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このレポートの著作権はユウトに属します。 

 

著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部をいかなる手段において

も複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

この教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を

行う権利を有します。 

 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情

報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を

負わないことをご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著 

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。 

 

 



3 

                 ©2020 ユウト 

【はじめに】 

 

「告白を失敗した」 

もちろん私にも経験があります。 

 

振られたショック、 

否定されたような悲しみ、 

あの子にはとどかない辛さ、 

 

「人ってここまで病めるのか、人生のどん底だ」 

とも思えるくらい落ちました。 

 

具体的には、 

一日３時間程度しか寝むれない、 

食事ものどを通らない、 

普段している何気ないことをするのにも必死、 

 

体は重いし、 

ただベッドのなかで、 

うずくまっていたかったです。 

 

本当に何かの病気のようでしたね、 

 

当時、失恋した私が苦しかったことは、 

「あの子を手に入れることはできない」 
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という現実もありますが、 

それに加えて、 

「この先どうしたらいいかわからない」 

この状態が本当に辛かったです。 

 

諦めたくない気持ちはあるのですが、 

かといって、 

「どうしていけば彼女に挽回できるのか」 

これが本当にわかりませんでした。 

 

友人に相談してみても、 

みんな言うことはバラバラ、 

 

ネットで検索しても、 

どこか信じられないような内容ばかり、 

 

「けっきょく俺はどうしたらいいんだ」 

と、この状況がさらに私を苦しませました。 

 

挙句の果てには、 

「女性は誠実さで振り向く！ 

一度告白に失敗しても、 

諦めないスタンスに女性の心を動かせ！！」 

なんて、 

 

どこかのク〇恋愛記事を信じこんでは、 
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再度、彼女にアプローチしたのですが、 

当然ダメでした、むしろ事態は悪化、 

 

好きな女性に思いっきり嫌われたレベルです。 

 

そこから私は恋愛の師匠に出会い、 

この状態から挽回することができました。 

 

それは、 

「本当の告白リベンジ成功法」 

を知ったからです。 

 

告白リベンジは時間がかかる場合が多いですし、 

一筋縄ではいかないことは事実です。 

 

ですが、 

「正しい恋愛の情報」 

さえ持っていれば挽回はできます。 

 

諦めなくていいのです。 

 

がん細胞とまで思える、 

嘘にまみれた世間の恋愛情報に惑わされて、 

余計地獄をみるようなことは 

絶対に避けていだきたい、 
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正しい理論やテクニックを持って、 

好きな女性を諦めず、 

どん底の状態から成功を掴んでほしい 

 

そんな思いで今回のレポートを作成しました。 

 

これを最後までお読みいただけば、 

告白リベンジ成功への可能性が、 

飛躍的に上がります。 

 

90日後には、 

今、好きな女性が彼女として、 

手を繋ぎながらデートをしているかもしれません、 

 

告白リベンジの達成です。 

 

し、LINEや電話しか繋がっていなかった場合でも、 

再度連絡が続くようになり、 

あの子を彼女にできるチャンスを 

取り戻せることでしょう、 

 

正しい告白リベンジ成功法を知れば、 

チャンスは自ら作り上げることができるのです。 

 

告白リベンジを成功させましょう、 
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そのためにも、 

レポートを必ず最後までお読みください。 

 

【このレポートの使い方】 
 

このレポートの使い方ですが、 

はじめから最後まで、 

一字一句飛ばさずにお読みください。 

 

告白リベンジに必要なことを 

順番にお話していきます。 

 

また、解説の中に音声データ付きのものがあります。 

URLをクリックすると音声を聞くことができます。 

こちらも合わせて必ずお聞きください。 

 

それでは、そろそろ本題に移ります。 

 

【告白リベンジで最も重要なこと】 
 

いきなりですが、 

告白リベンジを成功させる上で 

一番重要な事とは何だと思いますか？ 

 

その答えは、 
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「執着心といかにうまく付き合うか」 

これです。 

「その子のことを諦めきれない」 

「どうしても落としたいけれど、 

 どうしたらいいかわからなない」 

 

告白失敗直後は、 

こういった気持ちかと思います。 

 

ですが、こういった状態で 

 

いくら平気なフリをして、 

勉強した恋愛テクニックを 

やろうとしても、 

 

その不自然さや、 

女性が感じる感覚的な部分から、 

好意がバレ続け、 

 

その女性を惚れさえて 

付き合うことはできません、 

 

むしろ、 

 

女性はずっと追い求められている感覚に、 

「気持ち悪い」とまで感じ、 



9 

                 ©2020 ユウト 

状態が悪化するだけです。 

 

または、単純に、 

執着心を持ち続けていると、 

 

理想と現実のギャップや、 

振られた時の気持ちを 

常に思い出してしまい、 

 

常に身も心も異常をきたしてしまいます。 

 

偉そうに語りましたが、 

私も 1日 3時間程度しか寝れない夜を 

何度も過ごしてきました。 

 

寝れない、食欲も全くわかない、 

普段なら何てことない動作も体が重い、 

とにかくダルい、何もしたくない、 

 

そもそもこんな状態では、 

うまくいくはずがありませんでした。 

 

改めて、 

 

告白リベンジは、 

「執着心」 
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が最大の敵となります。 

 

ここを持ってしまっていると、 

いつまでたっても落とせません、 

 

が、逆に言えば、 

 

「執着心」がなく、スッキリしたとき、 

 

その瞬間から一度振られた女性でも 

落とせるようになります。 

 

この「告白失敗後の執着心」を 

どういうプロセスやメカニズムで無くしていくか、 

 

そして、 

 

彼女に再アプローチして、 

惚れさせるには、いつ、どうやってやるか？ 

 

これらをこれからお話していきます。 

 

～音声解説～ 

http://muji-t-shirts.com/wp-

content/uploads/2020/06/5230da9cf35a415e34e60d9f4f853e43.m4a 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/5230da9cf35a415e34e60d9f4f853e43.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/5230da9cf35a415e34e60d9f4f853e43.m4a
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【告白に失敗した方にまず認識してほしいこと】 
 

次に、告白に失敗してしまった方に、 

認識していただきたいことがあります。 

 

それが、 

「今すぐはどうしようもできないことを認識する」 

ということです。 

 

告白失敗後は、 

「目の前にいたのに手に入れられなかった」 

「どうしても諦めきれない」 

という思いから、 

 

一度振られた女性に対して、 

「何かできないか」 

「やっぱり振り向かないか」 

 

と、またすぐにその女性に対して 

行動してしまう男性がほとんどです。 

 

私自身も「再告白」や、 

「何度かぶつかっていけば、 

 彼女も誠実さに心が動くかもしれない！」 

と、考えていた時期がありましたが、 
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残念ながら、 

振られた直後になんとかしようとして、 

考えたことをやっても、 

 

「余計、男としてないわ」と、 

引かれてしまう場合がほとんどです。 

 

告白失敗も様々なケースがあるのは事実です。 

 

１、２週間後にいけば 

リベンジが達成できる場合もありますが、 

 

8割近くのケースが、 

短期間で再度アプローチしても 

死ぬケースです。 

 

なぜなら、 

追いすぎてしまったり、 

圧倒的な好意の差により、 

 

女性の好感レベルが 1か 2 といった、 

底辺まで落ちている場合がほとんどだからです。 

 

この状況でいくら頑張ろうとしても無理であり、 

もどかしさがあるとは思いますが、 

時間がかかってしまうことは大前提となります。 
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余計にメンタルがおかしくなるのを防いだり、 

「執着心」ともうまく向き合う、 

 

そして、何より、 

「告白リベンジ」 

を確実に成功させるためにも、 

 

「今すぐにはどうしようもできないことを受け止める」 

この意識がまず必要になります。 

 

～音声解説～ 

http://muji-t-shirts.com/wp-

content/uploads/2020/06/01d1642ba544f2a38bde3c0fa630ffd9.m4a 

 

【振られてしまった訳】 
 

そもそも、 

なぜ振られてしまったのでしょう、 

 

昔の私は本当に頭が 

擦り切れそうなくらい考えました。 

 

・真面目さや誠実さをうまく伝えることができなかった？ 

・タイミングが早かった？ 

・シチュエーションが悪かった？ 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/01d1642ba544f2a38bde3c0fa630ffd9.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/01d1642ba544f2a38bde3c0fa630ffd9.m4a
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・言われる雰囲気やムードができていなかった？ 

・あのセリフがダメだった？ 

 

と本当にあらゆる角度で考えましたが、 

 

振られた原因は単純明快で、 

 

「好感レベルが足りなかったから」 

本当にこの一言なのです。 

様々なコンテンツで 

お話させていただきましたが、 

 

告白というのは、 

実は「ただの確認ツール」 

でしかありません、 

 

世間一般の恋愛理論や、 

ドラマや映画などの作品の影響で、 

 

世の男性はどこか、 

「告白は女性の心を動かす手段」 

「告白で思いを伝えるからそこ、好きな女性と付き合える」 

というイメージを持っています。 

 

一番代表的なのが、 

「ぼくは死にましぇん！！！」 
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ですね。 

 

しかし、本当の告白というものは本来、 

「好感レベル５ 惚れている」もの同士の男女が、 

「そろそろ付き合うか」と確認がてらにするものです。 

 

もっと言ってしまうと、 

「これってどういうこと？」 

と、女性から確認を求められて、 

そこではじめてするくらいがベストです。 

 

真剣な思いを伝えることは 

素晴らしいことだと思いますし、 

私もやったことはありますが、 

 

日常的に頻繫にあっているから、 

呼び出して思いを伝える。 

 

デートを３回ほどしたから告白する。 

 

という告白は、 

 

論外と言えます。 

 

女性の好感レベルを５にする、 

そこで確認がてらに告白をする 
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これが本当の告白です。 

 

告白以外にも間違った認識で 

好感レベルが落ちてしまっていることが 

ほとんどです。 

 

今は女性の好感レベルは１か２でしょう、 

しかし、好感レベルというのは 

やるべきことをやれば確実に上がっていきます。 

 

ここで注意していただきたいことが、 

好感レベルは一つ一つあがっていくものです。 

１から４とか、２から５とか、１から３とかでも。 

飛び級はありません、 

 

時間はかかるかもしれませんが、 

今までの恋愛の概念を取り払うつもりで、 

 

女性の好感レベルを 

いかに５にしていくかを考えましょう、 

 

～音声解説～ 

http://muji-t-shirts.com/wp-

content/uploads/2020/06/7310f741166f91c2dfc2a69836da568a.m4a 

 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/7310f741166f91c2dfc2a69836da568a.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/7310f741166f91c2dfc2a69836da568a.m4a
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【告白失敗後にやるべき必須アクションプラン】 
 

次に、告白失敗後にやるべき、 

具体的な行動についてお話していきます。 

 

告白に失敗してしまったら、 

必然的にまずやるべきことがあります。 

 

それは、 

「圧倒的に出会いを増やす」 

これに限ります。 

 

「俺は振られたその子を何とかしたいんだ！」 

と、思われた方もいるかもしれませんが、 

 

安心してください、 

 

振られた女性に再度アプローチする 

タイミングもちゃんとあります。 

 

ただ、振られた直後というのは、 

「圧倒的に出会いを増やす」 

という行動が必須になります。 

 

その理由は、 

心を落ち着かせる。 
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という意味もありますが、 

 

一番の目的は、 

「恋愛スキルの向上」 

です。 

 

なぜ振られてしまったかとうと、 

女性の好感レベルを５に 

することができなかったから、 

 

じゃあ、なぜ「好感レベル５」に 

することができなかったかというと、 

 

圧倒的恋愛スキル不足 

 

この一言に限ります。 

 

「とりあえず時間を置けば、 

これまでのことを忘れて、 

またアプローチできるんじゃない？」 

 

と、考えてしまう気持ちもありますが、 

 

その期間、恋愛を勉強して、 

理論やテクニック（タイプ別攻略など）を 

知っていたとしても 
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それを実際にできるかどうか？ 

 

これはまた違った話になります。 

 

恋愛スキルの向上には、 

出会いを増やして経験を積むこと、 

 

女性と会っているとき、 

正しい理論を持って、 

恋愛テクニックも思い通りに使える、 

 

そして、 

 

確実に女性の感情を 

揺らせるようになる、 

 

こういった、 

恋愛スキルの向上が必要ですが、 

 

これをやらなければ、 

何年、何十年たっても、 

同じような失敗を繰り返してしまいます。 

 

勉強したことをすべて使えるようになるには、 

出会いを増やして経験を積むことは 

必要不可欠となります。 
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できれば、 

 

一度生まれ変わるつもりで恋愛を勉強し、 

実際に勉強した恋愛テクニックを使って、 

他に恋人を作ってください、 

 

その時の成功体験が、 

本命の女性に対して、 

告白リベンジを成功させる源になります。 

 

【好きな子で練習をすると地獄をみる訳】 
 

ここは非常に大切なので、 

音声のみでお話します。 

 

今すぐ聞いてください。 

 

～音声解説～ 

http://muji-t-shirts.com/wp-

content/uploads/2020/06/0c4395e060a372d50fa3cdf9e7805757.m4a 

 
【圧倒的に出会いを増やすもう一つの理由】 
 

圧倒的に出会いを増やす理由は、 

もう一つあります。 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/0c4395e060a372d50fa3cdf9e7805757.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/0c4395e060a372d50fa3cdf9e7805757.m4a
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これは「執着心」にも、 

ダイレクトにつながってきますが、 

 

その理由は、 

「もっといい女で上書きするため」 

です、 

 

「いや、今その子をどうしても落としたいから読んでる」 

という方がほとんどかと思いますが、 

 

正直に言わせていただくと、 

 

恋愛経験が少なかったり、 

狙った本気で好きな女性を 

落としたことがなかったりする男性は、 

 

そもそも、 

外見だけにやられている場合が 

ほとんどです。 

 

これは私自身もそうでした、 

そのほかには、 

「手に入れたいんだけど、 

手に入れられない」 

 

という「その状況自体」が 
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感情を動かしていたり、 

 

ですが、 

 

女性の汚いところもたくさん見てきた、 

その子の汚い部分も知っている 

 

という場合を除いては、 

 

世の男性は、 

女性の外見だけにやられている場合が 

９割なのです。 

 

「外見」に惚れたというと、 

その恋が薄くなってしまうので、 

 

無意識に何か内面的な理由を 

「後付け」してしまうのです。 

 

「可愛い」だけであったら、 

世の中にまだまだ大量にいます。 

 

むしろ、 

 

その子以上に可愛い子を見つける、 

もっといい女で上書きする 
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こんなことを本気で思うことによって、 

原因力にもなりますし、 

 

告白リベンジを成功させたい女性も、 

落とせる瞬間がきます。 

 

「もっといい女で上書きする」 

 

これを覚えておいてください。 

 

～音声解説～ 

http://muji-t-shirts.com/wp-

content/uploads/2020/06/248567e16360642e1179b381a4b8564b.m4a 

 

 

 

【再アプローチをする絶対的なタイミング】 
 

では、肝心の 

「いつ再アプローチするの？」 

ということをお話しますが、 

 

告白失敗の状況は 

２パターンに分けることができます。 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/248567e16360642e1179b381a4b8564b.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/248567e16360642e1179b381a4b8564b.m4a
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・パターン１ 

 SNSの出会いなど、繋がる手段が LINEやアプリのみの場合 

 

・パターン２ 

学校、職場、バイト先など、日常的に会える場合 

 

この二つに分けてお話していきます。 

 

パターン１ SNSだけだったら 
 

パターン１は正直難しいです。 

 

タイミングによります。 

具体的な日数でいえば３ヶ月くらい 

 

３ヶ月後に連絡をして、 

あっちが彼氏がいないとか、暇してる、 

という状況なら連絡が返ってきますし、 

 

もし返ってこない場合は、 

また３ヶ月後くらいに、 

何もなかったように連絡をするしかありません、 

 

ただこれだけだと、 

つまらないですよね、 

こうなってしまった場合でも、 
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女性から連絡が返ってくる、 

むしろ、あっちからくるかもしれない 

 

「あるタイミング」が存在します。 

 

これはどちらのパターンでも、 

非常に大切なので、 

音声にて解説します。 

 

今すぐ聞いてください。 

 

～音声解説～ 

http://muji-t-shirts.com/wp-

content/uploads/2020/06/535f3015f7d1860163700c099dc7388f.m4a 

 

 

 

パターン２ 会える場合 
 

もし日常的に会える場合なら、 

やるべきことはシンプルであり、 

 

「いかにスキルをあげるか」 

これだけの話です。 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/535f3015f7d1860163700c099dc7388f.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/535f3015f7d1860163700c099dc7388f.m4a
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「恋愛理論を用いて、はじめて、 

好感レベルが低い女性を 

最終的には惚れさせることができた」 

 

といった、 

恋愛スキルが上がった段階で 

再度振られた女性にアプローチ 

 

他の女性でやって成功したこと 

できれば彼女まで作ったこと 

 

その成功体験や 

女性を惚れさせていく過程を 

 

振られてしまった女性に改めて 

一からやっていく、 

 

これが日常的に会える場合にやることです。 

 

実は告白リベンジは 

ものすごくシンプルなのです。 

 

※今回お話した内容、音声は、 

  恋愛偏差値向上プログラム ファイナルの特典音声 

  『告白リベンジ完全成功ロードマップ』 

の一部を使用しました。 
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 すべての内容を知りたい方は、 

 「恋愛偏差値向上プログラム ファイナル」 

 を是非ご確認ください。 

 

 

【最後に】 
 

告白リベンジは時間がかかるのは事実です。 

 

「今すぐどうにかしたい」 

という気持ちを持ってしまいますが、 

 

今回のレポートを何度も読み直し、 

実践を繰り返してください。 

 

「いつか落とす」 

というマインドを持ちましょう、 

 

恋愛は勉強して上達していくものです。 

男を磨いていく行為です。 

 

その過程を楽しみながら、 

もっといい男を目指し、 

 

出会いを増やして、 

成功体験をつんで、 
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その成長を持って 

好きな女性にリベンジする 

 

「今すぐ落としたい」を 

「いつか落とす」に 

 

「執着心を原動力に変える」 

 

これこそが告白リベンジの秘訣です。 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

ユウト 


