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どうも、ナンパ侍賢治です。 

 

キャバ嬢にモテる方法としてこのマニュアルを作成しました。 

 

あなたもキャバクラでお気に入りのキャバ嬢がいてその子に「モテたい」と思うのであれ

ば、マニュアルに書いていることを注意深く読んで実践していってください。 

 

 

キャバクラという場所は華やかな場所ですよね。 

 

やはり容姿レベルが高い夜の女性を落としたいという男性は多いです。 

 

僕はキャバ嬢と付き合った人数は一般の昼職の女性よりも多いというのが事実です。 

 

20代後半からキャバクラによく足を運ぶようになり多くのキャバ嬢を落としてきました。 

 

今もキャバ嬢の彼女と平行して、昼職の女性とも付き合いを継続しているわけですが、基

本的に夜の女を落とせるようになると一般の女性を落とすのが簡単になります。 

 

それでは、夜の女性（キャバ嬢）はどんな男性を好むのかなどを色々と実体験をもとに書

いていくのでお楽しみに！ 

 

 

ではでは、あなたが今後キャバ嬢にモテる男になるために内容に入っていきます。 

 

■キャバ嬢にどんなイメージを持っていますか？～嫌われる男とは～ 

 

キャバ嬢と話をしていると好かれる男性と嫌われる男性は一目瞭然です。 

 

あなたも気になると思います。 

あなたのキャバ嬢に対するイメージってどうですか？ 

「キャバ嬢＝○○○」 

 

もしも、あなたが 

「キャバ嬢＝軽い」とか、 

「キャバ嬢＝すぐにセックスできる」 
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なんて思っていたら、まずはこの考えを捨ててください。 

 

 

キャバ嬢の心理としては 

「キャバ嬢＝軽い、すぐにセックスできる」 

このように見られたり思われることを最も嫌います。 

 

 

彼女たちは夜の世界で一生懸命「仕事」として働いています。 

 

 

毎日お酒を飲んで、色々な人に話を合わせて、その場を盛り上げたり空気を読んだり、精

神的にかなり気を使いながら働いているキャバ嬢がほとんどです。 

 

だから、それを 

「軽い」 

などというイメージを持たれることが多く、 

「会ってすぐに誘われる＝軽い女と見られている」と意識しています。 

 

 

 

あなたもキャバ嬢の立場で考えてみてください。 

逆の立場だったらこのように思われることに対して嬉しくないはずです。 

 

 

 

よく男からするとキャバクラに行くと、エロいドレスを着て、あたかも誘っているように

見えるから誘ってみたら「付いてきてくれない」など聞きますが、キャバ嬢にとってのド

レスというのはまず「仕事のための戦闘服」ですからね。 

 

 

まあ、自衛隊で言うところの迷彩服のようなものなんです。 

 

 

だから、キャバクラ＝エロいドレス＝キャバ嬢は軽い！ 
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という考え方をまずは捨てることです。 

そうすることでキャバ嬢に対する言葉の一つ、一つや、行動の一つ、一つが変わってくる

ものです。 

 

キャバ嬢に好かれてモテる男、そしてキャバ嬢を口説き落とせる男は、 

「キャバ嬢＝頑張る一人の女性」 

という位置づけで見ているものです。 

 

 

そして、そうやってキャバ嬢に接するわけです。 

 

 

キャバ嬢は大切にしてくれる客に対して、心を許します。 

 

 

そして、心の次は体も許すという順序で客と付き合ったり、体の関係になったり、その先

の結婚したりという流れになります。 

 

あなたは、まずは「キャバ嬢＝軽い女」というイメージを捨ててください。 

そうすることによって、軽々しく触ったり、軽い言葉を言うなどの行動が変わってきます

からね。 

 

■キャバ嬢を口説く男の心得～キャバ嬢心を知る～ 

このレポートを読んでいるあなたもそうですが、キャバ嬢を口説きたいという男性は世の

中に山ほどいます。 

 

昔の僕もその一人でした。 

でも、キャバ嬢を口説こう、口説こうと思うと逆にキャバ嬢は離れていく。 

そんな僕が今ではアフターは当たり前にキャバ嬢の方から「行こう」と言ってくるし、ホ

テルへ行きセックスすることも簡単にできています。 

 

まずは、そうなるために大事な心得をお伝えします。 

 

ズバリ！ 

「キャバ嬢の女心を知る」ということ。 

なんだ？そんなことか？ 
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こんなふうにあなたは思うかもしれませんが、これあまく考えてはダメです。 

 

基本的にキャバ嬢を落とせない男ってのはこの「女心」がわかってない男がほとんどだか

らです。 

 

女心が分からなければ、まずキャバ嬢の気持ちを理解することは難しいですからね。 

 

でも、女心にしてもキャバ嬢心にしても、知ってしまえば簡単です。 

 

僕もキャバ嬢に対して、昔よく失敗していたのはこれが原因となっていました。 

 

 

キャバ嬢はあえて冷たく接して、男の反応を見ているのです。 

 

キャバ嬢が冷たいからと思って、簡単に口説きに行ったり、あわよくば・・・ 

 

なんて感じで接してみたり。 

これでは落とすことはできません。 

 

女心ってのは「私だけを見てほしい」というもの。 

 

キャバクラなどは特に色々なお客さんがいますよね。 

 

キャバ嬢はあなただけを見てくれるということは難しいわけです。 

 

 

でも、まずはそれでいいわけです。 

あなただけを見てくれなくても、口説き落とすこととは何も関係ないですからね。 

 

お客さんを多く抱えるという事はキャバ嬢にとってはいいことです。 

 

 

基本的に売り上げに繋がりますからね。 

 

仕事ができる証拠です。 
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このことを理解した上でキャバ嬢と接してやることです。 

 

他のお客さんがいるという事を理解したうえで、「おまえは特別」という寛容な心を持って

やることです。 

そうすることによって、「気遣い」に繋がります。 

 

 

広い心をもって接すること。 

だからと言って、都合の良い客になれというわけではなくて、キャバ嬢にとって「特別な

存在」になるということです。 

 

「あなたといることでキャバ嬢ということを忘れてしまう」 

 

この状況を作り上げるわけです。 

この状況になったら特別な存在として口説き落とすことができます。 

 

ちょっと複雑なことに思うかもしれませんが、これは僕がキャバ嬢を効率よく落としてい

く上でのコツです。 

あえてＬＩＮＥの連絡をしない。 

あえてお店に行かない。 

 

これらのテクニックというのはまずはキャバ嬢心を知ってから特別な存在になってやって

から有効になってきます。 

つまり計算以外の冷たさはしないということ。 

 

「おまえだけは特別に思っている」という行動で表してみてください。 

キャバ嬢自身に思わぬ変化が出てきますからね。 

 

そうすると、「あなたのためなら」という態度で接してくるキャバ嬢は多いですよ。 

そして、この流れができるとアフターや、店外デートという流れもできやすくなります。 

 

女心＝私だけを見てほしい 

だから、冷たくされたからって気にしないこと。それよりも寛容な心を持ってキャバ嬢と

接することが大事ということです。 
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■キャバ嬢の行動から学ぶ主役は客ではない 

キャバ所を落とせない男の行動として、たまに目にしますが、テーブルの雰囲気を見てい

るとキャバ嬢の心境が分かります。 

 

そして、落とせるのか？落とせないのかも見えてきます。 

ある日、キャバクラに行った時、となりのテーブルから男の声が一方的に聞こえてきまし

た。 

 

そして、内容はというとその男の知識自慢のような感じでした。 

 

知らず知らずのうちにこのような自慢話をしてしまっている男は多いです。 

 

 

その男の一言、一言にキャバ嬢が気を使って 

「すごーい！」 

「それから？」 

「もっと聞きたーい」 

こんな言葉が飛び交っていました。 

一見は盛り上がっているように見えるかもしれませんが、キャバ嬢は決して盛り上がって

いません。 

内心は「うざい客」と最悪思われていますからね。 

あなたも考えてみたらわかるとおり、人の自慢話を聞かされて嬉しくなりますか？ 

その人の事がよっぽど好きなら話は別ですが、自分のことのように嬉しくなりますか？ 

 

初対面だったり、キャバクラで出会った客の自慢話なんて正直ほとんど聞いていませんか

ら。 

そのことを知ったら、 

 

「自慢話はＮＧ」 

「知識自慢もＮＧ」 

ということが分かると思います。 

そして、なぜ男が気持ちよく話せるのかというとキャバ嬢がいいタイミングでうなずきを

入れたり、質問したり聞いてくれるからです。 

 

だから、これをキャバ嬢にしてやればいいわけです。 

そのままパクる。 



キャバ嬢惚れさせマスターガイド 

 

キャバ嬢を主役にして、話をさせてやることをする！！ 

気持ちよく話をさせてやるということをする！！ 

 

たったこれだけで印象が全然違います。 

また会いたいと思ってくれたり、話したいと思ってくれたりしてくれます。 

キャバクラだからと構えて「上手に話さないと」なんて考える必要はないです。 

キャバ嬢に興味をもっていろいろな質問をして話をさせるという事が大事。 

 

一緒に笑いながら楽しく時間を過ごすというのがキャバ嬢にモテる基本です。 

 

何回頑張っても口説けない落とせない男というのは、キャバクラを出るときに、「楽しかっ

たね。また会いたいな。」という恋人のような関係で終われないのです。 

だからまずはキャバ嬢の話を聞いてやるということを優先してください。 

 

話は戻りますが、先ほどお伝えした自慢話をしていた男性は時間終わり際に、キャバ嬢が、

「今日は本当に勉強になった。また話聞きたーい！」と言ったすぐに延長してました(笑) 

 

キャバ嬢を口説き落とすための延長の使い方とは違い、キャバ嬢の作戦にはまってしまっ

ている自滅パターンです。 

「自慢話はＮＧ」 

「主役はキャバ嬢」といことを覚えておきましょう！ 

 

 

■キャバ嬢を口説き落とすために～失敗から学ぶ～ 

あなたが今のキャバクラ通いに満足している場合は、キャバ嬢の本音を知りたいと思わな

いかもしれませんが、このレポートを読んでいるということはキャバ嬢の本音を知りたい

と思うので教えます。 

 

 

キャバ嬢の本音ってのは、「お客の 90％はお金としか見ていない」ということ。 

 

 

男からすると信じられないと思います。 

あなたもこれは信じたくもないかもしれません。 
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キャバ嬢を口説き落としたいのであれば、残りの 10％に入らないといけません。 

 

例えば、ＬＩＮＥで「一緒に飲みたいな」とか、こんなメールが来たら完全に営業です。 

 

 

これは冷静に考えたらわかりますが、それまで金をつぎ込んでいる人ほど、この冷静な考

えが出来ませんし、そんな自分を認めたくない。 

 

「一緒にワイン飲みたい」 

「一緒にシャンパン飲みたい」 

これに騙される男は多いです。 

 

そして極めつけは「会いたい」というメールやＬＩＮＥ。 

 

キャバ嬢は惚れるのではなくて、惚れさせる。 

キャバ嬢に惚れる時点でキャバ嬢優位の状況になりますからね。 

 

 

だから、あなたはこれがキャバ嬢の本音ですから冷静に判断して接することです。 

そして、自分が優位に立つこと。 

 

ブログにも書いていますが、モテる男になるには他の男と自分を差別化することが大事で

す。 

 

話を聞いてやって、共感してやって、褒めてやって！ 

でも、口説かない。 

 

キャバ嬢にモテない多くの男はすぐに口説きにかかりますからね。 

 

あなたは、「話を聞いてやって」「共感してやって」「褒めてやって」でも、「口説かない」

を実践してください。 

 

■キャバ嬢を口説くために必要なこと 

 

こんな男性がよくいます。 
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キャバ嬢を口説こうと思って、キャバクラに通い誘ったりしてもご飯すらいけない。 

 

反対にキャバ嬢を口説き落として、アフターに行って、ホテルに行ってセックスする。 

前者と後者では何が違うのか？ 

 

これはキャバ嬢の本音を知る努力が足りないという理由があります。 

 

人ってついつい自分目線で物事を考えがちになります。 

キャバクラに行ったら、、男はなおさらそうなります。 

 

 

モテるために自慢話や自分の話ばっかり・・・ 

キャバ嬢の事を考えての話をしていない男が多いのです。 

 

キャバ嬢目線で考えてみましょう。 

 

キャバ嬢の仕事はお酒を提供して、お客さんを喜ばせることです。 

男の話を楽しそうに聞いてくれたりは仕事だということ。 

仕事として接している限り口説いてもいい結果はありません。 

 

人は誰でも調子のいい時とか悪い時ってありますよね。 

 

人と接する仕事であるキャバ嬢は、ストレスが多いです。 

落ち込んだりも多いです。 

そんな時に優しく癒されたいものなんです。 

 

いつもは強がっていても、時には甘えたいということが多いです。 

 

 

一人の女性として考えた時にもそうです。 

 

 

考えてみれば話したくもない客の話を聞いて、場を盛り上げたりとか。 

 

お客さんに気を使って店でも気を使って、他のキャバ嬢にも気を使って・・・ 
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まあ、色々と気苦労しているわけですよ。 

 

 

つまりストレスだらけってことです。 

 

 

ここが分かると、そんなキャバ嬢に対して何をするのか？ 

 

 

その大変な事実を知っているだけでもいいです。 

夜の世界の大変さというものです。 

 

夜に対する偏見をもたれるだけでもキャバ嬢はツラいものですからね。 

 

 

キャバ嬢自身自分の事は一番わかっているし考えています。 

 

 

だから、あなたはそのことを知って、彼女を認めてやってください。 

 

 

キャバ嬢という存在を認めてあげる。 

そうすることでキャバ嬢にモテるようになります。 

 

「ありがとう」の一言でもキャバ嬢は嬉しいものですし、その一言に癒されたりしていま

すからね。 

 

だから、キャバクラと言う仕事の大変さとか、キャバ嬢の存在を認めて接すること。 

 

これができない男が多いからこそ、勘違いしいている男が多いからこそ、この気遣いがで

きる男は「カッコイイ」と思われます。 

 

 

あなたが、キャバ嬢を癒してやるという考えを持つこと。 

そうするとキャバ嬢を落とすのが簡単に思えてきますよ。 
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■キャバ嬢の本音を知るとモテる３原則が分かってくる 

 

さて、キャバ嬢に対して多くの男が間違ったイメージを持っています。 

あなたもここまで読んでだんだんキャバ嬢に対するイメージが変わってきたと思います。 

 

そして、キャバ嬢への接し方を意識するだけでモテ度はかなり上がります。 

 

では、キャバ嬢からの本音をふまえて、モテる男に共通する３原則をお伝えしますね。 

 

大事なことです。 

 

この 3原則を知って、キャバ嬢に対しての接し方を覚えましょう。 

１、 触らない 

２、 ケチケチしない 

３、 質問責めしない 

では、１、触らない。から 

先ほども言いましたが、キャバ嬢＝軽い。と思っている男はとても多いです。 

でも、そんなことないですから。 

 

キャバ嬢は自分の事を大事にしている女性が多いです。 

 

 

逆に昼の一般の女性の方が軽いと感じることの方が多いです。 

 

そして、キャバ嬢は多くの男が軽いと思っていることに対して、人間不信になっていたり

します。 

だから、キャバ嬢＝軽い。軽い＝触ってもいい。 

この考えは辞めましょう。 

 

触るのは二人っきりになってからですよ。 

 

 

あなたがキャバ嬢を大事に扱うという意識があると簡単に触れないと思います。 

「店だし、金払ってるからいいじゃん」 

こういう客ってのはモテません。 

 



キャバ嬢惚れさせマスターガイド 

 

次に２、ケチケチしない。 

キャバ嬢にプレゼントなどしてお金を使う必要はありません。 

でも、キャバクラの支払いに割引クーポンを使ったりドリンクをケチってもいいことはな

いです。 

 

そのあたりは気持ちよく使ってください。 

 

お気に入りのキャバ嬢にはドリンクを飲ませてやることです。 

 

３、 質問責めしない。 

キャバ嬢にしつこく自宅を聞いたり、休みの日は何をしているのかを聞いたり、とにかく

キャバ嬢の個人情報に関する質問をしすぎないことです。 

 

 

話の流れの中で聞くのは良いですが、基本プライベートではキャバ嬢は仕事を忘れられる

時間なわけです。 

大事なのはキャバ嬢に話しやすくするための質問です。 

 

 

質問してキャバ嬢が気持ちよく話をしていたら、それだけで他の客と差をつけることにな

ります。 

 

前にも言いましたが、キャバクラってほんとに男の自慢話が多いですからね。 

それを聞くとうんざり・・・となるわけです。 

 

 

キャバ嬢に話をさせるような質問をすることが大事です。 

これらの３るのことを守るだけでもモテるようになりますよ。 

キャバ嬢の方が「また会いたい」と思ってくれたりしますからね。 

 

 

こうやって一人の女性と接している感覚でキャバ嬢にも接することです。 

 

■ＮＯ１キャバ嬢が話すモテ男とは？ 

 

あなたもキャバ嬢が話すモテる男の条件って気になりませんか？ 
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しかも、ＮＯ１キャバ嬢の本音ですからね。 

ある日会って本音を話してくれました。 

 

 

そして、このＮＯ１キャバ嬢が言うモテる男の条件は、 

ずばり！！ 

 

「気を使える人」 

そして、これに含まれている女心は何か特別な事をしてほしいわけではなくて、 

「一人の女性として見てほしい」ということ。 

 

金払っているんだから、エッチぐらい。。。 

金払っているんだからサービスするのは当然だろう。。。 

キャバ嬢だから軽いだろう。。。 

 

確かに店に来てもらってお金を払ってもらって、給料をもらっているわけなのでありがた

いと思っていますが、そんな客は好きにならないということを言ってました。 

そんな男に口説かれても、「うざい」としか思えないと。 

 

キャバ嬢の事を考えて、気を使ってくれる。 

お酒を作って「ありがとう」だけでもかっこいいわけです。 

 

 

その一言が言えない人が多いと言います。 

キャバ嬢も一人の女性として、接すること。 

 

 

ＮＯ１キャバ嬢ほどいろんなところに気を配っています。 

だからこそ、気を使える男はすぐに分かるというのです。 

あなたがキャバ嬢にモテたいならこれは必須ですよ。 

 

 

■プレゼントは贈らない（特にブランド） 

キャバ嬢にブランドのプレゼントを送ってしまっていませんか？ 
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プレゼントを贈らないとかブランド品を贈らないとか言うと、ケチに思うかもしれません

が、行先は「質屋」ということがよくありますからね。 

この間も仲の良いキャバ嬢がシャネルの時計をしていたのに、その１ケ月後にしてなかっ

たので、 

「時計どうした？」と聞いたら「売った」と簡単に答えてましたから(笑) 

 

 

定価 50万円以上する時計ですよ。 

 

 

それを一瞬で(笑) 

 

 

しかもプレゼントをくれた男性とは何もないとのこと。。。 

 

そんなもんなんです。 

 

 

お互いが好きで渡す分には構いませんけど、落とすためにプレゼントする必要はないです

からね。 

 

 

女性ってのは好きな人からもらうものに関してはある程度はなんでも嬉しいものですが、

キャバ嬢を落としたいからってプレゼントを贈るなんてことは思わないことです。 

 

 

惚れさせることプレゼントを贈ることは関係ないですからね。 

 

 

 

■キャバ嬢を口説く男の行動 

キャバクラに行って、お気に入りのキャバ嬢が見つかったら、すぐに場内指名をしましょ

う。 

 

気に入ったらすぐに指名してください。 
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選んでるヒマがもったいないですからね(笑) 

 

 

そして、指名したら 

「何か飲んだら？」とか、「何か飲む？」と声をかけてやってください。 

この言葉以外にはじめは何もありません。 

 

 

回りくどく言ったりとか、焦らしたりとか、そんなことはしないでください。 

 

指名したら、ドリンクを頼んであげる。 

これを約束事だと知っておいてくださいね。 

 

指名しているのに何も飲ませないというのは「せこい」と思われますから。 

 

そして、それからどうやって口説こうなんて思っても落ちませんからね。 

だから、1000円、1500円のドリンクはケチらないことです。 

 

指名したらお気に入りのそのキャバ嬢と一緒にお酒を楽しむということ。 

 

 

キャバ嬢からしたらこの時間はとても楽しい時間となります。 

 

キャバ嬢がこの雰囲気が楽しいと思えば、あなたにまた会いたい思ってくれますからね。 

そして、アフターの誘いに乗ってきます。 

 

指名して、ドリンクがないとかはダメですからね。 

キャバ嬢がドリンクを頼もうとして「えー、飲むの？」なんて冗談でも言わないように。 

まずは雰囲気作りが大事ですからね。 

 

 

スマートに「何か飲んだら？」と一言でいいです。 

 

 



キャバ嬢惚れさせマスターガイド 

 

 

 

■キャバ嬢を落とす余裕の見せ方 

 

世の中の多くの男性がキャバ嬢にはまって、お金を落としていきます。 

 

たくさんお金を落として、時間をかけてキャバ嬢を口説きに行きます。 

 

 

でも、結果は落とせない男性が多い。 

 

その反面、キャバ嬢を落としまくっている上位 10％の男たちがいます。 

この差はなんなのか？ 

 

それは、「余裕」です。 

 

 

気に入ったキャバ嬢しか見えていなくて、とにかく必死になります。 

こんな男性がとても多いです。 

 

世の中、可愛いキャバ嬢や綺麗なキャバ嬢はいくらでもいます。 

 

だからまず「余裕」を持ってください。 

 

キャバ嬢はたくさんいますから。 

 

「俺にはこの子しかないんだ」なんて絶対に考えないようにしてください。 

 

この思考が「余裕」をなくしてしまいます。 

 

「かわいいキャバ嬢はたくさんいる」と考えるようにすることです。 

 

こう考えることで余裕が出てきますよ。 

 

実際に可愛いキャバ嬢はたくさんいるし、簡単に落とせるキャバ嬢もたくさんいますから。 

こうやって考えて余裕が持てるようになるとその雰囲気がキャバ嬢にモテます。 
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そこから「キャバ嬢の悩みを聞く」くらいになると落とせる確率がぐっと上がります。 

何かを解決してあげなくてもいいので、ただ聞いてキャバ嬢の心が少しでも楽になったら

「この人信頼できる」と思ってもらえます。 

 

友達とか、家族とか、仕事の悩みとかを話してきたらチャンス拡大です。 

だから、よく聞いてあげてください。 

 

先ほども言いましたが、キャバクラに行って気に入ったキャバ嬢がいたら「指名する」。 

いきなり指名していいです。 

 

ここを遠慮してもいいことないですから。 

キャバ嬢も指名されて悪い気はしません。 

気に入ったキャバ嬢がいたら指名することです。 

 

指名するという事はキャバ嬢からしたら「この人気にしてくれてるんだ」と思いますから。 

まずは誰でもできるキャバ嬢へのアプローチです。 

 

よく間違う男の行動は、「指名しているからこのキャバ嬢は自分のもの」 

 

こんな感覚は完全に間違いです。 

 

指名することから口説く第一歩が始まるのです。 

 

口説くときは一回の一か八か勝負なんてしないでください。 

 

回数を重ねて、その気にさせていくことです。 

 

その一番ストレートな行動が「いきなり指名する」ということ。 

 

 

■キャバ嬢にモテるキャバクラの通い方 

 

キャバクラに行ってお気に入りのキャバ嬢が見つかったら、ついついそのキャバ嬢だけに

はまる人って多いです。 
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「いや、俺はそんなことないよ！」 

 

このように言う人でも目の前に好きなキャバ嬢がいたら口説きなるのが男ってものです。 

 

そんな時に、「時間ですけど、延長どうされますか？」 

 

 

と聞いてくるわけです。 

 

そして、だいたいキャバ嬢もさりげなく「いてほしい」アピールをしてくると多くの男性

は延長してしまうというパターンになります。 

 

もちろん僕も昔はこのパターンになっていたので人のことを言えるわけではないですが

(笑) 

 

キャバ嬢と仲良くなりたいとか、口説き落としたいと思うあまりに 1 回の来店で数時間頑

張っている人って多いものです。 

 

狙ったキャバ嬢を口説き落とすためには、はじめのうちはどんなに長くても 1～2時間にし

たほうがいいです。 

キャバ嬢に「もっといてほしいな」なんて気持ちにさせて帰るぐらいがベストです。 

1 回の来店で 3 時間とかいるよりも、2 回の来店で 1～2 時間いたほうがキャバ嬢の印象に

残りやすいですからね。 

そのキャバ嬢としてもあなたと仲良くなるまでは話のネタに困りませんしね。 

 

そして、キャバクラでの心得として、 

１、 金離れはよく 

２、 触らず 

３、 無理に口説かず 

 

これらの 3点を頭に入れておいてください。 

無理に口説くのではなくて、時間を使ったほう落としやすくなります。 

 

1 回の 3 時間よりも、1週間の 3回の方がキャバ嬢を落とせる確率はグッと上がりますよ。 

 

■ヘルプのキャバ嬢を大事にする 
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ヘルプは知ってますよね？ 

あなたが指名したお気に入りのキャバ嬢が他の席に行く際に代わりにつくキャバ嬢のこと

です。 

実はこの時に男の器のでかさがでます。 

あなたなら以下の１と２ではどちらが正解だと思いますか？ 

 

また、どちらの男が魅力的だと思いますか？ 

 

１、 指名のキャバ嬢以外には冷たくて、笑いもしない 

２、 指名のキャバ嬢と同じように温かく、そして良く笑う 

 

さてあなたはどちらが正解だと思いますか？ 

答えはもちろん２ですね。 

男としての魅力も２の方がありますよね。 

指名したキャバ嬢がどこか他の席へいって気になるし、他のキャバ嬢には興味がないって

気持ちは分かります。 

 

でも、お気に入りのキャバ嬢もそんなときの男の態度や姿を見ているわけです。 

 

そして、ヘルプのキャバ嬢がきても楽しませることによって、男としての魅力を感じるわ

けです。 

 

だから、今後ヘルプのキャバ嬢が来たら逆にチャンスと思って、楽しませることです。 

 

・楽しませる 

・笑う 

・気を遣う 

 

この 3点を意識してヘルプのキャバ嬢に接してみてください。 

そうすることによって男としての魅力にひかれていきますから。 

 

こうすることによってヘルプのキャバ嬢からお気に入りのキャバ嬢へあなたのいい噂が流

れますからね。 

お気に入りのキャバ嬢にあなたが「機嫌が悪くなったから早く戻らないと」と思わせるの

か。 

それとも、逆に「楽しそうに盛り上がっているから、早く戻りたいな」と思わせるのか。 
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このようにヘルプのキャバ嬢がついたら、本命のキャバ嬢に良いうわさを流すチャンスだ

と思って接してみてくださいね。 

 

 

■キャバ嬢を楽しませる 

 

キャバ嬢ってどんなお客さんでも、どんな状況でもその場を盛り上げます。 

キャバ嬢のそんなところから学ぶことって多いです。 

 

だから、そのテクニックを盗んで女性を楽しませることができたらどうですか？ 

女性はとても喜びます。 

 

キャバ嬢の凄いところは、話のネタが豊富なところです。 

やっぱり接客のプロですからね。 

会話を切らさないようにすることに長けています。 

そして、相手がどんなことに興味があるのか？ 

 

または、どんなことを望んでいるのか？ 

ここを感じとることができれば、相手を喜ばせることにつながります。 

 

キャバ嬢は人を喜ばせる会話がほんとうに上手ですからね。 

 

これはキャバ嬢が仕事の中で学んだことが多いです。 

だからキャバ嬢はそれなりに仕事で苦労していることって多いわけです。 

 

だから、あなたはそんなキャバ嬢を逆に楽しませることにしてください。 

そうすることによって 

「このお客さんんは他の人と違うな・・・」 

「なんだか、一緒にいて楽しいな・・・」 

 

このように思わせてみてください。 

そうすることによってあなたはそのキャバ嬢にとって特別な存在へと近づけますよ。 
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■キャバ嬢の話に対して共感する 

 

キャバ嬢と店の中で仲良くなるためには、そのキャバ嬢に興味を持つことです。 

 

まずはキャバ嬢の話に耳を傾けて、一語一句逃さないように集中してください。 

 

そこから会話につなげていきます。 

キャバ嬢の話をよく聞いていると話が盛り上がるきっかけはたくさんあります。 

 

よくありがちで、みんな自分の事を話そう、話そうとします。 

そして、キャバ嬢に自分のことを話してアピールしたいと必死になります。 

でも、これは逆効果なんです。 

 

知ってもらいたいと思ってついつい自慢話や、キャバ嬢が興味もない話を自分本位でしゃ

べっている人って多いです。 

 

こうではなくて、キャバ嬢を気分よく話させるということです。 

ここが十分にできていると、あなたとの会話が楽しいと思ってくれますし、キャバ嬢の方

から積極的に質問してきたりしますからね。 

 

だから、話を聞きながら 

「そうなんだ？すごいね！」 

 

「まじで？それ素敵だね！」 

 

このように興味があるように相槌をしながら興味があるようにキャバ嬢の話を聞いてあげ

ればいいです。 

 

間違っても、キャバ嬢の話に反論しないように！ 

内容がおかしいと思っても、「そうなんだー！」 

 

このように気づいてないフリをしてください。 

キャバ嬢の話を否定したところで何もいいことはないですからね。 

 

だからキャバ嬢の話には共感してあげてください。 
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男ってついつい自慢話をしたくなるんですよ。 

 

自分が「すごい！」ってことを女性に伝えたくなるものです。 

 

キャバ嬢に認めてほしくて店にいくのであればそれはそれでいいです。 

 

でも、キャバ嬢を口説きたいのであれば武勇伝を語っても何の得にもなりません。 

 

むしろマイナスです。 

 

あなたが仮に自慢話をしてキャバ嬢が「すごい！すごい！」と言ったところで、それはあ

くまで仕事ですから。 

 

そんなことを話すよりもキャバ嬢が話すことに「すごいねー！」って共感して認めてあげ

ることです。 

 

自分が気持ちよく話すのではなくて、キャバ嬢に気持ちよく話をさせるという事です。 

 

そうすることによって、 

「あなたには何でも話せる」と思わせることになりますし、また同時に安心感を与えるこ

とにもなります。 

 

あなたの立ち位置はキャバ嬢を楽しませる「ホスト」というポジションを意識してくださ

い。 

なりきりホストで構いません。 

そして、キャバ嬢を楽しませることに力を入れることです。 

どれだけ自慢話をしても、キャバ嬢は落とせません。 

 

キャバ嬢の話を聞いてあげるだけでも、他の人とは違うと思ってくれやすいです。 

これだけでもあなたに対して見方が変わるものです。 

だから、しつこく言いますが、自慢話は絶対にしないことです。 

 

 

■ 

 

キャバ嬢は多くのお客さんを相手にしています。 
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一日だけでも数十人を相手にするときもあります。 

そして、一週間では数えきれないお客さんを空いてにするわけです。 

 

そんな中、あなたが一目置かれるためにはどうすればいいのか？ 

 

 

それは、「人たらし」になることです。 

 

キャバ嬢としてはお客さん以上になるために警戒心はとても強いものがあります。 

つまり、「客」は「客」として扱っているわけですよ。 

 

そんな客に気持ちを許すってそう簡単なものではないようですが。 

 

キャバ嬢以前に一人の女の子であることも事実です。 

 

だからやっぱりお客さんにも心を許してしまうこともあります。 

 

そんなお客さんは、キャバ嬢の行動、表情、言葉の表現など、細かく褒めるポイントを上

げて褒めています。 

 

 

褒めたかと思えば、次は冗談を言ってキャバ嬢のプライドをくすぐったり。 

 

つまり褒めか方が上手です。 

こんな男に対して、はじめはその気はなくても、気づけば気になる存在になっていたりす

るものなんです。 

 

褒めた後には、からかったり。 

 

このバランスは実践した数に比例して上手くなります。 

何事もチャレンジです。 

 

キャバ嬢は褒められて嫌な気はしません。 

まずは、キャバ嬢の行動に対して褒めてみることから始めてください。 

 

お酒を作ってもらったら「ありがとう」 
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タバコに火をつけてもらったら「ありがとう」 

 

そして、「○○（キャバ嬢の名前）って気が利くし優しいね」 

 

このように、お酒を作ってもらうとかタバコに火をつけてもらう事って多くの男性が当た

り前と思っていて、「ありがとう」も言えない男が多すぎなんです。 

 

だから「ありがとう」に加えて、あなたが「気が利いて、優しいね」という言葉を添える

だけでもキャバ嬢の心には新鮮に響きますし、「ちょっとしたことでも褒めてくれる」あな

たに対して好感を持ってもらえます。 

 

 

まず、褒めるところが見当たらないという場合は、このようにキャバ嬢のちょっとした行

動でもいいので褒めてみることから始めてください。 

 

■外で会おうと言わない 

 

キャバクラに行って、お気に入りのキャバ嬢と連絡先を交換します。 

 

そして、翌日あたりにキャバ嬢の方からＬＩＮＥが来たりメールが来たりします。 

だいたい連絡先を交換して、失礼なことなどして嫌われてないなら、キャバ嬢の方から次

の日あたり連絡ができます。 

 

そのメールやＬＩＮＥに対して 

 

「外で会おう」なんてことを言ってませんか？ 

この間違いをやってしまっている男性ってのは多いです。 

 

男からしたらこうやって外で会おうと誘ってきてもらえたらラッキーですが、キャバ嬢か

らしたらそうやって毎日のように誘われているわけです。 

 

だから、正直うんざりしています。 

 

本当にキャバ嬢を口説き落としたかったらまずは店に通うことです。 

そして、まずはいいお客さんになることです。 
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他の男と同じことをしても意味がないですからね。 

だから、他の男がしないようなことをするべきです。 

 

絶対に「外で会おう」は言わないようにしてください。 

 

仲良くなったら好きな時にいつでも外で会うことができますからね。 

 

 

■店ではケチらない 

 

キャバクラで今は安い店では時間によって 2000円なんてところもあります。 

21時までは 2000円とかですね。 

 

こう考えると 6000 円とか 7000 円の店が高く感じるかもしれませんが、キャバクラに行く

以上は絶対にケチらないことです。 

 

特に店内で会計の時に「安くしてよ！」なんてことは言わないことです。 

こんなこと言ったらキャバ嬢はひきますからね。 

 

だから、値切ったり、ケチるということは絶対にしないことです。 

 

お金払っているんだからというような偉そうな態度を取る人もよくいますが、こういった

態度も辞めましょう。 

 

 

■キャバクラに行くなら清潔感が大事 

 

キャバ嬢にモテるためには、見た目が大事です。 

見た目というのは「清潔感」です。 

 

キャバクラに行くなら清潔感はとても大事です。 

 

生理的に無理と思われたらそこから先は絶対に進展しませんからね。 

だから清潔感がある人は、まずは第一条件をクリアしたと思っていいです。 

 

イケメンとか男前とか顔立ちが良い男は得だと思うかもしれませんが、キャバ嬢の多くは
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顔ではなくて、大人の余裕を求めている女性が多いですからね。 

 

心に余裕がある男はキャバクラでモテます。 

 

だからこそ、まずは清潔感を気にしてください。 

 

そして、あなたがキャバクラに行く前に、一度は服装や髪型、そして髭なども気にかけて

みてください。 

 

まずは見た目の清潔感を出すということを意識してください。 

 

 

■店を出たら普通の女の子 

 

キャバクラで働く女の子は「軽い」と思っている男性は多いです。 

でも、これは男の素敵な勘違いです。 

 

もちろん店ではどんな話でも楽しく付き合ってくれて、エッチな話でものってきてくれる

のでキャバ嬢は軽いと勘違いしてしまう気持ちも分かります。 

 

エッチな話にのってきてくれるので、 

「この子、オレに興味があるのかな？」と思ってしまいますけど、女の子は男をその気に

させながら疑似恋愛させるのが仕事なわけです。 

 

だから、大抵の話にはのってきてくれます。 

 

キャバ嬢は普通の女性が経験しないような色々な経験をしています。 

そんな女性を口説くことに楽しさがあるものです。 

 

キャバ嬢を口説こうと思ったら普通の客とは違うということを思わせることを優先して考

えるようにしましょう。 

 

そして、簡単に口説かない。 

そして、簡単に触らない。 

 

まずは、お客さんとして安心できると思われてから誘います。 
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このタイミングを経験することがまずは大事です。 

 

まずはキャバ嬢は軽いなんて思わないことです。こういった思い込みは捨てることです。 

キャバ嬢たちは昼も夜も一生懸命働いている子が多いです。 

一人のお客さんに来てもらうために努力しているキャバ嬢は多いですからね。 

 

一生懸命頑張っているので、それを認めてあげましょう。 

店を出たら一人の女の子ですから。 

 

そう思ったら接し方も変わってきますし、キャバ嬢からの見られ方も変わってきます。 

 

 

■新人キャバ嬢は落としやすい 

 

あなたも自分のお気に入りのキャバ嬢とデートしたいですよね？ 

キャバ嬢の中でも店外デートに誘い出すのが楽なのが新人キャバ嬢です。 

ナンバーワンとかのキャバ嬢に比べると新人キャバ嬢は店外で会えやすいです。 

 

パッと見慣れていない感じがするキャバ嬢が新人キャバ嬢に多いです。 

 

また、話していても面白くなくて話が盛り上がらないというのが新人キャバ嬢の特徴です。 

 

まあ、あまり魅力を感じなかったり、なんとなくつまらなかったり、そういった子がだい

たい新人キャバ嬢に多いですね。 

 

そして、新人というのはキャバクラという仕事に慣れていないので、お客さんがいなかっ

たりします。 

いても少ない場合が多いですね。 

 

 

話していて楽しくないと感じたらお客さんの食いつきはよくないことぐらいわかりますよ

ね。 

だから頑張ってお客さんに一生懸命な対応をしてくれやすいです。 

 

そして、こんな新人キャバ嬢は本指名されたら、そのお客さんがかなり印象に残りやすい

です。 
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自分に自信がないキャバ嬢は 

「私と話してて楽しいのかな？」とか考えている子って多いですからね。 

そして、どうしたら指名を取れるのか必死になっているわけです。 

 

だから、アフターに誘ったら付いてきやすいです。 

 

新人キャバ嬢は大切に接してやると心を開いてきます。 

 

そして、心を開いてくるとどんどん話してくるようになります。 

実際はいい子だけど、キャバクラの仕事に慣れてなくて緊張していて最初の印象とは違っ

て見えることがよくあります。 

 

 

新人キャバ嬢の心理はまずは指名のお客さんを作りたいと思っているので、自分について

くれたお客さんにお店に通ってもらうためにも、色々な努力をします。 

 

だから自分のプライベートの時間を割いても店外デートに来る可能性が高いです。 

 

 

では、ついでに断られにくい店外デートの誘い方をちょこっと教えますね。 

 

キャバ嬢がまず店外デートに行く相手は危険性がないことが大前提です。 

 

あなたに対して、キャバ嬢が少しでも危険性を感じているのならどんな誘い方をしても断

られてしまいます。 

 

だから、まずは信用される相手になってから店外デートに誘う事。 

 

 

そのためには、会話の中でキャバ嬢の興味のあることを誘います。 

 

例えば、お互いに好きなドラマの会話で盛り上がった場合なら 

 

あなた「この前○○のドラマが好きって言ってたね？今度映画化するらしいよ。知ってた？」 

 

キャバ嬢「えー！そうなの？知らなかった！」 
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あなた「そっか、前売りで丁度チケットあるんだけど一緒行かない？」 

 

こんな感じです。 

 

前売りチケットがあるということを言うことで、じゃあいつにしようか？と話が進みやす

いし、またお互いの興味があることだから断られにくい。 

 

そして、危険がないことをアピールする誘い方なら、例えば閉店１時間前ぐらいに飲みに

行って、キャバ嬢が「今日はちょっとしか話せなくてさみしい」なんて言ってきたらチャ

ンスです。 

 

「じゃあ、この間話した店近くにあるし、２時までやってるから少しご飯食べよう。タク

シー代は渡すからそれで帰ったらいいよ」 

 

こう言ったらキャバ嬢はタクシー代をもらえるので安心してちゃんとご飯を食べたら帰れ

ると思ってついてきます。 

 

このようにキャバ嬢を安心させることができます。 

 

店外デートはキャバ嬢が断るであろう逃げ道をふさぐことで誘い出すことができます。 

慣れてくるとキャバ嬢の断り文句がだいたいパターン化しているのが分かってきます。 

店外デートに誘い出すことができたらこっちのものですからね。 

 

 

 

■ボーイを味方にする 

 

ボーイとはお店で案内してくれる男性のことです。 

そして、ボーイは外で呼び込みをしていたりします。 

 

だから、そのボーイを絶対に味方につけてください。 

 

よく見かけますが、ボーイに上から目線で 

「かわいい子つけろよ」 

「安くしろよ」 
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なんて言っている偉そうな態度の客がいますが、逆の立場だったらそんな人にいいキャバ

嬢をつけようとは思いませんよね？ 

 

 

店側からしたら人気のあるキャバ嬢ほどつけたくないものなんです。 

 

それで女性が不満を持ったらお店にとっても不利益ですからね。 

それに女性にとってボーイというのは相談役になることが多いです。 

 

全員ではないですが、できるボーイは上手に女性を操っているものです。 

 

 

だから、ボーイの心を掴むことができたら、あなたの希望通りにかわいいキャバ嬢をつけ

てくれたり、ハズレをつけられるということもなくなります。 

だからボーイは敵にしていいことないと思ってください。 

 

難しいことではなくて、ボーイにも普通の対応をしてください。 

 

そうすることでかわいいキャバ嬢を運んでくれる見方になってくれますよ。 

あなたは気に入ったキャバ嬢にだけ優しくするのではなくて、どのキャバ嬢にも同じよう

に、そしてボーイにも優しくするということです。 

 

他の客とは違うことをすることです。 

こうやって仲間内から落としていくと気に入ったキャバ嬢もちゃんと落とせるようになっ

ていきます。 

 

だから、そのためにはまずはボーイを味方につけるということです。 

 

 

■キャバ嬢は男のこんなところを見ている 

 

キャバクラに行くには清潔感が大事だと言いました。 

そして、男性がこの清潔感で見落としがちな部分が爪です。 

 

キャバ嬢にかぎらず多くの女性は不潔を嫌います。 

生理的にダメだと思われたらどんなことをしても無理ですし、とりかえしがつきません。 
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だから清潔には気を使ってください。 

 

そして、多くのキャバ嬢が気にしていることが男の爪です。 

 

汚れた爪はもちろんダメです。 

 

爪垢がたまっている指なんてキャバ嬢からしたら生理的に無理と思われてもおかしくない

ですからね。 

 

また、長い爪もダメです。 

ちゃんと爪の手入れをしている人ってのは靴もキレイにしています。 

 

または、持ち物にもこだわったりしていますね。 

 

そうやって清潔感を保つってことはモテるためには大切なことです。 

 

特に仕事で爪が汚れやすいという人は気を付けてくださいね。 

 

爪を清潔にするという事を忘れないでください。 

 

 

■キャバ嬢一人一人を大切にする 

 

あなたがお気に入りのキャバ嬢を大切にしたいという気持ちは分かります。 

 

でも、他のキャバ嬢も大切にするという考えを持ってください。 

 

キャバ嬢同士って結構繋がっているものなんですよ。 

他のキャバ嬢を大切にすることによって、いずれお気に入りのキャバ嬢にも伝わります。 

 

 

そうすることで、あなたの好感度はかなりアップしますから。 

 

こんな経験とか話を聞いた事があると思います。 
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小学校とか中学校とかで 

「○○君があなたのことを好きだってよ」 

こう聞かされた女の子はなんとなくその男の子のことを好きになるという事。 

 

中学生とかってこんな感じでお互いが両想いになっていたりするわけですが、これってキ

ャバクラでかなり使えるんですよ。 

 

あなたに付いたヘルプのキャバ嬢があなたのことを「いいよね～あの人」なんて本命のキ

ャバ嬢に言うこともありえますから。 

 

だからヘルプのキャバ嬢にそんなことを言ってもらえるようになってくると、あなたの好

感度はかなり上がります。 

 

本命のキャバ嬢を落としやすくなりますので、周りのキャバ嬢も大切に接してみてくださ

い。 

 

■同伴の約束は守る 

 

同伴ってわかりますよね？ 

 

同伴って何？って思う人もいるかもしれませんので、説明します。 

 

同伴は、キャバ嬢と一緒に食事したりして一緒にお店に入るのですが、キャバ嬢とデート

気分を味わうことができるのが同伴です。 

 

そして、ほとんどの店で同伴料が取られます。 

あなたのお気に入りのキャバ嬢が他の客と指名がかぶっても同伴することによって優先的

にあなたに付けてくれます。 

 

つまり優遇されるのが同伴ってことです。 

店側としては開店後のお客さんの入りっぷりは気になるものです。 

 

だから、同伴してくれたら開店後にお客さんをキープすることになるわけです。 

 

もちろん何時までに入るとか決まりごとはあります。 

（店によって時間の設定は違うもの） 
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キャバ嬢にとっても同伴ポイントがつきますし、同伴するのはキャバ嬢に喜ばれる行動で

す。 

 

そして、これはキャバ嬢から聞いた話ですが、同伴できる客を必死に探しても急にキャン

セルする人も多いという事。 

 

「仕事で行けなくなった」 

「急な用事で行けなくなった」 

 

このように仕事や急な用事を理由にしてドタキャンする人が多いということです。 

 

仕事はもっともな理由で仕方ないと思うことですが、キャバ嬢的には、「人との約束を守れ

ない人ってのは仕事ができないよね」 

 

これがキャバ嬢の本音です。 

 

 

仕事ができる男やモテる男は仕事を言い訳にしない。 

スマートに仕事をしているイメージがあるわけです。 

 

だから同伴の約束をした場合は必ず行くこと。 

これほど信頼をなくすことはありませんからね。 

 

こういうキャバ嬢が喜ぶ行動をこころがけることで気になる存在へなれますから。 

 

まず、約束は必ず守ることです。 

 

 

■キャバ嬢とのＬＩＮＥのやり取りのコツ 

 

キャバクラに行ってお気に入りのキャバ嬢と連絡先を交換し最近ではＬＩＮＥでやり取り

しますよね？ 

 

次に会うまでにＬＩＮＥやメールでお互いのコミュニケーションをはかるわけです。 
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キャバ嬢は何人もお客さんがいるわけで一人の男だけを相手にしているわけではないです。 

 

だから、「独占欲」というのは捨ててください。 

 

キャバ嬢は「あなたは特別」という感じを見せてきたりしますが、そんなことはなく内心

は客は客と思っています。 

 

そんな中でＬＩＮＥを使って特別な男と思ってもらうためには、ＬＩＮＥで口説き落とそ

うとか思わないことです。 

 

まずは、キャバ嬢が「また会いたい」と思ってもらえるようにコミュニケーションツール

として使うということ。 

 

だから連絡も積極的にしなくて大丈夫です。 

 

キャバ嬢に積極的になって連絡しても多くの客からＬＩＮＥやメールがくるわけなので、

しつこいとかウザイ客の一人になってしまいます。 

 

基本会った翌日などは連絡が来ます。 

 

１、キャバ嬢の文章量に合わせて返信する 

文章量はキャバ嬢と同じぐらいの文章量で送るようにしましょう。 

文章量がやたら多い男性がいますが、これはよくありません。 

文章量はキャバ嬢に合せることです。 

 

２、返信間隔を合わせる 

キャバ嬢が 1 時間ぐらいで返信してきたら、同じように 1 時間後ぐらいに返信してくださ

い。再度送るときは間隔を空けます。 

 

これはとても大事で、毎日毎日メールとかＬＩＮＥをする方がいいわけではないです。 

あくまでもキャバ嬢が気になって連絡してくれるようにすることです。 

だから、間隔を空けて他の男性がしないようなことをしましょう。 

 

他の男性はキャバ嬢と頻繁に連絡を取りたがります。 

だから、これだけを守るだけでも他の客とは違いキャバ嬢からの連絡が増えてきますよ。 

なんとなくでも気になる存在になれるわけです。 
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焦ってガツガツ行くのではなくて、他の男性がやらないようなことをすることで簡単に「会

いたい」と思ってくれますから。 

 

 

■ＬＩＮＥで口説かない 

 

多くの男性がキャバクラへ行って、キャバ嬢とＬＩＮＥ交換したあとに、早速ＬＩＮＥを

有効活用しようと思って、ＬＩＮＥを使って口説こうとします。 

 

でもこれは逆効果です。 

ＬＩＮＥでやり取りすることは、店内で盛り上がった話などをＬＩＮＥでも同じように続

けることです。 

盛り上がった話のネタで相手を楽しませること。 

 

ＬＩＮＥで好意を伝えるとかは絶対にしないでくださいね。 

 

ＬＩＮＥは次に会うためのツールです。 

 

ＬＩＮＥで落とそうとしないでくださいね。 

落とすためにキャバ嬢に会うためのツールですから。 

 

店で盛り上がった話などをＬＩＮＥでやり取りして盛り上がっておけばすぐにキャバ嬢と

打ち解けて仲良くなることができます。 

 

キャバクラでは親しく話していたのに、ＬＩＮＥでは他人行儀になったりすることのない

ようにしてください。 

 

そして、次回本指名で店に行って、親しい雰囲気をＬＩＮＥで作ることができていたら、

その後のアフターで落とすという流れを作りやすくなります。 

 

 

初めて行った日に場内指名をしてから、次に本指名をするまでの間を大事にしてください

ね。 
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■ＬＩＮＥで駆け引きしてくるキャバ嬢は当たり前 

 

ＬＩＮＥはチャット形式でやり取りがしやすい分、ミスにもなりやすい。 

また読んだら既読になったりチャットの気軽さは優れていますよね。 

 

で、キャバ嬢は「既読」をつけないようにして男からすれば返信がない不安があったり、

ついついキャバ嬢にはまっていくという経験あると思います。 

 

この辺りもキャバ嬢はＬＩＮＥを上手に使って男心をくすぐってきます。 

 

というキャバ嬢目線の話ですが、これをあなたは逆に生かしてみましょう。 

 

 

つまりＬＩＮＥでキャバ嬢からの返信を急いで求めないということ。 

 

「余裕を持って対応しましょう」 

 

1日だけでも数人とか人気のキャバ嬢になると 10人以上と連絡先を交換しているわけです。 

 

これを考えたらどうですか？ 

 

翌日に連絡があるだけでも良いと思えますよね？ 

毎日の連絡を求めるのはキャバ嬢をその気にさせてからです。 

 

 

まずは、1日 1回のやり取りで十分です。 

男は自分が特別感を味わいたいとか、自分だけは特別と思ってしまいがちになって、つい

ついすぐの連絡を求めるようになります。 

 

でも、1日 1回で十分です。 

 

1日 1回をまずは目指してください。 

つまり返信も 5時間とか 10時間とか開けて連絡を返すということ。 

 

夕方に連絡があったら、翌日の朝に連絡を返す。という感じです。 
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そうすると夕方にまた返ってくる。 

 

そして、今度は夜に返してもいいし、また朝に返してもいいです。 

 

このように 1日 1回のやり取りをまずは目指してみてください。 

 

このようにキャバ嬢からするとつかみどころのない男性を演じる。 

 

これを 1週間続けます。 

 

そして、できれば 10日以内に店に顔を出します。 

 

もちろん指名で。 

 

そして、また連絡は 1日 1回という流れをキープします。 

店で会っている時や、アフターでは思わせぶりな発言を入れていきます。 

 

ポイントは、あなたが返信をして、すぐにキャバ嬢から連絡があったらすぐに返事を返し

てください。 

とくに 10分以内とか返信があるようならチャンスです。 

 

あなたもすぐに返信を返してください。 

なぜなら、大抵はその時間暇していますから。 

 

 

そして、あなたのことを気にしだしているということ。 

こんな日が来ますから。 

 

キャバ嬢の方から寄ってくるまでは待つという事も大事です。 

 

実際にこの方法で一気に恋人気分のメールのやり取りができたりもします。 

 

こっちが連絡しなくてもキャバ嬢の方から「今○○作ったー！」とか「今、○○してるー！」

とか、どうでもいいＬＩＮＥがくるようになります。 
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これはキャバ嬢からすると暇だからＬＩＮＥしているわけですし、そんな時にどうでもい

いお客さんにはわざわざ連絡はしないわけです。 

 

こんなＬＩＮＥの一言をものにしていきましょう！ 

 

こんなやり取りができるようになると外で会う約束も普通にまかり通るようになります。 

 

こういったどうでもいいＬＩＮＥやメールが来るようになったらチャンスと思っていいで

すよ。 

 

 

 

 

■キャバ嬢と連絡せずに口説き落とすまで～実体験 

 

ここでは一気にキャバ嬢をセックスまで持っていった方法を紹介します。 

 

あなたに今現在仲の良いキャバ嬢がいるのであればこの方法を実践してみてください。 

 

キャバクラに行って、お目当てのキャバ嬢と仲良くなる。 

 

そして、ＬＩＮＥ交換してキャバクラに通った後にアフターに誘う。 

 

そして、アフターでキャバ嬢を口説く。 

 

これは一般的な流れです。 

 

キャバ嬢を口説き落とそうと思っても実際になかなかセックスまで行けないという場合は

試してみてください。 

 

仲良くなったキャバ嬢と 1ケ月ぐらい連絡を取るのを辞めていました。 

 

連絡が来ても簡単に終わるようなＬＩＮＥの返事をしてこちらからは一切に連絡をしない。 

 

それまでは仲良くしていて、店にも 3回通っていました。 

それがいきなり連絡をしないし、店にも行かないようにしました。 
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この結果、キャバ嬢から 

 

「最近連絡ないけど、他にお気に入り女の子できたの？」 

 

と連絡が来ました。 

 

で、 

 

「できてないよ。最近のみに出てないだけ。どうした？」 

と送ると、キャバ嬢から 

 

キャバ嬢「全然連絡くれないから。お店来てよ」 

 

僕「分かった。なら飯付き合って」 

 

キャバ嬢「わかった」 

 

こんな流れでご飯に行った後に、サプライズとしてそのまま店に行ってやりました。 

 

そして、アフター⇒ホテルへ！ 

 

もちろんエッチしました。 

 

このようにＬＩＮＥのやり取りから 1日でセックスしました。 

 

キャバ嬢の心理としては急に連絡がなくなって、自分から離れていくのが寂しくなったよ

うでした。 

 

そして、アフターはキャバ嬢の方から誘ってきましたし、ホテルもその流れですんなりＯ

Ｋでした。 

 

 

ほんとに？そんな簡単にいくの？って思われるかもしれませんが、こんなに簡単に行くこ

ともけっこうありますよ。 
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あなたに仲の良いキャバ嬢がいる場合は連絡をするのを少し辞めてみてください。 

 

この流れでセックスまで行ったキャバ嬢はかなり多いですから。 

 

そして、急に連絡を辞めることによって決まってキャバ嬢から 

「他にお気に入りのキャバ嬢できたの？」とか、 

「他のお店に行ってるの？」とか、 

「私には会ってくれないの？」とか、 

このように聞いてくるようになります。 

 

こんな質問をしてくるキャバ嬢はあなたのことを大事なお客さんと見ています。 

そして、多少男としても意識しています。 

 

だから、キャバ嬢から先ほどのような質問がきたら、少し強気でいってください。 

 

キャバ嬢心理からして離れる男は追いたくなるものですから。 

 

「彼女できたの？」とか聞いてくるキャバ嬢はあなたの事を気にしています。 

 

だから、冗談で 

 

「あー、夢の中で彼女できたけど(笑)○○（キャバ嬢の名前）と付き合ってたよ(笑)これ

正夢になる？」 

 

こんな冗談を言いながら聞いてみるのもありですよ。 

 

僕はこんな流れでもキャバ嬢とけっこうセックスまで行けていますからね。 

あなたもキャバ嬢に突然連絡しないでキャバ嬢心理をうまく利用してみてください。 

 

 

また、僕はだいたい３回店に通ってキャバ嬢を落としていきますが、慣れてきたら会った

その日とかも十分可能です。 

 

キャバ嬢によっては時間をかける必要がある場合が多いですが、それでも３回通ったらほ

とんどセックスまではいけます。 
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だから、キャバ嬢をまだ落としたことがないという場合は、まずは「３回通う」というこ

とを心がけてみてください。 

 

まずは 1 回目に店に行った時にお気に入りのキャバ嬢がいたらその１時間でキャバ嬢から

「また会いたい」とか、「良いお客さん」と思ってもらうことです。 

 

こうなるには、今までお伝えしてきたように、キャバ嬢を楽しませるために自分の話をす

るのではなくて、キャバ嬢の話を引き出して気持ちよく会話をすることです。 

 

そうすることによって、必ずキャバ嬢はあなたに好印象を持ってくれます。 

 

 

そして、２回目店にいくときは、今度はあなたが主導権を握ること。 

お気に入りのキャバ嬢を指名してください。 

 

そうするとキャバ嬢は気分がかなりいいはずですから。 

 

そして、店を出てからはＬＩＮＥでのやり取りでさらに距離を縮めていきます。 

 

指名で２回目に店にいったら一気に距離を縮めることができますから。 

 

盛り上がった話のネタでそのままＬＩＮＥでも同じように盛り上がってみてください。 

 

クールぶったりしないように(笑) 

 

そして、褒めるといじるを繰り返してＬＩＮＥでも盛り上がることが出来ます。 

 

盛り上がってお互いの距離が縮まったと思ったら、一旦引きましょう。 

 

ＬＩＮＥの返信をあえてしない。 

 

キャバ嬢に、「どうしたの？なんで？」と思わせてください。 

 

 

そして、また何事もなかったかのように連絡を取ります。 
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そうするとキャバ嬢からの「会いたい」という空気感が伝わってきます。 

 

多くのキャバ嬢はこの辺でＬＩＮＥの内容が一気に変わります。 

 

 

ＬＩＮＥの内容がキャバ嬢から距離を縮めるような内容になりやすいですから。 

 

この感じがつかめると「会いたい」と直接言ってこないにしてもキャバ嬢の方からそれに

近いことを言ってきます。 

 

そして、あなたはお客さんから気になる男性になれたと思っていいです。 

 

そして、この状況になったら３回目の店にできるだけ早くいってアフターに誘ってという

流れになります。 

 

 

長く通えばいいことあるのか？と思う人がいますが、そんなことないです。 

 

キャバ嬢を落とのは来店３回目ぐらいのアフターで落とすという流れが多いです。 

 

けっこう短期勝負と思われるかもしれませんが、だいたい平均して３回目の来店からのア

フターでという流れになります。 

 

２回目まで距離感を縮めることを意識して、ＬＩＮＥを活用してさらに計画的に距離を縮

めていく。 

 

そして、３回目の来店からのアフターで落とすという流れにもっていくことが多いです。 

 

まずは、距離感が縮まっていくことが分かったら後は計画的に落とせるようになります。 

 

 

まずは、何より練習です。 

 

最後にキャバ嬢をもっと簡単に口説き落とせる方法があります。 
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それが「人気キャバ嬢たちが次々と落とされた驚愕の口説きテクニック」というキャバ嬢

を落とすために特化された教材です。 

 

この教材では多くても３回の指名をするだけで人気キャバ嬢を口説き落とすことができる

方法が紹介されています。 

 

でも、難しいことではないです。 

３つのポイントと５つの言葉だけでキャバ嬢を落とすことができるようになっています。 

 

つまり不器用な人でも人気のキャバ嬢をおとすことができるということです。 

 

多くの男性が一生懸命口説いても落とせない人気キャバ嬢を簡単に口説き落とすことがで

きます。 

 

多くの人が高いボトルを入れたり、高額なプレゼントをしたり一生懸命頑張っても落とせ

ない人気キャバ嬢をお金を使うことなく落とすことができる方法です。 

 

多くの男性が売り上げに頑張って貢献してもエッチできないキャバ嬢とお金を使うことな

くエッチができる関係になれます。 

 

それが「人気キャバ嬢たちが次々と落とされた驚愕の口説きテクニック」というキャバ嬢

を落とすために特化された教材です。 

 

ナンパ侍賢治 

http://www.infotop.jp/click.php?aid=144868&iid=48302
http://www.infotop.jp/click.php?aid=144868&iid=48302

