の女王/173 

18瓜生ワイラのこんやち夜更かシネマ/173 

19北丸班二のNEW WORLD INDEX/174 

20キャシーのトロント不思議ノ Vッテン!/175 

21 八代隆司のあたしだって☆パリジェンヌ!？(BAD曝)/175 

22月刊笔超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ゲイ卿/！^a^tvsmt冷月©Hffl/178 

26 FROM READERS/179 

27女王様の星占い/182 

マンガ 
28金曜の夜は四つん道いで/田龜源五郎/027 

29雨の夜/小日向/059 

30坊や良い子だキスさせて/大久保ニュー/099 

31 読者性交絵日記/晃次郎/115 

32はみちん/前田ボケット/*163 

小H 
33邐泉宿の若旦那藤巻舎人/091 

34恋人はお笑い芸人4/樋口めぐむ/107 

35団地の五贖/武古田征男/123 

36淫猷の鬥後編/一戰/155 

37読者投稿ストーリー投稿性活/167 

付》 
38 GAY NIGHT SCHEDULE 

39付鑤 DVDrB+J/243 

Q.2 今月号に閜するご意見をお書きください。 

Q.3あなたが希望する企画、特集内容をお書きください。 

_ _渋谷区で成立したr同性パートナー条例jにつし、て、 
Q.4あなたの意見を教えてください。 

※お答えいただきましたアンケートの内容は^誌面に反映することがござい打のでご了承ください。 締切は2015年5月21日(木)澜印有です。霉用/ぱキは次べージにあります, 



大音權田蒙 
:の油的ナ 

賣轜 18饞以上•未鼸釀着№8! 
■勘壤煽大麵市北efltOJD 
鼸与 mm 900円 
待通 瘺事1食つき 

動«日数•シフト応帽鼷 

3交代シフト 卜_ 
'/13II-2 

■応藝方法 
ますは06*63613270衰でおS鼸 
にお«B ください• は13_か 
らスタート！臞■窗をご用■<ださ 
い*動騙日敝•_隳シフトの轘謂は衝讓 
_に供います 

nttp://wwwjack 
n/dalkic«/ か 

Rコードか6どうそ 遜 

従業員急驀 
■資格 
30歳〜50歳くらいまで 
■動務畤問 
24時間営業•応相談 
■待通 
時給1.000円から 
食事付•寮あり 
■応募方法 
下記電話番号にご連絡ください 
担当•相田 

03-5951-0995 

お問い合わせ 
ください 

お問い合わせ 
ください 

広告出稿について 
業種や地域は問いません。企業だけでな 
く、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、ぜひ一度バディ営業 
部までお問いわせください。 

•サイズは横4.15cmx縦6.25cm •申し込みは毎月25日締切 

ここに掲載されている求人広告は、「日払い」や「好待遇」を 

含むゲイ向け求人広告です。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。 

厂」 

111°_っ 

03-3341-0392^ 

J《デイ誌面で活躍したい 
エロモデル 因必1回 
大募集 
18嫌以上(高校生不可め'630觼«半くらいまで 

イセケン:ル、ゲイ のゲイJC 

性 Z 

<yoy^j-U7Hy 
D自信がある方0 

葬社««の出漓科を！»日にお支払いいたします 

プ□フィール(身《、体重、年齡、氏名、住所、電括 
番写、メールアドレス）、自己アビールを明記し、 
奪113点(顧写真、全身が写った下蕭《、上半身） 
を下E住所、またはメールにてお送りください。 
365t r]600022東京宿区新宿:2-15*12 

大須ビル301有两会社テラ出版パデイ 
モデ宛またはmodel@bodi.jp(メールの 
際は件名に必ずrモデル導集Jと明E ください） 

16•方法上麵] 
またはhttp://ww， 

I]ードで専用フ彳ームにアクセス 
kVw.monsni8n.tv/moaoKphp 

からごさい 

完全讚 

未経験者_ 

晒H以胆 

_寧由 
睬装あ1自由 
全額日払4司CW哀«««付 
mmmm 

H锋卿L姬-可“ 
寮生保証金幸給 
他店経験志 

営業時間j中》1$2〇^105)：11 
電話【C4fcさ^Ml歴•氾吞? 

いま，稼ぎたい I http://badi.jp/hibarai/ 
そんな人必見！ Web腰は3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•年中無休) 
即日現金払い(何回でち可能) 

03•3341•0704 タカオカ 



雑誌への広告を出稿すると効果はど5なのか？「幅広い年代層へのアビールム「全 
国区へのアピールJ、「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憲しておりますので、まずは一度、一番下の連絡先へ 
お問い合わせください 

r新規広告のお申し込み、業種別の主な流れ | 

お申し込み後、まず以下の畜類の郵送（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HEのコピー 
(免許保険証等） 

② 事務所の貸貸契約害等のコビー 
③ サイトのURLと広告愿稹 
弊社で受け取り後、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 
合ちございます 

※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 

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Bのコビー 
(免許保険証等） 

② 事務所の貸貸契約書等のコビー 
③ サイトのURLと広告用[稹 
弊社で受け取り後、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 

D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、予めこ•了承下さい 

本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應しておD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 156mmxH 106mm) 

〇モノクロIP 
〇中■じカラーIP 

モノクロ1/4P 
0^74mmxH 106r 

その他 

〇表4(■表紙)カラーIP 
(W 174mmx240mm) 
來バーコードなどの記載必須車項があるため、 

他と寸法が異なります•ご注意ください， 

その他、败材C事広告などもござい家す。 
ぜひ一度、お氰輟にお聞い合わせください• 

広告をご出稿いただくと、通販や定期購鞔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。 

広告とい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。でもノてデ 
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、挨搜状などにもご活用 
頂けます。制作霣は当面無料です。逆にデータを制作してご入稿いただける方には、データ入稿の手弓Iき靨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 
0〒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「ノてディ営業部」 

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 

ップ•出金い系*SNSなど) インターネツトサイトシ 

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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取り扱い店舗 
東京(店麯販売•通保販売）NUDE 

address:來京都新宿区新宿2-15-12人須ビルIF | tel: 03-6380-4088丨 http://www.nudcjapan.jp/ 

大阪(通m販壳のみ）KOモールサイト内助平屋 

http://www.ko-shop.com/sukebeeya/ 



スマホで読める 

完全無料の 

LGBT小説 

切 

な 
さ 

http:/ 7izanai.org 

売 

※星空文庫内の作者ページに自動で移動します 

※本広告は小説の作名•個人によるもので、足空文庫の運営 

母体とは何の関係もございません。 

LGBTstatus.com B本B内初 
LGBTアメリカビザ,•字&移ft相B 

泊企iffirGBJiS脑处uボ3炫視野鳥®2相談を 
受酬缺お:り：^ ★類1内8(—明>»)★ 

JWRビザサボート 

移民•mum•永住権サポート 

ツアーコーディネート 

和けアメリカビザサボート 

アメリカでの企讓在投責コーデイネート 

アメ1J力企難< 

アメ IJ力罱性蟠ゞ 
投資家nけ〕 

Iの撕KK 

謹 

アメリカての篇蝙孿式承yます 
日本で网性婚はBめられませんが、アメリカでは挙式，正式な結婚II明害が発 
行されます!！ LGBTフレンドリーの綸蟠式場.ホテル、専用供負などを企圈し. 

一生に一度のご自分たちのためのウIディングを行いませんか？ 

http://www.LQBT8tatU8.com/ 

会社名：HIVIKI LLC (本社•□サンゼルス） 
お問合せ： 050.5534.5876 (アメリカに直接転送されます） 
営業時間帚：日本時間10 AM - 4 PM 
Email: info@HIVIKI.com または info@AsylumStatus.com 

チケットは 
4月22日 
発売開始! 

二 TB フ〇レ X vol.16 
翻i日:2015年6月1日（月） 

開場:19時00分開演：19時30分 
場所:AiSOTOPE LOUNGE 

(東京都新駆新宿2-12-16セントフォービル1F) 
※拥ステージでのプロレスとなります。リングはございません 
※会場意向により写Wt影!才禁止とさせていただきます 

会場«0憲向により20歲_よ保護者の同伴が必要となります 
Z)意向(こよりアル]-の販売時i Dチェックが必要となります 

續響!顧 

【出場进#】忍、怨霊、宮本裕向 
小仲=ペールワン、山田太郎、 

Kouzy、有II兄さん、寧々《>D_a.i他 

◎VIP 席:6,500円 
ミニソファー席。1ドリンク付き 

好きな選手と2シヨットチェキサービス 
◎八ッテン砂かぶり席:6,500円 

最前座布団席。好きな選手と 
2シヨットチェキサービス 

◎ガチムチ席:5,500円 
指定席2〜3列目座布団席 

好きな選手と2シヨットチェキサービス 
◎イカニモ席:4,500円 

指定席4列目〜 
◎バリタチ席：3,500円 
整理券順入場の自由席•立ち見 
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随時募集中!! 

篇社ては.is霾〜抑纘まての顯&体にosのある男性モテルを 
随轉轉籮していm!モテルのh験が趣い方てもwaありません！ 
_膨钃甬は.大覼を中心としていrrか.金b备m_Bに«います！！ 
<«釋11梅* 
上Cの年_内て. 9在逼鵰及ひ体SM持をされている方. 
客饔8麗.マッチ3薄9の方は钃通ぎせmsます!！ 

※公式hp内のrモテル募集』ページか、， 

娜編，フ撕二2總慨W■遭溫I 〇縳〜キ後60 
-Wl,' 〆 备胃 IfK、_ ■，广1J WWT^jl 

^^.No.1動_信サイト! 

を?ビジョン超高画質も大量se信!！ 

(XIME 
} Sin i-Phone.スマートフオン対!®! 

ストリーミングも多数KSTヌキやすくなりました!! jgp_ 
www.nu 

八ンクチヤンネル 

nk-ch.com 

IHUNK VIDEOrHUNK^ MOVlES^O^unOil 
DVD 220minM^8,8a0Rj 

t犬騙？涵• UHモテルHWタチ^5555ft夕 
の•画配Ahtイト rMEGA HUNKCHANNEl!Tft?4l 

It 至禱のアナルセックス7_を亮全DVC[化!!1 
大*画のワタドピションで迫力のSEXtお楽しみ1LざCj!!f 

未経験者ぉ断り！タチゴーグルマン大募集!! 
纖籌の0心奮は大歎9!たたし.エッチの窃心者はお！(りします!供と»鶊力に■偏の*る,エッチが大好きな為なた！ 
ケームスて通懸舊のノンケ應とやせんか？コークル蘑用!®窗靥守《あなたのテクてノンケ逮奩イカせSやお5«! 
<«馨賣權> 20譫〜3$縑衰Xの躔Aftて健雇な方•エッチ籌心看お麵り!エッチが大な.エッチが上學な方に■ 
り家す•大齔置裏にて鼸膨て翥る万に鼸9家す,a藝万澶は7»糸> 奢餐■してくた在い•お霤ちしておyrrt 

ゲームス4月新作 
尋VyiliDlGAMESiリ与^春情;] 

ゲームスビデオ 

www.Eames-video.co.jp 
辭r二3a^EE 

JP MU! ! 」CIAME8 VIDEO PRODUCTION 

3日発売!！ 1 7日発売!！ 
mm 



lOOitiin^/ ¥8,000(«^^< Iff 

鮮やか城画霣嵌^!!^量Be信中! 

mer^OB Rush 

公式サイト 
I ム_ビ— 

错&越 

獅 
斯最大#<D 
動®R馆サ-ビスは 

_p|B は 

://www.mensrush.tv/ MENSRUSH.TV 



緊急スへシャル企1第7弾!! 

手足を拘束して動けない状態でチンコ貢め！ 
テンシヨンが上がつてきたところでアナル拡强 
デイルド買め!だんだん大きいのを入れて 
馥後は手が…I ?仕上げは据られなが!5発射！II 

DVD版60分8,000円• 4月20日凳売予迮 

IH 

DVD版60分8,000円• 4月20日発充予定 



滓^:欲問ですべてをさTiTだし本気で感じる 
jM 行為の数々• • • (ロングバージョンSEX > 

過 m] 
激】 id 
m 
m i 

ラなど取よ^! 
っ獻n广一 

峨Y成卜イケメ 2リラ:5エ〇酺>: 
男からの_CO)fi為 |«»なRW1A、、作m、«H7t ^ 
mcmm ばなじ«蠹打ら濉淳サメンのぶつ飛t， 
尤じtrスタぶ卜:•ミラ5以_W)ガブすリポナイとを好せつけ, 
谢fホ；H^gクシ:^XIオナご-! ^ 

観る場所選 

の動画をfウンロ-ド出来ます。 

、高画質 

h従来S^K決束とB來沿啡〜もご利用可能 

屯》dih睡打らこそれぞれが％2入だけの®wuwiじjcl」 
す眢 _ぼ_ィ/:「一r -1 

を-」.，✓’媒120分税込価椹囑益學 
05^0 KJK=マン.ハ.ウス《 www/nannhousexom/18羅未囊の方への販充を禁じます• 

Erotic Scan & heat up 出演モテル 中！ 

■n=マ.一仝一•ハ.ゥ.ス®1 

mAnnHOUSZ TEL 03-3380^8500 EfnaJkofficedmannhouse.com 

ヤング/tワーを持っている20代長期にわたってフアンでいてくださる3CMt 
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 
こ希望される企■蠭影やルックス&体盟などにより複数回のお仕事も可齲です0 

ネットシヨッピンクはこちから[レインポーシヨッバーズ]htW/www/airtowshoppersxom/ .mannhouse.com/J/moael 



日■ロー: 

僕®のくちづけ 
腿胤 TTrT^rwTTi 

オッス!俺タカ^。;^Qyh大好物で 

いつも金欠。家费も薄納しててやバめ〇 

恋人の祐一は世界を旅す确乗a 

妨肋会えな《、会っftと甜 
足 W<r …〇 

ムチかわ主wか#e起こす、 
なエ□充滿>一'J-。 

的■シネマ> 

ftと籣Sと耱食の事情 
i5> [出 

BPi^T5Tr57TTBB 

名函 

之QU演IKOH、雄大、宮M患、癱羅乃象 
イノセント•ノワール 

土の;平。魏ズト扣 

こと御5^!^平。それも 

何も言い贴なく、 

池島ゆt^SCDfi 嫌 

トマ。本ぼ射放 

aそんな新時代映画です。ご期待下さu 

<1/^1 • 

3^/Wザv9人、^iftU屋〇獻れて 

邪魔者を舞るのび仕事だ。あ5日、 

売り薄でテjk：出会つ匕運命を感じた 

2人は一«K：⑽しNt思うが' 周囲に 

3PII5れ rt^i、…〇 
男；っ正酣J6J8い35力紙' 

映画ですe腰るベぎ映画登塌！ 

1厂1丁国 im:^ 
光音庙①WIUII.«U» 

I T231-0065 

横浪节宮川町2-59 

*0452310037 
i (京念n ノ士buリt*がか iE&: 

【上映作品】 5/5<x•祝)^sm^<Bom 
R的/僕50211 5/6(*•休)^ リ 

mm) 
旧〜木]11:00-21:00 

除•土]11:00〜8«5:00ダ 

【入場料金】 
一般料金/1,550円 •: 

会興•学生ハ.130円 

BDD—X (太■•謹置！*) 

T556-0002 

大坂隨駆蘇類2-2-8 
ir*0' http^/gayanemain 

«06^641-8S 

細tt 

[mm 
僕©ox ちづけ/maas 

5/60K作)d；リ躇春肉弹教/俺たちの》 

mm) 
、年•連StHレナ*iH *|f3 2^ 
[毎日]1000〜明95:00 

【入綱】 
-般料金/，円 
会l/1300ffl学む1.000円 

的_シネマ 
T732-0824 

US 
広S市的塌町2-1*5 

8062-26^7095 

【上映作品】 
4/30(木)TC 17セ: 

5ハ⑽J把 
話/兄苗と俺 

【営親間】 
旧-^]1000〜21:00 
【土 _ UK)〇〜棘200 

【入細金】 ■) 

一般料金ハ.900円 g J 

Mf 
Mr~ 

会男•学生/1.500円 

名画麈② («九蜊*ホ肅） 

▼802-0002 

北_小舰彌2祝 
htlpy/gaycinemanfo/ 

9093-522-5916 
(JR•モ儿レ小IIIR兩□より 
徒歩2分） 

【遞呈】 
ィyfcネ••/>ル/*U5HCア•ソ•ビ 

5/6(水•休はリときめきの午後/男勘つイラ■介 

mm) 
[年神^•連auイト±wo 
[$8]11:00〜瓶200 

【入■金】 
一般料金/1,400円均一 
*•会••学生a引咖傲ん^ ^ 

t-te： 

*.., _ 

P!ENK7.DC-=/3^ 
http://enkpromotion.info/ 

ゲイ映画の作品紹介や上映案内サイh 
※ノり□ン携帯それ枕の専用tHK：移動できます。 

http://gaycinemainfo/ 
raお■い金わせtt«-ムベ-ジ⑽フオーム(Cて• 

■同膊上R (4用21日0K)CT) ■间時上映（4用22日(*)よU) 

k ffi)まて猢ぼくらの，代抑EUの事 

B^l±BHI■の脚しや金■鼸 
m rcy仆や携霧サイドば蠹内中1 

映画館へ行こうI 
http://gaycinemainfo/ 

鼸_や金イベント9竃など 

'^^'e映画 

顧«に«る«|名|(容||^そこで 
働<_平と儘也は||||には内||で 

■nff中のラブカツブル•美るnr 

顿そこにフラツと三蘑という少*が 
や0て来て疆0いてしま3_鼸の 

ようにaaM;鼓な三Vは、次女に 
Isの男と Hff«ff«、o:sK;fllt& 

まても❶それ奩知つた覼平は：、 
fBの DnllaJ をモチー71r 

今やI穀__で活■する廣木_I 

£■の代！■作といわれる£<らの 
シU—XJのe龕すベぎ_ I作• 

80華代のffim心liよ <濠れ、 
当Nようや<||がNき鳍めてきた 

ゲイのtsクシヤルティを"±9< 
ポルノとして消化している9Rは 

Tもつて今でち鳙構ヌケ 



_ 
DFDnCD 

頃厦身PACトル” 

好定はありませ騸 
バックナンパ_、モチル募簾のII鯽はホームページ*こ颸下さい。http://www.bpro.info/ 

ビックジム•データ•マーケット 

BzEEvm 訂すーフれ滩 

BIGGYM各庠•通販で販充中!■ 
個人偏_不霣のmドカード 
BIGGYM DATA^MARKET Oam 

www.opro.tv 

1050Op 

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

Access!! 

^BltCasH 鳩，SSSJ )1〇^ /5,000R 
30,00OR (W&)1 



:*を受IIした名作や、各作家ごとにまとめた再钃集版ま 
そろえました。お手頃な®格でサクサク嫌める！ 

—初期〜中期の名作コミックや、現在本Rでも人気連載中の 
—/ /コミックまで、幅広く販売中。お得な再編集版も販売！ 

Afiini IT本では掲載しきれなかつたネタやコンテンツ 
DMUIUU Iをデジタルパディとして再編集。 

BADIOUT 
2013秋号 

BADIOUT 
2013春号 

アグリつ婊4 Relation THE WORLD OF 

/小日向 /小日向 »田ポケット 

人気モデルのグラビアや下驁■像を集めて1冊にするデジ 
/ /し/タル写真集。ジャニ系や下着、塞球エロなど#りだくさんI 

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

戴頭予贛士 本日は刹け日和!仮性肪間 
タカオ編 

まぎれゲイ探し 
鱷られたモデルはホントにノンケ？ 

全身アダルトグッズ男 

597P3 597円 597円 
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バディオリジナル 

電子コンテンヅ 
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 
[ZINIOJ http://jp.zinio.com 

eBOOKS 
過去にバディで掲載されたグラビアや小説、 

コミック、遇去の特集をテーマで集め、さらに 

電子版のみの記事を収録した'BADIOUTJ 

など、多彩な電子書籍をご用意しております。 

いただけ*rr,认ャスマ-ーフオ 
ンではご霣い' たけませんI•しくはこs&t 
クリックしてご確薦くださv\» 

baai.jp 

eBOOKS 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
來パディジ:]:-ビィの®子害籍はKeyrlngPDFファイルを利用しております。MMはWindows XP/Vlsta/7/8朗境のみで、Mac»堍や携帯電話、スマートフオンからは 
MJIできません。Windows環境で闋覧するためにはアイドック株式会社が無僕提供するKeyringPOFクライアントとAdobeReadeny必要となります。詳しくはパディジ 
エービィの「電子醫籍〗ページをご貿ください。 

■ 温 MOVIE 
ICディ往年のDVD作品や遇去の付録DVD映 

像などを、1遇間または3力月間Kられるレン 

タルストリーミングで配信中。PCの他にス 

マートフオンでも観られます！ 

am P手頃価格でお\ 
除あり、パラ:^ SV/Eで’萍: 

GET TmMOVW 
BAOI. V0€0 BADI,SM BAOt.B MAGAZINE, URAダ，.人撖DVDメカどククとくる綾_鼇多驗ご颶雇. 

※決済方法はクレジットカードのみ1こなります。 
※スマートフォンでご霣になる場合は、スマートフォン用のサイトからご_入頂色スマートフォン用のサイトから視18してください• 
来WindowsはXP/Vlsta/7/8で、Mac環境はIntel CPU内蔵で、OS10.6以薄、sHverligh成応のものに限り視聴できます 

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『BADIOUTiとして、特 

別号を編集。本誌にも匹敵するクオリティで 

ェクストラバディをお届けします。 

※決済方法はクレジットカードのみになります。 
•パデイジエービイの電子霤籍はKeyrlngPOFファイルを利用しております。閲荑はWindows XP/Vlsta/7/8環塢のみで、Mac環填や携帯霪話、スマートフォンから 
はMKできません。Windows瓖境で閲*するためにはアイドック株式会社が無償提供するKeyringPOFクライアントとActobeReader^必要となります。鋅しくはバデ 
イジエービィのf爾子書籍jページをご霣ください。 

お問い合わせ先 
〒160-0022東京都新宿区新宿2-150 2高峰(旧大須)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 
バデイジエービイ内か5ご利用いただけます www.badi.jp 
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男同士のバートナー探し 
for GAY 

BSD 
docomo CLU/ = SoftBank 

男同士で楽しみたいけど、なかな 

かパートナーが見つからない…。 

地元のノ Vッテン壩情報をもっと知 

りたい…。そんな寂しいボーイズ 

のためのゲイ専門ケータイ出会 

い系サイトが【男盛り】。 

全国対応の地域検索機能付きだ 

から、いつでちどこでも好みの 

パートナーとスグに連絡が取れま 

す。軽めの触り合いから八ードな 

複数プレイ、そして本気の恋愛ま 

で、ゲイのための出会いを全面サ 

ポートします！ 
気の合う恋人みつけました零 
しば5 く特定のパートナーがいなかつたんですが、 
r男腑り」でたまたま出会って八ッテンした黴と霞気投 
合。何度か金ぶうちに钃顆しsう■係に…。今ではポ 

リアルに調教されたい人募集 
調教できる奴麵兼ぺット蓍*しています。目!■し、菌 
鑰、鑕などで自由を奪い、デカマラをしやぶ5せたり、 
ほぐしたアナルにぶち込んだりして、俺だけのド賣鼸 
にしたい。本気でしていきたtwoでヨロシク• 

風呂とか飲み行ける年下いる？ 
■内近辺で遊んだり數み行ったり*い寝してイチャ 
イチャして■ごせる年下猓集中です。風呂大好きで 
す。あとチンコが<6性か霣性S薹で皮むけてない人 
が敏感そうだからすごく好きだよ0待って*す《 

あまり経験無い初心者です… 
初心饔ですが、良かった5エッチな»係になれる人 
_集中です☆■近は自分じや抑えきかなくて…でも 
相手がいないので思い切って蟹錄してみました☆プ 
□フ見て良ければ»§<ださい》お搏ちしてます☆ 

■当サイトは18織^灞の方のご利«は.固くお■り致します，■男發りはゲイのお友選、相方等■広し、出会し、やその闋連情報等を提供するゲイの為のW門コミュニティーサイトです。_一»1|料コンテンツが御座い 
ます。■バケット通信費はお客橹ご自身の負担となります。提供名:■提供：男Sり事務颺/お閜合せ：索京德胡！!区下谷3*1-24 / «6： 0570006077 E>—ル：supportOotokos.com 



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U幅広いユーザー牖にご荑いただいています。 
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ご利用頂ける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- 
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 
帯版は若年層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点揷 
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！！。 

t：TAWmX9y 7/鸞，ルX勿ウ►罾V 
TyA^XTMai^tom- い籲 

暴0145省ン戈暑鵰齡して秦瘳鷥ん1\ 

__镛偃4 AMiL鉍蝌嚎幫CムUttisxoravs 
霓氧い，ぱV，•いB編•鼻舞 

m い iitov 
_l 03 3360 asoo 

fY禱謅腾# 

初回掲載 
¥10,000/月 

継耪料金 
¥5,000/月 

誌面• WEB連動 

型『急募広告』ち 
ございます。詳し 
くは189ページ 

をご覧 <ださい。 

峡齡マ 
馨的 

S90H (№0 I 

、 
色んなグッズがI▼。ばい 

.. 

un 龜: 

零すぐ*ぎたい？ 
なら：K3をクリクク 

CONTENTS 

バナー広告は3タイプがあります。料金には、バ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。 

ページヘッダ部分に表示枠があり、どのページでも表示枠が残ります。この枠は最 

大4つの広告をランダムで表示するタイプです。 

r@ TOP常時 Bタイプバナープラン 
サイズ/340x58ビクセル 41.000円/月 
トッブ画面の中央もしくは下段に表示されるタイプです。トッブページを開いた際 
には必ず表示されます。一番スタンダードなタイプです。まず手始めにどうぞ。 
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fetlfWiyii?東京•大阪•札幌展開中!! 
TOKYO NOl Boys Delivery 

W\ i£ ft 

HX1H339 uTBIEE 

TTIEm 

■興 
nhuA htwkSjE Hi 

3 
H 

f, 9 ML f ^ S12 
20 

(個室•出張充リ導) 

(新宿三丁目駅スダ!!) 
年中無休の24時間営業 

Tel: 03-3358 7072 Tel: 03-3358*7425 
[メール】：tokycxce^et-wave.com 

:(大阪中崤町駅スグ⑴ 
OPEN昼12時〜CLOSE夜02時 

Tel: 06 4256-7107 -Tel: 06-4256^7130 
(メール]: Osaka件get-wave.com 

札幌店（南7条西6 丁目） 
OPEN昼12時〜CLOSE夜02時 

Tel: 011-596-8301 -Tel: 011-596-8302 
[声ール1:sapporo^get-wave.com 

^nrrrrvy 

(飲み系売リ専） 

東京店（新宿2丁目M&Tビル} 
OPEN夕方18時〜CLOSE翌朝05時 
Tel : 03-3358-3677 

太PS/S(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 

【検索ワ-】 
必ず見付かるタイプの男の子!！業界N0.1のBOY待機数と若さを誇ります 

BVLGARI 
HOMME 
プルガリ オム 

<アルバイト•従業員募集中> 

礼幌市中央区南6楽西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 
携慊のメール機能を使い出会いを探せます。 

ゲイ広場 
http://gayhiroba.aokuiou.biz/top 

■料金体系 
• メールを窺む20pt 
•メールを送る20pt 

•画像を見る20pt 

•お拭しボイント500p« 

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

項3てのお問い合わせ 
03-5848-8681 
080-6789-3863【面通】 

のお問い合わせ等は平B10畤から17Wとさせて頂きます 
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僕らの出会い 
:r:; I大型SNSコミュニティ 
醜シスアム-騙し！ 11h」tt®：；//ek_w4ie/^fe1」 

刺にスグ使える 
スマホ•ガラゲ-• PCどれでも0K 
全携帯会社•全キヤリア対応 
どこか5でも脚アクセス可能 

万全サボート運営| 
当サイトはゲイ奪nのsns通営会社です 
窵金いのみC導;！してい家？ 

ィ NDUtt-HI してISOCtfん） 

ご質問•ご相談お気軽にどラぞ| 
■ • - - -  

WI 

インフォメーションセンター 

fo@oknow.jp 
3)3-5422-6266 
ィヤルではございませんのでご安心下j 

鳜削示板愧嘯娜来ます— 

月会妓三切Aさ虹麵 
5#望者(W5麵科3&テぶ舰利用胡虹す」 

3355 ツ提併 

太人®飄t娜I Sf齡螓る 
有意義に出会龙1^騸_饑しい 

•j%% 肇4餘曩寡R 

良いお相手を見つけたら. 
どうぞお会いになって楽しんで下さい 

，縁•熟•着， 
ズ安心_一 

他サイトへ同時登録されるような事は-切ございません 

ご意思無⑽に自動課金されるょぅな事はござぃません口：よ社0f結び•••"- 

http://pgq7.com/7kg3 ® 03.542^6350出ご?1= ばは忍：は 



新宿苗苑 

j^J^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 
耕两新宿区新宿2-13-1 

SHINJYUKUII03-3354-2424 
靦らない町 

浴室1^もしろぃ™倍) 

fell ¥2,200 
M/A.M8:00-P.M4:00鼹1關200円で;j(できます! 

ホテル®サウナ 

台東E浅草2-29-16 

ASAKUSAII03-5827-2424 

3Fは中年•熟年 
出®いのスペース 

B 
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】 

@蓽ビユーホテル 交脣s 

つ,< ば土クスプレス洩蓽IR 国嶸通0 S 

~I门 

J? 
スナック24 

座線田原町蹰 ^つ,くばエクスプレス浅華駅 

:崎驟 
碑纖q 
議.一 

オレンジ通り 

三并 

m 

j•严_ 

交#011——仲見世通り 
つ IS, 

浅單寺瘌院q 2 

福祉会館〇| §- 

抑梅放^^mr 

馬遵交嫠点 

~^ <51 
セブンイレブン 

■■川■■■■■■■■■■■■■■■画=> 
►台東区北上野1-8-7 

UENO 103-3847-2424 
編 

i 
iヨート日驟1¥2,200 

§M/A.M8:00-P.M4:00鼷1瞷200円でできます! 
入館料なし、スナックのみのC利用もできます【チヤ ジ料¥500】 

M75m B 扣邐〇 ■ 
«gif,±BP„セブンイレブン 1_ 

かっぱ橘通ワV II-I 

ズナック M浅草•货六尺天国 I 

{スナック24}水割り、射八イ/¥600 {六尺天国} 3ドリンク+お通し/¥2,800 

ビ-ル/¥700お通し/¥800 六尺、バスタオルパタオル 

台東区浅草2-28-18 

嘔03-3843-4424 
供酎、ウイスキ-、ビ-ル小 

追加各¥600 

回ホームベージ• http://www.juno.dti.ne.jp厂kazuo24/index.htm 
携帯ホームぺージ• http://k1.fcS.com/cei-bin/hp.cgi/24kaikan/ 

7ti 

溫1^保恶讎4) 2フ0溫雜II驟職黎く^！絡を! 
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切或1泊^:tT^_io卜 、 
70min¥10,0001 
90min ¥12,000 

120min ¥15,000 
8» 10min¥1,000 

LLI9Bご自宅•ホタオ;UH 90min¥15,000 
EC®必黌なns#でお傅い致します。120min¥18,000 

Ek^Ea覃かきサービス 
スタッフの膝枕で、轚なる癱しのひと畤费プラスし*せんか*? 

V 90»、120»コースではお時_の中に相み込め*す。 

オイルマッサージ 
(天然ホホパ100% •韻オイノ l/ftffl) 

+リフレッシュ 

30min¥3,000 

’三ジに-分ス戈ッ及の体！a，出動予定が，確KC)ただけ▲ますJ 

苗沢20代半ば175X6# 
今并20«半ば172X64 
瀬文20代半ば1B2X66 
橘生20代半ば166X60 
» 20« 半ば170X# 
mn 2〇代後半171や8 
相 m 20ft« 半175X62 
津田20ft後半173X90 
真鼸20«#¥ 171X100 
向丼30代箱半170郎0 
藤森30代半ぱ177X95 
五代30代半ば171X60 
霣永30代後半166X58 

30代镘半165X80 
AS 30代縵半175X65 
松本40代半ば170X100 
川上40代镘半165X60 

•経联者(優遇あり)、未経験者歓迎 
•お客様を大切にできる方 

•交通費支給•自己申告シフト制 
•昇給制度あり•ボーナス制度あり 

•スポーツジム月会費補助制度あり 
•未経联の方には無料でマッサージをお教えします^ 

スタ;/7 
mmpw 

•受付時間#11:30〜22:00 (R終入店22:30までにお願い致します。） 

竄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菜原駅1番出口より徒歩1分 
つくばエクスプレス秋蕖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/ 

気 Kircaku 
fokijo 

新人マッサージスタッフ大募集！未経験者公lOk 
WBEg^PjBl ] 

■(溫，値） 
未経験者大腿無？習あり） ! 

ヌタツフ募集中 

も' 
未経験者大歌迎(無特屬習あり)！^^^■ 

—1_—)/T>i^S&rih※全てのコースにリフレッシュ+ 
」 Staffによるボデイシャンブーがつきます 

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 

[IBKI90分11000円 
…アカスリ+全身ア□マオイルマッサージ+足»マッサージ 

№№100 分12000円 
…アカスリ+全身ア□マオイルマッサージ+フェイシャルマッサージ 

EHK110分13000円 
…アカスリ+全身ア□マオイルマッサージ+フェイシャルマッサージ+堪マッサー 

№№1130分15000円 
…アカスリ+全身ア〇マオイルマッサージ+足裏マッサージ+フェイシャルマッサージ+: 

東京都色東区上野3-4-6タウン八イツ上野1階 

03-3836-5530 
http://wvvw.kiraku-spa.com 
営業時間11:00-24： 00(年中無休） 
受付時間は23:00迄となります 



ホスト大募集 
ミす。その日からすぐに寮に入れて、 
宅全日払い制！！詳細はお電話にて、お気軽に★ 

畏^兩遊ぶなら1 

ます•はじめは撼しの#〗 

(M 
コ 

^ymxi 

V 

まてセ)ご利用g 

i 

纽^円引 kJ 

wrnmM «?Vwn：取つ jf娜]^ _錄flpf繼海^ 

11ルミエ-ル 

★アンデルセン 

新宿三丁目IR 
C8番出口 

新宿三丁目駅 
7番出口 

新宿顆口 

辰巳出版口 

はま7HSS! 

合計80分のお得なコース 
弓引き/14000円 

9500円から2000円引き/ 7500円 
9500円から1000円引き/8500円 

□ □ 

一日の新倍深く良！^〒1 

60分コ トス 

80分コ トス 

PM4:00~PM8:00 /通常価格 
PM8:01〜AM2:00 /通常価格 

• 40分ずつ2人のボーイ付き、 
通常価格16000円から2000 P 

アルバイト 
元気いっぱいのホストを募集してい3 
無料食事付き！！さらに毎日高収入x = 

新宿二丁目にある老舖&安心して遊べるホスト店 

PM4:00〜AM2:00まで受付 

03-3341-0392 
http://www.andersenboy.com 

■ 

I 
一一丁目仲通り 



浅莩花やし？ネ黄にあ4、男性同：tT 

tお泊まリいf:f£け4ラブホテルTす。 
普段イ吏いrも、浅草やスタイツリー鯓 
光のお1)fリI: tご利用！^^ 椠京•沒萆爪亍|レ 

サービスタイム 
-» 5:00〜17:00 
二部 12:00〜20:00 
羅大12時两 
休嫌【3H】 3,880円〜 
格泊【19R以W 6,750円〜 

iTiEH03=5826?0681 

通佶販克や商品fr:麻などに 
ついてのお問い合わせは… 
■nfo@badi.jp 

お電話の場合は03-3350-1738へ 
通販担当をお呼び出しください 
FAXの場合は03-3350-1016へ 

なにかお困りですか？ 
お電話の場合は03-3350-1738へ 
広告担当をお呼び出しください 
FAXの場合は03-3350-1016へ 

sales@ 
terra-publications.co.jp 
広巧m我や広饩制作などに 
ついてのぉ問ぃ合ゎせは… 

新宿御苑前駅•新宿三丁目駅徒歩5分 
個室•出張リラクゼー:^ン&エスコートサロン J 

EN SPA 
j{デイトリートメントコース 

(リフレッシュつき} 

60分11,000円 
90分14,000円 
120分17,000円 

エスコートコース 

60分14,000円 
90分17,000円 
120分21,000円 

Pl紀は個屯利用時の料愈です 
出張は料金と谀途交通费加w 

OPEN 11:00^24:00 
TEL 03-6380-0306 
MAIL greenspamen@gmail.com 
WEB http://www.areen-spa.co 
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172x58x22 

かおる 

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 

(+実費551費) 
3P3_ス基本料金2人分より2,000円引き 

—T-卜J-ス] 
90分 /12,000円 

120分 /15,000円 
180分 /19,000円 

(■交通費） 
半日貸切/40,000円 

1日貸切/70,000円 
(+実費交通費） 

※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 
郯ロングコースは基本23時〜7時 ※個室•出張共クレジットカ-ド使用可 
※出張の場合、雌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！! 
健•出張コ-スあります0 

こ•新規様優待割引 
昼割り•ファイル見学割り 
是非ともご翻下さいませ。 

1タツフ大鼷_ 
手取額業界最高6G分8000円！！ 
リピ-卜手当•待機保証手当あり！ 
•18歳〜35歳までの方(高校生不可) 

■未経験者でも大歓迎!！ 
•集中して稼ぎたい君!短期でも0K!! 

働ら出てきても寮完備/'fから大丈夫！ 
.ゆつ/•こりとした待機室でのびのび待機!！ 
.興味、疑問がある君は、即お電話下さい!！ 

初めての摅魴鉍して3佣下さい。 
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•爽やか好青年•スボ-ツマン•リーマン系 
才-ルジャンルのボ-イがお待ちしております★ 

ri業時間12： 00-24： 00 ) 
PC1 www.acid-boy.com 
MBa www.acid-boy.eom/i/ 

(MAIL _ info@acid_boy.com J 

早稲田通り_ 

BIG 
BOX 

戸山口 
ヒ:(又心 
田馬場 

ボスト 

ここからお電話下さい 



13500円 
16000円 
19000円 
23500円 
28000円 
30500円 

03(3352)3930 
080-2070-5566 

with you choosing boy rrom venous 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!! 

アルバィト大募集 
すぐ日払い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 

新宿公園 biノン 

第七天番ビル 

ルミエール 

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 

毎日の出勤予定はホームべージのブログ 
“BOYS DIARY”をご確認下さい 

ィサ在\ケィスケ 

めてのお客様も安心してご 
来店下さい。スタッフが丁寧 
こ対応させて頂きます。 

来店個室•出張 
(無料個室4部屋完備） 
出張は出張費(¥1000)+交通費 

.見 
w ▲ 

n 
'マザトf 

變 i 
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. Tokyo'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 

Q9 
MhuonOmo 

cn 

IN：卿 

(お支払いはカードでもOK) 

H り 

は_i_ih 



日本最大級 30年の歴史が物語る信頼と実績の優良诉!！ 比べればその差歴然..。I 

「質」「サ—ビスI「低料金I全てが常識を超えた規格外。 

幾,一 

^ A 
BAR SYSTEM 

•DRINK ALL ¥600 
•TABLE CHARGE ¥600 
•KARAOKE 5曲 ¥600 

sn 
名古屋市中村区名駅南3-3-3 ^ 
【名古屋コロナクラブ2F】クラブR直接入れます。 

TEL 052-581-6969 

COURSE SYSTEM 
• 120min ¥11,000 
内訳¥3.500 (情棚狼料）¥7,500 (ホスト） 

•SHORT STAY ¥14,000 
pm22：00~am2:00 

内N¥3.500(悄棚撕料）¥10.500 (ホスト） 

•LONG pm22：00-ama00 ¥17,000 
内呎¥3,500(镝細！^料）¥13.500 (ホスト） 

•指定料金 ¥1,000 
•店外出張 ¥1,000 

(出强«金は場所によって異なります）※全て税込み料金 

OPEN CLOSE 

pm 14:00 • ‘am 24:00 

mm 納屋橘 

名断南2 天王綺構 

④ 

洲崎橘JC : 

クラブ# 

水主町 

mm 

広り潞通 

=WA 

若S大遍 

スクールキッズ 

http://www.clubr.jp/ 

(D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勧誘の為の入店•以前、出入禁止になった方•当店の)レールを守らない方 

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 

^クレジットカードでの支払い0K 年会費•入会賢無料でメンバーに加入できる! ご来店10で〗万円以上ご利の方に500ポイントプレゼントI 

BAR SYSTEM 

•PAB ★アットホームな癒しの空閨をお履けいたします， 

•DRINK ALL ¥600 
•TABLE CHARGE ¥600 
•KARAOKE 5 A ¥600 

•上記の金騙は全て税込み料金です* 

選べる無料ブレイルーム 
Iのプレイルームから、使いやすく質方好みのお部屋が遇べます。 
シャワールーム付。糸價畫は肪壤 

4«» の: 

0«H*- 

SYSTEM COURSE SYSTEM om-^moK 
•60min ¥6,500 nm ¥aooo (情wwm) ¥4.500 (來スト） 

•90min ¥8,000 nm ¥2,500(WMKm) ¥5.500 (ホスト） 

• 120mln ¥11,000 «r¥3.50O(谓www) ¥7,50◦(ホスト〉 

•SHORT STAY ¥14,000邮¥3.500(_»■««> ¥10.500(ホスト） 

•LONG ¥17,000 fwv3,500(imwmp) ¥13.500 (ホスト） 

•捃朗金 ¥1,000 

★LONGのIS害様は*お得な料金でコロナクラブ■里が利用でき*す。 
★出％予約は〗20min-L0NGのお審梅に晒りXす。 

( 來ご予約のC窖様、まずはお気鼷にお霉B下さい。 ) 

名古屋市中村区名駅南3-2-20【名古屋コロナクラブ裏向かい】 

tel 052-563-6969 

http://www.schoolkids.jp/ 

クラブスクールキツズ 

K従来通りBARスペースでホストをお選び頂けます。 

10代の可*ベ-スに 
色々なジャンルの男の子を 

集めました!！ 

SYSTEM PLUS 2つ咖択! 

他のお客様と会3事なくお好みのホストをお遇び頂けます^ 

他のお客檬とのブッキングを避けるため事的1こお霑話でca輅下さい。 

巨大上空問!！ 
麗上 

□プレィル-ム 

G3プレイル_ム 

EQシaップ&M 

EQ PAB 

シャワー付き個室完籣! 



NEW OPEN都営大江戸線東新宿駅i番出□。難波店、早<ち今春オープン！ 今 
【秦 

參KDむ 

a 1 

M \ 
\ # 
A 

{__けん ，1 
]( 

hk\Lm :,kだぃ 

声り寅■クルール_ 

COULEUR 
Men love s professional delivery health 

http://www.couleur.tokyo織 
営業時間 12:00-27:00 
TEL 03-6233-9796 

料金表 (通常料金•個室利用) 

■スタンダード 
(出張交通費往復1000円まで当店負担） 
60分/10,000円からは2000円割引有） 
75分/13,000円からは2000円割引有） 
90分/17,000円120分/21，000円 

■お泊りコース(出張3000円引） 
8時間/28,000円10時間/30,000円 
12時間/32,000円 

■剃毛コース(完全予約制）10,000円 

■3Pコース(出張同額） 
80分/19,000円 

■ソフトSMコース(出張1000円引） 
70分/16,000円 

■アナル開発コース(出張1000円引) 
70分ハ7,000円 

■貸切コース（出張のみ） 
24時間/70,000円 

^Openin^ Campaign^ 
オープンキャンペーンとしまして、以下のコースを 
通常よりも、お得にご利用いただけます(期間限定） 

【超絶フリーコース】 
60分.8,000円 
90分.13,000円 
120分.17,000円 
【スワップフリーコース】 
40分+40分計80分.13,000円 
60分+60分計120分…18,000円 

ハーフ•)(!女装へルス 

祕歌舞伎雌洛 ■名、!古嵐优見 

mmmmm 
httD：mwAWAWtranDna:biz/< 
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參大属嫌W®U3311^_ヨ3型餘〇」ま龜瓛翬癱 

★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。 

★ハッテンスベースでドキドキするのもOK、大浴 
場やリラックスルームでゆっくり寅ぐのもOK" 

★年配が苦手な方には、39歳まで限定エリア 
rブルーゾーン」「スカイゾーン」が大人気！ 

★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 
(お二人様二時間のこ•利用)もお得なプランです。 
參平日は3時間までご利用可能です！ 

履上サンルーフ 

スカイ ミックスルーム• 
ゾーンニ段ベッド• TVブース 

ミックスルーム•迷路ルーム• 
〇1" 二段ベッドルーム 

大浴場•サウナ (ドライ&ミスト&スチーム） 

水風a•個室シャワー• 
ヒ厂 リラックスルーム* 

シアタールーム• BMIブース 

^は39»y下のお客様専用です。 

お爆りは貴方の香りで…（コロンサービス) 

フロントには、「TOMMY」 
「RalphLauren」「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！ 

•社員察 まじめでファイトある地方の方、大歓迎！ 
一緒に■いて、大阪でのゲイライフをエ 

•社;ZX保陕7C脯ンジョイしてみませんか？ 

まずはお電話でお問い合わせください！ 
北Rfflはセーファーセツクスを提案し*す! 
フロントにてコンドームの無料®布をしております 

24時間営業 大阪府大阪市北区堂山町14 _10 

Hffl 06-6361-2288 
http://www.hokuoukan.jp 



®A(infyA 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 

N1 匿 WWANIAYANIA 
HP : http：//6969.0koshi-yasu.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 
—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、 
a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。 

入場料金 
水曜〜土曜:¥2,100 

日曜イペント：¥2, 00 0 
月曜イベント：¥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） 

M宿二了 BフDレスvol.16 
チケットは^ 
4月22日 
発充開始!1 

削i日:2015年6月1日（月） 
開場:19時00分開演：19時30分 

場所:AiSOTOPE LOUNGE 
(東京都新宿区新宿2-12-16セントフオービル1F) 

广\ ※特設ステージでのプロレスとなります。リングはございません 
r ※会場側の意向により写真撮影《禁止とさせていただきます 

※会塌意向により20歳^Hよ保護者の同伴が必要となります 
※会場黼句(こよりアル]-J WSの販売時IDチェックが必要となります 

【出場进#】忍、怨霊、宮本裕向 
小仲=ペールワン、山田太郎、 

Kouzy、有II兄さん、寧々《>D_a.i他 

◎VIP 席:6,500円 
ミニソファー席。1ドリンク付き 

好きな選手と2シヨットチェキサービス 
◎八ッテン砂かぶり席:6,500円 

最前座布団席。好きな選手と 
2シヨットチェキサービス 

◎ガチムチ席:5,500円 
指定席2〜3列目座布団席 

好きな選手と2シヨットチェキサービス 
◎イカニモ席:4,500円 

指定席4列目〜 
◎バリタチ席:3,500円 
整理券順入場の自由席•立ち見 
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大好評キャンペーン!！ 
6月30日まで期間延長 
平日（月〜金）17:00以降 
ご入館のお客様に粗品をプゼ: 
いづれかひとつお選びくださc? 

① 特製オイル 
② スキン10個バック^ 
③ サンタン無料(当BIこぼ到 

ックアウトを24:00から25:00まで延長 
20代• 30代• 40代限定の大型サウナ 

un»A 

000(90000 

梅田寮 
年中無休*24時問営業@ 
大阪市北区堂山町12-12 

(06)6361-3270田， 
http://www.jack-box.com/daikicni 

■入館料金 
休憩 4:00〜24:00 2,000円 

r宿泊 19:00〜15:00 2,500円 

fァ休i 4:00〜18:00 4,000円 

。ァ宿洎 19:00〜15:00 5,500円 

浓1=ペア休想•ベア宿泊は、いずれも個室料を含んだ2名様分料金です 

嶔2=個室の鍵を18時までに返却されれば、24時まで館内をご利用いただけます。 

JASRAC 金•土•日営業 
OPEN 21:00〜 

(06)6361-3271 
http://www.jack-box.com/ 鏡月ポトJ 

7ケン- 
イぺ:> 卜が职李な 

わ〇わ〇が炉がや 

ベ〉卜^:甚努 

スタッフ大募集中! 
•未経験者でも0K *3交代シフト制 
•制服貸与•交通費支給(500円迄） 
•ラれしい食事1食付！ 
まずはお気軽にお電話ください。面接時間は13時 
からスタート！履歴書をご用意ください。勤務日 
数•勤務シフトの希望は面接時に伺います 

アツブル 



Q—シ■ンフし《ント錄 
の広依、もしくは 

ここを切り取VC*店9NC 
あ持今頂い<2方、金員に 
〇—シaンフし七ント// 

2015/7月窜B索で 

曳与，•1 
all. rV ft I Koz^ftoz^mtd 

ド^!t 

12時〜23時 
但し金皤、土Bl 
祝BO前日は、 
24時淒で當霱 

斷ミエニIUコンボイ京都隱?&酵 

神戸ジェントルマン 
http://www7b.biglobe.ne_jp 厂 periusu/7/ 

078-577-2724 
兵庫県神戸市兵庫区湊町3 丁目1-16 

30歳までのお客様は 
IjrOOO円でご人場いただけます 

入灞料金 使ってお得なサービス券 
ふ切り取ってお店にお持ち下さい *休憩1,800円 

*泊り2,300円 
たばこ麗 

神戸ジェントルマン 泯泯參 

ジェントルマン# 
078*577-2724 

スタッフ 

500円割引券 マッサージポーイ大募集 
*時給8.000円〜 有効期限〉2015年5月31日まで 
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定I月 
購読 
のご案内 

クレジット決済が便利です 

D 
M 
便 
i 
メ 

I 
ル 
便 

% 
他 
郵 
送 

ご注文いただくバディの送付方法を、無地封筒のヤマト運輸クロネコDM便 
(旧メー)1/®)をご指定していただくと、送料を無料といたします。 

1年間19,080円ほ料含）半年問9,540円撕含） _ 
※発送から、おおむね3〜4日でお手元に到雇します。 
(ただし、最畏で7日間の到箱猶予期間があります） 
※ヤマト運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。 

1年間23,880円cam)半年間11,940円(送料*} 
〈デイだとわからなしはういたします） 

•ゆうメール 1年間23,880 
内容物が雜だとわかる冊子小包の賴(※ノ {ディr( 

•密封状態 1年間27,840 )円(送料金）半年間13,920円脚和 

•代金引換 1冊 2,300円(iim.fwiimim金） 

代91はお電話でお申し込みくださUo毎月18日頃(日曜祝日の場合は翌営業日)に発送しすこします。 
お止のご遍雄をいただくまで毎月瞄されますので、キャンセルされる方は、必ず901 
月の15日までにご遍NKださUo I 

定期購嫌のお申し込み 年 月号から 【6ヶ月問or1年間 

単品•バックナンバー注文糸2〇11年K月号以前と2013#9月号は完売しました。 
豳s名（月，） 睾S 冊B 1 ■£名（月考） 孿儀 

■ 年月釋 円 B 年 月傳 円 躡 

隼月彎 丹 [ 隼 nm 円 冊 

B 年《*» 円 j 1 年 月， 円 醪 

円 円 円 

□ヤマト賊DM便□ゆうメール 
匚密封普通郵便 □代金引換 

トルY 代會31換の壩合:お届け到®時間带指定ができます* 
□午前中[il2i!H4^ □14^16r D16w-18w D18B5-20S5 [120降21時 

楽電括*号、e*mailアドレスもできる腰りご記A くださtv* 

お 
名 

ふりがな 
— 電話番号 一一 

T-J 
前 e>mail @ 

送 
付 
先 

ふりがな 

〒 一 
mm 
府槊 

振り込み 

M""jSn 

クレジット決済 

郵便振込 

現金軎留 

FAXまたはe-mailにて注文書をお送り下さし、e-mailの壩合は下の注文 
害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 
込みの控えは播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い場合は無効となります。 
【握込先】三mmJFJ饑^中0支JS M 0879034 テラ出蘿 

Jてデイジエービイからのお申込みのみになります。詳細は/てデイジエービイ内 
峨トァJを 

巻末の仏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 
であらかじめご了承ください。 

代金と注文書を下記宛までお送りください。 

お問い合わせ先 
T160-0022東京都新宿区新宿2-15-12离縴(旧大須)ビル301号室 
テラ出版「通信販売係」 

ノてディジェ 
お申し： 

03-3360-1738 FAX, 03-3350-1016 e-mail/sales^badi.jp 

，込みいただけます。 www.oadi.jp < 

注文書 ※ごIBAは黑のポーンかサインベンではつきりとiHBX ください。 
※現^書留でお申し込みの籲は、お釣りのなし、ようにご攀儀ください。 コビー可 

お申し込み方法 

有限会社テラ出版/通信販売係 tol/03-3350-1738 fax/03-3350-1016 e-maU salesObadi.jp 



あんす眉新作DVD 
オール20%OFF!!! 

福岡あんず屋 
〒812-0018 

福岡市博多区住吉5-17-14 

太平ビル1F 

TEL.092-412-3925 
年中無休 
AM 11:〇〇〜27:00 

住吉交差点 

福岡あんず屋i 

おm Vhげ金額が¥8,000«ドの_合は一律料¥500、¥8,000gJl_tのお1HK、上げは送 
料無料とさせても、たた•きます。ft金リI換の場合代金引換了:数料¥450V、ただきます。各# 

于欲5しtカードも御利用になれます。（店頭のみ） 

平成27年1月31日をもちまして閉店し、たしました0永らくの 
照本西んT歴[±ご愛顧ありがとうございました。以降は、福岡あんず屋の 

通信販売をご利用ぐ£さい 

新植区新信2〇/英3次;^与^;ビルJ F= 

二 TB フ〇レ X vol.16 
チケットは^ 
4月22日 
発充開始!1 

削i日:2015年6月1日（月） 
開場:19時00分開演：19時30分 

場所:AiSOTOPE LOUNGE 
(東京都新駆新宿2-12-16セントフオービル1F) 

※特設ステージでのプロレスとなります。リングはございません 
※会場側の意向により写真撮影《禁止とさせていただきます 

会場儷0意向により20歳^«よ保の同伴が必要となります 
D意向(こよりアル]-J WSの販売時i Dチェックが必要となります 

小仲=ぺ一 
Kouzy^ WH 兄さ) 

り忍、怨霊、宮本裕向 
:-ルワン、山田太郎、 
さん、寧々~D.aJ他 

◎VIP 席:6,500円 
ミニソファー席。1ドリンク付き 

好きな選手と2シヨットチェキサービス 
◎八ッテン砂かぶり席:6,500円 

最前座布団席。好きな選手と 
2シヨットチェキサービス 

◎ガチムチ席:5,500円 
指定席2〜3列目座布団席 

好きな選手と2シヨットチェキサービス 
◎イカニモ席:4,500円 

指定席4列目〜 
◎バリタチ席:3,500円 
整理券順入場の自由席•立ち見 

216 



同人誌•アウトレツトをC：注交の鼷は、在庫の少 
ない商品がございますのT,ご面倒をお掛けいた 
しますが,一度店*にお問い合わせください 

『銀盤の王子たち 
オールカラー80ページ王子様•羽生結弦選手と、^1 
新星•宇野昌磨選手を撤底大特集 I: 
KO COMPANY ^ 
super ouim す賴■柳 

SST8j0n^i) fSSBSw 〒兴) 

jzifebn(〒斯 &的qs〒免 

Vi-A •赤 iiUSU 
挤,SI480円(賴 

青海波ほか柄物 Lu_ if®®?*) R 

味リカリ7 

，里露. 
お^^fommx?bMm 

950円〜1100円(T1 

l 1000円(〒200) 
I 白•黑•赤•胄•!！ 
Pi 1000円(〒200> 

白•黑•赤•黄 
1! ,d柄六尺各種 

麻の実.蜻蛉.妁柄 
迷彩稱，ジーンズ,かすしJ 
露各1200円(〒200> 

-ン.フ，V，つ;？’ 

mm 

豪ほかにもタイトルがたくさん I jci TB：1 

族っておりますので、ぜひご来icoomr-^ 

guただくか、新宿本店までお j OOUrd It共） 

陬洽D1TF$U 少年が好李な人め尨めに!! 

1800 Ri(.t200)®? 800 P^(t200)B 1!150円 

胃ジデ承評多数wrr! 

店頭販売価格はネット通販価格よりち、一段とお安くなっております!ぜひ一度ご来店ください。 

Mr^S=lb 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おこなってお0ません。 

新棚り 

©^3=4終sC細醜d。穸0¢}豆鄉20喝热5026〇分 ■?产 a/\ 

一一 

ルミエール 

■ 

す嫌 

tt£S0 



手数料はそれぞれ実費でご負担し、ただきますので、本代金に加IIして下さい。 

_ク□ネコDIME (旧メール便）1蜃SたD21on 
メール(冊子■遘）1讎35た0400円 

#BW«Uiai冊あたり730円 
•代龕SHMM■金は、500円+1た0210円 

嶔まとめてご注文する*合は.宅急便(佐川急便)もご利用いただけます， 
下£の料金を本の^金（1.500円x冊数)に加えてお送りください， 

2冊まで800円、3〜5醫で1,000円、6〜9*11,200円、10冊以上は送料癩料です。 

Tl60-0022東京都5*12离峰ビル301号室 
「テラ出版バックナンバーTEL) 03-3350-1738 FAX) 03-3350-1016 

バデイジ:Lービイでも 
お求めいただけます 

■ a-; I I 〇〇 r «yv/ w i 〇 

www.badi.jp 
您'ク 

のご案内 

mm 卜 

? pi& im 

下liftハンターセレクト!！柳0WMMiaiに讀審總勃ち林のゲイトレンド、イケメンetc.. 
「XXすぎる!!J才トコ列伝 鼸にも知られたくない 気になるゲイのあれこれ★ 
今;£0*6*1 たいゲイ映圈 バディ^10エロM” M5niUMt£ K®5X«»-E^Xvytr- 
エロ轉集®•缺貫ドvea〜ンフU夕I グ终リ!;3プ«1»正！ R18«WCu 机VSffUl'H* 
/げィ•ジI-ビぞライフ 20ft3CHtWSスボ期^*Ail/ポ マツ:XWげィ仕事 
"歎■•で篆9UR^/果次郎 mxznT^im» 〇»^)〇コ Dコミック】SUCX/和くろ 

まだ_に«正U洚簧状の害き方グラビアモデル•餌がイクッ！ 
書き初め太節の勒筆アナル譎廑アダルト職場休n 
GAY NEWS ■»くD20 M 201モAU0ttaW3レンダー 
こち5C色flHIH 鼸®^チスペシャ/げイジ！スト 

せ#せんか！ RUSH CRJISE^イアップグラビア 
てみようI 

□ア釣UKfyズ全WTF7イケま10/ q エンジャーMSItKHパ □ 
H Trick mo Traat mo/グラビアボーイ M一卜2ユウイチ/グラビアボーイインタ 
CJ イュー/ *ilGAYOVD DIGEST U ビュー/IMH3AY DVD DIGEST U 

X 

パディ充全生■りエロ》®6人■/ア 
ダルト鼸場体験/グラビアポーイイン 
タビュー/ IWfGAY DVD DIGEST 

|M予鬌士/®性KHタカオ■/グ 
ラビアポーイインタビ3 

I DVD DIGEST 

タカオ■/グ raス_パー^ガボーイ"Ken/Mtmta 
一/•蹰GAY H LV«a/^kf7W-^イ>5^-/麵 

U liGAY CM) (DIGEST 

::运E... J ^ 

f 01B 111 BE!^ 

0213D 
東東男子のアンケ 
TOKYO GAY 
スーパー^ツチボーイKEI 
你航太ATSUSHKD全應見せます！ 
仮性!?《パート2 
バディ•りエロ®•八ーフ 

t-卜_査 ft休美奄バディで童々皺靄! 
STYLE 峡IT東東」出演•内山磨我 
EN 皮かむりiRMilの但性ttm 醻_の低ni 

アジアのダケメンアナウンスの王子霉 
バディ生蜃〇ェ〇匬揍，，白プリ大501 
てやんでtwマッサーi； 

世界ちん作童話«場 
長韁炽 
マッチ3兄糜でイク！ 

/^T^tDTasm ac^>ricfra6Sbwt 
デジタ>i 

，/VI P皿M膠1，9 

£けを履いたネコ 
幻iでイク！ 
&xnim«i^a»ffi8vsii 
Dxcm i 

イド 

〜梅兩鹤立篇fll«h 
•6201 

□全身アめUKf"ノズ男/*ffnゲイ探し新 ra嫌_«59•/てやんで映 □サ3^5._UttUアナル刀げ*<«I0ID 口賊金社辛《/パディ生I•りエロ■禳 H 
H fldTB^DU又/グラビアボーTインタピ H _r寶京j予き■，グラビアポーfインタビ R ffl»/TRBAL JOURNEY/クラM /グ3ビアボーイインタビュー■新 
□ a-ZMiGAYOVDOGEST □ュー/MiGAYDVDOIGeST □イイ:^a-/«KGAYON/DDCeST □ GAY DVD OIGEST Q 

n«Wttft©7JrVANXぺ5/WK：/«ix— 
とまつちよのスイーツt/rtt 
オナニー 

7Cディ生嫌0エロ ■* 
グ9ビアボーイインタビューノ繼撕 

今年の夏をカラフルに彩る 
最新水着■大人のスイムウエア2014- 
決箱侧交m 
大人の遊眞□レクシ3>〜チン六；3レ〜 
全部Mすまでイケま10 
元mss手がセルフBWM 

£ BEACH^キング/WW交プ 
Iチ&交/パディ生嫌りicaw/グラビア;r 
I ••イイ;/^ビュー/«SGAY OVD DGEST 

2014^8/!号 2014年号 2014年10月号 2014*12^9# 1590円 

2015年1月， 2015年2月婦 2015年3月婦 5年4月- 2015年5月婷 

単品•バックナンパ— 

来2011年12月号以前と2013年9月号《完売しました。お取り扱し、店をご紹介できる可能性もござし、ますので、罟渠部までおWい合わせください。 



他の高品も5000円以上 
お買い求めで送箱籬料！ 

淫猷 X-ZONE3 

105分5520円 120分8420円 

After School 
••キラめく君をもっと 
近くに感じたい〜 

SUPER ALL STARS 

R0XYBEST[2枚組】 
BEST MODEL 

SELECTION vol.10 

130分6370円 220分5720円 120分4490円 

| SUPER OSUINRA 
02 •純烈- 

150分7020円! 

g|UJSJ,RlkE^ 

必 
IpWiT&rGamesll 

1^ ^ Ari 
smile! 3 

98分5850円 

のんけナンパ 
キヤラバンvol.5 
200分5720円 

凄筋人7 
[DVD版】 

120分6370円 

淫行 
リーマン激情！ 

120分8420円 

隣の部屋の大学生 
[DVD2枚組】 

300分5200円 

潮噴き 
ケンタ參上！ 

100分5520円 

n, r 1 
冬V， •_M V .J 

スポ魂！ 6 

100分5520円 | 100分5520円 60分5980円 

イケメン店興との■ ウブメン' 
非日常的妄想1 

140分7560円 |j!60分7560円 

1 

東京都新宿区新宿2-17-1 
サンフラワービル1F 
営業時間n:oo〜翌5:00 

■FAX 03-3354-7578 ■ 

新指本 e 03-3352-3378 
I※ルミエールでは脱法ドラッグなどの販売は一切行っておりません• 

現金書留 

カード決済 
※クレジット決濟はウ:tプサ 

■※ルミエールて《呪泫トフックの败死は一切仃つ柔TI/U* イトからナます J 

★★★昼間のデートも承り中！前日までの予約にて。 



BOYS LAB^315000si3500ncm) :!•!! 

131分2490円 

全国のゲイショップで 
完令発売!！ 
全国のルミエール 
でも販売中!！ 

〇 

ia 

DELICIOUS I 各8640円湖 

h 

Bitter 01 

iiliiil 
STYLE SELECT Mr. My Universe Mr. Mv Universe Secret Fall in Sweet 2 Secret 

Choice 2 NAGISA ISANA Rendezvous 02 Lovelunch Rendezvous 01 

_ 顯 __i _ 
故sr^Bcr輯淑 

FALCON/COLT ^(4il580R 
m 

OMNERD 

新宿本店にて受付 li利玆通信販赛 
※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 

がございます。お鼋話にてご確認ください。2T為!;ISt尝 

通信販売の代金振込先A"Ht路行本店W1□座1143473株it会社ル江-ルJ 

七尺_ 
-に•赤豆UfU 

—が1.480円 ^00) 
*s 海波はか衲物 

KT200) 

_I 98Ob(豆50) 

2M5/ャワW個室•播胡 
ポーイさんの取り分全て入って 

60分9500円を— 

L各1,580円 Cf 

在庫確認在庫が 
な < ない次第終了 
です。詳し < は新 
宿本店にお問い 
合わせ < ださい。 Thf 8KFUIT5 i IUX^ j 

級 
oo 



旧パラダイス北欧 

西新宿アンジェロ =纖 
〒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 
営業時刻11:00〜23:00/年中無休 

寒王プラザ好ル 9Kパ对〆， 

A 6摄卜VP ワシ>►ンホ，；v«ニツボンレ 

ホチル 
パ-ク 
ハ <ァ外 

フ产ミす—►參 
サンクス# 

Mntosm□すぐ 
ニツボンレンタカーと®〇 

MCONRISE 

よ_ ! 

代♦木 

春の新入荷面品が続々！早<も大轜お値引でC華仕! 

らないDVD10枚と引換にへミ 
rK^w^/DIO枚霣ったら翯8,000円!も値引し 

eros ガキエロ BEAST surprise! Secret Rim COAT WEST COAT COAT 
バイバン寶簾ガキエロ ノンケ»女穴 SAP 2015 美少年イキ狂いFunky EXTRA 体育会**! 

ィ& miL挪调n繫巧—^ 

P% mwBm ( /© M © ^mWKSSli 
lUf150 |S,150 &6f150 U,150 m,\50 &9,500 /^,130齡,230 

SUPERSTAR »子翔 BUMP deep NOES COAT WEST COAT COAT 
LEGEND フェラ三鼸43 Last Smile 男子学■ 06 スペルマ WRカメラ INDIES Story 7 LEGEND 

'^pppfenn 
V7,070 46,150 $6,150 95,230叙,230 M#130 ^8f130 ^5,690 

メンズ抑ンプ PapiHon Pcpillon Project Diamond BOYSLAB COAT WEST COAT KURATATSU 
After School 119年女羲子03 NOT a »巨根オトコノ鱅 Bitter 01 Straight COLLECTORS Fine Mega 

H @ W/W@ ^ @ @ ❹ 
^5,610 ^4,000 V4,000 ^4,210 S%500 ^,390 ^5,490 ^5,490 
メンズキ10/プ メンズキ1ゥプ メンズキ1ヴプ Get-Film Get-Film GehRlm Ge»-pam Gerfilm 
«ノンケ イケメン大学生のSUPER ALL Men*s Rush•ノンケのお宅にStar GET-styiel6餳«フェラ16 
雄夕考激交罵 STARS. L TV,vol.25 お邪Mlじます3 Boarder 2 nmTW\ BMPI 

焱霄：Lク_?1 
»47^00 ^7,600 7^7,600 v5^10 ‘5^610 ^5,610 &5,610 M,070 

※広告掲載商品は 
ほんの一例です。 

イキつ11’03 

磬臟纖用通 

JI露ffS:.一 
ンクそした•も:のは引取でぎません。 

激安通販ホームべ_ジ！日時指定•営業店止め•個人名典送も可 
http:/^www.anaelo-shop.com ケータイからは > 

靡グ、, 

おかげさまで 

S^/t妒efひ 

43周年 pi 



東京都公安委員会届出第8919号 

辦龄溫齡■ますi 全国宅配無料 
来代金引揍手数料も蘸料，沖轎槳、黼島を険ぐ 

Wild Games HUNK VIDEO BRAVO! BRAVO! OSUINRA ACCEED ACCEH) JUSTICE 
リーマンm HUNK 航 COMPLETE GOGO FUCK1 SUPER IKUZE 15 69絶少年12 JUSTICE 

^5,880ぬ,280…70 &5>20 ^480 ^>180 ^6^80 v7,020 
EJIKl VOEO EJ»a VIOEO EJK1VCCO HERCULES ジDANA MACHO EXFEH) 
15颺年 匾11 ハードマニアM *鼷肉坊主 黷バン合信 バリタチ兄糞バ)1^マッチョanal crash 

BRAVO I 
GOGO 

ACCEED 
IKUZE 15 cm 少年12 JUSTICE 

バリタチ兄責 マツチヨanal crash 
vol.5肛門注入 

■5^600 ^5,600 W00孰100味480 r44/460 U5,900 ^7,260 
ウ价ラポディ と*Tこし才 と"Tこいビデオ THUNDK ATOMic放ぶ V Factory sludiorGUMPTOM heaiup 
性急所2 ガタイ自慢• トツキング エクストリームちびでぶの V.Complefe外道の餌 1VX-ZONE 3 

7ラ自惺城 突き出]シアタ产^ デカ穴气 どエロ^wrm spgf^ri 

MVDEO SAMSON VDEO SAAASON1 
巨根_士の 新•生巨根asバリウケI 

P %v, 
4^860 

Mr.hat イメディア イ >7^ メディア 
BEST MODEL Secret Passion 
SELECTION ^ent^ 
Yol•ヂ 

Tienity Plorminq Amenity Plonninq Amenity Planning Amenity Planning イ>7^メアイア Amenify Plannirtq Amenity Planning Amenity Planning Amenity Planning Amenity Planning 
THE CABIN SPECIAL BAREBACK UNSUITED Breathless FORBIDDEN 

ENCOUNTERS BgUNftgDS 

祖 HI!??。!^00 ^700 <i700 
j pi 
4700 &4#910 

代金引操 
【现愈】 

お貢上轩円以上送料/手数料鳜料! 
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!!上5千円以上送料氣料!手数料300円 
5千円未満送料350円•手數料750円 

銀行振込 
おII上5千円以上送料年数料無料! 
5千円未满送料350円•手数料鳜料！ 

菱》«UF JSHf麟瘺中央支送 
普3674943株式会社北欧商車 

親師口 
普9463809株式会社北欧商事 

(顯込手數科お窖橡負相•送科をお忘れなく） 
沖鸫県••(島への発送はお問合せ下さい•〖沖供県*!烏への焚送はお問合せ下さい• 沖繩稱繾島への発送はお問合せ下さい• 

現金書留 
おII上5千円以上送料/手数料饞《! 
5千円未满送料350円•手数料靝料！ 
t151-0053 
東京節渋谷区代々木2-13-3 
第一広田ビル1*株式会社北欧商事 
03-3370-5641 

{送箱をお忘れなく） 

■広告売出期間 
4/ .5/ 
18以17㊣ 
期間中この価格で臟いたします 

C探领微縦礙)SSSS 

1&06.B 



If 

聲. 

0イルドtt IBBI'JTT 

ティ縱力- 

a 

ァナ線ッ- 

# 

♦ 
▼全•: K25cm 

繼1^5織. 
ゴージャスPenis 

¥3.990 

~ 

ァンド微ラ- 

TT 
麟プm職 
スマ-トス¥盟加】 

^0： 
全長1913cm 

棚離 
GAZAギヤザ- 

, ¥2.940 

^■rnzssv 

asim^ 

L郇獻 

io 
食* 1)10 2cm 

瓣sra^ 
ANFBOSBJPHOSYN 

^Io'bSo^ 

1 

If 

y 
的が-】 

1Z 

驟^s^g; 

1气【黑黑】 

1" 
全傷:約18.5cm 

_«* は-パ-iJ7«^ル F! 
丨伽織【L】 

^■OSESl^V 

flS^27cm 

:tto?faidiWQjRfrF 

ビッグジョンディルド 
, ¥3.670 

観^1 t.ALKt/fna^ 

製,® 

.^J«!H] 

i LAM 

rw卜.エ0トニップル 
l (2•入り)¥1.000 

M 

スタ- 

13 

mar翻 

【r»瓣 

l y 111 

Aパーク9ン:^ チュウスクリュー 

L <全5«非貢遘式〉各¥2.400 

T 
^ ロン趨仆 

r^j 

零醫紐 
办-シントプ(ハ-卜.ver) 

¥1.890 

蠱 

•儀 KB.5cm 

双撕 ラィ纖ック 

M^EOIQSM 

一. 

mt •#!?& 90-45«v«n 

金•伝！^薄) 

ド 4 

、響, 

¥ 
wmf 
.(12■入）¥1.260 

W| 

ノズルの««:的9cm 

?•ナ娜默經 

私ナ入恐誠 

•.レJ0嶋 

イ^S 

P^^-S 

メガコッククリーム 
L (100ml) ¥6.080 

\M 

ssn離 

«〉1» 

HR 

鞋狐-； 

‘ ci^So 

!T^ 

1 

織奶漏 
mu^mmvuii 

¥2.080 

1 I ! 
クリエイシ3ン バッシ3ン エそーシ3ン 

((TK<3«容騰180g)各¥1.050 

變” IMS 
lalat/a viJ »lh v\ yi rTVywifei 

I* ク Ui^> 卜 JJ-卜._■» 卜 JJ 一 卜 U*Ml»« :*-：}レクト >| 

^2^2ZZ2HT2EEIE^S32I 

©GCDSS) 
jj4：T'T7 !;?—'WA-W 
j-.i r 

KB0S_(®«獅» 3834 

383松4693mmSS 

♦aeuKimsiKi 适料照料 
所aめ先学yま：s 

今、 
WWW, 

PC+スマホ^^ゲイ動画!! 
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•マーケット 

BzEQvm 
DRTR mHPhET ■ 

取トーフれ滩 

bpro •EG: 

t(ラエネィ 
ゲイSaッブ!！ 

☆ ☆☆☆☆☆BIGGYMでは明るくガツ也のあるス5也コを薅集しています！ ☆☆☆☆☆☆ 
動務地：上9•池a 
禪集業務：店内販売⑺0DS—業務)、店内鬣務全般 履歴書送付先 f 
給考：アルバイト時給900円〜*社貝轚用》あ0 
動務醣H :11:00 ~ 23:00 (EJコト制•寅«7崎H) * K用期面あり 
応釋資格： 35钂位までの方未級験者大歓迎 
梅遇：霣給あ0、交通賢支給 
応募方法：右記の住所までflUSfll在ご送付下さい。後ほどこち5よ0 

ご連絡させて頂费ます- 

〒110-0015 
東京娜台東区東上野3-39-7 9ルやビル201 
(有）ビーゴロ今〇卜•スタ也コII集係 

L_ _ J 
1 *応壽窗acつきましては、逦进致しませんのでご了承下さい• 

〇1情*布の庚Bい替わせ〉 
TE し：03-383U-tl6q2 

(77:00-23:00〉 
FAX:03-383U-U6Q3 

(2u 噚 v« 付 a>) 
•注女痔の管譬碡«ccr瑾曹<e?t 

12名の灌醑家，イラストレーターによる描着下ろし！ 

BIGGYMオリジナルマンスリーカレンダー 
上H&池袋店M限定!嫌賛配布中! 

*»■ではBm_してい*ISAiu IMKM■昌とチサインが多，ことなM貪家r*ご7_下6い• 

TAip m川和fl 
Kei CHANG 

照田プウ助 
凴S也 

ビツヴジム&コンポィ&バィキンヴ&巳6デ|タマ|ケツト最新情報は->了^?.//$$$.13(5*(0<ヨ.〇3し|3/ 



_娜 

(2?55§1 
丄 WSE! 

PUMA 

¥6.560 フ録O43 

男？8字6?06 
SAP2015SPRING 

¥8,640  

mm 

つ％AKTW8 体育IIP 
JUSTICE-2ndSeason-12 

¥8,640 

h 

Fine Mega Hits 18 
¥6.560一 

mm 
StraWS^S 

DVD^ 品• 
税込価格か5 

20% 
OFF! 
mr 
• 一 ■難外SMB す 

H ■ 
アヴァロンスペルマ«いしん坊主deeo GOLDEN DISCII 

¥7.840 I ¥8.640」匕 ¥7,340 _ 

S し闩0SUIN_ 
■ ¥8,M 

■=* 314' 
000 

■；'3 
w wjorF^f 

SLPER0SUINRA2 
‘ ¥8.640 

「DVD 全 fiT 
税込価格か5 

20% 
OFF! 
表職vr 
•一_»外黑》〇家す 

Wm 

BEST INDIES 5 
¥7,340 

m 
\ ^ 

Lfiise 
_ 
noi.sr 

■isnc^m 

謂 

Funky Innovation II 
¥11.350 

棚姐幅ぬI%， 

^ I 
GUJ8LSo°8 

辨»腿2ゾイ&モ坊主 

a n毚 
概iA-^22 

jt 通1 

ハ-JSS22 

Wl 
Star Bader 2 GET-styte16舰フェラ16 

一¥6:910  ¥6.910 ¥6.910  ¥5.010 

F飛 ■ k 4 _ [Blu-ray調)j 

5S5' H7 
W2^Z3 W ■ 

リー¥7マ認情 

(4tt«l 

航 COMPLETE 
¥7.840 

M 
«〇CK! 

問％年!^ 

_ 圃 H ife 
腿»子校 

•钃•fcafcfes 右》 

淫行»!1ドキ»严 

1 

変1W” ¥15 

A/V 

ラ t^ST 顏 STUCK ON 

ご為:猫r NONSTOP 
¥9.600 

食***翕**余食★俞*舍*俞*♦食★貪#*舍夤貪**俞舍*食##會俞食*俞*舍*俞*貪***俞貪會食**余**#*****食***俞#舍*俞夤俞食貪*俞食****#*貪#*食***#*俞夤舍 
舎*舍♦貪**舍♦會舍*翕### 

BIGGYM上野店 
ココポィ 

BIGGYM賴庆 
BUY-KING邢城沾 

<営業時間> 
11:00〜23:00 A A A WWW臀霄霄賈霄霄If霄霄言vw 
年中無休IT営業中！ 

(12/31•1/1は隊〇 

¥110-0015 . f 171-00J4 
轚R讎费轚区轚上舒3-39-7 7ルやビル202 簟京挪耋應区《02-47-11和企■ビル2F 

BIGGYM ±» (03-3834-3008) BIG GYM Mi (03-3988-7853) 
3 Zim-f ±B (03-3834-1340) BUY-KINGMI 共通 

上 
野 

http://www.biggym.co.jp/bg-online/ 

m 

IG^M 

20%OFFK 外 S 20%OFF» 外甚 

rBGDM500PJft=#>D=HJ 

COAT JUSTICE CORPORATION 2015 

外a如/ 

当店の価格はすべて税込価格です。★ BIGi ★ BIGGYM ★ si 

★ 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。 



DX 
通販専門デラックス ®TEL 03-5933-9983圍FAX 03-5933-9984 
人気DVD20%〜40%OFFは当たり萷11 
いつでも送料•手数料完全鱉料！ 
(!«品代金5,000円以上に«6せて頂きます） 

:〇〇〜夜24:00 

BEAST 
晒健Aルク兄 

S圃 ，溫月 ^2 IN=8 餛 g M 二 
嫌役キックボクサー -m2- 初心マンfWW> 008- 

交涉する事8ケ月 
，兄霣 極つuに歷ちた 

Xアナル»■ 現役キックボクサー 
•■ ■la 130分¥4.300 wri^llS分¥4.300 **1^，13〇分¥4，— 

115分 ¥4,380 130分 ¥4.: 130分¥4；380 口 

1薄 
mjL 

^E3ZS23 

eros 
BEST OF eros 

2233▲ f^rj£^233 3 
surprteei :_5_ secret film deep 

18^ 

S3 
surprise! secret film KO COMPANY 

_rar 益しをis 

辞作^Mia* 

MANIA CLUB 
4AN1A GOLDEN DISC 007 •KMT 
••1.205分 V2.600 
CTi 205分 ¥2.780 

Par 
COAT Gold Swimmer Premiums 

平d注IUT!t19麻Dtt從 YUMATAKADA 
狂 secret film deep ANOTHER VERSION 62 

_ MENS BEAUTY は体HIM#3 め4 »にも言えない 年〜NONSTOP Precious TETSU _ Complete Best 
«/t>スイマ-fB0turi(«SHMINGMUSCl£ No.001•池_太 vol.006 第二聿 TEEWSFUCK-J 07 Plsce8(DVD3«afi) 

««*a135分¥2.000 "■私130分¥2.800 松140分¥2.000 ■***115分¥2.800 •««4130分¥2.800 m«M30分V2.800 «■ «&11〇分¥2.800 ws«^175分Y4.400 ■*似125分¥3.400 ■»秘610分¥3,400 
rrrr 135分V2*9明【d 1130分¥2*960 nrvr ’140分 ¥2,960 ^分 V2.980に扪130分 ¥2.明0 Tf :130分¥2.980 110分 ¥2.明0 175分¥4.480つ125分¥3.400 CT r 610分 ¥3.480 

^覆• 
n 

COAT I 
POWER GRIP 170 
オトナの»觸29 

rfi*AOULTlC ACEJ 
Mfc' 195分 ¥4.4001 
n 195分 ¥4.460 

JUSTICE*2nd Seasorv12 SUPER OSUINR) 
十特典DVD付 _ m 

ZEE5285分 ¥6.400 :133150分 ¥5. 
_M285分¥6.500 _aai50分V€. 

EXTRA LEGENO Story 7th Episode LEGEND TAKU フェラE»43 
l-NAOYA-J rat -SUGURU-J rPEEP -«^n)£»7-J 蠢貞 & 巨根HK 
125分¥7,000 nSf35l20分V7.800 n!T®125分W.800 133^155分¥7,8005125分¥5力 
125分 ¥7.100 120分 ¥7.900 125分 ¥7.900 155分 V7.900 _«■125分 ¥5.6 

GOLDEN DISC 011 BOYSLAB 
8Wカメラ0114012 Bitter 01 

(OV02«ai) 
:TE5238分¥5.000 GXS180分¥12,600 
痛■■之明分 V5.100 _*»180分 V12«800 

■P 珀=屬 
QET-FILM Men's Rush.TV 

16 想16フェラ16 Premium channel 
vol.26 YUMA 

i.200 ETES100分 ¥3.K» 033117分 ¥5.200 
i.300 _B*100分 Y3.900 _«M17分 V5.300 

S32WFV E335%OFF«i 
DMA OANJI VIDEO 

八ードマニア22 ル！/クマツチ3乱交 

.200 

.400 

ブリ-フ«_IWIvoU ONA DNA 
〜®謇期クソガキ少年體KA*RA*DA11Iジキ15_»スペシ，ル企麵 
たちの恥辱性活 Vol.7〜エ〇汁大_W 

323 60分 ¥5.200 313? 60分 V5.400 EEE9 60分 ¥5.400 U3CS 60分 V5.400 
60分 ¥5.400 mm 60分 V5.600 _■■■ 60分 ¥5.600 ■■■ 60分 ¥5.600 

ES45%OFFj| @45%OFF CS45SOFFHI E345%0FF| 

パイパン変簾イモ坊3 

CTS130分 V5.900 
■■■130分 V6.000 

ガキエロ surprise* SUPER STAR 
:ガキエロ裏部臞 SAP 2015 SPRING Last Smile 

密室ナイト4 
l 分 V5,900 1TI15122分 V5.900 CTE5167分 Y6.8 
■■■125分 V6.000 i«i_122分 ¥6.000 **1_167分 V6.9 

アクシード アクシード アメニティ アメニティ アメニティ アメニティ アメニティ インフォメディア インフォメディア インフォメディア 
IKU2E15 SPECIAL BREW BAREBACK RESTA Breathless UNSITED RAW THE CAW BOUND GOOSFORBOODJOmjNTEBSW Passion Secret Agent 

ft滅 観•男欲男子校 ヤング8Xltai•史書!•出しヤング.ヤンチr^28Wi糊韈マッチ310鳩ス-穴7チ3卿7娜9<ルドマパ3〇«*<姐ワイルドヒ作樣6XiU*ヒゲガタイワイルド8Aiilll巨«MT7ッチヨ7Ai嫌 
□3CS185分¥5.900 1133150分¥5.900 75分V2.500 GX3?120分¥2.500 CTt^llO分¥2.500 IZ3C5120分V2.500 HE5131分¥2.500 ZTE5 90分¥4.500 :TT2120分¥4.500 CTE3? 60分V4.500 
*■■185分V6.000 _BB150分¥6.000_111 75分V2.600 分V2.600 _M110分¥2.600 aMl20分V2.600 _IB131分¥2,600 90分¥4.600 ■■■120分V4.600 ■■■ 60分¥4.600 

現金書留 

送料•手数料無料 
t176-0025 
東京都練馬区中村南1-32-22-206 
DX (デラックス） 
TEL 03-5933-9983 

代金引換（現金) 
颶品代金5,000円以上お■い上げで 

送料•手数料無料 
n品代金5,000円未満の場合は… 

送料300円+手数料500円 
がかかります， 

銀行振込 

送料•手数料無料 
ど握込手数料はお客様ご負担になりsす， 

三菱東京UFJ雄行新宿支店 
普通□座/0029685/デラックス 



本誌に連動した未公 

開映像•写真をDVD 

とブックレットで大放 

出！ナイスパディたち 

の索顥を映し出した 

資璽な動画や、05年 

のマルデイクラの横 

様などの霣重な映像 

をお届け。 

•Bマガジン5/U—ズ參12W 
•¥2.571 ¥210 #DVD+>^Uv/h 

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 

年の礼視レインボー 

マーチなど、誌面では 

伝えきれなかった寅 

重なイベント映像を 

お届け。 

パディの特集のなかで 

も指折りの人気をRる 

fノンケとXXXJシリー 

ズをはじめとした、ノン 

ケから白濁汁を絞った 

ジユーシーな映像が滿 

載！この号)!： 

定で、さらに 

くなりました！ 

号わ'5®撇 

，にお求めやす 

•Bマガジンシリーズ •Bマガジンシリーズ參120分 
•¥2.037 •辦¥210 ^DVD+プックレツト 

Bマガジンvol.3 GAY CULTURE ISSUE BマガジンVOl. NICE BAOI ISSUE 

リアルHが7連発!発 

売当時話題を呼んだ 

イケメン淫乱変態モデ 

ル•八ルトのケツ穴暴 

ず 
_ 

Sold Out 
くらし、瀨いエ□です。 

DISC BADI 2007 SPRING 
•DISC BACHシリーズ #12TO 
拳¥3.065黎送料¥210 •本S遽動エロDVD 

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、白濁ザーメン大置 

発射の120分!本誌 

連動エロ企画満タン 

です。 

DISC BADI 2007 SUMMER 
•DISC BADIシリーズ #1 
•¥3,065 •送料 ¥210#: 

20» 
•本碰動: CL 口 DVD 

イケメンホストの灑厚 

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、素 

人ノンケの卑猥姿を 

まる撮り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 BADIシリーズ•120分 
•¥3.065 •送科¥210 •本誌連動エロDVD 

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 

構エロいです。 

SM BADI VOl.l UNOER 25 VERSION 

パディの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 

責を犯す!jr兄貴にヤ 

られる!」をモットーに 

雄汁モード全開で攻 

めまくる!！ 

BADI vol.2 
•SM BADIシリーズ•101 
•¥2.880 •送料 ¥210 

m 
參SM系 エロ DVD 

•SM BADIシリーズ #10W 
■¥2.880 •送料 ¥210參SM系エロDVD 

Amazon_co.jp でも 
お貢い求めいただけます 

弊社通信販売でお求めのお客様 

は、239ページのお申し込み用 

紙を使用してご注文ください。ま 

たは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 

各店舖様にご確認ください。 

バディオリジナル 
グッズのご案内 

※このページに掲載されていないDVD、ビデオは販売終了となります 

ゲイコミック史上、最も 

ブスでチャーミングな 

主人公アヅサ、ブス友 

テルミが繰り広げる、 

恋*友情•セックス…が 

できない、：]ミカJIX7•イ 

ライフスト~U—。B6ソ 

フトカパー•ジャケット 

アグリつ嬢 

•Badi Comics癱小日向作 
•¥710 ¥250籲コミックス 

届かぬと知りつつ消 

せない気持ち。失いた 

<ないのに索直にい 

えなかった言葉…。そ 

んな誰ちが体験する 

恋の切なさと輝きを 

詰め込んだ、小日向作 

品集第2薄。アナタも 

きっと恋がした < なる！ 

Relation 
•Badi Comics籲小日向作 
•¥710參送料¥250 •コミックス 

画の 

初期作品を単行本化！ 

リアルゲイが縵るイ 

マドキのゲイ男子の日 

常的恋愛や友情、ライ 

フスタイルを切り出し 

たシ3—トマンガ0B6ソ 

フトカバー•ジャケット 

付き168^—ジ〇 

坊やaい子だキスさせて 
•Badi Comics參大久保ニュー作 
參¥710 •送料¥250 ♦コミックス 
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SHOP 
i mi I(IZIIEisEi ii n 

ケー7t_シヨツブ 

DVDJ誌J貨、下着…その他何でも買える! 
ネット注文の場合、_予約注文で割弓Iサ■■ビスも！ 
http://www.ko-shop.com/ ^ 
http://www.ko-shop.eom/i/携wサイトへは右cqrコートか5ご利用下さい 

SUPER STAR 

Secret Film 

Last Smile 167分9,200円【權】 

238分6.800円【+税】； 235分6.800円【+税】 

※当店は全て税抜き表示となります 0 

通信販売のご案内 
ご希望の商品名、数霣、住所•氏名•電話番号をお軎き 
添えの上、下記住所までご郵送下さい。 

參お買上商品が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0K 
•全国のケーオーショップ5店餺とも各種クレジットカードで 
お支払い頂けます。 

•カード明細にゲイショップの名前は記戴されません0安心して 
お貢い求め下さし\> 

COMPANY 

全国に3店舗 

販売店案内 

【現金窨留】 
※ご注文の麻、現金害留にて商品代金を 
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】（手败料¥500) 
※ご注文の商品が届いた隙、代金を 
お支払いいただき、商品を受け取ります。 

[e-col!ect](手败料 ¥500) 
※デビット•クレジットカードでの決済が 
可能な佐川急便代金引換サービス。 

ガスト〇龜 

A H 

卜I I 
KO^HGPmiQ^g 蹈溫•管黯 KG：|HGP^3I| 

【當業時間】平日：PM13:00-AM6:00 【窑業時間】PM12:00>PN/I 9:00 
-月6:00 金1400, (祝日前日24時間） 第1•第2月*定休日祝日の場合當業 

【営業時間】24時間営業-年中蘸休 

¥531-0072大阪市北区畫崎2T目1-9G&Rビル6F 籲お電話でのご注文はコチラ(携帯電話0K) 

株式会社ケーオーカンパニー通信販売係兩0800-919-8986 



TEL 052-251-5519 AM 11:〇〇〜AM 01:〇〇年中無休 
〒4600008名古屋市中区栄4>&21新丸八ビル3F 

7,010円 
After 

中SRB，売るの右買5のも… 

中 
http://nagoya.e-convoy.net 
〒460-0008名古屋市中区栄4»5-21新丸八ビル3F TEL 052-251-2827 



〔DVD )( _ B )〇1ミック）〔アダルトグッズ）（ゲー 

ウ♦フ/カヴ 
660n 

PO^COCNWRn 

UMCAL^EAL 
,soon蠢鶴霉im i 

IMtm [ TIltrtiM 1 ►»卜9雇 I ♦マイ9 I f*H ゞ例 <7 I -亩用:)5,ク Wl- j <itM 
_メン«B1 I CMtJ I?クft 1，7フリtん142藝1 UQCPOWIゲーム | スビーシー事7イ9 I mi MniMt I TWOtlHtKl 

600H ▲ 700« A21WWfl! 660B A Xty KM)l*3800n A 驗《*11»116轉驀 I I ん ZOOOB ▲ t^44B««t*H 

パク_3>yクリング 
で二，興！^s voiK 

17MC40 

^8ESTM00e.SGLECTK)H| 

voU 
17W§400ni 

[㈱ジョイナック聚京8中B区本町4-48-17*602TEL03-338(H100FAX:03*3380*3100*蕖時黼12:00叫9:00 (18歲未*の方はIT8用いただけません} 
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他にも大量に取扱いあります!！まずはサイトにアクセス!！ 5,000円以上送料無料!! 
GAY DVD & VARIETY GOODS ONLINE SHOP ws/, C* S22クレジツト決済OK!! 

a輪AグッズS嫌えナンパーワン!！ 

研,=焱合下鑑も間給ろる^ 

http://apino.jp/掲霾襄£はアッフルイン各中!! 
ISSアンカープラグ1fjpおtt■きポールプレス 

で8 0円「 3,980円 

II 

誌面広告に掲載され 
ていない輸入新商品 
も続々入荷中!！ 
各店舗ぺちお気軽に 
お立ち寄0下さいま 
せ。スタッフー同C来 
店を心よ0お待ちい 
たしてお!3ます。 

新橋店 
03-3574-1477 
11:00〜23:00 

菜?ル 
マクドナルド■ 

烏森口 SL広寧 

^ JR新橘职 

鹏口 

*FACTORY 

バチン] 外堀通り 

コナカ 益ダ 黔ン 

東京都港区新襦1-13-51〜2F 
JR新橋駅より1分第ーホテル前高架下 

大阪店 
06-6633-4878 
11:00〜23:〇〇 

中華鼷1 

!地下鉄6番出口 

筋才 

元町口ータリー 

日本生免朝日生命 

大阪市浪速区鼸波中1-9*11 
K0USAKU ビル2F 

地下鉄御堂筋棟なんば駅6番出口より3分 
四ツ楫筋沿い中華料理蓬菜向かい 

ネット通賵もアップ/LインI 
台颺登嫌でポイントGET ff 

注文は、ネット/電話/FAX/郵便で！決済は、クレジットカード/代弓|き/雄行握込/現金書留で！クロネコヤマト/佐川急®/ゆうパック、居留 
め/営欒所留め対応、個人名猫も対応！ TEL:03-6280-6021 /FAX:03-3571 -3749 

住所:〒105-0004東京和港区新橋t-3-5詹田ビル2F (株)エムケイ企画 

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 

AEB1»E 110L© 
(http://apino.jp)掲載商品はアップルイン店頭でも取り扱い中！！ 



g新^^商胃品^で豊富g品揃え川 

TEL 06-6630_7799^ FAX 06.6630-7745 

♦通信販声頑ります！電話• FAXなどでご逄文ください。 

g座番费矣iw記?8MI3送？公 

9送軍取娜本霣取•电込T書■ 

舰場厲即現金^5 

__ 
i—b 

新霣霈伎扈 

限急中通〇商店街 

新御宝K 



欲しいD V Dが、きっとみつかる! 

® DVD販去•畐取 

CHECK & FREEMANでは、各社DVDを幅広く取り揃えております！激安DVDも多数!！ 
他にも、ローション、コンドーム、TENGAなどのアダルトグッズやアンダーウェアも豊富な品揃えです! 

4/1© a 4/30© 

I70,r/T 
G-fL 
だ <S ん! 

FREEMAN.CHECK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! 

之％ 

※霣取価格は発充からの経遇日数•在靡状況•庙品の状觼により変動いたします。 
※ご本人様確s害類（#)を必ずご持# ください。 

#お名前•生年月日•現住所が確認出来る通転免許証•保険狂など 
ご本人様確雄のみに必要なものですので、どうぞご安心ください！ 

※ご不明な点がございましたら、店頭スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 
お電Sでのお問い合わせも承っております。 

郵送での販充も 
お受けいたします! 

FREEMAN新宿店 

フリーマン新宿店では、郵送での販充もお受けいたします。お電話にてご連絡ください。 

03-3351-4178 1 受-包時間 112:00〜20:00 W ^ # w «财状況によりお待たせすることがございます。予めご了承下さい。 

インターネットでの通信販売は、こちらもご利用ください。 ►►► CLUBCK http://www.coat.co.jp/ 

チ03-3351-0080 
由亩想妬馆新；S 通fliFKルim 

営窠時ra11:00〜24:00 

フ03-3351-4178 



あります 

fax.03-3350-1016 badf^terra^Ublic 

編集•営業スタッフ ライタ_•外注スタッフ コミック•小説作品 

企画•取材などの本誌編集作業。広告営業•広 
告作成を含む*業全般。経験者はもとよりや 
る気、体力のある方を大歓迎！ 

取材やインタビュー記事、特集制作のお手伝 
いなど、あなたの得意とする分野でバディを 
サボート。地方、海外在住の方も大歓迎！ 

ゲイをテーマにしたストーリーであれば、エロ 
でもバラエティでもジャンル不問。全国のゲ 
イにあなたの作品をみてもらうチャンス！ 

■騙集•営簾スタッフの条件はノ Cディが大好きな方で18熳以上30雄くらいまで。学歴•経黢不問。やる気があれば未経験でも可。応薄は相a職種を明記の上、写興付き跚歷鼸(電子履歴醫可)、 
曝務経》甯(社会人鼴験畜のみ)、ノ0ノコンスキル、自己PR文をお送りください。メールでの送付の場合は、POFまたはWordJO：どの保存形式でお送りください。畲類選考の上、折り返しご®6い 
たします。尚、採用可否のお0し〗合わせはご逮處ください。■ライター•外注スタッフ希望の方は今まで期作した記事サンブルを霸集部までお送りください* ■コミック•小K作》掲載希Hの方は 
醉社まで作品をお送りください。尚、他Kとの二垦}®Wはお止めください。 
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am 
ij-j 

w f 

I — ^ A 
^ ■ =| 

asitif 〒1600022硫00^2-14-8 
»3天香ビルIF 

03^341-1775 
j llrm «IW«ra:PMa0(MBWAM4:00 

^Tk 新fl本店03-3352-3378 

★★見飽きたらお早めに直接新宿コン 
ボイにお持ちください。現金で買い取り 
します 
★★地方の方はお送りください。その 
際、霣取金額の受取方法(現金塞留•銀 
行振込)を必ずご指定ください 

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 

8睛ジ，ストの 
携名でもOKI! 溢れるボーイさんの中よD1A««して 

PM4時空らf 

PM8Ki で U 

2«シャワー付篇室 
ボーイさんの取り分全て入って 

60分9500円を— 



才^ g志 
広告 
のご案内 

【広告サイズ表】と 
データ制作について 
※料金など詳しい霣料ち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 156mmxH 106mm) 

〇モノクロIP 
：)中飄じカラーIP 
：W 182mmx257mm) 

モノクロ1/4P 
(^f74mmxH 106m«n) 

その他 

〇表4(裏*緩)カラ-"IP 
(W 174mmx240mm) 
豪バーコードなどの12戴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《記事広告などもございます。 
ぜひ一度、おWIにおWい合わせください。 

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ピールJ、「全 
国区へのアピールJ、「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 | 

お申し込み後、まず以下の畜類の郵送（FAXやメールでも可）を 

お願い致します 

① 資任者の方の身分狂のコビー 
(免許証、保険K等） 

② 事務所の貢貸契約香等のコビー 
③ サイトのURLと広告原稹 
弊社で受け取り後、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 

広告をご出稿いただくと、通販や定期購読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。 

広告といっても印刷物を作るのI雜常に手間です。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。でもパデ 
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、挨搜状などにもご活用 
頂けます。制作霣は当面無料です。逆にデータを制作してご入稿いただける方には、データ入稿の手弓Iき璺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「テラ出版ノ（ディ営業部」まで 
〒160-0022東京都新宿区新宿ら15-12大須ビル301号室有限会社テラ出版「ノてディ営業部」 
TEL/03-3350-1738 FAX/03-3350-1016 e-mail/sal0s@tenra-publications.cojp 

バナー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 

—、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 

お閜い合わせ先 
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a? 
バディジェーピ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、ストリーミング動 
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ビィのバナー広 
告。こ•予算や目的に応じてご利用頂ける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 
帯版は若年層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。画像ち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。 

初回掲載 
¥10,000/月 

継続料金 
¥5.000/月 

誌面• WEB連動 

型『急募広告』ち 
ございます。詳し 
くは189ページ 

をご覧ください。 

BTall free •練し <•黍 ggp 1 

バナー広告は3タイプがあります。料金には、バ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。 

ページヘッダ部分に表示枠があり、どのページでも表示枠が残ります。この枠は最 

大4つの広告をランダムで表示するタイプです。 

r® TOP常時 Bタイプバナープラン 
サイズ/340x58ピクセル 41.000円/月 
トッブ画面の中央もしくは下段に表示されるタイプです。トップページを開いた際 
には必ず表示されます。一番スタンダードなタイプです。まず手始めにどうぞ。 
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通信 
販売 
のご案内 
通信販売のご利用方法 

ご購入商品が決まりましたら、下の注文塞 
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Cなお、アンダーウェアをご注 
文のお客様には、ネット経由でお寅い求め 
いただく場合を除き、ご注文前に辉社営 
業部まで在雇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*をお番き頂き郵送、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、注文醫にお爵きいただいたお名前と同じ名義でお振り込みください。 

遑うお名前ですと、発送できない壩合があります。ご入金の確認とれ次第、ご注文商品を発送い 

たします。 

<お振り込み先> 
三WRRUFJ_行中野支庙 

D34ユウゲンガイシ1 M口麋08790： ィャテラシユツン 

現金書留W用の封筒に、お書き頂いた下の注文書と、計算していただいた金額通りの現金を入れ、 

郵便局の窓口より弊社へご郵送をお願いします。吾留が到蘑次第、商品を発送し)たします。 

现金醫蘭の封鼸の中には釣りMの出ないよ入金H通りに現金をお入れください。的D覦 
が必嬲な状_ですと、切手や4痛齧などで通金が！^いたしますので、ご1B力をお願いいたし 
ます。また、现ft奄酱iUHKで送ると事故につながる可能性がありますので、ご違處ください。 

下の注文畜をお吾き頂き郵送、FAXまたはe~maHで下記宛先までお送りください。代引きの場合 

は、針簿いただいた送料のほか、手数料が500円加舞されますので、ご注蔥< ださい。注文書が届き 

次第商品を発送致しますが、代金弓I換の壩合は、ご注文の商品がすべて捕い次第の発送となります。 

ご注文内容つては少々お待ち頂く塌合もございます。 

代金引 
ytmoi 

引)•の場合のみ、お薄物の嬲轚urn帚指定がご利用いただけます。ご希bのお客様は注 
所定棚にチェックをお_い戥します。 

※普通郵便発送は「郵便局留め」を、代金弓I換発送は「佐川急便の営業所止めjをご利用頂けます。ご 

希望の方はご住所の橘に、宛先郵便局または佐】11急便営業所をお*き添えください。 

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J 

TEL/03-3350-1738 FAX/〇3035O-1016 e^nail sales@badi.ip 

党^咖ス切から ノット決滴がC利用いただけます www.badi.jp<il 

※下着を額行振込•現金害蘭でご注文の壤合…[事*!に営爾Bまで商Sの在靡確Rはお済みですか？ 
※現金書留でご注文される壩合… r現金書留勘■の中は、お的りのないよ3にご入金されていますか？ 

余上E2j«M■されT1こごS金が死生した»は.申し受けますこと、予了承ください。 

注文書ESI I嵌ご記入は黑<DポールベンかサインベンではコきりとごC入ください 

こご金が薄生したTOは、逸金手戳料を申し受けますこと、予了 •ください• 

ミ現金書留でお申し込みの釀は、お的りのないようにご準備ください0 

1下着•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Hい上げで、アンダーウェアの送料痛料!！ 
iアのご注xo«30oonui下®iiatDcaxにつ»s»350Rtfかか〇*す• 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

HA名 另蜃号 カラ サイズ nm 送料 an 

円 円 

円 円 

R 
円 

円 円 

R 
円 

円 円 

円 円 

||-處篇f n銀行祕□ 驗書留n峨引換 
-1\- 

後J"龜便コレク 手 at 輯5ooPi 小 
計 円 円 

代金■合:お届け到着時間帯指定ができます。 

□箱中 111121^14^ 口14^16» □16w-18« □18^20» □ 20^21 w 挪い合 針 円 
今驪話番弓、e-mailアドレスもできる限りごCA くださ“ 

お 
名 
前 

A0がな 電話番号 一- 

e-mail @ 

送 

% 
ふりがな 
〒 一 

nm 
府乘 

銀行振込 現金書留 代金引換 

239 有限会社テラ出版/通信販売係 tel/03^3360-1738 fax/03*33501016 e^iail/sales^badi.jp 



本誌に連動した未公 
聞映像•写!!をDVD 

とブックレットで大放 
出！ナイスバディたち 
の索顔を映し出した 
資重な動画や、05年 
のマルデイクラの横 
様などの霣重な映像 
をお届け。 

•Bマガジンシリーズ參12W 
•¥2,571 料 ¥210«DVD+ブックb卜 

本眨連載でお馴染み 
の竜超さんが90年 
代ゲイブームの痕跡 
を特搜！さらに07 

年の礼視レインボー 
マーチなど、誌面では 
伝えきれなかった寅 
重なイベント映像を 
お届け。 

•BマガジンシU—ズ 

5集のなかで 
〉人気をRる 

rノンケとxxxj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滿 
載！この号から価格改 
定で、さらにお求めやす 
<なりまし;d 

^4：=:二七二!^二*!^ 

•Bマガジンシリーズ參120分 
•¥2.037 ¥210 «DVD+ブックレット 

Bマガジンvol.3 GAY CULTURE 旧SUE BマガジンVOl. NICE BADI ISSUE 

リアルHが7連発！発 
売当時話題を呼んだ 
イケメン淫乱変態モデ 
ル•八ルトのケツ穴暴 

くらい滬いエ□です 

DISC BADI 2007 SPRING 

•DISC BACHシリーズ #12W 
•¥3.065春送料¥210 •本S通動エロDVD 

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、白濁ザーメン大置 
発射の120分!本誌 
連動エロ企画満タン 

です。 

DISC BADI 2007 SUMMER 

•DISC BADIシリーズ #1 
•¥3,065 •送料 ¥210#: 

20» 
•本Kit動: cmDVD 

イケメンホストの濃厚 
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、素 
人ノンケの卑猥姿を 
まる撮り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 

參DISC BADトンJーズ•120分 
•¥3.065黎^科 ¥210 •本S&S動ェODVD 

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、 
樺々なタイプの男を 
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 
構エロいです。 

SM BADI VOl.1 UNDER 25 VERSION 

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 

資を犯すur兄資にヤ 
られる!」をモットーに 
雄汁モード全開で攻 
めまくる!！ 

BADI vol.2 

•SM BADIシリーズ•101 
參¥2.880春送料¥210 

m 
參SM系 エロ DVD 

•SM BADIシリーズ #1OW 
•¥2.880參送料¥210拳SM系エロDVD 

Amazon_co.jp でも 
お霣い求めいただけます 

弊社通信販売でお求めのお客様 

は、左ページのお申し込み用紙を 

使用してご注文ください。または 

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 

舖様にご確認ください。 

バディオリジナル 
クッズのご案内 

※このページに掲載されていないDVD、ビデオは販売終了となります 

ゲイコミック史上、最も 
ブスでチャーミングな 
主人公アヅサ、ブス友 
テルミが繰り広げる、 
恋•友悄•セックス…が 
できなし\コミかIX；•ィ 
ライフスト-U—。B6ソ 
フトカパー•ジャケット 

アグリつ嬢 
iBadi 
|¥71 

Comics會小日向作 
0 ¥250像コミックス 

届かぬと知りつつ消 
せない気持ち。失いた 
<ないのに索直にい 
えなかった言葉…。そ 
んな誰ちが体験する 
恋の切なさと輝きを 
詰め込んだ、小日向作 
品集第2弾。アナタも 
きっと恋がしたくなる！ 

Relation 

•Badi Comics春小日向作 
•¥710參送料¥250籲コミックス 

画の 
初期作品を単行本化！ 
リアルゲイが®るイ 

マドキのゲイ男子の日 
常的恋愛や友情、ライ 
フスタイルを切り出し 
たシa-h•マンガ0B6ソ 
フトカバー•ジャケット 
付き168^—ジ〇 

坊やaい子だキスさせて 
參Badi Comics參大久保ニュー作 
•¥710 •送料¥250 ♦コミックス 

B51 
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定I月 
購読 
のご案内 

クレジット決済が便利です 

D 
M 
便 
i 
メ 

I 
ル 
便 

そ 
の 
他 
郵 
送 

ご注文いただくバディの送付方法を、無地封简のヤマト運輸クロネコDM便 
(旧メー)1/«)をご指定していただくと、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円挪含） _ 
※発送から、おおむね3〜4日でお手元に到雇します。 
(ただし、最畏で7日問の到着猶予期Wがあります） 
※ヤマト運输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りません。 

•ゆうメール1年間23,880円(«m)半年間11,940円(送m) 
内容物が宙籍だとわかる冊子小包の封簡(※ノ (デイだとわからなI#ういたします） 

•密封状態 1年間27,840円(送半年間 

籲代金引換 1冊 2,300円(um.fwiimBt料會） 

13,920円 (送料和 

I代91はおお申UaaKださい〇每月18日頃(日堪祝日の場合は翌営業日)に発送いたします。 
Iお富様停止のご遍絡をいただくまで椰月瞄されますので、キャンセルされる方は、必ず^ 
I月の15日までにご道MKださい。 

定期購嫌のお申し込み 年 月号から 【6ヶ月問or1年間 

単品•バックナンバー注文*2011年12月号以酡と20!3年9月号は完売しました。 

■a名（月，） 舉砸 RB i S名（月《1) 攀麵 hb 

D 年月考 円 B 隼 月考 円 躡 

年月- 円 [ 隼 月釋 円 釅 

L 年 nm 円 j B 年 月， 円 n 

円 円 円 

□ヤマト賊DM便□ゆうメール 
匚密封普通郵便 □代金引換 

代金引換の壩合:お届け到着時閾带指定ができます• 

□午前中 C12«hl4^ 時D18ifr20185 □ 20^-2lw 

豪朗番《9、e*mailアドレスもできる■りご記入くださ“ 

お 
名 
前 

ふりがな 
電話番号 一- 

e-mail @ 

送 
付 
先 

ふりがな 

〒 一 
•道 
府県 

振り込み 

M""jSn 

クレジット決済 

郵便振込 

現金書留 

FAXまたはe*mailにて注文*Tをお送り下さしV>e*mailの壩合は下の注文 
爾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D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 
込みの控えは播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い場合は無効となります。 
【握B^】三nOCUFJ艚行中0支JS M 0879034有IMItテラ出蹶 

)てデイジエービイからのお申込みのみになります。詳細はノ（デイジエービイ内 
娘トァJを 

巻末の仏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。払込取扱票が奔社に届くまでに7〜10日かかりますの 
であらかじめご了承ください。 

代金と注文書を下記宛までお送りください。 

お問い合わせ先 
t160-0022東京都新宿区新宿2-15-12离_(旧大須)ビル301号室 

テラ出版「通信販売係」 
TEL 03>335〇1738 FAX/03-336O-1016 e^riail sales^badi.jp 

バディジエービィ内rt>jストアjからも 
お申し込みいただけます。 www.badi_jp く 

注文書ESI ※现金11讎でお申し込みの は、お釣りのないようI 
とご記入 
にご摩備 ください。 

お申し込み方法 

有限会社テラ出版/通信販壳^ tel/03-3350-1738 fax/03-3350-1016 e-maU saies9badi.jp 



手数料はそれぞれ実費でご負担いただきますので、本代金に加»して下さい。 
•クロネコDMflE(B，_ル01)1讎《た0210円 
•ゆうメール(冊子(hflKB)1讎あた0400円 
#nm通«ii醫あたり730円 
•代 は、NM500円+1WS たり21on 

楽まとめてご注文する*合は.宅急便(佐Ji IS便)もご利用いただけます， 
下E0料金を本の代金（1.500円X冊数)に加えてお送りください. 

2冊まで800円、3〜5*で1,000円、6〜9W1,200円、1〇鼉以上は挪癩料です。 

t160-0022東東«BftfiTE«RB2-15>12高蠔(旧： 
「テラ出板バックナンバー係1TEL) 03-3350-1738 

バデイジエービイでも 
お求めいただけます 

-1016 
1*31)ビル301号室 
8 FAX)03-3350-1 

www.badi.jp 
您'ク 

のご案内 

■Il__國覊 
¢231 E3I 

下世11ハンター•竜18セレクト!！歡赛激16»^に«審鼸»ち 
「XXすぎる!!J才トコ列伝 鼸にも知られたくない 
今だか5親たいゲイ映H バディ生羅〇エ〇通攉”鱒 
xami0KdUlド5ゼ3〜ンフu夕I グ终リ!Wブ正！ m 
/cyイ•ジIービイフ 20ft30tt«s スポ 
胙•■•で畜嫌旅^/見次郎 歡えてパデ•<«*« 

今年のゲイトレンド、イケメンetc... 
気になるゲイのあれこれ★ 
R£WXW•がェ; 
SH.v*^n-hi 
7*ンIWWげィft* 
脚切0コミックJSUCK/明くろ 

淵Sifがイクッ! 
AY NEWS 麻く 
ちら虹色情Wi こち6 

ゼませんか！ 
鼸^チwxwwaスペシイジIスh 
HUSH CRJISe^M^ ッ： 
hwmこわてみよう！ 

PアダルKfyズ全《tTTPイケま10/ p RflDTX*•そダエンジ^ /仮《肪_パ □パディ凴全生■りエロ翮磨6人0/ア □龜■予鬌士 
W Trick mo Treat mo/グラビアポーイ M _卜2ユウイチ/グラビアボーイインタ gダルト麵壜体騃/グラビアボーイイン Uラビアポー 
□イ>^ュー/雌ISGAY DVD DIGEST 13ビュー/H_GAY DVD DIGEST C3タビュー，繼衝GAY DVD DIGEST Q OVD 0I6E 

■士/«性防H タカオグ p X-if-KB4 
イインタビa—/■顙GAY M Ufeネコ/グインタビ3-/麵 

DIGEST Q fiGAY CM} (DIGEST 

囉E譯鼸歐驪 
2014年12il 号 

東東男子のアンケート_查 
TOKYO GAY STYLE 
スーパーダツチボーイKEN 
WMX ATSUSHW)±«見せrr! 
仮—卜2 
t CデイりエCJ3»ハーフ 

2014年11胃号 2014年10月咢 

A体美をバディで童々披露！ 世界ちん作童SJH場 
峡東東j出濱•内山麿我 長!！だけを賵いたネコ 
皮かのマッチa兄震でイク！ 
アジアのイケメンWKアナウンス©王子梅 IグラビアMowwiiao期«««_•»了 
バディ^»〇エロ面攥!！白プリ大失累 バディでに 

んでい!マダ てやんで デジタル纽ガイド 

201你9,号 

亀臞予輔士 
〜梅爾觭立雇急!!〜 
イケメン☆ホスト太雄ft2CM 4 
ntWttir© 了 JIVANRペシ，ルインタピa- 
とまつちよのスイーツレポ 

:-HBmCK 

201辑8月- 

今年の霣奄カラフルに彩る 
最新木着一大人のスイムウエア2014- 

オナニ 

紐 
XA®**コ0 
全部ITTまでイク 

3レクシ3ン〜チン☆コレ〜 
f ケ*10 

元399釀投手がセルフm" 

□全身ァ釣けづ》ノズW/*a?nゲイH rqてやんでサーy/鱭 □サヨナラ.狼》1、アナル刀gv^ioid p imc金11学橘/パディ生1•〇エan* n muscle beach/イキング/whwフ 
0蜜二TS^DL/又/グラビアボインタピ 日函「寶东』予《■，グラビアボーイインタピ 0困tyTF»AL JOURNEY/グラビア求一0 /グラビアボーイインタビュー■断日チバディ生嫌りエCW«/グラビア《 
H a-/MIGAYOVDOGEST B :i-/_ISGAYDVDaGEST □ ^>$t!a-/«»GAYOVDDGeST U GAY DVD OIGEST B —インタビュー/_ISGAY DVD DGEST 

2015年1月寿 2015年2月# 2015年3月婦 5年4月- 2015年5月婦 

単品•バックナンパ— 

來2011年12月号以前と2013年9月号は完売しました。お取り扱し、店をご紹介できる可能性もござし'ますので、宮槩部までおWし、合わせください。 240 



02/グ今ビアメイキング映儘02 
はるばる札携からグラビアモデルのた 

めに上京してくれた将€。私生活やブラ 

イペートについても腰ってくれます；* 

金5メーカー/全15タイトル 

05/バディ完全生嫌りエロ ■« 

顏出しNGM体育会ノンケのエロ面播 

を収嫌!！溷まった漏摩子9を自分目 

掛けて大置発射するラストに注目!！ 

03/B SHOP CLUB 2015.05 

ナチュラルボディとふんわりとした雰囲 

»のDAISUKE*が挑んだ斷作ボクサ 
-i 〇ツの撮!^様子を収nu 

01/グラビアメイキング映儀01 
ガッシリとした体型にキュートなフェイ 
スのJin男が置壩。ワイルドな一面と実 

やかに微笑む一面をたつぶり叹錄I! 

06/新作ゲイDVDダイジェスMM* 

WARNING _DVDは映#と苜声を裏密度にE鐮したディスクでt DVD対応のプレイヤーで再生してください*再生機鄠3っては、正常に作動しなしMg 
色があります。こ•使用になるプレイヤー及びテレビの取り扱し浓明書を必ずこ•!! くださU ■本作品は、«人の鐵霣に«って再生を許可するBのです。従って 
有價無價に明わらず、檑利者の承鳝を得ず< こ、蠼製(コビー)、レンタル、公衆上映*放送•ネットE培することは法律によって蒙止されてしヽます。逢反した壩合は 
fflUJの対象となります。■本作ftには18廉末瀠のモデルは一切出*しておりません•■本作田には性的な内容が含まれているため•18艤禾海の方へのte 
売、レンタル、上映は法律で*!止されています。 

制作•蓍作•販充元〆テラ出版〒1600022東京部新宿区新宿2-15-12高縴(旧大須)ビル301TEL 03-3350-1738 
MADE IN TAIWAN © TERRA PUBUCATIONS INC.2015 www.badi.ip 

新宿二丁目にある『WORDUP BARJのフライヤーと 
コラボした今回のカバー&グラビアにJin君が登場！ 
ガタイ系の長身でセクシーな魅力を余すことなく披露し 
たグラビアメイキング映像をお楽しみください。 

学生時代にはアメフトをやっていたというノゞリバリの体育 
会系•将君。今回は本格的なバレーボーラーの衣装に身 
を包みグラビアに初挑戰です。緊張しているとは言うも 
のの、ボールを転がしてはにかむ姿は必見！ 

MANNHOUSE Dream Navisation/GET-FILM/Men s Street/ KO COMPANY 
全5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®の商品とは異なる姐理をしている場合があります. 

付録DVD 

m 

DISC BADI 
95min. 

ORIGINAL CONTENTS 

nTH 

付録DVD B+[GUIDE] 2015.06 
ェ□•ライフ•パラエティと各DVD メーカーの最新ゲイDVDダイジェスト 

DVDメニュー誦に関して/全編を一度にご驚になりたし〗方は、ALL PLAYのポタンをリモコン(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。見たい内容を限定してごIIになりたい方は、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0 

グラビアメイキング映像01Jin/2015年6月号 

グラビアメイキング映像02将/2〇15年6月号 

B SHOP CLUB/2015年5月号 

勃籤アナル講座/2015年2月号 

パディ完全生撮りエロ面接/ 9人目/2〇15年1月号 

新作ゲイDVDダイジェスト/2015年6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 

① 95min. COLOR 片面1餍ディスク MPEG-2 MADE IN TAIWAN レンタル禁止 | 16:9 | m 
鶉*r麄c 



JUNE 2015 

GAY UFE MAGAZINE & DVD BADI 
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FROM EDITORS 
今，のお颺£9 

お洋服を霣いに行ったのですがなかなかサイ 
ズが合わずに途方に藝れていたろころ、見つけ 

たジャストフイツトなアイテムがrGAPJのxxs 
サイズ。袖も、襟元も、身丈も、幅も、すべてがフ 

イツトし無駄な織摊が一本たりとちないくらい! 

ホモだけじゃなくてチビにもフレンドリーな 
rGAPjさん、愛しています。チビホモさんは困 
つたらrGAPjへ。 ms/You 

発行人Publisher 

相澤R— Kenichi Aizawa 

印刷 Printing 

(株)公栄社 Koeisha Co..Ltd. 

販売 

(株)技術と人問 

t160-0022 

東京都新宿区新宿2-15-12高峰（旧•大須)ビル301 

Tel.03-3350-5880 

Fax.03-3350-1016 

発行•騙集•広告 

(有)テラ出版 

T160-0022 

東京都新宿区新宿2-15-12高峰（旧•大須）ビル301 

(編集部） 

Tel. 03-3350-3922 

Fax.03-3350-1016 

Mail, badi@terra-publications.co.jp 

讕案部/みさおはるき 

うちのマンションがへん。なぜか最近になつてエ 

ントランスを二重の自動ドアにしたんだけど中から 

出るのに開閉ボタンを押さなくちゃしMブないのに、 

外からだと近づくだけで勝手に两く。どう考えても 
細■を間遍えたとしか思えない。そういえばマンシ 
ョンにはコインランドリーがあるんだけど、雨の日 

に乾燦鼸をかけておいたら、維かが止めて入れた 

お金を返金して盗んで行つた様子。なんなの0 

钃集後記に帰って替りました。別に辞めたわけ 

じやないけど、HI集っぼくないから抜けてました。 

さて、今月は新しいマッサージ屋さん(エスコート 
もあるよ)の広告を頂きました(206ページをご 

参照ください)。新しいお店さんやスタッフ募集を 

されているお店さん、新商Sの記事広告など、広 
告のことでご相談がありましたら、お気輕にご遵 

絡くださいませ。 窝業部/中村よしはる J お花見もゴールデンウィークもお正月でさえも 
本12の締め切りと被っておりまして、数年まともに 

味わえてないと気づきました(今さら)。もはや日 

本人じやない…とさえ思いだし、この性から解き 

放たれるには外国籍にして生きるしかないか…と 
日々を浪瀆飛行へIn The Sky(by米米クラブ) 

しております。とか凿っちやって…さぁ、今日もお 
デザイナーパカズ 仕事がんばるぞお〜A (白目） 

(営業部） 

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• 

最近、新宿二丁目で飲むことが多くなりました。 
この街で宵つてちようど10年くらいになります 

が、ちよこちよこ飲みに行くことが実は初めてで、 

今まで以上にこの街の人たちの温かさを実感し 
ています。呑んだくれる時ちちよいちよいあDま 

すが、本当にみんなで楽しめるこの塌所の大切さ 
に感謝です！ 「ゲイに生まれて壅かったよ」そう 

思える人生を皆さんもぜひ作って < ださいね★ 外注スタッフ/HIR0 

次号予告Next Issue 

人気コーナー 

マチン大特集 

駸近周りでプチ挪がカジュアルに行われてい 
ます。ほくろ取りや金の糸？やヒアルロン馥や脂肪 

吸引• ••鬣外に抵抗感薄れてきていますよね。 

いままで全く興味がなかったのですが、年齡的に 
ちそろそろしてみてちいいのかちqと、思って 

まずは背中のシミが気になってきたので、背中の 

ピーリングから始めようと貯金始めました。きれ 

いになったら報告しますね(笑)。 

とぶほど快想インデスカイ？ 

日マン飛行gとで-あつあつてから〜 

2015年7月号/2015年5月21日発売 
特別付録DVD付定偭1472円+税 

豪このチ色 は告知なI 

TERR 

し< こSHEされる場合がございます。 

!A PUBLICATIONS INC. 

赛8麻を覚えず。てな択で毎日眠くて眠くて、パ 
バアはこのまま永眠してしまいそうな勢いなのだ 

が、まぁそんなに焦らなくてもお迎えもそう遠ぐ求 

ないかと…なむ一。さて今月柳}(デイいかがだ 
ったでしようか？スーパーイケメンJIN君が登場。 

顔マジで小さっ！来世では私もこんな整った顔で 

生まれたいと切に願い、一日一善に心掛け德を稹 

む様に努力しておりますぐ«。神様ヘルプ！はよ カメラマン/EISUKE 



5.6の日を虹色に 

wwwaKia 

摩生労儺雀 

community center akta 

Shinjuku 2-15-13-301 
We are open 16.*00-22:00, closed every Tue & Wed 

ip * Entrance free! 

委死事窠性愛者等のHIVに*する相被•支援事窠』 (:NAO & mAkey pHoto： dSUKE dasignzEMF 
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