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「離して！！ 離してよ！！ ここから出して！！」 

狂おしく絶叫するが、ナメクジの触手はわずかにも緩まない。 

「だめだよぉー、ボスに殺されちまうよ。それよりさぁ、 君もこんな何もないとこに

ずーっといたら退屈してるでしょ？  一緒に電子ドラッグプレイしない？ 俺も人形相

手はもう飽き飽きでさぁ」 

言葉と同時に、冷たく湿った触手がアスナの頬を撫でた。 

「やっ……やめて！！ なにを……！？」 

必死に抗おうとするが、ナメクジは次々と新たな触手を伸ばしてくる。 それらはアス

ナの腕や脚の素肌を撫でまわし、徐々にワンピースの中にまで侵入を開始する。 

  全身をまさぐられる不快な感覚に耐えながら、アスナは体の力を抜き、抵抗する気力

を失ったかのように装った。 調子に乗った触手の一本が口に近づいてくる。それが唇

に触れた瞬間――。  さっと顔を上げると、アスナは触手に思い切り噛み付いた。 

だが、触手は噛まれたまま、ぐちゅりとアスナの唇の感触を楽しむように蠕動し始める。 

「！…やぁぁ…んんんっ」 

「ひひっ、じゃぁ、お望みどおり、お口からしよっかぁ」 



触手が唇に割り込み、口の中へ侵入始める。アスナは歯に力を込めて阻止しようとする

が、 ナメクジの触手は口腔で蠢くことを止めない。 

「センスアブソーバが稼動してるから、噛んでも無駄だよ」 

ナメクジが舌舐めずりするように眼柄を揺らし、アスナの舌を触手でくすぐる。 

「ん…あぁ…」 

ぐちゅ…ぴちゃ… 

美少女の愛らしい唇にグロテスクな触手が出入りし、ナメクジの粘液とアスナの唾液が

織り成す淫音が部屋に響く。 

必死に抗おうとしても、触手は柔らかく、そして強靭な耐久性をもっているらしく止め

ることすら出来ない。ちゅぷ…ちゅぷ、 何度も触手を往復させられていると、徐々に

唇と舌、口腔全てに不可解な感覚が生じ始めてきた。 

（なんで？うそ…） 

アスナの手がぎゅぅっと何かを耐えるかのように、空を握りしめる。 

口腔を不気味な触手で犯されているにも関わらず、 絡められている舌から、割り広げ

られた唇から快感が襲ってくるのだ。 まるでキリトとのキスの時経験したような甘い

刺激、 いや、それ以上の疼きがナメクジのイヤラシイ触手が蠢く度に電気のようにピ

リピリとアスナの全身を焼き始めている。 

   「へへっ、お口だけでも堪んないんじゃない？アスナちゃん 脳神経シミュレートの



制限レベルを低めに設定して置いたからねー」 

（卑怯者！） 

そう罵ってやりたいのに、声すら出せない。それどころか…。 …じゅん……舌を嬲ら

れる度に、足の間から何かが染み出るような感覚が襲ってくる。 

「さぁて、下のお口の具合はどうかなぁ？」 

下卑びた声と共に、ショーツの脇から何本にも枝分かれした小さな触手が潜り込んでく

る。 おぞましく這い回るヌトヌトとした感触がアスナの背筋を凍らせた。 こんなのに、

大切な処を触れられたくない！ 

「んー、んーーーー！」 

触手の先にある繊毛が、秘所を隠した布の中で蠢く。 ぴちぴち…まだ、女の子の溝に

は触れずに、小さく盛り上がる恥丘を撫で上げている。 少しずつ近づいていた触手が

微妙な動きをして…ぴちゅ…アスナのスリットを、 周りの柔肉を引っ張る事で広げ始

めた。 

（や、だ…いやぁ！） 

じたばたと暴れようとしても、足は枷を嵌められたようにしっかりと触手が足を捕らえ

ている。 

「くくっ、ここで下着を破っちゃったら、全部みえちゃうね。 本当はシステムに干渉

すればすぐに消せるけど、やっぱりここはお約束しとかないと」 



ナメクジが触手を蠢かしながら、下卑びた、ねっとりした声でアスナを苛む。 

「ぅぅ…んーー（こ、こんなナメクジなんかに！）」 

ひるむことなく睨みつけるアスナの眼光は、ＳＡＯでの狂剣士そのものだった。 

「うひゃー、怖い怖い。でも、すーぐアスナちゃんからオネダリするようになる位 き

もちよーくしてあげるから、安心して良いよ。さー、ご開帳ー」 

布の裂ける音と共に、アスナの大切な処を覆っていた布が簡単に千切られて、 小さな

触手に広げられたピンク色の秘裂が外気に晒された。 同時に、唇と口腔を嬲っていた

触手がアスナを解放し、テラテラとぬらつく光を纏いながら離れる。 

「やーーーー！見ないで！みないでぇぇ！」 

絶叫するアスナをにやにや笑いを浮かべているような風情で、ナメクジの目玉がにゅぅ

と近づく。 

「ひゃー、綺麗なアソコだ。アスナちゃんの実物もこんな感じなのかなー？  おやぁ、

アスナちゃん、ここ、濡れてるんじゃない？ほらほら」 

ぴちゅぅ、繊毛が一杯についた触手が、とうとう女の子の溝をつつっとなぞった。 

「なっ――ぁぁ！！ふぁ――っっ！………やぁ、ぅそぉ」 

一撫でされただけ。…それだけで、キリトと経験したどんな淫戯よりも激しい快感がア

スナを襲った。 電撃が幾度も通り抜けて、余韻を残すような衝撃。 気を失いそうな程

の刺激に撫でられてから数瞬後…とぷとぷっ。 愛液が大量に、広げられているサーモ



ピンクの秘裂を伝う。大切な場所がヒクヒクと痙攣しているのが、 自分で解ってしま

う…。 

「うひょぉー、アスナちゃん、おもらしぃ？すごい量のえっち汁だねー」 

露骨なナメクジの揶揄に、アスナの全身が真っ赤に染まる。 自分でも止めることの出

来ないイヤラシイ反応に対しての羞恥心と、キリトへの背徳感。 それが、アスナの身

体を更に昂ぶらせて行く。 

「いわ…ないで…もう、やぁっ！」 

撫でられただけで、こんなになってしまうなら、それ以上の事をされたら… そんな想

いが、先程まで強気だったアスナを怯えさせる。 

「さぁー、今度は、ぜーんぶ脱ぎ脱ぎしようか」 

太い触手が一本。そして、細く蠢く無数の触手がワンピースに潜り込んで、 内側から

一気に裂く。ブラも容赦なく絡め取られボロ切れと化し、 拘束から解放されたアスナ

の乳房は、たぷたぷと揺れながら露出する。 

「おっぱい大きいねぇ。おやぁ？乳首びんびん」 

ナメクジの露骨な言葉と共に、触手が近づく。繊毛からポタポタと垂れる、粘液が涎を

垂らすかのように、白い胸に落ち…豊かな曲線を伝った。 

「――ゃぁ、だめぇ…」 

先程の余韻が頭の中を巡って、アスナの拒否の声は、聞こえない程小さい。 



（なんで…イヤなのに、イヤなのにぃ） 

「くくっ、アスナちゃんも期待してるよーだし。一気に天国に送ってあげるよ」 

ナメクジは、イヤらしく目玉を伸び縮みさせ、今まで以上の触手を四方からアスナの身

体に這わせ始める。 白磁のようになめらかな肌を、醜悪な粘液を纏った数種のミミズ

のようなモノがのたうち、 プリンのようにふるふると揺れるアスナの白い美乳を、根

元から蛇がとぐろを巻くように柔らかく締め上げては緩める。 

同年代の少女と比較して十分に成長しているアスナの双乳。そのミルク色の丘の頂点で

ぷっくり勃っているピンクの突起へ、 先端が唇のような形でパクパクと開閉している

触手が、イヤラシク食み、吸い上げた。 

ちゅぅぅ…じゅぶ。 

「ひっ―ぁっぁっ、あーーー！」 

もう、声にすらならない。 

只でさえ敏感な胸を、撫でられただけでイクような感度にされたまま、 徹底的に責め

られたのだから、アスナにどんな強い精神力があろうと耐えられるものでは無かった。 

触手の動きに従って、ぐにゅぐにゅと形を変える豊かな乳房と、 醜い触手の唇によっ

て吸い上げられ、内側の繊毛で扱きあげられる乳首が齎す電撃は、アスナの下腹部を痺

れさせる。 膣孔からは蛇口の栓を捻ったかのように、蜜が溢れ滴っていた。 

更には、ありえない程の刺激にひくひくと震えている可憐な肉芽に、極細の触手が巻き



つく。 同時に、乳首を吸っている触手と同じ唇を持つタイプの一本が、はくり…とア

スナの小さな肉芽を咥え込んだ。 

華奢な身体が、敏感な肉芽が伝えてくる淫らな痺れにびくびくと震える。 

「やだっ―やぁぁーーー。死んじゃう、しんじゃぅぅ」 

激しく首を振って、快感に抗おうとするアスナだが、艶やかな栗色の長い髪が左右に跳

ねるだけで、 手足は僅かしか動かすことが出来ない。 

「さぁーいっぱいイこうねぇ」  涎をたらさんばかりの下卑びた声。 その宣言と同時

に、アスナの急所に配置され、淫らなマッサージを繰り返していた触手群は、 一斉に

動きを激しくして、アスナの全身を嬲り始めた。 

「―――！！！だめぇぇぇぇーーー」 

じゅぷ…ぐちゅ。じゅぽ。 

すらりと伸びたアスナの長い足に、何十にも触手が巻きつく。身体は太い触手に支えら

れたまま空中に掲げられて、 足だけがＭ字に開かされてしまっている。丁度、ナメク

ジ本体にアスナの秘裂が見える位置に。 

「うひひ、ダメじゃないでしょ。こんなにお漏らしして…アスナちゃん、エッチの素質

あるよ」 

ずずずっ。 

男性器を模した触手が、透き通った液体を引っ切り無しに零している膣孔からゆっくり



と溝をなぞってゆく。 恥毛の無いソコは、太い触手の先端で肉唇をこそぐように広げ

られては、自然と閉じて行く様子がはっきりと見えてしまう。 勿論、アスナがどれ程

感じているかを示す、愛液の量まで。 

「ひっ…ぁぁ。やだぁ、それ、やだ…ぁっぅぅ！」 

「アスナちゃんは嘘つきだねぇ…くくっ」 

秘唇をなぞる肉棒が、クリトリス寸前で止まる。同時に肉芽を嬲っていた極小の触手達

も、完全に皮を剥いたまま、 充血して勃ってしまっているソレから離れてゆく 

「……え？」 

「どうしたのかなぁ？残念そうな声だしちゃって」 

「――っ、ぅ…そんなこと……ぁ、ぁぁ！」 

触手に巻きつかれ、波打つように揺れる乳房への柔らかな刺激。快感の炎に薪をくべる

ようにゆっくりゆっくり。 先程のように、何度も絶頂へ導く激しい愛撫ではなく、じ

りじりと身体を焼く性感を育てるような触れ方だった。 更に、アスナの両手を頭の上

に纏めると、背中や脇の下へ濡れた触手を這わせ始めている。 

 

狂った幻想の世界。 

美しい栗色の髪の少女が全裸に剥かれたまま、グロテスクなナメクジの触手に囚われ、 

抜群のスタイルを誇るその肢体をいい様に弄ばれて、喘いでいる。 思いっきりＶの字



に開かれた足の間から見える鮮やかな桜色が哀しい程美しい。 

「うひひっ、ここでしょ？アスナちゃん。ここをツンツンとすると、お漏らしすごいか

らねぇ」 

「ぁふぅ…そこぉ…ぁぁ。っ、っ」 

「シて欲しいんでしょ？ぐちゃぐちゃに……。ココをさぁ……今は二人きりだし、ね？

言ってごらん」 

ねっとりとした猫撫で声。 

もう遥か昔に思えるリアルで生活していた時、何度もこういう喋り方をする沢山の男達

に声をかけられてきた。 そういう男達の大半は、アスナの顔と身体をじろじろ見なが

ら、機嫌を伺うような話し方で誘ってくるのだ。勿論、全ての誘いを断っていた……。 

なのに、今、アスナの心は、こんな露骨でイヤラシイ誘惑が、どうしょうも無く魅力的

に思えてしまっていた。 

今まで拒絶してきた下衆な欲望に満ちた男達全員の視線に晒され、犯されているような

感覚が、 アスナの秘められた嗜虐心を煽り、身体中の性感を刺激している。 

下衆な男に、醜い触手で犯される。――危機感と共にゾクゾクとするような甘い疼きが、

蜜の滴りを激しくする。 

「し…て……」 

「何をかなぁぁ？」 



わざとらしく聞き返すナメクジの軽薄な声。――こんな男に、こんな化け物に…。 だ

からこそ――アスナの心と身体の疼きは高まる。 

「ひぅっ…して……くださいっ。エッチなことを……私に…ぁぁっ、アスナにしてくだ

さい！」 

つぅ――アスナの瞳から真珠のような涙が毀れた。 

（ごめん、ごめんなさいキリトくん…もう、我慢できなくて…） 

「よく言えました～。今からご褒美あげるからねぇ」 

満足そうに、うひひっと笑うと、ナメクジの触手がアスナの唇、胸、脇の下、背中…そ

して、秘所の全てで活発に蠢き始める。 

「ぁぁっ、いいっ、いい、すごい…きもちいぃ……ぁぁっ、きゃぅ」 

一流の彫刻家が最高級の象牙で彫り上げたように白く優美なアスナのお尻が、淫らに踊

る。 

皮をいっぱいに剥かれた肉芽には、小さな唇が再び吸い付く。太めの触手は秘唇の溝を

上下になぞって、カリ首で溝の太さを変えている。 後ろの窄まりにさえ、細かい繊毛

がついたモノがチロチロと刺激していた。 

アスナは、何度も何度も華奢なその身を仰け反らせて、放物線を描く程盛大に潮を噴い

た。 腰は「ナニか」を欲しがるかのように、上下に激しく動いている。 

既に、アスナの思考は 9 割がた快感に溶かされかけていた。 



「それじゃー、お待たせのメインディッシュ。 …ひひっ、アスナちゃんの大切な処に、

この、ぶっといのを入れちゃおうかなー」 

ぐちゅり。ぬかるみ、濁った本気汁でぐちゃぐちゃになったアスナの泉へ、 先程まで

肉唇を嬲っていた、男性器に似たカリ首がキノコのように開いた極太の触手が近づく。 

熱に浮かされたようなアスナの瞳が…その触手―男性器を見つめた。 

（うそぉ、キリトくんのは、あんなにかわいかったのに……全然…違う。 こんなの、

入らないよー。ぁぁ、でも、入ったら…もしはいっちゃったら…わたし…） 

コクリ。唾を飲み込んだアスナの白い喉が小さく動いた。 

「…だ…さぃ」 

自然に唇から漏れる言葉。 

「なに？聞こえないよーアスナちゃん。おねだりする時には、こう言わなきゃねー」 

ナメクジが触手を複雑に微動させて、全身を苛む快感を高めながら、淫猥な台詞を言わ

せる為、アスナに小さく囁く。  唯一箇所、アスナが満たされずに疼く場所を刺激して

もらう為に必要な言葉を。 

「アスナの…えっちな……ここに、あなたの…お○○○○を――入れて下さい！」 

アスナの可憐な唇から、快感に蕩けた甘い声が発せられる。 

ぐちゅぅぅ。 

たっぷりと濡れそぼった膣孔に、人外の男性器、いや、極太の触手が沈み込んでゆく。 



膣が限界まで広げられ、奥行きのある膣の奥迄侵入して…子宮口をコツコツ叩いた後、

一気に引かれる。 

ずぷぷっ、ぐじゅぅぅぅ――。膣壁がこそがれた瞬間。最大の快感がアスナを完全に虜

にした。 

「――っ！ぁぁあーーー。いいっいいよぉ。すごっ…すごぃぃ」 

膣を貫く触手がうねる度に、栗色の髪が振り乱されて、 触手から解放された大きな釣

り鐘型の胸がブルブルと揺れ、震える。 極太のモノを飲み込んだまま、更に欲しがる

ように腰を振る姿は、本来ならば浅ましい絵なのにも関わらず、 文字通り妖精のよう

なアスナが痴態を晒しているだけで、幻想的で涜神的な美しさを醸し出している。 

「うひゃひゃ。彼氏とどっちがイイかなぁ？」 

「ぁっぁっ、キリトくんより、ずっとすごいぃ…太くて。きもちよくってぇ」 

「そうかー、じゃあ、これから毎日、彼氏の代わりに、これでぐちゅぐちゅにしてあげ

るね、アスナちゃん」 

「してぇ、いつでも…ぁぁっ、そこ、そこぉ」 

キリトの事を揶揄される度に、身体の芯から蕩けるような背徳感と罪悪感がアスナを貫

いて、 イケナイと思うからこそ、口に出して比べることで、強烈な快感となってフィ

ールドバックする。 

「んっぉ。くくっ、彼氏の事言うと、すごい締め付けだね。ぐふっ、だすよ…だしちゃ



うよ」 

「ふぁ…いいよぉ。出してぇ…き、キリトくん以外の人に…っ、バケモノに、だされち

ゃう…ぁっ…あーーー」 

どぷっどぷどぷ。 

太いホースのような触手から白い樹液が迸って、アスナの子宮を一杯にし、膣孔から溢

れ出る。 それのみならず、膣内で人間には不可能な回転まで始めて最後の一滴まで搾

り出している。 

（熱ぅ…おなかに沢山…きもちいぃ） 

「ぁぁ…いっぱい、中にぃ。ぁぁ」 

アスナの瞳が幸福の色を湛えて閉じられる。 

胎内まで犯された事への『満足感』に包まれたまま、アスナの意識は快楽に浚われ、白

い闇に沈んで行った。 

 

―終― 
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