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【はじめに】 

 

「恋愛で困っている」 

 

と一言で言っても、 

 

「好きなあの子と付き合いたい」 

「一度振られたけどリベンジしたい」 

「圧倒的にモテるようになりたい」 

「可愛い子を彼女にしたい」 

「彼女に魅力的だと思われたい」 

 

など、 

 

その男性一人一人に、 

「成し遂げたい思い」が 

あるかと思います。 

 

私の場合、 

「恋愛経験が少ないし、 

モテないけれど、 

 

いつか本気で好きな、 

可愛い女性を彼女にしたい」 
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こういった思いをかかえていました。 

 

いきなりですが、 

 

これらの思いを叶えるためには、 

 

実は全ての男が絶対にやらなくてはいけない 

ある共通事項が存在します。 

 

その共通事項とは、 

「出会いを増やすこと」です。 

 

「出会いを制するものが恋愛を制す」 

 

私はこの言葉を師匠に言われたとき、 

衝撃を受けました。 

 

まさにその通りだと、 

 

どんな男性でも、 

出会いを増やす理由は、 

 

・余裕を持つ 

・恋愛スキルの向上 

・様々な女性を知る 

と、主に 3つあります。 
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特に、 

ある程度恋愛を勉強してきて、 

 

理論を理解できたり、 

テクニックが使えても、 

 

「今落としたい子は１人だけ」 

という状況になると、 

 

「これはやってはいけない行動」 

とわかっていても、 

なぜかあっさりやってしまいます。 

 

なぜなら、 

他に女性がいないことで、 

余裕がないからです。 

 

私自身もここで何度もミスをしてきました。 

 

その他は、 

恋愛スキルの向上のため、 

 

「告白して振られてしまった」 

「今まで恋愛経験が少ない」 

という方なら、なおさら、 
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「彼女がいる」 

という男性でも、 

彼女に魅力的と思われ続けるために、 

 

女性との出会いを増やし、実践し、 

恋愛スキルを何十倍、何百倍も 

今より向上させなくてはいけません、 

 

今どんな状況でも、 

どんな悩みをかかえていても、 

悩みをかかえていなくても、 

 

男として、 

ひたすら出会いを増やす必要があります。 

 

「恋愛経験が少ない」 

「告白リベンジをしたい」 

 

という方は特に必要になります。 

 

とは言ったって、 

 

「出会いがない」 

「なかなか新しい女性と出会う機会がない」 

と思ってしまう男性がほとんどかと思います。 
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そのためにも今回、 

「効率的に可愛い女の子との出会いを量産する方法」 

というレポートを書きました。 

 

このレポートを使って、 

 

今より何十倍何百倍も 

恋愛スキルを向上させてほしい 

素敵な彼女をゲットしてほしい 

男としての魅力をさらに上げてほしい 

 

そんな思いで書きました。 

 

し、事実このレポートを実践していただければ可能です。 

 

そのためにも、最後までお読みください。 

 

 

【このテキストの使い方】 
 

効率的に可愛い女の子との出会いを量産する方法 

について、 

 

必要なことを順番にお話していきます。 
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なかには音声解説つきや、 

音声解説のみの項目もあります。 

音声は URLをクリックすることで聞けます。 

 

理解を深めるためにも 

音声も必ず聞いてください。 

 

 

【効率的に可愛い女の子との出会いを量産す
る方法】 
 

それでは、お話していきます。 

 

効率的に可愛い女の子との出会いを量産する方法 

とは何なのか、 

 

もったいぶってもしょうがないので、 

結論をお伝えすると、 

 

「マッチングアプリ」 

を極めることです。 

 

（なんだよ、マッチングアプリかよ） 

（マッチングアプリか、抵抗ある） 

 

と少しがっかりした方も 
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いるかもしれませんが、 

マッチングアプリを極めるとヤバイです。 

 

タイトルの通り、 

効率的に可愛い女の子との出会いを 

量産することができます。 

 

マッチングアプリのメリットは、 

 

・4000円程度で一か月、女性と出会うことができる 

・出会いの場に行く等の、時間も手間もかからない 

・スマホをいじれば出会えるので忙しくてもできる 

・同じ趣味を持った人と仲良くなりやすい 

・可愛い子も多く存在 

 

など、 

 

簡単に言ってしまえば、 

 

安いお金で、 

たいした時間も労力もかからず、 

スマホ一台で、 

可愛い子と出会うことができる、 

 

「無敵のツール」 

ともいえるでしょう、 
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何か抵抗感がある方も多いと思いますが、 

 

・誰かにバレたらどうしよう 

・イケメンじゃないからダメそう 

・なんだか難しそう  など、 

 

「やらないのがもったいない」 

本当にこう思います。 

 

何か抵抗感がある人も、 

まずはやってみて確かめてください、 

 

 

【具体的におすすめのマッチングアプリ】 
 

「じゃあ、具体的に何のマッチングアプリをやればいいの？」 

というと、 

 

「タップル誕生」か「With」 

 

私はこのどちらかをおすすめしています。 

 

「まだやってない」 

という方は、 
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このどちらかを、できれば両方を、 

今すぐスマホにダウンロードしてください。 

 

この 2つをオススメしている理由は、 

音声にて解説しました。 

理由が知りたい方は聞いてください。 

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

content/uploads/2020/06/125a1e22d7907610340fd3e0578dad53.m4a 

 

 

 

【マッチングアプリ最強プロフィールの作り方】 
 

「ダウンロードした、アプリやるぞ！」 

となって、 

 

まずやることと言えば、 

「プロフィール」の設定です。 

 

写真もあれば、 

自己紹介文もあれば、 

各種項目もあるから、 

 

「どうするか…」 

と考えてしまいますよね、 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/125a1e22d7907610340fd3e0578dad53.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/125a1e22d7907610340fd3e0578dad53.m4a
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それぞれ、どう設定すれば、 

可愛い子と出会えるプロフィールになるのか、 

 

次にここを解説しています。 

 

まず初めに設定するのは、 

「プロフィール画像」です。 

 

 

【いいね率急上昇のプロフィール画像とは】 
 

プロフィール画像の設定ですが、 

はじめにお伝えしたいことは、 

 

マッチできるかは、 

プロフィール画像で８割決まる 

 

と言っても過言ではないことです。 

 

タップルだと、 

どんどん写真が表示されて、 

フリックするだけで、 

 

いいねがごめんなさいが決まります。 

 

かなり直観的に選ばれます。 
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１秒もたたず女性に、 

「おっ、いいかも」 

と思わせなくてはいけません、 

 

（いや、難しい！） 

（イケメンじゃないとダメじゃん） 

と思われるかもしれませんが、 

 

イケメンでなくても「いいね」される、 

「プロフィール画像で設定すべき写真」 

があります。 

 

これを解説していきますので、 

 

すべて当てはまるように、 

1枚でも外れないように、 

写真を設定してください。 

 

【プロフィール画像で設定すべき写真】 

 

1.顔がしっかりとわかる 

2.笑顔（キメ顔は×） 

3.自撮りじゃない 

4.おしゃれ 

5.複数人のなかにいる写真を一枚は使う 
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この通りに設定してください、 

過去のフォルダを見て、 

探すのもいいですし、 

 

写真がない人は、 

この条件をクリアするように 

写真を撮っていきましょう、 

 

「撮ってくれるような人がいない！」 

という場合は、 

 

ネットで、 

「マッチングアプリ用写真を街中で撮ります！」 

という方を探してみるといいです。 

 

リーズナブルな値段で 

サクッと撮ってくれる人も多くいます。 

 

「なんでこの５つがいいの？」 

という理由は音声で解説しました。 

 

理由を知りたい方は聞いてください。 

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

content/uploads/2020/05/3c78f1091bb9e241e8780c70420c0b03.m4a 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/05/3c78f1091bb9e241e8780c70420c0b03.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/05/3c78f1091bb9e241e8780c70420c0b03.m4a
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※「おしゃれ」の部分で逃してしまっている方が非常に多いです。 

 

 「おしゃれをしろと言われても、どうしたらいいかわからない」 

 「圧倒的におしゃれになって、バンバンマッチングさせたい」 

 という方は、 

 

 個別にお問い合わせをください。 

 「ファッションコンサルタント」の方をご紹介させていただきます。 

 

 【お問い合わせ先】 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDG0D9W2hUIihi6mEsO8

L2FqCd3n-mfxFjmjUvHwByTLcytg/viewform 

 

 

 

【いいねを確定に導くプロフィール文章】 
 

プロフィール画像が設定できたら、 

次はプロフィール「文章」です。 

 

「お、いいかも」 

と思ってくれた女性を 

ここで逃す訳にはいきません、 

 

むしろ、 

女性の指が勝手に動いて 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDG0D9W2hUIihi6mEsO8L2FqCd3n-mfxFjmjUvHwByTLcytg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDG0D9W2hUIihi6mEsO8L2FqCd3n-mfxFjmjUvHwByTLcytg/viewform
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無意識にいいねを押してしまうような、 

そんなプロフィール文章の書き方をお話します。 

 

女性にウケるプロフィール文章には、 

「型」が存在します。 

 

その型が以下の通り 

【設定すべきプロフィール文章の型】 

 

１.挨拶文 

２.仕事について 

３.趣味や休日の過ごし方 

４.なぜマッチングアプリを始めたか？ 

５.終わりの文 

具体的に説明すると、 

 

１. 挨拶文 

「はじめまして」「こんにちは」など、 

普通で大丈夫 

 

２. 仕事について 

今の仕事とそれに対するポジティブな思いを書く 

※各種設定欄の年収は少し盛る 

 

３. 趣味や休日の過ごし方 

女性ウケの悪い趣味は厳禁、 
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「基本的に引きこもっている」といった、 

ネガティブなことも厳禁、 

出会いたい女性の趣味を想像して書くといい 

 

４. なぜマッチングアプリを始めたか？ 

「出会いがないわけではないですが、 

仕事とプライベートは分けたいと思い、 

はじめました」 

 

または、 

「最近、長く付き合っていた恋人と別れ、 

そろそろ新しい出会いでもと思い登録しました」 

 

といった文章にして、 

「モテていない」 

「出会いに飢えている」 

という印象を与えない 

 

５.終わりの文 

「まずはお友達から楽しく会話しましょう」 

 

または、 

「軽くご飯でもいきましょう」 

といった文で締めくくる。 

 

詳しい内容は音声にて解説しました。 
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聞いてください。 

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

content/uploads/2020/06/8a86ff9c3e1146e03ec6cd4c6ef90c6e.m4a 

 

 

 

 

【マッチングの次の壁、会うまでのやりとり】 
 

「マッチングできた！よっしゃ！」 

と、可愛い子とマッチングできたら 

思わず嬉しくなってしまいますが、 

 

肝心なのはここから、 

 

 

実際に会うまで（デートのアポ） 

をとりつけないといけません、 

 

「マッチができてもここが難しい」 

と思う方が多いと思いますが、 

 

これにもポイントがあります。 

順番に確認してください。 

 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/8a86ff9c3e1146e03ec6cd4c6ef90c6e.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/8a86ff9c3e1146e03ec6cd4c6ef90c6e.m4a
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【マッチング後のファーストメッセージ】 
 

第一声目で送るべきこと、 

こちらにも「型」があるのでこれ通りに送って下さい。 

 

１．挨拶 

２．名前を言う 

３．なぜ、いいねしたか理由を言う 

４．相手のプロフから判断して、興味を持ってくれそうな話題で質問をする 

５．４でした質問に関連した自己開示をする 

６．「気楽にメッセージやりとりしましょう」という文章で終えて、余裕を示す 

 

詳しくは音声にて解説しました。 

聞いてください。 

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

content/uploads/2020/06/a7e811381ffa07ed299c9c40b3629d78.m4a 

 

 

 

【やり取り開始からデートアポまでの流れ】 
 

「はじめに送った文章も返ってきた」 

となると、 

 

やりとりを繋げて、 

デートに会うまでの約束を 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/a7e811381ffa07ed299c9c40b3629d78.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/a7e811381ffa07ed299c9c40b3629d78.m4a
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とりつけなくてはいけません 

 

やりとり開始から、 

実際会うまでは以下の流れを意識してください。 

 

１．お互いの共通項で盛り上がる 

２．LINE交換 

３．LINE内でデートに誘う 

４．実際に会う 

 

詳しいことは音声で解説しました。 

聞いてください。 

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

content/uploads/2020/06/88a6cec6afe6b6f19e7ac947bb925457.m4a 

 

 

 

【基本的なメッセージの作り方】 
 

送るべきメッセージには 

意識するべきことがあります。 

 

以下の例文は私が実際に使った文章です。 

何気ないメッセージに思われますが、 

実はあることを意識して作っています。 

 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/88a6cec6afe6b6f19e7ac947bb925457.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/88a6cec6afe6b6f19e7ac947bb925457.m4a
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～例文１～ 

そうなんだー 

休みはカメラとかやってんの？ 

いい趣味だなと思ってー 

 

～例文２～ 

サークルとか青春笑 

そこで好きな人とかいる？ 

いたらやってないか笑 

 

詳しいことは音声で解説しました。 

聞いてください。 

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

content/uploads/2020/06/0199c542bdc3889bb67af68aeb3e7242.m4a 

 

 

 

【メッセージやり取りでの注意点】 
 

１．文章量は長くしない 

２．即レスをしない（返信速度を意識） 

３．質問だけでおわらない 

 

ここではやりとりの注意点をお話します。 

詳しいことは音声で解説しました。 

聞いてください。 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/0199c542bdc3889bb67af68aeb3e7242.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/0199c542bdc3889bb67af68aeb3e7242.m4a
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http://muji-t-shirts.com/wp-

content/uploads/2020/06/4a7902723085165b97df26b1408dbe04.m4a 

 

 

 

【その他小話】 

 

その他、知っているといい小話です。 

絶対ではないです。 

余裕があれば聞いてください。 

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

content/uploads/2020/06/fa67245e5a74a80b70c6cd7364383a67.m4a 

 

 

【さいごに】 
 

このレポートを復習しながら、 

マッチングアプリを実際に進めてください、 

 

マッチングアプリも 

実践と試行錯誤と繰り返しながら、 

力がついていくものです。 

 

気がついたら自分のスケジュールが 

デートの約束でパンパン 

それも可愛い子ばかり 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/4a7902723085165b97df26b1408dbe04.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/4a7902723085165b97df26b1408dbe04.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/fa67245e5a74a80b70c6cd7364383a67.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2020/06/fa67245e5a74a80b70c6cd7364383a67.m4a
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という状況も実際作れます。 

 

効率的に可愛い女の子との出会いを量産し、 

それぞれの成し遂げたい恋愛での思いを叶えていきましょう。 

 

出会いを制して恋愛を制しましょう。 

 

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 


