キャバクラ失敗体験談

はじめに
みなさん︑はじめまして︒
この﹃キャバクラ失敗体験談﹄の作者であり︑お話の主人公にあたります ﹃ハ
ン﹄と申します︒どうぞよろしくお願いします︒
まずは自己紹介をさせていただきます︒
私はもともと内向的な性格のため︑人と接するのは得意ではありませんでした︒
高校は男子校で︑在学中に女性と話したことは二回だけです︒
学 生生活 を終え ︑老舗 の食品会 社に就 職しま した︒と ころが 配属さ れたの は３
Ｋ とも言 える物流 部門で す︒倉 庫の中に 入り荷 物を運 んだり ︑トラッ クを運 転し
たりと︑典型的な肉体労働で毎日を真面目に過ごしていました︒
女 性 と デー ト をす る こと も なく 三 十歳 の ライ ン を軽 々 と 越え ︑ 平凡 な 日々 を
淡々と送っていた矢先に︑私に大きな転換期がやってきました︒
それが︑﹃キャバクラ﹄だったのです︒
どんなに女性に縁が無くても︑お金さえ払えば女性と話しができる空間︒
私は︑この世にこんな場所があるなんて想像もしていませんでした︒
そんな私が︑﹃キャバクラ﹄というものを知り︑﹃キャバクラ﹄にハマり︑身を
滅ぼしていく過程を書き綴りました︒
﹁皆さんには私と同じ失敗を繰り返して欲しくない﹂
そんな思いで書かせていただきました︒
どうぞよろしくお願い致します︒
キ ャバク ラ失敗 体験談 は︑登場 するキ ャバ嬢 の源氏名 は実際 の名前 と異な りま
すが︑内容は全て事実に基づいて書かれております︒
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第一章 ︻素人編︼

■ いざ！ キャバクラ・・・その前に
さぁ︑いよいよキャバクラへ・・・
と ころが ︑彼女い ない歴 三十三 年︒キャ バクラ どころ かスナ ックにも 行った こと
がありません︒
ち なみに ︑駅か ら離れ た会社の 近くと か︑家 の近所と かにあ って︑ カウン ター
に ママと 称するオ バチャ ンがい て︑他に も一〜 二名の オバチ ャンがい るよう な︑
場末のスナックは除きます︒
最 近はた まに行 きます が︑当時 は何故 こんな ところに お金を 出して 行くの か信
じ られま せんでし た︒今 はそれ だけ年を とって しまっ たんで しょうか ︒今考 えれ
ば ︑確か に一人で 来てい る若者 なんてま ずいま せんで した︒ そういう 私も︑ 上司
のお付き合いで行っていたくらいでした︒
話は思いっきりそれたようで︑実はそれていません︒
そう︑まずは︑スナックが全ての始まりでした︒
私 はもと もと倉 庫勤務 で︑お客 さまと 接する ようなこ とは滅 多にあ りませ ん︒
あるとしたら︑お客さまとの大勢での飲み会くらいなものです︒ご招待したとか︑
されたとか︒
そ の私が ︑お客 さまと 二人で一 緒に飲 むこと になりま した︒ 接待な どをし たこ
と のない 私は︑お 互いに 会社か ら近くて ︑お互 いに帰 りやす い場所を 選定し ︑ち
ょっと高そうなお店をチョイスして飲み会となりました︒
そ んなに 仲のい い人で はなかっ たし︑ そんな に話も盛 り上が らない と思っ てい
たのですが︑何故かお客さまが・・・
﹁もう一軒行こう！﹂
と言い出しました︒
も う一軒 という ことは ︑通常で は歌で しょう か︒とこ ろが︑ いくら 探して もス
ナックらしきところは一軒もありません︒
﹁じゃあ︑二人でカラオケボックスへ行こう！﹂
とお客様が言い出しました︒
いくら彼女いない歴三十三年と行っても︑男に走るわけにはいきません︒
︵ 別に︑ 男同士 でカラ オケに行 くこと が︑イ コールお ホモだ ちとい うこと では
ないんですがねぇ・・・︶
やっとの思いで一軒発見！
こ こが︑ 今まで 私の知 っている 場末の スナッ クと違い ︑若い 女性が 十名以 上も
いるようなお店でした︒
私 たちの 席には 二人の 女性が着 き︑楽 しかっ たのかど うかは 全く覚 えてい ませ
んが︑なんか女性と話をするのが︑とっても新鮮な感じでした︒
しゃべって歌って︑一時間ほどがあっという間に過ぎました︒
お会計︒三万六千円・・・
私は絶句でした︒
どんな高級料亭に行ったんだ︑という感覚です︒
内訳は︑一名一万円 × 二名とボトル代が一万六千円︒
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しかし︑今後この高額な支払いが︑まるで牛丼でも食べるかの感覚になるとは︑
その時の私は想像することもできない︑忘れられない出来事でした︒

■ キャバ王登場！
私の身近に﹁キャバ王﹂と呼ばれる男がいます︒
今 思えば ︑彼が 私の人 生を大幅 に変更 した人 物かもし れませ ん︒彼 は︑年 に数
百 万円を 注ぎ込む つわも のです ︒店はこ ろころ 変えな いし︑ 指名も変 えませ ん︒
なぜか︑彼が指名する嬢はなかなか辞めません︒彼は今でも行き続けていますが︑
多分十数年で通算五名くらいしか指名嬢がいないかもしれません︒
さて︑スナックデビューを果たした私ですが︑﹁楽しかった！﹂という思いと︑
﹁ ボトル が残って もった いない ！﹂とい う思い で︑再 度その スナック に行く こと
を決意しました︒
し かし︑ 当然デ ビュー 間もない 私は一 人では 行けませ ん︒そ こで︑ 友人で もあ
るキャバ王に同伴︵？︶をお願いし︑スナックへ行きました︒
﹁いらっしゃ〜い﹂
前 回私の 席に着 いた女 性が私を 迎えて くれま した︒初 めて行 ってか ら随分 時間
が 経過し たのです が︑彼 女は私 のことを 覚えて いまし た︒普 段から女 性に縁 の無
い私は︑このことすらも感動を覚えるものでした︒
しかし︑キャバ王は︑非常に居心地が悪い雰囲気でした︒
それで 我々はそ のスナ ックを 一時間ほ どで出 てしま い︑近 くの居酒 屋に行 きま
した︒
﹁キャバクラと違って︑音楽が鳴らないんだなぁ﹂
キャバ王は言います︒
﹁キャバクラって︑普通は音楽が鳴っているんだ？﹂
﹁ 鳴って いるなん てもん じゃな いよ︒声 が聞こ えない くらい ガンガン なって いる
よ﹂
﹁えっ︑それじゃあ話なんか聞こえないじゃない﹂
﹁そう︑だから会話をするためには女の子と顔を近づけなければならないんだ﹂
ち なみに ︑これ は当時 のキャバ クラで ︑今は 音楽のう るさい お店は 少なく なっ
ているように思います︒
﹁ あとね ︑あのオ ヤジど もの下 手なカラ オケは なんと かなら ないのか ねぇ︒ いか
に も酔っ 払いの歌 って感 じで耳 障りだ︒ まあ︑ こんな 程度は 大きな問 題じゃ なく
て︑決定的なことは女の子が若くないなあ﹂
この店は平均年齢が二十代後半くらいです︒
﹁え〜︑十分若いと思うけどな︒うちらよりも七〜八歳は若いと思うよ︒
﹂
﹁ キャバ クラは違 うんだ よ︒十 八歳くら いの娘 もゴロ ゴロい るぞ︒比 較にな らな
いよ﹂
﹁じゅ︑十八歳？﹂
﹁まあ︑ひとまわり違うくらいのが普通だよ﹂
﹁そんなに年が離れていて︑会話なんか成り立つの？﹂
﹁話はちゃんとできるよ﹂
私は全 てが目か らうろ こが落 ちる思い で︑あ のスナ ックで すら私に とって は衝
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撃的なことだったのに︑私が想像もできない更に凄い空間があるなんて・・・
更にキャバ王は続けます︒
﹁指名ってできないんだな﹂
﹁指名？ 何？それ﹂
﹁キャバクラは指名ができるんだよ︒だから︑自分の気に入った子と話ができる﹂
私は﹁ 女性と話 せる﹂ という 空間で十 分満足 なのに ︒なん て贅沢な システ ムな
んだ︒
ス ナック は︑最 初に席 に着いた 子が︑ その後 も着くよ うな傾 向はあ ります ︒ち
な みに裏 話ですが ︑指名 ができ ないが逆 指名は 結構あ るとか ︒あの客 に着き たい
とか︑あの客は嫌だとか︒

あなたなら︑どっち？

キ ャバ王 はスナ ックを お気に召 さなか ったみ たいです が︑こ の辺は 好みが わか
れるでしょう︒
こ の人︵ 指名嬢 ︶でな ければな らない ︑なん としても 口説き たいと かだと キャ
バ クラで しょうが ︑単に 女の子 と会話を したい 程度で あれば ︑スナッ クでも 十分
で しょう ︒スナッ クの方 が安上 がりだか ら︑そ の浮い た分を 高級レス トラン やプ
レゼントに還元するとＧＥＴできる可能性もぐっと高くなるのでは？
スナックとキャバクラ
さ て︑そ こで今 度は彼 の行きつ けのキ ャバク ラに連れ て行っ てもら うこと にな
り ました ︒しかし ︑ここ からと んでもな い﹃キ ャバク ラ旅﹄ が始まる とは︑ その
時の私には︑まったく考えることもできませんでした︒

■ 指名嬢はナンバーワン
さ て︑い よいよ キャバ クラデビ ューの 日です ︒私はキ ャバ王 に連れ られて ︑キ
ャバクラへと向かいました︒
こ の街は 日本で も有数 の歓楽街 です︒ そこで はかなり 有名な キャバ クラへ と潜
入しました︒
︵私にとっては︑好奇心でいっぱい︒まるでルポライターになった気
分で︒︶
店 にたど り着く までの 間に︑何 人もの 客引き に声をか けられ ます︒ しかし ︑キ
ャバ王は全く動じることなく目的のキャバクラへ︒
﹁お待ちしておりました﹂
店の前に到着すると︑ボーイさんがお出迎えです︒
おぉ︑常連って感じ︒かっこイイ︒
彼 はボー イさん と世間 話をしな がら席 に通さ れます︒ 二人で 飲みに いった ので
す が︑何 故か並ん で座ら されま す︒ちな みにキ ャバク ラは女 の子と話 をしに 行く
ところです︒
﹁連れ﹂と会話をすることはほとんどありません︒というか一緒に来
た気がしません︒
元モー娘︒の﹃安倍なつみ﹄に似た感じのなつみ嬢が席につきました︒
﹁初めまして﹂
彼女は 手を差し 出して 私に握 手を求め ます︒ 単純な 私は女 性の手を 握った だけ
で上気分です・・・
そして彼女は私とキャバ王との仲を裂くように間に座ります︒
私 は初め てなの で︑勿 論指名は ありま せん︒ こういう 客を﹃ フリー ﹄と呼 び︑
キ ャバ嬢 にとって は美味 しいお 客です︒ 要する に︑今 後自分 を指名し てくれ る可
能 性のあ るお客で あるか ら︒実 は︑この 時が一 番モテ るかも しれませ ん︒キ ャバ
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嬢 は指名 が欲しい ために 必死に なり︑そ れなり に盛り 上げて くれます ︒勿論 ︑個
人差はありますが︒
こ こでキ ャバ王 は︑私 にキャバ クラに 対する 良い思い 出を作 ってあ げよう と考
えてか︑なんとナンバーワン嬢を私のために指名をしてくれました︒
やって来たのは︑﹃浜崎あゆみ﹄にめちゃ似のあゆみ嬢︒
﹁はじめまして﹂
彼女も私に手を差し出して握手を求めます︒
確 かにス ナック よりも 若く美人 が多い と思い ました︒ ナンバ ーワン だから と言
っ て彼女 だけが突 出して かわい いわけで はあり ません ︒あっ ちにもこ っちに も︑
か わいい 子だらけ です︒ 私は︑ 多分生涯 綺麗な 女性と は︑話 をしたこ とがな かっ
たような気がします︒
そ して︑ すっか り舞い あがって しまい ︑やは り何を話 したの かわか らない まま
キャバデビューの日が過ぎ去って行きました︒
料金は指名料込み︑お一人様一万二千円
決して安くはない︑というか高い︒
キ ャ バ クラ に ハマ っ てい る 人が い ると よ く聞 き ます が ︑ ハマ る ほど 行 くか な
あ ？ た だ︑三年 通って いるキ ャバ王と なつみ 嬢は︑ まるで 恋人同士 のよう な雰
囲 気です ︒しかし ︑二人 は付き 合ってい るわけ ではあ りませ ん︒とっ ても不 思議
な空間でした︒
確かに︑若い！ 綺麗だ！
しかし︑確かにうるさいし︑若すぎて話題が合いませんでした︒いいか悪いか︑
微 妙です ︒行く人 はいく し︑行 かない人 はいか ないで しょう ︒これが 私の感 想で
した︒
しかし︑キャバクラ代があまりにも高かったので︑もしや・・・

■ お触りはできないの？
キャバデビューを果たし︑我々一行はその近くのバーへ︒
キャバクラって︑
﹁キャバレー﹂＋﹁クラブ﹂のこと︒私はそれくらいは知って
いました︒多分︑本当の意味は﹁クラブ﹂の高級さを保ち︑
﹁キャバレー﹂のよう
な大衆向けのお店ということだと思います︒
ただ︑私の解釈は違っていました︒﹁クラブ﹂のような高級なところで︑﹁キャ
バ レー﹂ のような お下劣 なこと ができる ところ ︒実際 キャバ レーには ︑行っ たこ
と はない のですが ︑よく ︑やく ざ映画に キャバ レーの ワンシ ーンがあ って︑ そこ
で は︑お 客さんが ホステ スさん のお尻や 胸など を触っ ている シーンを 覚えて いま
す︒
﹁どうだった？﹂
と︑キャバ王が感想を求めます︒
﹁お触りとかはないの？ 一万二千円も払って︑お尻ひとつ触れないの？﹂
と︑私は素直な気持ちで質問しました︒
﹁ これだ ったら︑ ピンサ ロとか 行ったほ うがお 得なん じゃな いの？ ピンサ ロだ
って女の子と話せるし︑もっと過激なサービスもあるし︒やはり︑
︻話しをするだ
け︼の世界で︑あれだけ高額な金銭がかかるのがどうも納得できないよ﹂
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するとキャバ王は
﹁ 触れる よ︒俺は いつも 触って るよ︒お 前が女 の子に 夢中で 気がつか なかっ ただ
けだよ﹂
私はそれを聞いてほっとして︑
﹁ なーん だ︑勝手 に損を してた んだ︒そ れじゃ ︑今度 はちゃ んと元を とらな くち
ゃ﹂
そして︑いよいよ次回行く時はキャバ嬢のお尻と胸にタッチだぁ〜︒

■ キャバ嬢の胸にタッチ！
キャバ王から お触りできることを聞き︑キャバクラ二度目の訪問が待ち遠しく
てしょうがありません︒
﹁そうだよね︑あれだけお金を出しているんだから当然か﹂
そう心の中で思いながら︑キャバクラへ行く日を楽しみにしていました︒
そして︑いよいよキャバクラへ行く日へと︒
︵別に日が決まっているわけではありません︒通常は飲んだ後に流れるだけ︶
﹁いよいよあの︑あゆみ嬢の胸にタッチができる﹂
女性に免疫の無い私は︑あれからずっと触ることしか頭にありません︒しかし︑
ナ ンバー ワンとい うのは ほとん ど席にい ません ・・・ なぜ？ その理 由は後 ほど
解説するとして︑今は﹃ヘルプ﹄について説明しましょう︒
指 名嬢が 他のお 客と指 名がダブ り︑他 の席に 行ってし まう場 合があ ります ︒ナ
ン バーワ ンという のは︑ 指名数 がナンバ ーワン という ことで す︒当然 指名が ダブ
る 可能性 が高いの です︒ そこで ︑指名嬢 がいな い間︑ 代わり に席に着 いてく れる
嬢 を﹃ヘ ルプ﹄と 言いま す︒指 名の多い 子でも ︑他の 指名が 入ってい なけれ ばヘ
ル プにつ くことも ありま すが︑ 一般的に は指名 の少な い子が 着くこと が多い ので
す︒当然︑人気嬢に比べ暇だからです︒
ヘルプは指名嬢のお客に営業をしてはいけません︒あくまでも﹁つなぎ﹂です︒
基 本的に は名刺も 渡さな いのが 常識です ︒ただ ︑たま にヘル プにいい 子がつ く場
合 があり ︑お客さ んから 名刺を 求める場 合があ ります ︒本当 はそれで も渡し ちゃ
いけません︒
で も︑渡 しちゃ う子も います︒ ここら あたり で︑女同 士の壮 絶なバ トルが ある
そうです︒
そ う︑指 名嬢が いなく なってし まった ので︑ 私のお触 り相手 は︑ヘ ルプの 女の
子ということになりました︒
ヘ ルプと 言って も︑ス レンダー なスタ イルの いい子で した︒ 胸もス レンダ ーで
したが・・・︒顔はさっぱり覚えていません︒
席 に着い た時か ら触る ことで頭 がいっ ぱい︒ いくらお 触りＯ Ｋと言 っても ︑座
ってすぐに触るのもどうか︒
そ こで﹁ スタイ ルがい いねぇ﹂ とか﹁ 胸元が 綺麗だね ﹂とか いろい ろ褒め まく
り︑とにかく話題を胸中心にして︑そして︑さりげなく胸に触り︑揉みました︒
触 られて も彼女 は特に 嫌がる様 子もあ りませ んでした が︑隣 にいた キャバ 王は
少々驚いた感じで︑彼の指名のなつみ嬢と一緒にこっちを見ています︒
﹁・・・﹂
な んとな くヤバ イ空気 を察し︑ とりあ えずお 触りタイ ムはこ れで終 わりに しま
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した︒
あゆみ嬢が戻ってきても︑特にそういう気にはなれませんでした︒
そして︑店を出ていつものバーで感想タイム︒
キャバ王いわく︑
﹁キャバクラで女の子に触っている奴を初めて見た﹂
そ う︑彼 は冗談 で﹁触 れるよ﹂ と言っ たが︑ 本当に触 るとは 思って いなか った
とのこと︒確かに今までのキャバクラ人生を振り返っても︑
﹁お触りＯＫ﹂の店で
な い限り は︑酔っ 払った オヤジ がしつこ く触ろ うとし ている のを見る くらい で︑
通 常は触 る人はい ないで すね︒ まぁ︑お 店にも よるん でしょ うけど︑ 高級っ ぽい
ところは触らないでしょうね︒
キ ャバク ラとは ︑女の 子と会話 や駆け 引きを 楽しむと ころ︒ 触りた かった ら︑
触れるところへ行きましょう︒
しかし︑お話をするだけで︑またまた一万二千円︒
このまま続けていいのだろうか？
疑問はまだまだ続く・・・

■ たった十分間の語らい ナンバーワン嬢とは？
ナ ンバー ワン嬢 とは︑ お客さん から指 名され る回数が 一番多 い嬢の ことで す︒
今回は少し︑ナンバーワン嬢のことをお話しましょう︒
ナ ンバー ワンと は︑一 番かわい いから なると は限りま せん︒ 一所懸 命営業 して
い るとか ︑話がう まいと か︑聞 き上手だ とか︒ まあ︑ それな りに努力 をしな いと
なれない立場です︒
しかし︑指名する側としてはどうでしょうか︒
指 名がダ ブった 時は︑ その時間 は他の 指名客 と半分こ します ︒二人 だった ら三
十 分ずつ です︒と ころが ︑三人 いたら二 十分ず つ︑六 人いた ら十分ず つです ︒指
名 嬢は︑ 終了時間 五分前 に必ず やって来 ます︒ それは 延長し てもらう ことを おね
だ りする ためです ︒とい うこと は︑六人 ダブっ ていた 時は︑ 最初の五 分と最 後の
五分しかいないということです︒
︵ これは ちょっ と極端 な例です が・・ ・ちな みにお店 によっ ては︑ 均等に 配分
しないところもあります︒先に来た客優先とか︒念のために・・・︶
それでもなぜかナンバーワンを指名します︒それは何故でしょうか？
☆推測その一
そのわずかな時間でも一緒にいる価値がある子である︒
☆推測その二
ノーと言えない日本人が多く︑さすがに指名替えができない︒
︵指名替えとは字のごとく︑他の女の子に指名を替えること︶
☆推測その三
指名嬢の営業がうまく︑ついつい乗せられてずるずる行ってしまう︒
ちなみに営業とは︑アフター及び店外デートがあります︒
ま ずは﹃ 同伴﹄ といっ て︑キャ バ嬢が お店に 行く前に ︑一緒 に食事 をして 一緒
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に お店に 入ります ︒たま に居酒 屋かレス トラン に行く と︑ど う見ても お水系 の女
の子とオジサンが︑一緒に食事をしているところを見かけませんか？
会 社の上 司とお 水系に 見えるの 部下か もしれ ませんが ︑同伴 の場合 は女の 子が
出勤しなければならないので︑早々と帰ってしまうカップルがそうです︒
同伴は︑キャバ嬢の営業行為ではありません︒お店の営業のひとつの形態です︒
同 伴は︑ 同伴料 という のが取ら れます ︒キャ バ嬢も︑ 同伴ノ ルマが ある場 合が
あります︒
結 構仲良 くなる と﹃ア フター﹄ という ものが あります ︒これ はお店 側で義 務付
け られた ものでは なく︑ キャバ 嬢のプラ イベー トです ︒お店 が終わっ てから カラ
オ ケに行 ったり︑ お寿司 を食べ に行った り︑ラ ーメン だった り︒こう いう営 業行
為で︑お客さんを確保します︒
そして﹃店外デート﹄
こ れは︑ キャバ 嬢の休 日に会う ことで す︒指 名の少な い子だ と︑こ ういう 休日
デ ートで 指名を稼 ぐ場合 もあり ますが︑ ナンバ ーワン 嬢レベ ルだと︑ 余程の 上客
で なけれ ばまず応 じない でしょ う︒彼女 たちに とって も貴重 な休日で す︒休 んだ
り ︑好き なことを したい 日に︑ わざわざ お客さ んに会 うので すから︒ 指名の 少な
い子でも︑気に入ったお客さんでないと会わないでしょうね︒
と いうこ とで︑ ほとん どのお客 さんは ︑お店 でのひと ときの ために ︑ナン バー
ワン嬢を指名します︒
ナ ンバー ワン嬢 は︑ナ ンバーワ ンをキ ープす るのが本 当に大 変みた いです ︒ラ
イ バルは たくさん います ︒特に ︑更衣室 等に棒 グラフ が貼っ てあると ころも ある
み たいで す︒ナン バーワ ン嬢は ︑会社で いうと ︑仕事 第一の スーパー ビジネ スマ
ン みたい なもので す︒指 名の本 数︵指名 は一本 ︑二本 といい ます︶を 獲得す るこ
とで頭がいっぱいです︒
ナ ンバー ワン嬢 は︑ま ずお客さ んと恋 愛関係 になる可 能性は 低いで しょう ︒特
に︑店に来たばかりのお客に︑すぐに惚れるなんてことはないでしょう︒
︵キャバ
嬢は︑﹁こんなに好きになった人は初めて﹂とか言って営業します︶
ナ ンバー ワン嬢 を口説 くのは︑ 地道な 努力と 長い年月 が必要 みたい です︒ ナン
バーワン嬢の彼氏にホストが多いなどという話もよく聞きます︒
も しキャ バ嬢を 口説く なら︑少 々レベ ルを落 とした方 が︑ゲ ットで きる確 率が
ぐ っと高 くなるの ではな いでし ょうか︒ 世の中 タイミ ングで ︑一生懸 命通っ てい
る うちに ︑キャバ 嬢が彼 氏と別 れたタイ ミング にあな たが側 にいるか もしれ ませ
ん ︒たい してかわ いくな いキャ バ嬢と言 っても ︑世の 中の女 の子と比 べれば レバ
ルは高めです︒自分の身の丈をよく確かめて︑口説く相手を決めましょう︒
さて︑私はというと︑私の指名嬢は︑かわいくてノリがいいのが理由でしょう︑
ス タイル もいいの です︒ でも︑ やはりナ ンバー ワン嬢 は身の 丈に合わ ないと 思っ
ている人のひとりです︒
﹁指名替えをしたい・・・﹂
そんなことを考えてしまうのでした︒

■ 男だったら指名替え！
昔はキャバクラにハマっていました︒
でも︑今はもう行っていません︒
こ こでは ︑キャ バクラ の失敗談 を語っ ていま すが︑全 てが苦 い経験 かとい うと
そんなことはありません︒
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︵まだ︑失敗というような話にはなっていませんが・・・︶
私 は︑キ ャバク ラで失 敗しない ように と言い ますが︑ 決して 行かな いよう にと
は言いません︒ただ︑
﹁失敗しないように﹂ということでお話しています︒
キ ャバク ラで得 た︑す ごく大事 なもの があり ます︒彼 女いな い歴三 十三年 ︒い
わ ば︑誰 とも付き 合った ことが 無かった のです が︑キ ャバク ラのおか げで︑ 気楽
に 女性と 話ができ るよう になり ました︒ そう考 えると ︑もっ と早くキ ャバク ラや
スナックに行っていればよかったと思います︒
私 の指名 嬢はナ ンバー ワン嬢な ので︑ ヘルプ の女の子 が次か ら次へ と来ま す︒
い ろんな タイプの 女の子 がいる ので︑い ろんな パター ンで話 ができる ように なり
ま した︒ このヘル プの女 の子の 中にはか わいい 子もい ますし ︑すごく 話が合 う子
もいます︒
ただ︑ヘルプの女の子は指名ができないので︑非常に残念です︒
︵別に指名をしてもいいんです︒ただ︑ナンバーワン嬢に気を遣って︶
私 の連れ のキャ バ王は ︑常に一 時間で 帰りま す︒たま に延長 はあり ますが ︑原
則 は一時 間です︒ 理由は ︑彼は もう三年 も同じ 女性を 指名し ていて︑ さすが に話
題 がそん なに続か ないと のこと ︒一時間 くらい なら︑ それま で会わな かった 間の
話 で場が つながり ます︒ それに ︑たまに 来てだ らだら 長く居 るより︑ 回数が 多い
方が印象がいいそうです︒
私 も指名 嬢との 話題が 早くも無 くなり だしま した︒も ともと ︑そん なには 盛り
上 がって いなかっ たので ︑逆に 言えば今 までよ くもっ たなと 思います ︒あま り盛
り 上がら ないので ︑そう いう子 かなと思 ったら ︑他の 席に着 いている 彼女を 見る
と︑結構楽しそうです︒
指名嬢は︑他の席に行く時に︑
﹁行ってきます﹂
と言って席を立ちます︒
それは︑
﹁ここが私の居場所で︑もっとここでゆっくりしたいんだけど︑嫌々向
こうに行ってきます﹂というような意味合いでしょうか︒
よ く︑向 こうの 客がウ ザくて行 きたく ないな ぁ︑とか 言って います が︑ひ ょっ
と したら ︑向こう の席で こっち の席のこ と︵す なわち 私のこ と︶を同 じよう に言
っているかもしれません︒
そ ういう 言葉に 騙され てはいけ ません ︒彼女 と話が盛 り上が らない ︑彼女 が他
の席では盛り上がっている︑話していて楽しいヘルプの女の子がいる︑
これはもう﹃指名替え﹄しかないでしょう︒
こ っちは 客でお 金を払 っている んだか ら︑指 名替えは 当然の 権利で す︒た だ︑
キャバの世界は裏でどのようにつながっているかわかりません︒
︵会社の女性陣もそうかも・・・︶
指 名替え をする と︑当 然今まで の指名 嬢とは 仲が悪く なるし ︑彼女 と仲の いい
女の子にも悪い評判が立つ可能性があります︒
悩みに悩んで・・・
指名替えはできませんでした︒
ホストクラブなんかは︑永久指名と言って︑指名替えは許されないそうです︒
指 名を替 えたか ったら ︑お店を 替えま しょう ！ 盛り 上がら ない女 の子を ずっ
と指名し続けるのも︑無駄な出費です︒
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■ お店が潰れた！
さ て︑結 局指名 替えが できず︑ またダ ラダラ とキャバ クラに 通うこ とにな って
しまいました︒
キ ャバ王 とは︑ 別に飲 み友達で はなか ったの ですが︑ このキ ャバク ラに通 うこ
と で飲み に行くこ とが多 くなり ︑飲んだ 後はか なり高 い確率 でキャバ クラに 行く
よ うにな ってしま いまし た︒そ して︑す ぐいな くなる ナンバ ーワン嬢 を指名 しつ
つ ︑残り の時間は ヘルプ の女の 子と語る のが常 となり ました ︒ただ︑ ヘルプ の子
から見ると︑指名されていないので︑もう一歩踏み込んだ会話になりません︒
﹁本当に何をしに来てるんだろう？ 指名さえ替えられたら・・・﹂
そこで︑事件です︒
キャバ王に︑なつみ嬢から電話がありました︒お店が潰れて︑辞めてしまった︒
今 度︑違 う店で働 くよう になっ たら連絡 すると のこと です︒ ちなみに ︑キャ バ嬢
は お店を 辞めると 音信不 通にな り︑どこ かで働 くと︑ ある日 突然営業 の電話 が来
ます︒
し かし︑ 結果的 には自 由の身に なれま した︒ というこ とで︑ ヘルプ の女の 子と
話 すこと で︑女の 子と話 もでき るように なった し︑世 の中の 全てのキ ャバ嬢 が自
分の彼女になった気分です︒
まずは︑次のお店を決めなくては︒
これからキャバ王との新規開拓の始まりです︒

■ 地雷を踏んだ！ ブスはなぜいるの？
行 きつけ のお店 が潰れ て︑何も かも自 由の身 になった ︵？︶ 我々は ︑毎回 のよ
うに新規開拓をしていました︒
そんな中︑コスプレパブに潜入しました︒コスプレパブとは︑ナースだったり︑
女 子高生 だったり ︑ミニ スカポ リスだっ たり︑ とにか くなん らかの制 服を着 たキ
ャバクラということです︒
さ て︑新 規開拓 の間は いろんな コスプ レパブ に行きま した︒ そこで 共通し て思
っ たこと は︑今ま で行っ ていた キャバク ラに比 べて︑ 比較的 女の子の 質が落 ちる
ような気がしました︒
制服でごまかそうということでしょうか？
今までのお店が︑少々レベルが高めだったこともありましたが︒
そ こで更 に気が ついた ことは︑ 百人が 百人全 員がブス という ような 女性を 何人
か 見かけ ました︒ かわい い女の 子と楽し い会話 をして ナンボ なのに︑ なぜブ スが
いるんでしょうか？
☆推測その一
多少レベルの低い子でも︑そこそこのレベルに見せるため︒
☆推測その二
指名料を稼ぐために︑指名をしなければブスを当てるぞという脅し︒
☆推測その三
頭数︒
余 談です が︑キ ャバク ラはお客 さんの 数が女 の子の数 を上回 った場 合︑女 の子
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が席に着くまで時間をカウントされないところが一般的です︒
︵一対一でなくても︑一席に一人ついたらカウントされます︶
と ころが ︑たと えブス でも席に 着けば カウン トできま す︒そ こで︑ 頭数が 必要
だ という ことも考 えられ ます︒ あとは︑ ナンバ ーワン クラス の女の子 が連れ て来
た とか︒ ただ︑ブ スの女 の子は 待機する ことが 多いの で︑ブ ス同士仲 良くな りひ
とつの地位を築いてしまい︑ブスが軍団になり︑大きな力を持ったりもします︒
そ のブス が席に 着くこ とを﹃地 雷を踏 む﹄と いいます が︑私 も地雷 を踏ん でし
ま いまし た︒フリ ーにな った私 は︑とに かく新 しい指 名嬢が 欲しくて いつも フリ
ーで入ります︒
ところがキャバ王は︑
﹁後で場内﹂と言って入ります︒そして席に着くと︑その
優れた動体視力でかわいい子を瞬時に判断して席に呼びます︒
ち なみに 場内と は︑席 について から場 内︵つ まりお店 の中︶ で︑指 名をす るこ
と です︒ それに対 して︑ 普通は 入り口で 指名を します ︒しか し︑それ を場外 指名
とは言いません︒︵ちなみに︑入り口での指名を﹃本指名﹄といいます︶
さ て︑私 のとこ ろにブ スがやっ て来ま した︒ 単なるブ スでは なく︑ よく漫 画で
ブスキャラっていますよね︒その典型的なブスが来ました︒
ただ︑ブスであるんなら︑それを男だと思えばまぁ時は過ごせますが︑ 話,しか
けてもほとんど反応なし︑会話なし︒それこそ︑ブスーっとしています︒
も うその 時間は 苦痛で した︒多 分︑今 まで生 きてきて ︑一時 間を一 番長く 感じ
たでしょう︒
もうそろそろ時間かなと思い︑時計を見たら十五分しか経っていませんでした︒
︵これは︑本当の話です︒︶
と にかく ずっと 沈黙︒ ただ︑女 子高生 パブだ ったので ︑他の 女の子 を見て 時間
が潰せました︒
そ して︑ 身も心 も全て がボロボ ロにな った時 ︑やっと 一時間 が経ち ました ︒正
に ︑拉致 から開放 された 心境で す︒指名 とはこ のよう な事故 を避ける ために ある
ん でしょ う︒確か に指名 料はも ったいな いけど ︑この ような 苦痛な時 間をお 金を
出して過ごすよりは︑遥かにましでしょう︒
指 名の大 切さを ︑つく づくと感 じた日 でした ︒日に日 に成長 する自 分を見 て︑
これでいいのでしょうか？ だんだんと︑キャバクラにハマっていきます︒

■ 初めてのお気に入り・・・しかし
大きな地雷を踏んだ私は︑新規開拓にはすっかり慎重になってしまいました︒
そ んな中 ︑キャ バ王の お気に入 りのな つみ嬢 が︑新し いお店 で働く ことに なり
ました︒
そのお店は︑キャバクラだらけの古びた雑居ビルの七階︒とてもじゃないけど︑
飛び込みで入る客はまずいないような場所です︒
雑 居ビル の周り もキャ バクラ雑 居ビル だらけ で︑その ビルの 入り口 あたり は客
引 きのお 兄さん方 でいっ ぱいで す︒これ だけ客 引きが 多いと ︑何気な くここ を通
過することは難しいでしょう︒
さ て︑今 度のお 店は前 のお店の 系列店 で︑規 模は女の 子３０ ％減と いうと ころ
でしょうか︒レベルは︑前とそんなに変わらない程度です︒系列店ですから︒
地 雷だら けの戦 場から 来たので ︑今度 は天の 花園とい う感じ です︒ 顔ぶれ を見
て も︑前 回の店か ら流れ て来た 娘が何人 かいま した︒ ただ︑ 例のナン バーワ ン嬢
はいませんでした︒
ひとまずはホッ︒

私 は︑席 に着く とすぐ にまずは トイレ に行き ました︒ そこで 優香似 の女性 とす
れ違いました︒私は彼女のことはとってもかわいく思いました︒
た だ︑通 常はこ ういう かわいい 子が席 に着く ことはほ とんど ありま せん︒ だか
ら場内指名をしなければならないんでしょうね︒
し かし︑ 席に着 くとな んとその 彼女が やって きました ︒なん か︑こ ういう のっ
て運命を感じます︒
話 をする と︑彼 女の住 んでいる ところ が︑以 前に私の 住んで いたと ころで ︑共
通の話題もあり︑話がけっこう盛り上がりました︒
か わいい し︑感 じもい いし︑共 通の話 題もあ るし︑も う最高 ！ と いう感 じで
した︒
し かし暫 くする と︑彼 女は席を 立って 他の席 に行って しまい ました ︒指名 がダ
ブっていたのでしょう︒残念ではありましたが︑彼女の帰りを待ちました︒
と ころが ︑彼女 は戻っ てくるこ となく ︑時間 になって しまい ました ︒何故 彼女
は戻って来なかったのかと︑ボーイさんに問うと・・・
私が彼女を指名していなかったから︒
そ う︑ナ ンバー ワン嬢 の頃は︑ 指名が 当たり 前だった ので︑ 彼女を 指名す るの
を すっか り忘れて いまし た︒そ う言えば ︑彼女 が席を 立つ時 ︑普通は ﹁行っ て来
ま す﹂と 言って席 を立つ のです が︑彼女 は﹁ご ちそう さま﹂ と言って 去って 行き
ました︒
気づくべきであった・・・
非 常に大 失敗だ ったの ですが︑ また来 ればい いだけの 話です ︒名前 もしっ かり
覚えているし︒
し かし︑ 出勤日 をちゃ んと確認 してい なかっ たので︑ 次に行 った時 は彼女 はい
ませんでした︒
その次も︑その次も・・・
そうして︑﹁彼女は辞めました﹂と言うことを告げられました︒
初めて自分の意思で指名をするはずの子だったのです︒
まだまだ︑お気に入り嬢に出会うのには︑時間がかかるのでしょうか︒
いつになったら︑一人で歩けるのでしょうか？
キャバクラ歴九ヶ月です︒

や っとで きたお 気に入 りを逸し てしま い︑ま たいつも のよう にキャ バクラ へ行
ってしまいました︒

■ キャバ嬢とデートの約束

そ こへ︑ なんと 私がデ ビューし た店の ナンバ ーワンの あゆみ 嬢が入 店して しま
っ たので す︒指名 替えで きず︑ お店が潰 れたお かげで やっと 彼女から 開放さ れた
のに︒
しかし︑指名する義務はありません︒
考えに考え抜いて︑結局・・・
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指名してしまいました︒
し かし︑ その時 のあゆ み嬢はと っても 愛想が よく︑そ れはそ れで楽 しい時 間を
過 ごすこ とができ ました ︒だけ ど彼女は 元ナン バーワ ン︒今 は︑復帰 したば かり
な ので指 名が無く ︑ずっ と私の 席にいま した︒ この状 態が続 くなら︑ 彼女は ＯＫ
で す︒で も︑結局 はまた ナンバ ーワンに なって しまい ︑最悪 一時間に 十分し か居
ないことになるのでしょう︒
店を出て︑悩みに悩んで︑やはり彼女を指名しないことを決断しました︒
次の時︑男四人で繰り出し︑私はフリーにしました︒
そ こで︑ キャバ 王はも ったいな いので ︑他の 友人にナ ンバー ワンの あゆみ 嬢を
つけてあげました︒
あ ゆみ嬢 は当然 私が指 名したも のと思 い︑私 の隣に座 ろうと すると ︑ボー イさ
ん が私の 向かいの 席を指 定︒彼 女は不思 議な顔 をして ︑私の 向かい側 の友人 の隣
に座りました︒ちなみに︑これからも私はこの店に通い続けますが︑これより先︑
このあゆみ嬢と会話をすることは二度とはありませんでした︒
私の隣には︑女の子が座り︑またいつものようにそこそこの話をしていました︒
そうして︑彼女に指名が入り︑また次の子が席に着きました︒
そ の子は ︑例え るなら 元モー娘 ︒の﹃ 保田圭 ﹄似の子 でした ︒圭ち ゃんを かわ
い いとい う人はあ まりい ないの かなぁ︒ でも︑ 圭ちゃ んもそ の辺にい るとか わい
んじゃないかなぁ︒
彼 女は︑ 私の会 社と同 じ系列の 会社の ＯＬで す︒週に 三日お 店に入 ってい て︑
海 外旅行 に行くお 小遣い を貯め るためだ けに働 いてい るみた いです︒ 圭ちゃ んの
働 いてい る街と私 の働い ている 街が同じ で︑会 社の共 通の人 物の話や ︑その 街の
話 で盛り 上がりま した︒ そして ︑彼女が よく行 くバー は私も よく行く バーで ︑明
日そこで一緒に飲もうという話になりました︒
そ うして チェッ クの時 間になり ︑我々 は帰り ました︒ しかし ︑彼女 が席に つい
て から我 々が帰る まで︑ わずか 十五分の 話でし た︒こ んなの で︑デー トはＯ Ｋな
のでしょうか？
果たして︑彼女は待ち合わせの時間に来るのでしょうか？
キャバ王︑﹁来ない方に一票﹂ということでした︒
世の中は甘いのでしょうか？ 苦いのでしょうか？

■ キャバ嬢とデート？
さて︑キャバ嬢圭ちゃんとのデートの日︒
同 伴も無 し︑ア フター も無し︒ 指名す らして いない圭 ちゃん と果た してい きな
りデートなんかできるのでしょうか︒
友人のキャバ王曰く︑
﹁ 絶対来 ない︒お まえは まだキ ャバクラ の現実 をわか ってい ない︒キ ャバ嬢 は平
気で約束を破って︑それで後で会ってもケロっとしているもんだ﹂と︒
棚からぼた餅は落ちてこない︒ひょうたんからコマは出てこない︒
そう説得され︑それでも所定の時間に所定の場所へ︒
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しかし︑仕事が長引き待ち合わせ時間に遅れそうになってしまいました︒
ちょっとでも遅れたら︑例えば遠くから見ていて︑
﹁いないから帰っちゃった﹂
と言われたらおしまいです︒
も し来な かった ら︑会 って問い ただそ うと思 ったので すが︑ 問いた だすた めに
は︑指名をしなきゃあならないんですね︒
結局罠か？
そうして︑約束の時間︒

来ない・・・
で も逆に なんか ホッと しました ︒ここ 数年女 性と食事 をした ことも ないし ︑正
直 何を話 していい のかも わから ないし︒ キャバ クラだ と︑こ ちらは客 だから ︑キ
ャバ嬢が気を遣って話してくれるけど︑デートだとそんな義務はないでしょうし︒
そんな︑いろいろなことを考えていたら︑
彼女が現れました︒
正 確には ︑たっ た十五 分しか話 してな いし︑ 顔をよく 覚えて いなか ったの で︑
彼 女らし き人が現 れまし た︒た だ︑彼女 もこち らを見 て挨拶 している ので︑ 多分
彼 女が圭 ちゃんな んでし ょう︒ キャバク ラで見 るのと 少々雰 囲気が違 って︑ 正に
ＯＬさんと言った感じでした︒
し かしな がら︑ キャバ クラとは お酒を 飲んだ 勢いで行 くとこ ろです ︒今の 私は
ま さにシ ラフです ︒それ に︑女 性とこう して二 人きり で食事 をするな んて︑ 本当
に何年ぶりかなので︑何を話していいやら・・・
﹁この間お店で︑海外旅行の資金を稼ぐために働いているっていったよね？﹂
と︑何とか話を切り出しました︒
﹁どこに行くの？﹂
﹁ロサンゼルス﹂
おっ︑ロサンゼルスは私は以前行ったことがありました︒
実は私 は海外旅 行が好 きで︑ ひとりで あちこ ちに行 ったこ とがある のです ︒人
に語れる唯一の趣味かもしれませんが︑数少ない話が彼女にハマったみたいです︒
﹁女性と話す時は海外旅行ネタが使えるかもしれないなぁ﹂
そんなことを考えながらも︑この話は意外と盛り上がりました︒
一 時間く らい経 った頃 でしょう か︒彼 女が︑ 半分くら い残っ たロン グカク テル
を一気に飲みほしました︒
﹁あっ︑もう帰る時間なんだな﹂と思いました︒
ところが︑彼女は青汁のおかわりのように︑﹁もう一杯﹂と注文をしました︒
﹁あれ？ 帰るんじゃないんだ﹂と︑心の中で安堵の気持になりました︒
そうして︑時間は十一時半近く︒
彼 女は︑ 少々遠 いとこ ろなので ︑もう そろそ ろ帰らな いと間 に合い ません ︒し
かし︑わざわざこちらから帰すようなことを言うのも・・・︒
ここは︑彼女から帰ると言い出すまで︑待っていようと思いました︒
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そうして︑時間は午前一時︒閉店時間です︒
飲 んだカ クテル は二人 で三十杯 ︒お値 段は︑ 四万円︒ キャバ クラ代 以上で す︒
時 間は六 時間一緒 にいた ので︑ 彼女とキ ャバク ラで六 時間飲 んだと思 えば︑ かな
りお得だったのかもしれませんが・・・︒
さて︑この先です︒
どうしようか︒私も帰れなくなってしまいました︒
考 えられ るのは 朝まで カラオケ ですね ︒彼女 はカラオ ケが好 きで︑ 週に二 回は
行っていると言っていたし︒
特 に次に 行く先 を決め ずに私た ちは店 を後に して︑エ レベー ターで 一階に 降り
て行きました︒
ところが︑なぜか︑どうしてかわからないけど︑
彼女とキスをしてしまいました︒
そして︑彼女に腕を組まれて︑一気に恋人モードです︒
そうなると︑行き先はカラオケでなく︑当然ホテルでしょう︒
まてよ？ ホテル？
彼女いない歴三十三年︒ホテルなんて行ったことがありません︒
ホテルってどこにあるの？
どうやって入るの？
今からでも入れるのぉ？

キャバ嬢とホテルに行くことになった私︒

■ キャバ嬢とホテルへ
無事？

.
で すが︑ ホテル なんて 行ったこ とがあ りませ ん︒ここ はビジ ネス街 ︒当然 ホテ
ルはありません︒とにかくタクシーで移動しなければホテルはありません︒確か︑
高 速道路 の出口近 辺にホ テルが いっぱい あった ような 気がし ましたが ︑まさ かこ
こ からタ クシーに 乗って そんな 遠くには 行けま せん︒ 運を天 にまかせ ︑タク シー
に乗り込み︑とにかく渋谷へ行くことにしました︒
タ クシー を降り てまわ りを見渡 すと︑ 駅とは 反対方向 に歩い て行く カップ ルが
何組かいました︒
もう︑ついて行くしかないですね︒
多分︑彼女に聞けば一発でわかるんでしょうけど︑そんなことは聞けません︒
そうして︑少し歩くとホテルが見えてきました︒
やったぁぁぁぁ！
ち なみに ︑彼女 はまさ か私の頭 の中が パニッ ク状態に なって いるな んて思 って
も いない でしょう が︑私 は六時 間も飲ん だカク テルや ら水割 りやらが どこか へ行
ってしまいました︒
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ん？ 入り口はどこ？
ついたてで仕切られていて︑入り口が隠れている︒
つ いたて の陰に 入り口 らしきド アが︒ そこか ら中に入 ると部 屋の写 真が一 枚だ
け光っているのが見えました︒
そ の下に ボタン ︒はっ きり言っ て入り 口も︑ このボタ ンも何 から何 まで初 体験
で︑どうしていいのかはわかっていませんでした︒
しかし︑ここは思い切って︑
ボタンをプッシュ︒
受付らしきところに人の気配︒そこからカギをいただいて部屋に向かいます︒
何もかもが初めてで︑本当に何をしていいのかさっぱりわかりません︒
部屋に入って二人きりになって︑あらためてキスを︒
本当に恋人同士のようなムードです︒
知り合って３日目︒
逆に言うと︑３日前までは存在も知らなかった彼女︒
その彼女といきなり恋人同士のようなムードになるなんて︒
私はゆっくりと彼女の胸に手を伸ばし︑そのままベッドに倒れ込みました︒
それからは︑本能のまま︑動物のように・・・・

私たちは次の日︑朝早く起きて︑彼女とは駅で別れました︒
携帯の番号は聞いたけど︑彼女には彼氏がいるとのことです︒
ということで︑キャバ嬢が彼女になったわけではありません︒
た だ︑そ んな彼 女でも とっても かわい く思え たし︑そ してと っても 好きに なっ
てしまいました︒
今 後︑こ の付き 合いは どうなっ ていく んだろ う︒一夜 だけの 付き合 いだっ たん
でしょうか？
キャバクラ経験十ヶ月目の出来事でした︒
でも︑彼女の正体って︑いったい何なんでしょう？

■ 天使？ 悪魔？ ホテルに行った彼女は何者？
﹃キャバ嬢とホテルで過ごす﹄という︑ドラマのような体験をしました︒
これは︑彼女の気まぐれ？ 本気？ それとも営業か？
私は家に帰って︑着替えてそのまま会社に行きました︒
そして︑会社でキャバ王に会いました︒
﹁昨日は彼女は来なかっただろう？﹂
﹁いや︑彼女は来てくれたよ﹂
﹁そうなんだ︑じゃあ飲みに行ったの？﹂
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友人のキャバ王に全てを告白しました︒
非常に冷ややかな目で見られます︒
﹁ビギナーズラック﹂彼は言います︒
そうこうしているうちに︑恒例のキャバクラへ行く日︒
当然私は︑圭ちゃんを指名︒
そ の時は ︑ホテ ルで過 ごしたの が本当 なのか と思うく らい︑ 自然に 会話を して
い ました ︒ただ︑ 彼女と は一晩 中一緒に いた関 係なの で︑と っても親 しい感 じで
のキャバクラでのひと時でした︒
よく考えてみたら︑今回が初めて自分の意思での指名でした︒
そ うして ︑なぜ か彼女 と電話を するこ ともな く︑キャ バクラ に行っ た時に デー
ト の約束 をします ︒そし て︑デ ートをし て︑時 にはま たホテ ルに行き ます︒ しか
し︑その時は次のデートの約束をしないで︑またキャバクラに行きます︒そして︑
そこでデートの約束をします︒
この繰り返しです︒
そう考えると︑これが彼女の営業方法なのか︑どうなのか︒
彼女は︑週に二〜三回入っていて︑固定の指名は二人︒両方ともオジサンです︒
二 人とも 早めに来 るので ︑私と バッティ ングす ること はあり ません︒ 彼女は ︑旅
行 資金を 貯めるだ けに働 いてい るので︑ できれ ば指名 はされ たくない と言っ てい
ました︒
こういう︑キャバクラ嬢もいるんでしょうか︒
そうして︑キャバクラへ行って︑デートをして︒これを繰り返しました︒
彼女には彼氏がいて︑今はうまくいっていないとの告白がありました︒
チャンスか？
彼 女に旅 行資金 が貯ま り︑そろ そろ辞 める時 期になっ た頃︑ 私は大 きなプ ロジ
ェ クトが 始まって しまい ︑それ こそ︑キ ャバク ラどこ ろか︑ 家にも帰 れない 日々
が続きました︒
彼 女のこ とは気 になっ てはいま したが ︑こち らから電 話をす ること もなく ︑彼
女からかかってくることもありませんでした︒
三ヶ月が過ぎ︑プロジェクトが落ち着きました︒
彼女が店を辞めたことは︑キャバ王から聞いていました︒
そして︑思い切って彼女に電話をしてみました︒
彼女は既に︑普通のＯＬに戻っていました︒彼氏とは別れたと言っていました︒
また︑一緒にゴハンを食べに行こうと約束をしました︒
で も︑そ の電話 を最後 に彼女に は電話 をして いません ︒また ︑彼女 からも 電話
はかかって来ませんでした︒
とっても不思議な子でした︒
で も︑今 でも彼 女と過 ごしたこ とは忘 れない し︑モー 娘︒の 保田圭 ちゃん も好
きになってしまいました︒
キャバ歴︑一年四ヶ月の出来事でした︒
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第二章 ︻初級者編︼

■ もしもキャバクラが無かったら
久しぶりに歌舞伎町に来ました︒
こ の街を 歩いて いると ︑ちょっ とカワ イイ女 の子は︑ みんな キャバ 嬢に見 える
のは﹁わたしだけ？﹂
尾 行して いくと ︑みん などこか のお店 か風俗 に入って 行くよ うな気 がしま す︒
よ く考え てみたら ︑キャ バクラ というの は私み たいに モテな い男や︑ 女性に 縁遠
い オジサ ンに︑ち ょっと した﹁ 非現実空 間﹂を 与えて くれて いるのか もしれ ませ
ん︒
も しもキ ャバク ラがこ の世に無 かった ら︑あ んなにレ ベルの 高い女 性と︑ ひょ
っ とした ら生涯会 話をす ること なく︑人 生を終 えてし まうか もしれま せん︒ そう
考 えると ︑キャバ クラは 我々に 夢を与え てくれ る場で あり︑ キャバク ラ嬢は ︑天
使なのかもしれません︒
私 は︑今 では全 くキャ バクラに 行かな くなり ましたが ︑あの 営業電 話や営 業メ
ー ルが懐 かしくな ること があり ます︒最 近あま りにも 迷惑メ ールが多 いので ︑迷
惑メールを防止したら︑メールが誰からも来なくなりました︒
私のメールは迷惑メールで成り立っていたんでしょうか？

ランパブ初体験

ということで︑キャバクラ失敗体験談第二章の始まりです︒
第二章・初級者編は︑いきなりランパブです︒

結局は︑そこには﹁真実は無い！﹂

キャバ嬢は︑嘘をつかなければ仕事にならない︒

私 は今ま で︑キ ャバク ラ嬢のこ とを悪 く思っ ていまし たが︑ この街 を歩く と︑
何やら懐かしい事柄が︑走馬灯のように頭を巡ります︒
キ ャバ嬢 は︑嘘 をつく のが仕事 みたい に思っ ていまし たが︑ そこは 訂正さ せて
いただきます︒

■

仕事が忙しくなり︑すっかりキャバクラはご無沙汰になってしまいました︒
キャバ王は相変わらず通っていたみたいですが︑私は倉庫の中に缶詰め状態で︑
世の中のどんな女性を見てもかわいく思うくらい感覚がマヒしていました︒
仕事も一段落ついて︑久々にキャバ王との飲み会です︒
当然いつものように︑二次会はキャバクラ︒
と ころが ︑キャ バ王は 最近マン ネリし てきた と訴え︑ また新 規開拓 をする こと
になりました︒
そして︑新規開拓先はなんとランジェリー・パブです︒
道を歩いていたら︑オジサンから割引券をもらって行くことにしました︒
お 店に入 ると写 真がず らり貼っ てあり ︑好き な子を指 名でき ます︒ 風俗に はよ
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くある傾向です︒そして︑写真のふちに﹁トップレス﹂とマークがあります︒
こ の﹁ト ップレ ス﹂マ ークは︑ ショー タイム の時にブ ラをは ずす意 味とい うこ
とです︒
ち なみに ︑最近 ではラ ンパブと は死語 に近く ︑今では ﹁セク キャバ ﹂とい うの
が 市民権 を得てい るよう な感じ です︒セ クキャ バでは ショー タイムは ﹁お触 りタ
イ ム﹂で すが︑当 時のラ ンパブ のショー タイム は女性 が目の 前でトッ プレス にな
る程度で︑お触りは無しです︒
キャバ王は︑迷わずトップレス嬢を指名︒
私は︑いつものようにフリーで入場です︒
私 の友人 キャバ 王は︑ ぱっと見 コワイ 感じで ︑二人で フリー で入る と︑必 ず彼
にカワイイ子がつけられて︑私には︑いかにもヘルプという感じの子がつきます︒
しかし︑今回は彼は写真指名をしています︒
その時私の席に着いた子は︑山田優に似た感じの子です︒
ス タイル は超抜 群︒背 も高くモ デルみ たいに スラっと してい て︑と にかく 足が
めちゃめちゃ綺麗︒
ただし︑胸は無い︒
ラ ンパブ はキャ バクラ と違って ︑女性 が腕を 組んでき たり︑ 肩を抱 いたり ︑ふ
とももをスリスリしたり︒
とにかく︑どの席も密着モードです︒
私も︑その美人の優ちゃんと超ラブラブモードで︑もう最高です︒
そしてショータイム︒
キャバ王のひざの上で︑巨乳ギャルの胸が揺れています︒
私に付いた子は︑トップレスにはならない子です︒
どうしてトップレスにならないのかと聞くと︑胸が小さいからだとか・・・
なっとく・・・
し かし︑ ラブラ ブモー ドで調子 に乗っ て︑シ ョータイ ムの時 にブラ の中に 手を
入れて︑胸をモロに触ったり︑口にキスをしてもらったりと︒
シ ョータ イムは プラス 二千円で すが︑ そのプ ラス分が 無けれ ば︑キ ャバク ラと
費用は変わりません︒
費 用対効 果︒そ れを考 えると︑ ランパ ブのほ うがずっ とお得 ︒かわ いいし ︑超
密着ラブラブだし︑あちこち触れるし︒
彼女は指名上位かと思いきや︑全然席を動きません︒
結局一時間︑彼女は全く動きませんでした︒
これは︑当たりだ！
今度から︑ここに通うぞ！
そう思ったのでした︒
ち なみに キャバ 王の指 名嬢は︑ カワイ イし巨 乳でした が︑ず っと彼 氏の話 ばか
り してい たとか︒ もう指 名しな いみたい です︒ しかし ︑彼も リベンジ したい とい
うことで︒
また次回もランパブへ︒
そこには︑思わぬ落とし穴が・・・︒
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■ キャバ嬢にヤラれた！
超 かわい くて︑ ラブラ ブモード の優ち ゃんに ︑もう会 いたく て会い たくて たま
り ません ︒彼女は 私のこ とをす ごく好き だと言 ってい ました ︒好きだ から︑ キス
もしたと︒その言葉を１００％信じました︒
﹁ついに彼女ができた！﹂
しかも︑こんな美人︒
そうして︑キャバ王と再びランパブへ︒
入り口で彼女を見かけ︑彼女もこちらに気づきました︒
彼女は私のことを当然覚えていました︒
﹁彼氏だから当然﹂・・・バカだねぇ︒
し かし︑ なかな か彼女 は席に着 きませ ん︒今 日は指名 が入っ ている のか︒ 彼女
は奥の方に見えます︒
そうして彼女が移動しました︒
しかし︑私の席には来ません︒
やっと︑彼女がやって来ました︒
﹁今日は指名がたくさん入ってるの？﹂私が聞くと︑
﹁たまたま重なっただけ﹂と彼女は答えます︒
そうしてちょっとしたら︑また彼女は席を離れて行きます︒

この店のナンバーワンだよ﹂と︒

そろそろ一時間が経ちますが︑彼女は帰って来ません︒
皆さんはもうお気づきでしょうか？
ヘルプで着いていた子に聞きました︒
﹁優ちゃん？

ヤラれたぁ〜︒
ま たまた 指名嬢 はナン バーワン 嬢︒そ うして ︑私が帰 るぎり ぎりの ところ で席
に戻り︑延長をおねだりします︒
か わいい けど︑ すごく 裏切られ た感じ で︒や っぱりナ ンバー ワンと もなる と接
客 がすご い︒前に ナンバ ーワン の件がな ければ ︑この ナンバ ーワン嬢 の術中 にハ
マっていたでしょう︒
私は指名替えを決意！
前みたいに︑
﹁男だったら指名替え！﹂と言いながら︑ずるずる行くことはあり
ません！ まだ︑指名は一回だけ︒傷は浅いぞ！
ということで︑本気で指名替えをしました︒
で も︑ナ ンバー ワンっ てプライ ドがす ごく高 いので︑ 指名替 えは︑ 屈辱で しょ
う ね︒指 名替えを すると ︑お店 の中では すごく 気まず くなり ます︒彼 女が近 くに
来 ると緊 張したり します ︒それ でも︑彼 女とは もう口 をきく ことも無 く︑同 じ空
間で過ごすことになるのです︒
と ころが ︑この 彼女と は数年後 に再会 します ので︑ラ ンパブ の優ち ゃんを 覚え
ておいてください︒
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■ キャバクラ出入り禁止
ナ ンバー ワン嬢 の指名 替えをあ っさり 決意し て︑何く わぬ顔 をして 再び例 のラ
ンパブへ︒
入 り口で ︑ナン バーワ ンの優嬢 ににっ こり挨 拶されま したが ︑また またフ リー
で入場しました︒
席にやって来たのは︑観月ありさ似？
大きなカテゴリの中に入れてしまえば︑みんな誰かに似ているものです︒
三遊亭圓楽もカテゴリ的には舘ひろしの分類に入るという意見もあります︒
︵馬ってカテゴリか？︶
さ てこの 観月あ りさ似 嬢ですが ︑観月 ありさ の全ての パーツ を拡大 してく ださ
い ︒腕も ︑足も︑ 体も︒ しかし ︑何故か 胸は拡 大しま せん︒ しかも︑ 観月あ りさ
と 言えば ︑小顔が 売りで すが︑ そのパー ツも大 きくし てくだ さい︒そ れが︑ 席に
着いたありさ嬢です︒
し かし彼 女との 話は結 構盛り上 がりま した︒ そして︑ 彼女は キャバ クラで 働く
のがあまり好きでないとのこと︒席に着く客の九割は︑嫌な客だと︒
しかし︑私の席に着いて︑久しぶりの﹁当たり﹂の席だと喜んでいました︒
うーん︑キャバ嬢の常套手段︒しかし︑当時は喜ぶべきお言葉︒
彼 女の方 から︑ 今度一 緒にゴハ ンを食 べよう とも言っ てきま した︒ そんな にカ
ワ イイ子 ではない けど︑ ノリは ばっちり ︒そし て︑彼 女と携 帯電話の 番号を 交わ
しました︒
彼 女が言 うには ︑いつ も勤務の 前にゴ ハンを 食べてか ら行く から︑ その時 に一
緒に食べようというものでした︒
それって・・・同伴？
しかし︑店に来いとは言っていない︒
そして︑彼女と会う日︒
彼女の友達も一緒でした︒
そ の友達 ︒芸能 人に似 た人はい ない感 じです ︒女子プ ロレス ラーに よくい そう
なタイプかな？ ありさ嬢もデカいが︑この女子プロ嬢も更にひとまわりデカい︒
飲み屋でかなり盛り上がり︑三人ともかなり酔っ払っていました︒
そうして︑﹁お店に来る？﹂と聞かれ︑酔った勢いで行ってしまいました︒
三 人でお 店に向 かった のですが ︑私は １６０ ｃｍの小 男︒ま さに︑ 両手に 花で
はなく︑両腕を組まれ︑単に連行されている風景でした︒
そして︑三人でお店に乱入？
酔 っ払っ た三人 は︑店 でも大盛 り上が り︒キ スはする は︑パ ンツに 手をつ っこ
むは︒もうやりたい放題︒めちゃめちゃ︒
あ まりの 失態ぶ りに︑ 店長がや って来 て︑二 ︑三度注 意され たあと ︑店を 出さ
れてしまいました︒
思えば︑これがキャバクラひとりデビュー＆初同伴でした︒
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もう︑キャバ王がいなくてもひとりで行けるぞ！
しかし︑これって出入り禁止ってこと？

■ 巨女は六人組
酔いがさめて・・・
昨日の出来事︒
半分は覚えていて︑半分はよく覚えていません︒
ただ・・・なんとなくランパブで大騒ぎした記憶が・・・
しばらくして︑ありさ嬢から電話がありました︒
彼 女も彼 女の友 達も良 く覚えて いない とか︒ ただ︑あ まり気 にしな いでま た来
ればと言われました︒
そ れから 何度か ︑あり さ嬢とは 出勤前 に食事 をして︑ 同伴を するこ となく 家に
帰りました︒
そうしてキャバクラに行かない日が続きました︒
ありさ嬢から︑みんなで鍋をやるから来ないかとの連絡︒
﹁みんな？ 何人来るの？﹂
﹁五人﹂
これは一人で行ってはもったいない︒
さっそくキャバ王に連絡して︑鍋料理店へ︒
そこには︑ありさ嬢と女子プロ嬢の他三名︒
ん〜︑何と表現したらいいか︒正直︑あまりかわいくなくて︑しかもデカい︒
ひとりを除いては︒
このひとり︒
みんな巨大なのに︑彼女だけは小柄です︒乙葉似のかわいい子︒
乙葉似の彼女は指名上位の子︒あとの四人は︑下位指名を支えているといった
ところでしょうか︒
それにしてもデカい︒
平均身長１６７ｃｍといった感じです︒
﹁いつも五人なの？﹂とありさ嬢に聞くと︑
﹁ううん︑私たちはいつもは六人だよ︒私達と優ちゃん﹂
﹁ゆ︑優ちゃん？﹂
﹁ ハンち ゃん︑優 ちゃん を指名 替えした でしょ ︒彼女 ︑怒っ てたよ︒ ナンバ ーワ
ンだからね︒でもね︑今回はちゃんと気をきかせて呼ばなかったんだから﹂
﹁そうだったんだ・・・﹂
ホント︑この世界︒どこでどうつながっているかわからない︒
とりあえず︑キャバ王と私と五人組み︒
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二対五の合コンみたいになりました︒
飲 み会は 盛り上 がった というよ り︑彼 女たち の飲み会 に我々 が参加 してい る感
じです︒
酔 っ払っ てけっ こう乱 れてきた 頃︑そ ろそろ 出勤時間 という ことで ︑彼女 たち
はいきなり化粧をし始めました︒
マ タもガ バっと 広げて ︑パンツ も丸見 え︒完 全に我々 が男だ という ことを 忘れ
ている感じです︒
ま っ︑パ ンツが 見えて も︑彼女 たちは ランパ ブ嬢だか ら︑あ とでた っぷり パン
ツが見えるわけで・・・
キ ャバ王 は︑ア ッケに とられて いたま したが ︑乙葉嬢 を気に 入って ︑今後 彼女
を指名することに︒
キャバ嬢とプライベートで仲良くなったけど︑これでいいのかな？
この後︑この連中とずるずるとお付き合いします︒

■ 私の席は待機席
ありさ嬢をはじめとした一派は︑決してブスではありません︒
キ ャバ嬢 にして はかわ いくない という ことで ︑一般で 見ると ︑普通 のデカ い子
たちです︒
ありさ嬢︑女子プロレス嬢︑乙葉嬢の他を紹介しましょう︒
ひとりは︑オセロの中島知子似のデカい嬢︒
もうひとりは︑ドラえもんのスネ夫とかキツネとかに似た子です︒
この二人は︑一応スリムです︒
さて︑﹃待機席﹄ってご存知ですか︒
お 客さん の数よ りも︑ 女の子の 数の方 が多い 場合︑女 の子が 一箇所 にかた まっ
て座っています︒固定席があったり︑たまたま空いているところであったり︒
女の子が待機している席で︑﹃待機席﹄と言います︒
オープン直前から夜九時頃までは︑誰かしら座っているんじゃないでしょうか︒
特に同伴で入る時︑待機嬢全員に迎えられる場合があります︒
これって︑結構恥ずかしい︒
ス ナック だと︑ 女の子 の数の方 が多い 場合は ︑全員を 分散さ せて付 けたり しま
す ︒客が 私だけだ と︑一 人に複 数の女の 子がつ いたり します ︒最高で ︑二時 間他
のお客が来なくて︑八人の女の子がついた時がありました︒
あくまでもスナックの話︒
さて︑五人組に気に入られた︵カモられた？︶私は︑再びランパブへ︒
私 があり さ嬢と 席に座 っている と︑残 りの四 人がやっ て来て 宴会状 態です ︒乙
葉 嬢はす ぐにいな くなり ますが ︑他はみ んな残 ってい ます︒ そして︑ 店が混 んで
くるとひとり︑またひとりいなくなります︒
と ころが ︑あり さ嬢を 指名する もの好 きもい ます︒一 応︑彼 女たち 五人組 にも
指 名客が いるよう です︒ そうす ると︑誰 かがこ の席に 残りま す︒こん なこと が毎
度続きました︒
と 言うこ とは︑ 私の席 はまず五 人組の 宴会か ら始まり ︑最後 には誰 かが残 りま
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す ︒ちな みに︑単 なる待 機席に なってい るだけ なので 指名料 はありさ 嬢の分 しか
かかりません︒
非 常に高 い確率 で残る のは︑知 子嬢で す︒彼 女は二十 五歳で この中 で一番 年長
なので︑一番話が合いますし︑話していて︑ほっとするものがあります︒
五 人がぐ るぐる 回って いるだけ なので ︑私の 席にはヘ ルプ嬢 は来ま せん︒ 正直
言 って︑ もっと他 の女の 子を知 りたいの ですが ︑それ は万一 ︑全員に 指名が 入っ
た 時でし ょうが︑ そんな ことは 一度もあ りませ んでし た︒だ から私は ︑この 店に
どんな子がいるのか全然知りません︒
この︑別名﹃待機席﹄である私の席︒
指 名の最 中でも ︑女の 子が戻っ て来て 休憩し ていきま す︒は っきり 言って ︑乙
葉 嬢以外 はみんな ヤル気 無し︒ ただ︑他 の客か ら見る と︑女 の子を五 人囲っ てい
るわけで︑なんてハーレムな金持ちなんだろうと思われていたのでしょうね︒
で もね︑ キャバ クラっ て︑かわ いい女 の子と 会話を楽 しむと ころで ︑なん か目
的が全然変わってしまっているような・・・

■ ありさ嬢の誕生日
キャバクラ嬢の誕生日はビッグイベントです︒
それは︑誕生日をエサにお客を呼ぶわけです︒
自分に彼女がいたら誕生日ってビッグイベントですよね？
疑 似恋愛 の場で あるこ こでも︑ 疑似彼 女の誕 生日とい うわけ ですか ら︑お 気に
入 りのい るお客は ︑その 彼女で あるキャ バ嬢を お祝い する︑ それが誕 生日イ ベン
トです︒
ど れだけ のお客 がお祝 いに来て くれる かで︑ その子の 価値が 判断で きると 言っ
て もいい でしょう ︒それ は︑キ ャバ嬢に とって も自分 の価値 を確認で きる︑ 現実
を見る︑ある意味恐ろしい日でもあるのです︒
ありさ嬢にも当然誕生日はあるわけで︑これもビッグイベントです︒
ありさ嬢から︑
﹁一月二十一日は誕生日でお店に入っているから﹂との連絡があ
りました︒
当 然無視 するわ けにも いかず︑ しかし 正直言 って是非 とも祝 いたい という 気持
ちも無く︒でも︑結局誕生日にお店に行く約束をしました︒
そ の日は もとも と用事 があって ︑同伴 はでき なかった ので︑ 遅くな っても 必ず
行 くと言 っておき ました ︒彼女 にも︑他 にも指 名客が いるわ けで︑私 が同伴 しな
くても他の人が同伴するので︑正直義理でお店に行くことにしました︒
用事とは飲み会だったのですが︑二次会まで行ってしまい︑お店に着いたのは︑
夜の十一時三十分でした︒
ぎりぎりセーフというところでしょうか︒
ありさ嬢は︑とっても喜んでいました︒
︵まぁ︑演技でも喜んだフリをするでしょう︒
︶
そして︑私たちの席には大きなケーキが︒
彼女が言うには︑
﹁誕生日に来た最初の指名客に店側が出してくれる﹂というこ
とでした︒
と いうこ とは︑ 十一時 三十分で ︑私が 最初の 客という ことで す︒確 かに︑ まわ
りを見渡しても︑花なんて全然ありません︒
以 前この 店で︑ 指名上 位嬢の誕 生日が ありま したが︑ それこ そ花の ための 席が
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あって︑それはそれはにぎやかでした︒
不 人気嬢 という のはこ ういうも のなの でしょ うか︒な んかと っても 淋しい 気持
ち と︑彼 女への同 情心が あって ︒顔はに こにこ しなが らも︑ しみじみ とケー キを
い ただき ました︒ こうい うこと が起こる キャバ クラっ て︑残 酷な世界 のよう な気
が します ︒彼女た ちは︑ お客を うまくあ やつり ながら ︑その 日を過ご します が︑
そこには︑女同士のしのぎ合いがあるのでしょうね︒
そ の人自 身の価 値を︑ このよう な目に 見える 形で評価 される とは︑ これが 夜の
世界の現実なんですね・・・

■ お店が摘発
最 近の私 の行動 は︑キ ャバクラ 嬢の友 達がで きたとい うこと でしょ うか︒ ゴハ
ンだけ一緒に食べたり︑ランパブに行ったりと︒
ただ︑強制同伴の日は呼ばれて同伴します︒時間が無い時は︑﹃店前同伴﹄ と
言 って︑ 食事をせ ずに一 緒に入 るだけと いうの があり ます︒ 私として は友達 が困
っ ている から同伴 してい るんだ けど︑や っぱり 友達と 称した 単なるカ モかも しれ
ません・・・
こんなことを繰り返しているうちに︑ありさ嬢から電話がありました︒
﹁お店が摘発されたので︑全員系列の普通のキャバクラに散っていった﹂
彼女に会って詳しく話を聞くことにしました︒
早い時間には会えなかったので︑彼女の指定するキャバクラへ︒
五 人組は バラバ ラにな って︑こ の店に はあり さ嬢と乙 葉嬢の ふたり が行く こと
になったみたいです︒
行くとそこには︑﹃お水スーツ﹄の彼女が︒
いつもは下着姿だし︵見慣れちゃうと︑何の感動もありません︶︑一緒に食事を
す る時は ︑ジーン ズにＴ シャツ だし︒な んとい うか︑ やっぱ りお水ス ーツっ てい
いですね︒
個 人的に は︑コ スプレ や下着よ りも︑ 一番い いのはや っぱり お水ス ーツで す︒
ス カート から︑太 いふと ももが のぞいて いて︑ これが たまり ません︒ なんか 違っ
た意味で新鮮で︑ありさ嬢もそれなりに可愛いく見えます︒
さて︑どうして摘発されたのか︒
実 は︑お 店のキ ャバ嬢 の中に十 七歳の 子がい たとか︒ それで ︑スタ ッフ総 入れ
替えで︑一ヵ月後に再開だとか︒
まぁ︑少なくとも︑当分待機席になることはないわけで︒
そ の時隣 の席に は︑蛯 原友里似 のもの すごく かわいい 嬢が接 客して いまし た︒
聞 くと彼 女もラン パブ嬢 だとか ︒そう言 えば︑ いつも 五人組 に囲まれ ていて ︑お
店の事情をよく知りませんでした︒
こ の友里 嬢は︑ お店の ナンバー ツーと のこと ︒正直言 って︑ ナンバ ーワン の優
嬢 より彼 女の方が 好みか な︒多 分︑ナン バーワ ンの優 嬢の方 が︑口が うまい んで
しょうね︒
さ っきは ︑下着 姿のキ ャバ嬢が お水ス ーツに なると︑ そそる ものが あると 言い
ましたが︑この友里嬢がランパブ嬢なら︑是非とも下着姿を見てみたいものです︒
︵なんか矛盾しているなぁ︶
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ここに通うのもいいけど︑ありさ嬢がいるから友里嬢は指名できないし︒
また︑更なる新規開拓でもしようかな︒

■ 大塚愛似の高級キャバ嬢登場
私のランパブ生活も︑お店の摘発で一段落︒
私 はいつ もの友 人キャ バ王を誘 って︑ またま た新規開 拓へ︒ ここで ︑自分 が成
長したと思うのは︑自分の方からキャバ王を誘うようになったことです︒
や っぱり ︑キャ バクラ に通うと いうこ とは︑ そこそこ レベル の高い 女の子 とお
知 り合い になって ︑楽し く時を 過ごすと いうの が基本 でしょ う︒最近 の私は ︑キ
ャ バ嬢と 仲良くな ったの はいい のですが ︑擬似 恋愛で も何で もなく︑ 女友達 と高
いお金を払って時を過ごしていた感じです︒
今 日は早 々に食 事をし ︑もとも と新規 開拓が 目的だっ たので ︑キャ バ街を ぶら
ぶら歩いていました︒
そ こへ︑ 白いス ーツを 着たギャ ルがズ ラーッ と並んで いまし た︒ま るで︑ 何か
の キャン ペーンガ ールみ たいで す︒店の 前に立 って︑ みんな でチラシ を配っ てい
ました︒見ると︑どの子もカワイイ子ばかりで︑我々一行はこの店に決めました︒
入 ると時 間が早 いせい か︑待機 の女の 子がた くさんい て︑総 出で出 迎えら れま
した︒
正直言って︑恥ずかしい気分です︒
そ の時席 につい たのは ︑大塚愛 に似た とても カワイイ 子です ︒彼女 は︑先 ほど
入 り口に 立ってい た子だ ったん ですが︑ 正直言 って︑ みんな カワイイ ！ と いう
印象だったので︑彼女のことはあまりよく覚えていませんでした︒
こ の店は ︑在籍 の女の 子が百五 十名い る︑非 常に大き な店で ︑女の 子のス ーツ
も︑白か水色かピンクという︑非常に清楚なイメージを我々に植え付けます︒
私はその大塚愛に似た彼女を指名しました︒
こ れが︑ まだま だ素人 なんです ね︒一 度指名 しちゃう と︑次 に自分 が気に 入っ
た 子を見 つけたら ︑それ は﹁指 名替え﹂ になっ てしま います ︒キャバ クラで 新し
い お店に 行った時 は︑ま ずはど んなに気 に入っ た子が いても 指名しな いのが 基本
です︒
キ ャバ王 は︑相 変わら ず目を光 らせて いて︑ また︑一 番カワ イイ子 を指名 する
つ もりな のか？ でも︑ こんな に女の子 がたく さんい て︑本 当にお目 当ての 女の
子を探すことができるのでしょうか？
私についた愛嬢︒
かわいいけど︑なんかしゃべり方が非常にプロっぽい︒
キャバ嬢と話しているよりは︑銀座のホステスさんと話をしているみたいです︒
︵銀座のホステスさんって︑よく知りませんが・・・︶
ヘルプについた子も︑なにかマニュアルに沿って接客しているみたいで︑確か
に普通のキャバクラみたいに︑どっちが客だかわからないようなことはないけど︑
まさに﹁ホステス﹂を絵に描いたような子たちでした︒
愛嬢は︑私の携帯の番号を聞き︑明日電話するとのことです︒
ち なみに ︑自慢 ではな いですが ︑私は 今に至 るまで︑ キャバ 嬢に電 話番号 を聞
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いたことはないし︑自分から教えたこともありません︒
︵やっぱり自慢か？ でも︑これがこだわりなんですよね︶
この店を出て︑キャバ王と感想を述べるため︑いつものバーへ︒
﹁なんか︑女の子に特徴を感じられないねぇ﹂とキャバ王︒
﹁ えっ︑ オレも同 じだよ ︒まる で︑金太 郎飴の ような キャバ クラだよ ね︒確 かに
非 常に教 育が行き 届いて いて︑ みなさん 優等生 って感 じだけ ど︑会話 もあり きた
り だし︑ ヘルプに 着いた 子の印 象も全然 ないよ ︒みん なカワ イイんで ︑ヘル プも
ヘルプって感じがしないよね︒
﹂
キ ャバク ラって ︑キャ バレーの 大衆さ とクラ ブの高級 感がミ ックス された もの
だ けど︑ こんなク ラブみ たいな キャバク ラなら 逆に引 いちゃ う感じで すね︒ やっ
ぱ りキャ バクラっ て︑大 衆さ︑ お気楽さ ︑おバ カさが あって 楽しいの かもし れま
せん︒
と言うことで︑この店はパス！
と思っていたら︑この愛嬢に営業電話攻勢に出られてしまいます︒

■ キャバ嬢のお部屋訪問！ 本当かな？
高級キャバクラに行った次の日︑お約束通り愛嬢から電話がかかってきました︒
昨 日のお 礼と﹁ また来 てね﹂の 電話で した︒ ある意味 ︑あり きたり の営業 電話
でした︒
ま た︑次 の日も 電話が ありまし た︒な かなか 営業熱心 な子で す︒し かし︑ 私に
は あのプ ロっぽい 接客が どうも 気になっ て︑ウ キウキ と足が 向く気に はなれ ませ
ん︒
しかし︑この営業電話が驚いた展開になりました︒
日曜日︒
彼女の休日です︒
多 くのキ ャバ嬢 は︑休 日は行方 不明に なりま す︒電話 をして も出な いし︑ メー
ルをしても返事も来ません︒
次 に会っ た時に ︑いろ んな言い 訳をし ます︒ 休日は電 源を切 ってい るとか ︑ウ
チは電波が入らないとか︑
﹁えっ？ 電話くれたの？ 鳴らなかったよ﹂
としゃあしゃあと言うキャバ嬢︒
だって︑休日に電話に出ようものなら︑
﹁何やってるの？﹂
﹁会おうよ！﹂
ということになります︒
ところが︑日曜日に愛嬢から電話が来て︑
﹁何やってるの？ 会わない？﹂という電話でした︒
いきなり休日デートのお誘いか？
しかし︑不幸なことに︵ひょっとしたら幸いなことかも︶︑その日は︑用事があ
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っ て彼女 には会え ません でした ︒用事が あると 告げ︑ せっか くのお誘 いに申 し訳
なかったので︑月曜日に同伴することにしました︒
用事をすっぽかしてでも彼女に会うべきだったのか︒
心の葛藤がありました︒
そ うして ︑月曜 日の待 ち合わせ の時間 に彼女 がやって 来まし た︒お 店で見 るキ
ャ バ嬢と 外で会う キャバ 嬢は︑ 雰囲気が 違うも のです ︒外で 会う彼女 は︑お 店で
見る彼女よりもかわいく︑足がすっごく綺麗でした︒
しかも・・・巨乳︒
もう︑この時ひと目惚れしてしまいました︒︵遅い！︶
食 事をし ながら の話は ︑お店で のプロ っぽい 話とは違 い︑結 構盛り 上がり まし
た ︒そし て︑更に 驚くこ とに︑ 今度の日 曜日に 部屋に 遊びに 来ないか とのお 誘い
をいただきました︒
彼女は︑料理が得意で︑スパゲッティを作ってくれるとのこと︒
もう︑天にものぼるような嬉しさです︒
でも︑これが彼女の営業方法なのか︒
少し疑いの気持ちもありますが︑やはり彼女を信じることに︒
お店でも︑﹁スパゲッティ︑楽しみだね﹂なんて言うと︑
彼女はちょっと怒って︑﹁大きな声で言わないで！﹂と︒
これは本物だ！

■ キャバ嬢が銀座のクラブのホステスに
さて︑今週末はキャバ嬢のお宅訪問です︒
ホントかな？ 営業かな？
半信半疑でありながら︑とっても期待していました︒
﹁何時頃かな︑待ち合わせはどこかな﹂
そうすると︑愛嬢の方から電話がかかってきました︒
﹁ゴメン︑急な用事ができちゃったからその次の日曜でいい？﹂
出ました！ キャバ嬢お得意のドタキャン︒
こ の頃は ︑そっ かぁ︑ 彼女にも 用事が あるん だろうし ︑仕方 ないな ︑と思 いま
し たが︑ 時が経つ につれ て︑こ のドタキ ャンと いうの が︑だ んだんと 当たり 前に
なってくるのです︒
そ うして ︑ドタ キャン をされる と︑ま たかぁ と思うよ うにな ります ︒今や ︑キ
ャ バ嬢と 約束して もほと んど信 用してい ません ︒たと えば︑ キャバ嬢 と約束 をし
て︑本当に本人が来て︑﹁あの約束は本当だったんだ﹂と思うようになりました︒
ちなみに︑同伴のドタキャンはあまりありません︒
むしろ︑お客側のドタキャンの方は多いかもしれません︒
しかし︑休日デートとなると︑かなり高い確率でドタキャンがあります︒
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と いうこ とで︑ 私は初 めてのキ ャバク ラ嬢の お宅訪問 の夢は ︑ドタ キャン によ
って︑空しく散っていったのです︒
まぁ︑次の日曜日があるわけですし︑次回に期待です︒
そ れでも ︑気持 ちは彼 女と会う 事でい っぱい だったの で︑ま た彼女 と同伴 する
ことにしました︒
ちなみに︑この愛嬢は同伴の食事代は彼女が払いました︒
ランパブのありさ嬢もおごってくれるか︑割り勘でした︒
た だし︑ その後 同伴の 食事代を おごっ てくれ るキャバ 嬢はひ とりも いませ んで
したが・・・
そうして︑彼女とお店に行くのですが︑お店の中では彼女は銀座嬢になります︒
次の日曜日が近づき︑段取りの話で電話をしました︒

・・・・不通︒

電話にデンワ︒

何回かけても留守電にしかなりません︒
そうこうしているうちに︑また次の日曜日が通過してしまいました︒
そ れから 何度か けても 彼女は出 ません ︒しょ うがない ので︑ お店に 直接行 くこ
とにしました︒お店の入り口で︑
﹁愛さん指名でお願いします﹂と言うと︑ボーイさんは︑
﹁彼女は辞めました﹂
なんだぁ？
﹁じゃあ︑彼女と仲の良かった子を席に着けてくれる？﹂
それから︑愛嬢と仲のいいという子が席に着きました︒
﹁愛ちゃんって︑どうして辞めたの﹂
﹁ 愛ちゃ ん？ 言 っちゃ ってい いのかな ぁ・・ ・彼女 ね︑こ このお店 のお客 にス
カウトされたらしくて︑銀座のクラブで働くことにしたみたいだよ﹂
本当に銀座嬢になってしまった！

そんな金は無い！

随分経ってから︑彼女から電話が来て︑銀座に移ったことを聞きました︒
そうして︑﹁お店に来てね！﹂
そんなとこ行けるかい！

んなわけで︑またありさ嬢のお店に戻ります・・・
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■ ランパブがセクキャバになった！
摘 発され たラン パブも 一ヶ月が 過ぎ︑ 店名と スタッフ 総入れ 替えで 再開と なり
ました︒
店名とスタッフが変わったんなら︑別な店になっただけのようですが︒
た だ新し い店は ︑全員 トップレ スのお 触りＯ Ｋになっ たとの こと︒ ここで ︑ト
ップレスにならない六人組は辞めてしまいました︒
ナ ンバー ワンの 優嬢は ︑これを 機会に 付き合 っている ホスト と結婚 ︒他の 子た
ち もそれ ぞれ︑長 期休暇 になっ たり︑別 のキャ バクラ に行っ たりと︑ 全員本 当に
バラバラになってしまいました︒
﹁またお店が決まったら教えるね﹂とありさ嬢から連絡がありました︒
し かし私 の頭の 中は︑ あの友里 嬢はど うした んだろう と︒あ りさ嬢 はもう 辞め
てしまったんで︑こっそりとセクキャバになったお店に潜入しました︒
中は以前と何も変わっていません︒入口には相変わらず写真が並んでいます︒
その写真をみると︑なーんといました︑友里嬢が︒
さっそく彼女を指名︒
そうして︑彼女が席へ︒
もう︑めちゃめちゃめちゃ︑かわいかったぁぁ︒
彼 女の下 着姿だ けでも ︑脳ミソ がどこ かに行 ってしま いそう なくら い興奮 して
いるのに︑トップレス？ お触りＯＫ？
もう信じられません︒

と聞か れた

風 俗にも ︑びっ くりす るくらい かわい い子が いて︑当 然その 子と︑ 全裸で 楽し
め るのは 普通の話 ですが ︑こち らは︑も ともと トップ レスに ならない 子で︑ しか
も 私が彼 女を見か けたの はキャ バクラ︒ 彼女は 服を着 ていた わけで︑ これら 全て
の要因が合算され︑気分はもう最高潮です︒
そしていよいよショータイム︒
彼 女の胸 は︑超 がつく くらい形 がいい のです ︒理想の 胸の形 は？
ら︑迷わずこの胸と言いたいほどのものでした︒
それに触れてもいいなんて・・・

しかも︑例によって私は悪ノリなので︑パンツの中にも手を入れました︒
彼女は下の毛はＯＫと言っていました︒
そして︑私の方から次回は同伴でとお願いして︑電話番号を交換しました︒
しかし︑こんな素敵な子と出会えたのに︑彼女からも電話をもらったのに︑
もうこのお店に行くことはありませんでした︒
今思えば︑何で行かなかったのか︑不思議でたまりません︒かわいかったけど︑
何 かフィ ーリング が合わ なかっ たのか？ タイ ムマシ ーンに 乗って︑ 当時の 自分
に質問してみたい気分です︒
後で聞いた話ですが︑彼女はこの店のマネージャーと結婚したという話です︒

で も︑自 分の彼 女が目 の前で︑ 他の男 性に胸 を揉まれ ても気 になら ないの かな
ぁ？
そうして︑またまたキャバ王と新規開拓が始まりました︒

■ ブスっ子倶楽部
ラ ンパブ や高級 キャバ クラを後 にして ︑キャ バ王と私 は新規 開拓へ と︑駅 の反
対側の︑少々寂れたキャバクラ街へと向かいました︒
こ ちらに も︑キ ャバク ラはたく さんあ ります が︑何か 活気が 無いよ うな感 じが
します︒
そこに︑捨て看板に書かれた
﹃二千円ポッキリ﹄
の字を見かけました︒
ち ょっと 辺りを 見渡す と︑そこ にその 二千円 ポッキリ のお店 があり ました ︒入
り 口には ボーイさ んが立 ってい て︑ボッ タクリ じゃな いのか と怪しみ ながら 潜入
しました︒
中に入ると︑非常にすいていました︒
なんか︑ヤバい雰囲気です︒
そこへ︑我々二名に女の子が三人やって来ました︒
この三人︒見事なブス︒
なんて表現したらいいんでしょう︒
顔 がひん 曲がっ ている というか ︑ごっ つい男 というか ︒とに かく︑ 三人と も誰
に似てるというより︑違う生き物に見えるような感じです︒
また︑席に着いた子がすごい︒
薬 やって るとか ︑客を 取られて 女の子 をボコ ボコにし たとか ︒我々 二人は ︑彼
女たちの武勇伝︵？︶を︑延々と聞かされるのでありました︒

そうして︑彼女がたまたま隣に座りました︒︵ラッキー！︶
﹁損して得取れ﹂といったところでしょうか︒
しかし︑彼女はこう言いました︒
﹁お願いだから︑指名しないで﹂
彼 女は︑ あのブ ス達の 友達でこ の店に 入った らしく︑ もし指 名を取 ろうも のな
ら︑あとでめちゃめちゃいじめられるとか︒
他の店に行けば︑そこそこ指名がとれるのに︒非常にもったいない子でした︒

そ こへ︑ ひとり だけ︑ たったひ とりだ け︑め ちゃめち ゃ可愛 い子が いまし た︒
ち ょっと 顔の感じ は覚え ていな いのです が︑ひ とりだ け光り 輝いてい ました ︒ひ
ょ っとし たら︑普 通の子 だった のかもし れない けど︑ とにか くかわい く見え まし
た︒

あ たりを 見ると ︑やは り見事な くらい ブス揃 いです︒ どうや ったら こんな にブ
ス を集め られるか という くらい ︒ブスに もいろ んなタ イプが いるんだ なぁ︑ と考
えさせられました︒ブスの博物館といったところでしょうか︒
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しかし︑はっきり言って︑二千円でも高い！
ここは︑
﹁ブスっ子倶楽部﹂という名前ではありません︒私たちが勝手につけた
名 前です ︒もう二 度と行 くこと はありま せんが ︑ここ に行く 客ってや っぱり 二千
円にひかれて行くんでしょうね︒それとも︑ブスフェチっているんでしょうか︒
我々は︑自分達の気持ちの中で︑今日はキャバクラに行かなかったことにして︑
気を取り直して︑更なる旅に出かけました︒

■ どっちがお客なんだ？
ブ スっ子 倶楽部 で予定 外︵？︶ の時間 を過ご した我々 一行は ︑さら に奥へ と進
んで行きました︒
そ こで正 面から 歩いて くる一人 の好青 年が我 々に声を かけて 来まし た︒顔 や服
装を見ると︑どう見てもホスト風です︒
そして彼は一言︑
﹁お久しぶりです！﹂
こ の彼は ︑私が デビュ ーして︑ 今は潰 れてし まったキ ャバク ラのボ ーイさ んだ
っ た人で す︒彼は ︑キャ バ王と 顔見知り で︑そ れで彼 はキャ バ王に声 をかけ たの
でした︒
し かし︑ 二枚目 なボー イさん︒ ジャニ ーズ系 です︒名 前は中 村君と 言いま す︒
彼 は︑例 の店が潰 れてか ら︑こ の近所の 店で働 いてい ます︒ そして︑ 自分の 店に
来ないかということです︒
キ ャバ王 は︑知 ってい るボーイ さんと いうこ とで︑彼 のお店 に行く ことに しま
した︒
お店は比較的小さく︑在籍は三十名ほどといったところでしょうか︒
私 は︑ト イレに 行きた くなって ︑まず はトイ レへ︒そ してト イレか ら戻っ て来
ると︑キャバ王には既にスリムな美人が着いていました︒
私のお相手は向こう側を向いています︒顔は見えません︒
しかし︑後姿を見ると少々お肉が・・・デブじゃないけど︑ポッチャ系︒
そ して顔 を見る と︑相 武紗季に 似てい る感じ でした︒ 顔は︑ まぁ︑ いいん じゃ
ないでしょうか︒相武紗季のポッチャ系です︒
さ て彼女 はとい うと︑ 最初から タメ口 です︒ まぁ︑キ ャバ嬢 には少 々あり がち
で すね︒ そして会 話は︑ 自分の 彼氏の愚 痴ばか りです ︒しか も︑感情 込めて 彼氏
の ことを 熱弁しま す︒し かも︑ 私にはま ったく 興味が ないよ うな素振 りです ︒本
当にどっちが客だかわからない一時間でした︒
す ごい美 人とい うわけ ではない し︑会 話は面 白くない し︑ま ぁ︑一 時間を 単に
過ごしたという感じでした︒
そこでチェックをしました︒今日は二連敗でした︒
キ ャバク ラに通 ってい ると︑新 規開拓 ではこ のような ことは 珍しく ないこ とで
す ︒しか し︑帰り 際に彼 女が電 話番号を 聞いて きまし た︒オ イオイ︑ 営業電 話す
る気かよ︒また︑彼氏の話を聞けってか？
一方スリムな美人が着いたキャバ王の方は？
彼女は昼間は小さな会社の社長で︑キャバクラには︑外車でご出勤だとか︒
﹁ 何でキ ャバ嬢や ってる んだ？ ﹂という 感じで すよね ︒とに かく会話 のレベ ルが
高すぎて︑何言ってるのかさっぱりわからなかっとのことです︒
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キ ャバク ラ嬢っ て︑我 々を楽し ませて くれる ホステス さんの はずで すが︑ いろ
ん なタイ プがいる んだな と思わ せた一日 でした ︒それ でも︑ そんな彼 女たち には
指名してくれるお客がいるわけで︑人にもいろんな好みがあるんですよね︒
キ ャバ王 は︑ま だ二︑ 三人︑気 になる 子がい るとのこ とで︑ 次もま た︑こ のお
店に行ってみることにするとのことです︒

■ キャバ嬢からデートのお誘い
新規開拓をしたキャバクラの紗季嬢から電話がありました︒
﹁今何してるの？﹂
という︑ごく普通の営業電話です︒
﹁店に来い﹂とは言いませんでしたが︑彼氏
の愚痴をたっぷりと聞かされた私は︑特に彼女に会いたいとも思いませんでした︒
しかし︑バレンタインの日に︑電話がありました︒
﹁ハンさんのためにチョコレート買ったんだけど︑店に来てくれる？﹂
実 は︑今 までキ ャバ嬢 からバレ ンタイ ンのチ ョコをも らった ことが なく︑ 会社
でも義理チョコくらいしかなかったので︑正直言って嬉しかったのです︒
自分のためにチョコを買ってくれるなんて・・・︵この時点では︑何の免疫もあ
りません︶
そ して︑ バレン タイン のチョコ をもら いに店 に行って しまい ました ︒キャ バク
ラ にひと りで行っ て︑彼 女から 手渡され たチョ コは︑ コンビ ニとかで 売って いそ
う な︑非 常に安物 くさい チョコ でした︒ ひょっ とした ら店が 用意した チョコ かも
しれません︒
そして︑またまた彼氏の愚痴話を聞くことになりました・・・
彼 女には それし か話題 がないん でしょ うね︒ それに︑ 人の話 を聞く 子じゃ ない
ので︑私はずっと聞き役です︒またまた無駄な時間を過ごしてしまいました︒
それからまた︑何日か経ってから彼女から電話がかかってきました︒
﹁今から会えない？﹂
出ました︑またまた営業電話︒
キャバ嬢たちは︑
﹁お店に来て﹂とは言わず﹁会いたい﹂と言います︒
本 当に会 いたい んだっ たら︑店 の無い 日に﹁ 会いたい ﹂って 電話す れば？ と
思うのですが︑そう言い返すこともなく行ってしまうのは悲しい男のサガですね︒
彼女の電話も﹁店に来い﹂という電話かと思ったら︑
﹁今日はお店を休むから︑これから遊びに行かない？﹂
なんとお誘いの電話でした︒
どこかで飲もうかと思ったのですが︑
﹁できればうちまで車で迎えに来て欲しいんだけど﹂
﹁どこに住んでいるの？﹂
場 所を聞 いたら すごく 遠いので す︒車 で︑道 が混んで なくて 一時間 くらい のと
こ ろです ︒それで も︑一 度家に 帰って︑ 車を取 りに行 って彼 女を迎え に行き まし
た︒
彼氏と喧嘩したみたいで︑今日はお店に行く気分ににはなれないとのことです︒
ちなみに︑当日になって仕事を休むことをお店に伝えるのは﹁当欠﹂と言って︑
罰金が取られます︒それを承知で彼女はお店を休みました︒
私 は彼女 の家の 近所ま で迎えに 行きま した︒ 車を止め て彼女 に電話 をする と︑
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彼女は車のところにやって来ました︒
﹁車だと飲みに行けないし︑どこへ行こうか？﹂
﹁どこでもいいよ︒どこかへ連れて行って！﹂
私 は︑適 当に車 を走ら せました ︒いわ ゆる︑ ドライブ ってや つです ね︒そ れか
ら︑ファミレスに行って︑彼氏の愚痴を聞いていました︒
彼 女が私 を誘っ た理由 は︑バレ ンタイ ンの時 に来てく れたし ︑すご く話を しや
す いから だとか︒ 実は︑ バレン タインに は電話 をかけ まくっ たらしい のです が︑
私しか来なかったみたいです︒
そ りゃあ ︑ちょ っとポ ッチャ系 だし︑ 話はつ まらない し︑普 通は指 名はし ない
でしょう︒
そうしてまたドライブへ︒
し かし︑ 密室で 二人き り︒彼女 はポッ チャ系 というこ とは︑ 胸がな かなか 大き
くて︑目がいってしょうがありません︒そうして︑ムラムラしてしまう私でした︒
触りたい・・・︒

■ キャバ嬢にワイセツ行為
キ ャバク ラの紗 季嬢に 誘われ︑ ドライ ブをす ることに なった 私は︑ 彼女に 対す
るムラムラする気持ちを抑えつつ︑車を走らせていました︒
ちなみに︑私の車は父親のカローラです︒
よくキャバクラ嬢に︑
﹁車持ってます？﹂と聞かれ︑父親と兼用︵ほとんど私のもの︶ですが︑
﹁持ってるよ﹂と答えると︑必ず次の質問は︑
﹁何乗ってるの？﹂です︒
私の答えは
﹁カローラ﹂
ここで︑会話は終了します︒
﹁お金を貯めて︑外車でも買いたい﹂
今 まで︑ そんな こと考 えたこと もなか ったの ですが︑ キャバ クラに 行くよ うに
な って︑ 考えがい ろいろ と変わ って来ま した︒ 服装だ とか︑ 髪型だと か︑ダ サイ
はダサイままなんですが︑自分なりにカッコつけてるつもりです︒
女性の存在って︑男を変えますよね︒
で も︑キ ャバク ラ通い をしてい たんじ ゃ︑車 は永遠に 買えな いでし ょうね ︒も
しローンで買ったら︑ローンとキャバクラで二重の出費地獄です︒
さ て︑い つもの ように 話が大幅 にそれ てしま いました が︑我 々はカ ラオケ に行
く ことに しました ︒実は 私は︑ カラオケ は大の 苦手で す︒正 直言って ︑曲が 全然
わかりません︒だから︑大抵は一緒に行った人にずっと歌ってもらいます︒
彼 女のカ ラオケ の実力 は︑私の 今まで 知って いる人の 中でも 三本の 指に入 るく
らい歌がヘタ︒
しかしながら︑私は
﹁歌いなれてるね﹂とか
﹁感情がこもってるね﹂とか
﹁この歌好きなんだぁ﹂とか
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歌 唱力に 触れる ことな く︑彼女 を持ち 上げま した︒本 人は︑ すごく 気分よ く歌
っていて︑自分がヘタだという自覚がないみたいです︒
何 曲か歌 って︑ ちょっ とインタ ーバル があっ た時︑私 は彼女 にちょ っと無 理や
りキスをしました︒︵自然にという意味ではないということです︶
彼女は無抵抗でした︒
つ いでに ︑胸に も触れ ましたが これも ＯＫで した︒ま すます ムラム ラして きた
のですが︑ここはカラオケ︒
これ以上のことはちょっと・・・
続きは彼女の家か・・・
そうして︑彼女を家まで送り届けました︒
﹁部屋に上がってもいい？﹂
﹁え〜︑だめだよぉ﹂
と︑彼女に拒否されました︒
し かし︑ 私は理 性が抑 えきれず に︑ま た彼女 にキスを して︑ 胸に触 れ︑ブ ラを
はずし︑上半身を脱がし始めました︒
﹁ ちょ︑ ちょっと 待って ︒今日 は彼氏が 家に来 るかも しれな いから駄 目だけ ど︑
だから︑今度彼が来ない時に部屋に入ってもいいから︒ね！﹂
そして彼女は︑
﹁部屋に入ってもいいけど・・・
私の部屋に入ったら︑思いっきり引いちゃうと思うよ﹂
引いちゃうって？
死 ぬほど 部屋が 汚いと か︑変な 宗教を やって いて︑大 きな仏 像みた いなも のが
あるとか︒いろいろ詮索してみました︒
そうして︑部屋に入って目にしたものは・・・

ここから先は︑製品版の﹁キャバクラ失敗体験談﹂でお楽しみください︒
購入方法は︑ブログ﹁続・キャバクラ失敗体験談﹂に掲載されています︒
︻キャバクラ大学︼の特典付きです︒
どうぞよろしくお願いします︒

