
 

おもろいトークや感情を揺さぶる深い話がしたい 

 めっちゃ美人な彼女やセフレを作りたい  
えげつないくらいモテたい 

モテるようになるなんて当然。恋愛だけじゃなくて 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

人生全部を好転させたい！ 
     

そんなヤツだったぼくが、 
       そんなヤツらのために作った、 

      そんなヤツのためだけのコミュニティ。 

Club 恋達 
の募集をします。     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Rentatu 

恋愛やモテのノウハウを体系立てて学べば、えげつないくらいモテる。  
これは事実。  
でも、それなりに勉強して、アウトプットせな無理。これも事実。 
  

かといって、 
巷の通信講座の適当な資格を1つ取る程度の時間があれば取得できちゃう。 

でも、自分1人で実際にやるのは極めて難しいものです。 

どうしても心のどこかに安全策を取りたい気持ちが残っていて、頭でわかっ
ていても リスクを負うことを避けてしまいます。 

そして、予定調和が続く。 

面白いですか? 
そんな人生。 
そんな恋愛。 

今からめちゃめちゃ大事な話をします。 
 
人によっては今日、この日、この瞬間が人生のターニングポイントになると
思います。 

別にお決まりの売り文句じゃありません。マジで言ってます。 
あなたがそんな人でありますように。 
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今、この瞬間からモテる人生を送れるようになるには 
今、自分は何をすればいいんやろ？ 

世の中には、モテるために、恋愛を楽しみ尽くすために、 
必須と言われるものがいくつかあります。 
  
「それは顔やで」という人もいるでしょうし、  
「やっぱお金やろ」という人もいれば、 
「会社名・肩書きなどのハイステータスやな」という人もいる。 
  
他にも「地位」「権力」「ファッション」いろいろ挙げられるでしょう。 

でも、ぼくがもしその質問をされたら間違いなくこう答えます。 

「いやいや、認識体現力やろw」 

実際、 
『認識体現力』を持っている人は世の中には結構います。 
芸能人でいったらロンブーの淳とか。 

僕が見てきた人で言うと、体重80kgぐらいなデブなのに、街ですれ違った
女の子から「キャー！」と言われて抱きつかれている人もいました。 

失礼ながら、顔がかなりブサイクなのに、ナンパで通算500ゲット、芸能人
やAV女優がいる街に張り込んで、声をかけて連れ出してセックスをしている
人もいました。 

さすがにこれまで恋愛活動を10年も続けていると、 

「男は顔じゃない」 
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ということを確信せざるを得ませんでした。 

そして彼らは総じて、恋愛面において、自由で幸せで快適な暮らしをしてい
るものです。 

少なくともそうでない人よりも。 

その反面、 

彼女もセフレもおらず 
たまに合コンや相席屋に行くも相手にされず 
オナニーや風俗通いの繰り返し。 
あるいはタイプな子とセックスが一向にできず 

今の世の中、当然のようにそんな生活を送っている人が大勢いることも、 
もはや周知の事実です。 

ではなぜ彼らは、そんな退屈で辛い生活を送っているのか？ 
好きでやっているの？いやいや、 

  これまでの人生において 
親にも学校の先生にも友達にも 

誰からもモテる方法を教えてもらったことがないから。
モテる方法を知らないから。 

これに尽きます。 

それはこれまでのメール講座でもお伝えしてきました。 

それと同時に、 
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認識体現力を身につけることが、  
いかに人生を変えるほど素晴らしいことであるか 
についても、ぼくはこれまで何度も強調してきました。

そしてブログやTwitter、Youtubeでの発信に共感してくださった数々のメディ
ア様から、ご依頼や取材を頂くまでになりました。 

週刊SPA! 2018年9月8日発行　袋とじ掲載 
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日本放送協会 NHK 様（現在打ち合わせ中） 
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株式会社ドワンゴ様　ニコニコ動画 
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マッチアップデート様 
 

  /  8 52



 

2017年9月4日にラジオ「レコメン！」の 
「今夜は本格的恋愛相談企画」に 

特別ゲストとして出演。 
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婚活情報総合メディア「まりおねっと」様 
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これは僕の恋愛の考え方や女性との接し方が確かなものとして世間に認めら
れた証拠といえるでしょう。

話を戻しますが、

本来は、ルックスに自信がない人ほど、 
女の子の感情が手に取るように分かり、どんな言葉を投げかけて良いかの適
切な解が分かるようになる＝認識体現力があるという状態を目指すべきなん
です。 

かつて、僕がそうだったように、 

自分自身の顔に自信がない人は、きっと認識体現力を身につける以外に、 
モテることが可能にならないから。 

僕は先天的な外見の魅力に恵まれず、身長も168cmです。 
友達に「おい、ブス」といじられてもきましたし、 
医者に「何万人に一人の声だね」と言われてきたぐらいに。 

認識体現力を身につけなければ、間違いなく今の僕は存在していません。 

僕の武器は、同年代をはるかに上回る高い視座や思考力、そして、 
女性の感情が読み取れ、感情の動かし方が分かることです。 

中には、それを見てまだ信じられず、 

「そんなの綺麗事やろ。」 

と思って購読するのをやめた読者さんも少なからずいたことでしょう。 
実際、こんなことを街中で叫んでも、 

「俺は今のままで精一杯やねん。 
希望を持たせるようなことは言わんといてくれ」 
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と突き返されるのがオチです。 

でも今、この文章を読んで下さっている方なら、 
すでにその素晴らしさを実感してる、納得してる方も多いので
はないでしょうか? 

なぜ、僕が女性から求められているかの輪郭が、 
おぼろげながらも見えてきた人もいるのではないでしょうか？ 

世の中には、その素晴らしさに気づきながらも、  
そんな世界に背を向け、モテないのに的外れなモテ持論を展開してくる人が
います。 
  

「おれは貯金が3000万あるんや！」 

お金で女の子が惚れるの? 

「俺は大企業に勤務してるんや！」 

意外に会社名で女の子がついてこないて薄々わかってるでしょ? 

「ぼくはイケメンや！」  
年を取っていくにつれ、女性は中身で判断するよ? 

   

ぼくは、そんな顔や年収や肩書きやスタイルに 
頼るようなモテ方をして、 本当にそれで幸せなのか、

不思議でなりません。笑 
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『顔やスタイルや金や薄っぺらい理論や表面的な 
トークのテクニカルな部分でモテようとする生き方』 

と 
『女の子の幸せを一番に考え、その上で女の子の求めているものを認識し 
それをトークや男らしい振る舞いで体現してモテようとする生き方 』 

  

どちらの方が魅力的か、人から愛されるか、人生を謳歌できるか? 

「そんなん100%後者やろ！」 

というのは言い過ぎでしょうか? 

認識体現力を身につけることは、 
これからの人生にとってそんなに魅力のないことでしょうか? 

女の子の感情や求めているものが分かることが 
最優先事項。その上で、おもろいトークや深い話、 

男らしい振る舞いで女の子を幸せにする 

こんな生き方ができれば、あなたの人生は激変します。  

断言しますが、これまであなたがモテなかったのは、 
価値のある男と認識されていなかったから。 

しかしながら、今からは、 

想像すらできないほど素晴らしい人生を歩むことができるようになります。   

今ここで「いやいや言い過ぎでしょ。」と思った人は、 
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『認識体現力を身につけること』が、 
どれだけ強烈なことか、どれだけ女の子を惹きつけるのか、ど
れだけ人生にインパクトを与えることかを知らない、もしくは
知っていながらも目を背けているかのどちらかやと思います。 
  
だからぼくはこれまでのメール講座で、そんな生き方の素晴らしさを強調す
ると同時に、 

実際にどうすればその力を手に入れられるようになるか？ 
0の状態から何をすればモテるようになるか？ 

動画や文章を通して語り続けてきました。 
  
しかし、 恋愛やモテに関する情報商材やセミナー、 
スクールを販売・紹介している人たちのメールマガジンを見ても、 
  
「確かにこの人はモテるんやろな」と思うことはあるんですが、 
  
セックスした数、簡単に落とすことができるという事
実を主張して読者を煽っているだけじゃないの？ 

そう思わざるを得ないような場面も多々あります。 

●モテるための道筋を教えているようで、ただネットで数を打ちまくってい
る 

●どんな声かけにも反応するメンヘラのナンパ声かけ音声を取って「超美人
を魔法のトークを駆使してナンパ成功しました！」と誇大な主張をする 

●女の子の幸せを考えず、強引にセックスまで持っていっている 
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確かにセックスはできていると思うんですが、 
いまいち腑に落ちないわけです 

もちろん、彼らはそうすることで実際にセックスできているわけですし、 
そういうモテ方をしたい人は、ぼくなんかよりも彼らから学んだほうが 
よっぽど早くセックスできるようになると思います。 
   

しかし！そうではなく！ 

かつてのぼくのように、 

●職場や学校で狙っている女の子を彼女にしたい！ 

●ほんまもんの美女を自分の欲しいのままにしたい！ 

●顔とか金に頼るんじゃなくて、女の子が求めているものをしっかり認識し
てトークとかで提供できるようになって、裸一貫で美女を落とす力が欲しい！

●目の前の女性を幸せにする力を身につけそれを応用して、目の前の女性、
友達、家族、仲間、ひいては関わる人全員を幸せにしてえげつないくらい充
実した人生を送りたい！ 
  
そういうゴールを持っている人にとっては、 
いくら教えてもらおうとも、期待に応えてくれるものかどうかは難しいと言
わざるを得ません。 

これは、この業界でちゃんとモテるようになった人が 
ほとんどいない理由の1つでもあるんじゃないか。 

  /  15 52



 

ぼくはそう思います。 
そんな経緯もあって、今回ぼくがやることになったプロジェクトは、 

“昔の僕”が最も欲しかった理想的な講義 

にしました。 
  
そんな、1人の若僧のワガママを追求した結果が今回のプロジェクトです。 
  
僕はこの若さで（27歳）数千人の女性と関わり、 
300人以上の女性と関係を持ち、数年間という月日
も親しくしてきた女性が全国主要都市にいます。 
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僕は相手の女性を肩書きや年齢、ルックスだけで評価するのが嫌いです。 
ここで、自分の経験人数や武勇伝を自慢したいわけじゃありません。 

ただ、客観的な事実として、10年間も恋愛突き詰めた結果、 
27歳で数千人の女性と関わり、300人以上の女性と関係を持ち、 
自分の良いところも悪いところを知っても残ってくれる女の子が全国にいる
ように至ったまでです。 

この業界で、この年齢でこれだけ実績を出している人はほとんどいません。 
というかぼくが知る限り、いません。 

いたとしても、出会いが量産できるストリートナンパで可愛くもない女の子
となりふり構わずセックスして経験人数だけやたら多い人か、ネトナンで付
け焼き刃の力しか手に入らないしょうもないブランディング方法で、数を打っ
てぼちぼち可愛い子をゲットしているぐらいです。 

  
この質（女性のレベルの高さ）と量（人数） 

どちらも優れているというのが、 
恋達のキャラクターでもありセールスポイントでもあ

ります。 
  
もちろん、これは言うまでもありませんが、  
そんな結果を出すために、 モテに必要不可欠な、ありとあらゆることを徹底
的に勉強してきました。 

そんなぼくが、昔の自分にモテる方法を教えるなら 
どう教えるか、何を伝えるか? 
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モテを覚えるのに難しい言葉なんて必要ありません。 
普通の言葉で、普通のトーンで、言わなきゃいけないこと全てを 
あなたにお伝えします。 ただ、あらかじめ言っておきますが、 
  
・魔法のトークだけで簡単にモテる方法 
・これさえ学べば誰でも明日からモテるようになる方法 
・楽して誰でも100%モテるようになる秘密の方法 

そんなものは一切やりません。そんなの知らないんで、ぼく。 
  
だから、 
  
「美人やかわいい女の子を落としたい！」と思いながらも、 
「金や顔やくだらないノウハウに頼るのではなく、真にモテる力を
本気で身につけるつもりでいる。」という方のみが対象です。  
 
それ以外の方は今回のプロジェクトに参加しないで下さい。

モテること、それは生まれつきの才能。 

世の中の9割以上の人はそう考えています。 
  
そしてそういう人のほとんどは、 
  
「どうせ俺は顔がよくないから...」  
「僕はコミュニケーションが苦手だし給料も少ないし...」 
   
女性に振られる恐怖、結婚の心配、モテないことへの不満、 イケメンへの嫉
妬、金持ちへの憧れ...etc   
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こういったモノを抱えて生きてます。 
そりゃそうです。 

女性を惹きつける魅力を持ってないんだから。 

「そりゃあ怖いよなあ。」と、ぼくもそう思います。 
  
でも、そんな恐怖や不安に怯えながらもみんな潜在的には気づいてるんです。

 本当のモテる人間は、イケメンでも、金や権力を持っ
てるやつでもなく、おもろいトークや深い話、堂々と
した振る舞いなど女性が求めているものを的確に提供
できるヤツや、と。 

外見だけを見ると、それほどモテそうに見えないヤツ
が、この世で一番実力があって美味しい思いをしてい
る男と、いうことを。 

でもほとんどの人はそうなろうとしない、何もしない。 
むしろそんなことは考えないように日々を過ごしてる。 
  
なぜか? 

 「モテる人間は生まれつきモテる。世の中とはそういうもんや。」

心のどこかでそう思ってるからです。 
  
そういう人たちの中には、ぼくが何を言っても聞く耳を持ってくれない人た
ちもいる。そんな人にはこれ以上何も言うつもりもありません。 
ぶっちゃけどうでもいい。無関心。 
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でも中には、 

「せっかくたった１回きりの男としての人生だからこそ、  
才能の有無で諦めきれるもんじゃない！努力して、絶対に、 
絶対にモテるようになって人生を最高なものにしたい！」 
  
そう思いながらも、現実とのギャップに悩まされている人。 
  
「日常生活でそもそも女性との接点がなさすぎる…」 
「女の子のルックスを選ばなければ、一定数はワンナイトができるのに…」 
「せっかく連絡先を交換したのに、連絡しても既読スルーか未読になってし
まう。」 
  
ちょっとしたことが原因でスランプに陥っている人。 

そういう方にはきっとぼくの声は届いたはずだし 
ぼく自身もそういう方にだけ教えたい。 

わがままかもしれませんが、そう思うんだから仕方ありません。 
  

さて、世の中のほとんどの男が、そういうモテないことの悩みを抱えている
一方で、 毎日日替わりで美女とセックスしたり、職場や学校の可愛い女の子
をきちっと自分のものにしたり、日常生活（居酒屋やカフェや喫煙所などで）
で関わる女性はバンバン落としたりする人たちも数多くいます。 

彼らは一体他の人と何が違うのか?何が凄いのか?  

正直、恋愛を学び始めた頃のぼくには、全く分かりませんでした。 
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「何であの焼けた肌のゴリラみたいな大してかっこよくもないやつが、  
異常に女の子から求められてるんや？」 

「なんでこんなブサイクな男があんな強めのギャルを連れてるんや？」 

ずっとそう思ってました。 

 
「モテたい」という気持ち人一倍あったからこそ、 
誰よりも理想と現実の狭間で苦しみ、自分への自信のなさに嘆きました。 
多分、僕が一番学生時代に何度も涙を流し、一人で悔しい気持ちを味わって
きました。 

 あなたは、彼らを見て、彼らのブログを見て、メルマガを読んで、 

「うわーすごいなー、きっと生まれもった才能や資質がすごいんだなー」 
  
と思いますか? 

「なんでこんなにモテてるの！？」 

  
そう思いませんか?  
少なくともぼくはずっとそう思ってました。 

あいつら、別にたいしたことないんですよ。 

  
こんなこと言うぼくも彼らと同じ業界でモテる方法を発信してます。  
なのでこれはつまり、  
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「恋達も大したことない」と捉えられてもおかしくない発言です。 
そう思ってもらって構いません。  
それでもぼくは、今ここでこれをあなたに伝えたかった。 

モテてるからって別に偉くも賢くも凄くも 
何ともない。あの頃のぼくはそれを知らなかった。 

  
芸能人を落とすというわけではなく、日常生活で関わることがある美女を 
落とす程度、 生まれもった才能も優れた容姿も金も権力もいらなかった。   

知った時はマジでビビりました。すんごい衝撃を受けました。 
ドッキリかと思うぐらい。 
『突如として天から降りてきた』、そんな感覚になりました。 

どうしてモテやナンパの情報発信をしている人たちの 
中にはあんなにモテている人がいるのか？ 

それについてはこれまでのメール講座で何度も語りました。 
  
勘違いされたくないのでこれまた何度も言いますが、 
ぼくは決して『誰でも楽してモテるようになるよ』と言ってきたわけではあ
りません。 
  
 「努力すれば誰でもモテは後天的に獲得することができる。」 
 
という事実を伝えてきただけ。   

その根拠も十分説明してきたつもりです。 
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ちゃんとやればモテる。 
 

ぼくはそう言い続けてきたんです。 
  
中には、『誰でも楽してモテるよ』という釣り文句ばかりを並べる人もい
る。 でも、そんなことを言う彼らだって実はちゃんと勉強してるんですよ。 
  
だからもしあなたがモテる努力を始めていて、 
十分にモテていないのであれば、ハッキリ言います。 

それはあなたがちゃんと勉強してないからです。 
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それ以上でも以下でもありません。 

  
「じゃあどうすりゃいいんだよ！」 

  
ここまで読んでくれた方の中にはそんなことを言う人はいないはず。  
方法は1つです。 

モテるノウハウを、ちゃんと勉強してください。 
圧倒的に視座の高い人からモテの思考を盗んでください 
モテるヤツがいる場所に自分の身を置いてください。 

これまでのメール講座で、 具体的にどうすればモテるようになるのか、 
その道筋は全てお伝えしました。 
  
タブーなこともいっぱい喋ってきたつもりです。 
  
「こんなことまで教えてくれるのは恋達さんしかいませんよ！」 
  
というメールもいくつも頂きました。  
なぜぼくがそんなことを喋ってきたのかと言えば、 
   
どうやってこれからモテるようになるのか、その具体的な道筋を全て知った
上で、 あなたにやるかどうかを判断して欲しかったから。 
  
ぼくは、正直、 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セックスできた結果だけを見せて、 
具体的なことは何も言わずに読者を煽る。  

そんな奴らが大嫌いです。  
ぼくはそうなりたくはなかった。 

あ、実際に彼らがモテていることは事実ですよ。 
 (ブスやメンヘラとセックスして「美人とセックスできました！」と言って
いる人は多いですが)   

そして彼らは口を揃えてこう言います。 
  
「努力すれば誰でもモテるようになれるよ。」 
  
ココに関してだけはぼくも賛成です。 
ぼくはよく友人・知人に同じこと言ってますから。 
  
別に今、あなたが同じことを思えなくったって構いません。 

でも、半年後のあなたは今のぼくと同じ台詞を口にすることになると思いま
す。 

「いやあ、でもモテるようになるまで続けられるか 
どうか…」 

その気持ちも分かります。すごく分かる。 
(これまでの説明してきたことを手順通りにやれば早い人だと半年もいらず結
果は出るんですが...) 
  
ただ、ココで言っておくべきなのは、 
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「これまでモテる努力をしなかった人にとって、 
美人とセックスしたことがない人にとって、 

モテることは、非日常なんです。」 

「ちょっとやっても結果が出なければすぐ諦めてしまう。」 
「なかなかモチベーションを維持できない。」 
  
そういう悩みを持つこと、そんなの当然。当たり前。 
  
でもそれは、あなたの意志が弱いとか、夢を叶えたいという想いが弱いとか、
人生を変えたいという気持ちが弱いとか、そういうことが原因なんじゃあり
ません。 

自分の力でモテることが、 
女性から求められまくることが、 

日常になってないから。 

そんな環境に身を置いていないから続かないんです。 
  
じゃあ答えは簡単です。 

自分の力でモテることを日常にする。 
その前に、モテようとすることを日常にしてください。 
 
ぼくが言いたいことはそれだけです。 

  /  26 52



 

  
その上であなたがまだ、ぼくの言うことに耳を傾けてくださるのであれば、 
ぼくは今日、ここであなたに特別なオファーをします。 
そして、ぼくが知る限りのモテる方法、その全てを盗んでもらいます。 
あなたには1人でモテまくるようになる方法、力を、身につけてもらいます。

さてさて、前置きが長くなってしまいました。  
ここからは少し口調が硬くなりますが、 
肝心のプロジェクトの詳細についてお話しましょう。 

本物の男を目指す男だけが入会を許され、 
口説くのではなく、口説かれる男を目指す高い上昇志
向の持ち主が集まる、恋愛界のエリート集団、 

Club 恋達 
の精鋭メンバーを募ります。 

インターネットにつながった端末(パソコン・スマートフォン・タブレット)
さえあれば、 いつでもどこでもモテるノウハウが学習できるオンライン  
スクールです。 
  
参加者のみがログインできるメンバーサイト内で、 
あなたが参加したその日から毎週コンテンツがアップロードされ、Web講義
の視聴はもちろん、その他のコンテンツ・参考資料の閲覧ができます。 
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随時ぼく自らコンテンツを追加し続けていく、半永久的なコミュニティでも
あります。 
  
イメージとしては、 
『モテるノウハウをマスターするための通信教育・Eラーニング+α(コミュ
ニティ)』 といったところでしょうか。 
  
Web講義の配信期間は、半年間です。 

Web講義のテーマと、 その中で語られている具体的な内容を少しばかり箇
条書きにしました。 
これをご覧頂くだけでも、モテるノウハウの『すべて』がきっちりと順序立
ていて 網羅的に解説されていることがお分かり頂けるはずです。 

24回の授業動画について 

Club 恋達の授業カリキュラム一覧 
１　恋愛業界の俯瞰 
２　USP、服装最低目標　ファッション（基本編） 
３　理想目標　ファッション　ファッション（上級編） 
４　ネトナン（基本編） 
５　ネトナン派生（プロフィール作り方）（上級編） 
６　 LINEについての考え方 
７　初対面でのデートで気をつけること、心構え（初回デート） 
８　女性にウケるおもろい話とは 
９   女性にウケる深い話とは 
10 アポの成約率を上げるために電話を使おう 
11  モテる人の恋愛活動をシェア～水平展開の構造についての可視化～ 
12  末長く恋愛活動を楽しむために～スタンス・自分ルールの設定～ 
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～これにて基本編は終了～ 
13   とにかく手札！手札！手札！同時並行で女と関わまくらなければ先が 
ない！水平展開マシーンになれ 
14   主導権の握り方、いじる技術（自尊心を傷つけてはならない） 
15   心の抱き方 
16   美女が求めているもの全部（男としての振る舞いとその具体例） 
セックスは気が合えばするという意識（ナンパ師、恋愛工学生向け） 
17  なぜこんなにも非モテが多いのか（モテない人がしてしまうあらゆる行
動） 
18  セルフイメージ　エフィカシー　コンフォートゾーン　アファメーショ
ン　レジリエンス 
19  スランプの脱し方 
20  悪さの身に着け方 
21  定期的に変化することの必要性（メンテ・変わり映え） 
22  コミュニケーション本を恋達が勝手に加筆・修正しコミュニケーション
の本質を伝授 

～真の恋愛エリートになるために（究極系）～ 
23  性格すらも変えていく（自然に出会いが出会いを呼ぶライフスタイルに。
紹介で勝手に増えて行く） 
24  末長く進化し続けるために～自分のアタマで考えよう～ 

以下、詳細です。 

◆準備編  

・USP（独自の強み）の作り方と差別化戦略 

・美女を落とすに当たっての最低目標と理想目標とは？ 

・盲点を外す～女性から足切りをくらわないために～ 

 ・モテる男がなぜモテているか恋達が因数分解し、モテる要素のインストー
ル 

  /  29 52



 

（後天的に1つずつモテるための武器を獲得していくこと）  

・筋トレはどの部位をどのくらい鍛えるのかについて実際の筋トレ方やボディ
メイキングについて徹底解説  

・どんな判断基準を持って何の店でどの服を何円で買えばいいのかを伝授。
及び論理的に解説 

 ・ファッションを記号として捉え、記号の種類を理解。存在を認識されてい
ない状態から認識されるために  

・ファッションで他の男性を圧倒するには？ 

（恋達のファッションをお見せします。どんなファッションがモテるのか、
徹底的にイメージを掴んでもらいます） 

・本質を逃さないから出会いに困らなくなる、モテの最適化。まずは垂直展
開。次いで水平展開。 

・電話で女性からの評価を一気に上げる方法 

（電話でアポを取り付けることで成約率が格段に上がります。ちなみに僕の
電話でのアポの成約率は90%ぐらいです。） 

・現代の恋愛市場と未来の恋愛市場から読み取る、いつの時代も通用する本
質的にモテる男とは？ 

◆出会いの場編 

・職場、学校、カフェ、居酒屋、受付、合コン、喫煙所等、各場所ごとの女
性へのアプローチ方  

・もう迷わない！シチュエーション毎の声かけフレーズ集 

・初対面で食いつきを上げて別れるまでにすべきこととしてはならないこと 

・◯◯を意識するだけで連絡先を教えてもらう確率は飛躍的に向上する 

・運命や偶然の出会いを感じさせる必然的出会いの作り方  
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・鍵屋になれ！相手にピタリとはまる鍵を作ればどんな相手でも大丈夫、鍵
の作り方  

◆デート編  

・代替不可能な存在として女性に自分を認識させるには？ 

・1回目のデートでは◯◯に行き、◯◯について◯時間話すだけ 

（初対面のデートにおいて“正解”を作りました） 

・2回目3回目のデートで◯◯の話をしてホテルや自宅に誘導する  

・「沈黙が続いてしまう。。」そんなあなたへ、1枚のカフェの写真から読
み取る恋達の会話の広げ方（11パターン） 

・図解：『デートではこんなカフェに連れて行け！』 

（様々なカフェの写真を例に、なぜそのカフェが良いのか？なぜそのカフェ
が落ち着くのか？を解説。デート時の参考に。レパートリーを持つことの重
要性が腹落ちします） 

・コミュニケーション本を絶対に参考にしてはいけない理由 

・足切りを食らわず、次回のデートに繋ぐためには？ 

◆メンテ編 
・末長く恋愛関係を続けるために必要な3つの要素  

・セックスはあなたの人生経験の集大成であり、最大のパフォーマンスの場 

・女性トラブル回避術  

・定期的に変化することの必要性（末長く恋愛をするために必要な変わり映
え） 
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◆トーク編 
・おもろい話の無限の作り方のそのコツの真髄  

・芸人を初め、おもろいトークが出来る人が必ず使ってる“解釈を変える技術”
の習得法 

・深い話で感情を揺さぶるトークの構造の解説とその複製方法と具体例 

（主義、信条、価値観、哲学で他の男性を圧倒する方法） 

・恋達の真骨頂！“深い話”の導入すべきタイミングの解説と深い話の作り方 

・美女に敬意を持たせるには？敬意の抱かせ方及び戦略的トークについて 

・恋達のトーク実例  

・ラインや電話だけで食いつきを上げるには？~演出と自己ブランディング
の方法～ 
・何を考え何を目的として会話をすればいいのか？出会いからクロージング
まで  

・LINEについての考え方 

・権威トレンドを読み、相手の聞く姿勢を作ることで美女の心を開かせるに
は？ 

◆メンタル編 

・恋愛、仕事、人生すべてを良好にする◯◯という概念 

・レジリエンス、セルフイメージ、エフィカシーの取り入れ方 

・究極にモテる、大衆を出し抜く考え方、心のあり方の具体的構築 
法 

・悪さの身に着け方 

・性格すらも変えていく～自然に出会いが出会いを呼ぶライフスタイルに～ 
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・末長く進化し続けるために～自分の頭で考えよう～ 

◆ネトナン編  

・ネトナン攻略の要諦を徹底解剖（ブランディングという武装をするからこ
そ、可愛い子や綺麗な子とマッチングができる） 

・ペアーズ、Omiai、タップルなどの棲み分けと攻略法  

・今流行っているアプリが廃れて別のアプリが流行っても、通用するネット
ナンパの本質  

・ネットナンパがモテる男を作るロケットエンジンになる理由とその解説  

・プロフィール写真、自己紹介文、参加コミュニティが三位一体となってい
なければならない理由 

・モテるプロフィール写真の用意の仕方と自己紹介文の書き方について、恋
達のノウハウを大公開 

・モテる人の恋愛活動をシェア-水平展開の構造についての可視化- 

◆読書編 
・なぜ読書がモテにつながるのか？絶対的読書のすすめ 

・デートで使える話題の本や、深い話ができるようになる土台となる本を恋
達が厳選して紹介 

以上が授業動画の内容になります。 

音声コンテンツとして、 

✔中洲の人気クラブ嬢との限定対談音声 
✔僕のペアーズでアポ取り音声 
✔30代銀座美容OLとのデート音声 
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✔過去に開催したセミナー・勉強会音声 
✔ペアーズ700いいねネイリスト兼キャバ嬢との電話音声 
✔電話だけでおもろいトークと深い話で鬼のように食いつかせていく電話音声 
✔24歳博多美人との電話音声 
✔名古屋某有名店デリヘル嬢とのトーク音声 
✔【ペアーズ1000いいね】関西在住20代大手旅行会社OLアポ前電話音声 

などなど、音声コンテンツもふんだんにあります。 
これからも随時追加していきます。 

というか、 
皆さんが欲しい音声コンテンツは何でも用意できます。 

さすがに僕がセックスしているところは撮れませんがw 

補足動画コンテンツや参考資料も充実しています 
(半年後も随時内容を更新して増やしていきます) 

・恋達が落とした極上女性との対談動画 
(不定期配信・女性の本音を引き出し ます) 

・恋達の声かけ音声 
(不定期配信・カフェや喫煙所など、あらゆるところで 恋達が女性に声をか
けそのトークを皆さまに還元致します。 
 
※2019年2月現在、20時間以上の恋達の音声を格納しています 

・恋達のオススメ本紹介 
(モテるメンタルを作る土台は読書です。  
女性との会話で話題にできる本や、深い思考をつくるための本などを 
紹介致します) 
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・ファッション案内 
(どの店で何の服を買えばいいのか分からない方のために 実際のブランド名
や商品を案内) 

・清潔感を維持するために必要なこと、全部 
（アイテムを写真で掲載し、まとめページを作成） 

・対面コンサルでコンサル生とのやりとりから生まれた良質なQ&Aを皆さま
にも還元致します 

・毎週のメンバー限定フォローアップメルマガと号外メルマガ 

・恋達運営ライングループご招待 
（僕はもちろんモテる男たちつるむ場。モテのエッセンスが吸収可能） 

説明することが多すぎて僕までもが混乱しそうですが、

Club 恋達でぼくとあなたが共有する内容は、 
  
今のぼくが知っていること全て、そしてこれからぼくが 
新しく知っていくこと全て。  
それ以上でも以下でもない。 

そう理解してもらえれば分かりやすいと思います。 
  
コンテンツ・中身には、極めて自信があります。 
是非、全てを吸収し、圧倒的なスピードでモテるようになって、 
人生を激変させてください。  
そのために必要なことは全て用意していくつもりです。 
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“昔のぼく”が最も欲しかった理想的なコミュニティ 
  
としてはこれにて完成、というわけです。 

まとめます。 

Club 恋達に参加するメリット 

1.恋達の最新ナンパ・デート実録音声を即日受け取ることができる 
（僕が女性と関係性を作る様子を継続的に見続けることが、あなたの恋愛能
力を加速させてしまわざるをえません。その他、流行りのナンパスポット、
アイフォンケース、季節のイベント、ホットスポットなどの情報もすべて、
リアルタイムだからこそ、他の男たちが手に入らない情報がいち早く手に入
ります。） 

2.ブログでは紹介していない、恋達の最新の私服を随時公開 
（厳選されたモテるファッションの情報をキャッチすることで、自然と感性
やセンスが磨かれます。） 

3.ブログより質の高い会員限定のコンテンツを配信 
（僕と女の子とのやりとりから、僕の発言の意図や女の子の感情を丸裸にし
た解説付き分析レポートを見ることで、モテる男の視点が手に入ります。 
女の子との関わり方のイメージが湧いて自然と次の手が閃くでしょう。） 

4.恋愛界断トツで意識・質の高いメンバーが所属 
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（ありがたいことに、僕のコミュニティには恋愛はもちろん、人生の質を向
上させたいと本気で願って行動するほんまもんの人が多く参加してくれてい
ます。こんな質の高い恵まれた環境は日本中でClub 恋達だけです。） 
 
（所属するメンバーは学生や会社員の方を始め、年収1億の経営者、自営
業、外資金融、シンクタンク、証券マン、国家公務員、SE、プログラマー、
外資系メーカー管理職、医者、弁護士、世界を股にかけるプロのギャンブ
ラー、鯨漁船の乗組員、女性用風俗店員、アフィリエイター、銀座のクラブ
のボーイ、ボイストレーナー、ナンパ講師…

などバラエティに富んだメンバーで、年齢や職業は違えど、同じ理念や志を
を持った仲間がいるので、自然と仕事で高い成績を出して成功していくメン
バーが少なくありません。）

5.恋達のエネルギーを毎日受け取れるから、高いモチベーションを
維持できる 
（モテる男と毎日会話しているようなものです。モテる男の意識・常識・当
たり前に日々触れることが、あなたのすべてを底上げし、モテる男へと押し
上げます。） 

6.全国に195名の精鋭メンバーが所属しているので、年齢の近い
活動仲間を見つけることができる 
（全国各地にメンバーがいます。僕がメンバーとメンバーを繋げることもあ
ります。現在、福岡・大阪・名古屋・東京と4都市限定ではありますが、専
用のグループを作って、メンバー同士が日々その土地土地の情報交換を行っ
ています。） 

7.メンバー同士で交流があり、プロフィール画像の撮影、深い話の
相互添削などを自由に行える 
（同年代のメンバー同士だからこそ、話しやすいことも相談しやすいことも
あります。「友達にも職場の人にも相談できなくて…」と嘆く日々は、もう
終わりにしましょう。） 
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僕があなたとラインで繋がるということが、どれだけモテの価値観を激変させ、 
日常生活すらも一変させてしまうかの恐ろしさに、もうすでに興奮している人もい
ると思います。 

そりゃもう、恋愛活動を続けていれば、成長は自ずと伴なってきます。 
方向性は僕がちゃんと見ているので、安心して恋愛活動を続けることができます。 

不定期開催のClub 恋達のメンバー限定オフ会 

勉強会の様子　　　　　　　　　　　　　　　懇親会の様子　 

勉強会でも懇親会でも僕の近くで、あるいは隣でどんどん質問をして頂けます。 
開催頻度は月に一度のペースです。場所は基本的に東京になります。 

勉強会も懇親会も死ぬほど盛り上がっているので、参加率が高いです。 
前回の勉強会や懇親会では30人も集まっていただきました。 
（なんと、札幌、大阪、名古屋、新潟、福岡、徳島からもご参加頂きました） 

メンバー限定で、民泊施設を借りて僕と丸一日間の詰め込み型恋愛合宿を行うこと
もあります。 
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映画007を鑑賞してジェームズ・ボンドからモテる男を学んだり、僕が行きつけで
デートで使っているお店でグループコンサルをしたり、ホテルのラウンジでこなれ
た男の振る舞いや作法を教えることもあります。 

懇親会や夏にBBQを開催して、メンバーの士気を高めたり恋愛に関する情報交換の
場を設けたりもします。 

僕がセミナーで地方に行くときは必ず現地のメンバーを招集して楽しく恋愛を学べ
る時間を作っています。 

モテる人を実際に見て欲しい。 
モテる男の背中を見て感じて欲しい。 

かつて、僕がそうだったように、 
必ず、今までの人生になかった衝撃や発見が、 
あなたの人生を変えるきっかけになると信じているから。 

参加費はその時々の内容によりけりですが、大体5,000円ぐらいと思っておいても
らって構いません。 

僕はまだ序章に過ぎません。 
ギアは5段階中2段目です。まだまだいきます！ 

僕と一緒に成長していきましょう！ 

 
僕が運営しているライングループで、「普段の気づき・学び・感じたこと」を即日
配信することで、遠く離れた方にも間接的にコンサルができます。 

みんな一人で僕のコミュニティに参加しているので、 
「一人でも大丈夫なのか。」と心配される方ももちろん大丈夫です。 
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僕が恋愛活動をする中で得た、気づき、学び、反省、失敗談などを、 
どんどん追加していき、メンバーと共に高い志を持って活動することで、 
恋愛能力が日本でトップである最強の恋愛集団を作っていきます。 

インターネットにつながった端末（パソコン・スマートフォン・タブレット）
さえあれば、いつでもどこでも恋愛を勉強できるオンラインスクールかつ、 
随時僕自らコンテンツを追加し続けていく 
会員限定プレミアムコミュニティにご招待します。 

今回、その場を作りました。 
日本中のどこを探しても存在しない、 
選ばれたメンバーだけが、所属できる”僕にしか作れない特別な場”を。 

Club 恋達は、時代ともに脱皮と進化を続け、形を変え、普遍的なものになっ
ていきます。 

2019年2月現在、参加者の年齢は、18歳～58歳までと、幅広いです。 
主に20代、30代が中心ですが。 

講義内容自体が「流行りや上辺のテクニック」ではなく、 
「モテるための本質的内容」をお伝えしておりますので、コンテンツ内容が
そぐわない人はいません。 

実際に、メンバーの成長と年齢に相関性はなく、 
努力量や熱量がある人ほど成長しております。 

これは事実です。 

コミュニティは常に活気付き、メンバーの成長が日々著しいです。 

また、「週に1回じゃなくて、まとめて全て授業を渡してほしい！」 
という方は遠慮なくおっしゃってください。 

以上が『Club 恋達』の全てです。 
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“昔の僕”が最も欲しかった理想的な恋愛コミュニティ 
  
それ以上の出来栄えであると確信しています。 
  
「完璧！完全無欠！」かどうかは知りません。 
ただ必要あらば随時更新していく形、つまりぼくが今から半年間で得たこと
もコンテンツになっていくので、まあそれに近いものであるのかなあ、 
とは思います。 
  
というわけで長ったらしい説明はこの辺にして、  
ずっと気になっていたであろう参加費やコースについて。 

はい。 
ということで、講座の説明を終えて参加費の説明に入ります。 

Club 恋達の参加費は、 
162,000円（税込）です。 

この価格も本当にやる気のある人だけが、参加できる金額で考えました。 

僕が10年間研究してきたノウハウを、 
人生単位で見て162,000円の「人生を変える投資」だと思えば、 
こんなに安い投資はないでしょう。 

【参考】 
・半年間の高校生の学校教育費の平均は515,546円です。 
（公立高校に通う生徒は年間275,991円、私立高校に通う生徒は年間755,101
円。） 
※平成28年度子供の学習費調査参照 

・半年間の大手予備校の授業料は平均で277,500円です。 
（河合塾：285,600円　駿台：366,000円　東進ハイスクール：207,900円） 
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・半年間の私立大学の授業料638,408円です。 
（年間の授業料が877,735円。 施設整備費が185,620円。 
入学金を加えると合計1,316,816円。） 
※文部科学省の平成28年度学生納付金調査参照 

「お金は全然持ってない。でもやる気と人生を変えたい気持ちだけは負けない。」 

そんな昔の僕みたいなヤツが参加できないんじゃ意味がない。 
その辺を一番に考えながら値段を決めました。 

ある程度お金に余裕があるじゃなきゃ入れないようなものではなく、 
大学生でもバイトすれば十分参加できるような金額にした、ということです。 

「本当にやる気はあるけど、一括は厳しい。。」 

そんな人が、人生を変えるきっかけを棒に振らないためにも、 
分割払いを用意しました。 

一括でガツっと気合を入れて参加する人もいれば、 
諸々の事情で分割で参加したい人もいると思います。 

例えば、12分割の場合・・・月々13,500円とやる気のある人ならギリギリ参加で
きるハードルです。 

・モテるには一発逆転の魔法がある 
・コミュニティに参加すれば人生勝ち組だと勘違いをしている 

意外と世の中にはそんな可哀想な情弱がたくさんいます。 
でも僕はそういう人に一切関心がありません。 
仲間として一緒にモテることを追求していくことは難しいでしょう。 

Club 恋達は、 

・恋愛活動を通して男としての魅力を高めて”選ばれる男”になりたい 
・女性に求められることで本質的な自信を一生モノにしたい 
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・たった一回の男の人生に妥協なく、セフレを作ったり可愛い彼女を作れるだけの
恋愛能力を身につけ、自立したい 

そんなあなたに、僕が力を授けます。 

その力をいかように使うも、あなた次第です。 

僕はあなたに圧倒的に恋愛強者になって欲しい。 
その先は、自分の見たい未来を、歩みたい人生を思う存分描いてください。 

ここまでを読んで、僕の言葉に何かを感じたのであれば、 
その直感を信じて、僕が作った最高の恋愛コミュニティに飛び込んできて欲しい。 

ちなみに、銀行振込の場合は、一括払いのみですが、 
Club 恋達への参加費用が、 

【162,000円→150,000円】 

という風に、1万2千円ほどお得になっています。 
（クレジットカード決済手数料がかからないため、その分お安くできるということ
です。） 

＜Club 恋達へ参加する＞ 
（上をクリックするとリンクに飛びます） 

参加を考えている方は、正直今が一番お得です。 

ありがたいことに、現在も参加者がどんどん増えており、 
今後Club 恋達が大規模に拡大していくことが予想されます。 

コミュニティのメンバーへのサポートの質を維持するため、 
値段も当然上げざるを得なくなってきます。 
（予告なく価格を変更することがあります。） 
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現に、Club 恋達は、 
質の高いノウハウとメンバーの維持、コミュニティの方向性から、 
【50,000円→100,000円→162,000円】と2回の値上げをさせて頂きました。 

今、あなたが見ているこの瞬間が、 
最もベストな参加のタイミングだということは言い切れます。 

＜Club 恋達へ参加する＞ 
（上をクリックするとリンクに飛びます） 

僕の提唱する、 
認識体現力をもたずに生きていっても、  

別にどうってことありません。 

「おいおい、今更何を言うねん！」って感じですが、 
今のこの世の中で、この日本で、生活する限りは、選り好みしなきゃ 
ほとんどの人が結婚できます。結婚できなくても、正社員じゃなくても、 
アルバイトのお小遣いで風俗に行くこともできます。  
要するに、最低限の性生活はしっかり保証されてるわけです。   

だから、『認識体現力』なんてそんなサバイバル能力みたいなもの手に入れ
なくとも十分セックスできるし、ぶっちゃけなくったってどうってことはな
い。必要ない。 
  
それが世間一般の感覚というものです。 
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だって裸一貫で、己の力だけで美女にモテることを我慢すれば済むんだから。

でも、それはぼくには無理だった。 

  
「せっかく１回きりの男の人生やのに、自分の魅力で美女を惹きつけられな
いなんて嫌。顔や金で落とすのも嫌。そんなアクセサリーでついて来られて
も満たされない。風俗で美女とセックスしても心が踊らない。」 
  
だからそんなわがままなヤツにとっては、認識体現力は逆に 
『必須』なんです。  
 
そんなヤツにとって認識体現力を身につけることは 
『最優先事項』なんです。  

当たり前ですが、女性からモテるようになる力を 
身につけることは目的ではありません、手段です。 

 「美女が欲しいんじゃない。 
いつでもどこでも美女を魅了できる力が欲しいんや。」 
  
ずーっとそう思ってたぼくにとって、  
モテる力を身につけることは目的じゃなく、充実して生きて行く手段でしか
なかったし、それはおそらくあなたにとっても同じはずです。 
  
恋愛活動を一人でするから、続かない、挫折する。 
恋愛という性質を考えると、一人でパソコンでカタカタ作業をしてお金を稼
ぐような性質でもない。 

これまで、一人でポツンと恋愛活動を続けていた人たちが、 
僕を起点として”Club 恋達という場”に続々と集まってきています。 
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可愛い子やモテる男たちが、 
一人でポツンとしているイメージは、おそらくないと思います。 
彼・彼女らは同じレベルの同性とつるんでます。 

本当は、リアルでモテている男友達を見つけて一緒に活動することが、最も
最短最速でモテるようになります。 
でも、それは現実的に非常に困難です。 

じゃあ、あなたの人生において最も最短最速なモテるようになる方法は何で
しょう？ 

毎日質の高いモテる知識、知見が情報として 
入ってくる環境に身を置くことです。 

  

 (※繰り返しますが、最短最速だからと言って、『即日』『○日以内』『誰
でも』 『思考停止でも』そんな中身じゃありません。) 
  
まあでも中には、 
  

「教えてもらわなくても俺は独学で 
ちゃんとモテるようになるわ！」 

  
と、突っ張ってる方もいると思います。そんな方には今回のこのスクールは
全く不要だろうし、個人的にそういう人は嫌いじゃないです。 
なので、そのままの調子で是非モテるようになってください。  
具体的な道筋はメール講座で全部お話しましたから。 
  
でもそうでない場合、 
  
「モテは現象」 
「認識体現力」 
「相手の幸せが自分の幸せ」 
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その意味をきちんと理解した上で、 
   
「ちょっと本気でやってみるか」という気持ちになっている人。 
なりかけている人。 はたまた既に取り組んでるけど満足した結果が出せない
でいる人。 
  
そんな人にとっては、この文章は、このプロジェクトは、このオファーは、 
『人生を激変させる』に相応しいものであると思います。 
 今すでに自分の鼓動が速くなっているのを感じている人もいることでしょう。

       
そんなあなたにはもう言葉はいりません。 
  

だからこれまでの文章を読んで、 

Club 恋達の価値を理解してもらえた方のみ、参加してください。  
むしろピンと来なかった人は入らないで下さい。たぶん入っても結果出ない
から。 
  
是非、自分の好きな女性から求められる人生は素晴らしいんだと実感して下
さい。 恋愛の醍醐味を知り、恋愛活動は楽しいんだと体感して下さい。
「ちゃんとやればモテる」ということを体験してください。 
  
そのために、必要なことは全部詰め込んだつもりです。 
  
ぼくがあなたにできるのはここまで。決断するのは誰でもない、あなた自身
です。でも、一歩踏み出せなくて、まだ迷っている方もいるでしょう。  

そんなあなたに僕から最後の言葉を贈ります。 
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半年間、モテる男のそばにいてモテる男の思考に染まりまくるのか、今まで
の人生と同じように独学で一人で恋愛活動を続けることを繰り返すのか… 

女性に興味も持ってもらえないどころか、女性との関わりすらほとんどない
虚しい人生を送り続ける… 
もう終わりにしましょう。 
 
「清楚系で美人な彼女が欲しい。」 
とは思いつつも、出会い系アプリのいいね数は30くらいで、そこそこの女性
とデートはできるも満足できない悶々とした日々をこれからもダラダラと過
ごしていく… 

せっかくネトナンや街コン、相席ラウンジで可愛い子と知り合えても9割デー
トつながらず、浪費だけが増える非効率な恋愛をし続ける… 

飲み会で仲良くなったと思った子にまた別の飲み会をやろうと連絡しても、
既読スルーか未読になってしまう… 

マッチングアプリに半年間契約で課金してみたものの、出会えたのが一人、
二人と少なく、女性経験に乏しいままで自信を持てない… 

たまにラッキーパンチで、パッとしない子や自分が満足できない子と1人2人
エッチをしてご褒美程度で終わる程度の人生で終わる… 

絶対嫌ですよね！ 

恋愛を感覚だけで ”なんとなく” やってきたから、今、なんとなくの結果や
なんとなくの人生になってしまっているだけだと思います。 

野球・サッカー・スイミング・受験・資格・英会話・会社の業務・投資・ビ
ジネス・格闘技…etc 

全部、誰かに習ってますよね。 
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習った方が早く結果が出ると思いませんか？ 

 
１ヶ月、３ヶ月、半年、一年とモテる男に触れて、 
思考に染まった人の方が、はるかに魅力的な彼女を作ったり、 
毎週日替わりでセックスをしたり、自分がいいなと思う女性から好かれたり
と、 

今までになかった現象が起きて、人生が変わると思いませんか？

これまでの人生の延長線上になかった人生を歩むから、全く違う人生が歩め
ると思います。今の自分より将来の自分を選択するからこそ、未来が切り開
けます。「人生が変わるのは人との出会いだし、一瞬の出来事」だと思いま
す。 

後は、あなたがモテる男の思考・視点・解釈という武器を手に入れて、 
他の何も学ばない無思考・無戦略な男たちより秀でましょう。 

初めは誰だって初心者です。不安ばかりです。習って実践の繰り返しです。 

先に始めるかどうか、モテる意欲があるかどうか、人生を変える決断できる
かどうか、その違いに過ぎません。 

   
ここまで読んでくださったあなたが「確かに恋達の言う通りだ」と思って下
さって仲間に入ってくれるのであれば、ぼくは大歓迎です。  

それでは、Club 恋達でお待ちしております。 

ありがとうございました。  
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P.S 
絶対楽しいよ！ 

＜Club 恋達へ参加する＞ 
（上をクリックするとリンクに飛びます） 

参加前の読者さんからの質問 

Q1「コミュニティが動いているか不安です。人数はいるが過疎っているので
はないでしょうか？」 
→定期的にメンバーが成果報告を上げてくれたり、僕がコンテンツを配信し
ています。僕が恋愛活動をやめない限り、コミュニティの活動が止まったり、
過疎ることはありません。 

Q2「Club 恋達のメンバーは所得が高くてエリートな人たちが多く、自分で
もついていけるか不安です。」 
→確かに不安を感じますよね。たまたま、僕のところには社会的に成功して
いる人が参加してくれることが多いというだけで、高所得でハイステータス
な人だけが参加できるコミュニティではありません。学生の方や会社員の方
も多く在籍し、結果を出されています。 

Q3「ブログ、Twitter等で、モテる男やイケイケな男性が多い気がして、参
加してから本当に馴染めるか気になっています。」 
→もし、あなたそう思ったのであれば、是非参加してください。というのも、
恋愛活動を通してちゃんと成果を出し、年々成長しているメンバーがいるか
らこそ、モテそうな見た目の人が多いからです。もしも、僕がいい加減なこ
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とを教えていたり、いい加減な環境しか用意していなければ、”ちゃんと人が
育つ”ということはありえないからです。 
逆に、モテなさそうな人ばかりだったらどうですか？参考にする人もおらず、
モテる人の感性も養うことができず、むしろ今までの環境と大差がないはず
です。自分よりレベルの高い人たちが所属しているコミュニティに身を置く
ことが一番の成長の近道です。 

Q4「Club恋達に参加すれば恋達さんと会えますか？」 
→不定期開催のオフ会（勉強会や懇親会）で、僕と会うことができます。ま
た、民博施設を貸し切って合宿などを行うこともあるので、僕と時間を共に
過ごす機会があります。 

Q5「自分の中の大きなコンプレックスとして20代半ばにしてはやくも髪が
薄くなり坊主にしているという点です！ 
女の子と接する上で大きなデメリットだと感じていますが、コミュニティに
入り男らしさやファッションセンスを磨けば今のコンプレックスは小さな事
だと感じるまで成長し、彼女をつくることはできるでしょうか？」 
→メンバーで40代の方が居るのですが、身体を鍛えてガタイを良くし、服装
でモテる雰囲気を作り込むことで、恋愛活動が順調な方がいます。今は、「コ
ンプレックスをネタにする」「欠点を武器にする」「男らしいメンタルを手
にいれる」ということが、中々自分でもできるのかどうか想像するのが難し
いと思いますが、かつての僕がそうだったように、少しずつ関わる女性のレ
ベルが上がっていくことに比例して、自分の自信がつくようになっていきま
す。 

Q6「恋達さんはネトナンを強く推していますが、 
ネトナンに興味があまりない自分がいっても問題ないでしょうか？ 
うまくやっていけるかすこし心配しております。 
私はストリートナンパをやっているので、ストリートナンパにも使えるノウ
ハウなのかが知りたいです。」 
→経験を積むという面ではネトナンが一番効率が良いという理由でネトナン
をオススメしています。 
Club 恋達は「モテる男を目指す」者同士が集まるコミュニティと捉えていた
だければ大丈夫です。 
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自分を磨く場や女性と関わる媒体が、人によって違うというだけであって、
僕が提唱するモテへの概念やノウハウはネトナンだけに特化したものではあ
りません。”女性と関わる”という意味合いで、全てに通用する本質的な考え
方を伝授致します。 

Q7「私は東京から遠いので、勉強会や懇親会に参加できそうにありません。
定期的な活動への参加と、一緒に楽しめる仲間との出会いという目的が立地
的に厳しいと感じております。」 
→大阪や名古屋、福岡でも、セミナーなどで僕が関西に行ったときに企画や
飲み会を開催しています。 
Club 恋達メンバー限定でグループコンサルや僕が実際にデートで使っている
場所などを回って、学びや親睦を深める会もあります。 
また、上記の地域ごとにライングループがあり、メンバーごとの交流や地域
の情報交換も活発に行われていますのでご安心ください。 

Q8「費用に関してですが、15万で半年ですが、半年経過後も更新してライ
ングループに参加する為には15万半年毎に必要でしょうか？ 
それとも一度支払いますと半年でオンライン講座は終わりますが、その後の
コミュニティ参加は追加費用なしで参加できるということでしょうか？」 
→Club 恋達は参加時に料金を一度支払って頂くと、半年間経過後もそのま
まライングループで残って活動して頂けます。 
現に、既に参加されている195名ほどのメンバーの皆さんは、今もアクティ
ブに活動されています。 
授業動画の配信が半年間、ライングループは半永久的、というイメージです
ね。更新の手続き等の必要は御座いませんので、ご安心ください。 

特定商取引法　プライバシーポリシー
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