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【はじめに】 
現代において、好きな女性と連絡を取る手段は、 

ほとんど「LINE」ですよね。 

LINEではなかったとしても、 

SNSのDM（ダイレクトメッセージ）や、マッチングアプリなど、 

恋愛をする以上、 

「好きな女性とのメッセージのやり取り」は、 

避けて通れない問題となっています。 

ただ、このメッセージのやりとり、 

「難しい」と感じたことはないでしょうか、 

・どんなことを送ればいいのか？ 
・どう返信をすればいいのか？ 

・ラリーは続けるべきなのか？ 
・いつ返信をすればいいのか？ 

・スルーをされてしまったらどうするべきか？ 

など、わからないことも多く、悩んでしまったり、 

悩んで送った挙句に既読スルー、なんて経験もあるかと思います。 

アプローチ方法や会話の仕方など、恋愛でも他の要素と同じく、 

© 2022 ユウト  / 4 19



この「LINE」というのも、正解が分かりづらいです。 

彼女の心を動かすために「効果がある」と思っていたものが、 

実は「全くの逆効果だった」なんてことも多々ありますし、 

また、LINEについて正しく教えられている人もいないと思います。 

それゆえに、些細なメッセージから女性の反応が悪くなってしまったり、 

スルーされてしまうことも、よくあるケースです。 

一見、LINEはただの文章（メッセージ）に思えても、 

その文章には、 

「どうしてもデートに行きたい」 
「どうしても君と付き合いたい」 

といった、裏の気持ち（感情）が乗ってしまいます。 

そして、そのLINEでの些細なメッセージがきっかけで、 

自分への気持ちが筒抜けになってしまい、距離を取られるなど、 

付き合えるはずの女性も付き合えなくなってしまいます。 

些細なメッセージのミスで女性を逃してしまうのは、 

本当にもったいないです。 
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好きな女性を落とすために、 

LINEに関しても、正しい知識とスキルを身につけてほしい。 

そう思い、今回のこのレポートを作成いたしました。 

好きな女性とは、 

「何を考えて、どんなLINEをすれば付き合えるか？」 

その「戦術」ともいえる部分をこのテキストでも学び、 

実際のアプローチでも活かしてほしいと思います。 

LINEでの失敗をゼロに、そして、好きな女性の心を動かしてください。 

それではお話していきます。 
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【好きな子と付き合うためのLINE戦術】 
まずはじめに、女性とLINEをする上で必須の意識があります。 

それが「LINEはできる限りシンプルに使え！」です。 

「シンプルに使え」というのは、どういうことかというと、 

・使い方としても 
・送るメッセージとしても 

どちらの面でも言えることになります。 

なぜ「シンプル」ということが大事なのか、お話していきます。 

■「シンプル」を心掛けると女性の反応は変わる 

なぜ「シンプル」を心掛ける必要があるのか、 

それは大前提として、 

恋愛はあくまでもリアルで会っている時に勝負が決まるからです。 

LINEは女性を口説くためのツールではありません。 

（感情を動かす細かいテクニックはありますが…） 

いくら女性から好感を得るLINEをすることができても、 

リアルで会った時、会話力がなかったり、女性の感情を動かせなければ、 

当然、それまでのLINEのことは無意味になります。 
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逆に、LINEがそこまでであっても、 

リアルでの会話で、女性の感情を動かせれば、 

それこそ、女性を追わせることに繋がっていきます。 

この「恋愛はあくまでも会っている時が勝負」ということは、 

女性も感じてることですし、 

だからこそ「LINEでどうこうしようとしていない」と感じられるような、 

あくまでもシンプルなLINEを心掛けることが、 

「男らしい」と感じられたり、追わせることにも繋がっていきます。 

この「シンプル」に関して、さらに深掘りしていきます。 

■女性を追わせるシンプルなLINEとは（使い方編） 

まずは「LINEの使い方」として、 

何を持って「シンプル」にするかというと、 

「あくまでもLINEは連絡手段」として捉えることです。 

付き合う前のLINEの使い方として、 

「付き合う前は日常的にやり取りをして、女性に意識させろ」 

という人もいますが、基本的に私は推奨していません。 
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（一部、日常的にやり取りした方がいいケースもありますが…） 

その理由としては、先程からお伝えしているように、 

「恋愛はあくまでもリアルで会っている時に勝負が決まる」であり、 

日常的にやりとりしてしまうことは、女性に気持ちがバレてしまったり、 

女性がそれで満足してしまうリスクがでてきてしまうからです。 

追わせて、付き合うことには繋がりません。 

なので、「あくまでもLINEは連絡手段」として使ってほしいのですが、 

具合的には… 

・仕事に関する連絡事項 ※相手が職場関係であれば 

・次のデートに関しての連絡（待ち合わせ時間、集合場所など） 

・飲み会や複数人のイベントの連絡 

・キャバや風俗であれば、行こうと思う日に出勤しているか聞く 

・上記の内容で、相手から来た場合の返信 

という内容に留めておくことです。 

※注意※マッチングアプリは例外 

注意してほしいのは、マッチングアプリなど、 
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まだ一度もリアルで会ったことのない人とのメッセージは例外となります。 

当然のことながら、アプリでも「あくまでも連絡手段」と捉えていたら、 

女性も警戒しますし、期待もできず、会いたがりません。 

アプリでのメッセージは、いかに警戒心を解くか？ 

そして、実際に会うために「会ったら楽しそう」と、 

期待させることができるか？が重要となります。 

アプリで会うためにメッセージを頻繁にすることは自然なことであり、 

「あくまでも連絡手段」ではなく、全く違った意識が必要になります。 

マッチングアプリでのメッセージのやり方に関しては、 

別途「出会いの教科書」という教材で詳しく説明していますので、 

そちらをご参照ください。 

（興味のある場合は、お問合せください） 

以上の内容を踏まえ、シンプルな使い方を心がけてください。 

■女性を追わせるシンプルなLINE（メッセージ編） 

次に、具体的なメッセージ（文章）に関してお伝えしてきます。 

メッセージにおけるシンプルさとは何かというと、 
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いくつかの項目に分けて解説していきます。 

①メッセージはできる限り短くする 

メッセージはできる限り短く、かつシンプルにしてください。 

相手より文章が長くなってしまうと、 

「正確に思っていることを伝えたい」と、 

気持ちの強さが伝わってしまったり、 

そもそも長い文章は「読むのが面倒」と思われ、 

そのまま長い文章を送り続けてしまうと、 

俗に言う「LINE疲れ」を起こしてしまう可能性があります。 

好きバレの他にも、「スルー」の原因にも繋がってきます。 

「メッセージは短く端的に」これを常に心がけておいてください。 

もちろん、仕事に関することは例外です。 

仕事の質問の場合であれば、文章の長さは気にせず、 

わかりやすいことを心がけて返信をしてください。 

② 使う記号は！、笑、ー、だけにする 

絵文字を使う方も多いですが、基本的に必要ありません。 

絵文字を多用してしまうことで、どこか女々しい印象になってしまいます。 
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「今LINEをしている相手は男」ということを認識させるためにも、 

使う文字は！、笑、ー、のみとしてください。 

例えば、「お疲れー」「それはやばい！」「うるさいわ笑」とか、 

こういったメッセージになります。 

「笑」と「w」は女性によって人が分かれますが、 

こちら側としては「笑」のみにしておくことが無難です。 

こちらも同じく男らしい印象になるように、心がけてください。 

③ スタンプは使わない 

「② 使う記号は！、笑、w、だけにする」とも共通していますが、 

スタンプというのも基本的に使う必要はありません。 

スタンプは相手によって好みが分かれますし、 

「え？何そのスタンプ…何で使っているの？」と、 

もしかしたら引かれてしまうリスクがあるからです。 

引かれてしまうスタンプとしては、 

・男らしくない、可愛いキャラクターのもの 

・マニアックで、オタクな印象に思われる漫画やキャラクターのもの 
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・あまり見ないような、ウケを狙ったもの 

などがあります。 

「恋愛は会っている時が勝負」「LINEを重要視していない」 

こう思わせるためにも、スタンプは使わずにLINEを行っていきましょう。 

④ 長引かせることをしない 

話がひと段落ついたところで相手に質問を続けたり、 

「そういえば～」と他の話題に切り替えようとしたり、 

LINEを続かせようとするアクションはしないでください。 

話を引き伸ばそうとする行為で、 

女性から「この人、私と話していたいんだ…」と気持ちが筒抜けになったり 

「LINEに頼って距離を縮めようとしている」と思われ、 

そこで「男らしくない」と思われてしまいます。 

話が終わったら切り上げる、必要なやりとりが終わったら締める。 

といった、シンプルな使い方を心がけてください。 

このスタンスが、結果的に女性を追わせることに繋がります。 
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以上4つを紹介させていただきましたが 
これはあくまでも一部です… 

【既読スルーをする女性の心理】 
より、恋愛LINEの理解を深めるためにも、 

既読スルーをされてしまったり、 

女性からの反応が悪くなってしまったときの原因や、 

女性の心理についても解説します。 

好きな子に既読スルーされてしまった原因としては、 

そのほとんどの理由が、 

「好意の温度差によるプレッシャー」 

です。 

こちらから送るLINEによって、女性に好きバレをしてしまい、 

女性の好意のレベルが低かった場合、 

「その気持ちには応えられない」と、 

女性は男性から避けるような行動にでます。 

かなり厳しいことをお伝えしますが、 

既読スルーをされてしまうのは、 
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「面倒クサイ」と思われていたり、 

「もうとくに送ってこないでほしい（察してほしい）」 

と思っているのが女性の本音です。 

その他に、女性が本当に仕事で返信が遅かった場合で、 

「仕事が立て込んでいて！」とカバーがくる場合もありますが、 

「社交辞令」として送って来ている場合もあるので、 

鵜呑みにしない方がいいです。 

女性は本当に好きな男性であれば、必ず返信しようとします。 

女性に既読スルーをされたり、反応が悪くなったのであれば、 

これ以上は何も送らず、次にお話しする対処法を実践してください。 

【既読や未読スルーされてしまったら】 
好きな女性にLINEを送ってスルーされてしまった場合に 

どんなアクションをすればいいのか？これも解説しようと思います。 

もしスルーされてしまった相手が、 

リアルで会う機会がある場合、 

シンプルなように思えますが、 
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これ以上、何かLINEを送るのはやめてください。 

※ スルーの対処法として、「不誠実な対応ですね」と送り、 

相手に罪悪感を抱かせて、半ば強制的に返信を送らせる。 

ということを紹介している、恋愛コンサルの方もいますが、 

こういった返信をしても、単純に女性を嫌な気持ちにさせるだけです。 

やるべきことはというと、次に会った時に、 

「何も気にしていない素振りをして、必ずこちらから話しかける」 

というアクションが必要になります。 

話しかける内容としては、シンプルに挨拶であったり、 

「そういえばこの前話してたさ～」と話しかけたり、 

以前、話していた内容の続きが好ましいです。 

普通であったら、スルーされてしまったことで「気まずさ」のようなものを 

感じているはずですが、ここを気にしていない素振りを見せることで、 

「なんだ、そこまで気にしていないんだ」と、思わせることができます。 

これを女性に感じさせてしまえば、 

「変に私が気にしているのはおかしい」と思い、 

自然に接してくれたり、LINEも再び返信がくるようになります。 
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LINEで失敗したら、 

リアルで気にしていない素振りを見せて挽回する 

これは覚えておいてください。 

もし、LINEでしか繋がっていない場合でスルーされてし
まったら、 

LINEでしか繋がっていない場合にスルーをされたら、 

直前に送った内容や、関係性にもよりますが、アクションとしては、 

「以前のLINEには触れず、何事もなかったかのようにまた送る」 

というアクションになります。 

スルーをされてしまったということは、 

何かしらの原因（相手のLINE疲れ、好きバレによるプレッシャーなど）が 

ありますが、同時に相手の感情が常に一定ということもありません。 

タイミングがあえば、また返信がくる可能性があります。 

先程お伝えした「リアルで会っているときの対処法」と同じく、 

「何も気にしていない素振り」ということが大事になります。 

変わったメッセージで気をひいたり、ウケ狙いは考える必要はなく、 
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時間を空けて、ただシンプルにLINEを送ってください。 

具体的なメッセージの例や送るべきタイミングは、 

またの機会にお伝えしようと思います。 

【最後に】 
今回のレポートは以上となります。  

はじめにもお伝えさせていただいた通り、 

恋愛はあくまでも実際に会っている時が勝負となります。 

LINEだけで口説こうとしたり、距離を縮めようとすることは、 

非常に危険な行為になりますし、例えそれができたとしても、 

実際に会っているときに魅力を与えられなければ、 

むしろ、悪いギャップになってしまいます。 

リアルで魅力を与えた「前提」があるからこそ、 

「LINEを有効活用できる」ということを意識し、 

狙った女性を追わせるためにも、 

シンプルなLINEをすることも心がけてください。 

LINEのさらに詳しいことは、メルマガにてお話ししようと思います。 
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日々の配信を忘れずにチェックしていただければ幸いです。 

今回のLINEのレポートにて、 

あなたの恋愛がうまくいくことを願っています。 

ユウト 

～著者「ユウト」に関して～ 

片思い、復縁、再告白をメインとした恋愛コンサルタント。 
好きな女性を諦めきれない男性や、恋愛経験の少ない男性をサポートしています。 

詳しくは下記のリンクをご覧ください。 

【公式ブログ】 
https://muji-t-shirts.com/ 

【YouTubeチャンネル】 
https://www.youtube.com/channel/UCNecyNEhLs8_ulIsIRPD6ZQ 

【個別相談はこちらから】 
https://muji-t-shirts.com/soudan-saikokuhaku/ 

【お問い合わせはこちらから】 
https://muji-t-shirts.com/otoiawaseform/ 
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