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お酒の場のプロに聞く、性のトークのお作法

TENGAプロデュース「BAR AGNET」オープン記念企画
大人の楽しみ⁉ お酒の場のプロに聞く
性の‟カジュアルトーク”を楽しむお作法6カ条！
株式会社TENGAは、お酒と、性の話をお楽しみいただける初プロデュースのバー
「BAR AGNET(バー・アグネット)」を、期間限定でオープンします。
面白い小ネタから真面目な医療の話まで、性やマスターベーションの話題は奥深く
多岐に渡りますが、日常生活では話す機会があまりありません。そこで今回、弊社社
長やスペシャルゲストの専門家も交えながら、ゆっくりお話できる大人の空間を設けま
した。
とはいえ、「バーに行ったこともない、ましてや性の話なんてどう話せばよいかわからな
い…」という方が多くいるのも事実。
そこで今号の「月刊TENGA」では、「BAR AGNET」オープンに先駆け、バーテン
ダーや、おかまバーのキャストなど、お酒の場のプロと言える方々に性の話の楽しみ方
を聞き、その内容を‟お作法6カ条”としてまとめました!

Topics
①

性の‟カジュアルトーク”を楽しむお作法６カ条！

これまで数多くの硬軟様々な性にまつわる会話を聞いてきた、お酒の場のプロと言える方々に性についての会話を楽しむにあたってのお作法を伺ってみました。
「清潔感のある身だしなみ」や「言葉遣い」等は、性の話以前に気をつけることですが、その他には一体何を意識すれば良いのでしょうか？月刊TENGA編集部がま
とめた、「性のカジュアルトークを楽しむお作法6カ条」はコレ！

性の‟カジュアルトーク”を楽しむお作法６カ条
酔ってきてからの心得

性の話を始める前の心得
１,まずは、相手との関係性を見つめるべし。
性の話題はパーソナルなもの。まずは、相手との関係性を
考えることが大切です。初対面なのか、個人的なことを聞
いても良いくらい親しい間柄なのか。切り出す前に、必ず
その人と自分の関係性を見つめ直してから話しましょう。

乾杯した直後の心得
２,我欲に負けるな。
‟その時”をじっと待て。

４,マニアックな性癖話は、相手の心の
ドアをノックしてから。
いくら相手が性の話を楽しんでいるように見えても、突然マ
ニアックな話が出たら引いてしまう可能性があります。ディー
プな話がしたくなった場合は、「ちょっとハードな話をしてもい
いですか？嫌だったら言ってくださいね」と一言相手に確認
してみましょう。

５,相手のペースを落とすには、
自分のペースを落としてみよ。

初対面の人に急な下ネタはNGです。まずは世間話や、
「月刊TENGA」で配信している性に関する豆知識（第7
号「性生活を向上させるための栄養素」の話等）等、ライ
トな話題からスタートし、お互いの緊張がほぐれてから切り
出しましょう。

酔っぱらってくると、つい話がエスカレートしがち。相手のペー
スについていけなくなった時は、あえて自分の会話のペース
を落として穏やかに話し、相手を落ち着かせましょう。

３,距離感は「つかず離れず」を意識せよ。

６,嫌な話が出たときは、伝える or
席をこっそり離れるべし。

意外と忘れがちなのが「心」と「身体」の距離感です。お互
いが不快に思わない「許せる範囲」を意識しながら、程よい
距離感を保ちましょう。また、性のカジュアルトークを楽しん
でいる際は相手に不安を与えないよう、ボディタッチを控え
ましょう。

次ページでは

嫌いな話が出た時や、これ以上話したくない時は、しっかり
と「話せません」と意思表示した方が伝わりやすいです。
しかし、どうしても難しい時はお手洗いやグラス交換を言い
訳に、席をさらっと移動しましょう。

スマートなお酒の付き合い方、性のトークマナーについて、
お酒のプロに聞きました！

｜本件に関するお問い合わせ先
月刊TENGA 広報事務局｜株式会社パブリックグッド内（東京都渋谷区宇田川町36-22 ノア渋谷パートⅡ 2F ）
TEL：03-6416-3268 FAX：03-6416-3269 ／MAIL : tengapr@publicgood.co.jp／担当：森下・山内
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Topics
②

お酒の場のプロに聞いた！性の話の楽しみ方！

性に関する話をする場として、お酒の席を使う人も多いはず。しかし、アルコールに任せてその場の勢いで空気の読めない会話をしていませんか？お酒の席であって
も、一歩間違えると‟セクハラ”や‟パワハラ”になってしまう可能性もあります。そこで、お酒の場のプロの方々に、性についてのカジュアルトークするにあたってのお作法を
聞いてみました。
1

BAR 恵 オーナー 半田さん
・まずは基本的な身だしなみが大事。
お酒の飲み方がきれいな人って、見た目がちゃんとしていますよね。ぱっと見で清潔感のある感じ。スーツじゃなくても、
ファストファッションでもいいんですよ。基本的な身だしなみがちゃんと出来ている人は、お酒の場でもスマートです。
・下ネタの話題の前にワンクッションを心掛ける。
下ネタを、直接的、突発的に言わないのって、大事だと思います。スマートに性の話をできる人は、ワンクッションおいて
から話始めるんですよね。「卑猥な話になっちゃうんですけど」とか、一言置いてから話し始めると、聞く人も心構えができ
るし。
・性の話題は酔っぱらいすぎる前に雰囲気を作ることが重要。
初めから性的な話題を出すのではなく、周りの雰囲気があったまってから切り出して。タイミングが大事です。あんまり
酔っぱらいすぎている時も、声が大きくなったりするのでNGです。性の話題の例としては、月刊TENGA第7号に載って
いる、「性生活を向上させるための栄養素」みたいな話は性の話の入り方としてはスマートかも。メニューを見て、「コレ
効くんだよね」とかいうところから入ると、自然な話題になると思います。

【店舗情報】
店舗名：
BAR 恵
住所：
東京都中野区中野Ｆ室
5-57-2 アミューズ中野ビル1F
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・不快なときには断る勇気を持って。
下ネタが苦手な人が、そういう話を振られたら、ちゃんと言った方がいいと思います。私もあんまりそういう話は得意じゃな
いので、「そういうの分かりません」って、会話を止めちゃいます。あとは、「それってどういうことですか？」って聞き返すの
も、相手を黙らせちゃいたい時の方法の1つ。落ち着いた雰囲気のバーだから、新規の人が引いちゃうようなワードでお
店の雰囲気を壊されちゃうと困るので。相手の反応を見られない人は絶対ダメです。話す人も、嫌がってるなというのが
分かったら、引き下がりましょう。

ひげガール キャスト 虹子さん
・欲望を表に出さない。
下ネタ系のトークばっかりしていても嫌な感じがしない人って、欲望を表に出さないのよね。欲望を表に出すのって、やり
すぎると相手に恐怖を与えちゃうから。オカマバーに女性が来るのって、最終的な着地点が性的な関係にならないから
なの。だから安心して下ネタも言えるわけ。相手に安心感を与えるのが重要ね。
・相手の好きなアニメや映画の話題から、下ネタにつなげる。
例えば相手がアニメ好きなら、キャラの話から「あの2人怪しいわよね～。出来てるんじゃない？」とか言って、下ネタにつ
なげることもできる。釣りと一緒で、相手の好きなもので餌をまくの。
・自虐ネタや自分の過去の話、失敗談で、相手との距離をつめる。
自分もパーソナルスペースを崩していかないと、相手も崩さない。自分の過去の話や、自虐ネタ、失敗談を話して、「あ
なたはどう？」って相手の話を聞き出すと、相手も話しやすいわよ。
【店舗情報】
店舗名：
新宿歌舞伎町オカマバーひげガール
住所：
東 京 都 新 宿 区 歌 舞 伎 町 1-2-8
第2ウィザードセブンビル5F
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・グッズの話は一般論から入る。
グッズの話は「あれってどうやって使うの？」「見たことある？」みたいな一般論的な話から入ると話しやすいわよね。使
う、使わないとかの話はしにくいけど、使い方の話ならただの商品の話題だから、スマホもTENGAも一緒なの。「なんで
そんなに詳しいのよ、あんた使ってるんでしょ！」って、つっこんでいけるしね。
・ディープな話題は相手の表情やボディランゲージを読んで。
自分が経験したプレイの話とかは、相手が乗ってきたら話をふくらませてもいいんじゃない？やだーって言いながら興味
津々で指の間から見てるってこともあるけど、本当に嫌な時は表情に出るのよ。ちょっと眉間にしわが寄ったり、座る位
置が遠くなったり。そういう空気を読んで、ちょっとでも違うなって思ったら別の話にしていくの。相手の反応を察知できる
スキルがないと、性的な話題はしちゃだめよ。

麻布十番 AZ オーナー ヤギちゃん
・いきなり下ネタを振るのはダメ。
まずは普通の話題を色々話してから、徐々に下ネタに持っていかないと。いきなり下ネタを振るのはNG。自分にパート
ナーがいる話を先にしておくと、下心がないって分かってもらえて安心して話してくれたりするね。あとは、男性が女性と話
すときは自分に下心がないっていう安心感を与えるために、おねぇ口調で話すのもいい。女の子ばっかりになったほうが
下ネタで盛り上がることもあるし、女の子にとっては同性っぽい人の方が心を開きやすいんだよ。
・相手の服装を会話の糸口に。
相手が露出度の高い服を着てきたら、「今日は攻めてるね～」とか言っていじってあげると、話のきっかけが作れるかも。
服から会話が弾む事って結構あるんだよね。あと、男の場合は自分の見た目も大事。「顔がかっこいい」というよりは、
清潔感やおしゃれの方が重要だよね。

【店舗情報】
店舗名：
麻布十番 AZ
住所：
東京都港区麻布十番1-2-8
麻布タカノビル5F

・汚い下ネタはしない。
下ネタも色々あるけど、汚い話は引いちゃうよね。「道具使ったことある？」ぐらいまではOKだと思うけど、あんまり具体的
になると引いちゃうことも。「どんなSEXが好き？」なんていう話も、嫌じゃないけど恥ずかしいっていう人が多いね。
・お酒の場ではマスターベーションの話もアリ。
うちのバーではマスターベーションの話をすることもよくあるよ。「する？しない？」っていう話から始まって、「オナニーではイ
ケるけど、セックスではイケない」みたいな話になったり。男同士ではあんまりマスターベーションの話はしないけど、女の子
のそういう話は、男は聞きたいよね（笑）。
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Topics
③

TENGA広報女子に聞く、過度な性的質問をされた時の対処法

動じず真摯に接せよ。困った時は言い換えの術で対応すべし。
「TENGAで働いている」ということで、過度な性的質問を受けることは多々あります。
そのような時には、「性的欲求は、当たり前の欲求である」という信念を持ちながら、真顔
で誠実に対応するように心がけています。
こちらがニヤけたり恥ずかしそうな素振りを見せたりすると、相手に「性的対象」として見
られ、望まぬ誘いがくるケースも少なくないので、基本的には真顔でナチュラルに答える
ようにしております。
それでも相手が引かない場合は、あえて医学用語を用いて淡々と説明すると場のクー
ルダウンにもなりますので、是非試してみてください。

告知

TENGA広報宣伝部
工藤まおり

TENGA広報宣伝部
西野芙美

TENGAプロデュースのバー「BAR AGNET」が期間限定でOPEN！！

日常生活ではなかなかできない、性やマスターベーションの話。そこで、BARという大人の空間で、一度は人に話したかったけど話
す場がなかった！という方のために、マスターベーションの話を含めた性の話が出来る場を設けました。メディア様を対象としたプレオー
プンイベントを2019年1月31日 (木) に実施いたしますので、是非取材のご検討をよろしくお願いいたします。

▶BAR AGNET –Media Meetup■日 時 ： 2019年 1 月 31 日（木） 18:00～20:00 (17:30 受付)
■会 場 ： 八百長BAR 〒106-0031 東京都港区西麻布３丁目1-20 DEAR西麻布6F
■概 要 ： メディアの皆様へ向けたプレオープンイベント ★取材対象として、一般の方も参加します
トークショーなどのイベントの他、オリジナルフード・ドリンクをご用意しております。

【Point】
●「TENGA松本社長」が語る、ここでしか聞けない「開発秘話」や「TENGA誕生の秘密」を大公開！
L TENGAを人生をかけて情熱を込めて作っている社員が語る、プロダクトの秘密や裏側をお話します!

●月刊TENGAの世界が実際に体験できる！スペシャルゲストの登壇！
「性のお悩み相談室」 ゲスト：泌尿器科医 岩室紳也先生
L 月刊TENGA 第３号に掲載した、「いわむろ流・性のお悩み解決法」をさらに深掘り！
参加者のお悩みにもその場で答えます！
「占いでみる2019年‟性を謳歌する人”大発表」 ゲスト：開運セラピスト 紫月香帆先生
L 顔相・手相・生年月日などから総合して、今年最も「性を楽しめる人」を占います！

●「下半身に効く！？お料理レシピ」の実現！オリジナルドリンク&フードを提供！
└月刊TENGA 第７号にて公開した、下半身に効く!?食材を使ったおつまみメニュー＆ドリンクをご提供いたします！

2019年2月14日（木）〜2月16日(土) 19:00〜22:00 3日間限定
BAR AGNETは 一般向けにも期間限定オープンいたします!!
★本日程での取材もご相談可能ですので、是非お声がけください。

▷ 編集後記 広報宣伝部 部長 エドワード・マークリュー
今から10年以上前、私が日本に来て間もない頃のことです。バーテンダーとして働いていたバーで、常連の方から「君、英語喋れ
るよね？これ訳してみてよ！」と渡された、『連続ウェーブのプルプル刺激』と書かれたEGGが、私とTENGAの出会いでした。 日本
と私が育ったイギリス、性の文化で大きく違う点はいくつもありますが、「親しい人とでも普段はなかなかしづらい性の話を、
お酒の力を借りて繰り広げる」という人が多いのは共通しています。ただし、その話題に火が付くのか嫌がられるかは、やり方一つに
より大きく変わります。
今回の月刊TENGAでは「性のカジュアルトークを楽しむお作法」をご紹介しましたが、小さな配慮と常識を心得ていれば、多くの
人が楽しめる話題だと私は思います。それがあったからこそ、私はあのバーで朗らかな笑いに包まれながら、
「そうだねぇ、『Waves and Waves of Stimulation』とかどう？」とTENGAの英文コピーを議論できたのかなと思います。
「そういう話をしてみたい！」「TENGAの裏話を聞いてみたい！」と思っているそこのあなた、ぜひBAR AGNETでお会いしましょう！
NEXT ISSUE

▶ 月刊TENGA 第10号
〜TENGAプロデュースのバー「BAR AGNET」に行ってきた！〜

「BAR AGNET」イベントレポート。

2月下旬 配信予定

は、TENGAの製品やニュースだけでなく、性にまつわる様々な情報を定期的に提供するニュースレターです。
‟面白おかしさ”を大切にしつつも、性と真正面から向き合い、真面目に作り続けてきたTENGAだからこそ発信できる、硬軟様々な情報を届けます。様々な文
献や歴史、そして人物、市場情報など多様なリサーチと開発を継続し、皆様により意義と価値のある情報を提供できればと考えています。性に関するストレス
が少しでも軽減されたり、親しい誰かに相談するきっかけを作ったりと、性の悩みを和らげられる社会づくりへの貢献をめざします。

月刊TENGA バックナンバー

https://www.tenga.co.jp/topics/category/g-tenga/

TENGA 公式オンラインストア
TENGA コーポレートサイト
画像ダウンロード用URL

http://store.tenga.co.jp/
https://tenga-group.com
https://dl.nxlk.jp/e5b37965-ea81-4144-8b23-0b77d9e1814a
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NEWS from TENGA
世界初！手を傾けるだけで自由自在に回転を操れる
‟ジャイロセンサー”搭載の新型アイテムが発売
株式会社TENGAは、2018年12月19日(水)より、TENGAの快感をさらに
引き出すオプションの新アイテム「TENGA GYRO ROLLER（テンガ ジャイロ
ローラー）」と、専用カップ「ROLLING TENGA GYRO ROLLER CUP
(ローリング テンガ ジャイロ ローラー カップ)」を発売いたします。
詳しくはこちら↓

https://store.tenga.co.jp/product/EC-GRC-001

TENGAロボ発売記念・フォトコンテスト開催!!

新作の「HARD」「SOFT」も予約開始
株式会社TENGAは、株式会社グッドスマイルカンパニーから発売される変
形フィギュア『TENGA☆ロボ』シリーズの共同開発を行い、2018年12月25
日（火）より第一弾である「TENGAロボ」の販売を開始いたしました。また
12月26日（水）には発売を記念したフォトコンテストを開催し、同日に新
作「TENGAロボ HARD」 「TENGAロボ SOFT」の予約を開始いたしま
す。
詳しくはこちら↓
https://www.tenga.co.jp/robo/

今年もあの「TENGA」がチョコレートになって登場！
まるでシャンパンタワー！高さ1.4m・平成最後のバレン
タインを華やかに彩る「TENGAチョコタワー」１月８日
(火)新発売
ミルク・ストロベリー・ホワイトの3種類の味の、TENGAのカップ型商品にチョコレー
トが入った「TENGA SWEET LOVE CUP」が、TENGA取扱店やバラエティ
ショップ等で発売中。同時に、3種のTENGAチョコを積み重ねてTENGAチョコタ
ワーが作れる、「TENGA SWEET LOVE CUP TOWER（テンガ スウィート
ラブ カップ タワー）」の30個・100個・300個の各種セットを、TENGA公式オ
ンラインストア限定で発売します。
詳しくはこちら↓
https://www.tenga.co.jp/information/campaign/valentine2019
tower/

北海道初！プレジャーアイテム「iroha」のポップアッ
プストアが大丸札幌店にて開催
2019年1月30日(水)-2月14日(木)の間、大丸札幌店(北海道札幌市
中央区)にて、プレジャーアイテムブランド「iroha」のポップアップストアをオープ
ンいたします。
北海道で、プレジャーアイテムブランドのポップアップストアが展開されるのは、
初めての試みとなります。昨年大阪の大丸梅田店で実施した、同ストアが大
変好評を得たことからこの度北海道でもオープンする運びとなりました。
詳しくはこちら↓
https://iroha-tenga.com/topics/news/2019/3046/

▶︎ お問い合わせ先

TENGA 広報宣伝部
TEL： 03-5418-5590 ／ MAIL : kudo@tenga.co.jp 担当：工藤

｜月刊TENGAに関するお問い合わせ先
月刊TENGA 広報事務局｜株式会社パブリックグッド内（東京都渋谷区宇田川町36-22 ノア渋谷パートⅡ 2F ）
TEL：03-6416-3268 FAX：03-6416-3269 ／MAIL : tengapr@publicgood.co.jp／担当：森下・山内
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