
 

 

 

 

 

 

 

 

デート人数２００人超えの恋愛のプロから、 

マインド・スキル・テクニック全てを学んで、 

過去の華のない人生に別れを告げませんか？！ 

 

 

総ページ数：１２０ページ以上、 

更に、全ページ動画解説付き 

マッチングアプリを活用した恋人の作り方が 

全て詰まった教本を特別にご紹介！ 



 

 

マッチングアプリに励んでいるあなたはきっと、 

以下のような状態を達成したいと考えているのでないでしょうか？ 

 コンプレックスをなくして、恋愛に対する苦手意識を取っ払いたい！ 

 とにかく、一度は女性とセックスしてみたい！ 

 結婚も視野に、真剣に未来を考えられる交際相手を見つけたい。 

 ”モテる”感覚を経験することで、男としてのレベルを高めたい。 

 恋愛に真剣に取り組むことを通じて、”自信”を手に入れたい。 

 色々な女性と、時にはセックスも含めた大人のデートをしてみたい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



どれか一つは、あなたも当てはまる項目があるかも知れません。。 

 

 

 

なぜそんな事が言い切れるのか？ 

それは、私が膨大な時間をかけて私が得てきた 

全てのノウハウ・スキル・マインドをこの一冊にまとめたからです。 

このコンテンツを手にすることで、あなたは最終的にこうなれるはずです。 

 好きな女性を、自信をもって口説くことが出来る。 

 自分が惚れた女性と付き合って、幸せな日々を送っている。 

 セックス経験によって、恋愛・女性に対する苦手意識から解放される 

 自分が望む関係を相手の女性と作れている。 

 ”男としての自信”を手にすることで、”モテ力”が大きく向上している。 

 

まず初めにお伝えしておくと、恋愛というのは、 

数学のように【絶対の正解】があるような世界ではありません。 

なので、残念ながら、ワンパターンの丸暗記ではあなたの 

 

恋愛偏差値＝モテ力 
 

は向上しません。 

 

ですが、 

 

決まった「型」というのは間違いなく存在します。 



この教材では、そういった「型」についても詳しくお伝えしていますので、 

この「型」をあなたが理解し実践していくことで、応用する能力が身につきます。 

 

それによって、あなたのモテ力が一気に向上するのです。 

これが正しい知識を身につけて、一生懸命トライしていくことによって 

得られる素晴らしい成果です。 

もちろん、あなたの努力も必要になりますが、 

これを読むこむことで、 

意味のない努力を積み重ねるリスク 

をなくすることが出来ます。 

なぜなら、あなたがモテる為に必要な正しい知識が 

この一冊に全て盛り込まれています。 

 

逆に言えば、 

「買って満足する」タイプの方は購入しない方がいいです。 

残念ながら、買うだけで何もせずに 

あなたの未来を変えられるほどの魔法は、私には持ち合わせていないので。。 

しっかりと書かれていることを実践できる方、努力を積み重ねられる方であれば、 

「大人の余裕があり、男性としての魅力が溢れるモテる男性」 

になることができます。 

 

ここからは、具体的な内容についてお伝えしていきます。 



 

 

 

この Note は、総文字数：４万字に迫る 

「あなたがマッチングアプリで可愛い彼女を作る」 

為の考え方・ノウハウが全て詰まった【完全版】です。 

まずは、目次をお見せします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中には、目次を見ただけでも自分の未来が明るく感じられて 

ワクワクしている方もいるかもしれません。 

とはいえ、 

「じゃあ具体的にどんな知識が得られるのよ？！」 



という疑問が出てきているとも思います。 

おっしゃる通り、さっきの目次だけではなにも分からないと思いますので、 

これから、一つずつ具体的に説明していきます。 

 

あなたがこの Note を最後まで読んで全てをしっかりと理解すれば、 

以下の５ステップを無事に突破して、最終的には 

理想の彼女を作るまで辿り着くことが出来るようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうお気づきだと思いますが、 

「彼女を作るまでの 5 ステップ」とこの「Note の章分け」が連動しています。 

なので、あなたが困っているフェーズに応じて、この Note の該当する章を読めば、 

すぐに改善策が分かるようになっているのです。 



ここからは、具体的に各章の有益性についてお伝えしていきます。 

以下の「解説付き目次」を見ただけで、 

コンテンツの充実度合いは一目瞭然で分かってもらえると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一章：マッチングアプリの立ち回り方について 

第一章では、以下のことが全てクリアになります。 

・いいねがほとんど増えず、送ったいいねも全く返ってこないシンプルな理由。 

・95%以上の人が理解していないマッチング率を高めるための合理的な手法とは？ 

・いいねが増えれば誰とでもマッチングできると思っていたら大間違い。その理由は？ 

・いいねを押してはいけない女性がいます。それってどんな人か分かりますか？ 

・ちょっとした違いが大きな結果の差を生むことに。写真のとても大切なポイント。 

・女性が読むだけで「この人は誠実な人」と思ってしまうプロフィール文とは？ 

・今よりいいねが絶対に増える”理にかなった行動”、あなたは分かりますか？ 

・女性ってそんなところも見ているの・・？と言いたくなるような細かなチェックポイントとは？ 

・「恋愛に戦略？」と思っている人が一生成功しない理由 

 

などなど・・・ 

私自身が通算獲得いいね２０，０００を超えただけでなく、 

私のコンサル生も、次々に 

 

 



・１ヶ月の獲得いいね数３桁達成、 

・更には、５００超えも続々誕生。 

・中には、Pairs いいね数全国１０位以内、東京５位、東京 TOP２０、大阪５位、 

大阪 TOP１０、長野県１位を獲得する方も誕生するなど、多くの方が結果を出してきた、 

非常に再現性が高い手法を、あなたにお伝えしていきます。 

この章で書かれていることを全て実行することで、 

あなたが貰えるいいね数が爆増すること間違いなしです。 

 

しかし、単に”いいねが増えただけで安心”してはいけません。 

あなたのライバルにも、当然いいね 500 超えの男性も多くいます。 

そんな中でマッチングしにくい女性ばかりにいいねを押していては、 

折角沢山のいいねをあなたが集めても、その効果を最大限発揮することが出来ず、とても非効率です。 

そこで重要になるのが、マッチングしやすい女性を狙っていくという事です。 

これは、決して「狙う外見のレベルを落とせ」とだけ言っているわけではありません。 

いいねが少なくても可愛い女性は沢山いますし 

人気会員以外でなくても、自分と性格・趣味が合う女性とマッチングした方が 

真剣に恋人候補として考えられますよね？ 

そういった事を総合的に考えて、 

あなたが少しでもマッチングできる可能性を上げるための手法 

を具体的に７つお伝えします。 



これは、ブログにも一切書いていない 

Note 購入者だけにお伝えしている特別な情報です。 

この点はとても重要です。 

いくらあなたのいいねが増えても、いいね 500 超えの女性ばかり狙っていては、 

マッチング率は低くなってしまうからです。 

第二章：女性に刺さるメッセージの仕方を完全紹介 

私が通算１，０００人以上とのメッセージのやり取りを通じて見出した 

「返信率 70%以上を誇る一通目の送り方」 

から、女性と盛り上がる話題、LINE への移行方法 

デートへのスムーズな誘い方などを具体的に紹介しています。 

この章を読めば、あなたはもう 

メッセージでいちいち頭を悩ませる苦痛から解放されます。 

 

 

 

 

 

 



他にも、 第二章では、以下のことが全てクリアになります。 

・80%以上の男性が陥っている、典型的なダメメッセージ例 

・メッセージを貰った女性が嬉しくなり、かつ返信しやすい 1 通目のメッセージとは？ 

・何を話せばいいかわからず、表面的な会話をしてしまう状態から脱出する方法 

・自然に恋愛トークをするための簡単な質問方法とは？ 

・あなたのその何気ないメッセージ、女性が裏でドン引きしているかも・・？ 

・女性が甘えたがりかどうかを見抜く方法 

・マッチング後とんとん拍子で、敬語外し⇒LINE 交換⇒電話まで達成した実例を紹介 

・こんな女性とのやり取りは時間の無駄！固執せずに損切りするべき女性の特徴 

・あなたが一人の女性に固執しなくなるほど、相手から連絡が来るようになる理由 

Etc… 

 

第三章：電話をするべき理由から会話におけるコツまで完全網羅 

 

この章を読めば、あなたは 

女性とデート前に電話することで、どれだけデートがしやすくなるか 

の効果を目の当たりにすることになります。 

更に、具体的な電話における会話のコツ・おすすめの話題例も知ることで 

電話が苦手なあなたでも、不安なく電話に臨めるようになります。 

 

 



第三章で、クリアになることはこれら全てです。 

・何を話せばいいかわからず不安になっていませんか？ 

・女性が、電話によってあなたに感じるプラスの感情って何かわかりますか？ 

・「電話は苦手」と言う人の根本的な原因とは？ 

・女性と自然に盛り上がれる、使い勝手が良すぎる話題とは？ 

・それをやったら即終了。絶対にやってはいけない電話での NG ポイント 

・これに気を付ければ誰でも電話で女性を惹きつけられる。簡単なコツって！？ 

・電話をするきっかけってどうやって作ればいいか分かりますか？ 

・電話を自然に終わらせるシンプルな方法とは！？ 

などなど・・・ 

 

本当に、電話は最強のツールなので、フル活用してください！！ 

 

第四章：女性を惹きつける「モテるデート」の本質 

 

この章では、いよいよ初デートに臨むあなたの為に 

絶対に知っておくべきデート中の女性心理から 

デート中に気を付けるべきポイント、やるべきこと 

を超具体的にお伝えしていきます。 

 



第四章で、以下の事が全てクリアになります。 

・これをやったら、もうリカバリー不可能。そんな作法があるって分かりますか？ 

・知らずにあなたはゲーム終了になっているかも？デートでの振る舞いポイント 

・楽しく喋れたと思っていたのに・・・あなたが気持ち良くなっているときほど次のデートに

行けない理由とは！？ 

・これが出来れば、その場で次のデートも決まるはず！モテ男の振る舞いとは？ 

・デートでどうしても緊張してしまう・・・それを解消するとってもシンプルな手法とは？ 

・デートで女性を惹きつける為にあなたがするべきこととは？ 

・え！そんなところまで見ているの？！と言いたくなるくらいの女性のチェックポイント 

全て紹介します。 

・「清潔感」という言葉の意味、正しく理解できていますか？ 

・とりあえず、ご飯を奢ればいいとか思っていませんか？ 

あなたが高いレストランに連れていこうが次のデートに行ってくれないのに、 

モテ男の誘いならば居酒屋でもデートが成立する。 

そんな現実が成立してしまうカラクリとは？ 

 

などなど・・・ 

 

デート中のチェックポイントの多さに、 

もしかしたらあなたはプレッシャーを感じてしまうかも知れませんが、安心してください。  

一番大切なのは、「知っているかどうか」です。 



知っていれば、あとは行動に移すのみです。 

この章をマスターすることで、デートに不安を覚えることもなくなり 

これからのデートが楽しみで仕方なくなります。 

 

最終章：最後の一瞬までスマートに。１００%成功する告白の方法 

 

そして、最終章はついに迎えた告白シーン。 

あなたにとっては一番緊張する瞬間かもしれませんが、これさえ読めばもう大丈夫。 

そもそも、告白する前に既に答えは決まっているから。 

あとはシンプルに、ストレートに、自分の想いを伝えれば決まりです。 

とはいえ、具体的な話がないと難しい人も多くいると思うので、 

ここでも「やってはいけないこと」「お勧めパターン」の両方を紹介しているので、 

しっかりと頭に叩き込んでください。 

ここに書かれていることを頭に叩き込んだうえでその通りに実践すれば、 

もうあなたは目の前にいる惚れた女性を彼女としている事でしょう。 

 



 どんなにあなたに惚れている女性でもドン引きしてしまう告白とは？ 

 告白が 100%成功するシンプルな理由 

 告白の言葉に頭を悩ましている時点で、成功確率がぐんぐん低くなる理由 

 女性が惚れている男性にだけ見せる「好きだよサイン」とは？ 

 もう迷わない。告白が成功するシチュエーション＆タイミング 

 女性の心理をさりげなく誘導する心理テクニックとは？ 

 

ここまでよまれたあなたはこう思っているかもしれません。 

「あれ、序章の説明は・・？」 

もしこう感じられていたら、しっかりと読み込んでいる方ですね！ 

 

序章は、このレターの中に盛り込んであります。 

 

これは即ち、 

無料レターを読むだけで、あなたは知識をつけることが出来るんです。 

なので、必ず最後まで読み進めてくださいね！ 

 

ここからは、本 Note の特徴についてお伝えしていきます。 

 

 最大の特徴：再現性の高さ 



ここまで一気にコンテンツの中身とあなたが得られるメリットについてお伝えしましたが、 

「膨大な量があるみたいだし、本当に自分にもできるの・・？」 

という不安を少なからず抱いていると思います。 

その点は、全く心配無用です。 

私が最も意識している点は、「再現性の高さ」です。 

私自身の圧倒的な実績に裏付けされているので、ある意味当然ではありますが、 

実際に多くのコンサル生からも、 

「非常に分かりやすく実践しやすい。」 

「恋愛参謀さんのおかげで 1 通目のメッセージの返信率が格段にあがった！」 

「電話をうまく活用したおかげで、デートに緊張せずに臨むことが出来ました！」 

 

と大変好評です。 

 

ここまで、一方的に私がコンテンツについて説明してきましたが、 

「論より証拠」という言葉もあるので、 

私の指導内容の再現性の高さを証明するために、コンサル生の実績の一部を紹介します。 

 

  



 いいね数が爆増した方々（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンサル生実績①（プロフィール添削＋マッチングアプリ立ち回り指導） 

 



コンサル生実績②（プロフィール添削＋マッチングアプリ立ち回り指導） 

 

コンサル生実績③（プロフィール添削＋メッセージ指導） 

 

コンサル生実績④（プロフィール添削＋立ち回り指導） 

 

 

 

 

 

 



コンサル生実績⑥（スポットコンサル：プロフィール添削） 

 

 

 

 

 

 

コンサル生実績⑦（フルサポート実施中の方に、写真撮影実施後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コンサル生実績⑧（1 ヶ月サポート実施 告白成功） 

 

コンサル生実績⑨（フルサポート実施 モテ男マインド習得） 

 

 



このように、結果が見違えるように出ており、 

私のサービスに大変満足して頂けているコンサル生 

が続々と増えています。 

こうして見て頂ければ、指導する立場としての私の実力も 

ご理解頂けたと思います。 

 

ここまで読むと、 

・確かに内容も分かった。 

・読むことで得られるメリットも分かった。 

・実際に多くのコンサル生が結果を出していることも分かった。 

・なので、再現性が高いとも確かに言える。」 

・でも、まだ（自分に本当にできるのかな・・・）という不安が。。 

 

きっとあなたの心の中ではこんな葛藤があるのではないでしょうか？ 

よくわかります。そうした不安な気持ち。 

今までいいねが一桁しか集まっていない方にとっては 

「自分なんかにできるのかな・・・」 

 

と思ってしまう気持ちもよく理解しているつもりです。 

だからこそっ！ 

 



初心者の方でも確実に実践できるように・・・！！ 

なんと！９つに及ぶ特典を特別に用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．プロフィール文紹介 

これは私が実際に活用していたプロフィール文章をそのままご紹介します。 

更に、なぜそれぞれの文章を書いているのかの、根拠・狙いも詳しくご説明します。 

なので、あなたのプロフィール文も私の文章を参考に作り変えれば 

簡単に、素晴らしいプロフィール文にすることが出来ます。 



２．プロフィール添削 

私のプロフィール文を送付するだけに留まらず、 

あなたのプロフィール写真・ステータス・プロフィール文全てを添削させて頂きます。 

これによって、あなたのプロフィール全てが女性ウケするものに生まれ変わります。 

 

３．写真撮影料金１５%OFF！ 

あなたのプロフィールお写真を拝見して、写真を変更する必要がある場合 

少しでもあなたのご負担を減らすべく、Note 購入者限定で１５％OFF 価格にて 

対応させて頂きます。（＊注意：東京までお越しいただける場合のみ） 

 

４．レビューコメント頂けた方限定！とっておきのあしあと戦略 

レビューコメントを頂いた方には、とっておきのあしあと戦略をお伝え致します。 

プロフィールを改善することで当然女性からのいいねは増えますが、 

より効率的にいいねを集める為には、戦術が必要です。 

その秘伝の戦術をお伝え致します。 

 

５．損切りするべき女性パターン完全公開 

これは非常に重要なポイントです。 

あなたがこれから多くの女性とマッチングしていった時に、 

やりとりしても意味のない女性に時間を使う事は本当に無駄な事なので、 

すぐにそういった女性は損切りするべきです！ 

しかし、そういった女性に固執してしまうコンサル生を多く見てきたので 

この機会に、損切りするべき女性をまとめました。 



これは、恋愛活動を効率的に行っていくうえで必須の知識です！ 

６．コンサル生からの Q&A 集を紹介！ 

これも必見資料です！ 

コンサル生から多く質問された内容を資料にまとめたことで、 

あなたも恐らく疑問に感じるであろうポイントも、この資料を読むことですぐにクリアになります。 

また、他のコンサル生の悩みを知れることで、「ここで悩むのは自分だけではないんだ！」 

と思えるようになり、気持ちが変に沈むこともなくなります。 

 

７．私が実際にやり取りしたメッセージ例大公開！！ 

正直に言って、この特典は、ほぼすべてのコンサル生から大好評です。 

何といっても、女性の会話の展開が一連で見ることが出来るので 

具体的な会話イメージが、あなたの頭の中でも一気に湧くようになります。 

「具体的な会話イメージが出来るかどうか」 

この差はとても大きいです！ 

 

８．メンタル指南書プレゼント 

メンタルを強くすることは、あなたがモテ男になる為に必須事項です。 

強いメンタルなくして、余裕と自信をもつこともできませんし、 

魅力な女性に対して、堂々と振る舞い、口説くこともできません。 

メンタルは全ての原動力です。 

是非、この指南書を読み込んで、モテ男のマインドを手にしましょう。 



９．最大にして最強の特典・・！！全ページ動画解説！（総時間：1 時間越え） 

この特典だけでも、本来十分お金を頂いていいレベルの特典だと自負しています。 

何といっても、Note のコンテンツ全てに対して解説している動画になるからです。 

あなたも今まで本を読んでいた時に、こんな経験したことはありませんか？ 

「ここの表現ってどういう意味なんだろう？」 

「いまいち書いている意味がよく分からない・・・」 

「著者に、もうちょっと文章解説してもらえたらな～」 

 

こんな疑問が全てその場で解消されるという、素晴らしいコンテンツになっています。 

メッセージのスクショについても、 

相手の女性とどんなやりとりをしていたのかという背景部分も知ることが出来るので、 

より会話の組み立てイメージが湧きやすくなります。 

 

これだけの特典がついていれば、あなたもしっかりと行動を積み重ねれば 

モテ男になって素敵な彼女が作れる気がしてきませんか？！ 

まずは、素晴らしい未来を想像することが大切です！ 

あとは、想像した未来を実現するだけです。 

 

特典９つも駆使しながら、Note の内容を徹底的に実践して頂くとともに、 

素敵な女性を口説き落とす為に、ぐんぐん成長していってください。 

 

更に、よくある質問集を２ページにわたりまとめましたので、ご覧ください。 

 



 



 



 

これを読んで頂ければ、 

あなたが抱えていた疑問点や不安感も、少なからずクリアになったと思います。 

 

とはいえ、まだ不安や疑問がある可能性もあると思うので、 

まずは序章を読んでください。 

Note の価値を判断するのはそれからでも全く遅くないです。 

 

さて次のページからは、早速コンテンツの序章に入っていきたいと思います。 

  



序章 マッチングアプリにおける「素敵な男性」の定義 

あなたはマッチングアプリにおける「素敵な男性」ってどんな男性だと思いますか？ 

ご自身でも考えながら、読み進めてみてください。 

 

私自身、Pairs、Omiai 歴通算 2 年で 

通算取得いいね 20,000 超え、2,000 マッチング以上達成。 

100 人以上の女性と大人の関係を持ってきました。 

中には、モデルや RQ、広瀬アリス似のハーフ美女とも関係を持ちました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私のようにマッチングアプリをうまく活用すること、 

そこからのメッセージ・電話・デートでの振る舞いによって他の男性との差別化を図ることで、 

普段の生活では出会えないようなかわいい女性 



とも沢山出会うことが出来ました。 

しかし、誰でもすぐにマッチングアプリを始めた途端に 

素敵な女性と出会えるわけではありません。 

上に示した 5 ステップに書かれているように、 

素敵な女性とデートに行き、彼女にするまでには数多くの壁が立ちはだかります。 

そして、そもそもマッチングアプリをうまく使いこなさない事には、 

メッセージやデート以前の問題となります。 

それでは、「マッチングアプリをうまく使いこなす」とは、一体何を指すのか？ 

それは、マッチングアプリ内で 

「あなたがどれだけ素敵な男性か」 

という事を示すことです。 

では、「素敵な男性」とは一体どんな男性を意味するのか？ 

・顔がジャニーズばりのイケメンかどうか？  

・それとも、年収額が 1 千万を超えていること？ 

・高学歴・高身長・高収入が結局最強なの？ 

 

確かに、どれも「モテる男」の一要素かもしれません。 

ですが、それは絶対的な答えではありません。 

年収が 1 千万を超えるような人でも、全然いいねが集まっていない非モテ男は沢山います。 

恋愛・婚活において、お金も大切な要素ですが、お金だけではない 

という事の証明ですね。 



答えはとても単純で、絶対的な指標は「いいね」の数です。 

あなたが、マッチングアプリ内で「モテる男」かどうかは、「いいねの数」で決まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、結局 

すべての「プラス要素」が「いいね」という数字になって表れる 

わけです。 

即ち、いいねが多く集まっている男性を見ると、多くの女性は 

「これだけ多くのいいねが集まる人なので、"素敵な要素が多い人"＝"素敵な男性"に違いない」 

という考えになるわけです。 

更に、心理学的に言うと、 

これはバンドワゴン効果と呼ばれるものが女性の心の中で働いているんです。 



バンドワゴン効果とは、 

「みんながいいと思っているものを自分もいいと思う」 

心理現象のことです。 

あなたも経験ありませんか？ 

やけに並んでいるラーメン屋さんを見ると、気になって並んでみようかなと思う感覚。 

女性の方がよりこの傾向が強く出ます。 

みんながいいと言っている化粧品をつい買ってしまったり、 

流行に置いていかれまいと必死になっている女性も多くいますからね。 

 

これと全く同じことがマッチングアプリ上でも起きるわけです。 

以上の事から、 

あなたがマッチングアプリに登録してから初めに行うべきことは、 

可愛い子にいいねの無駄使いをする事でもなく、美女とのデートに妄想している事でもなく、 

「一つでも多くのいいねを集める」 

ことです。 

そしてここからは、 

具体的に「どうやっていいねを集めるか」について話を進めていきます。 

マッチングアプリでいいねを集める為にやるべきこと 

 

 

 

 



これが、いいねを増やすための方程式になります。 

上記 3 項目すべての数値を高めることが必要になりますが、 

その為に必要なことが、あしあとをつける数と、プロフィール全体の充実になります。 

１．あしあとを積極的につけて、あなたのプロフィールが女性の目に留まる数を増やす。 

２．プロフィールを充実させて、あなたのプロフィールを見た女性がいいねを押す確率を高める。 

特に、 

プロフィールを充実させることでいいねを押してもらう確率を高める 

ことはとても大切です。 

何故なら、あなたのプロフィールが魅力的でなければ、 

どれだけ多くの女性の目に留まろうとも、いいねを押してもらうことはないからです。 

そこで、ここからは 

「どうやってプロフィールを充実させ、一人でも多くの女性からいいねを集めていくか」 

についてお話していきます。 

 

 

 

「思いつきで書いている。」 

「何を書けばいいかわからない、、」 

「写真はテキトーに選んだものをトップ画にしている。」 

「自己紹介文は短文で済ませてる。」 

もしかすると、あなたも上記のいずれかに該当しているかもしれません。 



はっきり言いましょう。 

 

それでは、多くの女性からいいねを集めることはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、安心して下さい。 

この Note の第一章を読み終わった頃には、 

あなたのプロフィールは見違えるほど魅力的になっている事でしょう。 

なぜなら、私はそういった人たちが、 

「本当に、読んでタメになる。」 

「すぐに実践できる。」 

「実践した結果、しっかりと数字に表れる。」 

この点に最大限フォーカスして、この記事を書いたからです。 

 



では、具体的に何を意識して記事を作成したか？ 

それは、 

「圧倒的な具体性」 

です。 

実際に読んで頂ければ分かると思いますが、 

"するべきこと"・"してはいけないこと"がとても具体的に、 

分かりやすく記載されています。 

これを読んで頂き、書かれている通りのことを全て実践すれば、 

あなたのプロフィールは、見違えるほど女性からモテる内容に変わっている 

ことを私は確信しています。 

 

さあ、序章はいかがでしたか？ 

ここまで読まれただけでもあなたの知識は 

読む以前よりもついていると思うので、自信にしてください。 

ですが、ここはあくまで序章です。 

「本番」はこれからです。 

あなたが読みこんで力にするべきことはまだまだあるはずです。 

是非、最終章まで何度も読み込んで頂きたいですね。 

 

ちなみに、これを読まれた方の中にはこんな疑問を持たれた方もいるかもしれません。 

 

 



これはコンサル生にもよく聞かれることなんですが、 

答えは至って簡単です。 

それは私自身が、 

実際に、過去にあなたと同じ悩みを抱えていた 

からです。 

なので、この Note はいわば私が過去の自分に向けて書いた「恋愛指南書」といっても過言ではありま

せん。 

 

私自身、つい最近までは 

・「なんで可愛い子と全然マッチングできないんだ・・」 

・「何故メッセージが突然途絶えてしまうの？」 

・「何故デート中はあんなに楽しそうにしてくれていたのに、2 回目のデートに来てくれないの・・・？」 

・「電話って何話せばいいのよ・・なんか緊張するし、、」 

 

こうした悩みを常に抱えていました。 

一時は女性の手のひら返しが凄すぎて、女性不信になりかけたこともあります・・ 

しかも恋愛活動の辛いところは、ゴールが見えないことです。 

 

 

 

 

 

 



初回デートで 5 連敗した時は、 

終わりの見えない暗いトンネルをずっと走り続けているような感覚に 

陥るような時もありました。。 

更に辛いのが、 

誰も、自分が失敗してくれていることを教えてくれない 

ことです。 

分かるのは自分の"何か"がダメだったという"結果のみ"です。 

今までの学校教育ではこんなひどい仕打ちは受けたことがないですし、 

たとえ会社であっても、上司や先輩から注意・指摘を貰う事で、 

「具体的に何がダメだったのか？」という点が明らかになるので、 

改善もまだしやすいです。 

その点において、 

恋愛というのは難易度最強レベルの心理ゲーム 

だと思います。 

そんなゲームの世界に飛び込んだ私は、当然のように荒波にもまれまくりましたし、 

ゲームをプレイし続ける為にどれだけの軍資金をつぎ込んだか、、 

毎週の合コン代・アプリ使用料・デート代・洋服代・美容院代 etc・・・ 

全てを足すと、ゆうに１，０００万円以上の金額を 

「自己投資」という名のもとに、つぎ込み続けました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、最愛の彼女と付き合うことに成功し、今では幸せな日常を送れているわけです。 

 

１．彼女と美味しいご飯を食べに行く。 

２．時には、赤提灯系のディープなお店で立ち飲みを楽しんでみる。 

３．休日にはレンタカーをしてアウトレットでショッピングを楽しむ。 

４．自分と彼女の友達みんなで一緒に BBQ を楽しむ。 

５．旅行にいって、二人だけのゆったりした時間を過ごす。 

６．好きな女性とセックスすることで、最高に体と心が満たされる。 

７．彼女が自分のことを好きでいてくれることが自信になる 

などなど、、 



こんな幸せな日々を手に入れることが出来たので、 

私は１，０００万円という自己投資に一切の悔いはありません。 

むしろ、1,000 万円払うことで、 

仮に人生 80 年と考えても、今後 50 年以上続いていく人生において、 

最高のパートナーと出会えるのであれば、 

こんな安いことはないとさえ思っています。 

 

 

 

 

今、当時を振り返ると、 

正しい知識と戦略を持つことが大切だったんだと、痛感しています。 

その反省を踏まえて、私は過去に恋愛に苦しんでいた自分に贈る 

「恋愛指南書」として、この Note を作り上げました。 

私はこの経験を通じて、 

「正しい知識」を買う＝「自分の自由な未来を買う」 

 

 

 

 

 



事だと学びました。 

確かに、その瞬間の出費は嫌です。 

折角、汗水垂らして稼いだお金がなくなっていくのは、 

とてももったいないと思ってしまいます。 

しかし、それは決してお金を捨てているのではなく、 

「お金」が「知識」に形を変えて、「自分の力」になる 

わけです。 

＊勿論、買う商材を間違えると力にはなりませんので、そこは見極めが重要ですよ。 

「何かを変えたいと思ったら、まずは勉強して正しい知識をつける。」 

これが鉄則なんだと、自分の恋愛活動を通じて学びました。 

 

この経験を踏まえて、私と同じような境遇で苦しんでいる人には、 

せめて「未来の時間を買う機会を提供してあげたい」と考え、 

せっせと自分が今まで培ってきたノウハウ、経験に基づく 

「正しい知識」を、この Note にまとめました。 

 

さて、肝心の価格についてのお話に移りましょう。 

価格を考える上で、この Note の価値を真剣に考えてみました。 

あなたが得られるメリットは、以下があります。 

・恋愛スキルが大幅に高まり、素敵な女性を口説けるように 

・自分が望む関係を相手の女性とうまく作れている 



・理想的な女性と出会い幸せな日々を過ごしている 

上記メリットを得られるとすると、あなたはいくらのお金を払うでしょうか？ 

１００万円もくだらないと思うのは不自然でしょうか？ 

私は、仮にどんなに仕事が出来ても、どんなにお金を稼げても、 

自分が惚れた素敵な女性が隣にいない人生 

だけは絶対に嫌でした。 

 

ともすると、１００万円でも十分妥当な価格だと思います。 

しかし、これでは多くの一般の方々には全く手が届かない価格になってしまうと思います。 

私もボーナス何回分貯めればいいのかわからない金額なので、頭を抱えてしまうでしょう。。 

これでは、 

「恋愛に困っている多くの方に、未来を変える機会を提供する」 

という私のポリシーに反します。 

一方で価格が安すぎて、 

「読んでも何も行動を変えないようなやる気のない人」 

に購入されるのもまた困ってしまいます。 

そんな人から、変なクレームを頂いてしまうと、私の貴重な時間が無駄になってしまいますし、 

折角、これまで一人一人丁寧に対応することで築いてきた 

私の評判に傷がつくことも避けたいからです。 

こういったものは、お互いの信頼関係があって初めて成り立つものだと思っています。 

なので、そういった意味でも、本気の人だけ手に取って頂けるような価格にしたいと思います。 



以上の事を全て考慮すると、、 

１０万円は如何でしょうか？！ 

我ながらいい線を突いていると思います。 

読むだけですべてが変わると思っているような他人依存タイプの人は買えないと思いますし 

本気の人からしても、「やるしかない！」と腹を括れる価格になっていると思います。 

一方で、本気で行動した先には、 

余裕と自信を持ったスマートなモテ男 

になっていると思うと、とても安いと思います。 

・・・ 

と、思っていましたが、改めて考えました。 

たとえ本気の人でも、１０万円を払ってしまうと、 

肝心のデートに使うお金がかなり減ってしまうのではないか・・・？ 

実践の場がないのでは、せっかくあなたの実力を高めても意味がないです。。 

 

女性とのデートにしっかりとお金を回すこともできつつ、腹を括れる価格・・・ 

自分ならいくらで腹を括れるか、、 

・・・ 

決めました！！！ 

この Note の価格は、２８，０００円とします。 

これは、あなたと私の初めてのお付き合いになるきっかけとなる場です。 

「一歩踏み出したい」と本気で思っているあなたの、その勇気に敬意を表して 



私がまずは腹を括る事にしました。 

私にとって、２８，０００円という破格の価格で、これだけのコンテンツを提供する事 

それが私にとっての「勇気ある一歩」であり、「覚悟の示し方」だと考えました。 

 

販売価格：２８,０００円（消費税込み） 

本来、私が今までにかけたコスト、 

更にはあなたの未来がこれによって変わるというインパクトの大きさを考えると、 

１０万円、せめて７８，０００円という価格設定でも安いくらいだと思っています。 

 

しかし、私の事を信頼してメルマガに登録してくださっている方には、 

「素敵なパートナーを見つけて欲しい・・・！」 

と本気で思っているので、 

価格面でもできる限りのご協力をさせて頂きたいと考え、この価格としました。 

それでも、２８,０００円となると、あなたにとって高い金額になると思います。 

 

（買ったはいいけど、内容スカスカだったらどうしよう・・・？） 

（いやー、、この金額をポンッと出すのは勇気いるわ・・・） 

その気持ちは大変よく分かります。 

そんなあなたは、次の観点で考えてみてください。 

 



まず本 Note の内容について不安な方は、 

今まで私がお伝えしてきたメルマガの内容・ブログ記事の内容を熟読して頂き、 

内容の妥当性・ロジックが通っているか？といった点から 

私の発言・記事の信憑性を判断してください。 

 

きっとこのレターを読まれているという事は、 

少なからず私の考え・主張・価値に賛同してくださっているのだと思いますが、 

改めて私の発言が理にかなっているか、共感できるかという観点で見直してみてください。 

 

次に価格についての不安についてですが、 

この価格というのは、  

・あなたが今まで恋愛から避けてきた時間を取り返す 

・そして、自分の未来を変える 

為の投資に間違いありません。 

「自分の未来を変える」為の対価 

として、２８，０００円という価格が、果たして安いのか？高いのか？ 

あなた自身でじっくりとお考え下さい。 

＊期限は今日から 5 日間です。 

 



<ご購入についてはこちら> 

①Paypal クレジット決済 

以下のリンクから情報登録＆決済手続きをお願いします。 

②銀行振り込み 

以下の口座までお振込みをお願いします。 

お振込みを終えてから、リンクから情報登録をお願いします。 

＊振り込みを終えずに登録をされるとエラーとなるのでご注意ください。 

 

・銀行名：住信 SBI ネット銀行 

・支店名：レモン支店（支店番号：104） 

・口座番号：3400103 / 名義：セキヤマトモヒロ 

・販売価格：２８,０００円  

・登録フォーム 

https://renaisanbou.com/p/r/IREgLeQI 
 

振り込みを終えましたら、上記フォームから登録をお願いします。 

振り込みが確認され次第、教本 URL をお渡しします。 



このように、未来の時間を買う機会を提供させて頂いたうえで、 

それを実際に買うかどうかは"あなた次第"です。 

 

私が押し売りする必要は一切ありませんし、 

当然、無理やり買って頂くようなものでもありません。 

 

ただ、もし買って頂けるのであれば、後悔だけはさせません。 

 

 注意点 

① 販売期間は、本日より 5 日間となります。 

５日間経過してしまうと、もうあなたがこの Note を購入するチャンスは残念ながらなくなります。 

その点だけご注意ください。 

これも決断力を鍛えるトレーニングだと思って、 

「自分の将来をどうしたいのか」 真剣に考えてみてください。 

② 何度も何度も読み返してください。 

それくらい、この Note の内容はかなーり濃いので、 

正直一回読んだだけでは絶対に身につかないからです。 

最低でも５回は読み返してください。 

 

それくらいしたうえで、いざ実践に移ってください。 



何故なら、一回読んだだけでは人間というのは覚えないようにできてるからです。 

これはもう、人間の構造上の問題なので、変に自分を卑下する必要もありません。 

 

今まで知らなかったことを覚えて自分の力に変える為には、かなりの労力が必要になる事は 

あなた自身もこれまでの経験で感じてきていると思います。 

 

一番避けてもらいたいのは、「読んでそれで満足する事」です。 

この Note をご購入いただく際には、”堕落してしまう自分”に 

決別する「覚悟」をもって、ご購入してください。 

<ご購入についてはこちら> 

①Paypal クレジット決済 

以下のリンクから情報登録＆決済手続きをお願いします。 

②銀行振り込み 

以下の口座までお振込みをお願いします。 

お振込みを終えてから、リンクから情報登録をお願いします。 

＊振り込みを終えずに登録をされるとエラーとなるのでご注意ください。 

 

 



・銀行名：住信 SBI ネット銀行 

・支店名：レモン支店（支店番号：104） 

・口座番号：3400103 /名義：セキヤマトモヒロ 

・販売価格：２８，０００円  

https://renaisanbou.com/p/r/IREgLeQI 
 

振り込みを終えましたら、上記フォームから登録をお願いします。 

振り込みが確認され次第、教本 URL をお渡しします。 

＊振り込みを終えずに登録をされるとエラーとなるのでご注意ください。 

 

ー追伸１ー 

実は、既に私のコンサルを受けているコンサル生数名に先行販売しており、 

既に Note を読んでもらったところ、以下のような感想が届いていますので、一部紹介します。 

 

Note 読者感想① 

この方は、この Note を買う前は、Pairs での 1 ヶ月の取得いいね数：3 という状況でした。  

なので、当然ながら女性とのメッセージはほぼできず。 

今まで女性と接してきた経験がほとんどなかったので、メッセージにもかなり不安を抱いていましたが、 

今では「メッセージが楽しい」とまで仰ってくれています。 

私としても、恋愛活動を「楽しい」と言ってくれる事ほど嬉しいことはないですね。 



当然苦しいことも沢山ありますが、 

やっぱり女性とやり取りしたり、デートにいったり、深い関係になるのは 

一人の男として幸せを感じる瞬間だと思うわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなに長文の感想文をくれて、私も感動しました・・・！ 



Note 読者感想② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この方は、私と出会う前はいいね１３から数字が伸びず困っていましたが、 

私の Note と写真撮影の結果、いいねがまさしく爆増して、余裕で 500 を突破していました。 

このおかげで「デートし放題」というモテ男の仲間入りを果たしました！ 

Note 読者感想③ 

この方は、友人の勧めでなんとなく Pairs に登録したのですが、 

お写真・プロフィール文ともに女性ウケしにくい設定にしており苦戦していました。 

私の Note に書かれている、オススメ写真とプロフィール文に変更。 

更に立ち回り方も学んでおかげで、いいねの集まり方が大幅に変わったことはもちろん、 

メッセージのやり方も細かく書かれているので、Note を逐一チェックしながら学習されていった結果 

今では多くの女性とのデートを楽しむまでに。 

このように、自分の進捗と合わせて、該当ページをすぐに確認できる点もとてもいいですね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—追伸２－ 

ここまで読んでくださって本当にありがとうございます。 

こんなに長い文章を最後まで読んで頂けるだけで、私は嬉しいです。 

逆に言うと、ここまで読んで頂けているという事は、 

あなたはそれだけ恋愛で悩んでいるということなんでしょう。 

興味がないものだったら、こんなに長い文章読むわけないですから。笑 



私がそんなあなたに一つだけ尋ねたいのは、 

「その悩みを"いつ" ”どうやって”解決しましょうか？」 

ということです。 

 

・今動き出す？ 

・それともまた今度にする？ 

・大手業者が作っているブログを読み漁る？ 

・もっといい情報がないか探してみる？ 

 

どれもあなたが選ぶ選択肢なので、全てはあなた次第です。 

ただ、一つ言えることは、 

あなたの悩みの答えは、全てこの Note の中に入っています。 

 

 

 

 

 

 

このチャンスを”今”掴むのか、 

この機会を見逃して今までと変わらない日々を過ごすかどうかは、 

 

全てあなた次第です。 



<ご購入についてはこちら> 

①Paypal クレジット決済 

以下のリンクから情報登録＆決済手続きをお願いします。 

②銀行振り込み 

以下の口座までお振込みをお願いします。 

お振込みを終えてから、リンクから情報登録をお願いします。 

＊振り込みを終えずに登録をされるとエラーとなるのでご注意ください。 

・銀行名：住信 SBI ネット銀行 

・支店名：レモン支店（支店番号：104） 

・口座番号：3400103 /名義：セキヤマトモヒロ 

・販売価格：２８,０００円  

https://renaisanbou.com/p/r/IREgLeQI 
振り込みを終えましたら、上記フォームから登録をお願いします。 

振り込みが確認され次第、教本 URL をお渡しします。 

＊振り込みを終えずに登録をされるとエラーとなるのでご注意ください。 

 


