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【はじめに】 
「メッセージが続きません」 
「どうしたらいいかわかりません」 
「実際に会えません」 

という声を本当によく聞きます 

 私がマッチングアプリをやり始めたときも、 
メッセージがうまくかず、結局会えない 
ということが何度もありました。 

が、今だから思うことは、 

メッセージでミスをするのは 
本当にもったいないです 

「そもそもマッチングしない」 

というのであれば 
また話も変わってきますが、 

メッセージの部分で、 
さらにいうと、 
1通目から返信があったのに、 

その後、なにかしらのミスで会えなくなる 

というのは、 
もったいないことですし、 

とくに、続いていたのにダメになる場合は、 
80％ほどの割合でこちらに原因があります。 



というのも、 

メッセージには 

・意識してやるべき流れ 
・心地いいと思われる文章構成 
・返信やデートを持ちかけるタイミング 
・好意バレやプレッシャーを与えるのを防ぐ注意事項 

など、、 

すべて「正解」が決まっています 

この正解から少しでも外れれば、 
アプリ内で出会った女性はあなたに魅力を感じなくなり、 

その後、メッセージをしてもスルー、 
もしくは、ご飯に誘ってもうやむやにする 

という選択肢を選ぶのです 

「メッセージの正解」というのは、 

『出会いの教科書』の本編で 
改めて確認していただきたいのですが、 

その「正解」をより分かりやすく、イメージしやすく、 

すぐにご自身でのアプリでも効果を発揮できるように、 

『再現性の高いメッセージテクニック』 

として、今回、 



この特典教材で、 
「実際に私が使用したメッセージ」 
を公開することに決めました 

「出会いの教科書」本編を読んだあと、 
この特典教材もしっかりと読み、 

あなたのメッセージを 
より確実なものにしてください、 

これはあまり言いたくないですが、 
話の内容が変わっただけの、 

「パクリ」として 
そのままメッセージを使っても構いません、 

また、成功のメッセージと同時に 

「失敗のメッセージ」もお見せします。 

世の9割近くの男性がやってしまっているような、 
そして、あなたもやってしまっているような 

思い当たる「失敗メッセージ」が 
ここに必ずあるはずです。 

「失敗の型」を知っているからこそ、 
「成功の型」がより確実になり、深みが増します。 

成功メッセージだけではなく、 
失敗メッセージも同時に勉強をしてください。 

それでは、この特典教材を使い、 
「超高確率で会えるメッセージスキル」 
を構築してください 



【本テキストの使い方】 

メッセージの流れや構成など、 
「出会いの教科書」にもあった 
基礎的なメッセージのやり方を復習してもらいつつ、 

次に、成功とNGメッセージをお見せします 

そして、それぞれのメッセージに音声解説をつけています 

メッセージを読むだけではなく、 
必ず音声解説も聞いたうえで、 
ご自身のメッセージに活用ください 

理論的な部分、具体的な部分、 
どちらも理解することで、 
あなたのメッセージがより確実なものになっていきます 

【女性とのメッセージにおける最注意事項】 

はじめにお伝えしておきたいことは、 

これはあくまでも、 
「マッチングアプリで実際に会う前」 
のメッセージのやり取りの仕方 

ということです 

アプリではなく、 
職場や学校、バイト先、 



合コン、パーティーなど、 

「一度でもリアルで出会った女性」には、 

このテキストでお話しする 
「メッセージのやり方」をして、 

距離を縮めることや、 
デートに誘うことを狙わないでください。 

というのも、 

「女性を落とすこと」 

その大きな要素を占めるのは 
「対面しているときの会話」 
にかかっています。 

実際に対面して会っているとき、 

・女性が本音を話せているか 
・感情が揺さぶられているか 
・「もっと話したい」「一緒にいたい」と思っているか 
・恋愛テクニックを使ってドキドキしているか　など、 

一言で言ってしまえば、 

『男としての魅力を伝えられる会話ができているか』 

これによって、 
意中の女性を落とせるか、 

あなたの運命は決まります 

そして、この「男としての魅力」を伝えるのは、 



LINEなどの「メッセージのやりとり」ではできません 

なぜかとうと、 

メッセージを使って距離を縮めようとするのは、 
「男として弱い」と認識されるからです。 

メッセージでやりとりは楽です。 

お互い顔を見る必要もなく感情もバレない 
どんな内容で返すか考える時間もあったり、 

いつもなら言えないことだって 
文章なら言えてしまいます。 

かといって、 

「メッセージ」に頼っていると、 
その「弱さ」や「逃げ」は女性に見透かされます。 

「会話もせずメッセージに頼ろうとしている」 
「リアルでの会話力は少ないのに、 
　メッセージなどは送ってくる」 

こう女性は思うようになり、 
その違和感はやがて「男として弱い」という認識になります。 

そして最終的には、 
「恋愛対象として見れない」 
と外されてしまうのです、 

また、「リアルで出会った女性」に、 
「メッセージのやりとり」を 
狙ってはいけない理由はもう一つあります。 



それは、 

とにかくメッセージは 
『好意がバレやすい』からです。 

返信内容、返信速度、文章量、感情表現の仕方、など、 
メッセージはあらゆる面において、 

女性は男性の「好意」を感じとります。 
そして、好意がバレてしまう危険性があります。 

「なんでこんなの送ってしまたんだろう？…」 
「これは送らなくてよかった…」 

と思ってしまった経験はないでしょうか、 

文章だからこそ、 
普段言えないことを言ってしまうのです。 

その他、返信速度もそうです、 

早く返信することで、 

「あなたと繋がっていたい」 
「もっと話したい」 
「あわよくば…」 

という気持ちが筒抜けになってしまうのです。 

その時点でアウトです。 

女性に好意がばれ、 
完全に惚れている場合をのぞき、 

次からあなたのLINEを「プレッシャー」と 



感じるようになります。 

女性にとって、 
自分が好意のない男性から、 
好意を向けれらるほど、 
気持ち悪いことはありません、 

こうなってしまってからの挽回方法もありますが、 
一度好意がバレてしまうと、 

好意バレ前より、何倍、何十倍もの 
時間と労力が必要になってしまいます。 

何を言いたいのかというと、 

一度でもリアルで会った後に、 
メッセージのやりとりで女性の好感レベルを上げようとすることは、 
不可能だし、危険しかない 

ということです。 

くどいようですが、 
今回お話しする内容はあくまでも 

「マッチングアプリで実際に出会う前」 
の状況のことです。 

このメッセージのやりとりが不自然でないなかで、 
いかに好意バレせず、距離を縮め、最終的には、 

「実際に会う約束と取り付けることができるか」 

このメッセージのやり方について、 
成功例、失敗例、どちらの観点も参考に解説していきます。 



必ずこのテキスト通りに、 
メッセージのやりとりを行い、 

マッチングした女性との、 
実際に会える確率を極限まで引き上げてください。 

【メッセージで意識するべきこと】 

出会えるメッセージをやりとりするコツ 

それは何かというと、 

「出会いの教科書」でもお話しましたが、 

以下の２つのことを意識しながら 
メッセージのやりとりをすることです 

１．警戒心を解いて距離を縮める（やりとりの前半部分）　　　 
２．デートへ繋がるメッセージをする（やりとりの後半部分） 

が、さらに端的に言ってしまうと、 

「メッセージゴールはデートのアポをとる」 

ということを意識してメッセージをすることです 

「盛り上がりそうな話題振るか…」 
「話したらLINE交換したいな…」 

と、なんとなくでメッセージを続けていても、 
マッチした女性とは出会えません、 

ただただメッセージを続けていても、 



女性が「会ってもいい」と思っているタイミングを逃してしまったり、 

LINE交換というのも、 
会うまでの必須事項でもありません、 

むしろ、切り出すことで断れる可能性も高く、 
そこから「好意バレ」 

そして、その後は既読スルーといった危険性が高くなります 

すべてのメッセージは、 
デートのアポをとる（実際に会う約束をする）までの逆算であること 

「ゴールはデートのアポをとる」 
ということを意識しながら、 

以下の流れ通りメッセージをしてください 

はじめのメッセージを送る 
↓ 
お互いの共通点や 
相手の話したいであろう話題を振る 
↓ 
食の好み、活動場所について話す 
↓ 
ご飯を提案する 
↓ 
日程の調整 
↓ 
LINEの交換（※状況による） 
↓ 
当日、実際に会う  

この意識を持つことで、 
メッセージが途切れることがなく、 



実際に女性と出会える確率が上昇します 

【メッセージの基本構成】 

こちらも教科書でお話ししましたが、 
メッセージの基本文章構成は 

・共感or褒める 
・深堀りの質問 
・自己開示 

この順番でひとつのメッセージを作りだすことです 

どれか一つでも欠けてしまうと、 

例えば、 

共感や褒める部分がなく 
質問と自己開示のみ 

共感や褒めるをして質問はあるが 
自己開示がない 

といったメッセージを送ってしまうと、 

・返信しずらい 
・やりとりが心地悪い 

と思われてしまったり、 

とくに「質問」だけでメッセージを終わらせてしまうと 



「話をなんとか続けたい」 

という好意がばれ、 

女性にプレッシャーを与えることに 
なってしまいます 

ここは本当に多くの男性がやってしまうミスです 

これからご紹介する、 
私が実際に女性に会うまでの 
成功メッセージも基本的にこの構成を守っています 

・メッセージのゴールはアポをとる 
・基本構成を守ってメッセージを送る 

まずはこの二つに注目して 
成功メッセージ、そして失敗メッセージも 
参考にしてください 

その他、注意点、解説等 
それぞれのメッセージでお話します 

【パクるだけで女性と出会える～至高の成功
メッセージ集～】 

それでは、私がデートまでアポをとった 
実際のメッセージをご紹介していきます。 

黒い文字が、私が送ったメッセージ、 
赤い文字が、女性からのメッセージです。 



■ 1人目　22歳　看護師とのメッセージ 

1日目　21:47 

はじめまして、ゆうとです 

僕もk-popやカフェ巡りが 
好きなのでいいねしました 

気軽にやりとりしましょー 
よろしくお願い致します 

2日目　22:38 

はじめまして！ 
k-pop好きなんですね！ 
嬉しいです😳  
私もにわかですが、邦ロック好きでいいねしました 
こちらこそ仲良くして下さい～！ 
よろしくお願いします☺  

23:35 

最近は王道ですがBLACKPINKは 
やっぱすごいなって笑 
NCTが1番好きなんですか？ 
かっこいいですよねー 

3日目 15:44 

NCTわかるんですか😳  
かっこいいです！ 



BLACKPINKもかっこいいですよね！ 
よく曲聴きます 

20:35 

めっちゃいいですよね笑 
NCTは好きなメンバーとかいるんですか? 
妹の影響で最近知りました笑 

21:11 

本当に良いですよね~! 
曲もかっこよくて 
ウィンウィンが好きです! 
でもグループ全体好きです笑 
そうなんですね😳  

22:31 

あの可愛い系の人ですね笑 
中性的なかんじが好きなんですか? 

僕はBLACKPINKだったらリサですね、 
同じくグループ全体と 
して好きですが笑 

23:33 

言われてみれば、 
中性的なかんじ好きかもです☺  
リサ好きなんですね~! 
普段はかわいいのに、踊ってるときかっこよすぎですよね✨  



4日目　20:26 

そうなんです、 
そのギャップがよくて笑 
ちょっと小松菜奈とかにも似てません? 
僕はあんなかんじが好きかもしれないです笑 

23:26 

確かに似てますね笑 
目の感じが似てると 
思います! 

5日目　22:39 

たしかに目ですね笑 
そういえば、邦ロックはどんなの聴くんですか? 
僕は、マイヘアとビーバーが好きです 

6日目　6:38 

高校生の時にindigo la Endが好きでした! 
今はフェスとか、 
他のバンドのライブも行ってます☺  
コロナで最近行けてないですが 

６:39 

マイヘアとビーバーちゃん 
と聞いたことないので、おすすめ曲教えて欲しいです😳 ✨  



21:24 

indigoいいですね、 
絵音さんの才能が笑 

21:24 

マイヘアだったら、 
グッバイマイマリ、ビーバーだったら、 
予感って曲がいいですよ! 
ビーバーの方が好きです笑 

22:18 

凄いですよね笑 

おすすめありがとうございます😳  
そうなんですね~! 
聞いてみます✨  

23:27 

indigoは何の曲お好きなんです 
か?僕は無難に、夏夜のマジッ 
クと雫に恋してです笑 

7日目　8:03 

私もその曲好きです! 
名もなきハッピーエンドとか 
夜明けの街でサヨナラをとか好きです✨  



8:05 

予感聞きました~! 
凄いいい曲ですね😄  
ドラマの曲ですよね? 
そのドラマ見てたので、 
すぐわかりました笑 

23:24 

いい曲ですよね!ほんと好きで笑 
そうですよー高橋一生のやつ! 

23:27 

早くライブとか遊びに行きたいですね笑、 
休みの日にライブないのが寂しいです笑 

8日目　7:38 
凄いにわかなんですけど、 
爽やかだけどロックな感じ 
良かったです☺  

7:39 

そうですよね😭  
私もライブ行けないの本当寂しいです、 
お休みの日やること無くて💦  

20:41 

やることないのわかります笑 
前は友達とバンドしたり 



ご飯行ったりしたんですけど、 
やっぱ減りましたね笑 

20:41 

いつもどこで遊びます? 
僕は新宿、渋谷、恵比寿が多いです 

22:46 

ですよね笑 
友達とも会いづらいですよね 
たまに会うぐらいで、寂しいです 

22:47 

最寄りが〇〇なので、 
〇〇が多いです! 

9日目　22:02 
〇〇にお住まいなんですね 
菊名とか新横浜だったら 
よく行きます笑 

22:02 

こんどそこら辺でご飯でも行きましょー 
もしコロナとかで嫌じゃなければ 

10日目　12:30 

そうなんですね😊  



12:31 

全然行きましょう! 

（この後は教科書通りに日程を合わせる） 

このメッセージについて、 
詳しいことは音声にて解説しました 

・相手の女性が自分と趣味が合わなかったときの対処法 
・コロナ禍におけるアプリでの女性の会い方 

も同時にお話しています 

詳しくは音声解説を聞いてください 

【１人目の音声解説はこちら】 

解説は下記のURLをクリックしてください 
→http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/
df28c3b47697d18a6809fd0bfa86c0f7.m4a 

■2人目　22歳　アパレル系とのメッセージ 

1日目　0:16 

はじめまして、ゆうとです 

趣味が合いそうだとおもっていいねしました！ 

ヒロアカや鬼滅お好きなんですか？ 
僕が好きで笑 

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/df28c3b47697d18a6809fd0bfa86c0f7.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/df28c3b47697d18a6809fd0bfa86c0f7.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/df28c3b47697d18a6809fd0bfa86c0f7.m4a


気軽にやりとりしましょー 
よろしくお願い致します 

0:32 

こちらこそありがとうございます！ 
よろしくお願い致します！ 

ヒロアカ鬼滅とか少年漫画系のもの好きです！ 
今週ヒロアカ ずっと見てました笑 

0:42 

ほんとですか笑 
おもしろいですよね 

僕も少し前に見てて、 
今は早く新しいのやらないかなって感じです笑 

11:11 

どハマりしちゃいました笑 
まだシーズン3なので頑張ってみます笑 
休日は何されてるんですか？ 

19:01 

友達とバンドしたり、 
おいしいもの食べに行ったりしてます 

ゆうさんは何してます？ 
カフェとか詳しそうですね笑 



21:16 

バンドかっこいいですね！ 

私は大体友達と出かけてるか、 
何もない日もどこかしら散歩してます 

コーヒー好きなのでカフェも行きます～！ 

22:56 

散歩いいですね、僕も好きです笑 
いつもどこら辺に行くんですか？ 
僕はいつも渋谷とか行きますー 

2日目　12:54 

散歩楽しいですよね～！ 

好きな音楽聴きながら歩くのが好きです笑 

わたしも出かけるなら渋谷が多いです！ 

23:22 

音楽と散歩は最高です 
僕もよくロック聴いてます笑 

基本は土日休みですか？ 
渋谷いいですよねー！ 

3日目　6:50 

バンドやっているんですもんね！ 



何弾いてるんですか？ 

土日休みです！ 
遊ぶのも飲むのもいろいろあるので 
尽きないですよね笑 

18:56 

最近はマイヘアとかビーバー弾いてます！ 

最近はまっているアーティストとかいます？ 
尽きないです！渋谷すきです笑 

4日目　7:46 

すごい！ 
どっちもちょいちょい聴きます！ 

最近はハマるアーティスト探したくて 
適当に流してます！ 

私も渋谷好きです～！ 

22:12 

いいですね！ 
とくにビーバーは最高です笑 

渋谷で遊びたいです笑 
今度渋谷のカフェにでも行きませんか？ 
もしコロナとか嫌じゃければー 

5日目  0:10 

いいですよー！ 



コロナやばいですけど密避ければ大丈夫です～！ 

（この後は教科書通りに日程を合わせる） 

【2人目の音声解説】 

解説は下記のURLをクリックしてください 
→http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/
2021/02/70d2346605b11df8fb49d6c71733d465.m4a 

■3人目　25歳　事務職とのメッセージ 

1日目　23:01 

はじめまして、ゆうとです 

趣味が合いそうだと思っていいねしました 

saucydogお好きなんですか？ 
僕もすきで笑 

気軽にやりとりしましょー 
よろしくお願い致します 

2日目 1:04 

はじめまして！ 
サウシー好きです！ 
よくライブも行ってましたよ○ 
よろしくお願い致します🙇  

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/70d2346605b11df8fb49d6c71733d465.m4a
http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/70d2346605b11df8fb49d6c71733d465.m4a


 2:30 

僕もフェスとかでもよく観てましたー 
ダンスとかやっているんですか？ 
プロフ写真気になりました笑 

 11:33 

一緒ですね！ 
本当は30日にカウントダウンジャパンライブあったんですけど 
中止になりました…涙 
週2くらいでレッスン通っています！ 
写真のどこかにいます◎笑 

3日目 20:54 

僕もCDJ29日に行く予定でした笑 
サウシー以外にも気になるバンドとかいたんですか？ 
早くライブとかいきたいです笑 

22:34 

え！まさかの！笑 
誰目当てだったんですかー？ 
私はアジカンとかshe's見たかったんです～ 
ほんと、、当分は無理そうですよねー。。😕  

23:28 

クリープ、赤い公園、ジェニーハイとかです！ 
休みはライブばっかりいってたんですけどねー 

休みの日はだいたいダンスですか？ 
かっこいいなと思って笑 



4日目 　1:34 

いいですね～！いやぁ残念… 
ほんと、お好きなんですね！ 
今年ライブなくてなにしてましたかー？😂  

そうです、最近はダンスばっかりしています（笑） 
そこまで上手くないですけど、 
発散にもなるし楽しいですよ！ 

21:22 

好きです笑 
バンドの練習か友達と飲みでも行ってました！ 

普段お酒とか飲まれますか？ 
早く大人数で遊びたいですねー 

5日目　11:52 

バンドやられてるんですか！ 
すごいー！趣味でやっているんですか？ 
普段飲みますよ！昨日仕事納めだったので、 
久々に飲みに行きました✨  

19:54 

趣味で高校生のときからやっています笑 

いいですね、普段はどの辺にいかれるんですか？ 

僕は新宿、渋谷、恵比寿が多いですー 



6日目  0:09 

おおすごい！ 
高校生の時の軽音楽部とかキラキラしているイメージです😳 ✨  
東京駅とか新宿、吉祥寺らへんが多いです！ 
恵比寿とか全然分からないです～ 

1:25 

それなりに楽しかったです笑 

新宿、吉祥寺らへんいいですね、 
新宿でおすすめの居酒屋があるので 
今度よかったら行きましょー 

もしコロナとか気にならなければ 

16:54 

ぜひぜひ～！ 
全く気にしてはいないわけではなですが、 
キリがないですよね、、 

（この後は教科書通りに日程を合わせる） 

【3人目の音声解説】 

解説は下記のURLをクリックしてください 
→http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/
a48e8e616548a96c4d98b9db4f10a667.m4a 
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【NGメッセージ集～NGを知って出会える
メッセージを確立～】 

次に、失敗メッセージをお見せします 

（コンサルを受ける前のコンサル生の方から、 
　メッセージをいただきました） 

あなたも無意識にやってしまった経験のある 
「NGメッセージ」が必ずあります。 

「NG」を知ることで、より実際に会える、 
メッセージの精度が高まります。 
こちらも例と解説、どちらも参考にして、 
マッチング後のメッセージをより確実なものにしてください。 

黒い文字が、コンサル生の方が送ったメッセージ、 
赤い文字が、女性からのメッセージです。 

■NG例  1人目  25歳 OL 
  
1日目　18:33 

はじめまして!〇〇といいます。 
よろしくお願いします☺  
写真は猫カフェですか? 

19:04 

初めまして(‘▽') 
メッセージありがとうございます! 



〇〇です!〇〇さん、 
よろしくお願いします🤗  

はい、猫カフェです✨  
大阪のどちらにお住みですか? 

20:41 

〇〇さんですね☺  

癒されそうですね! 

僕は〇〇に住んでます。 
〇〇さんは市内とかですか? 

2日目　10:34 

はい、〇〇です! 
癒されます( ^ω^ ) 

〇〇!!私は〇〇市です😦 ✨  

20:51 

僕の実家も猫2匹飼ってます☺  
2匹共全く懐いてくれませんが笑 

ちょっと南の方ですね! 
ってことは普段遊びに行くのは難波とか?? 



22:18 

実家にいてるんですね(^^) 
いいないいな!懐いて一😂 ✨ 笑 

そうですね、天王寺が多いかな?? 

23:27 

両方とも捨て猫だったんですが、 
1匹はおかんに、 

もう1匹は妹にしか懐いてないという😂  

何か飼ってたりしますか?? 

そうなんですね! 
たしかにそっちの方が近いですね! 

3日　16:18 

あららら😭 笑 

女性が好きなのかな?? 
いまはなにも飼ってないです! 
過去はセキセイインコやモルモット、 

ハムスターを飼っていました☺  

〇〇さんは普段はどちらまで？( ^ω^ ) 

4日　7:35 

そうかなんですかね笑いいですね! 



ハムスターとかかわいいですよね☺  

僕は梅田が多いですね! 
最近は出掛けたりしてますか?? 

（この後メッセージが途切れる） 

【NG例1人目の音声解説はこちら】 

音声で具体的なNGポイントを知ってください 
→http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/
c00db15205403949501521cb07d6c5bb.m4a 

■NG例　2人目　21歳　大学生 

1日目　7:17 

初めましてっ☺  

〇〇といいます😌 ❣  

ぜひ仲良くしてください😻  

7:57 

はじめまして!〇〇といいます 

よろしくお願いします 
写真は成人式ですか? ☺  
8:16 

〇〇さんっ🥺 ❤  

http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/c00db15205403949501521cb07d6c5bb.m4a
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よろしくお願いしますっ♬ 
違いますよ😿  

8:30 

それは失礼しました😂  
みなさんは学生ですか? 
僕は車メーカーで働いてます☺  

14:09 

失礼なことないですよ😌 ✨  

私は大学2回生です😊  

えええっすごいエリートさんですね❣ 💕  

18:30 

そうなんですね! 
普段は何して過ごしてるんですか? 
僕は野球したり、映画観たり、 
ゆっくりしたりしてます☺  

そんな事ないですよ笑 

2日目　4:30 

とても休日充実してらっしゃいますね♬ 
私は友達と外食しに行ったり動画を 
見て過ごしています😌  



8:46 

楽しい事が好きなのでも 
話しにくいので、 
よかったらタメロにしましょう! 

いいですね! 
どんな動画観るんですか? 
僕はお笑いとか野球の練習動画とか観ます☺  

10:14 

いやいやっ💦  
まだ知り合ったばっかですし 
気を遣うので敬語でいかせてください😊 💕  
私は美容に関することだとか 
好きなyoutuberだったりしますね👼  

17:24 

了解です☺  
なるほど!どんなYouTuberさんが 
好きなんですか? ☺  

３日目　2:54  

東海オンエアです🥺 ❤  



8:03 

あ、見かけた事はあります☺  
6人組のYouTuberさんですよね 
結構遅くまで起きてるんですね😲  
今は大学はオンラインとかですか?? 

16:37 

そうなんですお詳しいですね💕  
大学とバイトでこんな時間まで 
起きてることありますね☺  

20:15 

なるほど!遅い時間までだと居酒屋とか?? 
僕は昔、マクドでバイトしてましたよ 

４日目　11:39 

はいそうですね🥺 💕  
そうなんですね♬ 
大変ですね😌 ❣  

19:29 

そういえば何でここはじめたの? 
大学なら出会いありそうだけど 

（この後メッセージが途切れる） 



【NG例2人目の音声解説はこちら】 

音声で具体的なNGポイントを知ってください 
→http://muji-t-shirts.com/wp-content/uploads/2021/02/
d9de37cb9283192c650d9b141fa81eb3.m4a 

【最後に】 
「メッセージって難しい」 

そう思われているかもしれません 
私もそう思っていました 

が、今ではなんてことなく、 
マッチした女性とメッセージを続かせ、 

実際に女性と会っています 

私がメッセージで意識していることは 
大きくいってしまうと 

・流れ 
・構成 

そして、 

この女性は何が好きで、 
何に興味がありながら生きているのか？ 

を見極めていることです 
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「そんなの見極めるのは難しい」 

と思われるかもしれませんが、 

写真、プロフィール文章、各種設定項目、、 

そのすべてから、 

その女性が本当に話したいことを 
見極めてください 

ただ、はじめからうまくいかなくてもいいので、 
まずは、見極める「癖」だけでもつけてください 

女性の話したいことを見極めては 
その話をさせて、 
自分も自己開示をしつつ、 

あとは、ご飯の話に誘導していく 

メッセージはこれだけです 

マッチした女性はよく観察してみてください 

女性が「話したい！」と思っている話題をだせば、 

アプリのメッセージでは 
とくに変わったこと、難しいことをせず、 

「ちょっとした作業」 

のような感覚で女性と出会うことができます、 

今回の特典は、 



メッセージで特に悩むことなく、途切れることなく、 
マッチした女性とはスムーズに会えるようになってほしい 

そんな思いで作成させていただきました 

また、メッセージというのは 

「会話の延長」です 

会話のように、 
やればやるほど「スキル」があがっていきますし、 
その「メッセージスキル」は、 

「リアルの会話」でも効果を示します 

この成功集、NGを復習しながら、 

ぜひ、ご自身の「メッセージスキル」を確立させてください 

そして、実際に会えるようになったとき 

次にある問題は「デートでの会話」です 

デートでの会話は簡単にいってしまうと 

１ 楽しい会話  
２ タイプ別の恋愛テクニック  
３ 曖昧な好意  
４ 必ずその場で次回のデートを決める  
５ 早めに切り上げる（去り際） 

この５つが重要となります。 

どれかひとつでもできていなければ、 



デートを繰り返しても、 

最終的には付き合えなかったり、 

そもそも２回目のデートに繋がらない 

という状況にかなりの方が陥ります 

「デートは試験会場」 

結局はデートでの会話力がなければ、 
いくらメッセージスキルをつけても無駄になります 

会話はどんなことを話せばいいの？ 
会話はスキルはどうやってみにつくの？ 

というのもお話ししたいのですが、 

こういったことに関しては、 

『恋愛会話術セミナー 動画版』 
という特別動画があります。 

【恋愛会話術セミナー 動画版はこちらから】 
https://muji-t-shirts.com/kaiwaseminar-deainokyoukasyo/ 

ぜひ参考にしてみてください。 

まずは、メッセージスキルを確立し、 
女性に出会いまくってください 

この文章を読んでいただいているあなたに、 
素晴らしい出会いがあることを心よりお祈りしています 

https://muji-t-shirts.com/kaiwaseminar-deainokyoukasyo/


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 


