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【はじめに】 

 

「好きな女性に彼氏ができてしまった」 

 

もしくは、 

「好き女性に実は彼氏がいた」 

 

絶望的な瞬間ですよね、 

 

私には昔、 

自分としては「仲がいい」と 

思っていた女性がいました。 

 

その女性とは、 

映画館にデートに行ったり、 

二人で飲みに行ったり、 

 

私は完全にその子に惚れていて、 

 

「あぁ、あの子といると本当に楽しい」 

「また遊びに行きたい、会いたい」 

 

特に「次のデートで告白でもしようか」 

 

なんてことを本当に四六時中考えていました。 
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頭の中は、「お花畑状態」。 

なんかウキウキするし、 

恋愛のドキドキもある、 

 

その期間が楽しくてしょうがなかったのですが、 

 

ある日、その状態が一瞬で地獄に変わりました。 

 

そうです。 

 

好きな女性に彼氏ができてしまったのです。 

 

私がその事実を知ったのは、 

いつもと変わらない平凡な土曜日 

 

天気がよく、心地がいい休日でした。 

 

部屋で一人くつろぎながら 

なんとなく好きな子のインスタを見ていると、 

 

最近投稿された、 

見知らぬ男と二人で写った写真を発見。 

 

「え？だれだ？ヤバい…」 

 

と思いながら、恐る恐るコメント欄を見ると、 
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「○○おめでとう！」 

「○○幸せになって！」 

 

といったコメントの嵐、 

 

私はそのコメントが目に入り、 

脳が認識した瞬間 

 

崩れ落ちました 

 

「好きな女性に彼氏ができてしまった」 

「そもそも、盛り上がっていたのはこっちだけだった」 

 

こんなことを考えては、 

 

知らない男に負けた敗北感、 

行き場のない焦燥感 

ダサい男だったという劣等感 

 

そしてなにより、 

 

彼女にもう手は届かないという悲壮感 

 

一気にいろんな感情が押し寄せて、 

もう本当にどうしたらいいのかわからなかったです。 

それから、 
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夜も眠れないし、 

飯も食えない、 

 

ただどうすることもできず、 

絶望感と共に生きていた時期がありました。 

 

そこから私は様々な経験をし、 

恋愛を徹底的に学び、 

 

あらゆる状況において、 

女性を惚れさせるすべを身に付けました。 

 

恋愛はどんな状況においても、 

その女性を惚れさせる 

正しい行動が存在します。 

 

もちろん 

彼氏がいる女性であっても、 

 

そこで今回、 

 

今、本当にどうしたらいいか分からず苦しんでいる 

という方に向けてレポートを作成しました。 

 

このレポートを最後まで読んでいただければ、 

その地獄のような状態からは解放され、 
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その先には、 

好きな彼氏持ちの子を惚れさせて奪い、 

 

あなたが「彼氏」として、 

幸せに笑っている未来が待っています。 

 

これ以上のどん底を味合わないためにも、 

あなたが幸せになるためにも、 

 

今回のレポートを必ず最後までお読みください、 

 

それでは、本題に移ります。 

 

【このテキストの使い方】 
 

このテキストでは、 

「彼氏持ち女性の略奪」について、 

必要な事を順番にお話していきます。 

 

一つも飛ばさず、 

一字一句しっかりとお読みください。  

 

また、音声にて解説している箇所もございます。 

URLをクリックすると解説音声を聞けますので、 

こちらも合わせて聞いて下さい。 
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そして、 

 

読むだけで満足せず、 

実際に行動を起こしてください。 

 

実際に行動を起こすからこそ、 

望んだ結果を得ることができます。 

 

バンバン実践をしていきましょう。 

 

【彼氏持ち女性を略奪する唯一無二の手法】 
 

それでは、お話します。 

 

好きな女性に彼氏が「できた」、 

もしくは「いた」となると、 

 

どうしたらいいかわからず、 

軽いパニックになってしまいますが、 

 

実は、やるべきことは一つしかありません、 

 

ですが、世の 9割近くの男性は、 

以下の 2つの行動のどちらかをしてしまいます。 
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１．「どうせ俺なんか…」という思いで諦める 

２．「俺の方が幸せにできる」と半ば強引に告白 

 

ちなみに昔の私であれば、 

「どうせ俺なんか…」と 

しょぼくれてウジウジ言いながら、 

 

好きな女性を諦めきれない気持ちもありつつ、 

その自分の気持ちを押さえこみ、 

 

最終的には何もできませんでした。 

 

もう一方の行動は、 

これは相談者の方や身近な人にも多いですが、 

 

「俺の方が幸せにできる」と半ば強引に告白 

 

という行動です。 

 

その男らしさや情熱は素晴らしいと思いますが、 

少し使う場面が違うといいますか、 

 

今まで仲が良かったから、 

何度か遊んだことがあったから、 

 

といった理由で告白をしても、 
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「今の彼氏とうまくやりたいんだから邪魔をしないで」 

と、振られてしまうだけです。 

 

それに、一度冷静になって考えていただきたいのは、 

 

１．「どうせ俺なんか…」という思いで諦める 

２．「俺の方が幸せにできる」と半ば強引に告白 

 

この二つの行動はどちらも極端ではないでしょうか、 

 

そもそもアプローチしなくなるのも、 

強引に告白をするのも、 

 

うまくいくはずがありません、 

 

では、彼氏持ち女性にやるべきこととは何か？ 

 

その「やるべきこと」とは、 

「常に 2番手をキープする」 

これだけです。 

 

このスタンスこそが、 

彼氏持ち女性に有効な、 

唯一無二のアプローチとなります。 
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【2番手とはどんな位置？キープする意味は？】 
 

「2番手ってどういうこと？」 

というと、 

 

考え方としては非常にシンプルで、 

 

彼氏と何かがあって、ダメになったら、 

自動的にくり上がって彼氏になれる。 

 

そんなポジションです。 

 

普段のスタンスでいったら、 

「あわよくば俺が…」なんて下心はバレていない、 

あくまでも女性とその彼氏の関係を応援している、 

いい相談相手 

 

「好きな女性が彼氏持ち」となると、 

この状態を目指し、 

そして、キープしなければなりません。 

 

「2番手となると、 

都合よく扱われたりするのでは？」 

 

と、思われたかもしれませんが、 
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都合よく扱われてしまうのは、 

自分の好意がバレてしまっているときです。 

 

「あわよくば俺が…」なんて下心はバレていない、 

あくまでも女性とその彼氏の関係を応援している、 

いい相談相手、 

 

「てか、俺ももうすぐ彼女できそうだしね」 

 

といったスタンスを保てていれば、 

都合よく扱われることはなく、 

（※本当はこちらも恋人がいるのがベストです） 

 

何かあったとき、 

すぐに自分が彼氏として上がることができる 

 

これが 2番手を目指す意味でもあり、 

最大のメリットでもあるのです。 

 

彼氏持ち女性の攻略法は、 

この「いかに２番手になってキープしていくか」 

これが、最大の戦法であり、問題であります。 
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【2番手になる大前提とは】 
 

では次に、実際に、 

「2番手になるにはどうしたらいいのか」 

ということをお話しようと思います。 

 

まず大前提として、 

先ほども話しにでましたが、 

 

好意がバレることは絶対に避ける 

 

ということが大前提です。 

 

これは彼氏持ち女性の攻略だけではなく、 

恋愛のどんな状況でも言えますが、 

 

ターゲットの女性に自分の好意が 

バレることは絶対に避けなくてはいけません 

 

とくに彼氏持ち女性となると、 

好意や下心を感じた瞬間、 

 

「ああ、全部私を惚れさせるためにやっていたのね」 

 

と冷められ、一瞬で去ってしまいます。 
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ターゲットの女性が 

自分がモテることを楽しんでいれば、 

パシリのように、都合よく扱われる場合もあります。 

 

好意がバレないことを徹底してください。 

 

「好意がバレないにはどうすればいいの？」 

というと、 

 

一言でいってしまうと、 

行き過ぎたことはしないこと、 

 

・無理に二人でご飯に誘う 

・用もないのに LINEを頻繁に送る 

・彼氏との話を不自然に引き出そうとする 

・彼氏と別れることを勧める 

 

といった行動の数々は、 

絶対にしないように注意してください。 

 

これを踏まえたうえで、 

2番手になるにはどうすればいいのか、 

お話していきます。 
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【2番手の地位を確立する方法】 
 

具体的な、 

「２番手になるにはどうすればいいのか？」 

ということをお話していきますが、 

 

そもそも、 

２番手とは、好感レベルでいったら４の 

「友人（異性として好感が持てる）」 

という状態です。 

 

※「好感レベル」の概念がわからない方は、 

下記のリンクをクリックして、 

音声解説を聞いてください。 

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

content/uploads/2020/06/cb3615db692ceb360c5d93202132d363.m4a 

 

基本的に、２番手になるには、 

好感レベルを３から４に上げるとき行動と同じ。 

 

という解釈でかまいません。 

 

ですが、これだけだと弱く、 

ただ「仲が良い」という状態で終わりがちなので、 

 

更に彼氏持ちに特化した攻略法をお話します。 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/cb3615db692ceb360c5d93202132d363.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/cb3615db692ceb360c5d93202132d363.m4a
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【今の彼氏との圧倒的な差をみせる恋愛理論】 
 

まず一つ目が、 

「女性にタイプ別攻略」 

を更に徹底して強化することです。 

 

そもそも、 

「女性のタイプ別攻略」 

とは何かというと、 

 

実は、女性というのは、 

ある二つのタイプに分類することができます。 

 

そのタイプとは、 

・お姫様タイプ 

・召使いタイプ 

 

このふたつ、 

 

簡単にいってしまうと、 

お姫様は「褒める」ことで、男として魅力的だと思い。 

召使いは「いじる」ことで、男としての魅力的だと思います。 

 

それぞれの特徴をさらにいうと、 
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「お姫様タイプ」の女性は、 

その言葉の通り、 

 

「天真爛漫なお姫様」 

 

といったイメージ、 

 

「褒める」ことで男に好感をいだき、 

 

・優しい 

・親切 

・余裕がある 

・頼り甲斐がある 

・良い人 

・怒らない 

・安心していじらせてくれる 

・なんでも話を聞いてくれそう 

 

こんな男性を求めています。 

 

このタイプは全体の約３割。 

 

一方、「召使いタイプ」の女性はというと、 

 

あえて、ひんしゅくを買うようなことを言いますが、 

かまってあげることで喜ぶペットです。 
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「本当かよ？」と思われるかもしれませんが、 

世の中には「褒められる」よりも 

「けなされる」方が嬉しいと感じる女性がいます 

 

そして、このタイプの女性は、 

男性に、 

 

・強さ 

・威圧感 

・尊敬 

 

といったものを求めます。 

 

このタイプは全体の約７割です。 

 

女性を落としたいなら、 

その女性のタイプを冷静に判断して、 

 

お姫様なら、「包容力」をアピールしていく、 

召使いなら、「男としての強さ」をアピールしていく、 

といったスタンスをしていかなくてはいけません、 

 

これこそが、 

「女性のタイプ別攻略」 

という恋愛理論です。 

 



19 

                 ©2020 ユウト 

これをすることで、 

男としての魅力をダイレクトに伝えることができ、 

確実に彼氏候補となることができます。 

 

本来、このタイプ別攻略法は、 

好感レベルを３から４にするときに 

行う行動の一つですが、 

 

ここを更に強化しなくてはいけません、 

 

それはなぜかとうと、 

「彼氏との差」がわかりやすくアピールできるから、 

 

世間で恋愛を勉強している男などいませんし、 

 

もちろん、 

「女性のタイプ別攻略」 

なんて意識しながら女性と接している男はいません、 

 

そのため、 

彼氏と比べて、 

常に「男としての魅力」をくれる男性に、 

どうしても引かれてしまうのです。 

 

その内、彼氏では物足りなくなるでしょう、 
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そのためにも、 

「女性のタイプ別攻略」 

は普段より更に徹底しなくはいけません。 

 

音声での解説で、 

より女性のタイプ別攻略法について知って下さい。 

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

content/uploads/2020/06/ec7835f7fb50fc4e4e22d558e99f1a6d.m4a 

 

 

【関係の悪化を促進させるリーサルウェポン】 
 

「女性のタイプ別攻略」 

も重要なのですが、 

 

さらに効果的で、 

彼氏持ち女性を落とす際の、 

メイン武器、 

 

「リーサルウェポン」 

 

と言ってもいい手法が存在します。 

 

これを使うことで、 

グアングアンと関係の悪化を促進させることができます。 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/ec7835f7fb50fc4e4e22d558e99f1a6d.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/ec7835f7fb50fc4e4e22d558e99f1a6d.m4a
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その「リーサルウェポン」とは何かというと、 

 

どんな彼氏でも認めて褒めまくる 

 

という行動をとることです。 

 

「待って、それじゃ略奪できないじゃん」 

と、思われたと思いますが、 

 

彼氏持ち女性攻略の際は、 

これをどんどん使っていく必要があります。 

 

彼氏持ち女性の 

好感レベルが上がってくると、 

 

今の彼氏に対する、 

何かしらの「愚痴」「不満」といったものを 

言うようになります。 

 

そこで世の男性がやってしまうのは、 

「そんな彼氏やめときなよ」 

と、彼氏を否定してしまうことです。 

 

が、これをやった瞬間アウト、 

 

「わかっていない」と思われて 
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一瞬で突き放されます。 

 

では、どうすればいいのかというと、 

 

「でも、いい彼氏じゃん」 

 

と一言いってその彼をほめてあげることです。 

 

「LINEがそっけないの」 

「男なんてそんなもんだよ、 

でもちゃんと返してくれるんでしょ？ 

いい彼氏じゃん」 

 

「仕事ばっかで遊んでくれないの」 

「仕事に頑張ってるのはすごいじゃん、 

 いい彼氏だよ」 

 

といったかんじに、 

 

例えその彼氏が完全に悪くても、 

彼氏のことを認めてあげてください。 

 

これをすることで、 

「なんだかんだ言いつつも、 

彼氏とうまくいきたい私の気持ちが分かってる」 

と思われますし、 
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実はこの行動、 

愚痴や不満をもっと引き出すことに繋がるのです。 

 

どういうことかとうと、 

 

人間は、 

「決めつけられると否定したくなる」 

という心理を持っています。 

 

「おまえって、ほんとアレすきだよな」 

と言われると、 

どこか反発したい気持ちにはならないでしょうか 

 

恋愛や、彼氏の愚痴を言う女性でも同じく、 

「いい彼氏じゃん」 

「その彼氏はすごいじゃん」 

と一辺倒に伝えると、 

 

どこか否定したくなる気持ちが 

女性にはでてくるのです。 

 

「いや、まぁそうなんだけど違うの」 

「違うの、こういうところもあって…」 

 

と、気がついたら女性はどんどんと愚痴を言いだし、 
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「もしかしたら、今の彼氏は違うのではない？」 

という、自己洗脳をかけてしまうのです。 

 

そこで、「女性にタイプ別攻略」も 

しっかりとできていれば、 

 

女性の意識は必然的にあなたに向くようになるのです。 

 

彼氏持ち女性が、 

彼氏に対する不満や愚痴を言っても、 

 

その彼氏を認めて、褒めまくる 

これは徹底してください。 

 

【略奪を完成させる最後の恋愛テクニック】 
 

彼氏のことを褒め続け、 

愚痴や不満をどんどんと話させ、 

 

タイプ別攻略もしっかりとできれいれば、 

 

彼女の彼氏に対するフラストレーションは 

かなり上がってきます。 

 

こうなったなら、もうこちらの勝ち。 
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最後にある恋愛テクニックをする必要があります。 

 

それは、「曖昧な好意」という恋愛テクニックです。 

 

曖昧な好意とは… 

 

女性に冗談っぽく、「好き」「可愛い」を言うテクニックです。 

 

冗談っぽくいうことで、 

「今の発言は本気？でも、本気で好きならあんな言い方しないね、 

でも、いま確かに好きって言われたし、何考えてるんだろう」 

と女性の心を錯乱し、考えさせる時間を増やさせ、 

 

その考えている時間を使って、 

女性を惚れさせるという、 

 

「惚れさせる最終段階」 

として使うテクニックです。 

 

今回の「彼氏持ち女性の略奪」であれば、 

 

彼女が、フラストレーションを感じながら言っている愚痴に対して、 

 

「大丈夫だよ！どうせ別れないよ、 

まぁ最悪別れても俺がいるからいいだろ(笑)」 
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と言って去ってください。 

 

このセリフが「曖昧な好意」として作用し、 

略奪を成功させる決定打となります。 

 

 

【略奪までの具体的な最終アクション】 
 

こちらはすべて音声にて解説しました。 

略奪を成功させる最後の最後のアクションです。 

 

最後にこの音声を聞いて略奪を成功させましょう。 

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

content/uploads/2020/06/7677c5147f77d5ad3c74fd9a91db1be9.m4a 

 

 

【さいごに】 
 

恋愛はどんなに絶望的な状況に感じても、 

すべて解決策があります。 

 

そして、 

 

例え今、 

自分がどんな位置にいても 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/7677c5147f77d5ad3c74fd9a91db1be9.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/7677c5147f77d5ad3c74fd9a91db1be9.m4a
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成長することができます。 

 

好きな女性に彼氏がいても諦めないでください。 

 

その付き合っている彼氏が 

「クソ」なのであれば、 

 

それこそ、 

恋愛の勉強を頑張り、 

男としての魅力を正しく与え、 

 

彼女を略奪しましょう、 

 

彼女を幸せにするのは、あなたのはずです。 

 

あなたの恋愛がうまくいくことを祈っています。 

 

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 


