
 
他の男性が可愛い子とはマッチングしない中で、  
自分だけが可愛い子と好きなだけマッチングでき、 
そしてそれが当たり前に、時には勝手に可愛い子からいいねが届
き・・・ 
そんな恋愛強者の戦略とスキルをあなたに授けます。 



写真で9割が決まってしまう非情な現実 

先ほど、 
「出会い系アプリは写真が9割」 
「興味を持ってもらえなければ意味を成さない」 
「人は見た目から入る」 
と言いました。 

つい先日、 
それを表す良いエピソードが実際にあったのでそれをご紹介しま
す。 

それは、仲の良い女の子とラブホテルのベッドでセックスを終え、 
一緒にペアーズを開いて見ていたときでした。 



恋達「この人どう？」 

女性「なし」 
 
恋達「この人は？」 

女性「なし」 
 
恋達「え、ほなこの人は？」 
 
女性「それもなし」 

・・・ 

女性は男性の自己紹介文なんか読んでおらず、 
写真を見てアリかナシかを一瞬にして判断していたんです。 

僕が運営している「Club 恋達」のメンバーも、こんなことを口に
しています。 

「女性はシビアですよね。 
写真を見てモテそうな人を選び、 
モテなさそうな人を瞬時に弾いています」 

僕も、日頃女性と関わる中でありとあらゆる調査をして 



データを取っていますが、可愛い子は総じて、 

「100人中1人しかいいねをしない」 

という現実があります。 

「じゃあ俺は諦めなあかんのか...」 

と思ってしまいそうですが、ちょっと待ってください。 

100人に1人と聞くと途端に難しく聞こえてしまいますが、 
現実はもっと単純明快で、シンプルです。 

こう捉え直してみます。 

「自分の見せ方を分かっていない人が99人、 
自分をよく見せる技を持っている人が1人」 

どういうことかと言うと、 

ほとんどの男性が、あり合わせの適当な写真を載せて、 
美女とマッチングすることを狙っています。 

髪型もファッションもロケーションもポージングも全然ダメ。 



出来ていると思い込んでいるだけで、タイプな女性とちっともマッ
チングしない。 

写真がイケてない。 

何の細工もされておらず、まるで生まれたての赤太郎のように無防
備な状態で、この競争倍率の高い美人獲得のゲームに参入している
という愚かな現実です。 

普通にしてたら美女とマッチングするって元からイケメンか遊び慣
れたメンズしか無理なんです。 

すみません。心が折れそうになった人もいるかもしれません。 
まだ、このページを読み進めてくれている人に希望があります。 

あなたの競争相手は全然大したことない 

例えば、こんな悩みを持っていませんか？ 



「写真を撮ってくれるような友達がいないので、 
なかなか良い写真を用意できない」 

「スタジオや一眼レフで撮った写真はキメ過ぎているの
で、自然な写真を撮って欲しい」 
 
「撮影時に表情が硬くなりがちなので、 
笑わせて撮って欲しい」 

そんなあなたに朗報です。 

こんなにラッキーな市場はそうそうありません。 

競合の男性が全く手をかけておらず、 
自分の魅力の引き出し方や魅力の伝え方を知らないからです。 

写真の悩みを抱えている人があまりにも多いです。 
それを自覚しているか、自覚していないかの違いにすぎません。 

少しだけ想像してみてください。 

ペアーズを始め、出会い系アプリに登録している男性のほとんど
は、あなたと同じように、 



女性ウケする自信のある写真がなければ、そもそも掲載する写真を
複数枚持っていないんです。 

出会い系アプリに登録してみたものの、 
使える写真がないためいいねを貰えず、 
当然可愛い子ともマッチングしていません。 

でも本当は、出会いに困っていて、 
可愛い子とマッチングしたりデートしたりセックスがしたいはずで
す。 

競合他社が全くリサーチも企業努力も重ねず、 
ただただ自分で作った手作りの商品を世に出そうと 
一生懸命頑張って、成果が出ないままの無法地帯な市場が開かれて
います。 

だからこそ、 
写真を整えると飛躍的にマッチングが改善されるわけで
す。 

写真撮影のビフォー、アフターをご覧くださ
い。 



I愛知県30代後半会社員の方 

Beforeでは、写真がパッと見て暗いため、人柄までも怪しさを助
長させていました。 

Afterでは、緑のあるテラスのあるカフェで撮ることにより、こな
れた会社員の休日を演出しました。 

★実績 
「さっそくデータを受け取って、ネトナンに励んだところ、三十分
くらいで10名ほどマッチングしました。笑(この段階では写真を変
えただけ)そのうち五名がかなりタイプの女性です。。」 



I愛知県20代前半大学生の方 

Beforeでは、新幹線に乗ってこれからコンビニ強盗を企んでいる
写真で、当然マッチングは壊滅的。 

Afterでは、爽やかな格好で噴水の前で撮ることで年齢と違和感が
なく、自然で外交的な印象を演出。 

★実績 
「タップルで300人中20人しかマッチングしなかったIさん。 
コンサル直後、4日で2400いいねをもらっている清楚系女子と
マッチングし、マッチング率も6倍！」 



I茨城県20代前半公務員の方 

Beforeでは、アイドル好きのオタクの印象。 

Afterでは、ファッションを変え、ストリートで写真を撮ることに
より、イケイケの印象を獲得。 

★実績 
「500いいね超えの女の子と人生初のマッチング！タイプなギャル
系を初め、清楚系、可愛い系も満遍なくマッチングするようにな
り、出会いに困らない状態に！」 



サービス受講者の写真（一例） 

★遊びたい方向け 
 

 
 

 
 



★恋活の方向け 
 

 
 
 

 

 

★婚活の方向け 
 



写真撮影をiPhoneで行い、 
ロケーションにこだわる理由 

このサービスを打ち出すに当たり、 
インターネットで写真撮影サービスを調べましたが、 
一般的な写真撮影は、すべて一眼レフで撮るものが多いです。 

出会い系アプリに特化した写真撮影サービスも、やはり一眼レフで
撮るサービスが多く、 

「キメすぎ」 

な印象です。 

女性は自信のある男が好きですが、 
いかにも自分を良く見せようと頑張っている男は嫌いなのです。 
「いかにも撮りました感」も同様にです。 

そのような写真をいくら撮ろうとも、残念ながら出会い系アプリで
は大して期待した効果は得られません。 

若い女性は特にですが、頑張ってウケようとしている男性のこと
を、 

「頑張らなくていいよ」 
「キモい」 



などと揶揄します。 
（女性の本音です） 

僕がオススメしたいのは、ズバリ、 
iPhoneでロケーションにこだわって写真を撮るということです。 

iPhoneで撮るというのは、極めて自然です。 
僕もよく友達と遊んだり女の子とデートするときに写真を撮ります
が、 
わざわざ高画質のカメラを持参するのではなく、iPhoneで撮って
います。 

普段は、iPhoneで撮った写真を出会い系アプリの写真に使った
り、インスタグラムに使っています。 

いかにも日常に溶け込んだ撮影方法が、 
女性から見たときに違和感がなく、自然さを醸し出すには必要で
す。 

さらに、ロケーションにこだわる理由は、 
ロケーション1つで自分がどんな場所に行き、 
どんなものを好んでいるのかを表す自分独自の世界観になるからで
す。 



そのお悩み、解決します 

数多くの可愛い子と出会えない人の悩みに向き合ってきて、 
以下のような悩みが多いことも分かりました。 

・写真撮影を頼める知人がいない 

・写真のことについて話し合える仲間がいない 
 
・使える写真がほとんどない・・・ 

・一応使える写真はあるが、ブラッシュアップをしたい・・・ 

・どんな写真が女性ウケするのか分からない・・・ 

・パッと目を引く写真がない 

・自然な笑顔の写真が欲しい 

・女性に本音で写真を選んでもらいたい 

・自撮りやSNOWの写真しか持っていない・・・ 

・使える写真があるのに可愛い子とはマッチングしない・・・ 

・カメラを向けらるとどんな表情をしていいのか分からない・・・ 

・写真を撮るときはいつも顔がこわばって硬い表情になってしま
う・・・ 

上記のような悩みを抱えている方に、今回のサービスはうってつけ
です。 
一度で全ての悩みを解決できます。 



出会い系アプリは写真が9割です。 
複数のアプリに使え、可愛い子と出会える距離がグッと縮まりま
す。 
しかも、半永久的です。 

第三者の力を借りて 
さっさとマッチングしよう 

僕も昔、写真がどれだけ大切であるかを知らずに、 
いいねさえ増やせば良いと思っていいねを無尽蔵に稼ぎ、 
自己紹介文のニュアンスを何度も変更していました。 

あるとき、仲の良い女の子にオシャレなカフェで写真を1枚撮って
もらい、その写真をペアーズに掲載したところ、 
いいね数が3倍になり、突然可愛い子ともマッチングできるように
なりました。 

「そうか！やっぱり写真か！」 

と驚きました。 

第三者の力を使わないと事態が改善しないことにも気づきました。 

「一人で自撮りで写真を撮ることもキモいし、 



かといっていかにも撮りました感が出ている写真もきもいし、 
どうしたらええんや。」 

と悩んでいましたが、 
その手があったかと頭上に雷が落ちたかのような気分になりまし
た。 

出会い系アプリで悩んでいる人へ最適な僕のアドバイスは、  
写真です。 

写真を変えるだけで、  
劇的にマッチング率が変わった人を何人も見てきました。 

ここまでをまとめると、 

なぜ自分がマッチングしないかの理由が分からない 
↓ 

どんなロケーションで、どんな表情で、 
どんなポーズで写真を撮れば良いのか分からない 

↓ 
可愛い子とマッチングしない 

というシンプルです。 

が、僕のサービスには少しひねりがあります。 



4つのこだわり 

POINT①"圧倒的な信頼性" 
数百人をコンサルしてきた経験と全国から180名が参加するモテる
男を目指すコミュニティ「Club 恋達」を運営している僕だからこ
そ、出会い系アプリで可愛い子や美人な子とマッチングするという
難易度は難しくありません。8年間の恋愛活動と女性の生きたデー
タから導かれるノウハウには自信があります。 

POINT②"膨大な写真研究と美女から求められること" 
元々コンプレックスまみれの僕は、人に写真を撮られることが大嫌
いでした。自分の顔が決してかっこ良くないため、雰囲気でごまか
すしかありませんでした。そんな僕が、出会い系アプリで自分がタ
イプな美女と数千人レベルでマッチングでき、好きなときに好きな
だけセックスができるようになったのも、「どうすれば自分を良く
見せられるのか？」を考えてきたからです。 
僕が最も悩み、自ら解決策を見出したことで独自の撮影ノウハウを
確立しています。 

POINT③"理念の実現" 
僕は「相手の幸せが自分の幸せ」という理念を掲げ、関わる女性に
魅力的に思ってもらえるような男性になるよう、ブログやコミュニ
ティで常日頃指導しています。決して、「SNOWなどの加工アプリ
を使用して別人レベルに仕上げる」といった、小手先のアドバイス
ではなく、本質的にあなたが女性に選んでもらえるようにアドバイ
スをすることをお約束致します。 

POINT④"モテる男との時間を共有" 



写真撮影で、あなたの出会い系アプリでの写真の改善をさせて頂く
ことはもちろんですが、生でモテる男に触れることで、あなたのモ
テは加速するでしょう。 
せっかくの機会ですので、イケてる男のエッセンスをこれでもかと
吸収して、タイプな女性からいいねが貰えるような男になり、思う
存分モテてください。 

サービス概要 

1.出会い系アプリに掲載する写真を撮影 
撮影場所は都内で行います。地方の方は交通費をかけてでも都内で
写真撮影を行うメリットがあります。理由は、東京へ憧れを持って
いる女子が多いこと、都内にはオシャレな撮影スポットが無数にあ
るからです。 
現在お使いの写真を拝見し、具体的にどんな写真を用意すれば良い
か、どんな場所で写真を撮影すれば良いのか、ポーズ、仕草、表情
などの細かいところにも欲張ってアドバイスさせて頂きます。 

2.あなたに合ったロケーションを選定 
年齢、職業、ターゲットの女性によって、あなたが撮影すべきロ
ケーションは異なります。例えば、20代でギャルを狙いたい方は
海、カフェ、ストリートなどをオススメします。一方で、綺麗めの
お姉さんを狙いたい方はラウンジ、オープンテラスのカフェなどが
良いでしょう。 
一人一人の魅力が異なるため、その魅力を最大限に引き出すロケー
ションを選定します。 



3.撮影時の表情はトークで引き出します 
女性と違い、男性のほとんどが、段人に写真を撮ってもらう機会が
少ないと思います。そのため、写真撮影時には、どうしても自分を
良く見せられないことが多いです。例えば、緊張して顔の表情が引
きつったり、どんな顔をして良いのか分からない人がいたり、ポー
ズがぎこちなかったりする方が多いですが、いきなり表情を魅力的
に操作することも難しいでしょう。 
そのため、一例ですが、「最近いつチョメチョメしたんですか？
w」「アプリでどんな人とニャンニャンしたいんですか？w」と会
話の中で笑いを入れることで、口角が上がり、自然な表情を引き出
します。 

4.見た目の改善についての助言 
自分の見た目が魅力的でなければ、どんなに写真撮影に力を入れて
も、可愛い子とのマッチングは難しいです。 
髪型や身体づくり、ファッション、眉等の下地をしっかり作ってか
ら他箇所を修正しましょう。びっくりするほど早く成果が出ます。 

～コース内容～ 
　 

1.プレミアムコース 
※半永久的に使えて可愛い子とマッチングする写真が欲しい方向け 



「外見のコンサルティング＋写真撮影」の計2回のサービスになり
ます。 

「いきなり撮影しても反応が取れる自信がない・・・ 
なんとか一発でタイプな子とマッチングする写真が撮れないか
な・・・」 

という方にオススメです。 

撮影前に打ち合わせを行います。 
女性ウケの良い写真を撮るためにプロの目から見て身だしなみ 
（髪型、眉毛、服装など）をチェックします。 

外見をブラッシュアップし、万全の状態であなたに合ったロケー
ションで写真を撮っていきます。 

打ち合わせ時間は1時間ほどで、撮影時間は2時間です。 

料金は、25,000円（税込）です。 

※外見のコンサルティングをしてウケの良い写真を撮るのに必要な
入念な下準備を行い、2時間かけて2スポットを周りじっくり写真
を撮って回ります。 

※今までのコンサル経験から、どんなに良いスポットで写真を撮っ
ても、本人の下地が出来ていないと正直結果は出づらいことが分
かっていますので、僕はプレミアムコースをオススメしています。 



 

　(クリックするとコンサルご予約カレンダーのページに移動しま
す) 

2.ラグジュアリーコース(オススメ！) 
※メイン、サブ写真共に最高クオリティの写真が欲しい方向け。 

「外見のコンサルティング＋ファッションコンサル＋写真撮影」の
の三段構成のコースになります。細かくヒアリングを重ね、完全
オーダーメイドであなたの魅力を最大限引き出す写真を撮らせてい
ただきます。 

「一生モノでずっと使いまわせる最高クオリティの写真が欲し
い！」「とにかく可愛い子と死ぬほどマッチングしたい！」 

のような思いを持った方のためのサービスです。 

打ち合わせをし、後日にファッションコンサルをさせていただき、
その後4時間かけてメイン写真、サブ写真を撮って回ります。 

➡ プレミアムコースに申し込む

http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/
http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/


「ペアーズ用とタップル用両方の写真が欲しい！」等の要望も承り
ますので、その際はお申し付けください。 

尚、最高のクオリティで提供させていただきたいため、雨天の場合
は延期のご相談をさせていただく場合もございます。あらかじめご
了承ください。 

料金は、60,000円（税別）です。 

(クリックするとコンサルご予約カレンダーのページに移動します) 

　 

写真撮影サービス プレミアムコース ラグジュアリーコース

オススメ 外見のブラッシュアップを行って
から写真撮影をしたい方

最高クオリティの写真で可愛い子
と好き放題マッチングしたい方

撮影スポット 2箇所 3箇所以上

外見のコンサルティング 
（タイプな女性にウケる髪型・眉
毛・服装のアドバイスを致します。）

○ 
（個別具体的にアドバイスします）

○ 
（個別具体的にアドバイスします）

ファッションコンサル 
（写真撮影時の服装の買い物のサポ
ートをさせて頂きます。）

× ○ 
（希望制）

写真撮影時間制限 最長2時間 最長4時間

サブ写真撮影 × ○

写真加工 × ○

モテる女性の写真選定 
（モテる女性に写真を選んでもらえ
る）

× ○

料金 25,000円（税別） 60,000円（税別）

➡ ラグジュアリーコースに申し込む

http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/
http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/


～各種説明～ 

●撮影エリア　 
基本的に都内で行います。 
プレミアムコースでは、新宿・銀座などのエリア内であなたに合っ
た撮影スポットを二箇所こちらで選定し、写真撮影を行うことが可
能です。 

●外見のコンサルティング 
撮影前に打ち合わせ日を設けます。 
女性ウケの良い写真を撮るためにプロの目から見て身だしなみ 
（髪型、眉毛、服装など）をチェックし、 
外見をブラッシュアップし、万全の状態で写真を撮っていきます。 

打ち合わせ時間は1時間ほどで、都内のカフェで行います。 

●ファッションコンサル　“恋達が同行します” 
希望制ですが、ラグジュアリーコースのお客様は、 
写真撮影時に使用する服装の買い物に同行させて頂きます。 

「タイプな女性とマッチングするための自分に合った服装もオー
ダーメイドで提案して欲しい！」 

「タイプな女性とマッチングしたとして、出会ってからも自分の外
見に自信を持ってデートしたい！」 

どうせ最高クオリティの写真を撮るんだったら、タイプな女性と出
会ってからそのままデートにも行ける服装が欲しい！」 

といった方のためのサービスになっております。 



尚、ファッションコンサルの受講者が100人に到達するまでは、 
恋達も同行させていただき、あなたが美女とマッチング出来ますよ
う全力でお手伝いさせていただきます。 

●サブ写真撮影 

（イメージ写真） 
 

出会い系アプリによっては、サブ写真を載せた方が良い場合もあり
ます。例えば、あなたのことを知らない女性からすると 
「どんな人なのかな？」と不安があります。 



　 

 

不安を持たれることなく、むしろ魅力的なサブ写真を用意すること
で、あなたの魅力や世界観を存分に表現し、タイプな女性とのマッ
チングを狙っていきます。 

「何を載せればいいのか分からない」 
「どんな店に行けばいいのか分からない」 
「一人でこのような店に入るには敷居が高い」 

といった方にオススメです。 

尚、サブ写真撮影にかかる飲食代等は担当者分もお客様負担なって
しまいますので、予めご了承ください。 

●写真加工 
加工するだけでびっくりするほど写真のクオリティが変わります。 
例えば、以下はコンサル生の写真ですが、加工前と加工後を見比べ
てみてください。 



 
 

写真を「自然かつ魅力的に」加工することで、 
あなたの魅力をさらに引き上げることができます。 
ちなみに女性のほとんどが写真を加工してアプリに掲載していま
す。 



●モテる女性の写真選定 
撮った写真の中から仲の良い女性に本音で、 
「どの写真が一番写りが良くて、多くの魅力的な女性に選んでもら
えるか？」を聞き、選んでもらいます。 
事前に女性のフィルターを通すことによって、他の多くの女性にも
選んでもらえる確率はグッと上がります。 

※本サービスの担当者として、専任のコンサルタントがつきます。 
（下記参照） 

担当者 R「恋達事業運営メンバー」 

恋達のコンサル生。コンサルティングを受け、Club 恋達のメン
バーの中でも有数のマッチング状況を誇る。ペアーズ、タップル、
mimiなどの出会い系アプリに精通。 

かつて、卑猥な女性の画像に股間を刺激され、一時はネトナン即ハ
メメソッドなるものをを購入しそうになるも、危うく寸前のところ
で思い止まり、Club 恋達へ入会。 



出会い系アプリに没頭するも、女性にウケる写真やファッションが
分からず、「好みの女性とマッチングしない」「マッチングしても
メッセージが返ってこない」といった悪戦苦闘の日々を送る。 

その後、自身でインスタグラマーのファッション、モデルの写真の
撮り方を研究し、爆発的なマッチングを叩き出す。 
マッチングのレベルは、乃木坂系、清楚系OL、キャバ嬢、モデル、
有名アーティストのダンサーなど。 

「モテなくて悩んでいる人を救いたい」 
という恋達の理念に共感し、事業を運営するメンバーの一員に。 

今もなお、男としての魅力を高めるため、 
恋達から24時間フルにコンサルを受け続けている。 

サービスの流れ 



1.「サービスに申し込む」ボタンをクリック 
　　　　　　　　　　 
2.表示されるカレンダーからご希望の日時を選択 
　　　　　　　　　　 
3.入力フォームに記入し、予約を確定する 
　　　　　　　　　　 
4.「ご予約を承りました」メールを受け取り、 
ご希望のコースのURLから決済を行う 

5.事前アンケートのメールを受け取り、記入する 

6.撮影 or コンサルの場所を指定したメールを受け取る 

7.撮影 or 対面コンサル or ファッションコンサル 
（撮影やファションコンサルの日付は、対面コンサル時に決めさせ
ていただきますので、予めご都合の良いスケジュールを確認してか
らお越しいただけるとスムーズに進みます。） 

8.出来上がった写真を受け取る 

写真撮影サービス申し込みから決済までの 
流れを詳しく見たい方はこちら。 

http://rentatu.jp/www/photography-services-flow/
http://rentatu.jp/www/photography-services-flow/


お申込みはこちら 

 

(クリックするとコンサルご予約カレンダーのページに移動します) 

※クレジットカードでのお支払いの方にご注意 
※クレジットカードでのお支払いを選択された方は、”PayPalで支
払うまたはカードで支払う”というページに飛びますので、”カード
で支払う”を選択して頂ければと思います。 

➡ 写真撮影サービスに申し込む

http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/
http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/


 
※クレジットカードで支払う場合、「請求先住所へ配送」という項
目がありますが、 paypalが独自に設定しているものであり、恋達
へは住所を知られることは ありません。（決済で必要なだけで
す。）安心してご記入ください。 

また、直接的な商品お渡しはあ
りませんので、お客様への住所
に商品を配送するといったこと
は一切ございません。 

 



お申し込み前に確認しておきたいこと、 
ご不明な点がございましたら、 

rentatu05@gmail.com 

まで、件名を「写真撮影サービスについて」と入れて頂き、 
内容を添えて、お気軽にお問い合わせください。 

～注意事項～ 

※当サービスには個人差があるので、いいね！の数やタイプな女性
とのマッチングを確約するものではございません。 

※サービスの品質を落としたくないため、申込の受付を予告なく停
止させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 

 

(クリックするとコンサルご予約カレンダーのページに移動します) 

➡ 写真撮影サービスに申し込む

http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/
http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/


最後に 

自分が良く映った写真を一度でも撮ると、 
マッチング率は劇的に改善し、 
複数の出会い系アプリに使用することができ、 
それも半永久的に使い続けることができます。 

「生涯ずっと使い続けることができる」 

って考えると、やはりクオリティの高い写真を撮っておいて損はあ
りません。いや、出会いに困らなくなることを考えたら、むしろ儲
けもんですw 

僕が監修する写真撮影サービスがオススメな点を、 
以下に箇条書きでご紹介させて頂きます。 



・お客様のマッチングしたい女性、現状のマッチング状況をヒアリ
ング 

・現在の髪型やファッション、肌の色、体型をチェックして写真撮
影時のミスを防ぎ、的確な写真撮影を実行 
 
・使用しているアプリやターゲット層、お客様の年齢層を考慮し、
その人に合わせたロケーションで撮影 
 
・写真加工にも自信があり、他社には出来ない写真加工サービスを
提供 
 
・現役で出会い系アプリをいくつも攻略しており、ノウハウは常に
最新のものを保有 
 
・出会い系アプリでトップクラスの女性と何十人もマッチングして
いる 
（写真撮影サービスを受けた人でご希望があればマッチング状況を
全てお見せします。） 
 
・夜系、ギャル系、女子大生、お姉さん系、清楚系など 
それぞれの層の女性とコンタクトを取り、女性の意見を参考に 
写真やファッションをこれまで何度もブラッシュアップしてきた 

・膨大なインスタグラマーを研究したことによるファッションの見
せ方、表情、ポーズの提案が可能 
 
・Club恋逹メンバーの圧倒的実績から導き出される再現性のある
ノウハウ 
 
・モテる男と一緒に過ごす濃密な時間 
（おまけですが、考え方・トーク仕草・振る舞い・感覚をすべて吸
収して頂けます。） 



「写真を撮ってくれるような友達がいないので、 
なかなか良い写真を用意できない」 

「スタジオや一眼レフで撮った写真はキメ過ぎているの
で、自然な写真を撮って欲しい」 
 
「撮影時に表情が硬くなりがちなので、 
笑わせて撮って欲しい」 

などの悩みを持った方には大変オススメです。 
 

写真撮影は出会いに困らなくなる、可愛い子と出会うための通過点
に過ぎません。 

これを見ているあなたが、 
タイプな女性とマッチングできて、 
好きな時に好きなだけデートができるように祈っております。 



一緒に可愛い子と出会えるようになるまで頑張っていきましょう！ 

お読み頂き、ありがとうございました！ 

 

(クリックするとコンサルご予約カレンダーのページに移動します) 

特定商取引法　プライバシーポリシー

➡ 写真撮影サービスに申し込む

http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/
http://rentatu.jp/tokushohou.pdf
http://rentatu.jp/privacy1.pdf
http://rentatu.jp/www/netapp-service-yoyaku/

