


ご挨拶 

みなさま、こんにちは。 
元風俗講師の夜の先生、ユニ子です。 

改めてこの度は、 
愛されどハマりナイトマニュアルにご参加いただき 
本当にありがとうございます。 

夜のテクニックマニュアルという 
初の試みにも関わらず信じてご参加を決意して頂き、 
心から感謝いたします😌💕  

皆様の夜のお悩みを解決し、 
テクニックを磨くことで、 
溺愛される幸せを心と体いっぱいに感じ、 

女性としての人生を 
心から楽しめるお手伝いができるよう、 
全力を尽くさせていただきます。 



今回のテキストは、 
【お誘いの仕方】についてです！ 

普段夜の営みのある方も、 
最近はご無沙汰気味の方も 
どちらにも共通して使える 

「女性から誘うにはどのように誘ったら良いのか」 

をお伝えさえていただきます😊  

「今夜はシたいな…。 
好きな人と一つになりたいな...。」 
そんな風に思う夜もありますよね✨  

抱かれているときや、求められているときは、 
パートナーからの愛情を感じることができます💖  



男性を夜の営みに誘うのは中々勇気のいる事。 
嫌われたり拒否されてしまったらどうしようって 
不安にもなりますよね😞  

なので今回はセックスの誘い方として、 
今回は女性からもうまくできる誘い方を 
お伝えさせていただきます。 

これから講座の中で 
ご紹介していくテクニックは、 
表現や再現性に個人差があるため、 
必ずしも効果を保証するものではございません。 

でも、講座を通して愛情表現の方法や 
上手に気持ちを伝えることが 
できるようになっていくと 

コミュニケーションが円滑に進んだり、 
相手への理解がより深まる 
きっかけにもなります😊✨  



だからこそ、 
「私には無理だな...」と思うのではなく 
「今日からやってみよう！」という 
前向きな姿勢で取り入れてくださると嬉しいです。 

夜を制する女は、男を制す🌹✨  

彼や旦那さんかが手放したくなくなるような 
溺愛される女性に一緒になっていきましょう💖  



実践編：お誘いの仕方 

1.女性から誘う時の 
スムーズな誘い方 

女性から誘うときのポイントとして 
最も大切になるのが、 

【お誘い＝言葉だけじゃない】 
ということです💡  



①誘う準備 

まずは誘う準備からしましょう。 
準備したいものは３点です。 

【下着を変える】 
装飾が激しいものや、 
スケスケのエッチなものである必要はないですが 

伸びきったクタクタの下着や、 
肌色、黒一色のようなユニ●ロのような下着は 
あまり興奮を誘いません。 

第一印象というのはとても大切なので 
お胸の形が綺麗に見える 
ワイヤー入りの下着で 

下着もある程度綺麗なもの 
(古びてないもの)を装着しましょう！ 



【香りを変える】 
匂いには一瞬で理性を失わせる効果があると 
言われるほど五感の中でも強い刺激を与えます。 

シャンプーの匂い、ボディクリームの匂い 
ボディコロンの匂いなどをいつもと違う匂いに 
変えてみましょう。 

普段あまり匂いのするものをつけない方は 
少しいい匂いのボディクリームや 
ハンドクリームなどをつけるだけでも効果的です。 

【パジャマを変える】 
もう何年も着ている 
お気に入りのボロボロのスウェットだと 
男性の気持ちを乗り気にさせることはできません。 

なのでパジャマを一新するのがおすすめです。 



パジャマを変えることによって、 
ベッドタイムに変化と刺激が生まれます。 

「最近睡眠の勉強をしてるんだけど、 
いいパジャマを着ると睡眠の質が上がるんだって！」 
と言ってパジャマを新調するのもオススメです。 

いいパジャマというのは、 
セクシーなものや、いかにも寒そうなもの、 
値段の高価なものである必要はありません。 
気が心地が良くて、あからさまに誘っていない 
日常使いできるものでOKです。 

パジャマを変えることで 
気分を変えて清潔感を出すために 
パジャマを新調する口実です。 



②言葉を使わずボディで誘う 

普段のスキンシップの延長でもあるボディタッチ。 
直接言葉にしたり、 
大胆なアクションを起こさなくても、 
お互いがじゃれあう形になると 
視線とセックスへと誘導することができます。 

【もたれかかる】 
一緒に部屋にいるとき、 
さりげなく男性の方にもたれかかりましょう。 

「甘えてるのかな？」ともとらえられるので、 
少し遠回りな誘い方ですが、 
初めて男性をセックスに誘うなら 
これくらいからでもOK！ 

もたれかかるだけなら、 
男性もわかりづらいので、 



もたれつつ男性の胸あたりをスリスリ手でなでたり、 
もたれつつ、 
肩にキスを落としたりすると効果的です。 

男性が不思議そうに見つめてきたら、 

「なんか甘えたくなっちゃった…🙈」 
とにっこり照れたように笑いましょう。 

【癒す】 
いつもお疲れな男性を甘えさせてあげながら 
その気にさせるのが「癒し」です。 

「ねぇねぇ、マッサージしてあげる😊」 
と誘ってみます。 

男性の肩もみやマッサージをしてあげる際に、 
全身も優しくタッチしてハグします。 



ハグは女性が男性の胸に抱かれるのではなく、 
ソファーの上などで高さを調節し、 

女性の胸のあたりに 
男性が頭の位置が来るように、 
優しくハグしてあげます。 

さりげなく胸元が開いている服や 
前開きのブラウスなどであれば、 
気持ちの盛り上がってきた男性を、 
次のアクションを起こしやすくなります。 

男性が主体的に行動できるように 
さりげなく誘導するのがポイントです。 

【お風呂に誘う】 
2人でお風呂に入って、 
背中を流してあげながら浴槽で 
イチャイチャするのも誘い方の一つです。 



2人でお風呂に入るということは、 
既に裸なので、自然とエッチな気分になります。 

浴槽でイチャイチャが始まると、 
男性も興奮してくるでしょう。 

そのままお風呂でセックスをするのもありですが、 
そこはお預けにして 
きちんとお互いの体を拭いてから、 
ベッドで再スタートさせましょう。 

お風呂に入ったあとであれば、 
お互い綺麗に洗っている状態なので、 
クンニやフェラをするのも抵抗が減ります。 

【晩酌に誘う】 

「今夜２人で飲まない…？」と 
家にいるときでも晩酌に誘ってみましょう。 



一緒にお酒を飲むと、 
セックスへの流れに持っていきやすいので、 
２人で晩酌の時間を作ってみるのもよいです。 

お酒を飲むと、気持ちが解放的になります。 
2人きりの時に、ほろ酔いになると 
自然とスキンシップが多くなってくるもの。 

その流れで、キスをしたり、 
ディープキスをすることで、 
自然とセックスへの流れに 
持っていくことができます。 

飲みすぎには注意しましょう。 
せっかくのセックスも、 
泥酔状態では楽しめなくなってしまいます⚠  

【ベッドの中で手をにぎる】 
まだ浅い眠りなら、 



手に温もりを感じた男性は 
目を覚ます方も多いです」。 

ただ手を握るだけではなく、 
手のひらをエッチに触ってみるのがコツです。 

まるでチンコをしごいているような…… 
そんなにぎり方をしてみましょう。 



③言葉で誘う 

ここからは 
②でご紹介したシチュエーションに 
一言添えるお誘いの言葉を紹介します。 

「今日、一緒に寝てもいい？」 
「二人で一緒に寝る＝セックス」と 
遠まわしに伝えるパターンです。 

少し緊張した面持ちで言うと 
ドキドキが伝わりいいムードが作れるので、 
スムーズにエッチできるかもしれません。 

「今週末の夜、忙しい？」 
相手が忙しい人であれば、 
次戦にセックスの日を予約しておくのが良いです。 



「忙しい？」と聞いて 
「なんで？」と帰って着たら 

「久しぶりに二人で夜ゆっくりしたくて...」 
とつづけて誘ってみましょう。 

お誘いの言葉というのは 
いくつか存在しますが、 

最も効果的なのは 
直接的なセックスに誘う言葉を使わなくても、 
キスや、ハグから徐々にセックスへと 
誘導していけることです。 

なのでここでは多くの言葉を 
あえてご紹介しません。 

徐々にセックスへと誘導する方法は 
この後の、「久しぶりに女性から誘うには？」 
をご参考にしてみてください😊  



⚠こんな言い方は注意！ 
ムードを壊してしまいます。 

明るすぎる口調 
「“エッチしよーよ！」「セックスしたいなッ！」 
という言葉を明るく言いすぎてしまうと 
ムードが壊れてしまって 
相手を萎えさせてしまうことにもつながります。 

誘う時の言い方は、エロさや色気を 
特に大事にしたいので 

【速度：ゆっくり】 
【口調：柔らかく】 
【気持ち：AV女優になった気持ちで】 

を意識して誘ってみてくださいね😊  



「いまからセックスしよう！」などの 
直截的表現 

「いまからセックスするぞ！」などの 
直截的表現は萎える男性もいるので避けましょう。 

「今からセックスしよう！」 
は、まったくエロくもありません。 

素直にセックスがしたいと 
全くオブラートに包まずに誘うと刺激がないので、 
「お誘い＝事務連絡」にならないように 
気をつけましょう。 

直接セックスについて話し合いたい場合は、 
「最近してないね？」 
と、セックスを話題に持ち出しましょう。 

そこで「エッチしないのは寂しいよ」 
という気持ちを伝えてくださいね。 



2.久しぶりに  
女性から誘うには？ 

夜の営みに女性からどう 
誘ったらいいのかわからない…。 

自分から誘うって経験があまりないから 
どうしたらいいのかな…? 

そんなときは、 
少しずつ距離を 
縮めていくのがコツです💡  

これは、さり気なさを装って近づいてから、 
性的なスイッチを入れるという方法になります。 

男性の警戒心をスルーして 
近づくことが出来るので 
いきなり誘って驚かれたりすることもなく 
徐々に段階を踏んで行くことができます。 



男性がリビングなどで 
くつろいでいるタイミングや 
布団に入った瞬間のタイミングを狙う！ 

夜、布団に入ったあと、 
しばらく普通におしゃべりをして 
「さぁ寝ようか」となったとき 

「ねぇねぇ、久々にチューして…🙈💕！」 
とライトにチューをおねだりしてみましょう。 

少し嫌がっていそうだったら 
頬を男性の方に向けて、 
「おねが～い♡」とほっぺにキスを促します。 

チューしてくれたら、 
「嬉しい…🙈💕もう１回してっ♪」 
「ありがと～！ギューもしてくれる♡？」 

と何度か言って 



キス、ハグを何度もしてもらいます。 

軽いキスやボディタッチを繰り返していると 
ムラっと来る習性を利用しましょう。 

これで男性が少し積極的になって 
キスをしたりハグをしてくれればこのまま 
ディープキス→セックスへ 

キスとハグはしてくれたけど、 
それほど積極的ではないかな… 
と感じたときは、 
この日は何もせずに 

「嬉しかった…♡いつもありがと♡」 
と言って寝ましょう。 



そして数日あけてから・・・・ 

前回と同じように夜布団に入ったあとや 
リビングでくつろいでいるときなどに 

「ねぇねぇ、この前のチュー嬉しかったよ♡」 
「久しぶりに～さんと付き合ったときのこと 
(結婚した時のこと)思い出した♪」 

「今日もおかわりのチューしてくれる♡？」 

と前回と同じシチュエーションを作り 
キス、ハグを何度もしてもらいます。 

そして 
「やっぱりキスしてもらえると嬉しいな～♪」 

「なんか…こんなことされたら… 
　ムラムラしちゃうな…🙈💕」 
とさりげなく独り言のように言ってみたり 

「ずっとずっとこうしていたいなぁ」 



と言いながら、いっぱいキス。 

「(ハグしてもらった胸の中で) 
ねえねえ、今夜してもいい？」 
と至近距離で聞いてみましょう。 

こんな誘い方は要注意！ 
【寝込みを襲う】 

働く男性にとって1番つらいのが 
寝かせてもらえないこと。 

いくらセックスしたくても 
寝込みを襲うのだけはやめましょう！！！！ 

セックスに誘うタイミングは、 
ベッドに入って眠りにつく直前まで。 

寝てしまった後に 



「ねえねえ」とわざわざ起こされれば 
「ごめん疲れてるから」と断られてしまいます。 



4.彼や旦那さんが乗り気 
じゃない時はどうしたらいい？ 

久しぶりに誘うときに 
気をつける点がいくつかあります💡  

それは、 
自分と相手のテンションを揃える事です。 

例えば男性が激しく疲れている時や、 
テレビがいいところだったり 
ゲームが盛り上がっているタイミングだったり 
真剣な話の途中だったり…。 

本人が別のことに夢中になっているときは 
エロい格好で誘惑しても、 

“終わってからにしてくれ！”と思われて 
断られてしまうこともあるので 



誘うタイミングは相手に配慮出来ているか？ 
という事も少し考えておくとベターです。 

【疲れている場合】 
仕事帰りの疲れているタイミングだと 
性欲が減退しています。 

そんな時に「ねえ！しよう？」 
とあの手この手で責めても 
効果ゼロの可能性があります。 

女性がエッチする気満々だったとしても、 
男性は1秒でも早く眠りたい気分のときに 
しつこく迫ってしまうと 

「疲れてるんだからほっといてくれ！！！」 
と言われてしまうこともあり 
次誘うのも気まずくなってしまうので 

疲れていそうな夜は、 
マッサージをしてあげたり、 



キスやハグまでにしましょう。 

【誘ったけどお断りされたとき】 

断られて 
「せっかく誘ったのにもういい！！」と拗ねたり 
「私に魅力ないんだ😭」 
とネガティブに捉えてしまうのはNG！ 

余計に男性との仲に 
大きな溝を作ってしまいます。 

セックスを断られてしまうのは 
あなただけではありません。 
私もそういう日があります😊  



あなたも生理周期によっては 
「触らないで！」と思う日はありますよね。 

それと一緒で 
男性にも、体調や気分で 
「エッチしたくない」という日はあるので 

「今日はそういう日だったのね！」 
「また誘ってみよう～！」 
くらいの軽い気持ちで捉えればOKです！ 

軽く捉えることによって、 
男性のコンディションが良ければ 
誘ってもらえたことが嬉しかった男性は 
別の機会に男性の方から 
誘ってくれることもあります！ 


