
【Q&A】 

Q1.「教材はいつ届きますか？自宅に何か送られてくるのでしょう
か？」 

A.決済完了後、すぐに教材のダウンロードリンクをメールにて送ら
せて頂きます。 

ご自宅にこちらから何か郵送物を送るといったことは一切ございま
せんので、ご安心ください。　 

Q2.「金銭的に余裕がないので分割での対応をして頂けると助かる
のですが・・・」 

A.クレジットカードであれば、最大3分割まで対応しています。 

Q3.教材は、見るだけでも学べますか？ 

A.はい、学べます。受験勉強のときに活用した参考書を思い浮かべ
てもらうと分かりやすいかと思いますが、参考書を何度も反復して
頭に叩き込むだけでも、得点を稼ぐことは出来ます。 
 
ただし、実際のメッセージや会話の中で女の子が、 
「何を求めているのか？」「どんな気持ちなのか？」と推測する力
を養う必要はあるので、実践を伴って自分の肌感覚を養う必要はあ
ります。 
 



恋愛経験の乏しい方だからこそ、丁寧に女の子の心情や意図が解説
されていて、実際にモテる男の切り返しや対応方法を学んで頂くこ
とが、有効だと考えています。 

Q4.普段から気の弱くて、特に女性の前では臆病になってしまい 
ます。こんな自分でもできますか？ 

A.憶病で女性の顔色や機嫌を伺ってしまう方ほど、認識体現力を 
身につけるべきです。 

メルマガでも解説しましたが、イケメンとは違って顔だけでモテ 
ない人ほど、女性の感情やツボを把握し、状況やシーンごとに適確
に振る舞える本物の力を養う必要があるからです。  
（イケメンはそんなことをしなくても20代後半までの短期勝負で
は絶対覇者で無敵ですからね笑） 
 
そして、女性の前で臆病になってしまうということは、それだけ  
注意深く女性や周囲の状況にアンテナを張って聞き耳を立てている
ということでもあるので、女性の気持ちを一番に理解してあげられ
る男性になるポテンシャルがあります。（かつての僕がそうです） 
 
女性とラポールを形成し、心を許してもらえてセックスができる 
成功体験を一度でも積めば、気が弱くて憶病な自分でも実践ができ
ると体感レベルで思えるようになるでしょう。 

Q5.「自分は付き合った女の子が3人、経験人数20人で、人並み  
以上には恋愛経験があると思っているのですが、そんな僕にでも 
更なる恋愛の力を養えますでしょうか？」 



A.むしろ、中級者だからこそ恋愛力を底上げする基礎固めとして、
教材を活用して頂ければと思います。 

僕の頭の中を覗き込み、どんな認識で女の子を捉え、どんな思考で
会話を展開していているかをなぞることが、認識体現力を養うこと
に繋がります。 

認識体現力は恋達の基幹部分であり、この”恋達の視点”を移植する
ことが、あなたのモテをアップデートすることを可能にします。 

これまでハイクラスな女性はもちろん、数千人の女性と関わってき
た僕のビッグデータを取り入れて、新しいパソコンに買い換える 
下りじゃないですがw、OSをアップデートしてもらえればと思いま
す。 

Q6.「これをこれぐらいの期間で示す手順通りにやれば確実に翌月
に成果がでます！みたいなものはありますか？」 

A.こんなことをもう聞く人はさすがにいないですよねw 

一応軽く説明しておくと、この質問は英会話を習うときに、 
「僕はいつまでに確実に英語をぺらぺらに話せるようになります
か？」って聞いているのと同じです。みんながみんな同じ結果には
なりません。関わっている女性も見た目もキャラも女性経験も違い
ますからね！ 

Q7.女性経験がほぼない童貞でも実践可能でしょうか？ 



A.十分可能です。 
ただ女性との関わりがないのであれば、まずはある程度女性と関わ
れる環境に身を置く必要があります。もしマッチングの時点でお困
りであればメールをください。 

ただ、実践する上で基礎知識や専門知識などは必要ありませんの
で、現在恋愛経験がなくても実践は十分可能です。 

また、女性経験が少ない方用のコンテンツも用意しておりますの
で、スムーズに実践できると思います。 

Q8.「普段はナンパを主軸として活動していて、これからマッチン
グアプリを活用して出会いを増やしていこうと考えているのです
が、今回の教材はそんな僕にでも活用できますでしょうか？」 

A.はい、もちろんです。ナンパであろうと、マッチングアプリであ
ろうと、その他「合コン・街コン・相席居酒屋・キャバクラ・紹介」
などのあらゆる出会いの媒体において、通用する力を養えるからで
す。 

ただ、今回はマッチングアプリのメッセージを活用して女の子の 
感情や意図、モテる男の発言を解説していきますので、「マッチン
グアプリをやっている」or「これからマッチングアプリを実践す
る」という方が、特にスムーズに今回の教材を理解できるかと思い
ます。 
（マッチングアプリに登録していないからといって、今回の教材が
役に立たないということでは御座いません。） 



Q9.恋愛初心者の教科書と被りはありますか？ 

A.被りは1％くらいですねw 
ページ数で言うと2ページくらいなのでほぼないと思ってもらって
大丈夫です。 

Q10.「認識体現力を身につけるには、一週間でどれくらい女性と
関わればいいのか？などの目安はありますか？」 

A.まず、「何人と触れ合えば確実に食いつかれるまで持っていけ
る！」なんて言い方はできません。恋愛は「誰でも！」「簡単に！」
「再現性100％」みたいなものは一切ありません。 
ある程度バランスの取れたインプットとアウトプットを実践しても
らう必要があります。 

インプットに関しては僕の1つの感覚としては、 
「ユーキ◯ンの通信講座で何か1つ資格を取ろう！」くらいのモチ
ベーションがあれば十分なくらいだと思ってもらえれば大丈夫で
す。 

なので、仕事や勉強の合間でも十分勉強＆実践可能です。 
（実際恋愛は合間でやる方が大半ですよね。） 

合間でもインプットしていただけるよう音声教材も用意しておりま
すのでご安心ください。 

それから、成果が出れば出るほど作業時間は減らすことができま
す。 



コツやポイントを掴めば掴むほど1つのメッセージを考えるのにか
ける時間は減っていきます。 

女性経験が増えれば触れるほど瞬時に適切なメッセージが思いつく
ようになります。 

Q11.「私は超初心者なので、恋達さんの教えについていけるか不
安です、、再現性は人によって様々だろうなと。」 

A.始めは、確かに僕と同じような認識体現力を身につけられるか心
配になる人もいると思います。 

恋愛初心者の時はモテている人の会話を膨大に浴び、感覚を養うと
いうことが大切になります。 

今回作成にあたって、Club恋達の恋愛初心者の方にも詳しく話を
伺い、悩みをQ&Aという形で網羅的に回答してありますのでご安
心ください。 

それから、「0から始めるラポール形成と認識体現力講座」でお届
けした授業動画や解説資料を見て、 

「どんどん女性に対する理解や認識が深まった。もっとパターンと
解説に触れていけば、間違いなく認識体現力が身につきそうな気が
する」 

と思った方は、今のレベルに関係なく、講義について来てもらえた
らと思います。 



「フレーズを覚えてその通りに女の子に投げてみましょう♪」とい
うような指導ではないため、再現性はそこではありません。 

再現性とは、僕と全く同じメッセージや会話ができることではな
く、認識体現力を身につけて自分の「キャラ・性格・見られ方」 
と掛け合わせたオリジナルのメッセージや会話ができるような状態
になることだと考えています。 

肝心なのは、僕と同じフレーズを使うことにあるのではなく、 
 
「なぜこのメッセージを女の子に送ったのか？」 
「女の子はどんな感情でそのメッセージを送ってきたのか？」 

という意図や性格を認識できるようになることで、これが認識体現
力を養うことに繋がります。 

認識体現力を養うことが、ラポール形成力を高めることに繋がり、
その先にある薔薇色の女性関係を築くことに直結します。 

女性のことをもっと深く知り、またモテる男の頭の中を覗いて、 
自分の感覚に落とし込むことが最も大切です。 

その感覚さえあれば、「何を話せば良いのか？」のイメージが湧く
ようになり、自然と言葉が出てくるようになるからです。 

Q12.「直ホ（会って直接ホテルに行くこと）ルーティンのような
メッセージを解説した講義はありますか？」 

﹅ ﹅



A.よくTwitterやnoteで完全にテンプレ化したメッセージを送っ
て、機械的にメッセージを送ることで女性とセックスすることを確
約させるような攻略法が販売されていますよね。 

上手くいっている結果だけに踊らされて、実はその販売者がイケメ
ンで顔だけで通用していたり、女の子が著しく自己肯定感が低いよ
うなメンヘラ相手に実践しているケースがほとんどです。 

あなたが少なからず女性と関わったことがあれば分かって頂けると
思うんですが、生身の女性相手にAIのようなつまらないメッセージ
を送って、女性が楽しんでくれたり、あなたに心を許そうとは思わ
ないですよねw 

恋愛は相手がいる性質上、状況によって女の子の心情や意図が変わ
るため、それを読み取ることができる力を養うことが必須で、それ
に対応する適切な回答方法を学ぶことが大切です。 

また、スポーツと同じですが、一定の練習量や試行回数を伴わない
と、本物の実力は身につきませんので、機械的で魔法のコピペメッ
セージをお探しの方は今回の教材はオススメ致しません。 

Q13.「勉強する時間が土日しかないため、まとまった時間を確保
して教材を読み込みたいと思います。教材はまとめて配布して頂く
ことは可能でしょうか？」 

A.教材はまとめて一括での配布になりますのでご安心ください。 



Q14.マッチングアプリをやるに当たって、顔出しをすることなく
彼女や奥さんに知られずに活動したいのですが、可能でしょうか？ 

A.可能です。 

ペアーズには「プライベートモード」、Omiaiには「シークレット
モード」、withには「休憩モード」という身バレ防止機能がござい
ます。 

ただしアプリやLINEの通知などにつきましては、ご自身で責任を
持って管理していただくようお願い致します。　　 
　 

Q15.「恋達さんのような認識体現力を身につけられれば、今まで
の人生では考えられない充実した女性関係を築ける気がしてしま
す。もう早く身につけたくて仕方がない気持ちに駆られています
笑」 

A.ありがとうございます笑　認識体現力を身につけることは、恋愛
でいうセンターピンであり、この力は普遍的で相手がどんな女性で
あろうと再現性を持ったスキルです。 

女性経験を積めば積むほど、自分の中に経験値が溜まっていき、恋
愛の感覚が研ぎ澄まされていくようになります。　 

やがて、Googleのビックデータのように女性のタイプや性格、対
応パターンがデータとして蓄積されていきますので、一般男性があ
なたの認識体現力を目の当たりにすると、まるで魔法を使っている
かのように見えるので、　 



「まだそんなに話していないのに、なんでそこまで女の子のことが
分かるの？」　 

と怪しまれるので、そのときは「知らないw 俺の勘かなw」と適当
に答えておきましょw  
（あー、君もちゃんと恋愛を学べばこうなるのにと心の中で笑いな
がら笑） 

最後に、 
『認識体現力を身につけた先にある世界』 
をお見せしておきますね！ 

============================== 
「✰いつでもlineも電話もしてな😋 🙌 ！　 

✰長いことお世話になりました😂 🙏 ❤   

本当にね、超楽しかった😍 😍 😍  

✰恋達くんには何から何までお世話になって本当にありがとう❤

❤  

✰はやくカフェ連れてってくださいね！笑 

✰今日本当に面白かった～🤤 💭 ✨ 笑　時間作ってくれてすごいあ

りがとう～☺ 💭 🌱  

また、会えるの楽しみにしとくっ🤤 💭 ✨  



✰なんかねぇー本当に楽しかった💕  
寝てたときもずーと頭触ってくれてたでしょ？ 
あれで…安心して寝ちゃった！ 

✰今日もありがとうっ😊 ❤  
合えば会うほど知りたいって思うし側にいれたらいいのになぁーっ
て思うよ💋  

✰恋達くん金曜日からありがとう😆 💗  
いっぱい一緒に入れてすごい楽しかったよ\♪♪/ 

✰うちもすごいよかった♡ 
ありがとう😊  
次は～？また会える？やめとく？ 

✰恋達くん話してると自分の考え方とか見直すきっかけになるから
有意義な時間だよね！ 

✰恋達ちゃん昨日もありがとね☺ ♫✨  

チームラボ一緒に行けてよかったあ😁 ❤  

恋達ちゃんとだったらどこ行っても楽しそうって思ったよー😊 💗  
またどっか行こーよ♫ 



✰恋達ちゃんとは出会ったばっかりだけど、物凄いパッションで頑
張ってる恋達ちゃんからこの1ヶ月で実はたくさんのパワーもらっ
てるよ😝 ✌ ❤  

ありがとう😁  

帰ってきたら大阪の話たくさん聞かせてね💡 💡  

27歳の恋達ちゃんのパワーアップも楽しみにしてるよーっ❤ ❤  

✰29日楽しみ過ぎて待ちきれないよー😫 💗  
早く帰ってきてー♡♡♡笑 

✰恋達さんに会えて楽しかったよ😊  

もっと一緒に入られたら楽しかったな～😩  

✰嫌じゃなかったら今後ご飯いきませんかーっ？ 

✰会えてるだけで私は楽しいから😊  

だからとっと暇になったら会ってね🙋  
============================== 

顔で食いつかれず、ただひたすら男としての価値を高め続けた甲斐
がありました。 

女の子に興味を持たれず、無視をされ、辛い日々を乗り越えて本当
に良かったなと。 



一度でも、女の子から求められる男になるその感覚を身につけれ
ば、 
残りの人生はずっとこうして女の子に喜ばれながら、必要とされな
がら、 
その存在に感謝されながら幸福感に包まれて生きていけるわけです
からね。 

「恋愛を学ぶ」 

ってことをバカにしていた僕のリアルの友達なんかは、 

「デートで何を話せばいいか分からない…」 
「お前みたいに早く恋愛活動始めておけば良かったわ。」 
「てか、いつもどうやって食いつきを上げてる？」 

って、未だに恋愛の戦略を持たずして、恋愛を早くから習って実践
せずして、ただ『後悔』だけをして、今を生きてますからね… 

「えw てか普通に恋愛学んだらええやんw シンプルにw」 

っていつも答えてますがw 

認識体現力がなく、ラポールを形成できないまま、この先もずっ
と、 

「女の子の気持ちが分からなくて、どう振る舞えばいいのかが分か
らない」 

って結構致命的ですからね。 



本当に早く恋愛の感覚を掴んで、何度も実践してその感覚を洗練さ
せていった方が、残りの人生をもっと楽しめるのに！！ 

僕個人の話ですが、これから新たな物事を習得しようとしたり、
チャレンジするときは、その分野で結果を出している人に教えを 
請い、その方法論で何度も試行錯誤を重ねて、上手くいく感覚を身
につけますね。 

欲しいのは、努力をするプロセスではなく『結果』ですよねw 

教えてもらえば1年でいけるところを自己流でやって3年、5年と 
時間がかかったり、最悪の場合は成功に辿り着けないこともありま
すからね… 

何か気になること、恋達に聞いてみたいことがある方は、遠慮なく 
rentatu05@gmail.com 
までご連絡ください！ 

ではでは！ 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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