
はい
（77人、61.1%）

いいえ
（34人、27.0%）

どちらでもない
（15人、11.9%）

【はい】
●与えるものがある：（26人、33.8%）
▶半分半分。私を指名してくれる人がいる人に対しては働いてよ
かったなと思う。でも人に言えないのがイヤ
▶満足して帰ってもらうから
▶男の人の性欲を満たせる
▶お客さんが帰るときに「楽しかったよ」と言ってもらえること
▶他の仕事ではできない点で喜んでもらえるから
▶お客さんが喜んでまた来てくれた時
▶お客さんを満足させる点
▶お客さんをイカしてあげること
▶落ち込んでいる人とか来て、「楽しかった」言われること
▶お客さんを満足させられるのは私たちだけ
▶お客さんが喜んでくれるから
▶三大欲求のうちの一つを解消してあげられるから
▶満足して帰ったお客さんを見て良かったなって
▶お客さんが喜んで帰るために努力している
▶接客業だし、お客さんを満足させて帰そうと思っている
▶やるからには最高の状態でお客さんにいってほしい
▶お客さんが満足してくれたりほめてくれたりするのがうれしい
から。自信もあるし
▶お客さんに満足させてあげたいというのがあるから、自分なり
に一生懸命やっている
▶お客さんが元気ないときに来たとき、「元気出た」と言ってくれ
たらうれしいし、心のすきまを埋められたと感じるときがあるの
で
▶お客さんにお金を頂いている以上は仕事だし、それでお客さ
んが喜んで帰って頂けるということに対して
▶お客さんに満足してもらえる
▶サービス内容が作業じゃなくて、ちゃんと心をこめて、いやなこ
とがあった人も、明日から元気になれるように心がけて仕事して
いるから
▶お客さんを気持ちよくさせて、そしてまたリピーターになってく
れるのがうれしい
▶お客さんが喜んで帰ってくれるとうれしい。リピートしてくれる
とうれしい
▶べつに恥ずかしくもないし、来てくれるお客さんがいて、期待
に応えられるように仕事してるから
▶立派な仕事だから。

●大変な仕事：（17人、22.1%）
▶大変だから
▶体張ってるっていうので
▶絶対本番させないこと、手をぬかない
▶一般の人から見れば、風俗って最低って思われるけど、みんな
何か目的を持って働いて、しっかりしている。社会勉強にもなる
▶他のこと違うようなプレイをすること
▶人とは違う仕事だから
▶体を使っているから
▶「私たちはマット嬢よ」「普通のへルス嬢じゃないのよ」本番な
しでどうやっていかせるかという点で尽力している
▶お金を払ってもらってるわけだから、それなりのサービスはし
てあげないととは思っている
▶みんな楽して稼げると思ってるけど、楽じゃない。お客さんは
お客さんですごい気使ってるし、こっちもいろいろ悩みながらお
客さんに合った対応して、トラブルとか起きないようにすることと
か、すごい気を使ったりしてるし。この仕事は体を売っているの
ではなくて、お客さんに満足してもらうことだ
▶ふっ切らないとできないこと。顔出ししてる以上、手抜きもでき
ないし
▶普通の人にマットプレイはできない

【いいえ】
●人に言えない：（15人、44.1%）
▶人に言えないから
▶収入もちゃんとしてないし人に言えないから
▶人にどうどうといえないから
▶親に内緒だから
▶公にできないから、わかる人には分かってもらえるけど女の
子によっては「なんでそんなことやってんの？」といわれる
▶人に言えない仕事だし、隠れてやっているから
▶人に話せないから
▶悪いことだとは思わないけど、まわりがよくみてくれないし、
人にも言えない▶人に言えないし、自慢できる仕事じゃない
▶親、友達に言えない。誇りがあるなら言えるかな
▶人に自信もってやってると言えない。

●理由がなければやらない：
（5人、14.7%）
▶借金がなかったら絶対やらない
▶あんまりやりたくない仕事
▶借金があって働いているし、彼氏とか友人にもあまりよくおも
われないし、好きでやってるってことならいいと思うんだけど
▶やりたくてやってるわけじゃないから
▶あんまりしたくない仕事だから。

●いけないこと：（3人、8.8％）
▶人間としてしてはいけないことだから
▶はたから見ればやっぱり風俗だから
▶誇れるようないい仕事だとは思っていない。

●違うことがしたい：（3人、
8.8%）
▶学生だから将来は違う職に就きたい
▶他にも仕事しているので、そちらをメインにやっているので
▶この仕事以外でも仕事をちゃんとしているから。

●好きではない：（3人、8.8%）
▶仕事が好きになれない
▶ちょっと抵抗あるから
▶たまにブルーになる。

●その他：（5人、14.7%）
▶ただお金をほしいと思っているから
▶なんとなく
▶痛い、乱暴なことされる
▶仕事だとは思っていない
▶普通の仕事と違うから。

【どちらでもない】
▶その時による、収入の面とか水商売より勉強にならない、ち
がう勉強といえばわかるけど
▶深く考えたことがないから、どちらでもない
▶なんともいえない
▶どちらでもない。人に言えないし
▶何とも思っていない
▶どうとも思ってない
▶半々くらい

▶お客さんに本当に心から満足してもらえるようなサービスがで
きた時。こういう仕事って、「これでいい」というのがないから、毎
日が勉強。体を売ってるとかいうことは考えたことはない。楽しい
時間をコーディネートすることを考えている▶まわりが思ってる
ほど楽じゃないし、ほんとはすごい大変だし、その分のお金をも
らってるだけのことはやっているし、集中しないとできないし、相
手の気持ちを感じとってあげないといけない
▶いやだけどいちおう仕事だから。高いお金を出して来てもらっ
てるから。イカせられないとお店に申し訳ないと思う▶イカせな
きゃいけないし、大体イカせられる
▶スタッフが注意・禁止事項を徹底してるから。そういうところを
誇りに思う。

●働きがいがある：（10人、13.0%）
▶また来てくれたりすればうれしい
▶自分の体で稼いでますって感じで
▶自分ではこの仕事があっていると思っている
▶自分にあった仕事だから抵抗はない
▶奥が深いから
▶頑張った分だけ給料として戻ってくる
▶100人中90人はいかせられるから
▶誇りというか楽しい
▶人にできないことだから
▶働きがいがある。

●得るものがある：（6人、7.8%）
▶人がやってないことを経験できたから
▶自分では知らないＧスポットとかをおしえてもらえると「あ、よ
かったな」と思う
▶収入面、その他仕事でやることで勉強にもなる
▶買いたいものが買えるから
▶楽しいから
▶いろんな人と触れあえて勉強になる。仕事という意識がある。

●その他：（18人、23.4%）
▶がんばろうというやる気がある
▶人にも言えるし、親にも言っている。「風俗の面接に行ってく
る」と母親に言って働いている
▶ふつうの仕事だと思う
▶これも仕事だなって感じで
▶普通の仕事のように一生懸命やっているので
▶これも一つの仕事だということで
▶人には言えないけど、仕事は仕事、やるからには
▶汚いとか、風俗やってる子すぐやらせるとか言われるけど、プ
ライドもって店のルールを守ってやってるわけだから、まわりに
とやかく言われたくない
▶世のため人のためになっていると思う
▶性犯罪の防止のためには役立っている
▶男の人たちにとってはとっても天使なのでは、風俗がなくなる
と困る人がいっぱいいる
▶接客業だし、こういう仕事がないと困る人もいる。だからこうい
う仕事があっても構わないと思う
▶この仕事をやってる以上は、誇りをもってやっていたいし、世
間の目とかは前は気にしてたけれど、今は「何やってんの？」と聞
かれたら、「フーゾク」と答えられるようになった
▶うしろめたい気持ちはない
▶別に恥ずかしくはない
▶負い目は感じてないので、誇りをもってる
▶わからない

質問
今の仕事に誇りを持っていますか。
（126人中）

（15人、11.9%）
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どちらでもない
（2人、1.6%）

【変わった】
●恐い、チャラチャラしたイメー
ジだったけど、明るくてしっかりし
ていてまじめで、一生懸命働い
ている：(31人、33.0%）
▶最低とか落ちたとか思っていたが、お金を稼ぐためだし、みん
な一生懸命だし、恥じることはない
▶もっとお店の女の子がどろどろしてると思ったけど、実際居や
すいし、やりやすい
▶みんな暗いイメージだったけど、しゃべってみると明るい
▶する前は、やるもんじゃないと思っていたし、いい仕事だと思
わなかった。でもやってみて、悪いことじゃないし、来てくれるお
客さんもいるし、女の子も頑張って働いてるし、こういう仕事が
あってもいいと思う
▶きたない、チャラチャラしたイメージがあったけど、普通の子
がやっている。誰でもやれる仕事
▶もっとドロドロしてると思ったけど、女の子がみんな明るい
▶偏見をもっていたが、実際やってみてお客さんの話をきいても
そんなにＨなひとはいなくて、みんなストレス解消とか女の子と
話をしたかったりとかでくる、悪い人も思ったよりいない、お店の
女の子も遊び半分とか、Ｈな子もいないし、自分の考えもってて、
夢のある子もいる
▶風俗の仕事をする子はしっかりしているな、ちゃんとした理由
とか夢があったりするから
▶思ったより人間関係もいいし客と接するのも楽しい、苦じゃな
かった
▶外見と内面をいっしょにしてはダメだと思った、風俗の子は
しっかりした子が多い、金遣いも荒くない
▶目標をもってやってる子もいるし別に軽蔑とかはない
▶いけないことをしているっていうか汚らわしいことって思って
たし、客も風俗嬢にも理解できなかった、しかし、目標をもって
やってる子が多いからそれはいいんじゃないかと思うようになっ
た
▶よくないイメージを持っていたけど、入ったら全然普通の人で
いい人たちだし、みんな、お客さんが喜んでくれれるように努力
してるし
▶以外とまじめな子が多い
▶すごいなと思った。けっこうみんな風俗嬢って堂々としている。
大変だな
▶もっとドロドロっとぽいのかと思ってた。お店の人も女の子も
いい人だから安心した
▶やってる子が信じられなかったけど、でもやってるうちに目標
持ってやってるわけだから、やっぱりどんな仕事でも仕事は仕事
▶こわいというイメージがあったが、お客さんとか従業員とかや
さしかったり、仲よかったりするから
▶風俗は落ちるところまで落ちた人がするものだと思ってたけ
ど、逆だった。普通の仕事をしてる人より、考え方とか人間性が
しっかりしている人（女の子）が多い
▶働いてる女の子って「いかにも風俗嬢」って感じなのかなと
思っていたけど全然普通だったし、みんな夢もあるし、すごく頑
張ってるなと思う
▶こわいっていうイメージがあったけど今はない
▶よくそういうところで働いてるなと思ってたけど、みんな目的・
目標もってやってるわけだから、目標・目的なくだらだら仕事を
続けている人よりはまし
▶風俗の人はけっこうすれてる人が多いのかなと思ってたけど、
けっこうナイーブだったり、いい子が多いので、偏見だなと思っ
た

▶もっと働いている人とかも、すれた人が多いのかなと思ってた
けど、かえっていい人の方が多い
▶女の子が普通の子
▶怖い所というイメージがあるけど、実際はアットホームな感じ
▶借金に苦しんでいる人ばっかかなと思ってたけど、そんなに暗
いイメージでない
▶もっと暗い感じだと思ってたけど、実際はみんな明るい
▶前は罪悪感があったけど、友達で働いてる子も普通だし、そん
な変な仕事じゃない、明るい仕事だと思う
▶汚い、楽して稼いでいると思っていた。この仕事は精神的にも
肉体的にも大変。その辺の学生より大変。頑張っている子も多い
▶今までは風俗嬢に対して、お金とかいろんな事情があるのか
なと思っていたけど、やってみてみんな誇りもってやってるし、自
分がやらないでいたら、風俗嬢の気持ちとか絶対分からなかっ
たと思うし、やってよかったと思う。

●悪いところではない。普通の
仕事だ。偏見は無くなった：(22
人、23.4%）
▶悪い世界じゃないな。姉がやってなかったら抵抗はあった
▶こわいとこだと思ってたけど、全然働きやすい
▶最初は抵抗あったけど（一番やな仕事と思ってたけど）、やって
みて、一つの仕事としてみれる
▶風俗って聞いただけでいやだったけど、今はいやな仕事と思
わない
▶ふつうの仕事だな、OLでもなんでもかわらない、偏見がなく
なった
▶もっと別世界のものと思っていたが、そうではない
▶すごく抵抗あったけど、やってみたら他の仕事と同じようにみ
んな目的をもって働いている
▶目的があるのであればやってもいいと思うようになった
▶汚らわしいという目で見てたけど、自分でやってみて、いけな
いことでもないし、感じが分かる
▶やる前よりは、全然異常な世界ではないと思った
▶そこまで変な仕事ではない
▶そんなにやましい（いかがわしい）、悪いところじゃない
▶思ったよりも、変な仕事じゃない
▶前は何でそんな所で働くのと思ってたけど、そんなに悪い所
じゃないと思う。でも、ウソをドンドンついていくからイヤ。やめら
れるのなら、やめた方がいい
▶風俗ってすごく特殊な世界だと思ってたけど、普通なんだなと
思った
▶もっと特殊な世界だと思ってたけど、普通の人もくる普通の世
界
▶すごい偏見を持ってたけど、自分がしてみてそう思わなくなっ
た
▶風俗なんてと思っていたけど、今はみんないろいろあってやる
んだな。前のような偏見はない
▶偏見をもっていたのがなくなった。体を売ってお金をもらって、
ろくなものじゃないと思っていた。

●絶対できないと思っていたけ
ど、たいしたことはなかった。誰
でもやれる仕事：(10人、10.6%）
▶軽蔑してたけど、今は「けっこうできるじゃん」ってかんじ／
ぜったい出来ないと思ってたけど、今は普通にできる
▶こわいなと思っていたけど入ってみたら「こんなもんか」「簡単
だな」と思った

▶最初は汚いと思っていたし、女の子も、なんで好きじゃない人
とそんなことできるんだろうと思ってたけど、実際自分がやって
みると、そういう思いがなくなった／前はやな感じだったけど、今
は抵抗がない
▶前は遠い仕事、自分には関係ないと思ったけど、やってみる
と、けっこう簡単にできちゃうものだった
▶もっとすごいことするのかなと思ってたけど、意外とたいしたこ
とないんだな。罪悪感とかないし
▶もっといやな仕事だと思っていた。

●楽して稼げるわけじゃない。結
構大変だな：(9人、9.6%）
▶けっこう大変なんだなって
▶けっこう大変
▶楽して稼げるわけじゃないし、自分の中でがまんしなきゃいけ
ない面もいっぱいある
▶TONIGHTとか見て、楽に高収入を得ているんだなと思ってた
けど、そんなに甘くはないんだな。月収いくらというよりも、この人
一人でいくら（5,000円）とかいうふうに思っている。もてそうな人
や、新婚の人、彼女のいる人もくるんだな。おちんちんだけが感
じるんではないな
▶けっこう大変な思いをしてみんな働いているんだな
▶楽して儲けられると思ってたけど、そんなに楽じゃないし、それ
なりに大変
▶思ったより大変な面がある。まわりから、あまりよくみられない
ことが精神的に負担になる。

●お客さんは悪い人ではなかっ
た：(5人、5.3%）
▶客がきたない人ではないことが分かった
▶悪い人も思ったよりいない
▶客と接するのも楽しい。

●男の人が風俗に行くことにつ
いて納得できた：(5人、5.3%）
▶彼氏が風俗にいっても別に、浮気をしにいくのではなく、遊び
にいくのかなって感じ
▶風俗に行く男の人はやだな思ってたけど、男の性欲はしょうが
ないもんだなと思った。お客さんの「しょうがないんだよ」話とか
聞いてて
▶ネチネチしてると思ったら、みんなアッケラカンとしていた。男
の人がなぜココに来るのか納得した
▶行くっていうのが汚いと思ったけど、来る人はさびしくてきてる
から、それはしょうがないかな。

●男をお客さんとしか見なく
なった：(2人、2.1%）
▶男の人がみんな一緒に見えてきた。性欲については
▶仕事としてしか男をみなくなった、お客さんとしてしか見ない。

●その他：(24人、25.5%）
▶パートナーがいない人だけが来るのではなく、パートナーがい
ても来るんだなと思った
▶お金が動くんだなと思った。実感した
▶来たお客さんとできたりするのかなと思ってたけど、お互い割
り切っている。彼氏が行ってもまあいいやと思える
▶以外とみんなやってる人が多い
▶こわいという思いからまひする、どうでもよくなる

質問
この仕事をする前と、した後では、
風俗に対する見方はどう変りましたか。
（126人中）

変わらない
（30人、23.8%）

     変わった
（94人、74.6%）



▶やさしい世界だなと思った、お金を出せばどんな人でも受け
入れてくれる
▶売春と同じようなものだと思っていたが実際はまったくそう
じゃない
▶汚いと思ったけどこの仕事がなかったら、世の中めちゃめちゃ
になっちゃうのかな、もっと犯罪とか増えちゃうのかな、と思った
▶顔出しはじめてから、お客さんと会話とかするのが楽しくなっ
た。はじめから自分のことを知っていてくれるのがうれしいから
▶Ｈを（本番）するところだと思っていたけど、入れないで（Ｈし
ないで）仕事ができるんだったらいいなと思った
▶売春と同じイメージがあったけど、全然そんなことはなかった
▶もっといやらいしいイメージがあったけど、そんなにジメジメ
していない
▶最初は汚いイメージだったけど、今は風俗の子の方がキレイ
かも。病気も気にしているし
▶最初汚いと思ってたんだけど、実際働いてみると、こういう仕
事がないといけないんじゃないかな。犯罪・ストレスが多くなる
だろうし、ふだん言えないことがここで言えるというのがいいと
思う。相談にのれたり
▶前は汚いイメージがあったけどそうではない
▶思ってたよりちゃんとしてる。病気のことととか、お客さんのこ
ととかも、おじさんばっかりかと思ったけどそうではなかった
▶けっこう軽蔑してたけど、かくしてたりしてたけど、今はそうい
われてもこの仕事はこういうところもあるんだよと言える自信が
ある
▶画一的だと思ってたけど、ジャンル別に語れるわけではなく、
女の子やお店によってカラー、対応、システムが様々
▶働いている子は借金とか事情のある子。好きで働いている子
はいない
▶最初はきたない仕事かなと思ったけれど、今はこの仕事に対
して自信が出てきた
▶思ったよりも儲からない
▶想像していたのとやることが違った。普通のＨ（ＡＶみたいな
の）だと思っていたけど、ただのマッサージみたいな感じだった。
ぜんぜんＨじゃない。

【変わらない】
●前から偏見・抵抗はなかった。
普通の仕事だ：(12人、40.0%）
▶別にきたないとか思わない
▶いろんな職業がある中の一つに過ぎない
▶たまに偏見した見方をする人がいると「はっ？！」って感じ。必
要だからこういう仕事あるんだし、偏見持つ人だって性欲あるの
に「バカじゃん」って感じ
▶はじめから抵抗はなかった
▶前からいやな思いとかなかったし、彼が風俗いったってどうい
うことない。仕事する以前の方が風俗嬢っぽかったかも。本番な
しでイカせてあげたりした
▶そんなに偏見を持ってたわけではなく、どんなことするのか
知ってたし、思ってた以上にいやなところではない
▶もともと、べつに差別はしてなかったし、どんな職業でも差は
ないし、逆に尊敬する
▶仕事は仕事
▶もともと偏見をもってなかったから
▶偏見はもっていない
▶お金をもらってるということは働いている－仕事だから、いけ
ないことではない
▶仕事と思ってみていた。偏見は全然なかった。母親が経験者
だったから。

●大変だな：(4人、13.3%）
▶前から大変だと思ってた、やってみてそうだった、お金がいい
のも知ってたし
▶体張ってすごいなーと思う
▶大変だなぁ
▶テレビとかで流れる風俗のイメージと同じ。たいへんそう。そう
いう行為が好きだけでやれるもんじゃない。

●その他：(9人、30.0%）
▶フェラチオとか絶対やりたくないと思っていたが今も思ってい
る
▶きたならしい、けがらわしい
▶需要があるから供給がある（いいでもわるいでもなく）
▶友人が風俗やってたりしてたし、身近にそういう人がいたか
ら、人の自由だと思うし
▶イメージ通り。ＴＶで見ていたから。「トゥナイト」とか
▶プライベートの特定の人のためにテクニックが上達するのと、
風俗で多くのいろんなお客さんのために上達するのは変わらな
い。

【その他】
●どちらでもない。
　偏見はなかった。
   （2人、1.6%）



【具体例】
●主に精神的な気持ちよさ、安
らぎ、愛情、心、リフレッシュ、ス
トレス発散：
▶お客さんが楽しいひととき
▶お客さんといる間は、お客さん（あなただけよ）だけっていう
▶ストレス解消
▶ストレス発散、リフレッシュ
▶その時間はさみしくない。ぬくもり
▶なごやかな時間、仕事を忘れる時間
▶ハート
▶ほっとしたやすらぎ
▶ほっとする空間
▶まごころ
▶やさしさ
▶やさしさ
▶やさしさ、愛情
▶やすらぎ
▶やすらぎ
▶やすらぎ
▶よろこび、楽しい思いをさせてあげたり
▶愛（4人）
▶愛、心
▶愛じゃない
▶愛情（2人）
▶楽しい時間（3人）
▶楽しい時間、癒し
▶元気になってもらうこと
▶元気を売っている
▶思いやり、ぬくもり、愛とか女とか売るのではなく、その瀬戸際
の部分
▶時間を忘れさせるような楽しい雰囲気
▶心地よい時間
▶相手に希望を与える、勇気づける
▶息抜き。

●身体的・精神的両方の気持
ちよさ・安らぎ：
▶おはなし
▶その時間だけの楽しい時間
▶楽しさ
▶寂しさを埋めるぬくもり
▶身体的なものが主。

質問　あなたは、この仕事で何を売っていると思いますか。

0 10 20 30 40 50

主に精神的な気持ちよさ、安らぎ、愛情、心、リフレッシュ、ストレス発散
身体的・精神的両方の気持ちよさ・安らぎ

                               客の夢、妄想を現実のものにしてあげる手伝い
自分のテクニックを使った身体的な気持ちよさ

自分の体を客の好きなように使ってもいいという権利
自分の体の一部分を使わせてあげることによる身体的な気持ちよさ

その他

（55人、43.7%）
（17人、13.5%）
（15人、11.9%）

（14人、11.1%）
（7人、5.6%）
（5人、4.0%）

（15人、11.9%）

●客の夢、妄想を現実のものに
してあげる手伝い：
▶その場限りの恋人
▶夢（3人）
▶夢（現実とは違う世界）
▶夢、やすらぎ
▶恋人気分（3人）。

●自分のテクニックを使った身
体的な気持ちよさ：
▶絶対にいかせること。

●自分の体を客の好きなように
使ってもいいという権利。
●自分の体の一部分を使わせ
てあげる（触らせてあげる）こと
による身体的な気持ちよさ：
▶自分の身体を触らせてあげること。

●その他：
▶なし。わからない
▶自分を捨てるかわりにお金をもらっている
▶笑顔
▶笑顔は絶対。絶対手を抜かない。差別しないこと
▶おっぱい
▶裸をみせてあげる
▶裸になること
▶肌と肌のふれあい
▶疲れを癒す
▶しゃべり（楽しいしゃべり）
▶天然ボケ、明るさ
▶お笑い
▶緊張感、ドキドキ
▶射精させてあげること
▶性欲を解消すること
▶わからない
▶答えられない。



質問　今の仕事は、他の職業に例えると何の職業ですか。

0 5 10 15 20

看護婦（21人、16.7%）
福祉・介護（12人、9.5%）

エステシャン・マッサージ師（10人、7.9%）
水商売（10人、7.9%）

飲食店・コック（9人、7.1%）
美容師（7人、5.6%）

肉体労働者（7人、5.6%）
営業の人（7人、5.6%）

カウンセラー（5人、4.0%）
デパート・スーパー・販売員（4人、3.2%）

芸人・役者（4人、3.2%）
接客業（2人、1.6%）
保母さん（2人、1.6%）
なし（12人、9.5%）

その他（17人、13.5%）

●看護婦（ナース・福祉関係の
看護婦）：
▶介護してるって感じ。洗ったりするところ
▶癒してくれる
▶おちこんでる人の話をきいてあげたり、元気にさせてあげる
▶さみしい人とかいっぱいくるから、体だけの奉仕ではないし
▶風俗店で性欲を解消することと、病院でナースが精神的な
ものをケアすること
▶体も心もいろんな人がいるから、そういう人のケアをしてい
る点
▶その人の身体的・精神的に満足を満たせるようにすること。
ただやることが違うのかな
▶外だけのケアじゃなく内面・精神的なケアもしてると思うか
ら
▶お客さんが傷ついたり不安だったりするから寂しいとか大事
にされたいという気持ちがある。触ってあげることでそういう
のを癒してあげるから
▶誰にでもいい顔するし、やさしくするから
▶人の世話（下の世話と一緒）
▶奉仕する点
▶お客にサービスするのと、お客にケアするのがにてる
▶奉仕してあげるって感じ／いろんな世話をするところ。元看
護婦とか兼業もいたりするから
▶治療するのではなく、サポートをする。お手伝いをするとい
う点で
▶いろんな人と接する。相手に尽くす
▶下の世話をするから
▶奉仕してるから
▶なんとなく
▶看護婦さんははじめはやりたくてやろうとしたんだろうけど、
１００％納得してやっていないと思う。

●福祉・介護（介護福祉・ボラン
ティア・介護・老人ホームの福
祉・福祉（看護））：
▶さびしい人にやさしくしてあげる。彼女の代わり
▶さみしい人、欲求を満たせない人を満足させてあげてるか
ら
▶お客さんの気分をすっきりさせてあげたり、その時間だけ彼
女になってあげたりするから
▶お客さんっていうのは心に何かもっているのではないかと思
う。考え方が子どもっぽい老人的なそういうを癒してあげるこ
とをするから
▶人のお手伝い
▶献身する側だから、見返りを求めてはいけないところとか

▶自分が相手にいろいろやってあげたりしてるから
▶それが必要と思って来るんだから。抜きたいとか、そういう
のをケアしてあげたりするから
▶お客さんに奉仕するところ
▶奉仕してる。人のために働いている
▶体とか洗ってたら
▶一緒にシャワー浴びたりするところ。

●エステシャン・マッサージ師
（美容師とかエステ・マッサージ
やさん）：
▶来てリラックスしてもらって、満足して帰ってもらう／気持ち
良くなるから
▶気持ちいいから
▶楽しい、気持ちいい時間がにてる
▶心地よくさせてあげているから
▶帰る時に疲れがとれるから
▶楽になるような感じが似てる
▶ストレス解消できるから
▶毎日同じことの繰り返し、マッサージとか
▶たまった疲れをとるということでは、それは、たまった性欲
を処理することになる。

●水商売（キャバクラとかパブ
とか・飲み屋、ホステス）：
▶収入がいいから
▶接客とか
▶お客さんが上で働く私たち下というところ、お客さんを楽し
ませるところ
▶お客さんにひたすら笑顔。お客さんに来て喜んでもらう仕事
▶人と接する仕事
▶接客業だし
▶ムカッときてもニコニコしなきゃいけない
▶男の人相手だし、指名客を増やすのが同じ
▶来てもらいたいために、電話したり、うそついたりするとこ
ろ
▶お酒飲まない人が、ここに話しにくる。お菓子もってきて話
したりとか。

●飲食店・コック（レストラン・
ファミレス・食べるところ・ファー
ストフード・居酒屋・回転寿司・
アパレル、飲食などの接客業）：

▶お店の人がいて、いいものがありますよとすすめて、お客さ
んが買うところ
▶食べさせるところと、やらせるところが似ている
▶食べるとうれしい、というところ
▶料理をつくって食べてくれる人が喜んでるのをみて自分もう
れしいところ
▶あの食べ物がよかったとか、店の雰囲気がよかったというこ
とでお店選びをするから
▶出てくるのが早い。接客について厳しい
▶お酒飲むと変わったりするところ（人）と、風俗の店に来る
と変わったりするところ（人）
▶ネタとかいろんなものにたとえて、それを選んで売るところ。
へルスとかイメクラとか自分で選べる
▶いろんなものを食べてみたいというところ。

●美容師（床屋さん・美容室）：
▶すっきり、さっぱり、手の届かないところ掻いてあげるみた
いな
▶終わってスッキリする
▶さっぱりするから
▶話をするから
▶お客さんを満足させて、指名などもある。その子じゃなくて
もお店で選んだりするところ
▶むずかしい人に対応しなきゃいけない。お客さんが納得い
かないと怒るところが似ている。

●肉体労働者（ガテン系・大工
さん・とび職、がてん系）：
▶日払い、道具があまりいらない、体の調子が悪いと働けない、
体が資本、体だけうごかしてれば頭つかわなくていいから
▶体使うから。体力使うから
▶全身を使うし、ずっと働くから
▶体が疲れるから
▶きついし、大変だし、お金は高いけど、その分仕事の内容
がハード
▶３Ｋの２Ｋが一緒
▶3kだから。

●営業の人（セールスする人・
サラリーマンの営業・営業マ
ン）：
▶接客業という点で
▶その人にあった対応の仕方を考えなくてはいけないから
▶お客さん相手。クレームがあったり、満足してもらってうれ
しいとか
▶接客業だから

▶歩合制でお金が入る。お客さんをとってくるだけお金になる
▶自分が頑張るほど指名も増えるし、給料も上がるというとこ
ろ
▶いつもにこにこして愛想いいところ。

●カウンセラー：
▶お客さんがストレス溜めて来る人が多い
▶お客さんが本音でグチを言ったり、プライベートのことで相
談してきたりするから
▶お客さんの悩みを聞いたりするところ
▶お客さんの寂しい気持ちとかを埋めてあげたり、悩みを聞
いてあげたりもするんで
▶興味で来るか、もてない人が来るところ、そういう人達を満
たしてあげている。

●デパート・スーパー・販売員：
▶お客さんがお金払ってその時間だけ女の子をかうのと、スー
パーでものを買うところ
▶女の子が商品という意味で
▶同じ接客業といういことで
▶接客姿勢は変わらないから。

●芸人・役者（芸能界の仕事
（役者））：
▶楽しませること
▶疑似恋愛を演じるところ
▶演技をするから
▶仕事を取るために人と寝ることが似ている。

●接客業：
▶接客という点で
▶一対一だし、怒らせるとしたら自分だなと思うし。

●保母さん：
▶面倒をみるから。

●なし：
▶風俗は風俗。

●その他：
▶売春、援交→お店で働くことは職業
▶工場の人→流れ作業みたいなところがにている
▶人材派遣業（レンタル彼女）→一定の時間でその時だけは
彼女になって男性をいやす
▶精神科医→さみしくて来る人もいるということを考慮しなが
ら仕事をしているから、そういう人が楽しく過ごしていってくれ
ると、「ああ心が晴れたのかなぁ」と思って「よかったな」と
思う
▶お客を相手にする仕事→お客の相手をするから
▶温泉→ひとときの安らぎだから
▶新入社員→この仕事を早く上がりたくてしょうがない。体の
ことを考えたら。すごい耐えてるから、お茶くみとかコピーの
新入社員と一緒かなって
▶自営業→やったらやる分、自分に返ってくるから
▶コンパニオン→約束事（電話番号教えちゃだめとか）が多
いから
▶男でいうなら佐川急便→同じ宅急便でも車乗ってる以外は
全部走っている。仕事が全力投球という部分が似ている。あ
とは収入面も
▶水商売と土方の合体型→来た人の気持ちを考えてやるとい
う点と、体力的には土方
▶学校の先生→先生ってストレスたまりそうだから。生徒とか
に教えなきゃいけないし。たまに相談にくる人もいるし
▶パチンコ屋→当たりハズレがある。でもお客さんはお金を
払っている
▶洋服屋さん→働く時間帯とか、気に入らないと文句言われ
るし、閉店間際にお客が来て帰れないところとか
▶車の整備工→彼女がいないとか、奥さんとやれないわけだ
から、さびしいだろうし、どっか壊れてるってことだから、そ
れを治してあげる
▶詐欺師。



●看護婦（ナース・福祉関係の
看護婦）：
▶介護してるって感じ。洗ったりするところ
▶癒してくれる
▶おちこんでる人の話をきいてあげたり、元気にさせてあげる
▶さみしい人とかいっぱいくるから、体だけの奉仕ではないし
▶風俗店で性欲を解消することと、病院でナースが精神的な
ものをケアすること
▶体も心もいろんな人がいるから、そういう人のケアをしてい
る点
▶その人の身体的・精神的に満足を満たせるようにすること。
ただやることが違うのかな
▶外だけのケアじゃなく内面・精神的なケアもしてると思うか
ら
▶お客さんが傷ついたり不安だったりするから寂しいとか大事
にされたいという気持ちがある。触ってあげることでそういう
のを癒してあげるから
▶誰にでもいい顔するし、やさしくするから
▶人の世話（下の世話と一緒）
▶奉仕する点
▶お客にサービスするのと、お客にケアするのがにてる
▶奉仕してあげるって感じ／いろんな世話をするところ。元看
護婦とか兼業もいたりするから
▶治療するのではなく、サポートをする。お手伝いをするとい
う点で
▶いろんな人と接する。相手に尽くす
▶下の世話をするから
▶奉仕してるから
▶なんとなく
▶看護婦さんははじめはやりたくてやろうとしたんだろうけど、
１００％納得してやっていないと思う。

●福祉・介護（介護福祉・ボラン
ティア・介護・老人ホームの福
祉・福祉（看護））：
▶さびしい人にやさしくしてあげる。彼女の代わり
▶さみしい人、欲求を満たせない人を満足させてあげてるか
ら
▶お客さんの気分をすっきりさせてあげたり、その時間だけ彼
女になってあげたりするから
▶お客さんっていうのは心に何かもっているのではないかと思
う。考え方が子どもっぽい老人的なそういうを癒してあげるこ
とをするから
▶人のお手伝い
▶献身する側だから、見返りを求めてはいけないところとか

▶自分が相手にいろいろやってあげたりしてるから
▶それが必要と思って来るんだから。抜きたいとか、そういう
のをケアしてあげたりするから
▶お客さんに奉仕するところ
▶奉仕してる。人のために働いている
▶体とか洗ってたら
▶一緒にシャワー浴びたりするところ。

●エステシャン・マッサージ師
（美容師とかエステ・マッサージ
やさん）：
▶来てリラックスしてもらって、満足して帰ってもらう／気持ち
良くなるから
▶気持ちいいから
▶楽しい、気持ちいい時間がにてる
▶心地よくさせてあげているから
▶帰る時に疲れがとれるから
▶楽になるような感じが似てる
▶ストレス解消できるから
▶毎日同じことの繰り返し、マッサージとか
▶たまった疲れをとるということでは、それは、たまった性欲
を処理することになる。

●水商売（キャバクラとかパブ
とか・飲み屋、ホステス）：
▶収入がいいから
▶接客とか
▶お客さんが上で働く私たち下というところ、お客さんを楽し
ませるところ
▶お客さんにひたすら笑顔。お客さんに来て喜んでもらう仕事
▶人と接する仕事
▶接客業だし
▶ムカッときてもニコニコしなきゃいけない
▶男の人相手だし、指名客を増やすのが同じ
▶来てもらいたいために、電話したり、うそついたりするとこ
ろ
▶お酒飲まない人が、ここに話しにくる。お菓子もってきて話
したりとか。

●飲食店・コック（レストラン・
ファミレス・食べるところ・ファー
ストフード・居酒屋・回転寿司・
アパレル、飲食などの接客業）：

▶お店の人がいて、いいものがありますよとすすめて、お客さ
んが買うところ
▶食べさせるところと、やらせるところが似ている
▶食べるとうれしい、というところ
▶料理をつくって食べてくれる人が喜んでるのをみて自分もう
れしいところ
▶あの食べ物がよかったとか、店の雰囲気がよかったというこ
とでお店選びをするから
▶出てくるのが早い。接客について厳しい
▶お酒飲むと変わったりするところ（人）と、風俗の店に来る
と変わったりするところ（人）
▶ネタとかいろんなものにたとえて、それを選んで売るところ。
へルスとかイメクラとか自分で選べる
▶いろんなものを食べてみたいというところ。

●美容師（床屋さん・美容室）：
▶すっきり、さっぱり、手の届かないところ掻いてあげるみた
いな
▶終わってスッキリする
▶さっぱりするから
▶話をするから
▶お客さんを満足させて、指名などもある。その子じゃなくて
もお店で選んだりするところ
▶むずかしい人に対応しなきゃいけない。お客さんが納得い
かないと怒るところが似ている。

●肉体労働者（ガテン系・大工
さん・とび職、がてん系）：
▶日払い、道具があまりいらない、体の調子が悪いと働けない、
体が資本、体だけうごかしてれば頭つかわなくていいから
▶体使うから。体力使うから
▶全身を使うし、ずっと働くから
▶体が疲れるから
▶きついし、大変だし、お金は高いけど、その分仕事の内容
がハード
▶３Ｋの２Ｋが一緒
▶3kだから。

●営業の人（セールスする人・
サラリーマンの営業・営業マ
ン）：
▶接客業という点で
▶その人にあった対応の仕方を考えなくてはいけないから
▶お客さん相手。クレームがあったり、満足してもらってうれ
しいとか
▶接客業だから

▶歩合制でお金が入る。お客さんをとってくるだけお金になる
▶自分が頑張るほど指名も増えるし、給料も上がるというとこ
ろ
▶いつもにこにこして愛想いいところ。

●カウンセラー：
▶お客さんがストレス溜めて来る人が多い
▶お客さんが本音でグチを言ったり、プライベートのことで相
談してきたりするから
▶お客さんの悩みを聞いたりするところ
▶お客さんの寂しい気持ちとかを埋めてあげたり、悩みを聞
いてあげたりもするんで
▶興味で来るか、もてない人が来るところ、そういう人達を満
たしてあげている。

●デパート・スーパー・販売員：
▶お客さんがお金払ってその時間だけ女の子をかうのと、スー
パーでものを買うところ
▶女の子が商品という意味で
▶同じ接客業といういことで
▶接客姿勢は変わらないから。

●芸人・役者（芸能界の仕事
（役者））：
▶楽しませること
▶疑似恋愛を演じるところ
▶演技をするから
▶仕事を取るために人と寝ることが似ている。

●接客業：
▶接客という点で
▶一対一だし、怒らせるとしたら自分だなと思うし。

●保母さん：
▶面倒をみるから。

●なし：
▶風俗は風俗。

●その他：
▶売春、援交→お店で働くことは職業
▶工場の人→流れ作業みたいなところがにている
▶人材派遣業（レンタル彼女）→一定の時間でその時だけは
彼女になって男性をいやす
▶精神科医→さみしくて来る人もいるということを考慮しなが
ら仕事をしているから、そういう人が楽しく過ごしていってくれ
ると、「ああ心が晴れたのかなぁ」と思って「よかったな」と
思う
▶お客を相手にする仕事→お客の相手をするから
▶温泉→ひとときの安らぎだから
▶新入社員→この仕事を早く上がりたくてしょうがない。体の
ことを考えたら。すごい耐えてるから、お茶くみとかコピーの
新入社員と一緒かなって
▶自営業→やったらやる分、自分に返ってくるから
▶コンパニオン→約束事（電話番号教えちゃだめとか）が多
いから
▶男でいうなら佐川急便→同じ宅急便でも車乗ってる以外は
全部走っている。仕事が全力投球という部分が似ている。あ
とは収入面も
▶水商売と土方の合体型→来た人の気持ちを考えてやるとい
う点と、体力的には土方
▶学校の先生→先生ってストレスたまりそうだから。生徒とか
に教えなきゃいけないし。たまに相談にくる人もいるし
▶パチンコ屋→当たりハズレがある。でもお客さんはお金を
払っている
▶洋服屋さん→働く時間帯とか、気に入らないと文句言われ
るし、閉店間際にお客が来て帰れないところとか
▶車の整備工→彼女がいないとか、奥さんとやれないわけだ
から、さびしいだろうし、どっか壊れてるってことだから、そ
れを治してあげる
▶詐欺師。

質問　　
風俗嬢を見下したしゃべり方をするお客さんは
実際どのくらいいますか。（10人中何人？）

［１人未満］53.2％、［～３人］37.8％、［～10人］8.1％

▶「なんであなたみたいな人がこんなところで働いているの？」
▶風俗来てるのに「こういう仕事してていいの？」「親はどう思っ
てるの？」と聞いてくる。「お金払ってるんだから、これくらい
いいじゃん」と言って、サービス規定外のことを要求してくる
▶おじさんに「こんな仕事してー」と言われた。できないサー
ビスを要求される。それは「風俗嬢なんだから」と言われる
▶「借金あるの」とか「いいよね女は」とか「どうせ 1万なん
て100 円みたいな価値なんでしょ」とか
▶「これくらいの仕事しかできないんでしょ、君」
▶終わったあとで「良くこんなことやってるよね」「恥ずかしく
ないの？」最初から「借金あんの？」「Ｈ好きでこういうことやっ
てるの？」「こういうとこで働いているんだったら本番とか平気
なんでしょ」
▶「何でこんな仕事してんの？」とか
▶「風俗だからお金持っているんでしょ？」「病気（性病）なん
じゃないの？」
▶今まで一人「この仕事してて楽しい？」とか
▶プレイに出てる。やらせてくれっていう話で、断ったらつき
とばされて、髪の毛引っ張られて、ひっぱたかれた
▶「お金すごいもらってるんでしょ、おごってよ。」「いくらぐら
いもらってんの。」「何のためにそんなにかせいでんの？」
▶「高い金払って遊びにきてんだから俺の好きなようにさせろ
よ」と言われた
▶「君たちじゃわかんないだろうな（常識とか）」「普通の仕事
はできないでしょ」
▶説教「いつまでするつもりなの？」「この仕事して楽しい？」「お
金いい？」「彼氏かわいそうだよね」「人のおちんちんばっか
みていやじゃない？あきないの？」
▶「女はいいよな」「どのくらい稼げるの？」「何に使うの？」「何
人目？」「疲れたでしょ？」「最初のお客と後のお客どっちがい

い？」
▶「好きなことやって高収入もらえるんだったらいいでしょ。」
▶「男いっぱいいるんだろう」「ヤリマンなんだろう」
▶「病気をもってるんじゃないか」「いい大学だし、お金持ち
なんだ。君とは違うんだ」みたいな言い方
▶「やすいお金でもそういうのするようになったんだね」と言
われた
▶「Ｈが好きだからやってるんだろう」「好きなことやって金に
なるからいいよな」「女だったら俺もこういう仕事してる」
▶「そんなにお金ためてどうするの？」「悩みないでしょ」「何も
考えてないでしょ」
▶「病気とかもってない？」
▶「キスなんかしなくていいよ、きたない！」「こんな仕事して」
とか言われた
▶「どうしてこの世界にきたの？」「一本ついていくらくらい？」
「お金のためだったらどこまでできる？」
▶「君がこの仕事をするのはもったいないよ」
▶「早くやめろ」という言葉は腹が立つ。私は誇りを持って働
いてるから
▶「さっさといかせろよ」みたいな
▶「好きなんだろ」と言われたのが一番腹立った
▶「いくら出せばやらしてくれるの」某有名電話会社の社長が
「なんでこんな汚い業界で自分の体を売っているんだ。普通に
働いたらお金入ってくるのに、バカじゃないの」
▶入って会った瞬間いきなり「やらして」と言ってきて、断っ
たら最後まで怒っていた
▶「こういう所ってさー」「こういう所の女の子ってさー」
▶首をつかんで奴隷みたいに扱う
▶できないサービスを拒絶したら「何でもやってくれるんじゃ
ないのかよ」と言われた


