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みなさま、こんにちは！ 

今回はセックスでイクこと、 
つまりオーガズムについて 
お伝えさせていただきます。 

オーガズムの感じ方には、何種類かあります。 

・オナニーで外イキするとき 
・オナニーで中イキするとき 
・セックスで外イキするとき 
・セックスで中イキするとき 

今回はこの４種類をお伝えさせていただきます。 

皆様がこのテキストをきっかけに 
絶頂を感じることができるように 
なってくださると嬉しいです💖  

イくってどんな感覚？ 
「オーガズム(イく)ってどんな感じ？」と聞くと、 
人によって全然違う答えが返ってきます。 



私自身は、 
寝落ちするときのフワっとした感覚や、 
湯船に浸かる一番最初の「はぁ～～～」って 
声が出るときに近い感じかなと思っています。 

医学的には、オーガズムの感覚は 
「おしっこ」をするときの快感に似ている 
ともいわれています。 

そのほかの方だと、 
あそこが痺れるような感覚とか 
電気が走ったビビビって感じがする、 
頭が真っ白になる 
と行った感覚の方もいます。 

オーガズムは、 
くすぐりをされてくすぐったいと感じる人と 
そうでない人がいるように 

オーガズムを強く感じる人もいれば 
やんわり感じられる人、 
感じにくいひとがいますが、 



感じにくいからといって 
諦める必要は全くありません😊  

もしかすると、 
まだオーガズムを感じるコツがつかめていなかったり 
感じるための筋肉が弱かっただけかもしれないので 

そういった部分の筋肉を鍛えたり 
柔らかくしていくことで 
柔軟性を高めていきましょう！ 



＊外イキするには？＊ 
まずは最初に、 
オナニーで外イキするときのコツついて 
お伝えさせていただきます。 

オナニーで絶頂を感じる時、 
女性がもっとも感じやすい性感帯なのが 
「外イキ」と言われる 

クリトリスを刺激してオーガズムを感じる方法です。 

クリトリスって、どういう器官？ 



大きさについては個人差がありますが、 
クリトリスは成人女性だと 
直径で約5-7㎜程度と言われています。 

ですが男性の勃起と同じように、 
女性のクリトリスも興奮を感じると 
勃起し大きくなります。 

勃起をすると1㎝以上にも大きくなる女性もいます。 
自分では大きくなった実感はありませんが、 
この大きくなった時が 
絶頂を感じやすい１番のチャンスです！ 

クリとリスとはビラビラ部分(小陰唇)の 
1番上部についている、 
丸い小さな物体がクリトリス(陰核亀頭)です。 

クリトリスでイく方法 

オーガズムを感じるために大切なことは、 
少し刺激するだけでは、 
女性はオーガズムに達することは少なく、 



長時間にわたって丁寧な刺激をすることが 
必要な方が多いです。 

❶気持ちを高める 

以前こんな実験があったそうです。 
実験室でバイブレーターを使用してもらい、 
使用した時にどのように感じるか 
説明してもらうという研究が行われました。 

多くの人が「何だか変な感じがする」と回答し、 
しばらくは何も感じませんでした。 
ですが、エッチなコンテンツを見せると、 
興奮してきて、やがてオーガズムにも達したのだとか。 

気持ちが高まっていない時にオナニーをしても 
イケないことが多いです。 

まずは気持ちを高めるために 
セクシーなシーンの出てくる映画や、AVやちょっとエッチ
な漫画などのコンテンツを見たりしましょう。 



❷下着の上から優しく触る 

エッチなビデオや漫画を見て、 
気持ちが高まってムラムラしてきたら 
下着の上から触ります。 

クリトリスはとても敏感な部位です。 
そのため、直接触ると刺激が強すぎて、 
気持ちよさを感じない場合があります。 
(男性とのセックスでも同様です) 

まずは、下着の上などから 
指でクリを優しく触るようにして、 
だんだんと刺激に慣らしていくようにしましょう。 

刺激に慣れてきたら、下着を脱いで、 
直接クリトリスに触れてください。 

その際、事前に手を温めておいたり 
指を愛液などで濡らしてから触るようにすると良いです！  



❸円を描くように指の腹で撫でる 

指を濡らしたら、 
利き手の中指の腹で優しくクリトリスに触ります。 

このときクリトリス周辺のひだが邪魔な場合は、 
薬指と人差し指でひだを抑えることで、 
中指を使いクリトリスを触ることができます。 

中指の腹を優しくクリトリスに当てたら、 
1秒1周のペースで 
クリトリスを円を描くようにゆっくり動かして 
みてください。 

滑りづらく動かしづらい場合は、 
さらに唾液や膣液で中指を濡らすと 
動かしやすくなります。 

慣れてきたら、動かすペースを速めて 
クリを刺激するのもよいでしょう。 



❹リズムを刻むようにトントン叩く 

クリトリスの刺激には細かくたたく刺激も有効です。 
クリトリスを中指で触るだけでなく、 
マウスでクリックするように 
優しくリズミカルに叩いてみましょう。 

叩くポイントは、 
力を入れずクリトリスに触れる程度の優しいタッチで 
刺激することです。 

力を入れすぎたり、クリトリスを押してしまうと 
興奮できないこともあります。 

優しく1秒に2回程度トントンと叩いたり、 
速さや叩く場所を移動させることで 
クリトリスが勃起して気持ちよく感じることができます。 



＊中イキするには？＊ 

オナニーで中イキができる人は、 
じつは全体の４割くらいと言われています。 

なので「中イキをできないのは自分がおかしいから？」と
思いつめてしまう必要は全くないです😊  

私も中でいけるようになるまでには、 
かなり時間がかかりました。 

焦らず徐々に開発しながら、 
気持ちよくなっていけるようにしていきましょう💖  

中イキには２種類ある 
中イキ(膣内)の中で 
きもちいと感じる場所は２箇所あります。 



 

Gスポット 

膣口から４～５cmほど(指の第二関節くらい) 
入ったところの膣の前壁（お腹側）にあります。 

人によっては左右にずれていたり、 
より奥の方にあったりするので、 
根気よく探してみましょう！ 

Gスポットはクリトリスに次いで 
イキやすい場所いわれています。 
Gスポットでイくと、 
体の内側から湧き上がるような快感が特徴です。 



Gスポットを刺激し続けると 
「おしっこがしたくなるような感じ」になる場合があり 

Gスポットで中イキをしたときは 
「足に力が入らなくなってガクガク痙攣する」 
「急にふわっと全身の力が抜ける」などの 
感じ方をする人も多いです。 

Gスポットの刺激の仕方 

❶仰向けに寝て、人差し指と中指を 
まっすぐそろえた状態で挿入します。 

❷指を根元まで挿入したら、 
指の第二関節を折り曲げ、 
膣の中からおへそを触るようなイメージで 
指の腹を膣壁に押し当てます。 

❸挿入した２本の指の第二関節を支点とし、 
３～４cm幅で指先を前後に動かします。 
動きとしては指を折り曲げて伸ばす、 
折り曲げて伸ばすという動作の繰り返しです。 



❹指の腹を使って、  
優しくリズミカルにトントンとたたく。 

「おしっこがしたくなるような感じ」に 
なっちゃう時はどうしたらいい？ 

Gスポットを刺激すると、 
膀胱にも刺激が入るため尿意を感じることもあります。 

失禁することをおそれるあまり、 
途中で体をずらしてしまったりして 
性感の高まりを抑えようとしてしまうと 
うまくオーガズムを迎えることができません。 

オーガズムの快感は尿意の後に来ます。 
なので、尿意があっても尿意は我慢せず、 
続けていくと快感へとつながっていきます。 



ポルチオ 

ポルチオの場所は子宮の入り口、 
つまり膣のいちばん奥にあります。 

膣の長さは平均で8～10センチ程度と 
言われていますので、 
女性の指で触るのはやや難しいでしょう。 
(オナニーで行きにくいのは届かないことが多いため) 

ポルチオの場所は個人差がありますが、 
膣口から膣奥に向かって指を入れることで 
見つけることができます。 



突き当たり周辺の上下左右に 
ポコッと膨らんだ部分があれば、 
それがポルチオです。 

自分で思うよりも奥にある場合もあるので 
行き止まりからさらに奥がないか 
探しながら指を進めると見つけやすくなります。 

ポルチオは膣の奥の方にあり、 
指での刺激が難しく、 
気持ちいいと感じるまでには 
開発が必要になる場所でもあります。 

ポルチオの刺激の仕方 

ポルチオをオナニーで刺激するには 
女性の指だと長さが足りないことが多いため 
ディルドやバイブなどの 
おもちゃを使うのがオススメです。 



初めておもちゃを試すときは 
ポルチオの場所が分かっていると感じやすくなるので 
指で触って確認しておくとやりやすくなります。 

❶おもちゃをを膣口に当て、 
ゆっくりと奥まで入れていきます。 

❷振動させる 
先端がポルチオに当たったところで刺激をします。 
先端をポルチオに当てながら、 
そのまま小刻みに動かして子宮口を振動させます。 

最初は軽く、慣れてきたらぐっと押し当てながら 
子宮に振動を伝えるイメージで揺らしていきます。 

❸撫でる 
膣口を支点にして上下に動かし、ポルチオ部分を撫で上げ
たり、反対に撫で下ろしたりします。 



❹押し込む 
おもちゃをぐっと圧迫て緩める、圧迫して緩める、 
という動きを繰り返します。 
慣れればこの動きだけでもイケるようになりますが、 
最初は痛みが出やすくなりますので優しく行いましょう。 

全てのオナニーに共通ですが 
最初は気持ちいいと感じなくても、 
続けることで次第にポルチオの感度が上がってきます。 

1回につき15分程度を目安に、 
定期的に続けてみましょう。 

ポルチオオナニーの合わせ技 

・潤滑剤を使う 
潤滑剤があると挿入スムーズです。 
特にポルチオ開発を始めたばかりのときは 
思うような快感が得られないことが多く、 
オナニー中に愛液が乾いてしまう場合があるので 
潤滑剤を塗布するのがおすすめです。 



・同時にクリトリスを刺激する 
ポルチオ開発を続けてもなかなか 
快感を得られないときは、 

脳がポルチオが性感帯だと理解していない 
場合があります。 

このようなときはポルチオと  
同時にクリトリスや乳首を刺激して、 
脳にポルチオは気持ちいい場所だということを 
覚えさせましょう。 

ほかの性感帯と併用して 
ポルチオ開発をする際の注意点は、 
必ずポルチオだけを刺激している状態で 
イクようにすることです。 

①ポルチオを刺激しながらほかの性感帯に触れる 
②イキそうになったらポルチオだけの刺激にする 

というパターンが定着してくると、 
次第に他の場所に触らなくても 
奥イキしやすくなります。 
 



この時はクリトリスやGスポットだけのオナニーは 
控えるようにすると、さらに効果的です。 



＊男性に攻めてもらって 
セックスでイクには？＊ 

オーガズムを感じるために大切なことは、 

少し刺激するだけでは、 
女性はオーガズムに達することは少なく、 
長時間にわたって丁寧な刺激をすることが 
必要な方が多いです。 

自分ではイケるけど 
彼や旦那さんにしてもらうとなかなかいけないのには 

・刺激してもらう場所が違う 
・刺激をしてもらう時間が短い 
・刺激の強さが違う 
・刺激の速度が違う 

の４点が原因と考えられます💡  



ですのでまずは、オナニーをすることで 
自分の気持ちいと感じる 

「場所」「強さ」「速度」「時間」を 
知っておくことが大切です。 

そして自分がやってきもちいと思う刺激を 
旦那様や彼にやってもらいましょう。 

刺激をしてもらう場所の伝え方 

「う～～ん、なんかココじゃないんだよな…」 
と思ったときの伝え方は、 

「ねえねえ、ここも攻めてみて💖」 

「(男性の手や指をきもちい位置に誘導しながら) 
じつはここが好きなの…🙈」 

「もうちょっとだけ右にずらしてみて…💖」 



と伝えてみるのがオススメ。 

伝える前よりもきもちよくなったと感じたら 
伝える前よりも２倍くらい 
きもちいいリアクションを大きくしましょう。 

刺激をしてもらう時間の伝え方 

「もうちょっと刺激してくれたらイキそうなんだけど,,,」 
というときの伝え方は 

「そこ…きもちよすぎる…やめないで💖」 

「そこ…大好きなの…もっとして🙈」 

「ずっときもちよくなっていたいから、そこいっぱいやっ
て」 

「もっとソコやられていたら、イっちゃう…」 

と、もう少し続けて欲しいことを 
伝えるのがオススメです。 



刺激の強さの伝え方 

「刺激が強すぎる！激しすぎる！」 
「もう少しマイルドにしてくれないとイケないよ…」 

という時には 

「ねぇねぇ。もう少し優しくされると、 
イっちゃうかも…」 

「今、敏感になってるから刺激が強すぎるよ～(>_<) 
ちょっとソフトにしてみて♪…アァン💖」 

「ちょっと優しくの方が、体がアツくなるかも…」 

リクエストを伝えるには、 



～～(もっとこうしてほしいというリクエスト) 
してくれたら、 

〇〇(男性が興奮すること) 
になっちゃうかも💖  

というテンプレートで伝えると、 
彼や旦那さんを傷つけることなく伝えられます。 

そして伝える前よりも 
きもちよくなったと感じたら 
いつもの２倍増しくらいで 
きもちいいリアクションを大きくしましょう。 

刺激の速度の伝え方 

ガシガシ早すぎる時には、 

「ねぇねぇ。もうちょっとゆっくりしてみて…💖  
ゆっくりされると、あそこが溢れちゃいそうなの…」 



(だんだん早い速度になってきたら) 
「私、さっきのゆっくりの速度が好きみたい…。 
体がとろけちゃいそうだったよ…」 

といった感じで、こちらも 
～～(もっとこうしてほしいというリクエスト) 
してくれたら、 

〇〇(男性が興奮すること) 
になっちゃうかも💖  

というテンプレートで伝えると、 
彼や旦那さんを傷つけることなく伝えられます。 



＊イキやすい体になる 
ためのトレーニング＊ 

イキやすい体をつくるためには、 
イキやすい体になる筋肉を鍛えることも大切です😊  

性器と関係が深いのは、 
足指から走ってくる筋肉とされています。 

足首や股関節が硬かったり、 
内ももやお尻の筋肉が弱くガニ股で歩く癖がある方は 

イキやすいところの筋肉を 
うまく使えていないことがあるので 
トレーニングをしていくことで 
イキやすくなる伸び代はかなりあります😍✨  

なので今回は、 
イキやすい体を作るために必要な体の要素 



・骨盤底筋(膣を締める筋肉)を鍛えること 
・足首の柔軟性を高めること 
・股関節の柔軟性を高めること 
・内ももの筋肉を鍛えること 
・お尻の筋肉を鍛えること 

この５点を網羅するトレーニングをご紹介します。 

↑の5つが鍛えられると 
イキやすい体になるだけでなく美脚効果もあるので 
同時にすらっとした美脚も作れてまさに一石二鳥です✨  

①膣引き締め呼吸 
②オーガズムトレーニング 

の2つを今回はご紹介します😊  
動画でお伝えしていますので動画をご覧ください。


