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君がこれから本物の 
モテる男になるために 

恋愛初心者の教科書 

Rentatu 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅

初心者だからこそ、 

最初の一冊で今後の
人生が 

決まる！



どうも、恋達です。 

早速ですが、デート後にラインが返ってこなかったり、なぜか既読無視され
たり、女性がデート中は楽しそうにしてたのにホテルに誘うと断られたりし
たことありませんか？ 

相手からの好感度のサインがどんなものがあるのかとか、どうやって食いつ
きがあるのかを判断するのって難しいですよね。 

僕も初めての頃はその判断基準を自分の中に持っていなかったので、サイン
を読み間違えて「手が早い」「チャラい」と手を引っ叩かれたり、と言われ
て帰られたことが何度もありました。 

逆に、今思えば本当はイケたのに相手が発しているサインが読み取れず 
、女の子に恥をかかせてしまったこともありました。 

女性って本当に何を考えているか分からないですよね。一つ何かミスをした
り、サインを読み取れていないだけで、すぐに女性は僕たちの元を離れて行
きますよね。 

そして、何より、女性は自分のどこがダメなのかを教えてくれないので、恋
愛が難しいと感じ、どんどん深みにハマって自信がなくなり、答えが分から
ずに彷徨ってしまうわけです。 

これは恋愛初心者の人がもれなく通る道なんですが、 
同じ恋愛初心者の中でも考え方・マインドで大きく差が開いていく部分でも
あります。 

ウブな恋愛初心者のあなただからこそ 



あなたは、経験人数が10人未満、いや5人未満で、彼女と付き合ったのは  
1人か2人、もしくはこれまで全く彼女ができたことがない人もいるかもしれ
ません・・・ 

経験人数が多いとか、これまで何人かは彼女がいたとか、そういった経験が
人並み程度にあると恋愛初心者ではないのかと言うと、そうでもありませ
ん。 

そこで、以下のイラストを作ってみました。 

 

もし、上記のイラストのような悩みを複数抱えていれば、 
あなたは恋愛初心者の可能性が高いです。 



他に恋愛初心者の悩みとして、


・アポまでは取り付けられるが、2回目以降のアポに繋がらない。 

・相手があまり喋らない子のときにうまく盛り上げることができない。 

・清楚系の女の子が好きだが、どんな服装をして良いのかわからない。 

・童貞でまともなデート経験がない。 

・実際に、セックスのオファーをしたことがない。 

・女性をドキドキさせたりセックスしたいと思わせることができない。 

・可愛い彼女を作りたい。 

・可愛いと思える子と2回目以降に繋がらない。 

・関係を長期で築けない。彼氏持ちにびびってしまう。 

・ネトナンで好みのタイプとマッチングしない。 

・真面目キャラで来たため、冗談を言っても通じてもらえないことも多く、
ギャップを出せない。 

・好きな人の本当の気持ちが分からない。 

・同じコミュニティ内で恋愛したいがうまくいかない。 

・イケてるプロフィール写真がなかなか撮れない点や、女の子の食いつきが
イマイチなところ。 



・圧倒的に女性と接するという経験が足りない。 

・女性から見た自分の印象がどうなのか、どんなタイプの女性が自分に合う
かがわからない。 

・「今日逃したら次はない」と焦ってがっついてしまい、嫌われたり帰られ
てしまう。 

・コミュニケーション能力が低いために女の子とのデートで盛り上がらない 

・食いつきをあげるメッセージがわからない。 

そして僕は、あなたがそんな悩みを持つ一人であることを想定してこれを書
いています。 

今は自分に自信がなくて、自分が思う女性とは時間を過ごすことができず、
もちろん自分がモテる男に化けるイメージも持てなくて、ひょっとしたら、 

「この先、俺はずっとこのまま女性関係で悩みを抱えたままなんじゃない
か。。」 

と、落胆したり絶望する日々に、希望を見出せずにいるかもしれません。 

でも本当は、 
「好みの女性に選ばれるようなモテる男になりたい」 
と強い思いを胸に抱いていますよね。たった一回の男しての人生、 

「もっと燃え上がるようにここから人生を切り開いていきたい」 
「男としての自信をつけて堂々と好きな女性にアプローチしたい」 



って、これまで悔しい思いをたくさんしてきたからこそ、自分が情けなかっ
たり、ウジウジ悩んでしまう自分が嫌いですよね。 

そんなあなたは、「自分を変えたい」と思うものの、具体的に何をどう変え
たら良いのかが分からないから、努力の方向性や努力の仕方が分からずに
ずっと暗いトンネルの中を彷徨い続けていますよね。 

でも、それって、当然なんです。 

なぜなら、これから自分がモテるようになるイメージが湧いていないからで
す。 

それは、仕方がないんです。 

今の日本では、恋愛が得意な人と苦手
な人の格差が開くようになっている 

なぜあなたが恋愛に苦手意識があるのか？ 

だって、恋愛自体勉強するものだとか、習う必要性があるって教えられてき
ていないからです。もしこれが、学校の義務教育で習っていたとすると、 
みんなそれなりに恋愛のスキルや自分の魅力について自分を見つめ直して、
それなりに恋愛が出来るようになるんですよ。 

恋愛を履修する科目の1つと捉えたらどうですか？ 
選択科目の中に恋愛があったら絶対履修しますよね（笑） 

当時の僕なら、選択科目を恋愛とスポーツだけにします笑 



さすがにそれは冗談ですが、もし、恋愛が履修科目のあって、それを選択し
ていたら、皆さんテストでは高得点を叩き出す自信がありますよね笑 

で、学校であればテストや模試を受けることで、自分のレベルが客観的に分
かりますが、恋愛の場合は人に評価されてなんぼのものなので、 
その習ったことを元に、後は周りの仲の良い友達と遊びながらナンパした
り、実践すれば、可愛い女の子とセックスしたり、美人な彼女ぐらいならそ
のうち出来るんですよ。 

あなたの幼少期がそんな幼少期だったと想像したら、なんとなくいけそう
じゃないですか？ 

遊びの延長上にあったら、絶対にこんなに悩んでいる男性っていないと思い
ます。皆さんがなぜこんなに悩んでしまうのかは、 

○恋愛に触れる経験があまりにも少なかったこと 
○自分の魅力を身につける方法や女性への接し方などが分からないから 

です。 

女性の多くは、髪型、メイク、洋服などを研究して、 
「いかに自分を美しく見せるか？」 
をいつも鏡で見て絶えず研究していますよね。 

好きなモデルさんがいて、憧れの芸能人がいて、 
「その人みたいになりたい」って強い憧れや動機があって、具体的にどんな
風に髪型やメイクをすれば、その憧れに近づけるのかの方法論が分かってい
るので、これだけ世の中に可愛い子や綺麗な女性が多いわけです。 

一方で、男性の場合は、自分を磨くということが当たり前になっておらず、
自分を磨こうものなら、「意識高い系（笑）」とか「モテようとしてカッコ
悪いよ？」とか、周りが必ず要らぬ言葉を投げかけてきます。 

そんなモテようにもモテることができない環境下で、 



○自分がモテる男になる方法論が体系立てて解説されていない 
○誰にも習う機会がないから 

ともなると、そりゃもうこれだけ世の中にモテない男性が増えてしまうわけ
ですよ。 

それで、恋愛というものが複雑で、女性が男性を 
気分で好きになったり、嫌いになったり、感情的に動くからこそ、僕たちに
とっては不確定要素が多すぎてついついそれに振り回されてしまいますよ
ね。 

で、今、「ほんまにその通りやな！」とウンウン頷いている方に、 
ちょっと意味不明なことを言わせてもらうと、 

そんなあなたは「ダイヤの原石」です。 

「？？？　ダイヤの原石？俺がなぜ？」 

「おい、いきなり何やねん。恋達はここに来て頭でも狂ったか笑」 

と思われた方もいるかもしれませんが、僕はあなたにまやかしの言葉を投げ
かけるつもりでも、宗教に勧誘するつもりでもありません（笑） 

なぜ、あなたが「ダイヤの原石」なのか？ 

それは、あなたが、 



「自分がタイプな女性に好かれたい＝モテたい」 

と考えているからです。そう言われても、腑に落ちないですよね。 
これで腑に落ちてしまったらあなたのIQの高さに僕も困ります。 

なぜ、あなたがこれからモテる男になる「ダイヤの原石」なのか？ 

を、今からゆっくり解説していくので、少し僕に時間をください。 

まず、あなたは、女性が大好きで、とにかく好かれたくて、モテるためのこ
とをあれこれインターネットで調べて、そこに書かれていることを実践し
て、でも空回りしてしまって、その度に「やっぱり俺は顔がかっこよくない
から…」とか「自分なんて社会に必要とされていないんじゃないか…」って
思い悩んでいますよね。 

当時の僕もそうでした。そんな風に悩める人だからこそ、これから人生が激
変したり、ブレイクする可能性を大いに秘めています。 

だって、モテない人の中でも、こうして「自分が変わりたい」と思って、 
今、僕の文章を必死な思いで読んでいる人もいれば、 

「俺はモテる運命になかったんや。生まれ持ってのスペックが悪かったから
しょうがないんよ。人生多くを望んだり期待するんじゃなくて、身の丈に
合ったことをしないと生きられないんよ」 

と諦めている人も多くいるからです。 

これから大きく自分を変えて、モテない男からモテる男へと変貌を遂げてい
くあなただからこそ、人生が激変したり、ブレイクするための考え方をお伝
えしていきます。 

とまぁこう言うと、「いきなりそんな大それたことを言われても。」と反論
があるかもしれません。確かに、突然人生が激変したりブレイクするための
考え方をお伝えしますと言われても、「あ、うん。」と拍子抜けしてしまう



と思います。 
そこで、恋愛をしている人にとって誰しも関心のあるテーマでもある 
「ホテルへの誘い方」を例に挙げてお伝えします。 

オファーの仕方、 
ホテルに誘う時のマインドセット、

知っていましたか？ 

・ホテルに誘うのって死ぬほど勇気要りませんか？ 

・セックスがしたいという気持ちを見透かされて帰られたことってありませ
んか？ 

・もし、断られたら次がないんじゃないかって思ってビクビクしてしまいま
せんか？ 

女の子はデートをしていて、男が明らかにセックス目的だと分かったとき、
幻滅したり、自分が過去に傷ついた体験がフラッシュバックして、本能的に
危険を回避しようといます。 

巷では、男性より女性の方が性に関する関心が強く、年齢が上がれば上がる
ほど性欲が強まると言われていますが、 

いくら女の子が変態でセックスが好きだと言っても、 

「上手い誘われ方や誘導をされたからついて行った。（私は悪くない）」 



「あの男の人がちょっと強引だったから断りきれずについてしまった。（私
は悪くない）」 

と建前を用意してあげなければいけません。 

逆の事例として、例えば関西では、性格がハッキリしてサバサバした女の子
には、 

「ホテル行こや」 

とストレートに言わないと、逆に「女々しい」と思われて食いつきが下がる
ケースもありますが、基本的に女の子は、「上手くリードして欲しい」「上
手くリードができる男性についていきたい」と思っています。 

例えばこんなシーンだったとします。 

●「初めてデートをした女性と居酒屋で飲んでその後ホテルに行きたい場
合」 

恋達「この後どうする？　2件目行って飲んでもええし、ゆっくりできると
ころで休んでもええし、それとももう解散してもええけど、どれがいい？」 

女の子「えー、どうしよう…」 

恋達「もし、明日早くないんやったらゆっくりできる場所で、ゆっくりお酒
でも飲みながら話そ！もっと仲良くなりたいし！」 

女の子「え～、いいよ」 

どこがポイントか分かりましたか？実は、僕の考え方やポイントが出ていま
したね。ズバリ、3つあります。 



・「俺は一緒にいたい」と堂々と自分の気持ちを相手に伝えられること 
・「帰りたかったら帰ってもいいよ」と相手の逃げ道を用意してあげる 
・「セックスが目的じゃないんやで」と女の子を安心させてあげる 

この誘い方を知っているか、知らないかで、 
ホテルに行けるかどうかの成功確率が大きく異なってきます。 

さらに、相手に選択肢を3つ与えてあげるとどうなるか？ 

副次的な効果として、 

自分が「ホテルに行きたい」という欲求をカモフラージュして隠すことでき
ますよね。 

しかも女の子から見ると、 

「この人はすぐにホテルに行きたいヤリモクじゃないんだ」 

と思ってもらえるどころか、 

・女の子の状況を考えてあげられる気遣いができる 
・自信があってその場をリードしてくれるからついていきたくなる 
・「ゆっくりできる場所」に行く以外にも選択肢を用意してくれるので余裕
がある 

など、他の自信と余裕がない男たちを大きく引き離すことができます。 

ホテルに誘う時のマインド、誘い方を例に挙げて具体的に紹介しましたが、 
たった1つこの考え方を知っているか、知らないかで大きくパフォーマンス
が変わりそうですよね。 



この誘い方は僕の数ある誘い方のたった1つにしか過ぎません。 

ジャンケンと同じで、相手がパーを出してきたらチョキを出さないといけま
せんし、相手がグーを出してきたらパーを出さないといけないのと同じで、
女の子のタイプに合わせて自分の手法を変えなければ、なりません。 

だからこそ、女の子に慣れていないうちは、まだまだ基礎を固める必要があ
ります。知らないことだらけですからね！ 

建築でもそうですが、基礎がしっかりとしていない建物はちょっとした地震
で倒壊してしまいます。 

下手なテクニックを勉強するぐらいなら、 
ちょっと立ち止まって、一度ちゃんとした考え方を学んで、取り入れる方
が、よっぽど役に立ちます。 

その他にも、遊びたい人は遊び人のファッションをしなければならないこと
を知っていましたか？ 
 



・そもそも、なぜデートをするのか深く掘り下げて考えたことはありますか 

・モテる男になるためのステップアップの仕方を知っていますか？ 



・・・etc 

おそらく、知らなかったり、考えたことがなかったんじゃないかと思いま
す。今、初めて知ったり聞いた人も多いでしょう。 

どうですか？めっちゃワクワクしてきませんか？ 
王道の考え方でモテる男のマインドを取り入れたら、この先、俺の恋愛活動
はどうなってまうんやろ？俺はどこまで成長できるんやろ？って。 

女性を楽しませられるコツや感覚を身
につければ、どんどん自信が湧いて 

人生が楽しくなる 

長年恋愛をやってきてある日こう思うようになりました。 

「結局、女性は楽しませてくれる男を待っているんやなー」 

と。 

世のほとんどの男が女性を楽しませたり、喜ばせたり、ドキドキさせずに、 
自分だけが「セックスがしたい」「可愛い彼女が欲しい」と言っています。 

よく考えればおかしなことをしていると思うのは僕だけでしょうか？ 

もちろん、僕も初めはそんな考え方をしていましたし、むしろ、 



そんな考え方しか出来ませんでした。だって、何も分からなかったし、誰に
も習わずに、ひたすら自分のレベルを上げるために、 

「同年代には経験値では負けない」 

と自分に決めてひたすら行動すること以外に、方法論がなかったからです。 

「自分が女性を楽しませてもいないのに、自分の要求だけを突きつけて、 
セックスがしたいだなんて、よく考えればおかしいことをしてるな」 

そう思ったのであれば、 
あなたは今後モテる男になる可能性を持っています。 

今は、自分に自信がなかったり大した魅力がないかもしれませんが、 
大切なのはあなたの考え方や心の土台の部分です。 

ほんまもんの自信は、他者からの承認（周りに認められたり褒められるこ
と）によって作られます。 

自分がいくらセルフイメージを上げて、「俺は最強の男だ」と唱えたとして
も、自分の魅力が通用しない女性と出会ったとき、その自信はいとも簡単に
崩れ落ちてしまいます。 

相手を楽しませたいという素敵な心を持っているからこそ、関わる女の子か
ら、 

「一緒にいて居心地が良いよ」 

「会えて楽しかったよ！もっと一緒にいられたらもっと楽しかったな！」 

と言ってもらえます。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



 



女性からもらった言葉があなたを変えます。 

僕はそうやって自分に自信が持てるようになって、  
その自信が年々雪だるまのように大きくなっていきまし
た。 

今は自信がなかったとしても、必ず自分の内側から自信が湧き出てきます。 

「そうなれば良いんですけど…でも本当に可能なんでしょうか？」 

そう思うのであれば、せめて、 
女性を楽しませたり喜ばせることにだけは自信を持ってみませんか？ 

そのマインドで恋愛活動を続けていくと、たった半年、一年で今の周りのヤ
ツらをぶっちぎって抜かしていきます。 

何事も積み重ね、「継続は力なり」と言いますが、そのマインドで活動して
いると見る見る成果が出ます。 

その軌跡があなたを「モテる男」へと変えます。 

モテる男って女性を楽しませたり、喜ばせることが上手な男のことです。 

僕が運営しているコミュニティのClub 恋達では「モテは現象」をテーマにそ
うやってどんどんモテるようになっていっています。 

もしあなたが、 



「好みの女性に選ばれるようなモテる男になりたい」 

と心の奥底で思い、そして今は自分に自信がなくても、これからあなたが僕
の考え方やマインドという武器を手に入れて、どんどん成長していく姿をイ
メージ出来れば、そんな自分を「ダイヤの原石」だと思えてきませんか？ 

僕には見えます。まだ可能性を諦めていなくて、自分を変えたいと強く思っ
ているあなたの心が。 

「女性を楽しませたい！喜ばせたい！でも今は、具体的にどうやって楽しま
せるのかが分からない。。」 

と考えている時点で、あなたが将来、真にモテる男になる可能性を秘めた卵
だということが言えます。だから、ダイヤの原石なんです。 

もしも、僕がブログに書いているような女性との関わり方や僕みたいなモテ
方がしたいのであれば、 

僕が力になります。 

関わる女性から、「この世にたった一人しかいない自
分」という人間を選んでもらえて、相手の女の子に彼
氏ができようが、結婚しようが、一人の男と女として
セックスをしたり、人生の大切な人として悩みや相談
に乗ったり、一緒に旅行に行ったり、年々その二人だ
けの関係が色濃く、深くなって、末長く幸せな関係で
居続けられる、そんな男と女の関わり方を教えま
す。」 



 

好きな女性と一緒にカフェに行って楽しく話すも良し、ご飯を食べて飲んで
仲良く手を繋いで散歩しながら家に帰っても良し、仲の良い子や彼女と旅行
に行って人生の思い出を作っても良し。 

全部、あなたの自由です。 

それぐらい魅力的な男になれば、世間の「友達」「セフレ」「恋人」という
ラベリングなんかに捉われることなく、自由な関係を築くことができます。 

世間の常識の檻に自分を入れることなんてありません。 
自分の魅力さえあれば、どんな関係でも作ることができます。 

さて、僕の伝えたいことはかなり伝えきれたかなと思うので、 
肝心の「恋愛の教科書の内容」を見ていきましょう。 



初心者のための恋愛の教科書の内容 

★Level1 服装・髪型・肌の色・清潔感を整えて 
「モテそうな人」の雰囲気、見た目を作る 

・恋達が初心者にオススメする王道のモテキャラとは 
恋達が初心者にオススメする王道モテキャラを分解し、具体的な写真を用い
て解説します。ここでは「モテる雰囲気の作り方」について理解を深めてい
ただきます。女性のレベルが上がるほど顔立ち（イケメン）ではなく、雰囲
気や人間性を重視するようになります。 
髪型、ファッション、筋トレ、日サロ、肌、食事、清潔感のポイントについ
て、明確なイメージが湧くので方向性を見失うことがなくなります。


・王道のモテる男の髪型・ファッションの解剖 
これまで数百人のモテない男性を見てきましたが、髪型やファッションが出
来ていないせいで見た目の時点で足切りを食らってしまっています。第一印
象で判断されるからこそ、第一印象で大きく食いつきが得られるような髪型
やファッションを教えていきます。 

・「遊び・恋活・婚活」の目的に合わせたファッションの作り方と
選び方 
僕は相手の女性に合わせてカメレオンのようにファッションを変えますが、
本来ファッションとは”相手のため”であり、女性がこちらに価値を感じるよ
うに仕掛けていくべきです。恋愛において極めて重要なテーマである「属性
の一致」も解説していきます。 

・GoodGeans と GoodDad  
恋愛工学にGoodGeansとGoodDadという２つの対極のモテる男像がありま
す。これから恋愛をしていく上でどのように要素を取り入れていけばいいの
か、女性とまだまだ遊びたい人と彼女や奥さんがほしい人の戦略の違いにつ
いて解説します。




「恋愛のスタンスに悩んでいました！」という人に特に読んでほしい内容で
す。 

その他、 

・恋愛初心者がやりがちなファッション非モテポイント6選 
・「モテない男の典型」ファッションコーディネート12選 
・モテるファッションの感性を養うオススメインスタグララマーを「紳士
系・一般ウケ・ギャルウケ」で紹介 

などを解説しています。


★Level2 モテる男の考え方をインストール 

・ブスから抱け！レベル上げの法則 
RPGゲームのドラクエやポケモンと同じで、恋愛も地道なレベル上げが必要
です。装備や戦略を手にしてボスと戦うように、恋愛でも美女と渡り合って
いくというルートを通ります。理想が高いだけの男にならないようにマイン
ドを叩き込みます。 

・デートの目的「100回のデートより1回の戦略」 
そもそもデートの目的から考える必要があります。マインドセットが出来て
いれば、デート中のトークや振る舞いが目的に沿ったものとなり、女の子と
仲良くなるスピードが早いです。100回のデートより1回の戦略が必要になり
ます。 

・女の子がついて来て仕方がないデートにおけるモテ男のマインド 
モテる男とモテない男が考えていることは真反対であり、価値観が逆である
ことが多いです。恋愛初心者だからこそ、最初に取り入れるべきマインドに
左右されやすく、マインド次第でその後の自分の成長や成果の出方が180度
変わってしまいます。 



・男女関係はメリットの上に成り立つ 
相手によって求めているものが異なり、提供するものが変わります。遊びた
い子と真面目な子ではこちらの出方が変わるため戦略が異なります。デート
で自分が提供出来るものが何か？を考えたことがない人は一読の価値があり
ます。 

その他、 

・セルフイメージ以上の相手は倒せない 
・対女性関係の考え方は「人を動かすときと同じ」 
・「損をして得をする」を恋愛に落とし込む 
・割り勘男が「ケチ」「せこい」と嫌われる理由 

などを解説しています。 

★Level3 マッチングアプリを使って出会いに困らなくなる 

・マッチングアプリはどんな基準で選ぶのか？ 
自分に適したアプリを使いこなすことが、出会いに困らなくなる生活を生み
出します。アプリにいる女性の属性を把握して、自分に合ったアプリに登録
することで、市場を見極めて効率よく出会いを生み出しましょう。 

・魅力的なプロフィールを作るために知っておくべきポイント 
僕が5時間をかけて作り込んだコンサル生の自己紹介文のBefore、Afterを
載せています。自己紹介文1つで自分の内面の価値を伝えることができるよ
うになると、マッチング後に食いつきの良いメッセージがきたり、相手から
メッセージ付きいいねが飛んでくるようになります。 

・年齢、タイプ別「モテ男のプロフィール写真とコミュニティ一覧」
「モテている男性がどんな男性か？」を知ることで、自分の努力の方向性や



努力量などが見えてきます。どんな男性が女性からの支持が高いかを先に知
ることこそ、マッチングアプリ攻略の鍵となります。出会い系アプリでモテ
ている男性を見ることができるのは、「恋愛初心者の教科書」だけです。 

・ペアーズでマッチング率を最大化させる裏技 
ほどんどの男性が「女の子の顔が好みかどうか」だけでいいねをして、「マッ
チングしない」と嘆いていますが、認識体現力・マーケティングの考え方を
取り入れると、いとも簡単に自分と波長が合う女性とマッチングすることが
できます。 

その他、 

・真面目な女性ではなく遊んでいる女性とマッチングする方法 

などを解説しています。


★Level4 経験人数（女性経験）が1人→3人→5人→10人
と増えてくる 

・トークの二重構造 
女の子の感情を揺さぶる簡単なトークの話法を2つ伝授します。「極端・大
げさ・例え・真逆ワード・自虐ネタ・オーバートーク」などをテーマに、誰
でも真似できる実践的な会話を例とともに紹介します。余談ですが、僕が見
てきたモテる男は全員もれなくこの2つの話法をマスターしています。 

・食いつきの鬼になる「尊敬と共感アプローチ」 
大きく分けてこの2つのアプローチを体得することで、女性の食いつきは十
分上がります。逆に言えば、このどちらのアプローチ（戦術）を持たずに、
いくら女性と会話をしても食いつきが上がりません。女性と話す際に堂々と
自信を持ってアプローチできるよう2つの戦術をお伝えします。 



・男のランクを1つ上げ、世間の男を圧倒する思考法 
例えば、居酒屋に行くと大抵こんな会話が聞こえてきます。 
「それは人によるよね～」「まぁ苦労もあれば楽もあるよ」「考えるのめん
どくさいしまぁなんとかなるよ」”居酒屋レベルの男”ではなく、ワンランク
上の男になれば、「どんな人生経験してきたの？」「本当に○歳？」「さす
が大人の男性♡」と目の前で女性が食いついている様子がはっきりと分かる
ようになります。 

・恋達視点で見る「メッセージ術」  
恋達の実際のペアーズでのやり取りを例に出して解説します。認識体現力、
笑い、テクニック、ニュアンス解説、女性心理などについて学んでいただけ
ます。 
モテる男がどういった視点でメッセージをしているのか、手に取るように分
かります。 

・最低限意識しておきたい会話の基本 
女性とメッセージをする際に最低限意識するポイントを15個抽出しました。
いわば「会話の基本」です。メッセージが苦手な人はこれを毎回チェックす
るだけでもかなりのレベルアップが見込めます。 
どんなに女性に好かれる術を覚えても、嫌われてしまうパターンや返信が
返ってこなくなるパターン知らなければ女性と良い関係を築くことはできま
せん 

・メッセージで目指すべき１つのたった関係性 
「メッセージをする際にどこを目指せばいいのか？」「女性は何を重視して
いるのか？」「どういう流れでライン交換へ繋げればいいのか？」 
始めのうちは分からないことだらけだと思います。僕自身が日々使っている
方法を3ステップに分けて伝授します。 
今まで見えなかった全体像がはっきり見えるので、慣れるとスムーズにライ
ン交換へ誘導することが容易になります。 



・初心者向け 会話ネタテンプレート15選 
女性慣れしていない頃は、何を話していいか分からないですよね。僕も昔は
そうでしたので大丈夫です。具体的な女性と盛り上がりやすいネタや、仲が
深まりやすいネタに絞って15個お渡しします。まずはテンプレートを利用し
て、女性と仲良くなる感覚をつかむことで加速的にあなたの恋愛レベルが上
がってきます。アイスブレイクに使いまわしてください。 

・クロージングの極意 
電話をするメリットを抑え、ゴールを設定すると「自分がすべきこと」「自
分が話すべきこと」が見えてきます。食いつきの薄い女性に、いかにしてオ
ファーを承諾させるかに焦点を絞ることでデートの成約率をガッと引き上げ
ます。一回目の電話と仮定して解説していきます。 
  
・女性の貞操観念・好感度の測り方 
トークのポイントは基本的に同じですので、ここからは女性をホテルへ誘う
ことも視野に入れていく必要があります。全部ではないですが、もちろん電
話でもお使いいただけます。恋達がいったいどこを見ているのか、注目する
べきポイントはどこなのかを抑えることでその後「ホテルに誘っても大丈夫
かな・・」と悩むことが減るようになります。 

・女性をホテルや家に誘う際のマインドセット 
まずは女性が本質的に求めている「〇〇」についてしっかり理解していただ
きます。その後テクニックを駆使するのと、初めからテクニック論に走るの
では成果に天と地の差が出ると言っても過言ではありません。最速で結果を
出していただくために、マインドセットだけでなく、初心者でも使いやすい
具体的なフレーズも用意しました。 

・女の子の感情をジェットコースターのように揺さぶる方法 
例えば、「留学好きの大学生がTOEIC900点」「普通の会社員が500万円の
車に乗っている」「個人事業主・経営者で年収1,000万円」という世間より
少しだけ能力があったとして、女の子の感情が動くでしょうか？ 
答えはNoです。小さなギャップに過ぎません。女の子の感情を大きく揺さぶ
るには、”大きなギャップ”が必要で、その作り方を解説します。 



・ホテルや家で二人きりになってからセックスまでの流れの解説 
まだ女性をホテルや家に誘ったことがない人にとって、「どうやってキスを
してセックスまでの流れになるのかイメージが湧かない」といった方もいる
でしょう。女の子のサインを見極めつつ、がっついている感を消して女の子
を上手くリードする方法をお伝えします。 

・「私たちって一体どういう関係なの？」への切り返し方3選 
基本的に恋愛活動をしていて女の子と仲良くなっていくと、90%以上聞かれ
る質問でもあります。この切り返し一つで、関係性を維持していきながら 
温めていくこともその場で関係が終わってしまうということもあります。 
初心者のうちは、慣れた切り返しがその場で思いつかないこともあると思い
ます。3つの切り返しと具体的フレーズをマスターして難なく関門をくぐり抜
けてください。 

・女性のタイプ別攻略法 
綺麗系、OL、ギャルの3タイプに絞って、それぞれの「価値観」「オススメ
デートスポット」「求める男像」を解説していきます。これを読むと、それ
ぞれのタイプの女性が「どんな男と引き合うのか？」「どんな男に魅力を感
じるのか？」が見えてくるでしょう。女性がよく言う、「好きになった人が
タイプ♡」「フィーリング♡」に惑わされてはいけません。これが分かる
と、発する言葉やトークの内容も自然と変わってくるようになります。 

・モテる男とモテない男の会話の何が違うのか？ 
モテない時は、自分の欠点に中々自分で気づくことができませんし、デート
相手も自分の非モテポイントを教えてくれませんよね笑。僕の仲の良い女の
子がデートコンサルをしてくれたことがあるので、その際のレポートを限定
公開します。これを見ることで、女性がどんなポイントに着目しているかが
分かります。 
「女性はこんなところまで見ているのか！」と目から鱗が落ちるでしょう。 

・最低限知っておくべき女性との会話に使える項目 
女性との会話の中でよく出てくる項目だったり、個人的にこれは抑えておい
た方が良いと思うものを５～１０個ほど解説します。 



知識が増えることで女性との会話の幅が広がり、共通点がないと悩むことが
なくなるようになります。 
博識になる必要性はありませんが、自分が弱い分野、知っておくべき分野は
把握しておきましょう。普段の情報収集や、女性と会話に困ったら使ってく
ださいw 

・恋達流 モテ男観察メソッド 
モテない時はとにかくモテそうな男を観察し、モテる男のマインドをインス
トールしましょう。僕が普段街中を歩きながらモテそうな男のどこに着目し
ているのかを今回公開します。これを知ることで、女性の観察にも応用が効
いたり、認識体現力が鍛えられるので、対女性関係であらゆる仮説が立てら
れるようになっていきます。 
また、観察をご自身のレベルアップに役立てていくために特に大事な３つの
ポイントについてもお伝えしていきます。 

その他、 

・恋達が18～27歳までに作り上げてきたギャップ一覧 
・必ず押さえるべき！女性との会話頻出テーマ9選 
・メッセージで目指すべき関係性と3つの攻略ステップ 
・恋達の20代前半ギャル学生とのメッセージ一部始終と全文解説 
・女性アカウントからしか見れないメッセージ非モテの13の特徴 
・自分に自信がない男が送りがちな初回メッセージの罠 
・電話初心者向け会話ネタテンプレート15選 
・デートからセックスまでのクロージングの極意 
・敬語からタメ口に切り替えるタイミングの解説 
・将来のモテる男を作るデート時のポケモン図鑑マインド 
・女性をホテルや家に誘う際のマインドセット 
・おもろい男と紳士的な男の会計時の作法と振る舞いの考察 
・女性のタイプ別攻略法「綺麗系お姉さん、OL、ギャル」 
・女性のタイプ別マッチングからメッセージまでのやりとり一部始終 
・最低限知っておくべきファッションブランドとロゴの解説 



などを解説しています。 

・・・etc 

「恋愛初心者の教科書」の内容を一部抜粋しましたが、内容はPDFにして
270ページ以上あります。 

「教科書があれば、あとは自分がそれに沿ってモテるために自分を変えて、
経験を積んでいくだけ。ステップアップ式に自分がレベルアップしていく実
感が湧いて、立ち止まったり悩んだときは教科書を参考にしてまた課題をク
リアしていく。」 

そんな状態で、まるで受験のように取り組めたら、自ずとレベルアップして
いくことができますよね！ 

恋愛初心者の教科書は 
どんな人にオススメか？ 

これを見ている皆さんの中に、以下の悩みを持っている人もいるかもしれま
せん。 

・本当に自分にもできるのか（再現性） 

・他の商材と書かれてる内容が似たようなものでないか 



・可愛い子や美女にも通用するノウハウなのか？ 

・自分のアクションが変えられるだけの具体的な情報が
載ってあるのか？ 

実物があるわけではないので、福袋と同じように、 
「実際の中身がちゃんとしっかりしているのか？」 
というような不安もある人もいますよね。 

そこで、恋愛初心者の教科書のイメージ動画を作ったので、見てみてくださ
い。中身はモザイクがかかってありますが、イラストと解説が豊富であるこ
とが分かると思います。 

 
●恋愛初心者の教科書のイメージ動画を見る 

https://www.youtube.com/watch?v=yieuPEZIj2o


（押すとリンクに飛びます） 

また、数ある恋愛商材の中で、実際にどの商材を買えば良いのか迷っている
方もいると思います。 

どんな人にオススメしたいのかを以下に書いたので、参考にしてみてくださ
い！ 

01.人生レベルで満足のいく恋愛活動を始める最初の一歩を踏み出したい方 

02.恋愛経験が0でも体系化された設計を元に成果を出していきたい方 

03.本物の魅力的な男になるための考え方や方法論を学びたい方 

もうちょっと具体的に言うと、 

「テクニックやマインドコントロールみたいな相手を操作する術を学んで相
手から奪うのではなく、関わる女性を楽しませて喜ばせながら自分も一緒に
なって楽しい時間を過ごしたいし、そんなモテ方がしたい！」 

と思ったのであれば、そんなあなたにピッタリの教科書だと思っています。 

× 女の子を落とためのテクニックや方法論 

ではなく、 

○ 女の子から必要とされる魅力的な男になるための教科書 

そんな位置付けです。 

「人生のパートナーを見つけて結婚したい！」「セフレが3人欲しい！」 



「男としての魅力を上げたい！」「可愛い彼女を作りたい！」 

あなたが魅力的な男になれば、どのような関係性でも好きに生み出すことが
できます。 

「魅力的な男になる」 

それこそが、あなたが抱える恋愛面でのありとあらゆる悩みを根本的に解決
することだからです。 

「どんなタイプの女性にも通用する王道の男になる」 

そのための、基礎作りです。 

基礎さえ固めることができれば、後は自分が好みの女性のタイプに合わせて
ファッション、髪型、トークなどの方向性を変えていけば良いです。 

 



恋愛初心者のバイブル  
「恋愛の教科書」 
はこちら 

「ちょっと、恋達さん！価格はいくらですか？」 

と、もう気になって気になって、ワクワクが止まらないあなたに、衝撃！ 

価格は、50,000円（税抜）です。 

というのは冗談で、本当の価格は、 



たったの10,000円（税別）です。 

本来であれば、3～5万円でも十分に価値を感じて頂けるクオリティなんです
が、「恋愛の楽しさをもっと多くの人に届けたい」 
と思いがあるので、この価格にしました。 

この価格での販売は、僕が提供している商品やサービスの中でも、 
「恋愛初心者の教科書」限りです。 

ちなみに、購入者の方に聞いた「恋愛初心者の教科書」の価値は平均で
39,480円でした。 



最初に恋愛の教科書を手に入れて武器を身につけてから女性にアプローチ 
するのか？ 
ただ、闇雲に何も分からないまま、連絡先を聞いたり、女性をホテルに誘う
のか？ 

どちらが効率的か、どちらが賢いか、どちらが長期的に見て自分の人生にプ
ラスか？ 

で考えて、自分が直感でピンと来る方を選ぶと良いと思います。 

普段どれくらい女性関係でどれぐらいお金を使っているか考えると分かりや
すいと思います。 

1万円の商品にここまで丁寧に言うのかどうか悩みましたが、僕が思ってい
ることは全て伝えようと精一杯のことを伝えました。 

かつて僕が大学生だった頃、「この金額なら自分でも買える！」という価格
に設定し、恋愛初心者の方が気軽に手に取ってもらえるように。 

もし、僕のブログやメルマガなどを見て、 

「考え方に共感できる！」 

「もっと学んだらどんなにええことがあるんやろ！」 

とワクワクできる方は、間違いなくその期待と興奮を100倍にしてお返しす
る自信があります。 

○恋愛初心者のバイブル「恋愛の教科書」を手に入れる 

https://rentatu.jp/Note%20Application.pdf


たった1万円で恋愛初心者がこれからモテるために必要な知識、考え方、具
体的な成長の教科書が手に入ると考えれば、格安だと思うのは言い過ぎで
しょうか（笑） 

これ以上、必要以上に恋愛に関して本や商材を買う必要もありません。 

もちろん、内容には妥協をしていませんし、むしろここから 
コンテンツを無料でバージョンアップしていって、10年ほど続くベストセ
ラーのようなものを作り上げていきます。 

購入に当たって、何か不安なこと、確認したいことがあれば、 

rentatu05@gmail.com 

までお問い合わせください。 
旅行などで3日ほど返信が遅れてしまうこともあるかもしれませんが、 
頂いた質問に対しては100%返信させて頂きます。 

○恋愛初心者のバイブル「恋愛の教科書」を手に入れる 
 

mailto:rentatu05@gmail.com
https://rentatu.jp/Note%20Application.pdf


弱点、コンプレックスがあるヤツの味方です 
当時18歳だった僕は、恋愛が右も左も分からず、まともに付き合ったことも
なければ、セックスの経験すらありませんでした。 

既にブログを読んでくれている方からすれば、僕が身長168cmで、顔はイケ
メンでもなく、声が何万人に一人というハスキーボイスで、  
周りに声のことで笑われていたことやコンプレックスや学生時代の苦難や葛
藤について知っているでしょう。 

・自分の顔に自信がなくて校舎の隅を人の目から隠れるように歩いていた 

・男女問わずまともに人の目を見て話せず、目が合うとすぐに逸らしてしま
い、とてつもない緊張感に襲われていた 

・大学の講義の昼休憩で昼ご飯を一人で食べると「友達がいないやつ」と思
われるのが怖くて、一緒に昼ご飯を食べてくれそうな友達に必死に連絡を
取っていた 

・街を歩いていても電車の中でも「常に誰かにこの顔を見られている」と自
分の自意識が肥大化し、いつも身体や心が緊張して脂汗をかいていた 

・大学に入学時のサークルの新入生歓迎会で、他大学も集まって自己紹介を
するとき、辺りにいる男女10人ぐらいに「顔と声のギャップがある」と笑わ
れ、声のコンプレックスがどんどん強まっていった 

・あまりにもバカにされる自分の声に嫌気が差し、市内で一番大きい病院に
行って精密検査を受けると、「何万人に一人の声帯で現代の医学では治りま
せん」と医師に言われ、この声と向き合い続けなければならないことに絶望
を覚えた 



・大学の講義を受けに大学に行ったにも関わらず、鏡で自分の顔を見ている
うちに自己肯定感が地に堕ち、必修の授業を捨てて家に戻り、落ち込んでい
た 

・・・etc 

本当に自分が外見に恵まれなくて、自信もなくて、情けなくて、思春期にコ
ンプレックスや自意識が肥大化するばかりで、仲の良い友達に相談しても、
「別にイケメンではないけど、ブサイクでもないし、普通やで」と僕にとっ
ては何の慰めにもなりませんでした。 

「もうこんな自分は嫌だ。自分に自信が持てない状況が辛い。俺もイケメン
に生まれていたら。。でも、両親には心も体も健康に産んでもらえて、何不
自由ない暮らしもさせてもらったのに、両親から授かった顔が嫌いだとか言
いたくないけど、そう思ってしまうのは否定できないし、一体俺はどうした
らいいんや。。」 

両親に健康に産んでもらえたにも関わらず、自分の外見に自信が持てず、両
親への申し訳ない思いとコンプレックスの狭間で胸が痛くなり、いつも泣い
ていました。。 

自分の中で激しい葛藤で悩み、不安の中で何かにしがみつきたい気持ちにい
つも襲われ、自分を頼りにして歩くことができない、そんな18歳を過ごしま
した。 

あるとき、自己啓発本を読んでいて、成功者の考え方を知って衝撃を受け、
食い入るように自己啓発本を読みました。 



僕の心が救われていく気がしてならなかったからです。 

「俺も人生を成功させたい！今のこの情けない自分を変えたい。。 
自分を変えて絶対にモテる男になって、今までバカにしてきたヤツらを絶対
全員見返してやる！」 

誰かを傷つけるために復讐をするのではなく、今の自分が悔しくて自分を変
える旅に出ました。 

目指すべき方向性が分からずにずっと悩み続けて、ずっと苦しみ続けて、自
分が無力で、自分が情けなくて、その度に悔しい思いをして、涙を流して 
自分を変えてきたからこそ、今、自分に自信がない人や自分のことが好き
じゃないという人に、きっと僕の経験が役に立つと確信しています。 

ウブで、純粋で、恋愛の考え方が固まっていなかったからこそ、 
チャンスでした。 

どんな髪型で、どんな服装で、どんなトークをして、どんなところにデート
に行けば良いのかとか具体的に分からずに、「とにかく何でも経験や！」と
自分に誓い、膨大な時間とお金と労力をかけました。 

「もっと早くこの考え方に出会っていたら良かった。」 

「これを知ってたら自分の魅力の身につけ方や女性との関わり方も、 
もっと上手くなっていたはず。」 

かつての僕みたいに、恋愛で行き詰まっている人がそう思えるように、 
手に取りやすい価格で「女性から求められるモテる男になるための考え方」
を詰め込みました。 



雛鳥が最初に見たものを親だと思うように、 
恋愛初心者にとっての最初ってほんまに大事やと思ってます。 

だからこそ、この商材が果たすべき役割や及ぼすインパクトは、その人の人
生を左右するぐらい影響度があると思って、Club 恋達のメンバーに協力して
もらって、一同で開発に取り組んできました。 
 

 



これを読んでいるあなたが、これから、 
「本気でモテたい！自分を変えたい！人生を変えたい！」 
と思うのであれば、是非手に取ってみてください。 

僕から手を差し伸べてあげられるのは、ここまでです。 

後は、あなたが成長して、大きくなって、モテるようになって、 
その軌跡を、僕に是非聞かせてください。 
以前の自分とは見違えるようになったあなたを是非見たいです。 

成果が出たら教えてください。 

あなたの文章を読んで、それが僕の心が震えるようなものだったら、 
僕と直接会いましょう。 

一生に一度の素敵な体験を、素敵な場所でプレゼントします。 

ってことで、最後まで見て下さってありがとうございました！ 

いつもブログやメルマガ、Twitterなどを見て下さったり、応援して下さって
本当にありがとうございます。 

これからも、どうぞよろしくお願いします！ 

またね！ 

恋愛初心者のバイブル「恋愛の教科書」を手に入れる 

https://rentatu.jp/Note%20Application.pdf


実際に購入していただいた方からの感想 



 
￥ 
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