
福岡出身で錦（愛知県の栄にある歓楽街）のラウンジ嬢（28歳）の 
お姉さんを天神のタリーズでナンパした時の会話 

時刻AM10:00頃 

（男の欲望を掻き立ててくるルックス。 
ずるい、そんなん反則級や） 

○背景（以前配っていたレポートを改変しています） 
 
福岡の人の温かさに毎日浸って、 
自然と心が穏やかになりつつあります。 

福岡は日本で唯一人口が伸びているらしく、 
他の県から移住してくる人が多いみたいですね。 

特に九州全土から可愛い子や美人が集まってくる福岡は、ほんまにルックスの平均値が高いです。 

しかも、"女の子が擦れていない"、これがまた男からしたら本能をくすぶってくるわけですよ。 

ページ /1 28



それでいて、 

●独身の女の子が余り散らしている 
●可愛い子も結構彼氏がいない 

という事態で、天神ビックバンならぬニクヨクビッグバンを始動させるべく、  
再び福岡での暴走肉欲計画を打ち立てております。 

どうも、恋達です。 

街を歩けば、 

「あの子にも挿れたい。この子にも挿れたい」 

って次から次へと顔立ちの良い美人が現れては、脳天とちんこを揺さぶられます。 

あなたの週間平均オナニー回数も、約1.5倍～2倍ほどには跳ね上がるでしょう。 

僕も3年間福岡に住んでいたので、福岡の良さはこれでもかと実感しています。 

日本にいて福岡の良さを知らない人は、ほんまに人生もったいないですねw 

男にとってのユートピアです。 

東京女子は無駄にインフレ化・コモディティ化していて、 
男目線だとあまり旨味がないです。 

「福岡に行ったことがない人で、福岡に行ってみたい！」 

って人がいれば、いつかツアーとか合宿とかしようかなとw 

で、毎朝起きたら、すぐに天神のタリーズに行って仕事をするんですが、 
横にエロそうな姉ちゃんが座っていたので、すかさずナンパしておきました。 
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蓋を開けると、 
福岡出身で今は錦（愛知県の栄にある歓楽街）で 
ラウンジ嬢をしている28歳のお姉さんでした。 

声かけはストレートに、 

「朝活ですか？」 

とわりと誰でも思いつきそうなフレーズだったんですが、 

話してみると福岡に戻ってくるらしく、 
引っ越し先を探しにこれから不動産屋に行くとのことで。 

福岡の地名もある程度押さえているので、 
「どの地域に住みたいか？」 
で話も弾みました。 

僕は、ちょうど大学生で童貞の人に向けて記事を書いていたんですが、 
そのことを相手に伝えると爆笑していました（笑） 

一見、伝えたらデメリットになりそうなものを、あえて伝えることで弱みを強いへと変えたり、
使えなさそうなものに価値を見出して、使えるようにするのが得意な恋達です。 

発想の転換が出来るようになると、かなり強いです。 

「恋愛教えているよ」 

といきなり言うと、 
ただの怪しいやつになるだけなんですが、 
大学生で童貞の人に向けて記事を書いていると言うと、 

「一体何の仕事！？」 
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って相手は気にならざるを得ないですよね。 

「最初、同業者かと思ってました（笑）」 

って言われたんですが、 
残念ながら僕は夜系の仕事ではありません（笑） 

ビジネスを教えるというのと同じまともさで、恋愛を教えるという仕事をさせて頂いております。 

「偏見・誤解・先入観」 

のある仕事って、自己開示した時に普通に不利そうじゃないですか。 

一見。 

「弁護士です。」 

「公務員です。」 

「公認会計士です。」 

の方が普通にイメージ良いじゃないですか。 

でも、僕は「偏見・誤解・先入観」に加えて、 
希少性が突破口の鍵の一つになると考えています。 

お姉さんの見た目からして、 
人生単位で見てナンパなんて死ぬほどされているはずですからね。 

「エリート会社員、芸能系でも通用するほどのイケメン、金に一切困っていない金持ち」 

などなど、ありとあらゆるタイプの人にナンパされています。 
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だからと言って、 

「俺には武器が何もないからナンパなんて無理や。。」 

とひるむ必要もないと思います。 
（詳細は後述します） 

武器があるからといって使いこなせていないのであれば、全く意味がないですからねw 

今回は仕事の合間に素振り感覚でただ声をかけて、 

「連絡先ゲット出来ればいいな～」 

ぐらいの軽い気持ちでナンパしていました。 

「おはよー！」 

って近所のおじいちゃんやおばあちゃんに挨拶するぐらいの感覚で良いわけです。 

ほんで仲良くなったら 

「今度お茶でもしましょう！」 

っておじいちゃんやおばあちゃんとコーヒーでも飲むって感じで、肩の力入れずに気軽に声かけ
て、 

「何かあったら儲けもんやなw」 

ぐらいに思ってたら1ミリも緊張しないですw 
（こういうマインドが死ぬほど大事ですw） 

話は変わりますが、以前、天神の宝石屋で、60歳ぐらいのマダムと仲良くなってしまい、 
危うく本気でお茶するところでしたw 

別に、歳の離れた人と語らうこと自体好きなのでそれはそれで良いんですがw 

側から見たら、孫にも見えないし、 
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「あの人たちどういう関係なんw」 

 ってその辺の女子に不審がられますが、 
それはそれでおもろいわけですよ（笑） 

要するに、 

海外の人みたいにフランクに知らない人に声をかけて、 

・ただただ挨拶する 
・現地の美味しい食べ物屋を聞く 
・観光スポットを教えてもらう 
・仲良くなって一緒に遊ぶ 
・あわよくば肉棒を突っ込む機会を得る 
・隙あらば顔射する 

みたいな感じで、失うものなんて何もないので適当に話して仲良くなっておけばいいだけです。 

「よっしゃ！今からナンパするぜ！」 

って意気込んでナンパするのが好きな人も入れば、息を吸って吐くかのごとく自然にナンパをする
人もいるわけで、 

"自分がどちらのスタイルが向いているか？" 

で判断をすればいいと。 

マッチングアプリで出会いを無限に生み出すのもそれはそれで良いんですが、 
相手が自分という人間を知らない中で、 

「どういう人間か？」を短時間で売り込んで、  
相手が関わるメリットを説くナンパも出来るようになると、 

人生の可能性はどんどん広がります。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

マッチングアプリも、ナンパも、 

たかが出会い、されど出会いです。 
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瞬間的な出会いになるか、永遠の出会いになるかは分かりません。 

最初から永遠に出会いになることを期待して、自分で下手にダメージを負うような神経を張り詰め
たようにナンパをするより、 

野球のバット振る感覚でバット振っておけば良いだけだと。 

ここまでをまとめると、 

●意外性・希少性は武器になる 
●近所のご年配の人と仲良くなる感覚で声をかける 
●ナンパと思うから余計に緊張する 
●女だけを追わない、じいちゃんばあちゃんも追う 

ということが言えますが、 

よく「ラインが返ってこない」「食いつきが下がった」「告白してフラれた」って死ぬほど落ち
込んでる人っていますよね。 

そんな人に僕からアドバイスできるとすれば、 

野球で言えば、三振せずに10割の打率を誇るのが物理的に困難なように、 

自分がどれほど優れたパフォーマンスを発揮したとしても、 

成功確率、打率には天井があり、実力者と言えども平均的な数値に収束する。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

という視点をどこか頭の片隅に持っておくことです。 

そうでなければ、永遠に悩み続けるネガティブ君になってしまいますからねw 

それは普通に辛いw 

一喜一憂してると、メンタル的に「不安定」の作用がもたらされます。 

特に一人で活動している人だと、すぐに挫折してしまいかねませんからねw 
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まぁこのバランス感覚を身につけるまでが難しいんですが。 

自己否定して、【結果】に悔しがらないと、成長しないのは事実なわけで。 

「意外性・希少性こそ、武器だ」 

と言いましたが、 
例えば僕のファッションコンサルを受けると、 

●いかにもモテなさそうなIT系会社員が「どこがIT系やねんw」って誰もが驚く外見に変貌 

●大人しそうな大学生でも「絶対学生時代イケイケやったやんw」って思われる外見に変身 

●普通の会社員が「え？スカウトじゃなかったの？」とチャラくて女の子の扱いに長けてそうな
会社員に 

という風に、簡単に「意外性・希少性」を演出することができます。 

他にも自分の内面的特性で「意外性・希少性」を打ち出す方法はあるんですが、 
手っ取り早いのは外見を変化させることですね。 

============================ 
自分の根の真面目さが引き立つようになりますから。 
============================ 

「真面目が真面目なこと言ってる」 

これでは女子の心も1ミリも揺さぶられないですからねw 

真面目な女子が好きな人は真面目そうな見た目で良いんですが、 

「別に真面目な女子が好きではない」 

という方で"真面目そうに見られる人"は、 
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今、「ナンパ・恋愛・婚活」のいずれも不利な条件で戦っていることになるので、 
外見を「遊んでそう・チャラそう・モテそう」な方向にシフトしないと、 

せっかく「トーク力・男らしさ・ノンバーバル」を磨いても、 

「真面目が何言うとんねん。」 

って思われて、成果が一向に出ない現象が続きます。 

これではかなりまずいですよね。 

でも、逆に言えば、 
外見の変更さえしてしまえさえすれば、 

"これまでとは違った見られ方" 

をされるようになるので、同じトークでも刺さるようになるというのは、 
何も珍しい話ではありません。 

たった2週間で彼女を作った人もいますし、 
即日セックスができたという報告も受けています。 

今回のように「意外性・希少性」というのは、 
何もナンパに限った話ではなく、対人関係全般で一生使える技と呼んでも良いでしょう。 

あなたは、何か「意外性・希少性」がありますか？ 

相手の記憶に残るようなインパクトを持ち合わせていますか？ 

もし、今、女の子に刺さるギャップや見た目がなければ、これから一緒に作っていきましょう。 

僕のライン＠を引き続き読んで、「考え方が肌に合うわ！」と思ってくれれば、 
あなたが最高に格好良くなる特別な機会を用意するのでw 
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ってことで、ここから本題に入って、  
28歳ラウンジ嬢を福岡の天神のカフェでナンパしたときの会話に入っていきます。 

○時刻は朝10:00 エロいギャルが視界に入り、恋愛の達人のレーダーがビンビンに反応 

恋達「朝活ですか？w」 
※「こんにちは。」「初めまして。」「すみません、今時間ありますか？」とナンパをするのは
普通過ぎますね。さすがに「初めまして。」って言う人はいないと思いますがw 
時間が朝だということもあり、「朝活ですか？」と入る方が自然。朝活じゃなければ、「何活で
すか？w」と笑わせて序盤から”一味違うナンパ”と思わせれば、まずまずの出だし。 

女の子「違います笑」 

恋達「朝からこんなお姉さんがカフェにいるとか怪しすぎでしょw 何してるんですか？」 
※勝手に「朝からこんなお姉さんがカフェにいるわけないでしょ。いるなら夜でしょ。いつも夜
に活動する人が朝にカフェにいるって何があったんですか？」と”夜に行動する人”というレッテル
を貼り、軽いジャブのようないじりを展開。意表を突いている。 

普通の男であれば、ここまでアクセルを踏み込むことができないので、一連のセリフが既に自然
な差別化となっている。 
さらにこのとき、あたかも”あなたの行動パターンを把握してまっせ、どうせ夜の女やろ？”という
メッセージ性を顔の表情で伝え、どしっと構えた態度で堂々と発言することにより、「普通の男
ではないな。」と暗に伝えることが狙い。 

女の子「これから不動産屋に行こうと思ってて。」 

恋達「もしかして、引っ越しとかですか？」 
※「え、何で不動産屋に行くんですか？」と聞いても良いが、出来れば「引っ越しですか？」と返
す方が良い。初歩的な質問や疑問ばかりを投げていると人生の経験値の低さ・ショボ腕感が出て
しまい、なめられる原因になってしまう。 

女の子「はい。」 

恋達「どこからどこに引っ越しするんですか？」 
※「どこに引っ越しを考えているんですか？」とだけ聞くのでは、相手の引っ越し先の情報しか得
られないので、「どこからどこに？」と範囲を広げて聞くことで今住んでいる場所の情報を聞き
出すことができる。情報をなるべく拾うことで、後々の会話の展開のしやすさに繋がる。 

女の子「名古屋から福岡です。」 

恋達「え！？今名古屋なんすか？」 
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※驚いたような声の調子・トーンでリアクションを取る。間違っても「へぇー、そうなんや」と単
調な返しをしないこと。単調なリアクションをすると、「質問してきたくせに、へぇー、そうなん
やとかつまらなさそうな反応すんなよ。」と思われ、印象を下げかねない。 

”相手に関心を持っている”と相手に確実に伝わるようにリアクションを取ることで、話していて楽
しいと思われること。あなたも誰かと話をするときに、リアクションが薄くて何を考えているの
か分かりづらい人と話すより、リアクションがハッキリと分かる人と話す方が話していて楽しいと
思いますよね？ 

女の子「今名古屋」 

恋達「僕東京っす」 
※相手のことばかりを聞くと質問攻めになってしまい、「キモい男」と思われる要因の一つにな
るので、自己開示を放っていく。 

女の子「あ、そうなんだ～」 
※こちらに大して興味がないことが様子が読み取れる。 

恋達「つい最近栄いましたよ」 
※栄という共通ワードを出すことによって、親近感を抱かせる。相手の頭の中では「なぜ、栄に
いたのか？」という疑問が湧き、この疑問を解消したいと思うようになる。 

女の子「あ、ほんとですか？」 
※さすがに手慣れな錦のラウンジ嬢も驚いている様子。 

恋達「仕事でですけど、仕事で」 

女の子「仕事で？へえええ」 
※「どんな仕事なんだろう？」とさらに謎が深まり、相手のことを知りたいという好奇心が芽生
えてくる。この”意外性”、”怪しさ”が「これまでのナンパとは一味違う」と思わせ、「ナンパをさ
れている」という感覚を抱かせない秘訣。 

恋達「で、福岡僕も住むんすよ」 
※もう一発共通点を放り込む。「もう勘弁してよw この人一体何者？？？」と話をすればするほ
ど、気になってしまう。 

女の子「あ、そうなんですね 
東京出身で？」 

恋達「えっと、出身はまたね、違うんすよ」 

女の子「福岡？」 
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恋達「関西です」 

女の子「あ、そうなんですね～！」 

恋達「関西で、福岡住んで、東京行って、また福岡戻ろうかなみたいな」 

女の子「へええええ～」 

恋達「赤坂分かります？あの辺住もうかなと思って」 
※ここまでの話が本当なのかどうかを半信半疑で聞いている彼女の心理状態を確信へと導く一
手。赤坂というワードは福岡のことをそれなりに知っている人でないと出てこないワードなの
で、具体的なワードを出すことにより、信憑性を高める。 

女の子「へええ、いいですね～」 
※赤坂は福岡の中でも裕福な人が住む閑静な地域で、福岡一の繁華街「天神」にも近く、イメー
ジも良い。権威性のあるワードでこちらのステータス性・生活レベルをそれとなくほのめかして
いく。 

恋達「福岡めちゃめちゃいいっす」 

女の子「私も赤坂住みたかったけど、物件が少なくて」 
※「この人なら分かってくれるかも」と女の子が思った証拠。「何やら怪しい人物だけど、福岡
のことをそれなりに知っていて、私の引っ越しに対する状況や思いを聞いてくれるかも」と頭の中
で判断をしたから出てきたセリフ。 

恋達「え、もう少ないんすか？あ、そっかもう４月だからもうみんな借りてるんすね 
３月くらいからガーっときちゃって」 
※「分かります！赤坂は人気のエリアなので物件も少ないですよね！」とわざとらしい共感を狙
うのではなく、女の子の心理状態をそれとなく自分の言葉で置き換えることにより、自然と相手
が共感されるといった構図を作る。これにより、”この人は分かっている人”という認識へと変わっ
ていく。＝相手のことを認める 

女の子「ちょっと遅かった」 
※ここで、「そうですよね。。」という方向で人気の引っ越しエリアを逃した悲しい状況に共感
を示していくのはナンセンス。相手からすると「もう終わったことだし、いちいちそこまでしん
みりと共感してこなくていいよ（合わせて来なくていいよ）」と嫌悪感を持つ要素になり得る。 

恋達「なんであれなんすか、引越しするんすか」 
※「そもそもの話として、なぜ引っ越しをするのか？」と聞き出すことにより、相手の人生観・
生活感などを把握することが目的。引っ越しをするということは想定されるものとして、「転
職・家族の死・介護・居住環境への不満・友人とのルームシェア・新たな挑戦」など、様々な要
因が考えられる。 
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女の子「地元こっちで」 

恋達「なるほど！地元こっちで、で名古屋に、なんで行ってたんすか」 

女の子「仕事で行ってて～」 

恋達「仕事で行って～、名古屋どれくらいいたんすか？」 
※ここまで質問攻めが続くが、相手がこちらに関心がなく、こちらが相手に関心があるため、致
し方ない。質問をし過ぎて「うざい人」にならないように質問をする際のトーンに注意。 

女の子「8年」 

恋達「あ、結構長いすね」 

女の子「めっちゃ長いです」 

恋達「長いすね！何系の仕事してたんすか」 
※仕事の話を聞き出すと、こちらの会話の展開パターンが増える。遊戯王で言うと、「ド
ロー！」とデッキからカードを引く行為ですねw 手札からカードを使うか使わないかはさてお
き、なるべく相手の情報を聞き出しておいて、使えるタイミングで発動するというイメージ。 

女の子「美容師」 

恋達「へえ、今もすか？」 
※ここであまり美容師の話を掘り下げても相手からすると「別に美容師の仕事の話してもつまら
ないでしょ。」と思われ、「会話のセンスがない」と減点されかねないので、あまり深掘りはせず、
さらっと流す程度に留める。 

女の子「今やめて、親から帰ってこいって言われ～の」 

恋達「で、またこっちで仕事を～」 

女の子「まだ全然、こっち住んでから探そうと思って」 

恋達「いくつすか？僕まだ27です」 
※外見からなんとなく歳が近いと思っていたが、年齢を聞くことでタメであれば「ラッキー！親
近感湧くわ。」ぐらいの軽いハイタッチをしようと思ったが、残念。一個違いでした。笑 

女の子「あ、1個違いですね」 

恋達「28すか。そんなに変わらんすね」 
大濠は住みやすいでしょうね」 
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※このお姉さんが赤坂を狙っていたが、赤坂エリアに良い物件がなかったため、代替案として
「大濠は住みやすいですよね？大濠とかはどうですか？」と聞いている。 

女の子「いいとこですよね」 

恋達「今ね、僕何してたかって言うと、大学生で童貞の人に向けて記事書いてて」 
※このまま当たり障りのない会話をしていても距離が縮まらないので、一歩踏み込み、脇腹辺り
にボディブローを浴びせる。相手からしたら「大学生で童貞の人に向けて記事書いてて」という
発言が謎すぎて、普通の女子であれば爆笑するか、「えーーーーーー、どういうことですか？？」
と興味を示すが、さすがは錦のラウンジ嬢。日頃から客に色んな話を聞かされて大概のことでは
驚かないせいか、反応が冷静。 

女の子「めっちゃ打つの人速いなって思いながら携帯見てました」 
※ここ、実はポイントです。 
このお姉さんは隣の隣に座っていたんですが、携帯を打ちながらも店内の遠くを見ていたり、タ
バコを吸っていたので、”何かに集中している”、”他人に関心がない”という状態ではないと検討は
つけていました。目線が携帯ではなく外にあるということは、注意が外界の事物に向けられてい
て、外部からの刺激が入る状態だということが見極められます。 

後は、「どんな刺激を彼女に送るのか」ということですね。 

で、こちらのことを草食動物のシマウマのように横範囲にも目が見えている（注意を払って観察し
ている）ということが分かったので、逆に言えば、こちらのノンバーバル次第（身のこなし、態
度、姿勢）で「どんな人物なのか？」と想像力を掻き立てる絶好のチャンスというわけです。 

相手はこちらに少なからず気を払っているわけです。「サラリーマンが朝から資料をまとめている
んだ。」「この人は一人で朝からぼーっとカフェにゆっくりしに来たんだな。」「あの人は友達
と朝からカフェかー」などと、周囲の人物に自分なりの読みを立てて、”こんな人”というレッテル
貼りをすることで安心感を得たいというのは人間の心理です。 

そこに、見た目が少々いかつい今どき風の風貌をしたお兄さんが、朝からカフェで高速タイピン
グをしていたら「仕事なんだろうけど、一体何の仕事をしているんだろう？」と気になりますよ
ね。笑 
パソコン好きそうな人とかネトゲーが好きそうな見た目なら別に何もギャップはないですが、僕
の見た目でパソコンを真剣な顔をして高速タイピングしていたら、同じ20代の女の子はその光景
が見慣れない意外性に満ち溢れ過ぎて、興味を抱きます。 

恋達「あ、ほんとっすか。 
めちゃめちゃ神の集中で童貞に対しての熱いメッセージを書いてて、 
やっぱ、大学生童貞ってなると、ちょっとワンチャン拗らせていくとまずいじゃないですか」 

女の子「まずい、でも結構いますよね」 

ページ /14 28



恋達「今あれですよ、ほぼね、５割くらいですよ、2人に1人童貞ですよ」 

女の子「へえええ～～」 
※世間の女子は普段自分がカッコいいと思う男子しか目で追っていない（視界に入れていない・
興味がない）ことと、そういう人でないと関わりを持たないため、水面下でどれだけ野暮ったい
男子や童貞がいるのかを把握していません。 

普段出会う男がそれなりに遊んできて遊びの経験値が高く、「見た目・コミュ力・自信」がある
やつらばかりですからね。だからこそ、2人に1人が童貞ですよというデータを持ってくること
で、「え、やばいやん。そんなに童貞って多かったんや！」となるわけです。 

恋達「もう理系の大学生とか多分もっと割合上がるから、えらいこっちゃっすよ」 

女の子「えらいこっちゃやな～w」 
※砕けてます。相手がこちらの「えらいこっちゃ」をオウム返ししてきましたね。距離が縮まった
瞬間です。 

恋達「いやほんまにエライコッチャっすよw 
もう、しかも若者の恋愛離れとかも言われてるじゃないですか」 

女の子「うんうん」 

恋達「じゃあもう今後どうなんの、みたいな 
AIじゃないや、VRとかもできてきてるし…」 

女の子「VR…ああ、それね、確かに確かに」 

恋達「で、福岡の男の人っていうあれに移すと、結構草食、世の中的にも草食って増えてるじゃな
いですか」 

女の子「うんうんうん」 
※相当共感している様子。 

恋達「だいぶ男性が奥手っていうか」 

女の子「ましやろ？九州は」 

恋達「九州は全国的にはまだましなんじゃないですか？」 

女の子「絶対ましだと思う。ナンパもめっちゃ多いし」 

恋達「ようされます？」 
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女の子「いや昔の話ですけどねw」 
※一連の会話から奥手な男子に対して良いイメージを持っていなそうなことが伝わってきますよ
ね。これまでナンパをしている人と数百人ほど会ってきましたが、ほとんどの人が自分が刺さる
層を把握しておらず、手当たり次第顔が可愛い子をナンパしているのが実情です。 
 
外見から内面まで見抜く”見る目”を養うことで、相手の性格的特性と自分のそれが合うかどうかを
事前にある程度スクリーニングでき、ナンパをして会話を展開していってからの事故が格段に減り
ます。 

今回の場合は、内向的な男子であれば、必ず話に詰まり、おそらく最初の時点からゲームオー
バーとなっていたでしょう。 

自分が狙いたい層の女性をしっかりと決めて、その層に刺さる自分になるように「顔つき・ファッ
ション・体型・話し方・声のボリューム・抑揚・笑いやリアクションの取り方・目線の使い方・
話す内容」などを寄せていくべきです。 

全員に好かれようとする人は、誰にも好かれませんからねw 

恋達「あ、昔？」 

女の子「最近の話じゃないよなw」 

恋達「最近じゃないすか？」 

女の子「最近じゃないです」 

恋達「九州はまだ、福岡はまだましでしょうね」 

女の子「うん」 

恋達「うん、全然まだましやと思いますね」 

女の子「だって男の人でも結構グイグイ来る人多い気がする」 

恋達「あ、ほんとっすか」 

女の子「うん」 

恋達「ちょ、大学生童貞の人に言いたいことは、なんかありません？」 
※お姉さんの意見を聞くことにより、”相手を頼っている”。人は自分を必要とされたら嬉しい生き
物なので、ここでは「大学生の童貞の人に向けて、お姉さんの意見を下さい」と頼っている。 

女の子「ええ… 
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その一歩ですよね。一回したら次もまたしたくなると思うんだけどな、ねえその一歩がね」 

恋達「あれなんすよ、初めての人は好きな人で卒業したい！みたいな」 
※ちなみにお姉さんの初体験はどんな感じだったんですか？」と聞いても良いが、経験上初体験
の話で盛り上がったことはない。むしろ、「そうなんや。」と盛り下がって「普通やんけ。」で
終わることが多い笑 

女の子「ああー」 

恋達「だいたい童貞の人ってそういう思いが… 

で、僕ら男性ってAVを見て、なんていうんすか、その世界で頭の中が埋め尽くされてるから、も
うこんな可愛い子とエッチしたいな～、どうせ初めてやしな～、やっぱ俺の初めてはそういう子
と、みたいな。 

それがちょっとこう、現実と乖離してるから、どんどん拗らせていくと、コミュ障とか悪化する
じゃないですか、対女子関係もまずいことなるから、そしたら早めに劇薬を打っとかなと思っ
て」 

女の子「劇薬ww なんのコラム？」 
※言葉のチョイスで笑わせています。普段からエッジの効いた言葉を仕入れておくと良いです。 
「使うワードが面白いw」「言い方が面白いw」 
って思ってくれたらこっちの土俵ですからねw 儲けもんです。 

恋達「僕あれなんすよ、恋愛を教える仕事してて」 
※ここで核心部分を自己開示します。あえて、核心部分を秘密にしておいて、お姉さんから聞かせ
るまで待つことも出来ますが、ここまでわりと引っ張ってきたので、そろそろ自己開示して良い
タイミングかと判断しました。セックスでもあまり焦らし過ぎると逆効果になってしまうので、
適度に焦らしておく方が無難ですw 

女の子「へええええ」 

恋達「で、「童貞 大学生」っていうキーワードで記事書いてて、たまたま」 

女の子「へええ、恋愛マスター？」 

恋達「いや、そのマスターって言ったらねえw 
そんな誰でも落とせます、みたいなw 
全然落とせないですけど」 

女の子「すごいなあw」 

恋達「いやいやw 
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恋愛と、まあ恋愛の仕事が今メインですけど」 

女の子「へえええええ」 

恋達「結構、悩んでいる人多いんすよ、世の中的に結構」 

女の子「恋愛で？」 

恋達「なんか、お姉さんだったら悩まないじゃないですか」 

女の子「いやいや、悩むよ、悩む」 

恋達「ほんとっすか？w」 

女の子「めっちゃ悩む」 

恋達「ほんとっすか！？僕も悩んでますから 
教えながらw 」 

女の子「恋愛マスターも悩むんだw」 

恋達「めちゃめちゃ悩んでますよw 
え、お姉さんは何で悩んでるんすか？」 

女の子「私ですか？」 

恋達「はい、いい人いないな～みたいな？」 
※大体経験値高め系女子は「いい人がいない」という悩みを持っているので、核心部分をもりで
一突き。普通の女子なら「何で分かったの？？？さすが恋愛マスターw」という反応が返ってくる
が、手慣れな女子とだけあって少々の刺激じゃビクともしない様子。 

女の子「いい人いないな～みたいな」 

恋達「あ、じゃあ一緒っすね！悩みは」 

女の子「ほんとに？w」 

恋達「だって僕5年彼女いないですから」 
※「5年も彼女がいないって普通じゃないですよねw 何があるんだろうと気にならせる要因になり
得るので、とりあえず情報を出しておく。 

女の子「5年？それでよく書けますね！？すごいw」 
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恋達「それでよく書けますねってw むっちゃディスられた今w」 
※この辺りからタメ語に切り替え、打ち解けて話しやすい空気感へと場の空気を変えていく。 

女の子「違う違う違うw」 

恋達「やばいやばい、どうしよもうw もうブログ消そかなw」 
※わざと大袈裟に言うことで、笑いを取りにいくところですねw 
「いやいや、そこまでせえへんでもw」 
とツッコミが入るぐらいの大袈裟感がキーです。 

女の子「ほぼ妄想ですよねww」 

恋達「もうサイト消そかなw どうしよう妄想日記みたいになってるからもう消そかなw」 

女の子「ほぼほぼ妄想で書いてるw」 

恋達「やばいやんwだいぶイタいwそんなやつに教えられたくないわw」 
※自虐ネタで笑いを取るスタイルも確立しておくと良いです。プライドが邪魔をして笑いを取れな
いのではもったいないですからねw 

女の子「すっごいwごめんなさいねw」 

恋達「いやいやいや、ただ自虐ネタかましただけなんでw 

いい人いないすか、やっぱ」 

女の子「うん」 

恋達「いつからいないんすか？」 
※ふざけ過ぎてもくどくなるので、この辺りから通常の会話に戻す。 

女の子「私３年半いないです」 

恋達「あ、じゃあ結構、同じ土俵には」 

女の子「まあまあ人のこと言えないですねw」 
※少しずつ僕に気を許してきている様子が伝わる発言。 

恋達「結構良い、こうね、引けを取らないような」 

女の子「そうそうw」 

恋達「へえ、三年半なんすね 
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なんか、思うんですけど、年々自分の見る目って厳しくなってくるじゃないですか 
もう不動産ともある意味一緒だなと思って。 

水回りがどうのとか、これ事故物件だったんじゃないかとか、日当たりがどうとかなんたらなん
たら、って気にしてると、ほんまになんか、え、おらんやん！？みたいになりません？」 

女の子「うんうんうん、ほんとそう！」 

恋達「ですよね。もともと夜やってました？」 
※最初から「夜やってるんやろな～」と思っていましたが、相手からそう言われると、「あ、バ
レた。この人には隠し事をしてもどうせバレるだろうから正直に何でも話そう」というスイッチ
を入れることが狙いです。 

女の子「やってました」 

恋達「お！夜の中でも、いろいろあるじゃないですか、キャバとか」 

女の子「今ラウンジで働いてます」 

恋達「ああ、中洲で？」 
※普通にミスりましたねw 今仕事していないって聞いていたのにw 
こういうミスも”隙を見せること”であり、相手からすると親しみを感じる部分になります。 
すべてが完璧な会話だと出来すぎていて「逆に怪しい、親近感が湧かない、なんとなく信用でき
ない」ってなりますよね。 

女の子「錦で」 

恋達「あ、はいはいはい、今ラウンジなんすね 
じゃあこっちきて中洲で働くんすか？」 

女の子「中洲で、多分ちょっとだけ働きますね」 

恋達「おお、ちょっただけ？」 

女の子「わかんないですけど、でも就職しないと親がうるさいから」 

恋達「中洲で働くんやったら、また飲みに行きますよ」 

女の子「来て下さいw」 

恋達「普通に遊びに行きますよw 今ちょっと談笑中ですw」 
※たまたま一緒にカフェで仕事をしていたメンバーの人が来てしまいましたw 
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ここで「お姉さん話してて楽しかったんで、また朝活しましょ」とLINEを交換してもOK。 
今回は和み不足だと判断し、会話を継続。 

Club恋達メンバー「あ、初めましてw」 

女の子「あ、初めましてw」 

恋達「僕も初めましてですw」 

Club恋達メンバー「僕ちょっとあっちで仕事してますね」 

女の子「（彼も）恋愛マスター？」 

恋達「いや、俺のお客さん、埼玉の方で」 

女の子「へえええ」 

恋達「ほんとにガチのお客さん、今の 
まあちょっと個人的な事情も入るんやけど、もともと結構悩まれてて」 

女の子「恋愛？」 

恋達「あの、奥さんがいらっしゃるんやけど、 
まあほんとに割愛するけど状況、辛くて、自殺とかまで考えてて、 
本当に保険金だけ残して、この世から去ろうかなとか思ってたんやけど、 
俺と出会って、もう一回人生、結構アレだったんよ、事なかれ主義で、 
もう努力しなくても良いや、みたいな、 
で、悩んでたけど、まあ今仕事もすっげえ順調なって、っていうお客さん。 

だからやっぱ夜の世界にいたらさ、なかなかアレだよね 
難しいっすよね」 

女の子「でも夜の世界まだ半年ですけどね」 

恋達「ええ！？だいぶベテラン感出てますよ、だいぶw」 

女の子「入って一ヶ月目で言われとったw」 

恋達「ですよねw 落ち着き払ってますもんね、やたらw」 

女の子「ベテラン感出すぎって言われるw」 

恋達「ベテラン感w 
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だいぶでも、一番いつが遊びました？ 
やっぱ20、ハタチくらいですか？」 
※遊んできた子であるというレッテル貼りをしています。例え、女の子が言葉巧みに自分を清楚に
見せてきたとしても、見た目からすぐに分かります。価値観を深掘りすると、貞操観念もチェッ
クできます。 

女の子「遊び？」 

恋達「あの、人生で一番遊んだ～！みたいな」 

女の子「ええ、今かな」 
※「今」と聞くと、誰にでもチャンスがあるように見えるが、しっかりと遊ぶ男は選ぶ子です。 
尻軽で遊び相手は誰でも良いという場合は、もっと会話がアポっぽくてすぐにこちらに食いつい
てきたり、興味を持って質問をしてくる様子が伺えます。相手にとってこちらの見た目がタイプで
あれば、もっと楽な試合運びだったかもしれませんが、残念ながら僕はトークやノンバーバルで
倒すしかないのですw 

恋達「あ！今なんすか！へえ、珍しいパターンすね」 

女の子「だって若い頃忙しかったもん、美容師」 

恋達「それは確かに忙しいすね」 

女の子「専門学校、学生の時は人付き合い悪かったし」 

恋達「あ、そうなんすか、ほんとに仕事～みたいな」 

女の子「いや、学生の時とか、あ、大人数なんだ～めんどくさ、みたいな」 

恋達「うんうん」 

女の子「気が乗らん、行かん、みたいな」 

恋達「結構だるがりだったんすか？」 

女の子「うん」 
※面倒くさがりな性格が判明。性格を押さえることはこちらの打ち手に死ぬほど影響してくるの
で大事です。 

恋達「へええ 
いやでもほんまに、良い人いないって、ねえ。なりますよね 
ほんまにこの年なったら、余計に良い人おらんな～って」 

ページ /22 28



女の子「でも福岡きたらできるよ、女が多いけん」 
※「ほんとっすか？」とガッついたら非モテ丸出しです。誰でも良いから遊びたいというメッセー
ジ性を出してはいけません。 

恋達「余ってますもんね」 

女の子「私昨日ね、不動産屋行って、 
不動産屋のお姉さんも、彼氏がおらんって言ってて、 
でもガツガツ行けんし、周りの子はガツガツしてるんだけど」 

恋達「あぁ」 

女の子「ガツガツせんといかんよね～ 
まあ、私もいけないんだけど」 

恋達「いけないすか 
もしちょっと、良いなって思う男子いたとしたらどうするんすか」 
※相手の性格的特性・行動パターンを把握する質問です。「自分からいくor相手に気があること
をほのめかして待つタイプ」と2パターンに分かれますが、どちらなのかを知ることで、こちらの
出方を変える必要があります。なぜなら、「男からグイグイ来られるのが嫌」という女の子もいれ
ば「男からグイグイ来て欲しい」というタイプもいるからですね！ 

女の子「あんまり思わないんだよね」 
※色んな男を見すぎてお腹一杯の状態。例えて言えば、あなたは一切お金に困っておらず、自分の
好きなブランドのアイテムも一通り買い揃えており、追加で「欲しいものある？」と言われて「特
にないかな。」と答えるような状況です。 
 
よっぽど欲しいものがあればお金を使ってアイテムを手に入れますが、ありふれた物や特にお金
を出して買うまでもない物だと、触手が伸びないですよね。 
 
ちなみに、「男に困っていない余裕の状態は、一体どこから来ているのか？」と特定をする必要
がありますが、男がいる場合もあれば、男がいない場合もあります。 

恋達「へえ、思わない系 
好きになることあるんすか？」 
※あまり男に惚れないことは一連の会話を通して分かっていましたが、あえて聞いています。 
「へえ、そうなんや」だと会話が終了しますからねw 

女の子「あんまりない」 

恋達「あ、ない！？ 
もう好きっていう感覚も分かんなくなったとか」 
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※長らく彼氏がいない女の子の多くの場合は「定期的に男との出会いはあるが、魅力的な男との
出会いはない。あったとしても、セックスをして関係が破綻してしまう。 
 
なぜなら、一途に（他の女とは一切関係を持たず）自分のことを大切にしてくれる男を探してい
て、自分が惹かれる男は”遊び人”だから、そういった男とは恋愛にならないから」というケースが
多いです。 

そうなると、「好きって何だっけ？」「どうやって好きになるんだっけ？」「彼氏って何？」と
いう感覚になります。今回は相手のことを分かっているという意味で、それを証明するために「好
きっていう感覚も分かんなくなったとか」と言葉を使いました。 
 
「この人は経験値があって私のことを分かっている」ということが、その男を認める契機となり
ます。 
 
こうして、自分のバリュー・ステージ・経験値の高さを会話で間接的に、かつ自然に証明して 
いく必要があります。 

女の子「分かんない」 

恋達「人生で一番めっちゃこの人好きってなった時って、いつなんすか」 

女の子「専門だから、18、１９」 

恋達「ああ、だいぶ離れてる」 

女の子「ぐらい？」 

恋達「社会人になってからの出会いとか、お互いを知っていくっていうところで、めっちゃ好きっ
てなるのって、あの頃の学生の純真だった頃に比べたら、今って難しいっすよね」 
※「分かってるで感」ですね。共感を促しています。 

女の子「うん、難しいっすよね」 

恋達「あの頃はある意味、純真でばかだったから、目の前のことに全部突っ込んでおけばよかっ
たから、後先考えずに」 

女の子「そうそうそうw 
なんかね、時間とかも合わなくなるし」 
※「そうそうそうw」というところから相手が深く共感している様子が見て取れますね。 

恋達「ですよね！確かにw 

そっか、惹かれないのか 
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心が動かないみたいな」 

女の子「心が動かない」 

恋達「一緒っすねw」 
※「ここで相手からの質問があるかな？」と思っていましたが、僕の恋愛事情について質問をし
て来ないところから、「まだ僕という人間に興味を持っていない」ということが読み取れます。 

こういったところから好意のレベルを測っていきます。 

女の子「そう、人間、ただの人間」 

恋達「うん」 

女の子「人として好きかどうか」 
※経験値の高い女の子は、一人の男として、一人の人間としての総合的資質を見定めてきます。 

“人間力が高くないと心を抱けない”ということです。 
 
小手先のテクニックやマウントを取るといった考え方では自滅してしまうでしょう。 

恋達「うん。 
じゃあそんなお姉さんがしいて、こんな人がいいなっていうんであれば、 
どういう人が挙がってくるんですか？」 

女の子「えー、気が利く人」 

恋達「気がきく人…  （俺）めっちゃ気が利くw」 

女の子「自称やろ？w」 

恋達「自称自称w あくまで自称w 
自己評価w 他己評価ではないけどw」 

女の子「自己評価高めですよねw」 

恋達「高めw 割と高く設定してるw」 

女の子「だいぶ高めですよねw 羨ましいw」 

恋達「え、低いんすか？」 

女の子「低いと思う」 
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恋達「えっと、１００点中、マックスあったとしたら何点ですか？」 
※会話の中で「彼氏のことどれくらい好き？」「今どれくらいお腹空いている？」などのような
感覚的な度合いを測るときは、100点中何点？」と聞く聞き方が相手の心理状態を数値化し、極
めて真に近いデータを収集できるのでオススメです。 

女の子「私？えー、全然30点とか」 

恋達「へえ、なんでですか」 

女の子「自己中だと思う、ワガママ」 

恋達「クソわがまま？ 
へえ、正直なところがいいやんw」 

女の子「クソわがままほんとに」 

恋達「男はコケみたいな？」 

女の子「コケではないw」 

恋達「で、気が使える人がよくて」 

女の子「そんくらいかな？」 

恋達「そんくらい」 

女の子「もう行かなきゃ」 
※ここは女の子が不動産屋に行く前にラポールを構築しておき、ラインを交換しておくべきでした
w 会話で「できる男」を演出するために女の子が不動産屋に行く時間を逆算してそれまでに会話
を終わらせる必要がありましたが、会話の中でライン交換の自然な落としどころが見つきること
ができず、会話を長引かせてしまったのが反省ですね。 

デートもそうですが、女の子に「そろそろ出よう」と言われる前に「出よや」と男が先に発言を
することが大切です。男女の関係性・構図的に男が下、女が上という図式になってはまずいです
からねw 

恋達「もう行かなきゃですか、不動産屋待ち合わせしてるんですか？ 
何時に行くみたいな」 

女の子「もう過ぎちゃった、11時に待ち合わせ」 

恋達「あ、ごめんなさい邪魔して」 
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女の子「じゃあ、頑張ってw」 

恋達「ありがとうございます 
あれやったら、連絡先教えてください。」 

女の子「連絡先？」 

恋達「普通にまた喋りましょ～」 

===ここまで=== 

※この後連絡先を交換して、ラインでやりとりをしています。 

今回は福岡滞在中にラインを交換しましたが、「滞在中に何が何でも抱くぜ^^」ってマインドで
は、必ず余裕のないキモさが滲み出てしまい、それが女の子に伝わります。 

女の子が「自信・余裕のある男が好き」とよく言いますよね。 

一連の会話から、「いかにマインドが大切か？」が分かったと思います。 

「武士は食わねど高楊枝」マインドで、”別に女には困ってないけど、まぁ何かの縁やし連絡先で
も交換しとこや”というスタンスでいかなければ、「ごめんなさい。」と断られてしまうでしょう。 

その日にセックスを狙う人もいると思いますが、無理やりセックスに繋げようと下心を見せると
「きもい。その辺の精子脳と同じか。」と思われてデート中に帰られ、ラインをブロックされる
ので、長期的に温めていけば良いです。 

だからこそ、男は本質的に自分の内面と闘争し、男は強くなり、自信を身につける必要があるの
です。 

p.s 
圧倒的な力を持つ男になりたければ、 
「良質な情報、良質な考え方、良質な環境」に投資し、 
自分という人間を育てていく意識を持つことです。 

「ローマは一日して成らず。」 

と言いますが、同年代を突き放し、比較にならないほどの魅力を手にするには、 
「高いレベルの志・野望・知識・考え方・実践量」が必要です。 

ページ /27 28



「一体、今の自分には何が足りないのか？」 

を、是非この機会に考えてみて欲しいと思います。 

ここを煎じ詰めて考え、ネクストステージに行くために必要なことを自分のアタマで導き出せるか
どうかは、モテへの一歩となりますから。 

それでは！ 

お読み頂き、ありがとうございました^^ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rentatu
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