
絶対にイカないＡＶ男優沢井亮が教える早漏改善法 

女性を満足させた後で射精できるようになるための射精コ

ントロール術 

 

極度の早漏だったとしても「嘘！もうイッたの！？」「え？もう終わり！？」と女性に思わ

れないように射精コントロールすることができるようになるための方法です。 

 

現役ＡＶ男優沢井亮(絶対にイカない男 

 

 

 



 

あの名勝負から数年 

 

あなたがこれから知ることになる早漏改善法は絶対にイカない男である「沢井亮」がぽこ

×たてでタクヤに敗北し、そこから改善に改善を重ね、完璧に射精コントロールができる

ようになる至高のノウハウを完成させました。 

 

 

早漏であることはラッキーなこと 

 

早漏は気持ち良い状態を長く楽しむことができないだけでなく女性に不満を持たれますし、

男として情けないことです。 

 

しかし、即効で射精できるということはある意味とてもラッキーなことです。 

遅漏だとイキたくてもイクことができず中折れしたり、イケずに終わることもあり、女性

から「私ってそんなに魅力がないかな」って思われたりします。 

 

だけど早漏はすぐにイクことができますし、遅漏よりはましです。 

 

 

実はＡＶ男優も元々は早漏ばかり 

 

ＡＶ男優に求められるのは射精する能力です。 

イキたくてもイケない遅漏男性はＡＶ男優になれません。 

 

ですが、早漏だったらすぐにイケるわけです。 

ただ、早漏は遅漏よりも良いだけで女性から不満を持たれることには変わりありません。 

 

ほとんどのＡＶ男優は早漏を克服し、射精コントロールを会得し、監督の指示通りに 

ベストなタイミングで射精できるようになるでしょう。 

 

早漏改善がなかなかできないという人は大勢いますが、実は遅漏よりも早漏の方が改善し

やすいのです。 



 

実は早漏の人は訓練することで簡単に射精をコントロール達成が目指せます。 

 

 

俺は色々試したけど今だに早漏なんだけど・・・ 

 

もしかしたらあなたはこう思っているかもしれませんね。 

早漏改善法は色々ありますし、どれも効果がなかったなんて人もいることでしょう。 

 

しかし、コツさえわかれば射精コントロール達成が目指せますのです。 

 

 

元彼と比較されてしまう 

 

女性は元彼など過去に関係を持った男性とあなたのセックスを無意識に比べています。 

さらに早漏だと女子会などで話のネタにされ、笑われてしまいます。 

 

「私の彼氏早漏でいつも物足りないんだよね」 

 

などと言われてしまいます。 

 

彼女の友達などに会うことがあれば 

 

「あの早漏の彼氏か」 

 

と思われてしまい、あなたは生き恥をかいてしまうことになるかもしれません。 

 

自分のペニスで女性をイカせることができるようになり、女性はあなたのことを今以上に

好きになるでしょう。 

 

あなたがピストンをしている時に女性が 

 

「あ、あ、イク、イク・・・」 

 



と声を出し、ピクピクと痙攣したりしてオーガズムを迎えるようになるでしょう。 

そうなったらガッツポーズです。 

あなたとのセックスを今以上に激しく求めてくるようになるでしょう。 

 

これは私の経験上、間違いありません。 

 

今までの男の№１になれば、あなたに依存してしまい、あなたに夢中になってしまうでし

ょう。 

女性はあなたとの貪るようなセックスを求めてしまいます。 

 

早漏を改善することで、女性自身を淫乱に豹変させることも見込めます。 

 

もう、あなたは射精感が込み上げてきて「ヤバい」と我慢するが、我慢できず射精してし

まうなんてことにはなりません。 

 

射精をコントロールし、何度でも女性を中でイカせることで、女性を満足させることがで

きるようになるでしょう。 

 

 

ＡＶ男優の沢井亮です。 

 

現在は早漏を克服し、ＡＶ男優として活躍するだけでなく「絶対にイカない男」の沢井亮

と呼ばれるようになり、早漏改善に関するアドバイスをできるようになったのですが、私

も元々は早漏ですごく悩んでいました。 

 

 

彼女とセックスしてもみこすり半で「早くない？」「もうイッたの？」と馬鹿にされたり、

軽蔑したような目で見られ「元彼は早漏じゃなかった」と言われたりして、本当に自信が

ありませんでした。 

 

挿入し、少し腰を動かすとすぐにイキそうになってしまい、射精してしまっていました。 

すぐにイキそうになってしまい、我慢しようにもドピュっと出てしまいます。 

 

セックスが終わった後、ギクシャクした雰囲気になることも多く、女性を満足させること

ができない罪悪感がずっとありました。 

 



この時の彼女以外にも出会い系サイトで知り合った女性やナンパした女性などに 

 

「自分だけイクなんて最低」 

「悪いけど亮とはもう無理」 

「気持ちよくなる前に先に一人だけイカないでほしい」 

 

などと言われたこともありますし、このようなことを言わなかった女性も 

 

「早すぎ！この人とは相性が合わないかも」 

「全然満足できないし物足りない」 

 

などと思われていたのかもしれません。 

 

早漏がコンプレックスで恋愛に全く自信がモテませんでした。 

 

 

早漏コンプレックスからセックスしなくなった 

 

次第にセックスすることがなくなっていきました。 

 

「女性に馬鹿にされるぐらいならセックスしない方が良い」 

と考えるようになってしまったのです。 

 

 

そう考えて数年経ったのですが、やはり、私も男です。 

性欲もありますし、オナニーだけでは満足できずセックスしたくなるでしょう。 

 

それから早漏を真剣に治そうと思うようになったのです。 

 

 

早漏治療のために病院へ・・・ 

 

実は、早漏治療のために病院に通ったことがあります。 

通ったことがある人ならわかりますが、早漏は病院では治りません。 



 

病院はなんだか安心感ありますよね。 

でも、医者の言う通りにしてもほとんどの方が治らないのではないでしょうか？ 

 

私も治りませんでした。 

 

その他には 

 

ペニスの手術 

ＳＳＲＩなどの薬 

腹式呼吸 

瞑想 

自己暗示 

・・・ 

 

色々試しましたが、効果がありませんでした。 

 

これらは効果がないばかりか早漏を悪化させてしまう可能性もあります。 

 

 

■ペニスの手術 

 

亀頭にシリコンを入れても早漏は改善しません。早漏のメカニズムは手術でどうにかなる

ものではありません。医者の言うことは信用しやすいですが、医者の言う通りにして無駄

なことをしない方が良いでしょう。 

 

■ＳＳＲＩなどの薬 

 

ＳＳＲＩなどの薬が早漏に効果があると思っている人もいますが、抗うつ剤だから早漏を

治すための薬ではありません。このような薬には副作用があり、危険です。だから早漏を



薬で改善しようとすることはお勧めできません。 

 

■腹式呼吸 

 

腹式呼吸は興奮をコントロールできたり脳内の分泌を抑制したり、リラックス効果があり

ますがセックスに効果のある腹式呼吸をマスターするのは至難の業です。 

 

■瞑想 

 

瞑想をすることで興奮をコントロールできたり脳内の分泌を抑制できますが、セックスの

最中に瞑想なんてできません。 

 

■自己暗示 

 

「俺は射精しない」と自己暗示をかけただけで効果があるのならみんなやっています。こ

んなことで治れば苦労しませんよね。 

 

 

このような理由からこれらはやらない方が良いのです。 

下手をすると改善するどころか早漏が悪化してしまうかもしれません。 

 

色々な方法が早漏対策になると言われていますが、効果がないものばかりです。 

 

もう騙されないでください。 

 

 

私も色々な早漏対策を実践してみたが、効果が出ず諦めかけていた時に 

ＡＶメーカーが汁男優というアダルトビデオでＡＶ女優にザーメンをぶっかける役を募集

しているのを発見し、応募することにしました。 

 

正直、ＡＶ男優に応募するのは抵抗がありましたし、病院に行くよりも勇気が入りました。 

ですが、射精コントロールの達人が多く集まるＡＶ業界に入れば何かわかるかもと思う気

持ちの方が強かったのです。 

 

「汁男優友の会」でＡＶデビュー 



 

私が応募したＡＶは大勢の男性がペニスをしごきながらＡＶ女優にザーメンをぶっかける

ＡＶでした。 

 

最初は不安でしたが、体験して思ったことは早漏の自分にとっては天職だったということ

です。 

 

これを機に何回も汁男優としてＡＶに出ていく内にＡＶ男優の方たちとも仲良くなり、 

プライベートで飲みに行ったりするようになりました。 

 

そこで思い切ってあの質問をしてみたのです。 

 

沢井「あ、あの、どうしてみんな射精コントロールとかできるんですか？」 

ＡＶ男優「あ、お前早漏だっけ？」 

沢井「はい」 

ＡＶ男優「そっか！俺も前は早漏だったんだけどな。コツを掴めば好きな時に好きなだけ

射精できるようになったぞ」 

沢井「マジですか！」 

ＡＶ男優「おう、マジマジ！射精極めたらセックスめちゃくちゃ楽しくなるぞ」 

沢井「教えてください」 

・・・ 

 

このようなやり取りが続き、結果教えてもらうことができたのです。 

 

早漏改善をしてからの初セックス 

 

合コンで知り合った女性とワンナイトラブをすることになり、 

セックスすることになったのです。 

 

そして、ペニスを挿入し、ガンガン腰を振りまくりました。 

 

でいつもならすぐに射精するのに射精感が込み上げてこず、激しい高速ピストンをしても

ゆっくりピストンしても射精しなかったのです。 

 

女性「あぁ、ぁ、イク、イク、イっちゃう」 



沢井「イクのか、イクのか、イケよ」 

女性「イク～～」 

沢井「俺もイクぞ、イクぞ」 

 

女性と一緒にイクことができたのです。 

 

そして、射精コントロールできるようになった私は気付けばＡＶ男優になっており、 

絶対にイカない男と呼ばれるまでになっていました。 

 

早漏で悩んでいなかったら間違いなく、ＡＶ男優の沢井亮はいません。 

 

早漏で悩んでいたのはかなり昔の話になりますが、 

今となっては自由自在に射精コントロールできるようになり、 

経験豊富なＡＶ女優ですらペニスでイカせることができるようになりました。 

 

 

私が教える早漏対策法はもっと根本的な改善に直結する方法です。 

世の中には色々な早漏対策マニュアルがありますが、騙されないように気をつけてくださ

い。 

 

■顔も名前もわからない人が作ったマニュアル 

■実践もしたことがない医者が作ったマニュアル 

■ＡＶ男優でもないのにＡＶ男優と名乗る自称ＡＶ男優が作ったマニュアル 

 

このようなものが世の中にはたくさんあり、大勢の男性が騙されています。 

あなたは騙されないでください。 

 

私は顔も見せていますし実在します。 

その証拠に絶対にイカない男と呼ばれ、テレビに出演したこともあります。 

 

 

 

絶対にイカない男（沢井亮）の 

早漏改善法にどれぐらいの価値があるのか？ 



 

あなたもご存じかもしれませんが、私は「ぽこ×たて」で「絶対にイカない男（沢井亮）

×絶対にイカせる男（タクヤ）」に出演した時にタクヤさんに負けてしまいました。 

 

あの屈辱が忘れられず射精コントロールの研究を繰り返し、完成させた沢井亮の早漏ノウ

ハウの集大成なのです。 

 

一体この早漏改善法はどれぐらいの価値があるのでしょうか？ 

 

あなたはこのノウハウをいくらなら買いますか？ 

 

早漏は一生の悩みです。 

正しい方法を知らずに自力で治すのは困難です。 

 

早漏が改善すれば恋愛はきっとうまくいきますし、セックスも自信がつくでしょう。 

私にとってはぶっちゃけ１００万円の価値はあります。 

 

早漏の悩みやコンプレックスがなくなるのです。 

 

ただ、一体いくらであなたに提供したら良いのか？ 

すごく悩みました。 

 

１００万円の価値があるといっても１００万円だと手に入れたくても手に入れることがで

きない人が大勢出てくるでしょう。 

 

そこでまずはどんな内容なのか手にとって試していただこうと思い、ありえない価格設定

にさせていただきました。 

 

その金額はなんと９，８００円です。 

 

この値段は、早く決断してくれたあなただけの値段になります。 

 

 

 

絶対にイカないＡＶ男優沢井亮が教える早漏改善法 

 



 

４８ページのマニュアル 

 

９，８００円 

 

 

 

申し込みはこちら 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=68748 

 

※商品ファイルの閲覧には、アイドック株式会社が提供する無料ソフト  

「bookend」がインストールされている必要がございます。 

決済は株式会社インフォトップの決済システムを使用しています。 

クレジット決済であれば、今からすぐにでも 

あなたのパソコンにダウンロードすることができます。 

 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=68748


※決済は株式会社インフォトップの決済システムを使用しています。 

  

※お支払いは、クレジットカード決済、銀行振り込み、コンビニ決済、 

BitCash（ビットキャッシュ）決済・ちょコム eマネーの中から 

お好きな方法を選択していただけます。 

  

※いずれの方法を選択された場合でも、送信される情報は 

全て最新の技術により暗号化されていますのでご安心ください。 

  

※クレジットカードの明細書へ記載される名前は、「INFOTOP.JP」他、 

「INFOTOP」という単語がつく名称が表記されます。 

  

※クレジット決済を選択された場合、送信されたカード情報が 

私たちに開示されることはございません。 

よくある質問 

 

Ｑ 家族にバレないでしょうか？ 

 

Ａ パソコンやスマートフォンを見られない限りはバレないでしょう。 

 

 

Ｑ ダウンロード教材を買ったことがないのですがすぐに見ることはできますか？ 

 

Ａ はい、誰でもわかりやすく説明しているため、ダウンロードはすぐにできます。 

 

早漏改善は簡単です 

 

私はテレビにも出演しているＡＶ男優です。 

 

あなたを騙したりしません。 

ですが、騙されたと思って早漏改善法を試してみてください。 

 

 

長い手紙をここまで読んでいただき、ありがとうございます。 



 

早漏改善法は全力で制作したものになり、効果には絶対的な自信があります。 

もし、参加を迷われているのなら気になっている証拠です。 

 

早漏改善なんてできないと思っていたら気になってここまでこの手紙を読んだり、何度も

この手紙を読んだりしません。 

 

最後の一歩を踏み出す勇気があなたの生活を大きく変えます。 

 

恋愛はセックスが全てではありません。 

ですが、性的なことは余り表に出てきませんがセックスはかなりのウェイトを占めていま

す。 

 

そのため、早漏のままだと損することが余りにも多く、女性から別れを告げられたり、 

浮気されたり、セックスレスになったりと不幸なことが起こる可能性が高いわけです。 

 

今、あなたには２つの選択肢はあります。 

 

１つは早漏を改善し、自信を手に入れる未来です。 

 

そして、２つ目は早漏のままの未来です。 

 

早漏は女性に嫌がられます。 

早漏だから喜ばれたことありますか？ 

 

ありませんよね。 

 

だったら早漏のままの未来で良いのかどうか自分の中でもう答えは出ているのではないで

しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 



 

特定商取引法に基づく表記 

販売業者 株式会社グローバルカンパニー 

販売責任者 前田雅則 

所在地 〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川 1-2-18 

電話番号 06-6537-7711 

メールアドレス support@success-mote.com 

販売URL http://moteo100.com/sou.pdf 

申し込み方法 ご注文フォーム 

商品の引渡し時期 代金決済完了後、14 日以内に infotop ユーザーマイページよりダ 

ウンロード。 

商品の引渡し 方法 infotop ユーザーマイページよりダウンロード 

お支払い方法 銀行振込（先払い） ・クレジット決済 ・コンビニ決済（先払い） ・

ビットキャッシュ ・郵便振替 ・ちょコム e マネー 

販売価格 ９，８００円 

返品・不良品 につ

いて 

不良品、または明らかに商品説明と異なる商品は返品・交換に対応 

致します。その他、お客様都合による返品には、対応いたしており ま

せん。 

個人情報の保 護 個人情報の保護 お客様の個人情報については、厳正なる管理下で 

安全に保管することをお約束致します。 また、個人情報は法律によ

って要求された場合、 あるいは当社の権利や財産を保護する必要が

生じた場合を除き、 第三者に提供する事は絶対にありません。 

表現・及び商 品に

関する注 意書き 

本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や 

効果を保証したものではございません。 

 

 


