
̶̶̶★★̶̶̶ 

心の奥底でガッチリ握手をする 
ラポールを形成しよう 

 

The Rapport Message 

 
なぜ、モテる男はいとも簡単に女性と仲良くなったり好きな人との

距離を縮めることが可能なのか？ 

女性の建前を見抜き「この男は別格！」と女性に求められるための 
自分を高く売る方法を伝授します。 

 
マッチングアプリで女性と盛り上がり、 

スムーズにLINE交換やデートに繋げる方法なんて序の口です。 

Rentatu 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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「本音を読み解き 

自分を高く売る！」



「The Rapport Messageの位置付け」 
女の子と信頼関係を築き、心を抱く技術及び思考を獲得することを目的 
とし、マッチングアプリでマッチングからラインを交換するまでの 

一連のやりとりを解説した教材。 

恋達の視点や意識、意図をなぞることで、電話やデート時のトーク力へと 
応用させることも可能。モテる男の頭の中を覗くことができ、 

自然とモテる男の感覚を養うことに役立つ。 

また、恋達の思考・女性への認識をメッセージ上に落とし込んだものである
ということから、恋達の思考・女性への認識を知ることで、メッセージで 
女性の感情を揺さぶったり、食いつきを上げることができるようになる。 

週に14人の女性とデートし、  
10人の女性とホテルに行く男の 
頭の中を覗きたくないですか？ 

﹅ ﹅
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今の時代、モデルや芸能事務所所属の女性、そしてキャバ嬢やラウ
ンジ嬢といった最上級のルックスを持つ女の子でさえマッチング 
アプリを始める時代になりました。 

しかし、多くの男性が彼女たちとマッチング出来ずに 
いいねを送るだけの虚しい日々を過ごしています。 

あるいは、マッチングしたは良いものの、 
どんなメッセージを送ったらいいのか苦悩しているのが事実です。 

少し想像してみてください。 

あなたが考えに考えて、一つのメッセージに5分以上も考えてやっ
と送ったメッセージが無視されるのを横目に、女性の心のスイッチ
をうまく刺激し、自分の思い通りに感情を動かせる話術を武器とし
ているヤツがいることを。 

マッチングアプリを使って彼女たちのラインを聞き出すことが 
簡単であると知ったら、あなたはどうしますか？ 

いとも簡単に女性と仲良くなり、食いつきのある状態を何度でも 
再現できる力を手にできれば、この先の恋愛がもっと楽しくなると
思いませんか？ 

あなたがこれから身につける『ある一つの能力』をによって、  
それが可能となります。 

﹅ ﹅
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ペアーズ全国1位、一か月で2610人の女性から 
「いいね」を獲得した男の戦略 

こんにちは、恋達です。 

僕は恋愛コンサルタントとして女性との出会いに困っている方に、
女性との関係の築き方や付き合い方を教えています。 

教えている人は学生やサラリーマンから、超大手企業のハイスペ
リーマン、年収1億円の経営者など様々ですが、莫大な数の男性か
らアプローチを受けてる本物の美女とラインを交換して、彼女にし
たり、セフレの関係を築いている人が山ほどいます。 
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グラビアアイドルと島で遊んだり、レースクイーンと刺激的な一夜
を過ごしたりと、毎月別々の4人の女性を沖縄旅行へ連れて行った
りとマッチングアプリの壁を越えたその先で、男なら誰もが羨む世
界で人生を楽しんでいる人も。 

一方で、色んなコンサル生たちを見て、ひしひしと感じること。 

それが「アプリでマッチングした女性との会話に苦戦している…」
という点です。 

例えば、男性の9割以上が、こんな悩みを抱えています。 

・マッチングしてからLINE移行までのスムースな流れがイメージ出
来ない。 
・メッセージを送っても淡白な返信が返ってきてしまい、話が続か
ない 
・メッセージの内容が薄くなりがち（「今日暑いね」「仕事お疲れ
様」など） 
・カフェやデートの打診をするのに1週間くらいかかってしまう 
・ラインへ移行するタイミングが分からない 
・女性からの食いつきがイマイチ上がらない 
・LINE交換の打診を唐突にしてしまいがちなので、脈絡に沿って
自然に提案したい 
・アポを提案するまでにどのくらいのメッセージを重ねるべきか、
何を意識して仲を深めていくべきかを知りたい 
・会話をしていても、途中でネタが尽きて会話が急に尻すぼみに
なってしまう 
・途中まで仲が良かったのに、いきなり既読無視されてその原因が
分からない 
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・相手によって自分がどこまで砕けて良いのか分からず、中途半端
なメッセージを送ってしまっている 
・LINE交換を提案した時に返信が来なくなり、必死に考えたメッ
セージが無駄になって落ち込む 

このような悩みを抱えてしまうのは、”女の子という生き物の生態
がイマイチ分かっていない”、つまり認識体現力で言うところの
『認識』の部分が出来ていないからです。 

でも、僕自身、色んなコンサル生を見てるのであなたの抱える悩み
が痛いほどわかるし、実際に僕も最初の頃は女性からの返信が来な
くて、とてもつらい思いをしました。 

女性に対して、どんなメッセージを送れば好印象を持ってもらえる
のか全くわからなくて何回も試行錯誤しても答えが無いから正しい
のか間違っているのか全然わからず。 

いざメッセージが続いたとしても、女性の方が一言二言しか返して
くれなくて、全然盛り上がらず…。 

1通に対して20分以上必死に頭の中をひねらせて、何度もシミュ
レーションを重ねた会話を積み重ねて、やっとの思いでLINE交換
するところまで辿り着いたのに、いざLINEを交換しようと言った
瞬間にメッセージが来なくなったこと。 

具体例を挙げたら、きりがありません。 
それぐらい僕も失敗を重ねてきました。 

それが今では、「どのように1ヵ月に500人以上の男性から大量に
来るメッセージに埋もれないように差別化を図り、好みの女性とラ
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ポールを築くメッセージ」手に取るようにわかるようになりまし
た。 

0から会話を始めてデートをしてセックスをする、あるいはセック
スをしてお互いの仲が打ち解けあってからの完全に心が開かれた状
態での親密な会話をした膨大な経験が、 

『女性心理の深い理解』 

へと繋がりました。 

もちろん今でも、色んなタイプの女性と遊んでいるので、女性の属
性(清楚系・可愛い系・ギャル系・綺麗系)によってそれぞれのポイ
ントを押さえた心の動かし方を熟知しています。 

どのような言葉を投げかけたら女性が反応し、好印象を持ってくれ
るのかの距離を詰める方法を知っているので、世間ではハイスペと
呼ばれる年収1,000万以上も稼ぐ医者やエリート会社員、年収1億
円以上稼ぐ経営者が相手にされない美女とデートに行ったり、ホテ
ルへ行くことが可能なのです。 

もちろんそこには、巷にあるような心理学を利用して、女性を洗脳
し「この言葉を使うだけで女性が言いなりになる魔法のテンプレー
ト」のようなものを一切使いません。 

女性一人一人、考え方や言葉の捉え方は変わりますし、その言葉を
使うあなたの外見や性格によっても女性の反応が変わるので、 
誰にでも響くような魔法のフレーズ、ルーティンなんて存在しない
と断言できます。 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モテる男の感覚がなく、 
女性のことが分からないと深刻な事態に陥ります 

アプリでマッチングした女性と会話を続けて、質問だらけの内容や
真面目な話にならないようにするのは、コツを掴めば意外と簡単で
す。 

しかし、独学で試行錯誤して、答えを見つける作業は簡単ではない
のです。 

というのも、女性のメッセージが途絶えたり、話が盛り上がらなく
なった時に何が問題なのか、教えてくれる人がいないからです。 

これまで数十年も生きてきて、未だに女性のことが分からないので
あれば、この先もずっと女性の気持ちがずっと分からないままで
す。 

それは、例えるなら目的地に地図を使わないで向かうようなもので
す。 

東京から福岡へ向かうときに、地図がないばかりに、北海道へ 
行ってしまっているような男性があまりにも多いのです。しかも
「方向が間違っていますよ」と教えてくれる人は誰もいません。 

この状態を半年、一年と続けていけば、どうなるのか… 

・「週末は何をしているのですか？」「彼氏はどのぐらいいないの
ですか？」「好きな男性のタイプはどんな人ですか？」と当たり障
りのないメッセージばかり送って、すぐに返信が途絶える。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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・このチャンスを絶対にモノにしたいと一生懸命どんなメッセージ
を送るかを常に考えて、余裕がないのでがっついてしまい、返信が
来ないことでひどく落ち込んでしまう… 

・女性が何を思っているか？の予測が立てられないため、いつも手
応えがない会話をして女性から「つまらない男」の烙印を押され、
食いつきを上げられず時だけが過ぎていく… 

だけならまだしも、もっと最悪のシナリオが待ち受けています。 

●関わる女性のレベルが一向に上がらないため、経験値を積むこと
ができず、男としての魅力が上がらない 

●出口が分からない暗闇を一人で歩き、終いには負け癖や諦め癖 
がついて、モテないオーラが漂うようになる 

●女の子と仲良くなってアポを取るためにはどの様なメッセージが
適切か分からず、デートで経験値を積む前段階でつまずいてしまう 

●マッチングしてから出会えるまでの確率が変わらず、女の子に慣
れることができず自己嫌悪を抱いてしまう 

●出会える女の子のレベルが変わらず、美女を抱けないという焦り
と、どうやったら改善できるかわからない不安を抱えたまま時だけ
が過ぎていく… 

こうなったら、どうでしょうか？ 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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最終的にマッチングアプリで自分の理想の女性とはかけ離れた相手
とマッチングし、デートを重ねるだけじゃなくて、 

街中ですれ違うエロイギャルや巨乳のアイドルみたいなルックスの
女性を羨ましいと思いながらも、妥協してその女の子と仲を深めて

いくしか選択肢がなくなります。 

本当の自信を持つことができず、逃げ癖がついて、心残りができて
しまうこと。 

そのため、本当に素晴らしい女性と人間関係を構築することができ
ず、いつまで経っても、女性を追いかけることだけに執着してしま
う。 

「俺は顔もカッコよくないし、年収も高くないからそれでいい。 
高望みして夢なんて見たくない」  

そう自分に言い聞かせて、無理やり納得させようとしているかもし
れません。 

でも、女性関係は死ぬまで一生つきまとう問題です。 
なるべく若いうちに克服しておかないと完全に挽回不能になってし
まいます。 

だから、 

恋愛をちゃんと勉強しましょう。 
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もしも、義務教育の時点で男子と女子に分かれて、 
「恋愛」「女性心理の理解」「性と愛について」 
みたいな授業を僕たち男子だけで受けていたらどうでしょうか？ 

絶対満点に近い点数を叩き出す自信がありますよねw 

僕は男性の多くがモテない理由は、持って生まれた顔でも、イケメ
ンでもないと思います。 

『女の子の気持ちが分からない』 

この1点に尽きると。どれだけ顔が男前だろうが、年収が1,000万
円あろうが、女性心理が分からなくて女の子にモテない人を山ほど
見てきました。 

だからこそ、諦めてほしくないのです。 

ちょっとした考え方やモテる男のメッセージの具体例を知るだけ
で、あなたの女性への理解がグッと進み、メッセージが劇的に改善
され、女性からメッセージがポンポン返ってくるようになります。 

じゃあ、どのようなメッセージを投げかければ女性の方からLINE
の連絡先を聞いてきて、「この人とデートしたい」と思わせること
ができるのか？ 

そのポイントはズバリ、 

“相手の女性から「会ったら楽しそう！」と思われるような 
キャラや見られ方をメッセージで築いていくこと” 
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です。 

女性は男性と会うのが楽しみになればなるほど、明らかにテンショ
ンが高そうな絵文字多めのメッセージを送ってくるようになりま
す。 

そして、極論メッセージだけで仕上げてしまえば、その後の 
セックスなり付き合うなりが本当に楽になります。 

会ってから女性を食いつかせる自信がない人ほど、 
 

「会う前にどれだけ食いつかせられるか？」 

という発想で、僕と同じように会う前に女性を食いつかせておき、
80%以上の確率で会ってからサクッとクロージングできるような
スタイルを強くオススメします。 

恋愛活動をしていて特に初めの頃は中々自分に自信が持てません。 

でも、そんな人が自信を身につけるには、『会ってからじゃなく会
う前に注力する』という世間一般の恋愛の仕方とは真逆の発想を取
り入れることだと、僕は思います。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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恋達の視点・視座の獲得は、 
女性への接し方を劇的に変える 

今回の教材はアプリでマッチングした女性と初めの挨拶から、
LINE交換やデートまでの約束を確定させるための流れや考え方を
具体例を挙げて徹底的に解説したものになります。 

立ち位置としてはマッチングアプリでのメッセージに特化した教科
書と捉えてもらって良いです。 

ですが、その後のLINEでの会話や日常でのデート中の会話にも 
使えるような考え方をお伝えするので、具体的なメッセージの型や
考え方だけでなく、デート中のトークに応用することも可能です。 

﹅ ﹅
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恋達の視点や視座はもちろん、 
女性に対する認識を手に入れれば、 

女性への接し方が劇的に変わるでしょう。 

結局、モテるためには女性への理解、認識に優れることが必要で 
あり、女性の感情を読んで適切なアプローチを仕掛けることが女性
の感情を動かし、食いつきを上げることに必要だからです。 

それができれば理想のルックスを持つ女性ときちんとメッセージす
ることができ、LINE交換やデートの打診なんて難なく通ります。 

会話やメッセージの基本はとにかく相手とあなたの共通点を探し、
盛り上がる話題を横展開で女性にいくつか振っていって、一番盛り
上がったものを深堀りしていく。 
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そしてその話題が終わっても、もう一回盛り上がる話題を横展開し
て、見つける作業です。 

メッセージというのは才能ではありません。技術や作業なのです。 

重要なのは、モテる男がどんなメッセージをしているのかを生で見
て、まるで参考書のように丁寧にモテる男の視点や意図が解説され
たポイントを押さえること。 

そうすることで、 

女性との会話の流れがイメージでき、女性の感情が動く 
箇所がハッキリと分かり、メッセージだけで食いつかせられるよう

になります。 

なので、必ずあなたにもできるようになります。 

1億円稼ぐ経営者も狙っているような美女達から 
通知が鳴りやまない恋達の実力をあなたに 

 

マッチングアプリのメッセージで圧倒的な差別化を図り、そして
「今まで見てきた女性は一体何だったのだろう」そう思ってしまう
ようなズバ抜けた美女と、どんどん仲良くなって距離をじわじわと
確実に詰めていくためのメッセージの方法、そして認識体現力、そ
ろそろ気になってきましたよね。 
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認識体現力は僕の芸当であり、大学一年生の時から実に10年間 
磨き上げてきました。 

だからこそ、セックスを確約した状態で会ったり、初対面で駅で合
流してからスムーズに女性が何の拒否もなく家に来たり、遠方から
新幹線や飛行機でわざわざ僕に会いに来るほど、女性が惚れ込むの
です。 

言葉や言い回しでいくらでも誤魔化すことはできますが、そんなこ
とで僕のことを信じてくれるClub恋達のメンバーの信頼や、メルマ
ガ読者のあなたの信頼を無くすことはしたくありません。 

それに僕自身が本当に彼女たちとマッチングし、何度もメッセージ
をやり取りして、デートまでこぎつけたり、LINEを交換すること
ができているので、嘘をつく必要がないのです。 

なので、本当にそんな女性とマッチングし、何度もやり取りしてい
る、その証拠となる画像をいくつかお見せします。 

画像が小さいので、拡大して見てください。 

いかがだったでしょうか？ 

僕のセミナーに参加してくれたり、Club 恋達に入ってくれている
人なら、僕が決して冗談でもなく、盛っているわけでもなく、 
マッチングアプリにいる上位層の女性とばかり関係を持っているこ
とが分かると思います。 
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そして僕のことをもっと知っている人であれば、僕の女性の心を 
動かし、ちゃんと心の距離を詰めるメッセージの威力を知っている
はずです。 

そのやり方や思考法をきちんと学ぶことによって、 
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このような現象があなたにも起こります。 

「ナンパや恋愛ができる人はみんな読解力に優れている」 

とメルマガの中で言いましたが、 

●有名モデルがタクシーから降りてきたほんの10秒の隙を狙って
相手に懐に飛び込んで関係を作る達人 
●AV女優を路上で捕まえ、モデル事務所の前で張り込んでモデル
をナンパしてセ○クスをする経験人数600人overの先輩 
●ミスキャン、現役アイドル、グラビアなどのハイレベルな女たち
をコンスタントに抱いている大学時代の相棒 

他にも、僕の周りには世間一般のモテるとは遠く離れたレベルの
『異次元のモテ』を可能にしている数々のモテ男が何人もいます
が、 

「さっきの女の子嘘ついたな」 
「あの子もうちょい押した方がいけるで」 
「会って2秒で抱けるのが分かったわ」 

と女の子に真相を確かめなくても、 
女の子の表情、声のトーン、口調、言い回しなどから瞬時に 

"どのニュアンスか？心理は？" 

といったことが、正確に分かるわけです。 
だからこそ、女の子に適切なタイミングで効果的なアプローチを 
仕掛けることが可能になると。 
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想像してみてください。 

イケメンや医者などのハイステータスなライバル達が、芸能人や 
モデル並みのルックスを持つ誰にも文句のつけようがない圧倒的な
美女を相手に、メッセージで苦しんでいる中、あなたはそんな女性
達とマッチングし、その彼女とデートの約束を何度も成功させた 
未来を。 

そしてそのとっても貴重で圧倒的な経験をあなたが積んで、ちょっ
と綺麗な職場の美女を見て微動だにしない自信を付けたその先を。 

しかも何度も美女とデートを重ねることによって、  
徐々に慣れてきてちょっとしたことでも心が揺さぶられること 
なく、男として堂々とした振る舞いができるようになります。 

その振る舞いが、彼女たちを余計に惹きつけ、 
「この人は他の男と違う」と思わせて、 
最終的には口説く男ではなく、口説かれるような男になります。 

そこまであなたが辿り着けば、理想の彼女やセフレを作るのは 
時間の問題です。 

大学時代に仲の良かった友達や職場の同僚が羨ましがるような可愛
い彼女と横に歩いている写真を、フェイスブックやインスタグラム
にあげれば、あなたに対する周りの評価は一気に変わります。 

それを可能にするのが、この 
「The Rapport Message（ザ・ラポール・メッセージ）」 
なのです。 
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それでは「The Rapport Message」の中身を見ていきましょう。 

～The Rapport Messageの内容～ 

◆「会話ネタが思い浮かばないです」「この子の性格がよく分か
らないです」恋愛初心者の経験不足を補うモテる男と女性の会話 

恋愛初心者のうちは女性の性格が見抜けなかったり、そもそも女性
との会話が浮かばない、なかなか好感度が上がらないなどの悩みが
数多く発生します。


モテる男が女性と会話をしている一連のやりとりとその解説を見る
ことで、何の会話が行われているかが一目で分かり、一連のやりと
りから女性の性格の輪郭が見えてくるようになるでしょう。


女性経験を加速度的に積んでいく上でモテる男の会話と女性の反応
の事例を知ることは絶対に避けては通れない道であり、会話のやり
とりを知ることで普段のコミュニケーションが劇的に改善されま
す。


◆「LINE交換の打診をすると女性から返信が返ってこなくなり 
ます。。」LINE交換が下手な人と上手な人の明確な誘い方の違い
とは？ 

LINE交換が上手な人と下手な人には明確な差があります。これを  
理解しているかしていないかで、いざデートした時に女性をホテル
や家に連れ込める確率も大きく変わってきます。
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これが腑に落ちれば女性の心理描写を想像できるようになるので、
あらゆる局面で自然な打診ができるようになり、女性に断られるこ
とが格段に減ります。


「女性と会話は続くが、アポが取れない」方は必見です。


◆女性から深く信頼され、興味を持たれるために絶対的に必要な
「真の共感」の極意とは？ 

「女性にモテるには共感が大事！」とネットではよく見ますが、女
性が求めている共感とは何か分かりますか？

世の男性の共感レベルは、「とりあえず、分かる！って言っておけ
ばOKやろ？」というレベルです。


恋達が女性とラポールを築くのが大得意な理由は、世間の男性より
もっと踏み込んだ奥の世界で女性の感情を惹きつけているからで
す。 

“真の共感とは何か？”という定義からお伝えしますので、これを習
得して存分に女性と信頼関係を築いてください。


◆「人の心をくすぐるのうまいよね」と女性に言わせる、 
相手を混乱させ感情を揺さぶる好意の伝え方とは？ 

女性の好感度を上げるのが上手い人は女性の感情を揺さぶる術に長
けています。
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「この人、私のことどう思ってんの？」と女性に気にならせ、自分
のことを考える時間を徐々に増やさせていき、気づいたら好きに
なっていたという段階を意図的に踏ませているのです。


女性に興奮とドキドキを与え、相手から知りたくなるような秘密の
ベールを纏った男になりたい方は、覚えておいて損はない技術に 
なるでしょう。


◆「セックスした後に付き合ってと言われるのがめんどくさい 
です。」熟練の遊び人がやっているセックス後のゴタゴタを避ける
ための「匂わせ」テクニックとは？ 

たくさんの女性と交わって遊びたいが、女性に付き合ってと交際を
迫られたり、誠実カードを切ってしまう（○○ちゃんのこと好きだ
から～、付き合う気持ちがあるからこうして一緒にいるんだよと誠
実ニュアンスを出し過ぎてしまう）という悩みをよく聞きます。


上手な遊び人ほど他の女性関係を匂わせるのが自然で、匂わせるこ
とによって女性は他の女の影を感じ取り、さらに食いつかれるとい
うモテスパイラルに入ります。


遊びを加速させる「匂わせ」の技術を、是非あなたも習得してくだ
さい。


◆思わず「その誘い方はずるい」と女性が反応してしまうデート
の誘い方の具体例と解説 

なぜ女性がデートに来てくれないか分かりますか？
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それは究極的には、”女性があなたとのデートに魅力を感じていな
い”からです。


僕が10年間で数百人以上の世のモテない男性を見てきた中で、 
デートの打診の95％は魅力不足でした。


世の男性を出し抜くデートオファーができるようになると、飛躍的
に女性とのデート回数が増えていくでしょう。


◆初心者必見！女性の会話を上手に促し警戒心を解いていく上手
な相槌の仕方とは？ 

トークが上手でない人ほどフレーズや切り返しに執着しますが、 
それよりも会話を盛り上げるためはまず上手な相槌から学ぶべきで
す。


「この人話しやすいな！この人と話してると盛り上がるな！」とい
う人がいますよね？そういう人はだいたい相槌が上手なはずです。


相手を気持ちよく話させるリアクションを実践すると、今までと女
性の反応が全く違うことに気づくでしょう。


◆ドン引きされたり苦笑いされる下ネタではなく、反応が良くな
り会話が弾む下ネタの話し方とは？ 

下ネタというのは難しいですが、ポイントを押さえることで強力な
武器として作用します。 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女性と盛り上がる下ネタにも色々あるのですが、その中でも今回は
アプリで使いやすいものをセレクトしました。ヒントは「女子会」
にあります。


これを知ることで下ネタの苦手意識がなくなり、女性から簡単にエ
ロ話を引き出せるようになります。


◆モテない男ほどやりがちで勘違いしている「謙遜」の罠とは？ 

モテない男性の90％以上が「謙遜」だと思ってしてしまっている行
動には、実は大きな間違いがあります。


それは謙遜が「女々しい」「媚びている」「キモい」と女性にすり
替えられてしまう点です。もっと恐ろしいのはそういった謙遜を発
動することにより、「あぁ、どこにでもいる男子か。」としょっぱ
い男のレッテルを貼られることです。


謙遜の仕方やニュアンスを履き違えたまま、女性と会話を続けるこ
との恐怖。自分の知らないうちに減点されていることに気づき、自
ら落とし穴にハマるような謙遜はもう終わりにしましょう。


◆遊びたい男性必見！女性に下ネタを振る際の3つの鉄則 

下ネタを言って女性に嫌な顔をされたことはありませんか？また、
女性とエッチな話をしたいけど勇気が出ないということはありませ
んか？


そういう人に多く見られるのは「いきなり下ネタの話題を振ろうと
している」というカクッとしたコミュニケーションになっていると
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いうことです。そして、文脈を無視した下ネタを言ったところで、
女性に引かれてしまうのがオチです。


下ネタを挟み、セックスの成功確率をグンと上げるための3つの鉄
則をお伝えするので、これを機に下ネタマスターになってくださ
い。


◆ライバルを突き放し、女の子に「替えが効かない存在」と思わ
せるための差別化戦略とは？ 

「女性にモテる＝女性にとって特別な存在になる」ということで
す。


ヒントは”秘密の共有”、”関係性へのラベリング”です。


自分と相手だけしか知らない秘密の空間を作り、秘密の話をヒソヒ
ソとしていることで次第に『唯一無二の替えの効かない関係性』に
発展していきます。


いやらしい手口なので、悪用すれば女性の心が壊れ『人間不信』に
なってしまいます…


◆女性に「価値のない男」と思われてしまうデートの誘い方 

せっかくデートのOKがもらえても、予定の伝え方ひとつで大きく
減点をくらい、モテていないことや必死感が女性に伝わってしまい
ます。
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例えあなたが女性に困っていなかったとしても、この振る舞いをし
てしまうと、女性からの評価を大きく下げることになります。「あ
れ？予定を伝えたら急に女性が冷たくなった…」という経験がある
方は、『誘い方』を見直してみましょう。


◆「女性の共感を誘発し、かつ好意の確認もできるワンクッショ
ンメッセージ 

僕はラインの交換をする前にある1つのクッションを挟みます。 
 
具体的な会話を出すと、ライン交換をする直前に、 
 
「やりとりしていてフィーリング合いそうやんな！」  
「最初から直感で気が合いそうやと思ってたわ！」 
 
と言うことで、女性からどの程度好感度があるか？今誘って良いか
どうか？の判断ができ、相手の食いつきを測ることができます。


LINE交換前にせっかく温めた関係性を台無しにしないように、き
ちんと女性の好意を確かめてからライン交換のオファーをしましょ
う。


◆ハイスペ・経営者の方必見！トークが上手な人や頭の良いモテ
る男が必ずやっているツイスト（Twist）トークとは？


女性の経験値や精神性が高くなればなるほど、会話のレベル（＝思
考力）が求められます。その場合は、学力ではなく地頭の良さでオ
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スとしての「強さ・賢さ」を女性に価値として感じてもらえるツイ
ストトークが有効です。


トークで感情を揺さぶる映画のワンシーンのような知的でユーモラ
スなフレーズ、地頭が良い人でないと発せない言葉を意図的に使う
ことで、女性から『尊敬と興味』の感情を勝ち取り、価値ある男を
証明してください。


「（え、この人、もしかして凄い人？・・・）」


と思われれば、勝利の兆しが見えたも同然です。


◆非モテが非モテ扱いをされる女性の『建前と本音』 

女性はお世辞が上手です。女性として社会で強くたくましく生きて
いくには『建前と本音の使い分け』が求められるので、彼女らは自
然に、巧みなお世辞を使いこなします。


建前を見抜けないことには本音を引き出せず、女性の手のひらで踊
らされ、一向に男として見てもらうことはできません。


実際に女性からのお世辞を具体的な会話で読み解き、モテる男がど
のようにかわしていきながら会話を展開していくのかをお伝えしま
す。


◆女性に重くないと思わせてデートに来るハードルをガクッと 
下げる誘い方の手口の解説 

せっかく勇気を出してデートに誘ったのにそっけない返信…
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デートとは必ずしも「カフェ・ご飯・飲み・映画・カラオケ・ドラ
イブ」などのようんな”きちんと準備をして出かけるもの”だけとい
う固定概念がある方は多いです。


僕の中で「○○」というデートはお金が1円もかからず、なおかつフ
ランクに話せるデートスタイルなのですが、この誘い方の恐ろしい
ことは、『そのままデートの流れに乗って自宅に行くことが簡単』
だと言うことです…


この誘い方を活用して、女性に警戒心を持たれないセックスへの必
勝パターンや手札を増やしてください。


◆求めていないのに、女性があなたのことを勝手に良い想像で 
膨らませていくトークのカラクリとは？　 

マッチングアプリではプロフィール写真以外にトークのやりとりの
中で『人間性やキャラクター』が判断されています。


では、自分を素直に売り込めば良いのかと言うと、そうではありま
せん。自分のことをいやらしくなく売り込む表現力がなければ、た
だの『自慢男』になってしまい、女性からの好感度は奈落の底へと
落ちてしまうでしょう…


人間味に溢れ、魅力的な人柄を押し出すことができるトークを教え
るので、100人に1人の存在になって、女性の思考の中をあなたで
いっぱいにしてください。
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◆「女性に価値を感じてもらえないのが悩みです、、」女性にリア
ルが充実していると思わせ、同時に人間性も売る簡単な一手とは？ 

女性が男性を査定する時にかなり重要なポイントがあるのですが、
世間のモテない男性はほぼ気づいていません。


それは男性が女性を見る時には重要視しない人が多いポイントなの
で、男性側からすると「盲点」になっているのです。


その死角となっている部分を押さえることで、“イケてる男性”とい
う印象を意図的に女性に与えることができ、出会いを優位に進める
ことができるようになります。


ちなみにこの方法をコンサル生に教えると、ラインの交換が格段に
容易になったり、女の子から「いつ空いてますか？早く会って話し
てみたいです！」と食いつかれるようになる事象が多発していま
す。


◆話すと自慢ぽくなってしまう人に使って欲しい！言葉で語らずと
も女性を食いつかせるために必要な『モテ男の言語』とは？ 

モテる男は嫌味がなく、さらっとしていて自慢をしません。


ですが、モテない人が女性に価値を感じてもらうためには、何らか
の方法で自分の価値をアピールしなければならないのもまた事実で
す。


「トークが下手」「言葉で説明するのが苦手」「女性と話すと自慢
ぽくなってしまったり、アピールしようと頑張るあまり空回りして
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しまう」という人に試してほしいとっておきの方法をお伝えしま
す。


◆「断られることが怖くてデートや電話に誘うのが怖いです。。」
女の子を誘うことに戸惑ってしまう人でも使える、オファーの成功
確率を格段に上げる極意 

「女性をデートに誘ったことがないです。」

「電話のオファーをする時いつも断られるのが怖くてビビっていま
す。」


という人にオススメしたいのが、『相手への要求のハードルを下げ
てこちらの要求を通すアプローチの仕方』です。


この誘い方はYoutuberの中でも時給が日本一と謳われている『ラ
ファエル』が動画の中で活用している手法で、僕もストリートナン
パやマッチングアプリ、女性を口説くときには必ず活用している方
法です。


僕はもうかれこれ10年使っていますが…笑


◆女性との仲が一気に深まる「魔法のゴールデンタイム」とは？ 

女性とのやりとりをしていると、「急速に仲を深めやすいチャンス
タイム」が現れます。決して『幻』でも、アプリの機能でもありま
せん。


女性の感情が徐々にHOTになり、やりとりを重ねれば重ねるほど 
自分に心を許して楽しそうにメッセージをするようになります。
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僕がゴールデンタイムを意図的に作り出し、実際に女性をトーク 
の力で虜にさせている実例を見て、あなたもライバルを出し抜き、
クロージングに向けて一気に距離感を縮めてください。


◆直接聞かずに女性の好意を測るためのテストの仕方 

マッチングアプリのメッセージのやり取りだけでは、深いところま
で感情を読み取ることが難しくなります。

ですが、質問の仕方によってはあなたに好意を寄せているかどうか
を見抜くことができます。

これによって、女性との恋愛の駆け引きで優位に立つことができる
ようになります。


◆会話の切り札を増やす「いじり」の手法とレベル別解説 

モテる男ほど女性を女性を楽しませる会話の潤滑油として使ってい
るのが「いじる」という手法です。


「でも俺は会話下手だし」と思っている男性でも女性を嫌な気分に
することなくいじれるように、注意点とともに初級、中級、上級の
レベルに分けて具体例を解説していきます。


あなたもモテる男が使っている「いじり」の手法をマスターする 
ことで、会話の切り札が一つ増えてトーク力が上がります。
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◆悪のラポール～共通の仮想敵を作って心理的距離を一気に縮め
る方法～ 

女子会でも飲み会でも人の悪口は盛り上がりを見せます。


これは第三者を否定し、共通の敵を作ることで悪友のラポールが 
形成されるからです。男女問わず、共通の敵がいることで仲間意識
が芽生え、居心地の良い雰囲気が出来上がるのです。


女性からの評価を相対的に上げ、心理的距離をグッと詰めるための
上手な敵の作り方について解説します。


◆究極のファーストメッセージの作り方 

マッチング後に悩みがちな『初回メッセージ』ですが、実はその送
り方でその後の勝敗が左右されるという事実があります。


この1通目でいかに女性の心を突き刺し、ライバルの男性と差別化
を図ることができるかで、その後の返信率やLINE交換の打診、デー
トの誘いの成功率が圧倒的に高まります。


ファーストメッセージの返信率を最大化させるためのコツを、人間
関係の真理から紐解いて説明します。


◆恋達が女性に遊んでいることを伝えても関係性を築ける理由 

世間の遊び人は女性とセックスできていても、実態は「好きだよ」
と好きでもないのに偽りの仮面を被り、裏で遊んでいるのに「お前
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だけだよ」と言っていたりと、女性を欺き、泣かせるような下品で
下手な遊び方をしています。


逆に僕は自分が遊んでいることを女性に話した上で関係を構築して
いますので、女性関係でトラブルになったことは一度もありません
しストレスもありません。


僕の遊んでいる女の子を全員知っている子もいるくらいです笑


ではなぜ「僕がそのような関係性を築けるのか？」それは、“女性
にとって心地良いあるポジション”を確立しているからです。


恋達の女性への向き合い方やスタンスを知ることが、今後の人生を
大きく揺るがすようになるでしょう。


◆メッセージで「笑」を使うときの注意点 

今回の教材はメッセージ術に特化した教材なので、絵文字や感情表
現についての細かい視点について色々と解説します。


男性の多くが気軽に「笑、笑笑、w」と冗談っぽさを表現するこの
ワードを使いますが、女性によっては、このワードを使っていい人
と使わない方が良い人に分かれます。


また、メッセージの文脈の中で、このワードを使うことによって良
い影響を与える時と、悪い影響を与える時があるので、あらかじ
め、その両方のパターンを具体例を使って解説します。
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この考え方を知っているだけでも、知らず知らずの内にあなたが女
性から減点されていた所を知ることができるので、そのリスクを回
避して、上手に女性からの評価を上げてください。


◆効果的に使わないと女性の評価を一気に下げる、敬語からタメ
語への上手な切り替え方 

初対面の女性との会話をするマッチングアプリにおいて、多くの男
性が悩むポイントととして「敬語からタメ語へ切り替えるタイミン
グ」です。 
 
 
年上の女性に対してそこまで関係が温まっていないのに急にタメ語
を使わないのはもちろん、年下の女性に対していきなりタメ語を使
うことも一気に評価を落としやすいので、気を付けなければいけま
せん。


タメ語に上手に切り替えることによって、女性との距離が一気に詰
まって、あなたのLINEの交換やデートの約束が取り付けやすくなの
で、必ずマスターしなければいけません。


ここでは実際のメッセージの具体例をケースバイケースでいくつか
あなたに紹介するとともに、「なぜタメ語へ切り替えたのか？」の
詳しい背景も解説するので、しっかりと自分のモノにしてくださ
い。
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今回の登場する女の子たち 

◾ 30歳　小麦肌系　アウトドア　外資OL 

アプリだけでプールデートまで確定させたメッセージ。 

年上の経験豊富なお姉さんの懐にどのように入り、会話を盛り上げ
ていくのかが学べる。 

・相手を混乱させ感情を揺さぶる好意の伝え方 

・絵文字一つから相手の性格を見抜くための仮説の立て方 

・女性の表面的なお世辞の見抜き方 

・「デキる男」と思わせるためのデートの提案術 
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・デート前に安心感を与えるたったひとつの方法 

◾ 27歳　シンママ　ギャル 

地に足のついたシビアな視点を持つ女性に人間性を売りつつも男ら
しさを誇示し、相手の心を開かせて徐々に悩みを開示させていく
メッセージ。 

「この人だったら身も心も預けてもいいかな」と思われ、遊んでい
ても女の子が離れていかない美味しいポジションの獲得の仕方を知
りたい方向け。 

・シンママに対する気遣い、母親としての悩みや葛藤への寄り添い
方 
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・一見強め系に見える女性への内面判定の方法 

・ストレートに言わねば男としてNG判定を食らってしまうタイミ
ング 

・相手の心に強く響かせる説得力を持たせた伝え方 

・女性に愚痴や不満を吐き出させる会話、キャラ、器の作り込み方 

・男としての尊厳を保ちつつも女性を特別扱いする方法 

・ストレス、鬱憤が溜まり、刺激が足りない女性への対応方法 

・恋達が女性に遊んでいることを開示しても関係を築ける理由 

・シンママ相手にとるべきポジション例 

・言葉の表面の裏に隠された真実の見抜き方 
　 

◾ 20代前半　ゆるふわ受付嬢 

「早く美味しいケーキ屋さん一緒に行ってください（涙）」と言わ
せるまでの焦らしトーク。 

女性とノリのある会話をしつつも、おもろい人で終わらず、絶妙な
好意の伝え方で感情を揺らし、勘違いさせ、好感度を上げていく術
が学べる。 
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・会話のスタートから気が合いそうと思わせるために意識すべき
たった一つのこと 

・タメ口に自然に切り替えるタイミングと注意点 

・女性の好む「ユーモア」の正体と再現方法 

・クロージング効果を最大化させる“焦らし”のテクニック 

・相手を勘違いさせ感情を揺さぶる好意の伝え方 

・下心なく相手に自然に好意を伝えるためのマインドセット 

・女性が好きな「しょうもない会話」の正体 

・モテる男の主導権の握り方とアルファの証明方法 
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・女性が「恥ずかしい」と思っているときに現れるひとつの現象 

◾ 28歳　綺麗系　高身長　美容OL 

相手の好みを見抜き、男として迎合しない態度と二面性のギャップ
で食いつきを上げ、電話へ誘導したトーク。 

絵文字の使い方、いじり、ボケ、ツッコミ、人間性、余裕、ギャッ
プ、気遣い、あらゆる角度で攻め立てていくメッセージが学べる。 

・堅苦しくなく、慣れ慣れしすぎず絶妙な塩梅で相手と距離を縮め
るファーストメッセージ 

・話題に詰まった時の転換方法 
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・自慢にならず自分の価値を伝える自己開示の例 

・女性に「有料物件！」と思わせるための仕事の熱意の伝え方 

・“天丼”という笑いの取り方と具体例 

・人間性の売り方とリアルが充実していると思わせるための一手 

・言葉で語らずとも女性を食いつかせるために必要なもの 

・“レッテル貼り”といういじりの手法と使い方 

・うざくならずに会話を盛り上げるツッコみ方 

・女性から返信が返ってこない時のモテる男のマインドセット 

・恋達は女性からの好感度をどこで測っているのか？ 

・女性に安心感を与える「おじいちゃんマインド」について 

・相手の言葉の意図がわからない時の対処法 

・二面性でギャップを作り好感度を上げる方法 

・女性からいじられた時のモテる男とモテない男の対応の違い 

・オファーの成功確率を格段に上げる極意 

・女性との仲が一気に深まる「ゴールデンタイム」とは 
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◾ 26歳　お姉さん系　化粧品関係 

女性からの遠回しなテストを難なく乗り越え、主導権を握った上で
LINE交換へ移行したトーク。 

ネタがない中でどのように会話を構築し、人気のある男性像を演出
し、興味を惹きつける方法が学べる。 

・顔写真しか触れるものがない場合のファーストメッセージ 

・女性が男としての器を試しているメッセージの例とその切り返し
方 

・女性に「この人、話聞いてほしいんだろうな」と思われてしまう
メッセージの打ち方 
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・人気のある男性像を演出する“バンドワゴン効果”の具体例 

・デート打診をする際に必ず参考にしているポイント 

◾ 27歳　ギャル　飲食 

ゲラのギャル系女子をメッセージだけで、 
「（私に）興味持って」「恋達ちゃん大好き」 
「仲良くなったら甘えちゃおっと」 
とまで言わせるメッセージ術。 

女性を追いかけさせ、甘えさせたい方必見。 

・絵文字一つから相手の「ノリ」を見抜く方法 
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・絵文字一つで「ノリの良さ」を証明する方法 
・相手からのいじりに有効な“自虐”の使い方と具体例 

・絵文字の使い方で印象操作する方法 

・女性の好感度を測るための「遠回しなアポの提案」術 

・期待値を上げることの弊害とその対処法。「引き算」の考え方 

・女性に好意を見せねばならないタイミング 

・女性に追いかけさせるための考え方 

・メッセージで女性に甘えさせるために知っておかねばならない女
性の心理状態 

◾ 27歳　綺麗系　ブライダル 

仕事好きの姿勢のアピールと、女性が好む意味のない会話で楽しま
せることで、女性からLINE交換を打診してきたメッセージ。 

アッパー層ながらも家庭的という男性人気の高い女性にLINEを聞
かせるための仕掛けが盛りだくさん。 
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・女性の反応を最大化させるモテる男の基本スタンス 

・多くの男性が「話してて疲れる」と思われてしまう原因 

・女性が勝手に良い想像を膨らませるためのトークの仕掛け 

・女性が心地いい会話をする上での会話量の鉄則 

・女性のお世辞を見抜き「一味違うな」と思わせるための返答例 

・毎回、「真面目ですよね、いい人そうですよね」と思われ、男と
してみられない人が勘違いしている決定的な思考の落とし穴 

・「じゃあ行こっかな♪」と女性が気軽にデート来てしまう誘い方
と手口の解説 

 / 45 75



・モテる男はみんなやっている「女性の言葉の裏側を読み取る」と
いうこと 

・自分のデートスポットに誘導するための導線の敷き方 

・女の子に「替えが効かない存在」と思わせるための差別化戦略と
は？ 

◾ 21歳　ギャル　学生 

経営者やハイスペを求める女性にメリットを提示し期待値を上げ、
他のハイスペとの差別化戦略を駆使し、難なくLINE交換へ持って
いったメッセージ。 

社会性や権威性、スペックのある男性ならではの戦い方を伝授。 
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・究極の初回メッセージの作り方 

・経営者やハイスペ男子がライバルでも関係なく女性に求められる
「キャラ作り戦略」とは？ 

・ほんの一工夫でトークの楽しさを倍増させるとっておきの手法と
は？ 

・「あ、自信ないんだな」と即バレてしまうモテないメッセージの
“盲点”とは？ 

・余裕のある会話と舐められる会話の違いとは？ 

・褒められるとすぐに気になってしまう人のための根本解決マイン
ドセット 

・導線も布石もなくとも急に電話打診をして通ってしまうタイミン
グとは？ 

◾ 27歳　お姉さん系　美容 

「嬉しい！電話しよってそういう風に言ってくれて☺ 」 
「早いかもしれないけどIDが〇〇なので検索して頂けると嬉しいで
す(>_<)」と言われるまでにメッセだけで好感度を上げたやりと
り。 

性格を何より重視する女性の対応方法の正解、仮想敵を作ることで
グッと距離感を縮める方法が学べる。 
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・簡単に余裕感を醸し出すメッセージを打つための言葉の仕掛け 

・男女問わず好感度のある相手に言われたら嬉しいフレーズとは？ 

・共通の仮想敵を作って心理的距離を一気に縮める方法 

・女性に伝わりやすい文章を書くための練習メニュー 

・一気に女性の特別枠に入るための自然な自己アピール方法 

・自己肯定感の低い女性がハマるトーク展開の原則とは？ 

◾ 25歳　清楚系　調理師 

ノリが良いが敬語を外さない「フランク×真面目」系女性とのメッ
セージ。 
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ツッコミで一気に仲を深め、下ネタで貞操観念の確認。 
真摯な振る舞い、アクセルの踏み方と下ネタの注意点について学べ
る。 
 

・女性に「価値のない男」と思われるやってはいけないデートの予
定調整時の振る舞い 

・スマートにデート場所を決める紳士的な振る舞いの例と解説 

・女性をいじらなければ評価が下がってしまうタイミングとポイン
ト 

・「対等もしくは上の男」と思われるための振る舞いとは？ 

 / 49 75



・同じ文脈でも好感度が天と地の差になってしまうタイミングと
は？ 

・遊びたい男性必見！女性に下ネタを振る際の3つの鉄則 

・相手がデートに遅れたときに使える、余裕感と好感度を引き上げ
るための対応術とは？ 

◾ 27歳　清楚系　看護師 

自己肯定感の低い女性への笑いの取り方の注意点、下ネタや笑い・
キャラ刺さった時の畳み掛け方、クロージングのベストなタイミン
グについて学べる。 

「表面的な会話ばかりになってしまう、相手が真面目そうだとアク
セルを踏めない」男性必見。 
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・メッセージの一発目からデートへの伏線を張り、会話の導線を滑
らかに設計するために必要なこと 

・笑いの沸点が低い“ゲラ”の女の子の好感度を上げるために必要な
考え方 

・恋愛初心者が簡単に女性との会話を盛り上げるための“オウム返
し”の使い方 

・女性が自ら進んでデートを求めてくるために恋達がさりげなくし
ていること 

・「女性と自然に会話続いていますか？」会話が続かない人に抜け
ている決定的な意識とは？ 

・自然な流れでデートへつなげるための「共感」の使い方 

・女性から見て魅力のないひとが勘違いしている「謙遜」の罠 

・セクハラにならずに自然に下ネタにつなげる会話法 

・女の子の「笑」一つで相手の心情の変化を見抜く認識力と仮説の
立て方 

・反応が悪い話題を損切りして不自然にならず自然に会話を切り替
える方法 

・質問続きになってしまった場合の絵文字での調節方法の例 
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◾ 26歳　お姉さん系ギャル　職業不詳 

女性と1時間で一気に仲を深め、LINE交換へ持っていくための短時
間クロージングトーク。 

「女性を楽しみにさせるデートの提案ができない」「下ネタを言う
のを躊躇ってしまう」「遊んでいることの開示が下手」 
などの悩みのある遊び人必見。 

・女性のパーソナルスペースに自然に入るための心得 

・女性が落ち込んでいるときの振る舞いの正解と聞いてほしいサイ
ンの見抜き方 

・相手の人物像を的確に捉えるための探りの一手 
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・パズルから学ぶ高評価を女性から獲得するシンプルな技術 

・エロ話を女性とするために必要な「自己開示」の考え方 

・女性にドン引きされる下ネタと会話が弾む下ネタの何が違うの
か？ 

・相手の下ネタを話すハードルを下げるための「暴露トーク」とは？ 

・「その誘い方はずるい」と女性に思われるデートの誘い方の具体
例 

・熟練の遊び人がやっているsex後のゴタゴタを避けるためのトー
クテクニック 

・初心者必見！女性の会話を上手に促す上手な相槌の仕方 

・LINE交換が下手な人と上手な人の明確な誘い方の違い 

・女性から深く信頼され、興味を持たれるために絶対的に必要な「真
の共感」の極意 

その他コンテンツ内容 

・コラム「オファーを1発で決めるための信頼残高という考え方」

「信頼残高の考え方がデート・セックス・彼女化の未来を決める 
“いつ・どのタイミングで・何をオファーすれば良いのかがクリア
になる”」　　　　
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・NGメッセージ厳選33パターン徹底解説ブック
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・メッセージを攻略するための実践的3ステップ講座


・コラム「 メンタルがモテに比例する現象の謎について」


・コラム「顔がイケメンの童貞と経験人数100人のブサメンヤリチ
ン」


・コラム「モテる雰囲気の作り方と再現方法について」


・コラム「美女との会話の話題が見つからない人へ」


・コラム「よくあるメッセージのミス」


～Q＆A集～ 

Q.「メッセージはいつ返せばいいですか？タイミングは？」


Q.「メッセージが途切れた時に自分のせいなのか、相手のせいなの
か分からないです」


Q.「メッセージが途切れた場合、どうしていいか分からないです。
一週間くらい待ってメッセージを送っても返事が来なかったら諦め
るべきでしょうか？」
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Q.「親友同士のようにいじりいじられる関係性になりながらも、友
達フォルダに入らず男女の関係性を構築する方法が知りたいで
す。」


Q.「女性に嫌われたくない、失敗したくない気持ちが強く、踏み込
めないです。」


Q.「真面目な子に対してはこちらも真面目になってしまい、笑わせ
たり心を開かせたりするのが難しいです。」


Q.「アポの成約率が悪いのが悩みです。」


Q.「女性と距離を縮めたり、懐に飛び込むのが苦手です。」


Q.「恋達さんレベルなら関わっている女性を10人中10人全員笑わ
せたり、LINE交換するのは可能なのですか？」


Q.「深い話がスラスラ出てきません。」


Q.「女の子が相談をしたいのか（アドバイスが欲しいのか）、話を
聞いて欲しいだけなのかを見抜く方法はありますか？」


Q.「“優しそう”  “爽やかでかっこいいね”  “モテそう”  “大人な雰囲気
ですね” などと褒められた時に返答に困りますw」


Q.「“女の子に悪く思われたくない”   “こんなことを言ったら嫌われ
るんじゃないか”   “自分なんかでは釣り合わない” と思ってしまい、
女性とのやりとりが盛り上がりません。」


Q.「上手なリアクションの取り方を教えてください！」
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Q.「女性から返信が返ってこないとすごい気にしてしまいま
す。。」


Q.「可愛い子がくるとメッセージが逃げ腰になってしまいます。」


etc…


【半年１0０万円のコンサルフィーを頂く恋達の頭の中を 
覗けるこの教材をサプライズな価格で】 

女性の心を動かして、メッセージを通して女性との距離を詰めるた
めに、どのように僕が試行錯誤し、考えているのかを解説した僕の
メッセージ。 

その裏側を今回だけ、特別に暴露し、そしてその上で一つ一つ丁寧
に、かつ徹底的に解説しています。 

この教材は一部の女性、つまり押しの弱い女性や貞操観念の低い女
性だけに通用するようなコンテンツではなく、ペアーズや東カレな
どで1か月に500人以上の男性から常にアプローチを受けている、
普通では決して手の届かない美女の心をがっつりと掴んで、LINE交
換やデートの約束を取り付けて特別な関係を築き上げるための教材
です。 

それならば、僕が半年の対面コンサルで一人のコンサル生から頂い
ている100万円の10分の1の価格、10万円でも安いのではないか
なと思いました。 
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しかもこのメッセージ教材はすぐに廃れるようなハリボテのノウハ
ウではありません。 

常に相手が何を考えているのか、何を求めているのかをメッセージ
や言葉から読み取り、そしてそれを自身の言葉や行動で表現する、
人間関係や職場のコミュニケーション、そしてビジネスに対しても
通用する本物のコンテンツです。 

この教材を通して、女性が何を求めているのかを考え、それを体現
する力、つまり認識体現力を鍛えれば、その力は自ずとビジネスに
おいて、相手との会話やメールで何を求めているのかも把握するこ
とができるようになります。 

そうすれば、会社の上司が求めていること、仕事の取引先の相手が
求めていることが自分のことのように手に取るようにわかり、相手
の期待に応え、あなたに対する相手の会社の評価、立ち位置も激変
して昇給や昇進するのも時間の問題ですよね。 

その未来を考えても対面コンサルの10分の1の価格、10万円は妥
当です。 

しかし、10万という価格を本当に手軽に払うことができるような
人はどれぐらいいるのでしょうか？巷のニセモノの恋愛コンサルタ
ントやナンパ師のコンサルのおおよそ1ヶ月分に相当する金額を、
今すぐ、早速マッチングアプリに取り入れて、劇的にデートのアポ
やLINE交換に増やすことができるとわかっていてもなかなか手に
取りずらいですよね。 

さらにこの教材はテンプレートを暗記して、そのまま女性に使うだ
けで女性とのデートの約束が増えるといった、人の感情を無視した
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機会的な操作方法を解説した教材ではなく（そうしたものは釣り文
句で、実際には効果は出ません）、ライバルに広まれば広まるほ
ど、どんどんその効果が半減して次第に廃れていくような教材でも
ないので、一部の少人数に対して販売するのではなく、多くの人に
手に取って、自分の人生を激変させてもらいたい教材です。 

であるならば、100,000円で販売するのは適していないと。 
なので、今回だけさらに大幅に金額を落とします。 

100,000円の3分の1を下回る29,800円。 

誰でもちょっと背伸びをすれば手に届くような金額です。 
もちろん分割もクレジットカードのお支払いで3分割までご用意 
しています。 

【重要!!】今回の教材はとある理由から 
一般販売を完全に停止します。 

今回の教材は実際のマッチングアプリの写真を使っていることと女
の子の写真も限りなく薄いモザイクで『生の情報』を出しているた
め、多くの人を救いたい気持ちがある一方で、あまり公に広まると
困るからです。 

教材に登場する女の子を著作権フリーの別の画像に差し替えて、 
メッセージのやりとりを解説しようとも考えましたが、それではや
はり、 
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「こんな女の子とやりとりしていて、このタイプの女の子は 
こんな趣味や価値観でこう解釈するんだ！」 

といったリアリティがなく、正確なニュアンスが伝わらない懸念が
あったので、やはり本物の素材を使うしかないという結論に至りま
した。これは出来るだけ「本物の情報を届けたい」という僕のこだ
わりです。 
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もし仮に後日、 

「The Rapport Messageってまだ買えますか？？」 

と問い合わせを頂いても、教材が販売中止になっている恐れがあり
ますので、予めご了承ください。 

つまり、今あなたがこのページを見ているうちが、この教材を手に
取れるチャンスだということです。 

メッセージやLINEでのやり取りで、あなたが妥協なく、この人と
付き合いたいと思えるような理想の女性たちの心をがっつりと動か
して、自分が望む関係へと女性をラポールの力で導いてあげてくだ
さい。 

「The Rapport Message」を今すぐに買う方はこちら 
（税込29,800円） 

 

「The Rapport Message」はあなたの 
メッセージやLINEのトークの道しるべになります。 
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恋愛は本当にちゃんと正しい方向に正しい時間を費やせば、ちゃん
とモテるようになります。 

ですが、受験の参考書みたいに正しいことが書かれている信用ので
きるノウハウやコンテンツはなかなかないので、あなたもかなり苦
労してきたと思います。 

「信用できる教材であれば、 
恋愛力を上げるために投資するのになぁ…」 

インターネットのサイトの記事を読んでも、本当にこれが使い物に
なるのかどうか信憑性の低い記事ばかりでした。 

だからと言って、この教材を使えば100％、どんな女性でも必ず
マッチングし、絶対にどの女性ともLINE交換やデートの約束を取
り付けることが可能になるわけではありません。 

あなたのキャラクターや性格、趣味によって、どうしても強烈に引
き合うフィーリングの相性の良い女性と悪い女性がいます。 

でも、大事なことはそこではないのです。 

“自分の狙っている女性が何を求めているのかを先に知り、 
そしてそれを自分のメッセージで表現していく” 

今までのようにあてずっぽうで運に任せたメッセージではなく、 
きちんと戦略を立てて女性の高評価を引き出していく。 
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そして、その上で狙った女性を口説き落とす成功確率を上げていけ
ば良いのです。 

そのための大事な考え方や具体的なメッセージはこの教材で大量に
扱っていくので、ぜひ1日や2日で読んでしまい込むのではなく、
何回も読み込んで、半年で100万円のコンサルフィーを頂く恋達の
頭の中を覗くことできるこの教材の感覚を染み込ませてください。 

メッセージをすればするほど2人だけの仲が深まり、「こんな男見
たことない」と言われる、そんな力をあなたも身につけてくださ
い。 

 
「The Rapport Message」を手に取る 

（税込29,800円） 
 

～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？」 
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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、有効です。 
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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。 
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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。 
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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rentatu05@gmail.comまでメールをください。 

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、今回の講座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講座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、今回の講座が
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？ 
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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.「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
んて言い方は難しいですねw 

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。） 

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。 
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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
ようになっていきます。 

Q11.「私は超初心者なので、教材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。 

﹅ ﹅
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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。 
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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
うなメンヘラ女子を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、今回の教材を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。 
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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  
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（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） 

～追伸～ 

モテる男の頭の中を覗くことって普通は絶対にできないですよね。 

モテる男の正体に迫れば迫るほど、モテる男の会話を盗めば盗むほ
ど、「何を話せば良いのか？」という感覚から、 

「今、○○について言及すると食いつきが上がるな！」 
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という感覚に徐々に変わり、電話やデートにおけるトーク力が 
劇的に向上します。 

頭の中にある”女性に対する認識の精度”が高ければ、 
女性が何を求めていて、何を感じているのかが手に取るように分か
るようになります。 

まるで後出しジャンケンのように、女性の感情に合わせて確実な一
手を打つことができるようになってきます。 

男の人生の3大テーマは「仕事・女・健康」だと思いますが、その
うちの女性関係の問題はなるべく早期のうちに解決し、また恋愛力
を向上させておくことが聡明です。 

この「The Rapport Message」は、たったの29,800円で恋達の
思考や女性への認識が透けて見えるようになるので、自分で言うの
もなんですが、本当に破格です。 

僕がこれまで恋愛活動に10年という歳月を費やし、金額にして数
百万円は優に超える投資をしてきたので、独学で探求するよりもは
るかにショートカットできます。 

3万円という価格は、デートで居酒屋に行くことを考えるとたった
6人分、ラブホに宿泊したら3回分、風俗なら2回分です。 

「何のトークをしたら良いのか？」の前に、モテる男と女の子の会
話を勉強して、トークの意図や女性心理について一度深く学ぶこと
をオススメします。 

﹅ ﹅
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「The Rapport Message」を手に取る 
（税込29,800円） 

 

特定商取引法　プライバシーポリシー
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