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なぜモテないのか？ 
なぜ倒せる女性のレベルが上がらないのか？ 
一般人のあなたが全くモテない理由。またはナンパ師や恋愛工学生のあ

なたが、倒せる女性のレベルが上がらない理由。それは、『認識体現力』が
ないから。『認識体現力』がズレているから。これで全て説明がついてしま
います。 

目の前の美女が「何を求めているのか、何をどう話してほしいのか、ど
のように振舞ってほしいのか」を正しく認識できていないから、それをトー

﹅ ﹅ ﹅

クやファッションや振る舞いで正しく体現できていないのです。 
﹅ ﹅ ﹅

『認識』がズレていると、トークもズレますし、ファッションもズレて
いますし、振る舞いもダサいものです。簡単な例で言うと、キムタクって誰
が見てもかっこいいわけです。元からイケメンという要素もありますが、『認
識力』がズレていないから、髪型もファッションも話し方も仕草も全てかっ
こいいのです。即ち、女性が求めているものが何かを分かっているか、分
かっていないかということです。 

『認識力』がズレているままだと、ストリートナンパをしてもペアーズ
をしても相席屋に行っても、モテるようにはなりません。数を増やして経験
を積んでも大してレベルは上がりません。なぜなら行動以前の、土台の思考
力（認識力）がズレているからです。だから、ナンパ師は数でごまかしてい
るだけで、実際に落とせている女性のレベルが一向に上がらない人が多い傾
向にあります。それは本人が痛いほど分かっていると思います。 
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このコンサルでは、半年間かけて、僕が自らあなたの認識体現力、特に
認識力のズレを修正していくためのコースです。少しずつ是正させて頂きま
す。半年後のあなたは、今とは見えている世界が違ったものになっていま
す。 

  

サービス概要 
●THE RENTATU ONLINE CONSULTING SERVICE 
(恋達オンラインコンサルティングサービス） 

どんな人が受講すべき？ 
●マンツーマン対面コンサル（600,000円）は金銭的に払えない方 
●マンツーマン対面コンサルは東京なので地理的に恋達に会えない方 
●指導対象範囲が広いスクール形式ではなく、ご自身独自のモテる男になる
ための最短最速の指導を求める人 
●ある程度のレベルの女性は抱くことができるけど、超絶スト高には相手に
されないナンパ師・恋愛工学生 
●童貞や女性経験が少なく、モテる男になりたいけれど、何から手をつけて
いいかわからない人、丁寧にサポートしてほしい人 
●モテる男になる筋道を完全オーダーメード型で指示してほしい人  
●「困ったときになんでも相談にのってくれる人がいれば・・・」という人 
●「今のままのベクトルで、本当にモテる男になれるかどうか不安・・・」 
という人 
●様々な商材に手を出して知識は手に入ったが、実践において全くモテるこ
とができなかった人 
●小手先のテクニックや恋愛理論ではなく、男としての魅力をちゃんと身に
つけて「末長くモテたい」と考えている方 

コンサルを受けるとどんな成果が見込めますか? 
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●抱ける女性の数がどんどん増える 
●抱ける女性のレベルがどんどん上がる 
●狙った女性を落とす精度が向上する 
●トーク力の爆発的向上が見込める 
●ファッション・メンタル・トーク・振る舞いなど、総合的に指導すること
で、本質的にモテる男に進化できる 
●「何で返信くれないの!?」と女性から求められる 
●女性に対する考え方、恋愛で息詰まっている考え方のズレが修正でき、的
確に女性に対してアプローチができるようになる 
●「相手の幸せ=自分の幸せ」や「認識体現力」を正しく理解することがで
き、身体感覚レベルにまで落とし込めるようになる 
●関わる女性を幸せにできる 
●女性が男性に求める価値が理解でき、女性に提供できる価値が一つずつ身
につき、それを体現できるようになる 

具体的に何をしてくれるの? 
●6ヶ月間の電話・スカイプ・メール指導  
●あなたに合ったファッションをご提案(髪型・肌の色・眉毛・服・ 靴下・
靴に至るまで全て具体的に指示します)  
●トーク力を究極レベルにまで高める(おもろいトークを身体感覚レベルに 
まで腹落ちさせ、アドリブも言えるようになる、また、世界にたった1つだ
けの、あなた独自の深い話 をお作りするお手伝いします)  
●モテる男のメンタルをお伝えし、現在のあなたとモテる男の乖離を半年か 
けて丁寧に埋めていく(相手の幸せ、認識体現力、男らしさなど)  
 ●デート前に落としたい女性を一緒に分析し、アプローチ法のご提案、及
び デート後のフィードバック 
●あなたの良さを最大限に活かした見せ方(効果の最大化)とズレの修正(逆効 
果の最小化)を行います。 
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具体的な指導例（恋愛初心者の場合） 
●第１週目 
目標設定&目標共有&計画作成 
→恋達とコンサル生が電話（orスカイプ）で話し合い、半年後どれくらいモ
テるようになりたいのか目標を決め、そのために必要なステップを細分化し
半年間のスケジュールに落とし込む 

●第２週目～第８週目 
短期的改善事項の潰し込みと&恋愛理論のインプット&女性へのアプローチ
量産 
→服、髪型、身だしなみなどの比較的短時間で改善できる事項をすぐに潰し
込みます。あなたの元の見た目やキャラに合った方向性で提案を致しますの
で、例えば、物静かな男性に「ギャル男風に変えてください」「ウィッグ（か
つら）をかぶってください」などのアドバイスは致しません。 
自分の頭で考えてオシャレをしても、どうしてもモテる男のそれとは乖離が
生まれます。なぜなら思考がズレているからです。女性の求めているものが
分かっていないからです。 
なので、「このような服装に変えてください」と具体的に提案すると共に、
「なぜこのように変更をしなければいけないのか？」という思考の部分もお
伝えし、思考力、認識体現力の認識力そのものも鍛えさせて頂き、次第に応
用ができ、自分の頭で考えてもズレないように指導していきます。 

恋愛理論については恋愛エリート養成スクールを見ていただき、モテる男の
恋愛理論を養ってもらいます。 

女性へのアプローチ量産についてですが、初心者の段階ではまず大量に女性
へアプローチすること、女性と知り合うこと、女性とデートすること、女性
とセックスすることが必要なので、あなたのライフスタイルに合った出会い
の媒体や方法を提案させていただき、実際に女性と関わっていってもらい
セックスまで何度も経験してもらいます。 
（いくら知識や理論を詰め込んだとしても頭でっかちで実践で女の子を喜ば
せることは不可能だからです） 
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●第９週目～第１６週目 
長所の押し出し方・短所の無効化&安定期に突入 

この時期になると、基本的な恋愛理論は全て理解できるようになっており、
一般的にモテるとされている男性の考え方は身につき、恋愛本に書いている
内容の矛盾などにすら気づくレベルになっています。 
また、ファッションや振る舞いもある程度イケており、経験人数なども増え
ているはずです。 

この段階では、自分の短所と長所が明確に露呈され始めます。そのあなたの
長所をどのようなタイミングでどのような割合でどう女性にアピールすれば
良いのか、その具体的なアドバイスと、あなたの短所をどう削減していけば
いいのかのアドバイスをさせて頂き、実施致します。 

また、引き続き出会いの量産とデートの継続は行うので、一般的な女性から
モテるレベルのパフォーマンスは安定させたまま、さらに食いつきを上げる
ために男としての魅力をつけていってもらいます。 

●第１７週目～第２４週目 
レベルの引き上げ&末長くモテ続けていくために 

仮に、最初に決めた目標が『美人からモテまくる』というものであった場合、
もう一段階あなたのレベルを引き上げる必要があります。 

そのために、高度な恋愛理論をお伝えし、吸収してもらう時期に当てます。 
また、コンサル終了後も末長く1人でモテ続けるため、成長していくため、
課題を自分で解決していくため、課題の解決をズレさせないため、『自分の
アタマで考える』適切な方法も徐々に伝授いたします。 
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具体的な指導例（ナンパ師・恋愛工学生・恋愛中級者の場合） 
●第１週目 
目標設定&目標共有&計画作成 
→恋達と電話で話し合い、半年後どれくらいモテるようになりたいのか目標
を決め、そのために必要なステップを細分化し半年間のスケジュールに落と
し込む 

●第２週目～第８週目 
短期的改善事項の潰し込み&正しい恋愛理論のインプット&ストナン・ステ

﹅ ﹅ ﹅

ルスナンパの実践 
→2016年に、何十人ものナンパ師さんとお会いしましたが、彼らの多くが
ファッションがズレていました。そして驚くべきことに、彼らは「自分の
ファッションは別にダサくない」と思ってしまっている点。 

もしあなたがナンパ師や恋愛工学生であれば、そもそもファッションなどの
短期的改善事項がズレている可能性が高いです。 
恋達がチェックし、もしズレていたら早急に処置を致します。 

また、2016年12月、僕のブログ記事『ナンパ師・恋愛工学生がぶち当たる
壁-トークの構成要素の誤謬と深い話の啓発について-』という記事が日本中
で話題になりました。 

ナンパ師・恋愛工学生が盲点となっている『深い話の存在意義や、その具体
例』を紹介した記事なんですが、ナンパ講師の方や有名恋愛工学生から「目
からウロコ」「とても役に立つ」と大量のメッセージを頂き、たった1日で
僕のメルマガに33人もの人が登録し、ブログには1日で1000人もの人が訪
れました。 
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この『深い話』のように、ナンパ師や恋愛工学生の盲点になっている部分や、
真のスト高を倒せない要因、現在ナンパ界や恋愛工学生の中で正しいとされ
ている恋愛理論の矛盾点等は、実は深い話以外にもたくさんあります。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

それらの正しい恋愛理論や女性に対する考え方を、第２週目～第８週目 
はお伝えするとともに、誤って理解されている恋愛理論のズレを修正致しま
す。 

●第9週目～第16週目 
マトモな打率に引き上げる 

→人によって倒せる女性のレベルは当然異なりますが、恋愛活動に取り組ま
れている多くのナンパ師・恋愛工学生を初めとしたプレイヤーが、スト高
（美女）を抱くことができていないことが多いです。 

押しに弱い子やメンヘラとデートを重ねているだけで、マトモなメンタルを
持つ女性、普段からチヤホヤされまくっている真のスト高からはアポをこぎ
つけられず、仮にアポを取り付けて実際にデートをしたとしても、深い話や
女性が求めているトーク、振る舞いをできないからスト高（美女）からは呆
れられています。 
（多くのナンパ講師や現役ストナンプレイヤーと関わっているので実態を把
握しています） 

僕自身、ストリートナンパは基本的にしません。友達と遊んでいるときにちょ
ろっとストナンをするぐらいです。しかし、間接ナンパやネトナンでスト高
と知り合い、即、準則などをしています。 

なぜそれが可能になるのか？ 
どの部分が自分はズレていて、どう改善すれば真のスト高から求められ、満
たされるようになるのか。 

あなたのデートの際にICレコーダーにデート音声を録音してもらい、徹底的
に改善点をフィードバックします。（強制ではありません） 
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また、スト高の心を抱くとはどういうことなのか？ 
なぜ恋達は女性と初アポに臨む前に電話で徹底的に食いつかせられるのか？ 

などなど、電話の必要性や何をどのように、どれくらい話すことで、心を抱
けるようになるのか、などなど徹底的に叩き込みます。 
（僕は長いときで一人の女性と4時間くらい電話するときもあります。最大
は10時間です。） 

●第１７週目～第２４週目 
真のスト高から囲まれる生活へ 

→文字通りですね。 
最初に決めた目標に到達することは当然ですが、是非まぐれではなく、スト
高から安定的に求められる生活に突入してもらいます。 

●半年間を通して 
上記の例は、一方的に僕が教えるというニュアンスが出ているかもしれませ
ん。 
しかし、このコンサルティングサービスの特徴・本質は、 
マンツーマンで双方向のやりとりができる点にあります。 

「なんでこの服装はいけないのか？」 
「この振る舞いはどうなのか？」 
「どのように女性に声をかければいいのか？」 
「おもろいトークが全然できないけれどどうすればいいのか？」 
「自分だけの完璧な深い話を作りたいけど、深いかどうかわからない。添削
してほしい」 
「ラインが無視される」 
「どの発言が悪かったのか、自分のラインを見てもわからない」 
「ペアーズのいいね！が増えない」 
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「デートに誘ったがどのような店にいけばいいのかわからない」 
「ホテルに誘導できない」 
「友達としか見られない」 
・・・etc 

半年間を通して、いろんな疑問質問が出てきます。その疑問にただ答えるだ
けではなく、その奥の”思考法”もお伝えしていくからこそ徐々にモテるよう
になっていきますし、 
実際のデートの際は、ICレコーダーで録音してもらいそれを僕が聞き、 
「どの会話が良かったのか」 
「どこが悪かったか」 
「それはなぜか」 
「どう改善すればいいのか」 
などなどデートをフィードバックしていくからこそモテるようになります。 

●注意事項 
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。 
※適切なコンサル活動の管理を行い、個人に合わせて目標結果を管理しま
す。 
※目標達成には、確率的に可能な範囲であり、100%の結果を保証するもの
ではありません。 
※継続的な受講者と講師の信頼関係の成り立ちにより、効果は見込めます。 
※言うまでもなく本人の不断の努力が必要です。 

その他特典 
●期間中は、メール・電話で恋達に質問ができます。 
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●恋愛エリート養成スクールの内容は全てお渡しさせていただきます。 
（詳しくはこちら） 
●別途、対面コンサルをして欲しい場合は、1回（約2時間）15,000円で承
ります。 

コンサル風景一部抜粋 
2017年4月4日時点、現在進行形でコンサルをさせて頂いているオン
ラインコンサル生は8名です。 
 

「僕と直接会ってから判断
したい」と九州からはるば
る来られ、オンラインコン
サルに申し込まれたYさんで
す。（奥の方です） 

料金 
●6ヶ月間399,800円 
・分割払いあり  
・銀行振込一括・クレカ一括決済の場合380,000円にさせて頂きます。 

※2017年6月3日現在、オンラインコンサルの枠は残り1名となっておりま
す。 
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お申し込みからコンサル受講までの流れ 
お申し込みは下記申し込みフォームから手続き下さい。 お振込み確認後、1
回目の電話コンサル日程を調節するためにメールを送らせていただきます。
必ず2日以内にメール致します。 ご質問がある方はお申し込みの前に
rentatu05@gmail.comまでご連絡下さい。 

◯銀行振込をご希望の方はこちらから(銀行振込の場合、一括払いのみにな
ります)  

※クレジットカードでのお支払いのお客様は、最後まで注意書きをお読み頂
き、お支払いください。 

◯クレジットカードで一括(380,000円)でのお支払いはこちらから 

※分割支払いの場合、3,5,12回からお選びください。 

◯クレジットカードで分割3回払い（初回支払金額：133268円　以後
133,266円×2回)でのお支払いはこちらから 

◯クレジットカードで分割5回払い(79,960円×5回)でのお支払いはこちらか
ら 

◯クレジットカードで分割12回払い(初回支払金額：33324円　以後33,316
円×11回)でのお支払いはこちらから 

※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。 

 12

https://rentatu01.com/p/r/YogfpokM
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https://rentatu01.com/p/r/INDAAHH4


※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ます。また、商品のお渡
しはpdfファイルのため、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。 

ややこしいですが、ご不明な点が御座いましたら遠慮なく 
rentatu05@gmail.comまでご連絡下さい。 

※クレジットカードをお持ちでない方で、銀行振込一括が金銭的に厳しいと
いう方は恋達までご相談ください。 

特定商取引法　プライバシーポリシー
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サービスメニュー一覧に戻る

http://rentatu.jp/tokushohou.pdf
http://rentatu.jp/privacy1.pdf
http://rentatu.jp/servicemenu.pdf
http://rentatu.jp/servicemenu.pdf

