
レズ風俗ガイドライン
2020年5月30日施行
2022年9月15日改正
2023年5月8日廃止

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変

更に伴う当店ガイドラインの廃止について

本日2023年5月8日（月）をもって政府の『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』が
廃止となったことに伴い、2020年5月30日に制定いたました『レズ風俗ガイドライン』を廃止させ
ていただきます。

この3年、対面コース、及び、オンラインコース等をご利用いただきましたお客様には、レズ
風俗ガイドラインにご理解とご協力をいただきましたこと、誠に感謝申し上げます。

レズ風俗ガイドラインの廃止後は、レズっ娘グループ各店のご利用における感染対策につ

きましては、お客様ご自身の体調や生活環境に合わせて、個々の判断で実施いただくこと

をお願いいたします。

なお、2020年6月から約3年間導入しておりましたキャスト、及び、運営スタッフの事務所来
所時などにおける抗原検査キットを用いての検査を2023年5月中に中止する予定です。

上記に伴い、2020年7月25日から現在までキャストプロフィール内に記載しておりました新
型コロナウイルス感染症の抗原検査、及び、PCR検査の陰性結果証明表記を2023年8月
末をもって廃止し、2020年7月9日からお客様にもご協力いただいてきました新型コロナウ
イルス感染症の検査結果割引の適用も2023年8月末のご利用分までとさせていただきま
す。

これからもお客様に安心安全にご利用いただけるよう努めてまいります。

2023年5月8日
御坊



レズ風俗レズっ娘グループのご利用における、新型コロナウイルス感染

対策ガイドラインです。

ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、お客様とキャストの安全

と安心のために、新型コロナウイルス感染対策へのご協力をお願いいた

します。

1. ご予約に関するガイドライン
2. ご案内日当日におけるガイドライン
3. ご利用におけるガイドライン
4. 当店の取り組みについて
5. 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の対応
6. 最後に（代表より）

１．ご予約に関するガイドライン
各店舗のご予約・お問い合わせは当店事務所（大阪・東京）にてそれぞれお受けしております。

大阪店：ご予約｜お問い合わせ

東京店：ご予約｜お問い合わせ

ティアラ大阪店：ご予約・お問い合わせ

ティアラ東京店：ご予約・お問い合わせ

『緊急事態宣言などに伴う新規受付の制限について』

一部のコース・オプションの新規受付の制限を行っている場合があります。社会状況に応じて今

後も変更していきますので、各店舗サイトのトップページの【新着情報】からご確認をお願いいた

します。

『キャストの指名について』

現在、一部または全てのコースのご案内を中止しているキャストもおります。各キャストのご案内

の可否や対応は今後も状況に応じて変化しますので、キャストブログ（大阪店／東京店／ティア

ラ大阪店／ティアラ東京店）や出勤スケジュール（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／ティアラ東

京店）などを都度ご確認ください。

『ご利用時間について』

公共交通機関の混み合う時間帯(通勤ラッシュの時間帯など)を避けての待ち合わせ・解散が行
えるようご協力いただいております。
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『待ち合わせ場所』

当グループのサイトに記載している指定待ち合わせ場所（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／

ティアラ東京店）は多くの人が行き交う場所になっておりますので、現在は指定待ち合わせ場所

ではなく人の密集していない場所でのお待ち合わせを推奨しております。

※指定待ち合わせ場所以外の場所をお客様がご指定される際は、ご予約時に待ち合わせ場所

について詳細にお伝えください。

ビアンコース単体のご利用では引き続き、ホテルのお部屋でのお待ち合わせを推奨いたします。

混雑が予想される人気のスポットや施設などでのご利用はお控えください。

『お支払いについて』

政府や自治体からもキャッシュレス決済を推奨されておりますが、当店のご利用においても当日

予約などのやむを得ない場合を除いて、可能な限り『銀行振込』での事前支払をお願いしており

ます。

『オプション（グッズ）について』

当グループでは現在、キャストが事務所に立ち寄ることなく働けるよう『お待ち合わせへの直行お

よびお見送り後の直帰』を推奨しているため、キャストへの直接受け渡しが必要なオプションにつ

きましては、10日前までにご予約いただいた場合でもご利用いただけないことがあります。詳しく
は、各店サイトの【オプション】のページ（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／ティアラ東京店）を

ご覧ください。

※お客様のご予約日当日、ご利用前にキャストが抗原検査を受けて検査結果を各キャストブロ

グにてお知らせする『キャストの抗原検査発行』が新たに有料オプションに加わりました！是非ご

活用ください。（詳細はこちら）

『検査結果割引』

かねてより、性感染症検査結果(陰性)のご提示で割引になる検査結果割引を実施させていただ
いておりますが、この度、新型コロナウイルス感染症のPCR検査と抗原検査も割引対象になりま
した！（検査キットでの検査結果も対象となります。）

詳しくは、各店サイトの【検査結果割引】のページ（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／ティアラ

東京店）をご覧ください。

また、当グループ提携クリニックでは当グループのお客様限定特別価格で検査をお受けいただ

けます。

詳しくは、各店サイトの【検査特典】のページ（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／ティアラ東京

店）をご覧ください。
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２．ご案内当日におけるガイドライン
日頃より当店キャストには体調管理の徹底を指導し、また、お客様にもご利用日までに体調を整

えていただくようお願いをしておりますが、もし体調不良を感じたときはすぐさまキャンセルのご連

絡をお願いいたします。

『検温』

ご案内日当日にキャストの判断でキャストブログに検温結果の記事をアップいたします。お客様

にも引き続き、ご利用日当日の検温のご協力をお願いいたします。

ご利用日当日の『お客様の検温』のご連絡について、問題がない場合はこちらからの返信は行

いませんが、当日に発熱があったり体調が悪くなったときは直ちにご連絡ください。

『手洗い＆うがい＆除菌』

・お待ち合わせの前に

お待ち合わせの前に化粧室などで手洗い（可能でしたらうがいもあわせて）、除菌消毒をお願い

いたします。

・施設への入店時

入店の際は出入口付近に設置してある除菌スプレーなどでしっかりと消毒・除菌してください。

・キャッシュレス決済

施設利用代や飲食代などのお支払いは、可能な限りキャッシュレス決済でのお支払いを推奨し

ます。

『人混みを避けて移動』

キャスト以外の他者とのソーシャルディスタンスを保ち、なるべく対面にならないよう十分にお気

を付けください。キャストとも、マスクを外した状態で近距離で向かい合っての会話は避けるなど、

双方の安全のためのご協力をお願いいたします。

手繋ぎや腕組みなど屋外でのキャストとの接触行為については、これまで同様お互いの合意の

上で行ってください。

『マスク着用』

人通りのある場所ではマスクの着用をお願いいたします。マスクは正しく（鼻部分までしっかり

覆って）ご着用ください。



夏場など高温多湿な状況下では「屋外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクを外す」な

ど、状況に応じてマスクの脱着を行うなどして熱中症にご注意ください。

３、ご利用におけるガイドライン
衛生管理をこれまで以上に徹底して行ってまいります。お客様にもご不便をおかけしますが、何

卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

『デートでのご案内』

・空いている時間帯でのご利用を推奨します。

例えば飲食店ではランチタイムなどの混雑する時間帯を避けるなどして、なるべく不特定多数の

人と接触しないデートプランをお願いいたします。

・屋外デートを推奨します。

屋内より屋外のデートを推奨しています。

（例: テイクアウト商品を持ち寄って公園や屋外施設で飲食する。など）

・飲食店や屋内施設でのデートについて

目に見えて混雑している施設や、入口に除菌スプレーが設置されていないなど感染対策が適切

ではないお店の利用はお控えください。飲食店ではオープンテラスなど屋外スペースのあるお店

や換気の良いお店を選ぶなど感染対策を意識したデートへのご協力をお願いいたします。複数

のお店を回る『はしご』はお控えいただけますようお願い申し上げます。

・手洗い、うがい、除菌について

感染対策のために手洗い、うがい、除菌を可能な限り徹底してください。

また、手洗い・うがい・除菌のタイミングについてはキャストからお声がけさせていただくことがあ

ります。ご協力よろしくお願いいたします。

『ホテルでのご案内』

・『ホテルのお部屋』でのお待ち合わせを推奨しています。

引き続きホテルのお部屋での待ち合わせを推奨していきます。



・ホテル選び

ホテルを選ぶ際は、感染防止対策が適切に実施されているか、各ホテルのサイトを確認するな

どして事前にお調べいただけますようご協力をお願いいたします。キャストブログ（大阪店／東京

店／ティアラ大阪店／ティアラ東京店）にて衛生対策が徹底されているホテルを紹介している

キャストもおりますので是非参考になさってください。

・お部屋の換気

ホテルに入室後すぐにお部屋の換気扇や空気清浄システムなどを使用させていただきます。お

客様、キャストともに着衣している時はお部屋の窓を開けるなど換気にご協力ください。

４、当店の取り組みについて
当グループは以前より衛生管理を行っておりますが、さらに徹底してまいります。（通常の衛生面

での取組みについては【性感染症予防対策について】をご参照ください。）

（１）事務所内の人数制限

クラスターの発生防止のため、引き続き、やむを得ない場合を除き事務所内の人数制限を継続

して実施しています。

大阪事務所には（受付時間中）常にひとり以上のスタッフが詰めておりますが、リモートでの勤務

が可能なスタッフは引き続き在宅勤務を継続していきます。

・キャストの直行・直帰を推奨

キャストには可能な限り事務所に立ち寄らせず、自宅から待ち合わせ場所への直行と解散後自

宅への直帰を推奨しています。

・事務所待機不可

現在、キャストの事務所待機をとりやめています。（当日予約は引き続き実施しております。）

・事務所での精算について

ほとんどのキャストが現金精算から銀行振込での清算に移行していますが、それ以外のキャスト

も1週間分まとめて清算するなどして接触の機会を極力減らす取り組みを行っております。

・接触を避ける取り組み

やむをえず、キャストが事務所に立ち寄る必要がある時は、スタッフ以外の人との接触を避ける

よう時間調整を行います。
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（２）事務所内での感染対策

1日2回以上の事務所内の除菌と換気を行っています。

・マスク着用

キャストの出迎えや荷物の受取り、来客などの際はマスクを付けて対応いたします。向かい合っ

て会話するときは事務所内でもマスクの着用を心掛けます。

・事務所に入ったらすぐに手洗い＆うがい

・ペーパータオル使用

布製タオルの使用を中止し、ペーパータオルに全て切り替えました。キャストや来客へのおしぼり

の提供も中止しています。

（３）新型コロナウイルス感染症の定期検査の実施

・PCR検査の定期実施
事務所勤務スタッフ、及び、在籍キャストは2020年7月以降、PCR検査・抗原検査の検査代金補
助、PCR検査キットを含む予防グッズの支給などの取り組みを行っています。
※2021年2月現在、キャストおよびキャストと接触する全スタッフのPCR検査・抗原検査を実施し
ています。

・抗体検査実施（2020年6月～）
当グループの東京勤務のスタッフ、キャストは当グループ提携クリニックの予防会さんが新型コ

ロナウイルス感染症の『抗体検査』を実施しており、東京店キャストおよび東京店スタッフの抗体

検査の検査代金の補助を当グループとして行いました。

今回の抗体検査費用は『サポチケ』でご協力いただいた売上から充当させていただいておりま

す。おかげさまで新型コロナウイルス感染対策費用やコロナ禍で生活が困窮していたキャストの

救済に一定の目処が立ちまして『サポチケ』は終了させていただきました。ご支援ご厚情を賜り、

誠にありがとうございました！

・プロフィールページに検査日を記載しております！

抗体検査・抗原検査・PCR検査を受けたキャストの陰性結果を運営側に提出したキャストは、サ
イトのキャストプロフィールページ（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／ティアラ東京店）に検査

日記載していますので是非ご確認ください。

キャストの抗原検査結果発行オプションもございますので是非ご活用ください。

また、各検査方法などの詳細はキャストブログ（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／ティアラ東

京店）にて紹介している場合もありますのでそちらも参考にしてみてください。
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今後も、状況に応じてワクチンや予防薬、各種検査などの費用の補助や衛生グッズの支給な

ど、スタッフ、キャストの衛生管理や指導に努めてまいります。

検温結果をご利用日当日にご提示いただいたお客様への抗原検査キット無料配布を実施しまし

た！(無くなり次第終了。詳しくはこちら)

・検査協力へのお願いとそれに伴う割引サービスのご案内

当店では、新型コロナ感染症に関する検査にご協力いただいたお客様への割引サービスを提供

しております。詳しくは、当店サイト内【検査結果割引】（大阪店／東京店／ティアラ大阪店／ティ

アラ東京店）をご確認ください。

※期間限定コース『お昼寝ナイン』は検査いただいたお客様のみご利用いただけるコースになり

ます。

（４）ワクチン接種予約のサポート

希望するキャストおよびお客様に、ワクチン接種予約のサポート(接種予約までのお手伝い)をさせて
いただきました。

※健康と安全確保の観点から接種が望まれるものの、接種は個人の判断であり、業務従事およびご利

用の条件とはしないことをご理解ください。

５．新型コロナウイルス感染症にかかった場合の対応

（１）キャスト

当店キャストが新型コロナウイルスに感染したときは直ちに予約受付を停止し、5日以内に当該
キャストをご利用になったお客様と当該キャストを直近でご利用予定のお客様に個別に連絡いた

します。

お客様の個人情報について、第三者への開示・提供はいたしません。(キャストへの個別連絡も
詳細は伏せた形で行います。)

（２）お客様

・ご利用日当日前にお客様ご自身が『陽性』と診断された、または、陽性者と

の接触の疑いがあった場合

ただちにその旨をご連絡ください。

予約の日時変更やキャンセルについて都度対応させていただきます。

※次回ご利用時に陰性証明のご提示をお願いしております。

https://lesbian.osaka.jp/event/event.php?cd=00167
https://lesbian.osaka.jp/discount/diagnosis.html
https://lesbian.tokyo/access/map.php
https://tiara.ms/discount/diagnosis.html
https://tiara.love/discount/diagnosis.html
https://tiara.love/discount/diagnosis.html


・ご利用後5日以内に感染が発覚した場合
ただちにその旨をご連絡ください。

5日以内にお客様をご案内したキャストに個別に連絡を入れ、前述の通り対応いたします。
お客様の個人情報について、第三者への開示・提供はいたしません。(キャストへの個別連絡も
詳細は伏せた形で行います。)

（３）運営スタッフ

事務所勤務のスタッフに陽性者（またはその疑い）が発生した場合は、ただちに事務所を閉鎖し、

5日以内に当該スタッフと接触した他のスタッフ、キャスト、および5日以内にそのキャストと接触
のあったお客様に個別に連絡いたします。

なお、当該スタッフと接触したキャストについては、陰性の結果が出るまでご案内を中止させてい

ただきます。

スタッフにおきましても陰性結果が出るまで事務所出勤停止とします。

６．最後に（代表より）
今後の状況や政府、及び、自治体等からの新型コロナウイルス感染対策ガイドラインや要請など

に従い、その時々の状況で必要に応じて、当グループに在籍するキャストや運営スタッフはもち

ろん、お客様への感染リスクの排除および安全確保を図るため、今後もルールやこちらのガイド

ラインの内容についても、即ルール改正する場合が御座います。予めご理解ください。ご予約か

らご利用日当日までの期間サイトのチェックをお願いします。

これからもお客様に安心安全にご利用いただけるよう努めてまいります。

ご協力お願い致します。

レズっ娘グループ

代表　御坊


