
普通の会社員が普通にセフレを作る秘密 

 

この書籍は、アラサーメンズが真剣に女遊びをするためにどうしたらいいのか？具体的な

指南書になります。 

 

真剣な婚活ではなく、真剣にヤるためのセフ活といった感じでしょうか。 

 

率直にいいますが、俺は恋愛などは面倒だと思うタイプですし、めちゃくちゃ女性にモテ

るというわけでもないですし、男前でもありません。 

 

しかし、セフレをつくることができています。 

 

人妻やキャバ嬢、学生やグラビアなどの仕事をしている女性とセフレ関係を構築すること

に成功（性交）していますし、これは誰にでも出来ると断言できます。 

 

なぜか？ 

 

多くの男性は勘違いしているのですが、セックスしたい男=結婚したい男だと考えています。 

 

しかし現実はそうではなく、結婚したいしたい男とセックスしたい男は別です。 

 

ここを混同するから、 

「セックスするには、見た目がよくなきゃじゃないの？」 

「お金がないと、口説けないでしょ？」 

みたいな幻想が生まれます。 

 

女性とセフレになるのに、見た目もお金も、トークも必要ありません。 

 

普通の３０代の男が普通に綺麗な女とセックスするためには、婚活的なアプローチでは確

率が低いですし、ヤれません。 

 

この電子書籍は非常に安い値段で利益も私にほとんどないですが、あなたの人生を変える

ほどのインパクトがあります。 

 

「なんでそんな情報を出すんだ？」 

と思うかもしれませんが、これはある意味では俺の性癖です。 



 

元々男はばらまき体質、色んな女とヤりまくりたいし、自分のタネをばらまき、それであ

なたが女に精子をぶっかければ、それでいいのです。 

 

いうなればこの本は俺からあなたへ顔射するようなもの、濃いし臭いし劇薬です。 

 

しかし、読んだ（飲んだ）後に、実際に実行すればあなたはセックスに困ることはなくな

ります。 

 

もちろん、風俗へイクこともなくなるでしょう。 

 

男はヤらなきゃ意味がないと思います。 

 

もっとペニスを使ってください、女に。 

 

それではイきますよ。 

 

 

セフレとは？  

 

そもそもセフレとはなんでしょうか？ 

 

セックスする友達？ 

 

イメージ的にはただ快楽を求めて、セックス大好きな女が体の相性が良い男性と仲良くヤ

るけど、性格的にはそんなに合わないから体の関係だけに留めている…みたいな感じです

かね。 

 

しかし、実際のセフレは違います。 

 

何でも話せる異性の友達、って感じです。 

 

よくあるモテない男の妄想をいいましょう。 

 

実際に痴女みたいな女がいて、エロいと。 

 



その性欲を満たすために、手当たり次第男にアプローチしてセフレになる…というのは漫

画ではありそうですけど、実際に俺はそういった痴女的な女性に会ったことはないです。 

 

さえない男の幻想ですね。 

 

それに断言できますが、女性は全員エロいです。 

 

ただ、そのエロさを隠しているのでモテない男性が勝手に 

「エロい女性がどこかにいて、そのエロい女性にさえ会えれば…」 

みたいなストーリーを妄想してシコってるだけです。笑 

 

 

多様化する恋愛と嘘ばかりの世の中 

 

今の時代は、何が正解なのかよくわかりません。 

 

芸能人の不倫なんかが問題になっていますが、実際に世の中に不倫している人なんて山ほ

どいますし、逆に男性の既婚者で若い女性に誘惑されて断れる男っているのでしょうか？ 

 

職場で新卒の女性社員が入ってきて、顔はアイドルのように可愛く、さらに巨乳だと。 

 

それで職場のイベントがきっかけで LINE 交換することになり、休日などにも連絡がくる

ようになったと。 

 

「あの映画もうみました？」 

みたいな感じで女性の方から連絡があり、一緒に映画を観に行くことに。 

 

その後に、 

「お酒も飲みたい」 

というので居酒屋に。 

 

どうやら彼氏とうまくいっていないみたいで、色々と悩みを聞いていたら良い雰囲気に。 

 

ヤるでしょ、そんなもんは。 

 

ここで 



「俺には妻がいるしなんちゃら～」 

みたいなこと言わないでしょ。 

 

ここでヤらない男はクソです。 

 

まあそんな感じで、実際に 

「不倫？許せん」 

みたいなこと言っている人も建前で言っているだけで、世の中にはそんなウソが蔓延って

いるわけです。 

 

アイドルが恋愛禁止とか言っている裏でヤりまくっているのと一緒ですね。（本当はどうか

知りませんが…） 

 

女性だって性欲はあるし、ムラムラしてヤりたくなる時はあるわけです。 

 

実際に俺がセフレになった女性たちは、彼氏や旦那がいることが多いです。 

 

しかしパートナーがいるからこそ、その大事なパートナーにはいえない悩みなどを抱えて

いるわけです。 

 

あなたに彼女や奥さんがいるとして、彼女に全部話せるか？というと話せないと思います。 

 

それよりも、浮気相手の女性に何でも喋っちゃう、みたいな感覚って、あると思います。

笑 

 

 

恋愛もそもそも脳内現象 

 

俺がよくセックスしている人妻が 

「旦那が嫌いで愛していない、でも子供は好きだから離婚はしない」 

というようなことを言っていました。 

 

さらにその人妻は俺とセックスしているにも関わらず、旦那の浮気の証拠を探していまし

たからね。 

 

もし離婚したくなったら、慰謝料請求する気だと。 



 

怖すぎますね。 

 

しかし俺はこれには妙に納得してしまいました。 

 

なぜなら、俺の両親も離婚はしていないのですが、すごく愛し合っている感じはないから

です。 

 

さらに３０になったので、地元の友達なんかで結婚し子供がいる奴もいるわけですよ、し

かし結婚当初の熱い感じはないです。 

 

もう気付いていると思うんですが、夢を抱いて結婚したはいいものの、その熱を持続でき

るカップルってほとんどいませんよね。 

 

恋愛というのもそもそも脳内で起こるバグみたいなものですし、俺はそこまで恋愛や結婚

にこだわりがありません。 

 

そしてこれは、自分の欲望に対して自由な人ほど顕著です。 

 

何が言いたいかと言うと、もっと自分の欲望に素直になれということです。笑 

 

常識などに囚われて善人ぶっていると、大切な自分の気持ちを忘れてしまいます。 

 

なんでこんなぐだぐだセフレ作りに関係なさそうな話をしているかというと、人間の闇を

知ることで女性にモテるからです。 

 

女性はあなたが思っている以上に 

「なんでも喋れそうな口の堅い男」 

を求めています。 

 

綺麗ごとばかり言ってくる男は信用できないのです。 

 

しかしなぜか男は女性にモテたくて誠実さをアピールしてしまう。 

 

そういう嘘は、女性も馬鹿ではないので見抜いてしまうのです。 

 



女性とセフレ関係になるためには、自分の欲望に正直であり女性の闇の部分を知る必要が

あるのです。 

 

初めて会った女性に 

「いや、もう見た時からヤりたかった」 

と、堂々と言える男がヤれます。 

 

普通の男は妙に紳士ぶってそういう本音を言いません。 

 

結果、ヤれません。 

 

そこで、本音を言える男が今はモテるんですよ。 

 

真面目な男を尻目に、自分の欲望に忠実な男がしれっと色んな女とヤってる現実が、ある

のです。 

 

 

セフレはどこで作るのが正解か？ 

  

さて、ここからは実際にセフレをつくるための方法をお伝えしていきます。 

 

まず「セフレ欲しいな～」と具体的に思っている女性はほとんどいませんので、こちらか

ら仕掛けていく必要があるわけですね。 

 

そこでセールスの言葉で参考になる言葉があります。 

 

それは 

・アウトバウンド 

・インバウンド 

という言葉です。 

 

アウトバウンドは飛び込み営業など、その気のないお客さんをその気にさせる営業方法で

す。 

 

インバウンドは逆で、店舗型の営業で服屋さんなんかそうですよね。 

 



「この服どうですか？」 

と飛び込みでその辺に歩いている人に売るのは難しいですが、店舗にきたお客さんに売る

のは容易です。 

 

なんとなくあなたも感じたと思うのですが、アウトバウンドは恋愛市場においてナンパで

すね。 

 

その気のない女性に、自分という商品を売り込むわけです。 

 

これはめちゃくちゃ営業力つきますけど、普通の人にはハードルが高いです。 

 

３０代の男性が路上に出て、 

「さ、いこーか」 

とはなかなかなりませんよね。笑 

 

 

相席居酒屋、街コンはハードルが高い 

 

ではインバウンド（お客さんの方からお店に来る）の相席居酒屋や街コンなどのイベント

はどうでしょうか？ 

 

これは悪くないのですが、けっこうお金がかかります。 

 

恋愛などの女遊びは片手間でやりたい俺にとって、いちいち友達と予定を合わせるのも面

倒ですし、女とあまり喋ったことのない男性にとってはハードルが高いです。 

 

ただ、ナンパよりは簡単なのでヤりたい人は全然ヤればいいと思います。 

 

一人で参加できるパーティーなんかもありますし。 

 

それと、ライバルがそこそこ強いというのも難点です。 

 

かっこいい男も相席や街コンに参加したりするので、そういった男と比べられると初心者

には少し難しいです。 

 

では、ライバルが弱く、かつ合理的にエロい女を捕まえるとなると…。（ここでいうエロい



とは、痴女的な意味ではなく、現時点で男を欲している状態の女を指します） 

 

 

ネットを使うのが合理的 

 

俺が出した結論は、「ネットを使う」です。 

 

やはりネットはレバレッジがききますし、効率が良いです。 

 

レバレッジは金融の言葉で「最小の労力で最大の効果を出す」みたいな意味だったとおも

うのですが、まあ合理的という意味です。笑 

 

よく昔は 

「ホームページは優秀な営業マンだ」 

と企業にホームページを売り込むときに俺が言っていましたが、まさにそんな感じです。 

 

出会い系アプリに自分を登録しておけば、俺が寝ている時も勝手に自分のことを売り込ん

でくれますし、片手間で空いた時間に女性にアプローチできるわけです。 

 

そして自分に興味のある女性にだけ会えばいいので、すごい簡単なわけですね。 

 

まあ実際、自分に興味のない女性は会うまでに至らないので、当然なんですけど。笑 

 

 

出会い系アプリの魅力 

 

さて、出会い系という言葉が出てきましたが、今は出会い系アプリは非常にカジュアルな

ものになりました。 

 

昔は出会い系といえば援助交際の温床であり、「怪しい」というイメージがありましたが、

今はフェイスブックに連動しているマッチングアプリというものが出てきたので、インタ

ーネットでの出会いに抵抗のある人は昔に比べてほとんどいなくなったといってもいいで

しょう。 

 

アメリカでは、ネットでの出会いの方が離婚率が低いというデータもあり、今後はリアル

での出会い（職場など）よりも、ネットでの出会いが主流になることが予想されます。 



 

それと、趣味や嗜好など、様々な条件で選べるため、実際に自分の行動範囲よりも広く異

性を選べるのも魅力ですよね。 

 

例えばかなりマニアックな趣味をもっているとして、周りにはそんな趣味の人はいないと。 

 

でもネットで検索すれば、同じ趣味の人に出会えますよね。 

 

恋愛もそんな感じになってきたってことです。 

 

 

フェイスブック系のアプリとの違い 

 

じゃあ、フェイスブック連動型のマッチングアプリを使えばいいんですね！とあなたは思

ったと思うんですが、俺がおすすめするのは違います。 

 

昔ながらの、出会い系アプリです。 

 

これには理由があって、フェイスブックから入るマッチングアプリは女性の質はいいもの

の、ライバルが強いです。 

 

年収やスペックで男性も選ばれるため、普通の会社員ではなかなかマッチングしません。 

 

とにかく最初は 

「ヤることが重要」 

と俺は考えているため、相席居酒屋や街コン、フェイスブック連動型のマッチングアプリ

も、ちょっと初心者には難しいんですね。 

 

その分、普通にヤれている男性には絶好の狩場でしょう。 

 

出会い系アプリは、ライバルがクソみたいに弱いです。 

 

なぜなら、エロ本みてそのまま登録し、「ヤろうよ」みたいなメッセージを送っちゃうよう

な、頭の弱い男ばかりだからです。 

 

 



狙うは人妻？ 

  

さあ、やっとここで出会い系アプリの登場です。 

 

フェイスブックなんかの実名アプリが普及し、それに伴いマッチングアプリが普及したこ

とにより、それに登録できない暇をもてあました人妻なんかが出会い系アプリに流れてき

ています。 

 

また顔を出すとまずい水商売の女性や、彼氏がいる女性なんかが登録しています。 

 

変わり種としては、メイド喫茶で働いている女性なんかも、出会い系アプリで知り合いヤ

れました。 

 

こういったなにかの事情で顔出しNGの女性が、出会い系アプリにわんさかいるわけです。 

 

そして、そういった女性はかなりヤりやすいです。 

 

またアングラで、割り切りの女性なども多いため、そこにいる男性ユーザーのレベルも非

常に低いです。 

 

「かわいいね、いくらでヤれるの？」 

みたいなメッセージを平気で送る男が多いので、普通のメッセージをするだけで好印象…

という意味の分からない現状があります。笑 

 

こういった理由から、俺はまず初心者がセフレをつくるなら出会い系アプリしかないと考

えています。 

 

実際にそれで俺もセフレを作っているので、おすすめです。 

 

 

まずは見た目から 

 

普通の恋愛本だと、ここから出会い系アプリの解説に入るのですが、俺はリアルを追求し

ます。 

 

まず、見た目がダサいとヤれません。 



 

恋愛商材ってご存知ですか？ 

 

まあ、この本もその類にはいると思うんですが。笑 

 

モテるテクニックなんかを何万円で売っていたりするんですが、そのセミナーに俺は行っ

たことがあります。 

 

そこで驚いたのが、そこにいる男たちのダサさです。 

 

それで「女性をイジるナンパテクニック」なんかを学んでいるわけですから、まさに狂気

の沙汰としか思えません。 

 

くそダサい男が女性に「そのバッグでかすぎない？」みたいに女性のファッションをイジ

っても、絶対つかまんないでしょと。笑 

 

恋愛商材を売る側はむしろお客さんがモテないでいてくれた方がいいので、何も言いませ

ん。 

 

で、お客さんはもっとテクニックを知ろうと情報を買うと。 

 

違うんですよ。 

 

まずダサいその服装をどうにかしろと。 

 

逆に言えば、ダサい雰囲気さえ変えればセフレはできます。 

 

この本を読んでいるあなたには真実を知ってもらいたいので、あえてここで見た目の話を

いれています。 

 

 

女性は男をアリかナシかで一瞬で差別する 

 

悲しい現実ですが、女性も男性と同じく、男をアリかナシかでみています。 

 

男も無意識に女性を性的な対象とみなし、ヤれるか？ヤれないか？でみていますよね。 



 

「いや、俺は違う！女性をそんな目でみていないぞ」 

と言う人がいるかもしれませんが、これは動物的な本能なのでしょうがないです。 

 

実際に心理学の実験で証明されていることです。 

 

ちなみに余談ですが、ヒッチハイクは巨乳の方がいいらしいです。 

 

男性は一瞬で女性の胸の大きさを判断し、それによって対応が変わるという実験結果もあ

るようで、面白いですよね。笑 

 

そして女性も、男性を一瞬で判断します。 

 

その時に「うわ、ださっ！」と思われたらアウトなのです。 

 

ここで救いなのは「めちゃくちゃカッコいい！」と思われる必要はないということです。 

 

つまり、ナシと思われなければいいので、最低限のポイントさせ押さえていればいいとい

うわけですね。 

 

ヒゲや眉毛ものびっぱなしで、髪の毛がボサボサ、服はダサく、口が臭い…みたいなのが

ナシというわけです。 

 

髪型を今風にして、ファッションにある程度気を使い、姿勢を正して相手の目を見て話す

…みたいなことって、実は誰にでもできますよね。 

 

誰にでもできるんですけど、ほとんどの男はしていないので、ヤれないわけです。 

 

 

最短で流行りの髪型にする 

 

さて、髪型でかなり印象が変わります。 

 

「いや、どんな髪型いいかわからない！」と思ったあなた、大丈夫です。 

 

ホットペッパービューティーをみましょう。 



 

ホットペッパービューティー 

 

これにはランキングというものがあり、今流行りの髪型がランキングになっています。 

 

その中から自分が好きな髪型をチョイスして、美容師に「こんな感じで」といえばいいの

です。 

 

髪型を口で言うのは難しいですけど、ホットペッパービューティーには髪型の写真があり

ますので、これをスマホでみせればそれだけでオーダーできるんですね。 

 

よく「自分に合った髪型がなんちゃら～」みたいな風潮ってあると思うんですが、俺はど

うでもいいと思ってます。 

 

顔の輪郭が四角いから髪型は前髪をわけた方が輪郭がぼやけて～みたいなことですよね。 

 

うるせえよと。 

 

男でそこまでぐだぐだ気にするより、好きな髪型にするのが一番です。 

 

ただし、モヒカンなどの極端なものは NG で、あくまで女性にナシと思われない範囲で、

ということです。 

 

結局、見た目の目的は女性に「ナシ」と思われないために整えるわけで、大手美容サイト

のランキングなんかはその辺のトレンドなんかを押さえているわけです。 

 

だから、そこから自分がしたい髪型をチョイスすれば極端にハズれることはないというわ

けですね。 

 

また眉毛のカットの仕方や髪型のセットの仕方も美容師の方に聞けば OKです。 

 

髪をセットする際のワックスはマットなものがオススメです。 

 

というのも、初心者はワックスをベタベタ多めにつけてしまう傾向にあるため、艶の少な

いマットなワックスでナチュラルに仕上げた方が好印象だからです。 
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時代はナチュラルに飾らない男に流れがきていますので、なるべく自然な仕上がりになる

マットなワックスを使うようにしましょう。 

 

また美容師の選び方ですが、自分の地域でなるべく男性のカットを掲載している人を選ん

だ方が無難です。 

 

あるいは店で選んだ場合、迷わず歴の長い（店長など）を電話で指名しましょう。 

 

新規で行って、適当な人気のない美容師をつけられても嫌なので。 

 

 

最も安くファッションを整えるためには？ 

 

髪型を整えたら、次はファッションです。 

 

「ファッションって…センスが重要なんじゃ？」 

と思うかもしれませんが、大丈夫です。 

 

そんなもの、デザイナーとかじゃないとないです。 

 

パクればいいんですね、他の人から。 

 

ファッション雑誌からパクればいい！と思ったあなたは鋭いですが、今は時代はネットで

す。 

 

ファッション雑誌の場合、企業の広告との兼ね合いもあり、リアルなトレンドではなくな

りつつあります。 

 

そこで、WEARというゾゾタウンのサイトがおすすめです。 

 

WEAR 

 

ランキング形式で流行りのファッションもわかりますし、気に入ったアイテムはゾゾタウ

ンで購入できます。 

 

このサイトをみることでなんとなく 

http://wear.jp/


「あ、こういうのが今っぽいんだー」 

とわかるようになってくるんですね。 

 

雑誌をみるよりわかりやすいです、紙媒体は企業の都合上、スポンサーによって偏りがあ

りますからね。 

 

つまり、ストリートと少し乖離しているんですよ。 

 

その点WEARに載っている人たちは素人ですし、なにせお洒落です。 

 

自分の写真載せようとする人たちですからね。 

 

「お、これいいじゃん」 

というコーディネートをパクりましょう。 

 

そして、そのアイテムをそのままゾゾタウンで購入するのもいいですし、似ているアイテ

ムをリアルの店舗で買うのもよし。 

 

俺がオススメするのはユニクロです。 

 

ユニクロはベーシックなアイテムが多く、かなり使いやすいです。 

 

WEAR でユニクロと検索すると、ユニクロのアイテムを使ったコーディネートが出てくる

んですが、ユニクロだからオシャレじゃないということはなく、ファッションは値段じゃ

ないということが身体感覚でわかるはずです。 

 

さらに今っぽい感じを出したいのであれば GU、ZARA なんかがオススメです。 

 

昔はおしゃれな男性の服を買うとかなり高かったんですが、今はこういったファストファ

ッションでも十分おしゃれができるんで、ほんと良い時代です。 

 

高い服の代替品としてユニクロを着るのではなく、本当にユニクロのアイテムでおしゃれ

が可能なので、自信をもってくださいね。 

 

WEARで好きなコーディネートを選ぶ 

↓ 



似ている（同じ）アイテムを購入し、同じコーディネートを構築する 

 

これだけで、あなたは周りの男よりおしゃれになっています。 

 

もちろん、これでは学年で一番のおしゃれにはなれませんが、クラスで３番ぐらいには入

ります。 

 

ほとんどの男性は、おしゃれに興味がなくダサいですから。 

 

以上がパクりの手法です。 

 

あえて面倒な見た目の話をしましたが、何気にこれが一番大切だったりします。 

 

なぜなら、「ナシ」と判断されたらセックスまでいかないからですね。 

 

ほとんどの恋愛本に見た目の重要性が書かれていないことに疑問を感じたので、かきまし

た。 

 

 

出会い系アプリ攻略 

 

さて、いよいよここから出会い系アプリでセフレをつくる具体的な章に入っていきます。 

 

まず出会い系アプリの選び方ですが、近年は詐欺アプリが横行しています。笑 

 

具体的に言うと、課金だけ目的にしたサクラだらけのアプリや、広告をクリックさせるこ

とだけが目的のアプリです。 

 

なので、運営歴の長い出会い系アプリが安全です。 

 

真っ当な運営をしていないと、長期にわたって出会い系を運用するのは不可能ですからね。 

 

それと、法律で年齢確認は必須なので、年齢確認があるアプリを選びましょう。 

 

「いや、具体的にどのアプリ使えばいいか教えてくれよ！」 

とあなたも感じたことだと思いますので、答えを言いますと PCMAX というアプリがオス



スメです。 

 

２００１年から始まっており、会員数も１０００万人以上で出会い系アプリの老舗です。 

 

さらに女性に対しての広告を積極的に打っているので、女性の質も良いです。 

 

結局、出会い系アプリは 

・女性がどれだけいるの？ 

というのが最も重要ですよね。 

 

PCMAX は俺が最も女性とヤれるアプリだと実感していますので、まずこのアプリには必

ず登録するようにしましょう。 

 

登録は無料ですし、迷惑メールも一切きません。 

 

PCMAX 

 

 

プロフィールと画像が命 

 

さて、PCMAXに登録したら次はプロフィールと画像設定です。 

 

ここを疎かにすると、絶対に出会えません。 

 

女の子には男からのくさるほどのメッセージが山のように毎日届きます。 

 

それも、顔写真も設定してない、プロフィールもてきとう、そして 

「ひまだったら、からんでください♪」 

みたいなクソみたいなメッセージ。 

 

こんなのが毎日届きます。 

 

これでは出会えません。 

 

まず画像ですが、これはさきほどのWEARを参考にしてください。 

 

http://pcmax.jp/lp/?ad_id=rm250982


出会い系では顔写真をどーんと載せるか、変にぼかすか、関係ない写真か、全く写真を載

せないタイプにわけられますが、どれもダメです。 

 

写真がないのは論外ですし、関係ない写真もいまいちです。（例えば車、ギターなど） 

 

顔をぼかすと犯罪者っぽいですし、顔写真どーんだと、よほどイケメンじゃない限りキツ

イです。 

 

そこで、WEARのようなファッションスナップ風に撮るのが一番女受けがいいです。 

 

すこし顔をうつむき加減でとればあなたの顔がはっきり分かりませんし、重要なのは雰囲

気です。 

 

女性は男性がイケメンかどうかよりも、安全かどうかをかなり気にします。 

 

相手の雰囲気が分からないと、こわいんですよね。（ここかなり重要ですよ） 

 

そのため、WEARのファッションスナップを真似して写真を撮りましょう。 

 

そういう写真の撮り方をしている男はほとんどいないため、確実に女性に好印象を与えて

出会うことが出来ます。 

 

重要なことなのでもう一度言いますが、女性が知りたいのはあなたの顔ではなくあなたの

雰囲気であり、安心感を与えることが重要です。 

 

WEAR でお気に入りのコーディネートを見つけたら、似ている服を買い、ポーズなども真

似して同じような写真をとりましょう。 

 

ここで手間をかければ、ずっと使えるあなたの宣伝写真になりますので、かなり使えます

よ。 

 

他のアプリでも同じ写真を使えますしね。 

 

次にプロフィールですが、これも非常に重要です。 

 

大事なのは、誠実さです。 



 

PCMAXでは５００文字かけるので、それくらいはかきましょう。 

 

たとえば 

「暇なのではじめました、よろしくー」 

というプロフィール文に魅力を感じますか？ 

 

全然ダメですよね、でもこんな文章の男ばかりです。 

 

そこで５００文字びっしり自分のことをかいてある男がいたら、女性はもうそれだけで誠

実さを感じます。 

 

ちょっとかいてみますね。 

 

「はじめまして！ 

 

★在住の★歳です。 

 

プロフィール見てくれて、ありがとうございます！ 

 

 

普段は、法人向けの営業の仕事をしています。 

 

自分自身なにかやりたいこともなく、色々な仕事をして目標を見失っていた時もありまし

たが、最終的に人と関わる仕事がしたいと思い今の仕事をしています。 

 

成果報酬の仕事なので働かないと報酬がないのですが、その分頑張った分だけ給料に反映

されるので非常にやりがいをもって取り組んでいます。 

 

 

休日は地元の友達とバーベキューをしたり、新しい場所に出掛けるのが好きで、天気のい

い日はふらっと買い物に出かけたりしてます。 

 

服はシンプルなものが好みですね。 

 

また旅行も好きなんですが、結局計画だけたてて行かないことが多いです。笑 



 

 

恋愛に関しては、自分からぐいぐい引っ張っていくタイプだと思います。 

 

また好きという気持ちだけじゃなく、お互い尊敬しあえるような関係が理想だと感じてい

ます。 

 

 

また読書も好きで、１人で部屋にこもって１日中本を読んでいることもあります。 

 

気になった本はとりあえず買ってみて、読まずに満足するという…。笑 

 

 

 

普段出会えない方とめぐり逢えたらと思っています。 

 

もし、少しでも気になって頂けたらよろしくお願いします。 

 

気軽にメッセージしてくださいね。」 

 

これだけで、５０７文字です。 

 

ちょっとオーバーしましたね。笑 

 

ポイントとしては、人柄がわかる文章というのが非常に重要です。 

 

また、ポジティブであったり、少し笑えるポイントがあれば OKです。 

 

「今の仕事の上司最悪で、なんかいつもイライラしてます」 

みたいなネガティブな文章はNGです。 

 

恋愛に関してはたとえ奥手であっても、積極的と思われるようなかきかたをしましょうね。 

 

女性はやはりどこまでもMなので、男らしい男が好きです。 

 

M 男を探している S な痴女というのは幻想なので、ここはプロフィールでも男らしさを出



していきましょう。 

 

また、アウトドアな一面とインドアな一面、両方かいておくとどちらのタイプの女性にも

引っかかるので、その辺も意識していきましょう。 

 

ここまで画像とプロフィールを頑張って手間をかけている男はほとんどいませんので、こ

れができればもうセックスも確定したも同然です。 

 

あとは、ヤるだけです。笑 

 

 

メッセージは減点方式 

 

さて、次はいよいよ女性にアプローチする段階ですが、出会い系アプリといえど女性から

声をかけてくることはほとんどありません。 

 

業者の女性だったらありますが…。笑 

 

そこで、PCMAX では新規に登録した女性がみれますので、そういったウブな女性から狙

っていきます。 

 

メッセージは基本的に「挨拶＋女性のプロフィールに関する質問」でいきましょう。 

 

「こんにちは、よかったら仲良くしてくださいー ★ってあだ名ですか？おもしろいです

ね。笑」 

 

みたいな感じです。 

 

プロフィールに好きな音楽が書いてあったらそれに関する質問でもいいですし、要は 

・コピペじゃない感じ 

が出れば OKです。笑 

 

さらに質問することで相手も答えやすくなりますよね。 

 

女性は頭をなるべく使いたくないので、答えやすいメッセージが大好きです。 

 



「よかったらからもう！」 

みたいなメッセージだと、なんて返せばいいのかわかりませんよね？ 

 

なので、相手が答えやすいように質問を投げれば OKです。 

 

基本的にメッセージでは口説かず、あくまでアポを確定させるためのつなぎのようなイメ

ージでいてください。 

 

なぜか？ 

 

女性はすでにプロフィールと画像をみて、 

「へえ、悪くないじゃん」 

と思っています。 

 

男からのメッセージが毎日ひっきりなしにくる出会い系では、返信があるだけで第一関門

はクリアしたと思っていいです。 

 

女性も魅力を感じない男性からのメッセージはほぼ返しません。 

 

なので、メッセージのやり取りをするというのは、下手なことをしなければ会えるという

ことです。 

 

加点方式というよりは、減点方式です。 

 

変に「かわいいね、興味あるよ」 

みたいな意味わかんないアピールをする男が多いのですが、逆効果なのでやめましょう。 

 

他愛もない話をしつつ、会話の流れで 

「よかったら買い物行こうよ。笑 ★って服はどこで買ってるのー？」 

 

みたいにゆるく誘ってみましょう。 

 

ここもポイントなのですが、かるく誘った後に質問をいれるのです。 

 

「買い物行こうよ。笑」だけだと冗談っぽい感じで悪くはないのですが、断った場合相手

が気まずくなりその後のやりとりが続かないケースが多いです。 



 

「仲良くなったらね」 

みたいにはぐらかされて、次からの返信がなくなったりします。 

 

軽く誘った後に質問をはさめば、例えばまだ距離が遠い場合でも 

「服は★で買うことがおおいよ」 

と、次の質問に対しても返答が来るんですね。 

 

もちろん、 

「いいよ、買い物行こうー」 

と言った場合はその流れで誘っても OKです。 

 

ただしその場合も、一度普通の会話に戻ってください。 

 

軽く誘って OK がでても、そこでがっつくと必至感が出るので、あえて一度普通の会話に

戻し 

「まあ、デートするけどそれはいつでもあなたの気が向いた時でいいよ」 

みたいな余裕を演出することが重要なのです。 

 

結果的に相手とやりとりが続いていれば、確実に会うことはできますので。 

 

ほとんどの男性は会うことに必死になり、やりとりが尋問的になりすぎる傾向にあります。 

 

なので、その逆を行くわけですね。 

 

新規の女性のほかにも、アプリにログインした順に女性を並べることも出来るので、ログ

インしたばかりの女性もねらい目です。 

 

アプリによくログインしている女性ほど、やはり男性を求めていますからね。 

 

またあしあと機能もあるので、自分にあしあとのついた女性にメッセージをおくるのもア

リです。 

 

女性からメッセージがくることはほとんどないので、自分からとにかくメッセージをおく

りましょう。 

 



 

LINEはすぐに聞かない 

 

ここでポイントとなるのが、LINEなどにすぐ移行しようとしないということです。 

 

これまたほとんどの男性がすぐ LINEに誘導してくるため、女性からすると 

「この男も同じか…」 

と思われてしまいます。 

 

出会い系アプリ攻略のカギはその他大勢のモテない男のする行為の逆張りをすることにあ

りますので、LINEへ移行するのは仲良くなってからにしましょう。 

 

目安としては１０通をこえたあたりだと思いますが、それぐらいのやりとりをしているの

であれば普通にアポもきれますので、実際に会って LINE 交換をする…という感じでもい

いと思います。 

 

ポイントを消費したくないあまりに、ケチってすぐ女性の LINE を聞き出そうとする男が

ほとんどですが、そういう男はかえって女性に嫌われて逆にポイントを無駄に消費してい

ます。 

 

なのでなるべくお金をかけけずに女性に出会うためには、実は LINE に誘導しない、とい

うのが正解なんですね。 

 

 

デートからセックスまで 

 

ここからは具体的にデートからセックスまでの流れを説明していきます。 

 

そもそも出会い系アプリに登録している時点で、女性はヤる気です。 

 

「いやいや、暇つぶしとかもあるんじゃないの？」 

という声がきこえてきそうですが、そうだとしても潜在的にはセックスを求めています。 

 

男を、求めているんですよ。 

 

だってよく考えてください、あー暇だな、出会い系登録しよ、とはならないでしょう？笑 



 

適当なソーシャルゲーム登録したり、YOUTUBEみるでしょう、暇ならね。 

 

出会い系アプリに登録している時点で、 

「もしかしたらいい男に出会って、きゃっ」 

みたいな妄想をしています、女性は。 

 

女は男が考えるよりエロエロなんで。 

 

自分を待っている女性がたくさんいる！と考えて出会い系アプリをヤりましょう。 

 

 

どうやってデートに誘うのか？ 

 

どうやって女性を外に引っ張り出すか？という話ですが、結論何でもいいです。笑 

 

先ほどの軽めの誘いでのってくれば、あとは理由が必要なだけ。 

 

例えば 

「平日昼間が空いてるんだっけ？たまにはコーヒーでも飲まない？俺一人でコーヒー飲め

ない体質なんだよ、笑」 

みたいなてきとうな理由でも女性は OKです。 

 

それと敬語からタメ口へのタイミングですが、これは女性の反応をみてください。 

 

例えば女性からタメ口になってきたら、こちらもタメ口で OKです。 

 

まず敬語の中にタメ口をまぜます。 

 

「あー、それはわかるかも。＝＝さんは、＝＝ですかー？」 

みたいな感じで、相槌はタメ口で、相手に対する言葉は敬語にします。 

 

これで反応を見て、徐々にタメ口に移行していくんですね。 

 

なかなか悪いテクニックでしょ。笑 

 



 

どこに行けばいいのか？ 

 

よくデートでどこに行くか？悩む男がいますが、これも結論どこでもいいです。笑 

 

おすすめは映画ですけど、安く済ませたいならカラオケでも OKです。 

 

これから色んな女性とセックスするあなたにとって、ひとつひとつの出会いにあまりお金

はかけれません。 

 

そのため、コーヒーショップなんかでもいいでしょう。 

 

結局、女性と仲良くおしゃべりできるのであれば場所は関係ないのです。 

 

また、映画であれば喋る必要もないので非常に楽です。笑 

 

これも女性を誘う時の会話の流れで決まることが多いです。 

 

女性が吉野家行ったことないと言っていたので、実際に吉野家行ってその後にラブホ行っ

たこともあるくらいです。笑 

 

 

どんな会話をすればいいのか？ 

 

女性とどんな会話をすればいいのか？ということなんですが、まず知っておいてほしいこ

とがあります。 

 

女性は二人きりで会う時点である程度セックスは OKだと思いましょう。 

 

ここ、ヤれる男とヤれない男の分かれ道です。 

 

「二人きりで会うからといって１００％セックスOKというのは、おかしくないですか？」 

と思うかもしれませんが、ヤれる男はほとんど二人きり＝セックス OK というマインドで

行動しています。 

 

そうした方が、結果的にヤれますし、ヤれない時に、「どこを改善すればいいだろう？」と



自分を省みることができるからです。 

 

モテない男に限って、ちんこビンビンで期待して女と会うくせに、ヤれないと女のせいに

したり言い訳したりしますからね。 

 

二人きりで女性もセックス OK ということは、自然な流れでセックスできるということで

す。 

 

つまり、必要以上にあなたはアピールする必要はないということです。 

 

聞き役に徹しましょう。 

 

といっても、自分から喋らないと女性も喋りません。 

 

なので、自分から率先して喋り、女性が話し始めたら聞き役に徹する…というイメージで

会話を展開していきましょう。 

 

決して自分を大きくみせる必要はなく、重要なのは「相手に何を喋らせたか？」です。 

 

ここも逆張りですが、ほとんどの男性は「自分が何をいうか？」にこだわり過ぎです。 

 

そのため、俺アピールやただの自慢話が多いのですが、それだと女性は冷めます。 

 

あなたは女性の癒しとなり、太陽のようにしていればいいのです。 

 

「こんなことあまり他の人に喋ったことないのに、つい喋っちゃった…」 

と相手に思わせればもうセックスできます。 

 

惚れさせよう惚れさせようとアピールするのをやめるだけで、OKなんですね。 

 

重要なのは力んで攻めることではなく、脱力して相手に目を向けることです。 

 

 

どうやってホテルへ誘うのか？ 

 

さて、ここからはホテルへの誘い方です。 



 

これには段階があり、俺がよくやっているのは手を握るか、髪の毛の匂いをかぐことです。 

 

太ももをさわったり、キスでもいいです。 

 

「髪の毛の匂いをかぐ？太ももをさわる？キス？いきなりしたら変態じゃないか！」 

とあなたは思うかもしれませんが、まあ実際、赤の他人にいきなりしたら逮捕されますけ

ど笑、これを会話の流れでするようにします。 

 

忘れましたか？二人きりで会っている時点で、ある程度女性も意識はしているのです。 

 

まして、出会い系アプリで出会った二人ですよ。 

 

ヤることはひとつでしょう。笑 

 

流れといっても、たとえばお店を出た後に手をつなぐ。 

 

カラオケの最中に 

「髪の毛きれいだよね」 

といってさわってみる。 

 

なんなら嗅ぐ。 

「えー変態じゃん」 

といいながら嫌がるそぶりを見せないようなら、そのまま太ももをさわったり、キスして

みる。 

 

キスもほっぺにして、それで OKそうなら口にするとか。 

 

こうして、スキンシップをはかります。 

 

例えば、これを露骨に嫌がるようであれば、やめましょう。 

 

ホテルへは誘えません。 

 

しかし、二人きりであって、深い話もしたら、露骨に嫌がることはないです。 

 



こうしてスキンシップをして段階を踏み、 

「少しあそこで休んでいこうよ」 

とベタな台詞をぶちこみます。笑 

 

まあ、あるいは、その日に盛り上がった会話をネタにしてもいいでしょう。 

 

例えばですが、ナイトプールが流行っていると、でも女の子は行ったことがない。 

「あそこ、ナイトプールあるらしいよ、行ってみる？」 

「えー、ぜったい嘘じゃん、笑」 

みたいな感じですね。 

 

これもぶっちゃけ、なんでもいいんですよ、理由さえあれば。笑 

 

もうあなたは女性とスキンシップして、手をつないだり、太ももさわったりで反応をみて

いるわけですから、極端な拒絶はありえません。 

 

女性の太ももさわって、「もー、エロいー」みたいなこと言っている雰囲気で、いきなりホ

テル行こうとして「ああ？行かねえよ、なめてんのか」みたいに女性が反応することは、

ありえませんよね。笑 

 

ほとんどの男性は真面目ぶって、唐突にホテルへ誘おうとするものだから、ドン引きされ

るわけです。 

 

こわいでしょう？真面目な話してて、誠実ぶっている男がホテルいきりなり誘ってきたら。 

 

あらかじめ匂わせておく必要があるのです。 

 

そのための、スキンシップなんですね。 

 

大体ホテルへ誘う流れは分かってきたと思います。 

 

てか、これでセックス普通にできるのでマジでヤってくださいね。（マジで） 

 

 

セフレになった後に広がる世界 

 



さて、ここまでどうでしょう。 

 

このやり方でセックスをして、彼女にするもよし、セフレにするもよし、それはあなたの

自由です。 

 

俺が伝えたいのは、「セックスするのなんて簡単だし、ヤりくれまいいんじゃね？」という

ことです。 

 

いや、本当に伝えたいことは特にないのかもしれません。 

 

ただこうして出会えたのも何かの縁ですし、まあ、頑張ってください。（てきとう、笑） 

 

なんとなくノリでかきはじめたこの本ですが、かいてある情報を実際に実行すれば確実に

あなたのセックスライフは変わることでしょう。 

 

セックスができることで男としての自信が付き、ものすごい自己成長を遂げる人もいるか

もしれませんし、セックスしすぎて崩壊する男もいるかもしれません。 

 

ただ俺は女性を傷つける男は嫌いなので、女性に対して「この人と出会えてよかったな」

と思われるような男でいてください。 

 

わけわかんないクソみたいな自慢して、女性にウザがられている男が世の中の大半です。 

 

実際にヤリチンみたいな男の方が、女性に価値を提供していますからね。笑 

 

あなたもこの本の知識を得ただけで、すでに知識的にはヤリチンです。 

 

あとはペニスをいれるだけ。 

 

左手はそえるだけ、違うか。 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。 

 

引き続き、メルマガをお楽しみください。（ニヤリ） 


