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出会い辞典

「出会い系ざんまい！」管理事務局
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はじめに

本書では、完全無料で、かつ、優良な出会い系サイトを集め

てご紹介いたします。 

その数、なんと！１０８サイトの大ボリュームです。

すべて無料ですので、すべて利用し放題です。

最後に少しだけ宣伝させてください。

本書を執筆するにあたっての費用は、以下の出会い系関連サ

ービスによる広告収入の一部を当てさせていただいておりま

す。

本書が少しでも読者の皆様にお役に立てたのであれば、以下

のサービスもぜひご利用ください。（すべて無料のサービス

です。）

「 完 全 無 料 出 会 い 系 サ イ ト の 紹 介 屋 さ ん 」

（https://deaiz.info/）

それでは、「ネットでの出会いの歴史と今」を探しに行きま

しょう！！

https://deaiz.info/
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（１）メル友・恋人・まじめ

な出会い

メル友や恋人など、まじめな出会いを探したい方はこちらを

ご利用ください。
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Lips～リップス～

    

サイトにアクセス！

出会いを求める男女を結ぶつける、恋愛コミュニティーサイ

ト『Lips～リップス～』　

このサイトは、「すぐ会いたい！」「飲みに連れてって！」

「とにかく遊びたい！」なんて人にはうってつけ！

サイト独自のシステム、メール返信率が一目で分かる『レス

ポンスメーター』で、返信率の良い相手にアタック！

さらに目的別検索も絡めて利用すれば、スピーディでスムー

ズなやりとりが出来ます。わずらわしい交渉なんてのも必要

ありません！

二人の間に時間なんていりません！ 

このサイトで運命の出会いを！

＜体験談＞

まじめな出会いから大人の出会いまで、オールマイティなサ

イトです。会員数も多いです。（まさし／男／28歳） 

このサイトで彼氏ができました！（あこ／女／24歳） 

ユーザー数が多いようでとにかくたくさん出会えるよ！今ま

で利用したサイトの中でここが一番！（コウ／男／32歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0421/?ip=0421&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0421/?ip=0421&id=Y962
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直メdeメルシー

    

サイトにアクセス！

サイトを通してメールをするのは面倒！「直アドでやり取り

がしたい！」という方を対象にメンバー募集を行っているた

め、最初から友達の紹介で知り合ったようにコミュニケーシ

ョンが取れると評判のサイト。

会員全員にメールアドレスが公開される心配はなく、相手の

プロフィールや写真まで見れ、納得がいく相手を探すことが

出来ます。まずは近所の相手と会ってみては？

＜体験談＞

なんといっても女性が多い！（裕太／男／29歳） 

オレと同じ学生が多いから彼女募集に使ってます。このサイ

トでは、まだ１人しか付き合ってないけど・・・（ショウ／

男／18歳） 

変な人がいないから安心して使えるよ（あやか／女／21歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0153/?ip=0153&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0153/?ip=0153&id=Y962
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100万人のご近所さん

   

サイトにアクセス！

１００万人の利用者まであと少し！

ここまで巨大化した出会いサイトは見たことない！ 

全国主要都市で集客し、利用者が膨れ上がり、口コミの話題

もどんどん広がっていってます。写真付きのプロフィールを

見てご近所で検索すれば、貴方の活動拠点の近くに居るお相

手が必ず見付かります。

友達、恋人、セフレ･･･貴方だったらどのタイプを選ぶ？ 

タダで使えてセキュリティも万全。 

親切な女性スタッフによるサポートも好評です。

＜体験談＞

ここで大切なダーリンができました！（紗香／女／26歳） 

家が近い女の子とであるから便利です。セフレも募集できち

ゃうので手放せないサイトです。（あつし／男／35歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0148/?ip=0148&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0148/?ip=0148&id=Y962
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キラ☆メール

  

サイトにアクセス！

もう出会いがナイなんて言い訳にならない！

出会いを諦めている人もなるようになるさと思っている人も

「キラ★メール」に登録してみよう！ 

自分の行動が吉と出るか大吉と出るか！

自分の理想に近いパートナーゲットを目指して出会いのある

場所「キラ★メール」！ 

初心者でも安心して利用できる簡単登録！サポートも充実し

てます！ 

一つでも多くの出会いを提供する為の努力を惜しまずに「キ

ラ★メール」はがんばっています！

まずは出会いへの一歩踏み出してみませんか？

＜体験談＞

ギャル多し(o; お股がゆるい子が多いから既婚者の僕にぴっ

たりです。（ジョン／男／33歳） 

ほかのサイトと比べて若い子が多いかな。暇つぶしにはサイ

コーです。（ぴょん吉／男／32歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0544/?ip=0544&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0544/?ip=0544&id=Y962
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Star Daisy

  

サイトにアクセス！

恋人ができてもいつも浮気される！いつも片思いばかり、幸

せになるにはどうしたらいいの？ 

理想の相手はどこへ行ったら出会えるの？ 

いい人探したいけど自分に自信が無くて全然積極的になれな

い！ 

みんな色んな悩みや不安を抱えていると思います。夢見てい

るだけでは始まらない、今のままではずっと同じ未来がやっ

てくる！ 

Star Daisyではそんな悩みを解決させる優秀な恋愛アドバイ

ザーとなる占い師を常駐させており、あなたの悩みを解決さ

せます！！ 

諦めないで！！きっとあなたにピッタリな人がアプローチし

てくる事でしょう！！

＜体験談＞

基本的に真面目な人が多い印象。（とし／男／37歳） 

ここで彼氏募集中です。まだ良い人とめぐり逢ってないけ

ど、変な人はいなさそうなので、きっと出会えるハズ(o)/

（みぃ／女／31歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0586/?ip=0586&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0586/?ip=0586&id=Y962
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Pure Hearts

  

サイトにアクセス！

Pure Hearts - ピュアハーツ -では真剣なパートナー探しを

応援しております。 

婚活ブームもあり、真剣な恋愛や結婚を求める男女が急増し

ております。

近くやご希望のエリア・年齢で検索して写真つきのプロフィ

ールを見る事ができます。 

恋人を探している人同士が知り合えるコミュニケーションの

場を提供しています。また、 

現在は出会いに積極的な男女急増中なので即逢いも間違いな

しです。

もちろん当サイトは丁寧なスタッフのサポート対応で、貴方

の出会いを完全支援します！

＜体験談＞

婚活目的で利用してます。今まで3人の人と食事に行きまし

た。良いサイトだと思います。（まや／女／32歳） 

このサイトで真剣に彼氏募集をして、いまの彼氏に巡り合え

ました。このサイトを使ってよかった！（あさみ／女29歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0540/?ip=0540&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0540/?ip=0540&id=Y962
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コムコム

  

サイトにアクセス！

「忙しくて、結婚につながる出会いを探す時間がない…」そ

んな悩みには、出会いを応援する「コムコム」。 

充実の検索システムがあなたの理想の出会いをお手伝い！ 

貴方の探している相手を必ず見つけだします！

会員様の設定した条件で絞り、検索することが可能です。 

年齢や写真タイプなど、気になる条件も十人十色。 

暇な人も、忙しい人も、空いた時間に楽しめるので利用者が

後を絶ちません。 

時間、場所を限定する事により気軽に出会う人たちが続出！

リピーターも多く、安心して御利用頂けます。 

まだ出会ったことの無い人、これから出会いを求める人には

ピッタリのサイトです。

＜体験談＞

たくさん遊び友達ができたよ（カズ／男／20歳） 

利用者の平均年齢が若いから気軽に利用できます。（はる／

女／19歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0505/?ip=0505&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0505/?ip=0505&id=Y962
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ココアド

 

サイトにアクセス！

業界初の新機能！登録直後に直メが出来る！

即日即会いの直電・直アド交換サイト。今すぐに会いたい！

遊びたい！人たちが集う。 

あなたも「ココアド」をキッカケにして出会いを楽しんでみ

ませんか？今まで付き合うところまで行き着かなかった経験

はありませんか？

「ココアド」では男女比率のバランスを保つため日々活動を

行っており、出会い確率が上昇との声を頂いております。

＜体験談＞

女の人も会うのが目的の人が多いから話が早い！自分的には

最高なサイトです。（こうき／男／25歳） 

ここは会うのが目的の人が多いですね！私も5人と会っちゃい

ました（桜／女／36歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0141/?ip=0141&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0141/?ip=0141&id=Y962
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フレッシュ　ご近所さん

 

サイトにアクセス！

いつも同じ顔ぶれだけじゃ物足りない！ 

もっとご近所でフレッシュな出会いはないのか！？そんなユ

ーザの声をふんだんに取り入れた「フレッシュ　ご近所さ

ん」では、簡単に登録ができ、都内でも地方でも、18歳以上

なら誰でもご利用になれます。

最近はアダルトな出会いを求めた女性が多いと噂になり、男

性も女性もご利用率がグンと伸びています。 

自分のプロフィールを作成するだけで使いたい放題となって

おりますので、この機会にご近所かつお好みの相手を探して

アプローチをかけてみてください！

＜体験談＞

近くの女の子と知り合えるのでセフレ探しに最適！（〇〇フ

ェチ／男／45歳） 

近くに住む彼氏を探すために登録しました。今のところセフ

レしかできていません。（ミライ／女／24歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0311/?ip=0311&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0311/?ip=0311&id=Y962
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ご近所フレンズ

 

サイトにアクセス！

遠くの相手より、近くの相手！ 

ちょっとした時間の合間に異性の相手と会ってみたい！

そんな貴方のニーズに答えるべく生まれたコミュニティサイ

ト「ご近所フレンズ」地域での検索方法も細かく、初めて登

録する方でも簡単に利用する事が出来て、サポートスタッフ

もとても親切、安心かつ安全に楽しめる場所になっていま

す。

メル友希望や、恋人希望、またはＨな友達まで！自分の目的

にあった近所の相手を気軽な感覚で見つけてみてはいかがで

しょうか？

＜体験談＞

基本的にご近所さんと会うのが目的のサイトです。（かおり

ん／女／23歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0328/?ip=0328&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0328/?ip=0328&id=Y962
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ご近所.com

サイトにアクセス！

貴方の近くに出会いを発見！あっという間に友達が作れちゃ

います！

寂しい思いをしているのは貴方だけではありません。 

利用している女性も20～40代と年齢層が豊富。貴方の希望に

合った相手をお探し下さい。 

3分もかからずに無料登録が出来る為、利用者は後を絶ちませ

ん。 

本当に出会いたい人たちだけに贈る「ご近所.com」は、恋の

力で貴方を支援致します。

＜体験談＞

エッチ目的の人が多いですね。女の子もそれを理解している

のか話が早いです。（将軍／男／34歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0461/?ip=0461&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0461/?ip=0461&id=Y962
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近所de会っちゃお！

サイトにアクセス！

気軽な遊び友達、飲み友達、アダルトな出会いを求めた女性

利用者が多いと話題沸騰！

男性も女性も利用者急上昇！ 

簡単な自分のプロフィールを作成するだけで使いたい放題！

まさに気軽に使える「近所de会っちゃお！」 

この機会にご近所かつお好みの相手を探してお楽しみくださ

い！

＜体験談＞

基本的なマジメな出会い系サイトですが、セフレも作れま

す。（悟／男／26歳） 

使い方が簡単で気月にお友達募集できます。（みよ／女／25

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0516/?ip=0516&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0516/?ip=0516&id=Y962
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ご近所即会い１２０％

 

サイトにアクセス！

異性の友達を増やしたい人は集まれ！

メル友探し、飲み友達、セフレ探し･･･相手を探すなら「ご近

所即会い１２０％」がオススメ！ 

完全写メ対応なので、好みの相手を選べます。また近所で遊

べるというわかりやすい内容から、利用者が増え続けていま

す。

女性誌、週刊誌などの宣伝活動によりアクセスも増加！ 

手軽に使える親切設計、初心者にも安心コミュニティです。

これで貴方も出会える確率１２０％

＜体験談＞

10歳も年下の女性とお付き合いすることになりました。あり

がとうございます。（まさ／男／37歳） 

まじめな男性ばかりで良いサイトだと思います（美紗／女／

25歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0432/?ip=0432&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0432/?ip=0432&id=Y962


24

アドレス教えて！

サイトにアクセス！

あなたの出会いを応援します！

「アドレス教えて！」は、出会いの少ない男女を直接繋ぐコ

ミュニティ。 

直接連絡を取りやすいように、アドレス交換をしやすいサイ

トになっています。 

登録女性はアイドル予備軍の女のコや女優の卵、イベントコ

ンパニオン、レースクイーンなど多彩。 

意外と機会の少ない彼女たちの出会いを全力サポートしてい

ます。 

祝日や休日の仕事が多い彼女たちって、知り合うきっかけが

なかったりするものなんですよ！ 

もちろん、セキュリティは万全、個人情報漏えいの心配は一

切ありません。

＜体験談＞

登録した途端に女の子からのメッセージがたくさん来まし

た。サイコーのサイトです。（ボンちゃん／男／27歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0433/?ip=0433&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0433/?ip=0433&id=Y962
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会えるご近所さん

  

サイトにアクセス！

10代後半～20代の女性が多く登録しているコミュニティサイ

ト。 

参加女性の平均年齢が若いのが特徴です。

出会いコミュニティ慣れしていない女性が多く、大半がメル

友・恋人募集が目的な女性ばかり。 

しかも、「今すぐ遊びに行きたい」「仕事帰りに飲みに誘っ

て」など、気軽に会える関係を求める女性が多いのがポイン

トです。

近くに住んでいる女性を簡単に検索・連絡できるので、共通

の話題で盛り上がれること間違いなし！ 

今まで出会いコミュニティを敬遠していた貴方も初心者同

士、仲良く盛り上がってみよう！

＜体験談＞

ここで彼女ができました。非常に良いサイトだと思います。

（太郎／男／36歳） 

男女ともに若い子が多いかな？（むらさき／女／19歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0436/?ip=0436&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0436/?ip=0436&id=Y962
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メールネット

 

サイトにアクセス！

寂しい思いをしていて「ラブラブしたい」「恋人が欲しい」

「かわいい子と友達になりたい」「イケメンと出会いた

い！」等など、願望は誰にでもあると思います。 

そんな貴方に寂しい思いをさせません！「メールネット」で

は連絡が頻繁に取れる人をはじめ、友達募集、遊び相手募

集･･･真剣に相手を探している男女で成り立っている為、登録

後は仲良くなった人と存分にメールのやり取りが楽しめま

す。

どんな相手でも最初は他人です、ここに無料登録しておけ

ば、あとは貴方の努力次第！御自身に合った素敵なお相手を

お探し下さい。

＜体験談＞

彼氏を探すの使ってます。今のところ7人と会って、2人は付

き合うところまで行きました。（しずく／女／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0473/?ip=0473&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0473/?ip=0473&id=Y962
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ご近所ステーション

サイトにアクセス！

「待ち合わせするように相手に出会える！」と噂になり、人

気急上昇！ 

主に20代～30代の利用者が多く、簡単に連絡が取れ、気軽に

遊びに行く事に抵抗がない世代が利用者の大半を占める為、

出会える確率も高い！ 

また、熟年男性の方が若い女性と知り合えるきっかけともな

るコミュニティへと発展致しました。

当日連絡の待ち合わせで即アポ、写メで確かめて出会う為、

即会い、うまくいけば即ハメなんて出会いも可能になりま

す！

まずは簡単無料登録からお試し下さい。

＜体験談＞

あんまり会えない気がする・・・（雅史／男／29歳） 

セフレ探しに利用させてもらっています。（みのる／男／34

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0475/?ip=0475&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0475/?ip=0475&id=Y962
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即会いNAVI

サイトにアクセス！

すぐに会えるお友達を探したり、メールだけではないリアル

な出会いを求める男女で成り立つ「即会いNAVI」貴方がフリ

ーで遊ぶのが大丈夫な方でしたら、何も問題ありません。

メールアドレス一つで友達が作れちゃいます！ 

日頃のストレスに疲れを、体の関係で癒したい。恋人気分で

デートしたい、秘密厳守で大人の付き合いも可能。

気軽に仲良くなれるのがポイント！

利用した人だけがわかる「即会いNAVI」で貴方も素敵な時間

をお過ごし下さい

＜体験談＞

比較的マイナーなサイトなので、有名どころで女を食い漁っ

てしまった人にオススメ（りょう／男／39歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0481/?ip=0481&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0481/?ip=0481&id=Y962
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チカチカ～ご近所デラックス～

サイトにアクセス！

チカチカ～ご近所デラックス～は、「近くで探せる、近くで

出会える。」をコンセプトとした出会いコミュニティーサイ

ト。

全国各地に広がる女性会員を一発検索。地域だけではなく、

プロフィールや写メでルックスもチェック出来ちゃいます。 

その他にもデラックスな機能が満載！「恋人が欲しいが出会

いの場が無い」「とにかく恋人が欲しい」という方にはうっ

てつけのサイトです！ 

条件が整えばそこから恋愛のスタート！

アナタも近くの恋人見つけてみませんか？

＜体験談＞

今付き合ってる彼女は、このサイトで出会った人です。もう

すぐ結婚しようかと考えています（りく／男／27歳） 

まじめなサイトなので、普通に恋人を募集しようかと思って

登録したけど、以外にもセフレができました（もやし／男／

20歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0451/?ip=0451&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0451/?ip=0451&id=Y962
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即ぱら

サイトにアクセス！

即ぱらは、１０代後半～２０代の女性が中心に多く登録して

いるコミュニティサイトで、その多くがメル友・恋人募集の

目的で登録しています。

とにかく会ってみないことには「恋愛」は始まらないと、女

の子の方から積極的に「貴方」にアプローチ！ 

気軽なメールのやりとりはもちろん、アポしたその日に会え

るなんてコトも！ 

初めて登録する方でも簡単に利用する事が出来て、安心かつ

安全に利用できるのが女の子達に人気のようです。

さぁ、貴方も「即ぱら」で素敵な出会いを見つけてくださ

い！

＜体験談＞

あんまり人がいなさそうだけど、その分競争率が低いのでむ

しろ出会いやすい（あーちゃん／男／24歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0534/?ip=0534&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0534/?ip=0534&id=Y962
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即アポ　最速宣言

サイトにアクセス！

即アポ最速宣言。即アポ即会い当たり前！ 

駅前で待ち合わせてるあの娘も即アポ最速宣言から！ 

ちょっと人が恋しい人が即アポ最速宣言で繋がりを求める！

日常の疲れを癒してくれるお相手探し！誰かと呑みたい時に

週末に焦点を合わせて即アポ最速宣言！ 

溢れんばかりの人の数がいるのにも関わらず出会いが全くな

い人生に出会いという風を吹かせる即アポ最速宣言！

変わらない日常を出会いのスパイスで笑顔の絶えない毎日に

変えていく即アポ最速宣言！

＜体験談＞

即会いをウチにしているだけあって、女の子と簡単に会える

よ（はやと／男／31歳） 

このサイトで3人の男性と会いました。エッチありで・・・

(o;（みや／女／25歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0539/?ip=0539&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0539/?ip=0539&id=Y962
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PLEIADES STAR

サイトにアクセス！

地域、年代を超えた、ワンランク上の出会いを提供するマッ

チングサイトです。 

「PLEIADES STAR」は落ち着いた大人な出会いを応援するコミ

ュニティ。 

ご登録して頂いた情報より、より好みに近い相手をオートマ

ッチングさせ、順番にご案内しております。 

この独自システムにより、今まで知り合う事の出来なかった

男女をマッチングする事を可能にしました。 

出会いは星の数ほどあります。 

そして本当の出会いがここにあります。

＜体験談＞

真面目に出会いを求めてる人が多い印象。婚活サイトだね

（パパイヤ田中／男／34歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0584/?ip=0584&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0584/?ip=0584&id=Y962
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メールほしいの

サイトにアクセス！

携帯電話の着信を増やしたくありませんか？ 

駅や街中でメールをしている人たちを羨ましく思ってる貴方

に朗報です。

18歳以上なら誰でも利用できる、このコミュニティでは貴方

を寂しくさせません。 

メールが欲しい人たち同士が集まり世間話からちょっとHな話

までお楽しみいただけます。

甘え上手な女の子から、かまって欲しいメールで恋人気分が

味わえたり利用用途は様々。 

現代人の8割弱の人たちがメールを利用していることから、こ

こで無料登録しておけば寂しい思いをする事はありません！

貴方の出会いをガッチリ応援致します！

＜体験談＞

ほぼメル友専用サイトですね。実際に会うのは難しいか

な・・・（ポチ／男／23歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0452/?ip=0452&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0452/?ip=0452&id=Y962
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近所のiDOL

サイトにアクセス！

２４時間いつでもどこでもお相手さがしをサポート！

登録料金・年会費など一切かかりません。 

思うように相手をみつけることができなかったあなたも当サ

イトをキッカケにして出会いを楽しんでみませんか？大人の

自由恋愛を求めるステキな女性と本気で、または割り切り

で、自分の都合で探してみては如何でしょうか？

貴方も自分だけのアイドルをさがしてみませんか？

＜体験談＞

援〇交際の募集が多いので、その手の目的の場合は、非常に

マッチしたサイトだと思うよ（たか／男／32歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/seleb/?ip=0122&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/seleb/?ip=0122&id=Y962
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ご近所大作戦

サイトにアクセス！

地元話に花を咲かせたり、会話が苦手な人でも問題ありませ

ん。 

写メで気になった子に気軽にメールが出来、タダで遊べると

話題になり利用者激増中。

男性、女性問わず利用率が高い理由は使えば必ずわかりま

す。 

住んでる地域で利用するも良し、知らない地方の人と遊んで

みるのも良し、 

可能性は無限大です。

登録簡単で、サポート体制もしっかりした「ご近所大作

戦」、旬な「今」利用する事をオススメします。

＜体験談＞

セフレ募集に最適！（ゆうき／男／22歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0400/?ip=0400&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0400/?ip=0400&id=Y962
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直アド＠ＭＡＸ

サイトにアクセス！

皆様おまちかね！！携帯サイトで大人気を誇る「直アド＠Ｍ

ＡＸ」のＰＣ版がいよいよ登場です♪

ご存知の方も、今日始めて知った方もドンドン出会っちゃっ

て下さい

どこぞのサイトの様なペナルティやアクセス拒否など気にせ

ずガンガン直アド交換して、スグに出会ってください。 

スグに出会いたい男女を週刊誌・女性誌・成年誌・ＷＥＢで

広告を出して集めておりますので、ムダ無く初心者にでもス

グに出会えます♪

＜体験談＞

目的別に相手を探せるので、出会う確率が高い！僕はもちろ

ん「大人の関係」で相手を探してます（ケン／男／24歳） 

彼氏がほしくて登録しました。このサイトで彼氏1人とセフレ

1人ができました。（まお／女／19歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0530/?ip=0530&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0530/?ip=0530&id=Y962
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（２）結婚・婚活

主に婚活をしている人が集まるサイトになります。真剣に結

婚を考えている方はこちらをご利用ください。
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ＭＡＲＹ-メアリー-

   

サイトにアクセス！

出会いの場が少ない方のための出会いコミュニティ『MARY

[メアリー]』は、アナタの恋愛を全力で応援！

豊富な機能、コンテンツで最高の出会いを演出致します！

サイト内だけでなく、沢山のOFFイベントを随時開催！立食パ

ーティーやクラブイベント、カラオケやボウリングなども行

なっています。 

友達、恋人、結婚など、幾多のカップルを誕生させてきた当

サイト。 

きっとアナタの人生にも最高の瞬間が訪れることでしょう！

＜体験談＞

結婚相手を真剣に探しています。このサイトは、まじめな人

も多いので安心して利用できます。今まで3人の男性をお会い

しましたが、どの人もいい感じでした。（まさみ／女／28

歳） 

婚活を目的とした人が多いですね。僕は違った目的で利用し

ていますけど・・・（ゴウ／男／33歳） 

非常に利用者が多いようで、すぐに返信が来ます。良い出会

いがありそうな予感！！（みわ／女／31歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0536/?ip=0536&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0536/?ip=0536&id=Y962
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Juliet -ジュリエット-

   

サイトにアクセス！

ジュリエットでは真剣な恋愛・結婚を応援しております。

婚活ブームもあり、巷では真剣な恋愛や結婚を求める女性が

急増しております。 

近くやご希望のエリア・年齢で検索して写真つきのプロフィ

ールを見る事ができます。 

当サイトは圧倒的に女性の登録が多いので、男性は好みのお

相手がきっと見つかると思います。 

また、意識が高い女性ばかりなので即逢い間違いなしです。

＜体験談＞

まじめに婚活で利用し始めました。このサイトは女性も若い

人が多いですね（としや／男／27歳） 

婚活の人が多いようだけど普通にセフレ募集に使ってます。

（哲／男／26歳） 

このサイトで初めての彼氏ができました。（なな／女／19

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0548/?ip=0548&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0548/?ip=0548&id=Y962
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プレジール

   

サイトにアクセス！

簡単登録でメル友や恋人探し、結婚相手を求める男女の為の

コミュニティーです。 

「心躍る楽しい出会いが欲しい…」「刺激的な恋愛がした

い…」には「プレジール」を！地域別検索も可能、納得がい

くまで理想の相手が探せ、お相手自動紹介機能もついてい

て、しかも使い放題！充実のアフターケアサポート、女性も

安心して使えるサイト作り目指しているため、女性利用者が

急上昇！ 

18歳以上なら誰でもご利用出来ます。 

新しい出会いを求めてみませんか？

＜体験談＞

このサイトで無事結婚相手を見つけることができました。使

ってよかったです。（ひで／男／41歳） 

真剣に婚活している人が多いです。このサイトで3人の女性と

お会いしましたがかわいい人ばかりでしたよ。（ＲＧ／男／

31歳） 

普通に出会いを探してこのサイトを利用してみました。普通

に彼氏ができました。（ふみ／女／23歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0570/?ip=0570&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0570/?ip=0570&id=Y962
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婚活Club～ラブリー～

   

サイトにアクセス！

婚活Club～ラブリー～とは、婚活をしている男女の出会いを

応援するマッチングサイト！ 

年齢、血液型、星座、職業、年収など…条件に合ったお相手

をマッチング！積極的に婚活をはじめている男女が集まるサ

イトです。 

登録して即マッチング！異性からのメールがどんどん届くの

で、どんどんアピールして積極的なコミュニケーションをし

ましょう！

きっと貴方に合ったお相手がみつかるハズです！

＜体験談＞

その名の通り、婚活用のマッチングサイトです。おすすめで

す。（ようた／男／28歳） 

彼氏が欲しくて登録してみました。早く良い人が見つからな

いかなぁ～（マコ／女／23歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0592/?ip=0592&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0592/?ip=0592&id=Y962
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ロマンツォ

 

サイトにアクセス！

「ロマンツォ」はアナタの出逢いとコミュニケーションを応

援し、アナタの出逢いを完全アシストします。 

豊富な機能、コンテンツで最高の出会いを演出致します！

今まで以上に出逢う可能性はグンっと広がり、お相手探しが

楽しくなる。 

雑誌・ＷＥＢ広告などで宣伝を多数おこなう事により、幅広

いユーザー層を獲得しております。 

情熱的な恋を求めるならロマンツォで！！

＜体験談＞

30～40代向けの出会い系サイトですね。私も気兼ねなく使え

てうれしいです。（みさと／女／38歳）

サイトにアクセス！

http://sev.meetpie.net/569Y962/
http://sev.meetpie.net/569Y962/
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Approach -アプローチ-

 

サイトにアクセス！

[Approach -アプローチ-]（近づく、 接近する.）二人の距離

を縮めるお手伝い。 

アナタの恋愛を応援するコミュニティーサイトです。

彼氏、彼女ができなくて悩んでいる方々に、出逢いの場を提

供するべく生まれたのがこのサイト。 

地域別や年齢、血液型、星座、スタイル、趣味、性格など、

細かな項目で検索が出来るのはもちろん、様々な趣向のお見

合いイベントも随時開催中。

引っ込み思案な方も、少し勇気を出して、積極的に幸せを手

に入れましょう！

＜体験談＞

スタンダードな出会い系サイトだと思います。恋人募集にも

結婚相手募集にも使えます。（にわとりさん／男／30歳） 

このサイトでセフレができちゃいました。そんなつもりじゃ

なかったんだけど・・・（もも／女／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0322/?ip=0322&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0322/?ip=0322&id=Y962
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Love Pit

 

サイトにアクセス！

ラブピットはあなたの恋愛・結婚～メル友・趣味友との出会

いを探す為のコミュニティサイトです。

女性の作る、女性に優しい、女性が安心してご利用頂ける運

営が支持されております。 

また、会員様限定で定期的にキャンペーンやイベントを開催

しており、さらなる男女の出会いのキッカケを提供しており

ます。 

雑誌・ＷＥＢ広告などで宣伝を多数おこなう事により、幅広

いユーザー層を獲得しております。

新しい出会いを求めるならラブピットで決まり！！

＜体験談＞

結婚を急いでる女が多いから、結構入れ食い状態！毎月1人は

出会ってヤってるよ（マダムキラー／男／32歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0441/?ip=0441&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0441/?ip=0441&id=Y962
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HSC

 

サイトにアクセス！

「ＨＳＣ」はアナタの出逢いとコミュニケーションを応援

し、アナタの出逢いを完全アシストします。 

従来の出会い系サイトの要素に加え、さらにソーシャルメデ

ィアのＩＤ交換も。 

今まで以上に出逢う可能性はグンっと広がり、お相手探しが

楽しくなる。 

また充実のイベントラインナップでアナタの出会いチャンス

もグーンっとアップ。 

もう出逢えないとは言わせません。

＜体験談＞

やはり婚活目的の人が多そうなので、女の人の食いつきも違

います！まあ、僕は遊び目的なのでテキトーに遊んでサヨナ

ラしてるけど・・・（みつ／男／28歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0513/?ip=0513&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0513/?ip=0513&id=Y962
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パートナーズ

 

サイトにアクセス！

恋愛、友達、セフレ、割り切り･･･様々なパートナー探しの決

定版「パートナーズ」では理想のお相手を全国の会員から見

つけて頂けます。

年会費、会員登録費用は無料です。

女性誌、週刊誌等で宣伝活動を行い、男女共に利用者が増

加。また18歳以上であればフリーメールや携帯メールで簡単

に利用出来る事から気軽にお使い頂いております。地域、目

的別検索もあり、初心者にも好評です。

＜体験談＞

普通にセフレ募集で使ってるよ。まだ1人にしか会ってないけ

ど（まさる／男／21歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0179/?ip=0179&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0179/?ip=0179&id=Y962
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隣のパートナー

サイトにアクセス！

気ままな遊び相手からメル友探し、もちろん真剣な交際相手

を探しても構いません。 

出会うキッカケは簡単！まずは自己アピールから！

プロフィール作成後は、誰にでも相手が見付かると評判。 

「隣のパートナー」では特に近隣に住む人たちの出会いを提

供。 

遠距離なんてもう古い！？近場で楽しみを見つけちゃおう！

近くで遊べば当然リピート率も上がり、カップル成立数が高

い為、繰り返し利用する人たちが群を抜いて多いです！ 

写真で好みを探した後は、時間と場所を決めてお楽しみ下さ

い。

＜体験談＞

今まで2人会いました。一人は普通に彼女として、もう一人は

1回ヤって終わりでした。（たか／男／33歳） 

そろそろ真剣に生涯の伴侶をみつけようと使用し始めまし

た。今のとこ良い人とは出会ってないけど、これから頑張り

ます！（さよ／女／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0446/?ip=0446&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0446/?ip=0446&id=Y962
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ご近所オンライン

サイトにアクセス！

近所で都合のいい相手を探せる「ご近所オンライン」では、

地域密着型のコミュニティとして皆様に御利用頂いておりま

す。 

地元ならではの話題で気軽に仲良くなれ、最初は「遊び」友

達で、その後は「恋人」に変わってしまうことも！？ 

女性の間で「いい相手」が見付かると、口コミで広がり、現

在女性利用者の方が多い時期なので男性には特にオススメ！ 

「最近遊ぶ友達が居ない･･･」そんな貴方の悩みを解決致しま

す。 

簡単登録でオンライン同士の運命的な出会いを提供致しま

す。

＜体験談＞

今付き合ってる彼女は、このサイトで出会った人です。もう

すぐ結婚しようかと考えています（リッツ／男／30歳） 

まじめなサイトなので、普通に恋人を募集しようかと思って

登録したけど、意外にもセフレができました（匿名／男／25

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0459/?ip=0459&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0459/?ip=0459&id=Y962
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ご近所ＳＴＹＬＥ

サイトにアクセス！

ご近所ＳＴＹＬＥは、登録している女性の平均年齢が10代後

半～20代という若者中心の恋愛応援・出会いのコミュニティ

ーサイトです。 

多くの女の子が真剣にメル友や恋人募集目的で登録してお

り、女の子の写真とプロフィールから、貴方がお住まいの街

で、貴方にぴったり合った最良のお相手を見つけることが簡

単にできます。

今まで他のコミュニティサイトに登録しても出会う事ができ

なかったという貴方！ご安心ください。 

ご近所ＳＴＹＬＥは、貴方の恋愛を完全サポートで応援しま

す！！

＜体験談＞

大切なダーリンに出会えました。ありがとう（みわ／女／26

歳） 

登録した途端に女の子からのメッセージがたくさん来まし

た。サイコーのサイトです。（ヨシ／男／38歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0520/?ip=0520&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0520/?ip=0520&id=Y962
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500万人の恋愛探し

サイトにアクセス！

500万人の恋愛探しとは、会員数500万人突破！ドキドキする

出会いを応援するコミュニティ！ 

500万人の中から理想のパートナーをしっかりマッチ♪ 

積極的な出会いを求めている男女を集めているサイトです。 

登録してすぐにお相手とのメールがはじめられ、会話が楽し

くなります。 

まずは、積極的なコミュニケーションから始めましょう！ 

500万人の中から素敵なお相手が必ずみつかる！

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.500koi.com/594Y962/
http://www.500koi.com/594Y962/
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Love Pine

 

サイトにアクセス！

Love Pineとは、ドキドキする出会いを応援するマッチングサ

イト！ 

年齢、血液型、星座、職業、利用目的、主にサイトを利用す

る時間帯など…条件に合ったお相手をバッチリマッチング♪ 

積極的な出会いを求めている男女を集めているサイトです。 

登録してマッチングがはじまると候補からのメールがどんど

ん届くので、自信をガンガンアピールして積極的なコミュニ

ケーションをお楽しみ下さい。 

きっと貴方に合ったお相手がみつかるハズです♪

＜体験談＞

落ち着いたオトナのサイトって感じ。若い子が多いですけど

ね（ラビッツ／男／21歳） 

素敵な彼氏が見つかりました。このこのサイトは卒業します

（みひろ／女／19歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0582/?ip=0582&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0582/?ip=0582&id=Y962
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（３）セフレ・オフパコ・大

人の出会い

セフレや大人の出会いをお探しの方はこちらをご利用くださ

い。
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エッチしたい！～ご近所編～

    

サイトにアクセス！

今、この瞬間にエッチしたい人は居ませんか？ 

そんな目的を晴らすべくして生まれたコミュニティ「エッチ

したい！～ご近所編～」。

目的は一緒なので気にすることはありません。 

どんどん欲望をさらけ出してください！もちろん男女共、刺

激的な出会いを求めている為、過激なやり取りが期待できま

す。

勿論18歳以上なら利用でき、利用者は増加中。 

エッチに興味があるのは男女共に共通、積極的にメールしち

ゃおう！

＜体験談＞

セフレ募集の王道的サイトですね。女の子の数も多いですが

男も多いです。メールのやり取りとかのテクニック次第で

は、常時セックスの相手に困ることはないと思います。（ぴ

ょん吉／男／29歳） 

女の子のからの返信が非常に多いので相当な会員数を持って

いるのではないかと思います。このサイトが一番楽しいで

す。（まさし／男／26歳） 

たまに利用して出会った男の人とエッチなことしたりしてま

す。彼氏はいるんですけどね(>_<)（きょうか／女／27歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0457/?ip=0457&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0457/?ip=0457&id=Y962
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ちょっと逢らんど

    

サイトにアクセス！

「待ち合わせしてた友達にドタキャンされてヒマになっちゃ

った」（19才専門学校生） 

「夫が仕事で留守の間に出逢いたい」（26才主婦） 

「彼女が友達と遊びにいっちゃったんで誰か遊んでくれる

娘、いないかな～」（27才営業マン） 

とそんな突然のご希望も『ちょっと逢らんど』におまかせ！

ちょっとしかない貴重な時間でも楽しい出会いをサポートし

ます！ 

気軽な気持ちで簡単に登録できるクイック登録サービスも大

好評！ 

あなたのご希望のタイミングでご希望以上のお相手に出会え

るかも？！

＜体験談＞

大人の出会いの老舗的サイトですね。安定した会員数と丁寧

なサポートで女性にも人気です。（まさ／男／38歳） 

普通に彼氏募集で使ってます。でも男の人はそういう出会い

は求めてないみたいであったら大体ホテルに連れていかれま

す(>_<)（まみ／女／21歳） 

セフレ募集サイトの王道！もうここ以外必要あません（山田

／男／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0543/?ip=0543&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0543/?ip=0543&id=Y962
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１００万人のセフレ探し

    

サイトにアクセス！

すでに若い娘たちの間では「恋人はいないけどセフレはいま

す」なんてのは常識となってきました。 

しかし、それでもＳＥＸだけの関係を築ける相手と簡単に巡

りあえるかとなれば…なかなかそんな上手くはいかないのも

常識。でも、

「１００万人のセフレ探し」なら話は簡単です。

なにせ登録人数が100万人！他の出会い系サイトと比較して

も、女の子の登録数がケタ違いだから、貴方の理想のお相手

が見つかること間違いなし！

さぁ、今すぐ無料登録して即セフレＧＥＴです！！

＜体験談＞

基本的にサイト名通りのサイトなので女の子から返信が来た

ら話が早い。おすすめです。（じろう／男／36歳） 

セフレ募集のサイトとしてはここしか考えられません。女性

の数も多いのでいつも誰かと連絡を取って会ってる感じで

す。（渉／男／24歳） 

特にセフレ募集とかじゃないんだけど、寂しいときとかに利

用しています。（ちょこ／女／22歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0527/?ip=0527&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0527/?ip=0527&id=Y962
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淫らなお隣さん

   

サイトにアクセス！

都合の良い時間にアクセス！

地域検索で近くの相手をピンポイントで誘えばオッケー！ 

お近くにお住まいの地域検索を行えば、誰でも簡単に出会え

ます。

また、全国区に対応しておりますので首都圏以外にお住まい

の方でも御利用頂くことが可能です。

「今までとは違う世界」を求めてくる女性も多数利用してい

ますので、男性利用者は存分にお楽しみ下さい。難しいこと

は何一つ御座いません、携帯電話一つで淫らな関係にたどり

着けます。

＜体験談＞

基本的に年上のお姉さん狙いのサイト。20代後半から40代ま

で幅広い女性が登録されています。年上好きにはもってこい

のサイトですよ（こうた／男／21歳） 

年下の男の子と知り合いたくて登録してみました。セックス

も私がリードしてあげる形で、やっぱり年下って良いですね

（るみ／女／32歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0467/?ip=0467&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0467/?ip=0467&id=Y962
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100万人のHな物語

   

サイトにアクセス！

Hに興味ある人たちは貴方の身近に居ます。

今まで「セフレ」や「メル友」を探すのに苦労していません

でしたか？ 

「100万人のHな物語」ではそんな貴方の願望を叶えます。 

ネットやグルメ情報誌で宣伝することにより女性利用者を大

幅ゲット。 

出会うだけじゃなく、Hなメールのやり取りだけでも楽しめま

すので、主要都市以外にお住まいの方でもお気軽にご利用い

ただけます。

無料で遊べる「100万人のHな物語」で貴方も「Hな物語」を始

めてみませんか？

＜体験談＞

結構マジメに恋人募集している人も多いけど、こういうサイ

トなので知り合ってしまったら、結構ヤラせてくれる。この

サイトが一番利用しやすいと思います。（トウ／男／35歳） 

ちょっとエッチな気分になったときに気軽にお話しできる人

を探しています。今まで4人の人会ってエッチしちゃいまし

た。（マナミ／女／30歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0401/?ip=0401&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0401/?ip=0401&id=Y962
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チョクアドＧＥＴ！

   

サイトにアクセス！

お友達を作りたい人から、恋人、不倫、浮気希望の方！学生

から人妻まで沢山の利用者により、寂しい思いをさせませ

ん！

登録無料で超安心、超お気楽に利用して何も問題ありませ

ん！ 

無料のメールアドレス一つでここまで自由に直接やり取りが

出来るコミュニティは他に無い！

女の子と会いたくなったら、まず「チョクアドＧＥＴ！」を

利用すべし！ 

もちろん女性利用者も募集しております。

＜体験談＞

ユーザー数が多いので、当たりはずれも多いが、とにかくで

ある数は半端ないよ。もう一度、念を押しておくがハズレも

多い。誰でもいいからヤリたいだけならベストなサイト。

（大阪の人／男／28歳） 

女の子からの返信はいっぱい来るのであとは、会えるか会え

ないかはあなた次第！（ろく／男／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0337/?ip=0337&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0337/?ip=0337&id=Y962
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ヴァニラ

   

サイトにアクセス！

フレンチ・ポリネシア(タヒチ)タハア島で栽培されているヴ

ァニラは世界でも最高級と言われています。

そのヴァニラが醸しだす芳醇で甘い香り… 

そんな上品でスイートなイメージ且つ、大人でセクシーなＤ

ｅａｉを応援するコミュニティーサイト、それが『ヴァニ

ラ』です。 

安心してじっくりと交流のできる男女のＤｅａｉコミュニケ

ーション…

Ｄｅａｉを通してアナタのライフスタイルを素敵に演出！そ

んなお手伝いができれば… 

それが『ヴァニラ』のコンセプト。初心者にもわかり易い親

切設計です。

＜体験談＞

ちょっと大人の雰囲気が漂う出会い系サイトです。露骨なセ

フレ募集というより徐々に仲良くなってセフレのような関係

になりたいような女性が多いです。（はやし／男／37歳） 

いきなりホテルに・・・っていうのはなんかイヤだけど、こ

のサイトだとゆっくり仲良くなれるので好きです。私は既婚

者ですが・・・(o;（ミナミ／女／28歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0437/?ip=0437&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0437/?ip=0437&id=Y962
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確実・即決　セフレ案内所

  

サイトにアクセス！

メル友・恋人検索、セフレ検索、不倫検索、アブノーマル検

索と、目的に合わせて女性にアポが出来る完全無料コミュニ

ティです。

女性会員の利用情報をリアルタイムで表示出来るので、好み

の女性を即ゲット！ 

有名女性誌、無料配布広告雑誌に広く掲載中で、更に全国主

要六都市で一日3万枚ティッシュ配布中！

セフレ希望の女性会員が増大中で、男性会員の取り合いにな

ってます！

＜体験談＞

サイトの目的がはっきりしてるので、女の子もストレートに

求めてきます。当分セフレに困ることはなさそうです。（た

く／男／22歳） 

主婦ですが、若い男の子とたくさん知り合えるので、楽しい

です。（はな／女／25歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/deai-e/?ip=0034&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/deai-e/?ip=0034&id=Y962
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禁断の秘密交際倶楽部

  

サイトにアクセス！

刺激を求めるのは男性だけではありません、このコミュニテ

ィサイトの大多数は人妻たちで溢れている！ 

割り切った交際から、逆援○等、女性からのお誘いメールが

飛び交っています。

貴方好みの女性に見つける事が可能。男女比率のバランスが

良く、便利で使いやすい事を女性雑誌に宣伝活動し、利用者

の獲得に成功！

性に興味のある男女で成り立っていて目的わかりやすく、セ

フレ募集などがほとんど！ 

人妻が自由になる時間帯：平日の12時～17時までの間が狙い

目です。

＜体験談＞

登録者数が多いからか、女性からのアポメールはたくさん来

ます。まだ1人としかヤってませんが、イケそうな気がします

(-)（ごうだごう／男／32歳） 

安全・安心のサイトっぽいので、これからどんどん利用した

いと思います。あっ、私はヤリ目とかじゃないですよ。（す

ずか／女／21歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0171/?ip=0171&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0171/?ip=0171&id=Y962
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大人のＨな遊び

  

サイトにアクセス！

マンネリ化された毎日に飽き飽きしていませんか？

「大人のＨな遊び」では、大人たちのための大人たちによる

コミュニティ。 

「経済的にもゆとりが出来たが、どうやって遊んだら良いの

か？」と迷っている方はすぐにアクセス！

ここには大人の遊びが溢れています。 

職場だけではない友達やセフレ交際相手、不倫願望の高いセ

レブな主婦などが利用している為、目的に合った遊びが可

能！ 

もちろん無料で遊べるからこそ人が集まって楽しんでいま

す。

まだ未体験の方はお早めにご利用下さい。必ず楽しめます！

＜体験談＞

ほかのサイトと比べて女の子からの返信率が高いような気が

する。これからこのサイト中心で出会いを探します。（どら

ちゃん／男／29歳） 

結婚してるけど、内緒で利用してます。（凛子／女／31歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0414/?ip=0414&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0414/?ip=0414&id=Y962
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近所のHな友達

 

サイトにアクセス！

Hな友達を近所で作ってみませんか？

知り合いのセフレ話を聞いて羨ましく思った貴方。その夢は

貴方でも実現出来ます。 

ネットを通じて知り合い、お互い「都合の良い」関係を築く

のに最適。同じ目的を持った人たちが集う為、最短距離で「H

な友達」になれます。

未経験者も安心、24時間完全サポート、写メ対応なので、相

手の顔を見て、メールを送信すれば貴方好みの「Hな友達」が

出来ます。

迷っていられない！気になるあの子を早めにゲットして下さ

い。

＜体験談＞

近くの女の子と知り合えるのでセフレ探しに最適！（ひろみ

つ／男／25歳） 

近くに住む彼氏を探すために登録しました。今のところセフ

レしかできていません。（アイリ／女／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0420/?ip=0420&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0420/?ip=0420&id=Y962
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今から始まるHな関係

サイトにアクセス！

Hな関係に満足していますか？

今相手が居ない貴方に朗報。求める男女で賑わうコミュニテ

ィサイト。 

写メで容姿を確認出来る為、お好みの相手が見付かります。

寂しくなったらすぐに御利用をオススメ！ 

まさに「今」からHな関係が始められます。

18歳以上であれば気軽に利用できる事から年齢層が若め、年

下狙いの人には最適です。全ての人にメアドを公開すること

なくやり取り出来る為、秘密の関係も築けます。

＜体験談＞

その名のの通り、セフレが簡単に見つかります。ただ、相手

も割り切っているので1回ヤってサヨナラって感じが多いか

も。（みっつ／男／39歳） 

なぜかマジメか彼女ができてしまった・・・（しょうた／男

／23歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0428/?ip=0428&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0428/?ip=0428&id=Y962
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大人のマル秘関係　全国版

 

サイトにアクセス！

地域限定でお相手を探すのも、旅先でお相手を探すのも自由

自在。 

全国展開しているから旅好き、出張の多い人にもオススメ！

「大人のマル秘関係　全国版」は日本国内どこでも対応して

いる為、年齢層も幅広く、多くの人たちの出会いを応援する

コミュニティに成長しました。 

特に大人の男性を求める女性に好評で、20代前半から30代後

半までの女性が多く利用しています。

マル秘の関係を築きたい貴方は「主要都市に住む大勢の女

性」から「地方に住むピンポイントの女性」まで狙って御利

用下さい。

＜体験談＞

ここは人妻が多いっぽい。人妻は時間の制約が多いけど、や

っぱりエロいね。（稔／男／29歳 

今まで4人の人と会いました。そのうち一人は今も不倫関係で

す。（さやか／女／29歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0442/?ip=0442&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0442/?ip=0442&id=Y962
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禁断のお相手探し

 

サイトにアクセス！

身近な人間関係に満足してますか？ 

職場や家庭、友達の中で「禁断」の相手を探すのは難しいと

思います。 

しかし、セフレが欲しい人たちの集まる場所はココにありま

す！

お互いの欲求を果たすべく、日常生活では出会えない出会い

がココにあります！性 

の欲求は主に既婚女性に強い傾向があり、中でも愛人を探し

ている女性の方が多数いらっしゃいます。 

写メとプロフィールを見れば、貴方のピッタリ合った相手が

見付かるはずです。

是非「セックスの自由」を楽しんでください。

＜体験談＞

結構若い女の子の登録が多いですね！守備範囲が20代前半ま

でなのでうれしい限りです。（先生／男／34歳） 

今、友達の間で、このサイトを利用するのが流行ってるよ。

私も最近彼氏ができました。（もえ／女／18歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0489/?ip=0489&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0489/?ip=0489&id=Y962
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セフレ倶楽部　ゴールドフィンガー

 

サイトにアクセス！

お待たせ致しました!!レディコミ・Ｈコミックの広告でおな

じみのゴールドフィンガーのＮＥＸＴステージです!!

今回は更にセフレ探しに的を絞って宣伝してます！ 

会うのは当たり前、楽しい・きもちいい・気軽なＨを求めて

いる積極的な男性・女性が大多数を占めております。

前回も一時登録を見合わせる盛況ぶりだったので、スポンサ

ー様も上機嫌♪ 

なんと今回はサーバーの強化と宣伝広告の強化でより多くの

男性・女性のマッチングのお手伝いが可能となりました。登

録・利用は共に無料！それでは楽しいセックスライフを！！

＜体験談＞

出会い系サイトって、このサイトしか使ったことないけど、

ここだけで十分。ヤリたくなったらテキトーに女の子にメッ

セージ送りまくったら、誰かからは返事が返ってくるよ(o)

（T.TAKASHI／男／22歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0167/?ip=0167&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0167/?ip=0167&id=Y962
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セフレハンティング

サイトにアクセス！

絶対会いたい！とにかくハメたい！そんな男女を引き合わせ

ます。 

安心・確実なサポートと、面倒な登録や手続きは一切ナシ、

プロフィールの登録だけでご利用いただける親切設計。性欲

旺盛、欲張りな女性達が多数登録。

中にはセレブでリッチ、そしてエッチな奥様も！とにかくヤ

りたい、とにかくセフレが欲しい人必見・最適のコミュニテ

ィサイトです。

＜体験談＞

こういうエロ系の出会いサイトって男しかいないじゃないか

と思ってたけど、普通に女の子もいるね。まだ会ったりした

ことないけど・・・（ヒロ／男／22歳） 

はじめは全然セックスする気もなくて会うだけと思って会う

んだけど、会うとセックスしたくなっちゃいますね（匿名／

女／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/warikirideai/?ip=0026&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/warikirideai/?ip=0026&id=Y962
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メルクラ

  

サイトにアクセス！

「すぐ出会いたい！」「直アドをゲットしたい！」とお望み

の方なら『メルクラ』のコトはもうご存知ですよね！？

メルクラは他サイトに比べ、「出会い」と「直アド」という

２つのキーワードに特化したサイト作りをしており、ユーザ

ー登録募集はネットはもちろん、雑誌などの紙媒体、独自シ

ステムを使い進めています！

お蔭様でご登録頂いたユーザー様から「直アドでの出会いだ

から、すぐ先に進めた！30代男性」「直アドって心配だった

けど逆に安心！20代女性」と多数のお喜びの声を頂いており

ます！

＜体験談＞

カラダが目的な男の人が多いのは分かって登録したけど、結

構マジメに彼氏募集している人も多いよ。私もこのサイトで

彼氏ができました。（かよ／女／24歳） 

ちょっと寂しいときに利用しています。3人としちゃっ

た・・・（イオ／女／20歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0525/?ip=0525&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0525/?ip=0525&id=Y962
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近所のセフレ

 

サイトにアクセス！

「今すぐヤリたい！」そんなアナタの為の『近所のセフ

レ』。 

近くにセフレをキープしておけば、とっさの発情にも対応出

来る！

一人で処理するなんて悲しすぎますよね・・・。 

そんな事も今日で終わりにしましょう！

その時の気分に合わせて、複数のセフレがいれば効果的！ 

美人系・熟女系・ロリ系・巨乳系・スレンダー系・・・ets

写メもあるので、お好み通りの相手がきっと見つかる！ 

女の子だってホントはスケベ！ 

ヤリたい女性会員も急増中！

＜体験談＞

ここはすごい！今までにないくらいの出会いがあるよ。私も

セフレ作っちゃった(o)（もえみ／女／19歳 

最大規模というだけあって出会い率は格段にすごい。もちろ

ん女の子のレベルはピンからキリまであるけど、それも出会

いの醍醐味だしね（アキラ／男／24歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0528/?ip=0528&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0528/?ip=0528&id=Y962
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モバエロ！

  

サイトにアクセス！

モバエロ！は、毎日会員から大量のエロ写メが公開され特に

20代後半から30代後半の女性が多く、各キャリア完全対応な

ので会員数もわずか1週間で2000人と急上昇！

携帯から簡単に写メ公開できるので会員同士の秘密のやりと

りも人気の秘密です！ 

昼間に写メを選んで即アポ・メアド交換、夜には秘密のデー

トに直行なんて事も可能！！ 

女性誌等、積極的な宣伝を展開してしています。

＜体験談＞

とにかく女の子の登録者が多い。正直、入れ食い状態です(o

（ひろし／男／36歳） 

女の子の登録者が多いですね。ただ、ちょっと年齢層が高い

かな（はちすけ／男／31歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0542/?ip=0542&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0542/?ip=0542&id=Y962
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セフレＥＸ

サイトにアクセス！

彼氏彼女の事は好きだけど、「体の相性はちょっと・・・」

なんて事ありませんか？

どうせＳＥＸするなら、最高の快感を味わいたい！ 

そんなアナタは『セフレＥＸ（エクスタシー）』へ！

目的がハッキリしているから話が早い！ 

セフレ、ワリキリでも結構。相性が合えば、そのまま恋人同

士にまで発展する事も！

只今、話題沸騰中のこのサイト！ 

日本全国からセフレを求めての登録が殺到中！ 

まだ見ぬ相手がアナタのベストパートナーかも！？

最高のエクスタシーを感じてみませんか？

＜体験談＞

こういうエロ系の出会いサイトって男しかいないじゃないか

と思ってたけど、普通に女の子もいるね。まだ会ったりした

ことないけど・・・（ヒロ／男／22歳） 

はじめは全然セックスする気もなくて会うだけと思って会う

んだけど、会うとセックスしたくなっちゃいますね（リナ／

女／21歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0545/?ip=0545&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0545/?ip=0545&id=Y962
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大人の出会いナビ

  

サイトにアクセス！

欲望まみれの大人の関係、築きませんか？　

セックス、性癖、不倫、割り切りなど、人には言えない秘密

の関係を経験したいと思った貴方！ 

今までは願望だけで終わっていたことが、バカバカしく思え

ちゃうほど簡単に実現可能！ 

無料で楽しむ大人の出会いコミュニティー！ 

どんなに厳しい条件であろうとも、貴方の出会いを完全サポ

ート！ 

目的に合わせて、貴方好みの理想のパートナーをマッチン

グ！

あなたのご希望のタイミングでご希望以上のお相手に出会え

るかも？！

＜体験談＞

登録者数が多いからか、女性からのアポメールはたくさん来

ます。まだ1人としかヤってませんが、イケそうな気がします

(-)（匿名／男／34歳） 

安全・安心のサイトっぽいので、これからどんどん利用した

いと思います。あっ、私はヤリ目とかじゃないですよ。（桃

花／女／19歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0310/?ip=0310&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0310/?ip=0310&id=Y962


74

ラブモバイル

  

サイトにアクセス！

ラブモバイルは、出会いを求める男女を積極的に応援してお

ります。

真面目な交際から大人の関係まで、求めるパートナーとの出

会いの機会がない方々へ、運命的な交流をプロデュース。万

全のサポート体制と安心の無料登録で、思う存分最高の出会

いが楽しめること間違いなしです。

もう出会いに失敗したくない、新しい出会いを経験したい

方、そんな方々には最適なコミュニティ環境になることでし

ょう。

＜体験談＞

婚活してます。結構出会えるので、どの娘と付き合うか迷う

ところです。（かん／男／28歳） 

彼氏はいるので遊び相手を募集してます。（タエ／女／23

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0533/?ip=0533&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0533/?ip=0533&id=Y962
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パピヨン

サイトにアクセス！

大人の恋愛、秘密の関係を楽しみたい貴方のための、恋愛応

援コミュニティーサイト『パピヨン -Papillon- 』

20代後半～30代全般と、比較的大人な男女に人気のコミュニ

ティーです。 

メル友や恋人探しはもちろん、結婚相手や割りきった大人の

関係を望む方にはうってつけ！

様々なコンテンツも充実しているので、貴方を飽きさせるこ

と無く、出逢いを楽しむことが出来ます。 

更には、お見合いイベントやプレゼントなどのお楽しみ要素

も満載！

＜体験談＞

大人の出会い系サイトの老舗的存在ですね。昔ほどの勢いは

ないですが、まだまだ出会えるサイトです（おっちゃん／男

／44歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/deai-tt/?ip=0035&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/deai-tt/?ip=0035&id=Y962
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内緒の出会い-secretmeeting-

 

サイトにアクセス！

今の時代、普通の出会い系サイトでの出会いはもう古い。っ

て知ってましたか？ 

普通の出会い系とは違って遊びながら理想の相手を探すこと

ができるのに加え、その遊びを通じて相手のことを良く知っ

て出会うことができる内緒の出会い。

今や、合コンににも勝る勢いで人気が出てきています。 

メル友も恋人も探しちゃおう～★ 

運命のお相手との出会いもきっとある！

＜体験談＞

サイトの目的がはっきりしてるので、女の子もストレートに

求めてきます。当分セフレに困ることはなさそうです。（匿

名／男／41歳） 

主婦ですが、若い男の子とたくさん知り合えるので、楽しい

です。（みや／女／34歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0487/?ip=0487&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0487/?ip=0487&id=Y962
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（４）人妻・お姉さん・不倫

人妻とお知り合いになりたい方、不倫をご希望の方はこちら

をご利用ください。
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人妻ハウス

    

サイトにアクセス！

人妻ハウスは、Ｍ志願の人妻から今夜、即浮気できる相手を

求める人妻たちまで人妻専門ならではの会員数でじっくり写

メを見てタイプな人妻だけ狙えます！

特に20代後半から30代後半の女性が多く、PC・モバイル完全

対応なので昼間に奥様から誘いのメールに即返信できます！ 

昼間にメアド交換、夜には会ってそのままホテルに直行なん

て事も可能！ 

女性誌等、積極的な宣伝を展開して女性会員は急増中！

＜体験談＞

数ある人妻系サイトの中でも会員数も多い最もメジャーなサ

イト。やっぱり人妻って、会う＝ヤルっているのが前提にな

っているから余計な手間がなくていいですね！（てつ／男／

27歳） 

平日昼間ヒマしてるので会える人を探しています。まだ会っ

たことないけどイケメン君がいいなぁ（さち／女／24歳） 

たまーにムラムラしてきたときに、このサイトで男の人と会

ってます。このサイトをみて思ったことは女の人でも結構こ

ういうサイトを利用する人も多いんだなぁって思いました

（みさき／女／34歳） 

とにかく会える数が半端じゃない。好みを選ばなければ毎日

でも会えるんじゃないかと思うくらい。オレの場合は、基本

的に週末に1人だけ会うようにしています。ホテル代だけでも

大変だわ・・・・（ぽん／男／29歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0526/?ip=0526&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0526/?ip=0526&id=Y962
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不倫Cafe

    

サイトにアクセス！

浮気･不倫など大人の恋事情なら「不倫Cafe」。

効率の良い宣伝活動を行い、現在サイト会員数40万人のうち6

割が即不倫希望と多く、自分の希望通りの女性たちがすぐに

探せます。 

男女の比率が多い他のサイトに比べて、常に3:6に近づくよ

う、女性週刊誌等に宣伝することによって、男女比率が保て

ています。 

初心者の人でも安心して利用でき、質の高い出会いが可能！

不倫関係や割り切り関係を結びたい男女の為にできた不倫相

手を探したい人の為だけのサイトです。

＜体験談＞

10代で結婚してしまったので遊んでくれる男の子を募集して

います。既婚者で出会うのって難しいですね・・・こういう

サイトがあるとありがいです（まよ／女／19歳） 

いわゆる人妻系の出会い系サイトですが、なぜか未婚者も多

い。僕が出会った女性はだいたい独身でした。もちろんおい

しくいただきました（まさ／31歳／男） 

人気の人妻系サイトですね！既婚者の人は時間の調整が難し

いんですけど、僕のような時間が自由な学生は有利ですね。

だいたい平日昼間に会ってヤリまくるのが定番です。（つば

さ／男／19歳） 

私のような既婚者が気兼ねなく使えるサイトです。まだ会っ

たこととかないけど、今のところメールで楽しんでます（と

うこ／女／33歳）

http://www.cyber-ad01.cc/0531/?ip=0531&id=Y962
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サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0531/?ip=0531&id=Y962
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近所DE不倫

   

サイトにアクセス！

不倫、という単語に興奮を覚える人は少なくありません。

背徳的な響きがそうさせるのでしょうか。 

しかし、いざ「不倫しよう」としても中々上手くいかないこ

の世の中、同じ趣味を持っている人間はいくらでも居るはず

なのに、中々出会えない。 

そんな風に諦めてしまっていませんか？ 

そんな貴方のために、不倫の場を提供します。 

不倫に憧れる人、不倫でなければダメな人、不倫という行為

に特化した出会いの場！

地域別検索や２４時間万全サポートで、スムーズに御利用い

ただけます！

＜体験談＞

不倫サイトだけあって、女の人も既婚者ばかりです。やっぱ

り既婚者だとあと腐れなくていいですね（らでぃ／男／30

歳） 

ここでたくさん出会えました。人妻ってなんでもしてくれる

から、ヤルなら人妻がいいですね（とん／男／29歳） 

たまに利用して若いころのような青春を楽しんでます(o;（ア

キ／女／30歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0538/?ip=0538&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0538/?ip=0538&id=Y962
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不倫広場

   

サイトにアクセス！

割り切った関係を求める手っ取り早く安全な相手を見つける

方法が不倫。

相手の家族にばれるかもしれないというスリル感。 

エッチだけがしたい女性や家庭を持つ男に興味深々な女性。 

幸せな家庭を持つ父親という存在に憧れた女性。そんな満た

されない女性は今の日本にたくさんいます。

そんな女性たちが不倫関係に惹かれて集まるサイトです。 

割り切った一度だけのエッチや継続的な不倫関係を結びたい

男女の為にできた不倫がしたい人の為だけのサイトです。

＜体験談＞

ちょっとヤリたくなったときに、すぐに相手が見つかるよ

（まさ／男／32歳） 

既婚者でも出会いが欲しいときってありますよね？私のよう

な既婚者でも気兼ねなく使えるのでおすすめですよ（スミレ

／女／27歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0524/?ip=0524&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0524/?ip=0524&id=Y962
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不倫パートナーズ

   

サイトにアクセス！

利用者の皆様の為に出会いのきっかけを一つでも多く提供致

します！ 

不倫願望の多い男女が集う「不倫パートナーズ～地域版～」

では、全国紙の雑誌等、積極的に宣伝活動を行い、目的がわ

かりやすい為、出会いやすいと好評頂いております。 

年齢層は20代～50代までと、幅広いユーザが現在利用してい

る事から、お好みの相手を見つけやすいとのお声も頂きまし

た。

不倫したいのは貴方だけではありません。 

まずはメールのやりとりで仲良くなって、相手と思う存分お

楽しみ下さい。

＜体験談＞

マジメに不倫相手を探す系のサイトですね。結構本気になる

女性が多いから、僕は苦手なサイトかも・・・・（おく／男

／23歳） 

女性会員数はかなり多いようで返信はたくさん来る。ここを

利用していれば月イチくらいはヤレるんじゃないかな（とく

さん／男／35歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0469/?ip=0469&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0469/?ip=0469&id=Y962
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若妻☆市場

   

サイトにアクセス！

人妻たちのアンニュイな午後。そんな人妻を癒すのは「若妻

☆市場」 

彼女たちのエッチな欲望を満たすのは、旦那たちではなくあ

なたかもしれません。 

即会い即ヤリは、あなたの腕次第！身体を疼かせる人妻たち

があなたのお誘いをお待ちしております。 

当サイトは、陰ながらそんなあなたたちの出会いに全面協

力！ 

人妻達のいやらしい誘惑にアナタは耐えられますか？

＜体験談＞

ふざけた名前のサイトだなぁって思ってたけど、普通に人妻

が多いですね。（よし／男／36歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/106106/?ip=0019&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/106106/?ip=0019&id=Y962
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秘密の恋愛～METO～

   

サイトにアクセス！

秘密の恋愛～METO～とは、秘密の恋愛を共有するマッチング

サイト！ 

某有名不倫ドラマでも再現資料として当サイト紹介されるな

ど、話題性も抜群！ 

完全匿名制で誰でも秘密にご利用頂け、条件に合ったお相手

をマッチング♪ 

セックスレスで刺激がない女性がこのサイトでセックスレス

解消にも繋がるなど報告も多数！ 

ライトでフレッシュな秘密の恋愛が楽しめます！ 

また愛人を探す男性多いようです。

＜体験談＞

一応人妻だけど、ダンナとはしたくないし、新たな出会いを

求めて登録してみました。平日の昼間にいろんな人とこっそ

り会ってます。（いと／女／27歳） 

人妻だけでなく、バツイチの女も多い模様。まあヤルだけな

らどっちでもいいけどね（たく／男／28歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0576/?ip=0576&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0576/?ip=0576&id=Y962
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マダムスキャンダル

  

サイトにアクセス！

貴方に合った素敵なマダムを見つけてみませんか？

暇とお金を持て余したマダムたちが集うと評判の「マダムス

キャンダル」ではメンバー同士の交流イベントや自由な恋愛

を求める大人たちが多数登録されている為、多くの方たちか

ら支持を頂いております。

女性スタッフが親切にサポートを行う事で女性利用者が急上

昇！ 

男性に比べて女性利用者が多く、男性は好みのタイプを見つ

けられると評判です。

＜体験談＞

あなたは何人のセフレをGETできるか！？オレはセフレができ

たよ（じん／男／23歳） 

すごくエロい人妻と出会うことができました。良いサイトで

す。（やまさん／男／30歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0157/?ip=0157&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0157/?ip=0157&id=Y962
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ちょっとHな人妻倶楽部

 

サイトにアクセス！

カメラ付き携帯電話が普及した現在、エッチな写メを撮る人

たちが急増化！写メの交換から相手と出会うまでをサポート

します。

目的がハッキリしている為、写メ、メアドの交換率もグンと

アップ！ 

口コミの話題が話題を呼び、女性利用者が集結！女の子のリ

ピート率も84％以上と圧倒的です！

積極的な女性も多く、アプローチが早いので、特に男性登録

者に好評を頂いております。

＜体験談＞

こちらも既婚者なので既婚者同士の出会いを求めて登録しま

した。近くの人と出会えるので嫁が外出しているときとかに

こっそり会ってます。（ヒゲ紳士／男／42歳） 

ちょっと新しい出会いがほしくて登録してみました。今まで5

人の人と会って、そのうちセックスまでしたのは3人です。

（KEIKO／女／27歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0165/?ip=0165&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0165/?ip=0165&id=Y962
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はしたない奥様

 

サイトにアクセス！

平日暇を持て余している奥様とHな関係を築いてみませんか？

お金も時間もある奥様だけが集まっているだけに「デート代

は全額相手負担」なんて話もよく聞かれます。 

始めは少人数で始まったコミュニティですが、フリーペーパ

ーに奥様募集掲載を行ったところ、登録者が増え続け、現在

皆様に御利用いただけるようになりました。 

大勢の奥様が利用していますので、その中で貴方だけの「一

人」を見つけて下さい。

＜体験談＞

人妻最高。なんといってもサービス精神旺盛なのが良い。

（ぽっぽちゃん／男／25歳） 

24歳の人妻と知り合いました。月に1回くらいしか会えません

が、大満足です。（匿名／男／37歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0181/?ip=0181&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0181/?ip=0181&id=Y962
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不倫奥様紹介倶楽部

  

サイトにアクセス！

性欲に満たされない人妻達を紹介する「不倫専門倶楽部」旦

那では満足しきれない全国各地の人妻達が多数登録！

そんなカラダと時間を持て余す奥様方を貴方自身が満たして

あげて下さい。 

すぐにでもカラダを癒せる相手を探す奥様を、射止めるのは

貴方しかいないかも･･･

好みのお相手を見つけたら、時間と場所を決めて二人で気持

ち良い事しちゃってください！

＜体験談＞

32歳の人妻をおいしくいただきました。旦那が単身赴任中と

いうことで毎週ヤらせてもらってます。（ごんべぇ／男／29

歳） 

出会いがほしかったけど、今まで既婚なので引き目を感じて

いました。ここなら堂々と彼氏を募集しちゃえます。（まこ

／女／28歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0329/?ip=0329&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0329/?ip=0329&id=Y962
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ふしだらな奥様

 

サイトにアクセス！

淫らでふしだらな奥様との出会いがあったらと妄想にふけっ

てみた事ないですか？ 

そんな思いを現実のものとするのがこのサイト。

思っているだけでは出会いには繋がりません。ビックリする

ほど旦那様では満たされない奥様方がこんなに全国津々浦々

でカラダを持て余しているのが実感できます。

さぁ貴方がそんな奥様を充たしてあげて下さい。 

ナリフリ構わぬ奥様と思い切り淫らでふしだらな官能の世界

を味わってください。

＜体験談＞

女性の登録数が多そうです。今までこのサイトで5人とヤりま

した。これからもここでがんばります。（ジュン／男／36

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0343/?ip=0343&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0343/?ip=0343&id=Y962
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Hな人妻サーチ

 

サイトにアクセス！

エッチな相手を簡単に見つけたい。 

更にそんな相手が近所で見つけられたらいいな！ 

そんな貴方の欲望の願いが簡単に叶う場所、それがこコ

コ！！

サポートも２４時間体制！初めての方も安心して利用出来、

色々な出会いを楽しめる事間違いなし！ 

女性誌などの宣伝により、女性会員も日々上昇！ちょっとし

た時間を利用して、お目当ての相手を見つけてみてはいかが

でしょうか！

＜体験談＞

メアド交換を前提としたサイトなので女の子の連絡先がすぐ

に聞ける神的なサイト。性欲を満たすのに非常にお世話にな

っています。（かんちゃん／男／33歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0355/?ip=0355&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0355/?ip=0355&id=Y962
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若妻フレンド倶楽部

 

サイトにアクセス！

若妻をもてあそんでみませんか？

幼い寂しがり屋の若妻たちの癒しの空間「若妻フレンド倶楽

部」は若妻たちの出会いの場を提供するコミュニティ。 

ミセス雑誌を始め、インターネット広告やエステサロンでの

宣伝、主婦同士の口コミでも発展し、利用者が後を絶ちませ

ん。

昼の12～16時ぐらいにログインして遊んでいる若妻がとても

多いので、ピンポイントで狙えば出会える確立もアップ！ 

資金的にもゆとりのあるユーザが多いとの事で、こちらが誘

わなくても相手からアプローチが多いと評判です。

＜体験談＞

人妻とセフレになれるサイト。大手ほどの盛り上がりはない

けど、その分競争率も少ないから自分には向いている（えり

んぎ／男／29歳） 

男の人の登録数が少なそうですね。女性のほうが多いかも

（りかこ／女／33歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0415/?ip=0415&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0415/?ip=0415&id=Y962
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奥様ハレンチ倶楽部

サイトにアクセス！

貴方が思っている以上にハレンチな奥様は沢山いらっしゃい

ます。 

夫に言えない性癖を持っている奥様、結婚してから性に目覚

めた奥様、夫だけではなく、他の人とも遊びたい奥様が沢山

利用している為、後腐れ無い関係が築けます。

平日昼間に時間がある方にオススメ！ 

当日アポイントも12～16時ぐらいが狙い目！ 

時間を持て余してる奥様が多いようです。家事だけではな

く、外で刺激的な事を求める奥様と貴方も遊んでみません

か？

＜体験談＞

年配の女性が多いイメージです。年上好きなのでやめられま

せん（えいた／男／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0429/?ip=0429&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0429/?ip=0429&id=Y962
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妻色

 

サイトにアクセス！

日本全国津々浦々、欲求不満でえっちな人妻を雑誌広告と口

コミュで地域別に集めており、常時情事を求める人妻でいっ

ぱいです。

ファッション誌、オシャレ系なフリーペーパーへの女性募集

の広告により、女性の質はカナリ高めになっております。

どの出会いも忘れられない、まさに「出会いの奇跡」を感じ

させられる事でしょう。

尚サービスは全て無料でご利用になれます！

＜体験談＞

ここもユーザー数が多いですね。奥方の質はイマイチか

な・・・とにかくヤレたら良いっていう人向け（まさ／男／

31歳） 

不倫相手の募集に使ってます。平日の昼間しか空いていない

んですけど、意外に暇な男の人がいててびっくり（いおり／

女／26歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/tsumazome/?ip=0091&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/tsumazome/?ip=0091&id=Y962
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人妻シークレットラブ

サイトにアクセス！

人妻専用の割り切り・不倫コミュニティです。

20代～60代までの既婚女性が多数登録し、お住まいの地域・

年齢・相手のタイプ・相手のスタイル・写真などで好みのお

相手を探すことができます。 

セフレが欲しい既婚女性の登録が八割以上で、即会い希望の

方ばかり！ 

本名・住所・電話番号・メールアドレス等の、個人情報の登

録は一切必要ありません！

＜体験談＞

比較的年齢層が高い。（男の中の男／男／31歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0155/?ip=0155&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0155/?ip=0155&id=Y962
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Ｈな奥様ランチ

サイトにアクセス！

大人の色気を漂わせる、エッチな奥様達といつでも秘密の関

係で出会えます。

写真付きプロフィールリストを無料で公開、面倒な手続きや

登録、段階を踏まずに直に奥様たちと連絡が取れてしまいま

す。 

セレブ系のリッチな奥様、時間と身体を持て余し、性欲に飢

えたエッチな奥様。 

サポートも万全、ありとあらゆる奥様とセフレになりたい、

貴方のためのサイトです。

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/tonarino093/?ip=0027&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/tonarino093/?ip=0027&id=Y962
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人妻不倫物語

サイトにアクセス！

今の生活に満足できない、普通じゃない刺激が欲しい・・・ 

そう感じている人妻は全国に溢れています。

上手くいかない結婚生活、抱え込んだストレス、そんな人妻

達が、いけない不倫に憧れるのも当然！ 

「人妻不倫物語」は、そんな人妻たちのいけない遊び、出会

いをサポートするサイトです！ 

勿論、人妻との大人の出会いを探す人も万全サポート！登

録・御利用に料金は一切かかりません！

完全無料、万全のサポート体制で安心して、心行くまで大人

の出会いを探せます！

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0547/?ip=0547&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0547/?ip=0547&id=Y962
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ザ・不倫

サイトにアクセス！

不倫している友人を羨ましく思ったことはありませんか？ 

「ザ・不倫」では秘密を共有する事に快感を覚える人たちで

溢れています。

体だけの関係を探している人、男性との甘い関係を望む女性

が多数利用している為、検索機能で相性抜群の相手に出会え

ます。 

プロフィールに細かく好みを書く事によって、相手からのア

プローチがきやすい所も特徴です。

無料で登録可能ですので是非御利用下さい。

貴方の「大人の性生活」を応援致します。

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0495/?ip=0495&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0495/?ip=0495&id=Y962
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淫乱Wifes

  

サイトにアクセス！

Ｈ関係で出会い希望な奥様達がいっぱい。

大人の出会いを求める方達に、２４時間完全サポートでご利

用いただける出会いサイト。

奥様方に人気の女性誌やエステなどを中心に宣伝しているの

で続々と奥様達が登録中。 

安心かつ確実に奥様との出会いを提供いたします。

奥様とヤりたい貴方に自信を持ってオススメします。

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0358/?ip=0358&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0358/?ip=0358&id=Y962
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妻MIX

 

サイトにアクセス！

最近、女として見られない「女という実感」に飢えた妻たち

の欲求発散コミュニティー！

結婚して以来付きまとう「○○さんの奥さん」という名前… 

子供がいれば「○○ちゃんのお母さん」挙句の果てには夫か

らも「ママ」と呼ばれる日常…。 

「私にはちゃんとした名前があるの！」なんて心の声は誰に

も届かず…。

「ルックスを女に保つ様に努力しても女とて見てもらえな

い！」という人妻の声を元に開設された当コミュニティーで

は、日常を忘れ火遊びを楽しむ妻が多数登録！

悦びの声も多数届いております！

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/koipure/?ip=0113&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/koipure/?ip=0113&id=Y962
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Mrs Love ミセスラブ

   

サイトにアクセス！

ミセス・ラブは人妻や年上のおねえさんをイメージしたサイ

トです。 

退屈な奥様や×有りなおねぇさんが自由に恋愛やセックスラ

イフを楽しんでもらおうと支援しております。

20代～50代までの女性が多数登録おり、毎日たくさんの出逢

いが誕生しております。 

お住まいのエリア・年齢・相手のタイプ・写真で検索して望

みの相手と出逢って下さい。

＜体験談＞

20代の若い女より30代の女のほうがなんでも言うことを聞い

てくれて楽しい。今セフレにしている31歳の女はパイパンに

して楽しんでるよ（たぁ／男／35歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/09355i/?ip=0008i&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/09355i/?ip=0008i&id=Y962
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妻コム -Tsuma.com-

サイトにアクセス！

不倫・浮気相手を求める人妻たちの出会いの場を提供するの

が”ツマコム”です。 

もちろん、既婚者だけではなく「バツイチ～未婚」も含めて

色んな方がいますよ！

ツマコムには、スマートフォンにも対応しているので、何処

にいても異性と出会えるチャンスがあります。 

割り切った大人の出会いを求める男女が多いのが今の世の

中！ あなたの近所にも、旦那では満たされない欲望を開放し

たいと思っている人妻がいるかも！？

性欲が強い男性にこそ、「ツマコム」で不倫・浮気を前提と

した出会いを見つけてください。

＜体験談＞

不倫相手募集の定番サイトですね。僕もいつもお世話になっ

ています。今まで人妻20人くらいとヤったと思いますが、そ

れ以上は覚えていません。（ヤス／男／25歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0316/?ip=0316&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0316/?ip=0316&id=Y962
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（５）中高年・シニア

中高年の出会いをお探しの方はごちらをご利用ください。
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LOVE FACE

    

サイトにアクセス！

中身も大事だけど、やっぱり顔も少しは気にしたい…。

顔が見えていると安心する。そんな方にLOVE FACE！LOVE

FACEは顔出し登録を推奨！ 

みんな本気モードで自分をアピールしているから、気に入っ

た人を見つけやすい！ 

気に入ったなら即行動・チャンスは今です！

LOVE FACEには寂しくてメル友が欲しい人、恋人が欲しい人、

趣味仲間が欲しい人など様々な目的の方が登録しているコミ

ュニティサイトです。 

きっとあなたの望む相手がいるはず！LOVE FACEで広がるあな

ただけの出会い！

＜体験談＞

30代、40代が多い感じ。婚活からセフレから円までいろんな

目的の人がいて、まあ、とりあえずこのサイトを使ってみた

ら、希望の出会いがあるんじゃいかと思う（まさき／男／45

歳） 

まじめに恋人募集で利用しています。今のところあった人全

員がセックス目的だったようで、何回か相手したら捨てられ

た感じになってしまいました。真面目な出会いってないんで

すかねぇ（くみ／女／28歳） 

年上が好きなのでこのサイトを使っています。何人かに会い

ましたが、今のところ恋人にはるまでは発展していません。

（リオ／女／27歳）

http://www.cyber-ad01.cc/0541/?ip=0541&id=Y962
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サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0541/?ip=0541&id=Y962
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ご近所サーチ

  

サイトにアクセス！

女性専任のスタッフによる宣伝効果によって男女比率のバラ

ンス・クオリティが高い！

簡単なプロフィール登録でメールの返答率、出会える確率も

高いコミュニティサイト！

地域別で検索可能、ご近所で出会いを始めちゃおう！ 

全国主要都市で広く広告掲載を行っておりサイト利用者増加

中！ 

会員状況がリアルタイムで確認出来る為、お好みの女性を狙

ってみてはいかがですか？

＜体験談＞

比較的家の近い人とマッチングできるので、会いやすい。年

齢層も幅広く中高年向きな感じがする。僕は1人だけ会って、

近々その人と結婚することになりました。幸せです。（まさ

し／男／39歳） 

このサイトを使って男の人と会ったら実は同じマンションに

住んでいたという驚きが！！ちなみに今その人と付き合って

ます。ほぼ同棲しているような感じですね・・・（さなえ／

女／32歳） 

ほかのサイトに比べて女性からの返信率が多いです。もちろ

ん会う人数も多いので、その中からベストな彼女を作るつも

りです。（ふっくん／男／44歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0147/?ip=0147&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0147/?ip=0147&id=Y962
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ご近所ネットワーク

  

サイトにアクセス！

“無料”“すぐ会える”しかも“近所の相手”この三拍子が

見事に揃ったコミュニティ、それが「ご近所ネットワーク」

登録会員数は日々向上中！！ 

登録方法もとっても簡単！安心かつ安全☆多彩なシステムで

貴方をサポート！！

最近出会いに飢えている。そんな気持ちが少しでもあるよう

なら是非！ 

ご近所で検索、写真付きプロフィールで相手をチェック！ 

貴方のネットワークが広がります。

＜体験談＞

このサイトしか使ったことがないので比較はできないのです

が、とりあえす会えます！っていうか会えました。32歳の人

と！こんなおじさんでも出会いってあるんですね！（おじ／

男／50歳） 

とにかく女性からの返信率は高いです。年齢層はちょっと高

めかも（ととろ／男／34歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0342/?ip=0342&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0342/?ip=0342&id=Y962
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（６）写真・写メ交換

主に写真交換を目的にしたお友達探しのためのサイトです。
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エロ写メパラダイス

  

サイトにアクセス！

現在、写メのついてない携帯電話はほとんど存在しません。 

自分の体を写したり、相手の体を写したり･･･自己満足だけで

は物足りないツワモノたちが集まっています！ 

アダルトな出会い目的の人たちだけで成り立っていますの

で、露出願望の多い人たちの口コミにより、「エロスの楽

園」と化しています。 

特にすぐにアポイントを取る人たちが多く「出会うまでの時

間が短い」と話題です。

Hな写メを撮り合う仲間たちと充実した時間を過ごしてみませ

んか？

＜体験談＞

エッチな写真交換に使えるサイトです。若い子が多いです

し、うまくいけば会ってエッチまで持っていきますよ。おす

すめです。（としや／男／33歳） 

ここで見せ合いと化するのが好きです（ゆい／女／18歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0489/?ip=0489&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0489/?ip=0489&id=Y962
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Ｈな写メール

サイトにアクセス！

Ｈな写メールは、ユーザー同士の写メ交換から大人の出会い

を求め集まる話題のサイトです。

登録してすぐに写メの交換がスタート！ 

会員のリピート率も80％と高く、サイトの人気をさらに上げ

ています！ 

雑誌や広告などで広く宣伝をしていますので、会員数も多く

特に女性からエッチな写メなどでのアプローチも積極的。 

もちろん、サイトのマナーやサポート体制・安心度などもユ

ーザーに好評です。

＜体験談＞

こういうサイトって若い娘が多いね！出会うならやっぱり若

い娘でないとね。若い娘のほうがお股もゆるいしね(o) 

やっぱりエッチ目的の人が多いみたい。ここで会った人とは

結局エッチしちゃったしね（エリ／女／19歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0523/?ip=0523&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0523/?ip=0523&id=Y962
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エロ写メ日記

 

サイトにアクセス！

Hな写メ交換＆Hな出会いを提供するコミュニティーサイトで

す。

広告はSNS、ブログ、メルマガ等を使い常に募集活動を行って

いる為、全国各地のHな出会いを求めるメンバーが集まってい

ます。 

携帯電話が普及し、Hな写メを撮る人たちも増加した為、当コ

ミュニティーも急成長！ 

自分の目的にあったお相手をエロ写メを使って見つけてみて

はいかがでしょうか？

＜体験談＞

こんな穴場サイトがあったなんて・・・・若い女と出会い放

題やん(o)（ひろゆき／男／37歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0518/?ip=0518&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0518/?ip=0518&id=Y962
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エロ写メ倶楽部

  

サイトにアクセス！

アダルトな写メで興奮度１２０％確実！ 

プロフィール作成を行えばすぐにエッチな画像が送られてく

る可能性も！？

「エッチな写メを交換したい」「相手を確認してからメール

を送りたい！」等の多数のご要望をふんだんに取り入れたエ

ロ写メ倶楽部。待ち合わせも写メを交換した後なら安心確

実。 

相手の顔が確認出来る為、女性も気軽に利用することが出

来、男性だけではなく、エッチな女性利用者が急増し続けて

います。

＜体験談＞

こういう女の子にとって安心なサイトっていいですね！（み

やび／女／19歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0159/?ip=0159&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0159/?ip=0159&id=Y962
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禁断のエロ写メ

サイトにアクセス！

禁断のエロ写メには、毎日女性会員様からの過激エロ写メが

随時投稿！ＵＰ中！！ 

人気のエロ写メランキングでずぅ～と１位。エロ写メクィー

ンに選ばれたＡＺＵＳＡちゃんの男の子に好かれるエロ写メ

撮影レクチャーや、フェチ、縛りなどアブノーマルな写メば

かり集めた特集ページなど、見逃せない企画が満載！

積極的にアプローチしてくる女性会員様が多く、レスポンス

も早いので、男性会員様にとても好評を頂いております。

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0163/?ip=0163&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0163/?ip=0163&id=Y962
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エロ写メ交換所

サイトにアクセス！

自分で撮った写メを公開したくありませんか？

エッチな写メールを交換したり、公開したり、同じ趣味の人

たちを探したり･･･使い方は貴方次第で自由自在。 

好みの相手を見つけてエッチな写メを送ったり、相手のエッ

チな写メを送ってもらったりが出来る「エロ写メ交換所」で

は女性利用者が群を抜いて多い事で話題になり、現在でも露

出の高い女性たちで賑わっております。 

まだエロ写メ交換の未経験者は早急に利用する事をオススメ

します！

＜体験談＞

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0349/?ip=0349&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0349/?ip=0349&id=Y962
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（７）ＳＭ・変態

SMやアブノーマルな出会いをお探しの方はこちらをご利用く

ださい。
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変態メール

    

サイトにアクセス！

ドSの人、ドMの人、性癖を包み隠さずアピール出来る「変態

メール」では、普通のプレイでは満足できない男女のコミュ

ニティ。

犯されたい、犯したい、年上のお姉さまにもてあそばれた

い、何でも好きなようにされたい等の願望があるならオスス

メします。 

またＨな写メを見て相手の容姿を確認でき、実際に会わなく

ても過激なエロ写メだけでも抜けます！

もう我慢する必要はありません！ 

ここまでしちゃていいの？！と言うぐらい変態探しの決定版

です！

＜体験談＞

その手の性癖の人のためのサイトです。僕の場合、ドSなので

M女を募集していますが、かなりの確率で出会えています。

（S男／男／29歳） 

私Mの年下クンが好みなんだけど、今までなかなか会えるサイ

トがなくて困っていました。このサイトならそんな心配が無

用です。（サツキ／女／30歳） 

日常では絶対無理な出会いができますね。普通の人にはお願

いできないようなこともお願いしたり・・・楽しいです（こ

ねこ／女／24歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0407/?ip=0407&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0407/?ip=0407&id=Y962
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華麗なる変態さん

  

サイトにアクセス！

変態だけを集めた変態の為の出会いコミュニティ！

アブノーマルなHに興味ある人集まれ！

ノーマルな出会いやＨに飽きた男女が、同好会やサークル感

覚で多数登録しているサイトです。 

同じ趣味を持つ人を見つけやすいので、利用しやすいと大評

判！ 

男女問わず仲良くなれるので、秘密のパーティーを開いちゃ

ったり、秘密の旅行を計画したり、貴方も多角的な利用方法

を見つけて下さい！

＜体験談＞

M女相手にホテルで恥ずかしいことをさせるのハマっていま

す。風呂場でワンワンポーズでおしっこさせるのが大好き

（まさし／男／32歳） 

こんなサイトがあるんですね。Mの子とたくさん出会えるの

で、おすすめですよ。（らい／男／26歳） 

ちょっと変態なおじさまとプレイするのが趣味です。そんな

私にピッタリのサイトです。（はーと／女／22歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0175/?ip=0175&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0175/?ip=0175&id=Y962
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隣の変態さん

  

サイトにアクセス！

あなたのお隣にも、きっと変態さんはいる！

「隣の変態さん」は、アブノーマルな男女が近場でパートナ

ーを見つける為に参加して来るコミュニティスペースです。 

匂いフェチ、コスプレ好き、拘束好き、イメージプレイ希

望、痴漢願望、3P希望、ご主人様希望・・・などなど、隠し

きれない変態願望をさらけ出せる、NO1サイトです。

日常から離れ、非現実的な出会いとプレイ。欲望と快楽のド

ロドロした渦の中に身を置いてみませんか？

「隣の変態さん」なら貴方の秘めた願望を叶えられる事間違

いなし！

＜体験談＞

こういうサイトで、しかも無料っていうのがあんまりないか

ら重宝しています。趣旨が特殊なだけに普通の出会い系サイ

トに比べたら会員数は少ないけど、変態な女の子とプレイで

きたときには何にも代えがたい興奮がありますよ（ガクトZ／

男／31歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0443/?ip=0443&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0443/?ip=0443&id=Y962
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100万人の変態探し

 

サイトにアクセス！

日本人の100人に1人はアブノーマルな性癖を持つと言われて

おります。 

従って1億人の日本人の中には100万人の変態さんが存在して

います。

そんな変態さん同士を繋ぐコミュニティ。

変態同士の口コミで徐々に登録数が増え、同じような性癖の

人と簡単に知り合えると大好評！ 

地域別、趣味別検索機能も充実で、ド変態な貴方も、ちょっ

と変態な貴方も目的に合ったお相手が見付かります。

＜体験談＞

普通に出会いでは味わえない出会いがありますね！変態さん

じゃなくてもおすすめしますよ。出会った女の子と普段でき

ないような興奮を味わうことができます。（ハリー／男／27

歳） 

Mの女の子です。こういうところで知り合うのは、ちょっと怖

いけど、勇気を出してSM友達募集しています（チュー太／女

／23歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0173/?ip=0173&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0173/?ip=0173&id=Y962
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変態天国

サイトにアクセス！

普段人には言えない性癖を持った人でも堂々と好きなプレイ

を公言出来る！ 

自らを「変態」と思っている人は貴方一人ではありません。

全国各地に存在する変態からアクセスが集中している「変態

天国」では、様々な性癖を持った男女の集う場所となってい

ます。 

特にレディースコミックで体験談を掲載したところ、利用者

殺到！現在は男女比率５：５で安定した状態でサイト運営を

行っているとの事。 

ここだけの話、なかには男性同士や女性同士も楽しめると

か！？

お楽しみ方は貴方次第です！

＜体験談＞

ユーザーは少なめですね。まだ1人しか会えていませんが、な

んでも言うことを聞く25歳のM奴隷女をゲットしました。（ふ

く／男／35歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0447/?ip=0447&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0447/?ip=0447&id=Y962
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変態大国ニッポン

サイトにアクセス！

自分の変態じみた性癖を曝け出したい、そう考えている人は

少なくありません。 

しかし、普通の出会いを待っていては同じ変態はおろか、理

解ある相手にも出会えないのが実状。 

それで諦めていた人も多いのではないでしょうか。

「変態大国ニッポン」はそんな人たちをサポートするため、

変態会員ばかりを集めました！ 

勿論サポート体制も万全で、貴方の素敵なパートナーが見付

かるまで、無料で御利用いただけます。

自分と同じ変態パートナーを是非見つけてください！

＜体験談＞

男女とも変態が多い・・・（変態男／男／32歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0529/?ip=0529&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0529/?ip=0529&id=Y962
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指マン.コム

 

サイトにアクセス！

驚きのフィンガーテクを持った自信家たちが多数登録してい

る「指マン.コム」。

セックスに興味がある、極上のテクでイカされたい！セフレ

が欲しい！潮の吹かせ方を教えて！等、遊び感覚で利用でき

るからリピーターがとても多い！

初めは首都圏近郊からスタートしましたが、徐々に全国に伝

わりつつある今一番ホットなコミュニティサイトです。 

ココで貴方もイカされてみては？！

＜体験談＞

サイトの趣旨がよくわからないが登録している男の数も少な

いから、今がチャンスかも（バラ色の貴公子／男／28歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0185/?ip=0185&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0185/?ip=0185&id=Y962
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（８）ＶＩＰ・特別招待

本書を読んでいただいた方のために特別にご招待いたしま

す。 

サイトの特性上男性会員が多くなりすぎないように男性向け

には積極的に宣伝していないサイトばかり。 

男性会員数過多により登録制限される可能性もありますので

早めにご登録ください。
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逆ナン不倫妻

   

サイトにアクセス！

ついに出ました女性からの逆指名システム！ 

「もう選ばれるだけじゃ嫌、自分で選びたい」という女性か

らの完全逆指名。 

斬新なシステムと週刊誌でお褒めの言葉を頂きました。 

奥様の満たされぬ欲求をセフレで解消するのに、自ら会いた

い男を選べるとあって人気殺到！ 

また、高いセキュリティーにより個人情報、個々のメールの

やり取りまでしっかりガード！人気が人気を呼び話題沸騰

中。

＜体験談＞

こんなサイトがあったなんて！！衝撃です。この手のクロー

ズとサイトは、女性も安心して利用できるからセックスに持

ち込むのも簡単ですね！（マコト／男／34歳） 

サイトの趣旨が趣旨だけに話が早い。僕の場合、基本的にあ

ったらホテル直行のパターンが多いよ。（ユウジ／男／27

歳） 

比較的若い奥様方が多いですね。20代の人も結構いるんじゃ

ないかな。奥様方も基本的にヤリたい人が集まってるから話

が早いですよ（リック／男／30歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/kokuhaku/?ip=0094&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/kokuhaku/?ip=0094&id=Y962
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セレブパーティー

   

サイトにアクセス！

暇を持て余したセレブたちが多数ご利用中！

メールでのやり取りから始めるため、人見知りの人でも安心

してご利用可能。 

旦那、職場の同僚、仕事関係以外の相手と知り合いたい！ 

そんなセレブの人たちだけを集めて人気急上昇！

「パートナー探しに最適」と評判のセレブパーティーでは女

性専門誌、レディコミ等に宣伝広告を行い、女性登録者が多

く、始めてご利用の方にもオススメです。

＜体験談＞

男の数が少ないから競争率が低いのが特徴。この手のクロー

ズドサイトは人が多くなる前に利用して、さっと手を引くの

がコツ（ダーティーパパ／男／37歳） 

私、全然セレブじゃないんですけど、セレブ気分を味わって

みたくて登録しました。男の人がやさしくてすっかりハマっ

ています。（サキ／女／24歳） 

ほんとにセレブの女の人っているんですね(o) 基本的にホテ

ル代や食事代も相手に出してもらってます。その代わりエッ

チでは精いっぱい尽くしますけどね（あらいぐま／男／25

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0161/?ip=0161&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0161/?ip=0161&id=Y962
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都合の良い交際探し～ラブマイセル
フ～

  

サイトにアクセス！

都合の良い交際探し～ラブマイセルフ～とは、大人の恋愛を

サポートするマッチングサイト！ 

年齢、趣味、利用目的、主にサイトを利用する時間帯など…

条件に合ったお相手をバッチリマッチング♪積極的な交際を

求めている男女を集まっているサイトです。 

登録して即マッチングがはじまりと候補からのメールがどん

どん届く！ 

趣味、利用目的がはっきりしているのでしっかりアピールし

て積極的なコミュニケーションをお楽しみ下さい。

＜体験談＞

サイトの趣旨通り、Mの女の子が多いかな。そんなに都合よく

はできないけど、セフレは作りやすいサイトだよ。今3人セフ

レがいて、あともう1人増えそう・・・（タマ／男／41歳） 

男の登録者数が少ないので女性から返信がもらえる率が非常

に高い。あとは自分の腕次第ってとこかな（７７７／男／34

歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0590/?ip=0590&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0590/?ip=0590&id=Y962
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セレブリティー

  

サイトにアクセス！

お金を持っている人にかぎって時間が余っていると思いませ

んか？ 

確かにそういうセレブは存在します。財布や時間を気にせず

遊ぶことを体感したことない方には特にオススメです。

プロフィールで確認、セレブを狙ってやり取りすれば、貴方

もセレブ気分が味わえます。 

現代の携帯普及率から携帯電話を持っていない人はほとんど

居ません。 

気軽に連絡が取れる事から、セレブと知り合うのにはもって

こい！

うまくいけば、ホテル代は相手持ちなんて事も可能です。

＜体験談＞

みんなこのようなサイトをどうやって知るんだろうね・・・

こんなすごいサイトがあるとは思ってもいませんでした。女

の人はやはり金持ちが多そうです。（たける／男／27歳） 

その名の通りセレブ女性が多数登録しているので、おそらく

食事代とか全部出してもらうのは可能。俺の場合、いちおう

男のプライドがあるので、基本的にこっちが出してるけどね

（だい／男／28歳）

サイトにアクセス！

http://www.cyber-ad01.cc/0455/?ip=0455&id=Y962
http://www.cyber-ad01.cc/0455/?ip=0455&id=Y962
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おわりに

いかがだったでしょうか。 

できる限りの無料でかつ優良な出会い系サイトを集めてみま

した。 

これを機にぜひ出会い系サイトを積極的に活用し、充実した

出会いライフを満喫いただければ幸いです。
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