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Q 尖閣問題で紛糾しているこのご時世、ホントに中国に行って大丈夫なのか？ 

A 危険度合いは常に変動しています。 

 

世の中に「絶対」と言うことはあり得ません。日本での風俗遊びにも多少なりとも危険はあります。それを

我々は「慣れているから」「前回も大丈夫だったから」という、極めて主観的な理由で「日本は安全だ」と

思いこんでいるに過ぎません。 

 

例えば、日本で風俗遊びをする時に、ことさら目立つ服装で店に行ったり、店の黒服にやたら横柄な物

言いをするはずはありません。そんなことをすれば自ら危険を誘い込んでいるようなものですから。 

 

中国でも同じです。単に「おまえは日本人だから」という理由で拘束されることはまずないでしょう。実際、

中国で現地駐在員として働いている日本人は、皆さん上手にお遊びを楽しんでいます。それこそ私が大

阪（地方の人はそれだけで怖い街・恐い人と認識する）でお遊びを楽しんでいる以上にお盛んです。 

 

しかし、あまりにも度を超したお遊びは確実に拘束につながります。2003年 9月に、広東省珠海市で大

阪市の某会社社員 200余人が慰安旅行先のホテルで、小姐を集団で買春した際は、国辱的な扱い

どころか中国人の反日感情さえ激化させました。 

 

小野寺が 2010年 8月に訪中した際も、台湾人が二人、買春で公安に逮捕されています。 

にもかかわらず、小野寺の宿泊したホテルでは、夜な夜なそれとハッキリ解る小姐が、男の宿泊している

客室に入っていくのを見ていますし、小野寺自身もちゃっかり楽しんでいます。 

 

要は「こっそりちゃっかり楽しむ」のであれば、中国風俗の特徴をしっかり解っている限りは大丈夫だと言う

ことです。それだけにしっかりと「中国風俗遊び入門」のビデオセミナーは受講していただきたいのです。 

 

Q もし中国で捕まった場合はどうなるの？ 

A 種々噂がありますが、かなり深刻です。 

 

外務省によれば、中国においては買春行為（性的サービスを伴うマッサージ等を含む）は違法であり「治

安管理処罰法」の適用を受けます。同法によれば 10日以上 15日以下の拘留に加え、5,000元以下

の罰金に処せられる可能性があるほか、場合によっては国外退去となり、その後一定の期間入国禁止と

なる場合もありますとのこと。しかし、一部では運悪く公安に捕まった場合、即金で 30万円を賄賂として

つかませると釈放されるという噂がありました。真偽のほどは全く解りません。 

パスポートには、買春の印として黄色の紙が張られるとか、それとわかる印が押されると聞いていますが、こ

れも噂の域を出ません。 

 

どちらにしても、中国で公安に拘束されないような遊び方を知ることです。日本の風俗と同じように「こっそ

りちゃっかり楽しむ」のであれば、中国はまさに楽園です。 

 

Q 具体的にはどうしたらいいの？ 

A 公安の動きを知ることです。 

 

日本と違い、中国の公安は悪代官と同じようなところがありますから、一定の傾向がつかめれば怖がる必



Copyright(C) 2011 Deep-in-Osaka Project,All Rights Reserved. 

要はありません。 

 

まず、公安が取締に入る時期を知っておくことです。中国には国慶節という日本で言う GWみたいな長期

休暇があり、国慶節の前には公安が小遣い稼ぎをするためか取締（風俗店に対するみかじめ料の徴収）

が厳しくなります。 

同じように、春節の時期（中国の正月で二月上旬）の前にも取締は強化されます。 

 

次に国家的事業や行事、プロジェクトで諸外国からの対面を気にする時期は、当然公安が動きます。こ

のあたりのことについては必ず熟知しておく必要がありますので、それだけにしっかりと「中国風俗遊び入

門」のビデオセミナーは受講していただきたいのです。 

 

Q それでも言葉も通じない中国まで行くのは恐い 

A 「愛のない SEXはイヤだ」と風俗に行かない人と同じです。 

  

無理矢理中国に行く必要はありません。ただ「お遊びをするのなら中国は面白いよ」という情報はご提供

します。本場のディズニーランドがどれほど楽しいかをいくら力説されても、実際に体験してみないとその良

さが解らないのと同じで、「英語が出来ない」「外人は恐い」と言う理由でディズニーランドへの興味を絶つ

のも、納得できる選択だとは思います。 

 

ただ我々風俗遊び人が、「愛のない SEXはイヤだ」と風俗遊びを一切しない男に対して抱く感想はどう

でしょう？ 

 

「そんなこと、ない！」 

「プロは素人とひと味もふた味も違う」 

「面白くも何ともない男じゃないのか？」 

「単なる意気地無し＝ヘタレやないか！」 

「そうかもしれんが、一度ぐらい行ってみろよ？」 

 

私は全く同じ感想を「中国にまで行く気はない」という人に対して持ちます。 

 

Q だいたい、中国まで行くような時間なんてないし休みも取れない 

A それはこれから先、ずっと未来永劫そうですか？ 

 

休みが取れないこと、仕事が忙しいことは非常によく分かります。有給の消化が出来る恵まれたサラリーマ

ンなんて、公務員を除けばごく一部でしょう。2006年の厚生労働省調査によると、日本の完全週休二

日制の普及度は従業員 30人以上の企業平均で 4割にも満たないそうです。 

かくいう私も、かつて中小企業のサラリーマンだった頃はそうでした。もし休みが増えるのなら風俗なんかに

行かなかったかも知れません。遊ぶのに十分な時間がないからこそ、手っ取り早く風俗嬢をなんとかしよう

と思ったのかも知れません。 

 

ただ、私の経験上次のようなことはお話しできます。 

 

１.「引き寄せの法則」は存在する 
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「時間が欲しい」「暇が欲しい」「ちょっと休ませて欲しい」と思っていると、必ずその状態が実現されます。こ

れが「引き寄せの法則」なんですが、必ずしも自分の納得のいく条件で引き寄せるとは限りません。 

 

「時間が欲しい」「暇が欲しい」「ちょっと休ませて欲しい」が「特別論功業賞による休暇付与」で実現する

か、「過労で緊急入院」という形で実現するのか。どちらの形でも「時間が欲しい」「暇が欲しい」「ちょっと

休ませて欲しい」を引き寄せたことには変わりありません。 

 

２.「行きたい！」と思ってすぐに行けるような恵まれた人なんていない 

 

たいていの人は、種々の条件・環境をやりくりして物事を実現します。 

だからこそ事前準備が出来るのであって、事前準備の段階があるからこそ「危険なのでは？」「万が

一？」と心配できるのだと思います。かえって自由に休みが取れてお金にも余裕のある人の方が、勢いで

中国に行って公安に捕まったりしているのをよく見ます。 

 

３.単に遊びに行くだけでは、まわりの了解を得られない。 

 

特に家庭持ちの人に言えることです。「中国まで何をしに行くの？」と聞かれてその理由を自信たっぷりに

「小姐を買うためだ」言える人はまずいないでしょう。 

しかし、合理的な理由をつければ案外許可が出るものです。例えば弊社のセミナーに出席することを嫁さ

んに説明するときに、「これは年に一度のセミナーだから！」ということで「それなら・・・」と許可をとって参加

される人がいます。また、東京出張を理由にして参加された方も多数知っています。 

 

この口実の作り方。普段の自分の生活に則した理由付けをしなければ、不自然に思われて当然です。

「明日、シンガポールで行われる不動産投資セミナーに出席する！」と言い出しても「何故？」「どうしてシ

ンガポール？」と疑問を抱かれるのは私も皆さんと一緒です。 

しかし、私の場合は常日頃から不動産投資に関する古本を購入していたり、大きなセミナーに参加して

シンガポールに住んでいる日本人と友達になったりしていますから、嫁さんへの説明は「何故シンガポール

までわざわざ行くのか」「航空券代や宿泊費、参加費用はいくらか」を説明するだけで済みます。不自然

さがなくなるように日頃から仕組んでおくのです。 

 

Q やっぱり、自分にはとうていそういう事が実行できそうにないと思う。 

A 無理もないでしょう。しかし「越えるのは、ほんの一線だけ」なんです。 

 

今までの Q&A をみていると、「日頃から理由付けを仕込んでおけ」だの「中国語を勉強する」だの、やたら

時間と手間がかかる話ばかりと感じられても無理はありません。 

ただ、どうして私が中国での遊びをここまで勧めるかは、ひとえに「一度人に連れられて行ってみて、実際に

非常に良かったから」です。となれば、いきなり一人で中国に繰り出すよりは、誰かのツテを頼って一度行

ってみてからのほうが良いと思います。 

 

本来なら、私が皆さんと一緒にツアーを組んで行けばいいのですが、友人ならいざ知らず、名前以外全く

知らないような人に旅行のお世話をするのは、かなり気が引けます。ですから現状では私が中国に行く際

にお誘いをかけるのは、Team Shin-Osaka のメンバーに限定しています。Team Shin-Osaka のメンバー

なら、「精財力充実セミナー」受講で私と同じ基準でお遊びが出来る人たちですから、一緒にいて楽しい

だけでなく逆に心強くすら思えるのです。 
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そして、私が単身で中国に乗り込んで遊んだ時に、つくづく感じたのは「風俗遊びは単独行動で行う方が

よい」という事実です。基本的には何が起こってもおかしくない異国の地。そこで自分の身を守れるのは自

分自身しかないというのが、原理原則です。その自覚と経験がオトコのエネルギーを否応なく上昇させる

のです。 

 

Q 中国にまで女を買いに行くなんて、どう考えてもカッコ悪いと思いますが・・・。 

A あなたがやればカッコ悪いでしょう。でも我々にとっては「武勇伝」です。 

 

「俺、中国に行って小姐遊びしてきたよ」とあなたが言えば、周りの人はたぶん引くでしょう。 

当然、あなたの周りの女性はあなたを変な目で見るだろうと思います。 

ところが私の周りの女性は、私がそういう遊びをしていることを百も承知で、なんの不都合もなく一緒に仕

事をしています。それどころか「逆に尊敬されること」もしばしばです。 

 

理由は簡単です。 

 

「女好きでも、いざというときに自分の身を投げ出す覚悟が見える男」と 

「当たり障りのない女づきあいは出来ても、いざというときに逃げそうな男」 

 

女は一瞬にして見抜くからです。女は必ず前者について行きます。後者について行く時は 

「その男を何らかの形で自分が操ろう、何かで利用しよう」としていることが多いです。 

この事実に気がつけば、考え方は変わると思いますよ。 

 

あなたは「煩わしいことに巻き込まれたくない」と思うからこそ、「かっこ悪いことはしたくない」と、当たり障りの

ない付き合いを心がける・・・ 

 

しかし、実際に煩わしいことに巻き込まれないのは「女にとって操ることを諦めさせることが出来るオトコ」の

ほうです。このロジックを知らないから今の若い人は「恋愛もセックスも面倒くさい」などという考え方に陥る

のです。私から言わせれば「オトコのエネルギーの欠落」としか思えません。「肉食系の女が欲しい」とか「女

の方が、ずるがしこくなったからだ」等という原因は、男の方にも半分責任があると思っています。 
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＜付録＞ 
 

文中に出てきたレポートは、全て 

 

精力と財力の充実を図るオトコを 

プロデュースする 

 

(株)★深大阪プロジェクト 
 

のプロデュースによるものです。 

 

オトコのエネルギー、仕事へのモチベーショ

ン、精力と財力、オトコのお遊びに特化した

内容で、皆さんの生活がより楽しくなるように

バックアップいたします。 

 

興味のある方は、是非とも右のページを参

照して下さい。 

 

 

 (株)★深大阪プロジェクトが、あなたのためにご用意しているメニュー  

 
＜あなたの「お遊びをバックアップする」レポート＞ 
 

 「風俗嬢をセフレにしてしまうノウハウ」レポート 

 「誰も教えなかった、後悔しない姫指名の方法」 

 「風俗遊び人のための精力増強」レポート 

 「続・風俗遊び人のための精力増強」レポート 

 「風俗遊びの終着駅」－あなたは何のために遊べばいいのか 

 「姫オトし メールの達人」 

 「中国で小姐遊びを堪能する」ためのレポート（販売終了） 

 

＜あなたの「生活をより楽しくする」オンラインセミナー＞ 

 

 「風俗嬢 オトしの小技 100 !!＋20 連発！」（メールセミナー） 

 「日本語でも大丈夫！中国風俗入門」（ビデオセミナー） 

 単なる買春？とんでもない！「中国風俗遊び入門」（ビデオセミナー） 

 風俗遊び人のための「銭（ゼニ）学入門」（ビデオセミナー） 

http://www.1osaka.net/
http://www.deeposaka.com/report/
http://www.deeposaka.com/report/shimei.html
http://www.deeposaka.com/report/seiryoku.html
http://www.deeposaka.com/report/zokuhen.html
http://www.deeposaka.com/report/station.html
http://www.deeposaka.com/report/tatsujin.html
http://www.deeposaka.com/report/kowaza.html
http://www.1osaka.net/600/603_ok
http://www.1osaka.net/600/cat26
http://www.1osaka.net/600/cat27
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＜あなたの「力量を確実にアップさせる」ライブセミナー＞ 

 

 「精財力充実実践セミナー」（旧名「風俗嬢攻略実践セミナー・集中セミナー」） 

 「まさか!?の攻略基礎セミナー」 

 

＜無料レポートも多種用意しています＞ 
 

◆フードルのナイショの告白－「アタシはこうしてお客さんにオチました」 

◆悪用厳禁!!遊び人のための「Twitter入門」 

◆オキニのキャバ嬢・風俗嬢への「すべらない」プレゼント 一挙☆彡総まくり！ 

◆たまらなくいとおしい、彼女の【ベッドで満足したあの笑顔】を見る方法 

◆2008年度版「源氏名白書」 

◆「風俗カモ男の大逆襲」－誰もが一度は夢見ることを実現する方法 

◆まだ元ホストの情報に惑わされるの？【いい加減なモテ法則への告発】 

◆日中風俗遊び比較 大放談！ 

◆風俗嬢プライベート 100 人斬りの男が掴んだ「Ｈ大好きなオンナの簡単な見分け方」 

◆2000円でオトコを上げる！メガネの粋な活用方法 

◆悪用厳禁！！世のオトコが一度は夢見る かなりアブナい「惚れ薬」 
 

 

＜常にあなたへ「オトコの刺激」を提供するメールマガジン＞ 

 

「52 週別風俗嬢攻略計画」 
 ↑詳細はこちらをクリック↑ 

 

自社配信にて、総配信数 5000 部（2011/04/01 現在）を発

行中です。 

2003 年 11 月の創刊から、非常にありがたい評価を頂戴して 

おります。 

 

経済的かつ効果的に風俗を楽しみ姫をセフレにするノウハウを

52 週別に公開。実践重視で購読効果は 24 時間以内に 

発揮可能。メール・店外デート・本番への有効なノウハウが 

「ヤリまくりのおいしい生活」を実現させます。 
 

私が編集担当の、小野寺稔。です。 

 

http://www.1osaka.net/200/202/
http://www.1osaka.net/200/201
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/22597
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/30540/
http://www.sugowaza.jp/reports/get/1077/29431/
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/22598
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/23280
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/22599
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/22600
http://www.lovewaza.jp/reports/get/44/116
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/10935
http://www2.sugowaza.jp/reports/get/1077/21886
http://mailzou.com/get.php?R=26592&M=4893
http://www.1osaka.net/300/301_52/
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あなたの性欲は、定年と同時に消滅する・・・ 

そんなことは 

絶対に 

ありません！ 
が、そのための準備をしている人は、 

100人に3人もいないのです。 
 

医学の進歩については今更言う事もありませんが、私たちはもう「人生百年」の世代なのです。 

人生80年の時代なら良かったですよ。定年を迎えて20年すれば、あの世にいけるのです。 

しかし！我々は80歳ではあの世に行かない・・・というより、80歳で死なせてもらえないんです。 

少なくとも、定年の60歳以降に40年の人生が待っているんです。 
 

その40年の間、あなたは全く女性との交渉がなくても・・・ 

大丈夫ですか？後悔しませんか？我慢出来ますか？ 
 

男はトクな生き物です。歳をとっても「風俗遊び」出来るんです！ 

今まで通りに、可愛いアノ姫と遊ぶ事は出来るんです！ 

 

そのために・・・今の内から、知っておくべきことがあります。 

 

オトコの力をアップする！「風俗遊び人のための精力増強レポート」 

続・オトコの力をアップする！「風俗遊び人のための精力増強レポート」 

 

(株)★深大阪プロジェクトより好評リリース中！ 

http://www.deeposaka.com/report/seiryoku.html
http://www.deeposaka.com/report/zokuhen.html
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ちょっと 

待ったぁ 
 

このレポートを手にしたあなた様に、 

( 株 )★ 深大阪プロジェクトから 

特別ボーナスがあります！！！ 
 

このレポートは、「特典付き無料レポート」です。このレポートの表紙にある 

ボーナスコードを、注文時に「キーワード」として選ぶと・・・ 

 

なんと！ 1000 円割引 を 

させて頂きます！！ 
 

見ればすぐに分かる！！今すぐ！！！ 
http://www.deeposaka.com/report/zokuhen.html 

↑↑↑↑ 

こちらにアクセス！ 

http://www.deeposaka.com/report/zokuhen.html


Copyright(C) 2011 Deep-in-Osaka Project,All Rights Reserved. 

さらに・・・ 
 

どこの無料レポートスタンドにも登録していない 

「特別レポート」・・・ 

 

「並み居るライバルを圧倒し 

攻略を力強く推し進める方法」 
 

あなたには、こちらのレポートも・・・ 

 

無料で 

さしあげます 
 

こちらのページで今すぐ GET!！ 
Click！↑↑Click！↑↑Click！ 

http://www.1osaka.net/special.html

