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【アフターに誘う際のちょっとしたポイント】 

 

どうも、こんにちは。 

芦屋です。 

 

キャバ嬢を口説き落とす為には、アフターに応じて貰うことが欠かせない条件

だということをお伝えしてきました。 

 

 

ですがそうはいってもなかなか上手くいかないのが現実ってものです。 

 

そこで今回はアフターに誘う際のちょっとしたポイントをお伝えしていきたい

と思います。 

 

 

基本的な流れについては、前回お配りしたレポートの通りです。 

あそこにノウハウ的なものは全部お伝えしました。 

 

ですが何よりも大事なものは経験です。 

経験に勝てるものはありません。 

 

誰かアフターに連れ出したい娘がいるなら、 

逆にいろんな娘とアフターに行くのが一番の近道です。 

 

 

私の知り合いに恋愛ノウハウもクソもないキャバ仲間がいます。 

見た目はネズミ男にそっくりだし、気の利いたトークをすることもできません。 

 

付いた娘が気に入らなかったら黙ってしまうし、 

どんなに見た目が良くても『プロっぽかったらダメ』という、 

なんともワガママな奴です。 

 

しかしアフターに誘うのがべらぼうに上手い。 

一緒に行くと知らない間にアフターの約束を取り付けているし、 

先に店を出ても、後からアフターを呼び出すこともできる変な奴です。 
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当然、呼び出せたら完全にそいつのペースです。 

 

たまにスナックのママとかでも持ち帰っていますから、油断できません。 

まあ見た目は拘らないみたいなので、よく「え？その娘でいいの？」っていう

娘まで持ち帰っていますけど（笑） 

 

 

「どうやってんの？」 

私には不思議なので、何回も訊いたことがあります。 

全然策を練っているようには見えないから。 

 

「別に普通に「来ない？」って言ってるだけだけど？」 

 

これ以外の返答を貰った試しがありません。 

 

この人と何回も一緒に飲みにいって、何回も会話を盗み聞きしていますが、 

やっぱり盛り上げるトークとかはしていないんですよね。 

 

ほんと～につまんない話しかしていません（笑） 

 

いったいなんなんだ、コイツは！ 

 

 

しかしよ～く聞いてみると、 

アフターをすることを前提として会話をしているんですよね。 

 

帰る手段や時間と、今食べたいものなんかはとっくにリサーチしているから、 

「○時まで一緒にメシ食おうよ。コイツ（芦屋）の奢りだから（笑）」 

とか私を巻き込んでユーモアも交えながら会話しているんですよね。 

 

しかも勝手に（笑） 

 

誘う前も終始、その食べ物の話題で釣ってたりするし、やっぱり想像は掻き立

てさせてるんだなーと思いました。 
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ただ彼の場合は自然にそれをやっているんですよ。 

 

聞くところによると、もう１０年以上前から『アフターをするのが前提』で飲

みに行っているらしいです。来るのが当たり前みたいな（笑） 

 

なので特別意識しているわけでもなく、「来るよね？」っていう感覚で喋ってい

るんだと思います。（本人に訊いても「そんな難しいこと考えてない」とか絶対

言いますけど 笑） 

 

だから会話の中で既に『行くことが決まっている体で』喋っているんですね。 

そのせいか女の子も『行くことが自然』になっているんですね。 

 

更に恐ろしいのは、最初に誘った娘に断られたりしても、平気で同じ店の違う

娘を誘えることです（！） 

 

「ああ、そうなんや、残念。・・・あ、○○ちゃん！この後飲みに行こうよ！コ

イツ（芦屋）が金出すから！」 

みたいな感じで（笑） 

 

そりゃ行けなかった方からしたら、仲間外れにされた気分ですよね・・・。 

なんか断わったのが悪いことみたいに感じてしまいます。 

 

 

まあ、ここまでしなくても経験と思い込みって大事です。 

彼は長年「行くでしょ？」っていう感覚で会話しているのですから。 

 

だから閉店間際のトークは自然と『この後の話』、 

つまりアフターに行く話になっているのだと推測しています。（彼はそんなこと

言っても絶対に認めませんけど 笑） 

 

なので、なかなかアフターをしてくれないという場合、 

まずは誰でもいいのでアフターに誘える訓練をしておく必要があります。 
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最初はやはり閉店１時間前にフリーで入るのが１番でしょう。 

 

理由は簡単で、そんな時間にフリーで入る客に付くのは、その日に指名の入っ

ていない、言葉を悪くすれば『売れ残り』嬢だからです。 

 

店自体が暇だったら可愛い娘が付く可能性もありますが、週末とか店が忙しい

時に残っている娘は大抵新人かブスか、です。 

 

ご存知のとおり私は専らフリーで入ることが多いので、その辺はよく感じてい

るところです（笑） 

 

あ、蛇足ですが、一つの店にフリーで入り過ぎるとホント新人しか付かなくな

ったりしますよ（笑） 

 

先日行った時、私と壁を挟んで隣に２人組のフリーで入ったお客さんがいたの

ですが、私は名刺も手書きの新人嬢ばかりで、お隣さんはレギュラー嬢ばかり

紹介されていました（泣） 

 

まあ、昔は私もレギュラー嬢を紹介されてたんですけどね。 

いい加減指名しないから、「これでいっかぁ！」と思われたのかも知れません

（笑） 

 

 

まあ話は戻しまして、その日の売れ残りが付くわけですから、当然アフターに

も誘いやすいわけです。 

 

間違っても「先約が～・・・」とかは言われませんから。 

 

当たり前ですけど、女の子だって自分を女と認められた方が嬉しいに決まって

います。 

 

いっつも指名を貰えずに残っていたら落ち込んでしまいますよね。 

なので指名することを条件にアフターを提示したら来てくれる確率が上がるわ

けです。 
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ところが！ 

 

最近はキャバ嬢にも気軽になれる時代となりました。 

ほんとうにごくごく一般的な女性大生やショップ店員、歯科衛生士、果ては保

育士なんかもいますからね。 

 

そこらの美人な素人娘と知り合えるのは嬉しいものですが、問題点が一つ。 

 

『ただのバイトとしか見てない嬢も増えだした！』 

ということです。 

 

キャバ嬢というのはただでさえ時給が高い仕事です。 

５時間くらい働いたら日給２万円を超えちゃったりします。 

 

頑張らなくてもそんなに貰えるなら、 

アフターなんかに応じる必要がない、と考えてる嬢が結構います。 

 

特に学生さん。 

後は昼に兼業している娘もですね。 

 

最低時給だけで充分、と考えているので、 

アフターはもちろん、指名も取りに来ないし、彼氏も普通にいます。 

 

いや、彼氏がいること自体は珍しくないのですが、 

彼氏のジャンルが違うんですね。 

 

長らくの本業をしている嬢の彼氏は、同じ繁華街の人間だったり、お客さんだ

ったりすることが多いです。要は仕事上のコミュニティの人間ですね。 

 

ところが兼業の娘の彼氏というのは、分かりやすくいえば『普通の彼氏』です。 

地元の友達だったり、同じ学校の子だったり、昼の職場関連の人だったり・・・。 

 

すると見られ方が違うんですよね。 

 

完全に別カテゴリーの人間とみなされているから、全くプライベートの相手に

されないこともしばしばあります。 



Copyright○Ｃ 2013 芦屋 .All Right Reserved. 11 
 

本当にバイト代の為だけに来ているので、仕事以外では繁華街になんか入りた

くない、っていう考えです。 

 

そういう娘が増えてきたので、フリーで入る時はそこらへんの見極めも重要に

なってきます。 

 

指名はおろか、ドリンクすらも求めず、呼ばれたらさっさと立ち上がる嬢はそ

ういうタイプか、あなたは嫌われているかのどっちかです。 

 

最近では１回行けば１人はそういう嬢が付きますね。 

全然、お水の匂いがしない娘が・・・。 

 

そういう娘は無難な話だけで、本当に面白くありません。 

なのでこちらもあまり相手をしません。 

 

まあ、経験の為にそういう娘にアタックしてみるのもいいですけどね。 

気持ちよく玉砕されるので、遠慮なくぶつかっていけます（笑） 

 

 

まあやはり一番は新人嬢です。 

ほんっと～に楽です。 

 

私は癖で付いた娘に、「（在籍年数は）長いんですか？」と「どの辺住んでるの？」

って聞いてしまいますが、これは後に結構役に立ちます。 

（後は「あだ名は何？」とかも癖で聞いてしまいます 笑） 

 

真面目な店は空名刺と呼ばれる、名前が印刷されてない名刺を持ってて、そこ

に手書きで名前が書いてあるのを渡してくれます。 

 

なのでそれは一目で分かりますね。 

 

ただし新人嬢といっても、他店から移ってきただけの娘や、派遣コンパニオン

の娘もいるので、その辺りは注意が必要です。 

 

よく確認した方がいいですね。 
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その際に、前職の話を聞くのがスムーズですね。 

 

結構、「ブティックで働いていたんだけど、給料が少なくて・・・」とか「都会

に出てみたくて」とか聞けますので、そこで 

「へ～、いつから？」と質問すると真面目な答えが返ってくることが多いです。 

 

こういう事情を持っている娘はアフターがしやすいですね。 

 

地元も近所、住んでるところも近所（しかも実家住まい）、昼間通っている学校

とか職場も近所、とかはさっきも言いましたけど、バイト代しか見えてないの

で難しいです。 

 

まだアフターに上手く誘えられない人がターゲットにするべき相手ではありま

せん。 

 

 

なのでここでは新人嬢（移籍組を除く）を狙っていきましょう。 

警戒心も薄いので、家の近所も細かく教えてくれる娘もいます（笑） 

 

その時も心の中では（この娘危機意識無いわ～）とかは思いますが、 

それは一切口にせず、 

「ふんふん、ああ！あの変なおばちゃんがいるローソンね！」みたいに、 

ちょっと細かい描写で言うと、 

「そうなんですよ～！詳しいですね！」 

って逆に喜んでもっと細かく教えてくれちゃったりしますから。 

 

で、それが分かったら後日でもいいので、 

その家周辺で遅くまで開いている店を調べておくことができるわけです。 

ちょっと前回のレポートとも繋がりましたね。 

 

こうやってちょっとずつ情報を集めていくと、 

こちらも誘いやすくなるわけです。 

 

ここでやってしまいがちな、おバカ発言を紹介しておきます。 
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それはわざわざ自分から警戒心を持たせることです。 

 

例えば、 

「あ～あ、○○の家がどの辺か分かっちゃったぁ！今度探しに行こ！」 

とか 

「女の子が簡単に家の場所とか教えちゃダメだよ！変な奴いっぱいいるんだか

ら！」 

とか言い出すことです。 

 

自らチャンスを潰しています。 

それ以上は口が堅くなってしまいますので。 

 

これは「ねえ、本当はみんな彼氏いるんでしょ？」並みに気持ちの悪いことで

す。 

 

そういう無粋なことは言わない。 

何度も言っていますが、アフターに誘うポイントはとにかく盛り上げること。 

 

その絶頂の狭間で誘えば、ノリで付いてきてくれることが多いですから。 

 

これも誘うべきタイミングは経験で分かるようになります。 

「あ！今誘うべきだ！」っていうのが自然に。 

 

 

７月の頭に初めて行ったキャバクラがあるのですが、 

そこに付いた娘がすごくタイプだったんですね。 

 

でも酔っ払っていた私はそんなこと意識もせず、 

ひたすらアイドルについて語っていました。 

 

というのもお決まり文句で、 

「どんな女性が好きなんですか？」 

と聞かれたので、 

「可愛い娘だね！（ﾄﾞﾔｧ）」 

と答えました。 

 



Copyright○Ｃ 2013 芦屋 .All Right Reserved. 11 
 

それで 

「芸能人で言ったら誰ですか？」 

って聞かれたので、ドヤ顔で超マイナーなアイドルの名前を出したのです。 

 

当然、向こうは知らないから携帯とかで調べるわけですね。 

 

「ほら、見てよこの尖がった目つき！たまんないね！」 

と言った時に気が付いたのですが、今付いている娘にちょっと似てるんですよ

ね。 

 

で、多分その娘はそれに気づいていたと思うんです。 

顔の系統が自分に似ているということに。 

 

そこからガンガン色気で押してきて、 

膝はくっつけてくるし、ボディタッチは多いし、 

最後の方なんか顔を私の肩に乗せてきましたね。 

 

でも私は酔っ払っていたこともあって、 

まったく気にせずにそのアイドルについて熱く語っていたんですね。 

 

彼女も自分のルックスには自信があったはずです。 

こんな奴なら、ちょっと色仕掛けすれば落とせるくらい思っていたと思います。 

 

ところが私は意に介さずに振る舞っていたわけですね。 

 

まあ勿論、店内での私は盛り上げることだけを意識して会話しているので、 

その嬢も優しいボディタッチよりも、よく女性がツッコむ時にやる、『パシン

ッ！』って肩を叩く仕草が増えてきました。 

 

勿論、私からは一切触れません。 

左手はキャサリン（肘掛け）に置いたままです。 

 

あ、キャサリンで思い出しましたが、 

グループでスナックやキャバクラに行った時に、 

たまにキャストの人数が間に合わず、マイナス営業になることがあります。 
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そんな時に、 

「もうすぐ女の子来ますから！」 

と言われたら、 

「大丈夫、俺にはキャサリンがいるから。」 

と肘掛けを指さすとたいてい爆笑してくれます。 

（キャサリンを知らないと「？」って顔をされますが 笑） 

 

更に本当に、 

「キャサリン、君は本当に綺麗だね。」 

って肘掛に話しかけると、例え友人側にしかキャストが付いていなくても、注

目を自分だけに集めることもできます（マジで）。 

 

蛇足でした。 

 

 

話を戻しまして、 

そうやって相手を笑わせていた時、 

「あ！ここだ！」 

って思った瞬間があったんですね。 

 

その時は小細工なしに、 

「終わってからご飯食べに行こうよ。」 

（本当はもっと下らないことを言った気がしますが、具体的な記憶がないので） 

と言ったら、「行くー♪」とＯＫを貰いました。 

 

それくらい勢いと経験は大事なものです。 

 

 

もう一つのポイントはこういう色仕掛けをしてくるキャバ嬢に対しては、 

徹底的に『ノらない』ことが要となります。 

 

だいたいボディタッチされたら嬉しくて、自分も触りたくなりますよね？ 

ついつい肩や腰に手を回しがちになります。 

 

しかしそんなことをしては相手の罠にはまるだけです。 
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通勤満員電車で痴漢に間違えられないようにするサラリーマンのように両手を

上げておくくらいの気持ちが大切です。 

 

いいですか？ 

店内では手を出さない、口説かない。 

 

鉄則です。 

 

「あ、この人には色仕掛けは無理だな、手ごわいな」 

と思われなくてはいけません。 

 

かと言ってぶっきらぼうになってもダメですよ。 

 

盛り上げる、笑わせる、突っ込ませる、いじる・・・。 

それらをしながらもキャストに手を触れてはいけません。 

 

たまにおとぼけキャラのキャストには優しくデコピンをしたりはしますが（笑） 

 

 

このあたりを気を付けておけば、 

いっそうアフターに応じて貰える確率は上がると思います。 

 

以上、『アフターに誘う際のちょっとしたポイント』でした。 

是非、有効に活用して下さいね！ 

 

 

 

芦屋 

 

 


