
はじめに

こちらのコンテンツの閲覧、利用に際しては、免責事項までの全文をお読みになり、免責
事項を理解し同意したものとみなします。

18歳以上の結婚または恋愛を目的とする男性向けのコンテンツです。

普遍的な心構えなどの情報も多いので、性別や目的に限らず参考にして頂ける内容です。

なぜNET婚活なのか？そのメリットとは？

今の時代は、ネットで情報が得られ易くなり、チャンスは広がっていますが、その反面、
制約も増えています。

昔はお見合い、職場での出会いなどが主流でしたが、ネット社会の影響などで、人の行動
も広がりました。

今では、趣味でも仕事でも接点のない男女が出会えるようになりました。

一方で、制約としては、

「〇〇ハラスメント」や個人情報保護、人権などを理由に、すぐにネットで叩かれたり訴
えられたりします。

昔の「駆け落ち」は、
今では「拉致」として犯罪者になってしまいます。

職場で気に入った相手がいても、それがうまくいかないと仕事に支障をきたしてしまうな
どリスクが高まっています。

NETでの出会いは、少し前は「怖い」、「人に言えない」という考え方が多かったよう
ですが、今ではほとんどの人が出会い目的でアプリをやっていると言っても過言ではあり
ません。



昔と今を比べて、どちらが良い悪いということを述べるつもりはありません。

男女が求め合うのは昔も今もこの先も同じです。

環境にうまく適応した者が生きて子孫を残すことができるということです。

NET出会いのメリットです。

・安く、気軽に出会える。
・職場や友人関係に影響しない。

デメリットもあります。

・詐欺が多い。
・気軽に出会える反面、いい加減な人も多い。
・ネット上にいい人などいない。

ここで、デメリットに着目してください。

デメリットと思われていることは、
「かもしれない」という誰かの意見だと思いませんか？

もちろん、出会い系サイトに詐欺目的の人もいるとは思いますが、詐欺師はNET上にだ
けいるわけではありません。

「ネットで知り合った人と会うと殺されるかもしれない」

などという言葉を少し昔に聞いたことがありますが、
ネットであろうとなかろうと、人と会う時点で死のリスクは当然あります。

言いたいことは、

デメリットに着目するあまり、それを行動しない理由にして、
自分の思い通りにいかない、欲しいものが手に入らないことを自分自身の能力のせい、他
人のせい、社会のせいにしていませんか？

ということです。

自責も他責も精神衛生上良くありません。



NETの出会い自体にいいも悪いもありません。
単なる手段の一つです。
それに意味をもたらすのは、あなたの考え方と行動です。

デメリットとして挙げた内容はうまく活用すれば回避できることであり、メリットを得る
ことであなたの人生に潤いをもたらすことができるということは言えるでしょう。

テクニックとマインド

どちらが重要でしょうか？

一言で言えば、2:8でマインドが重要なのですが、
どちらも知識や情報がベースになっています。

テクニックとは、以下のような内容です。

・服装
・アプリ選び
・相手の探し方
・写真の撮り方
・プロフィール文章
・デートコース

マインドとは以下のような内容です。

・態度
・自信
・笑顔
・コミュニケーション能力
・行動力、判断力
・感性

どちらも後天的要素が大きく、知識を取り入れて繰り返し実践することでモテるようにな
ります。
すぐに身につくか、時間がかかるかの違いだけです。

「自分はモテなくてもいい。運命の人、自分の理解者が一人だけ見つかればいい」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。

男も女もモテる人、人気者が好きなのです。



「モテる」というと誤解が生じるかもしれません。
自分を磨き続けて輝いている人という意味です。

相手が見つからない現状の自分を変えずに、その自分を受け入れてくれる運命の人を求め
るというのは難しいかと思います。

ということで、マインドは大切なので鍛えていただきたのですが、行動しながら鍛えるの
が良いので、まずはアクションを起こしてみましょう。

準備編

アプリ選び

複数のアプリを並行することをお勧めします。

「やり取りが増えて忙しいのでは？」

と思うかもしれませんが、始めから大人気にはならないので大丈夫です。

キャラ設定によって、ある程度アプリとの相性もありますが、
うまくいくいかないの多くの部分は共通です。

男性の場合は、

どのアプリで成功するかわからないので、経費の許す範囲で２、３は掛け持ちしたほうが
良いです。

ただし女性は、登録しただけで物凄い人数からアクセスされるので、絞った方が良いです。

アプリの種類は大きく分けると３種類です。



マッチングアプリ

費用が手頃（月額 4000円ほど）で、マッチングした相手のみメッセージ交換可能となる。
年齢認証や本人確認などがあり、業者は入り込みずらい。婚活よりも交際から希望の女性
が多い。

主なアプリ

Tinder  
https://tinder.com/ja

無料でもある程度利用できる。
写真が重要で若いほど、イケメンほど有利。
外国人多め。
LINEやインスタ、自社サイトに誘導する業者が多いので注意。（見分けやすいのでさほ
ど心配は無用）

タップル誕生
https://tapple.me/

Tinderよりはかなり少ないが業者がいる。
全体的には pairs、withと近いが、ややフランクに出会えるアプリ。

Pairs
https://www.pairs.lv/ 

登録者数は一番。
業者は少ない。
趣味などのコミュニティーがあり、その中で相手を探すこともできる。

With
https://with.is/welcome

Pairsと特徴は似ている。こちらの方がやや真面目な傾向になる。美人が多め。

上のアプリほど、気軽に出会える。

短いやり取りが多く当日に会えることもある。

下のアプリほど、真面目な出会いを求める傾向にある。



やり取りが長くなりやすく、会うまでに日数もかかりやすい。

婚活系アプリ

マッチングアプリと使い勝手やシステムはほぼ同じ。

費用やシステムはマッチングアプリと同様か、やや高め。

年齢認証や本人確認などのセキュリティーがやや強め。

真剣に結婚したい女性が多く、具体的な話になりやすい。

Match
https://intl3.match.com/

Youbride
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKDTK+AKG0C2+1B26+5YJRL

Marrish
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKDTK+8ZAE9E+3N2M+6PC9T

マッチングアプリよりも真面目な人が多いです。

婚活アプリのほうがマッチングしやすい方も相当数いるので、合わせて活用してみると良
いです。

出会い系アプリ



月会費はないが、メッセージのやりとりがポイント制で、費用は割高になりやすい。

マッチングしなくてもメッセージやり取りできる。

セキュリティーは低く、業者や勧誘、ポイント稼ぎ目的で利用している人も多い。

無料で登録できるので、覗いてみるだけでも良いです。

ただし登録した瞬間にいいねやメッセージが来ます。

これは 100%業者なので相手にしないように。

通常、女性の方からメッセージがくることはありません。

PCMAX
https://pcmax.jp/lp/?ad_id=rm325715

ハッピーメール
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKDTC+7CXWZ6+3QFG+BWVTE

ワクワクメール
https://550909.com/?f761718

パパ活アプリ

あまりお勧めはしませんが、普通の女性もいます。

若い女性会員が多く、ライバルとなる男性会員のレベルが低い。

20代、30代の男性であれば普通の女性と出会えることもあります。

Paters

https://paters.jp/

Paddy67

https://app.adjust.com/hx767t5?campaign=dlxvsJcIk1kMxcukz9sbQxwHQ1o 



Suggardaddy

https://sugardaddy.jp/

その他のアプリ

チャットアプリ
オルカなど

ラジオアプリ
Spoonなど

SNS
GREEなど

マッチングアプリ（または婚活系アプリ併用）から試して見ることをお勧めします。

登録、プロフィールの作成、どんな異性がいるかを見るまでは無料でできるので、複数登
録して、ご自身に合いそうなものをチョイスすると良いです。

Tinderは、無料である程度使えるので、登録だけはしておくと良いです。

20代の方、ルックスが比較的良い方は結果が出やすいが、全体に難易度は高めです。

他の３つは、真面目さとスピード感のトレーオフ関係になります。

4つ登録して使ってみると良いですが、
予算が少なめの方は、pairsとwithは似ているので、どちらか一つでも良いと思います。



アプリで注意すること

業者のプロフィール

・LINEIDやURLを載せている。
・写真のルックスがモデル並み（他人の写真を無断使用している）
・プロフィールが卑猥または誘うような文言。
・写真の露出が激しい。

業者のやり取り

・1通目から誘ってくる。
・1通目のメッセージが長い（テンプレート）。
・待ち合わせ場所を指定してくる。（特に店を指定された場合は注意）
・「このアプリはあまり見ないから・・・」と LINEなどに誘導する。

その他

・金銭目的
「割り切り」、「ホ別 2」などの条件提示をしてくる、またはプロフィールに載せている。

・ネットワークビジネス勧誘
ファミレスに行きたがる、友人を同席させるなど。

勧誘はどこのアプリでもありますが、
業者や金銭目的は、pairs、with、タップルを使っている限りはあまり心配しなくて良い
でしょう。

Tinderには業者や金銭目的がいますが、手間をかける者は少ないため、わかりやすいで
す。

ポイント制の出会い系アプリは、業者とWINWINの面もあります。

まともな女性を探す方が難しいです。
初心者は避けたほうが良いでしょう。

リスクもありますが、ポイントを押さえて利用すればさほど心配することはありません。
実際にアプリを使いながら覚えていくと良いです。



実践編

マッチングアプリを始めてから、相手を見つけるまでには、大きく 3段階あります。

1　マッチング

2　相手とのやりとり、アポ取り

3　デート

最初の段階、マッチングすることが最も重要です。

具体的には写真と自己紹介文によるプロフィールの作り込みです。

達成度で言うと、8割です。

一言で言うと、

「整える」

ほとんどの利用者はここを軽視し、メッセージのやりとりやトーク術などの小手先テク
ニックにこだわろうとします。

逆に言うと、プロフィールを充実させるだけで、ライバルに差をつけ上位 2割に入ること
は容易いのです。

まずは写真です。

写真は何枚か用意しますが、一番重要なのはトップに載せる写真です。

・雰囲気イケメンを目指す。



・真正面よりも、斜めあるいは斜め上から撮るなど。
・服装はシンプルに
・室内よりも明るめの室外

「雰囲気イケメン」など言葉で伝えるのは難しいので、
ファッションサイトを参考にすると良いです。

WEARなどのファッションサイトを見て、体型など自分と似た雰囲気の人を探して真似
するのが良いです。

ファッションサイトを見ていただくとわかると思いますが、
正対よりも横向きやうつむいた角度から撮っている人が多いです。

よほどのイケメンでない限り、真正面から撮るのは避けた方が良いです。

顔が写っていない人も多く、それでも十分雰囲気イケメンになれます。

ただし、本人の顔が写っていないプロフィール写真はアプリ側からNGになりやすいので
注意してください。

ファッションサイトを参考にして似たような雰囲気の写真を撮るのですが、掲載している
人は素人なので、センスが良くない人もいます。

奇抜な服装や色使い、不自然なポーズの人は避け、
自分と似ていて、自分よりややセンスのいい人を真似するようにしてください。

服装は、ブランドなどにこだわるよりも、シンプルでスッキリした服装で良いです。

色は３色以内にするのが無難です。
よほど似合う人でない限り、花柄など色の数が多い服装は避けましょう。

本人ではなかなか気づかないことも多いので、身近な女性などに相談すると良いです。

全身か上半身は写っていた方が良いので、自撮りではなく、友人に撮ってもらうか、三脚
などを利用して撮りましょう。

写真は差し替え用に数枚用意してください。



間違っても、散らかった室内をバックに真正面アップの自撮りは避けましょう。

トップの写真が決まったら、その他の写真を 5枚程度用意しましょう。

具体的には、趣味やライフスタイルがわかるような写真です。

・車
・料理
・景色
・アウトドア
・動物
・海外

本人が写っていなくても良いですが、動きのある写真にすると良いです。
写真のための写真ではなく、本人の生活や楽しみの一場面を切り取ったような写真です。

日常的な場面でも良いですが、非日常的な場面も撮りましょう。
特に女性は非日常が大好きです。

「この人と付き合うと、こんなところに連れて行ってくれる」
「こんなライフスタイルを共有できる」

と想像させる写真を撮ってください。

例えばですが、

動物と戯れている写真を載せておくだけで、

「動物を可愛がる優しい人」

などと想像してくれます。

夜景が綺麗なレストランの写真を載せておくと、

「グルメでおしゃれな人」



と想像してくれます。

ビジュアルの効果は非常に大きいです。

ただし、「いつどこで撮った写真」

か、答えられるようにしておいてください。
（実際に行ったことがなくても良いのです）

プロフィール写真に興味を持って質問されることがよくあります（この場合はかなり脈あ
りです）。

特に女性は鋭いので、実際に会った時に、しっかり答えられないと見透かされてしまいま
す。

写真については、自分で十分作成できますが、ヘアスタイルなどトータルで改善したい方
は、こうしたサービスもあります。
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKDTC+6AU69E+4HMW+5YRHE

次はプロフィール文です。

上記の写真がしっかりと作れたら、写真だけであなたのことを想像してイメージを膨らま
せてくれます。

あとは、写真にマッチした文章があれば良いです。

構成は以下のようになります。

・挨拶
・職業
・アプリを始めたきっかけ
・趣味
・自分の性格（身近な人からどのように言われているか）
・付き合ったら相手とどんなことがしたいか、どんなことをしてあげたいか
・挨拶



この構成に当てはめていくだけです。
順序は多少前後しても良いです。

NG文言

「50代のおじさんですが・・・」
「いつも失敗ばかりしていますが・・・」

このようなセルフイメージが低い人はモテません。

謙虚で低姿勢なつもりかもしれませんが、このような異性に同情する人はほぼいないです。

「それでも過去にわかってくれる人はいた」

と反論するかもしれませんが、

それは、他の部分で補って何とか合格点に達していたというだけです。

上記のような文言自体は確実にマイナス査定となります。

でもこのような口癖の方もいらっしゃるかと思います。

潜在意識の深いレベルの問題になってくるのですが、少しずつでもこうした癖はを直して
いくしかありません。

まずは気づいて、意識して、徐々に直していくことで改善します。

ただ私は専門家ではないので、詳しくは述べないことします。

さてプロフィール構成は簡単ですが、文章や自己 PRが苦手という方も多いと思います。

人気男性のプロフィール文を見て、構成を真似するといいです。

Pairsは、人気会員のプロフィールを見ることができます。



だいたい上記のような構成になっているのでぜひ参考にしてください。

ここで一つ、効果的な方法があります。

エピソードトークを挟むことです。

普通：「仕事は医師をしています。」

エピソードトーク：「旅先で事故に遭い、その時の病院の方々の対応に感動したことが
きっかけで医師になりました」

比べてみていかがでしょうか？

エピソードの詳細はプロフィールで詳しく述べる必要はありません。

興味を持った女性は質問してくるので、その時は個別に話せば良いのです。

職業か趣味に関するエピソードが良いです。

「親切にしてもらった人の言葉が心に残っていて、〇〇になりました」

「感動した映画の影響で、海外に行くようになった」

など題材はあると思います。

職業やどんな趣味を持っているかも大事なのですが、

もっと大切なのは、

自分の職業にどんな思いを持って働いているのか、

物事にどう向き合うのか、アプローチするのか、

問題が起きた時に、どう対処するのか、女性を守れるのか



といった部分が大きいのです。

そこをさりげなく伝えられるのがエピソードトークです。

実際に会って話す時にも使えますが、プロフィールの段階で人柄を暗示することができま
す。

そして、魅力的な写真と合わさって、さらに素敵な人だとイメージしてくれるのです。

ちなみに、年齢はさほど気にしなくても良いです。

「50代のおじさん」が口癖のおじさんが好きな女性は皆無ですが、

「センスが良く、おしゃれなバーに連れて行ってくれそうな 50代紳士」が好きな女性は
たくさんいます。

もちろん、結婚や恋愛の対象を 20代、30代に絞っている女性はいますが、それを補う魅
力があれば例外となることもありますし、
アプリには数え切れないほどの女性がいます。

魅力的なキャラ設定ができて、モテる振る舞いができれば、
良い相手は見つかるでしょう。

ここまでいかがだったでしょうか？

アプリ選びとプロフィール（キャラ設定）がうまくできれば、
ある程度、女性とマッチできると思います。

マッチできず、原因がわからない方はご相談ください。

次は、マッチした後の女性とのトークです。

アプリ初心者にありがちですが、マッチしたことでテンションが上がりすぎて、冷静さを
失ってしまうことがあります。



基本的な考え方をしっかり意識してください。

トークをする目的は、あくまでも女性とアポを取ることです。
決してトークを楽しむことではありません。

トークが楽しくなってくるとつい忘れがちになるのですが、
アポを取るというゴールを設定して、そこから逆算したトークを展開するようにしてくだ
さい。

会う気がないのにアプリに登録してメッセージだけ楽しむ女性もいます。

女性は数え切れないほどいます。
お互いの目的が合わない場合はどんどん切っていきましょう。

わかっていても実際に女性とトークしていると、楽しくて感情移入してしまうことも多い
です。

テンプレートを作って、それに沿ったメッセージを送るようにすれば感情が入りすぎるこ
とを防げます。
ただテンプレートそのまま送ると確実にバレます。

ガチガチのテンプレートではなく、だいたいの大枠だけパターン化しておいて、そこに相
手の話題を追加していくようにすると良いです。

マッチングしてから、アポまでの流れを説明します。

1 挨拶
2 自己紹介
3 共通の話題探し
4 仕事の話などからアポが取れそうな日程（曜日など）を探る。
5 アポが取れそうな共通点を探る。（食べたいもの、行きたい場所、観たい映画など）
6 提案する（食事、お茶、ドライブ、映画など）
日程を打診
7 アポ当日まで無難につなぐ。2日前くらいに待ち合わせ場所を確認する

大まかにこんな感じの流れです。
この流れに従っていれば、細かいことはさほど重要ではありません。

順に解説していきます。



1 挨拶

利用しているアプリ、相手のノリにもよりますが、ファーストメールは軽い挨拶で大丈夫
です。

「こんばんは」
「初めまして」
「マッチングありがとうございます」
「よろしくお願いします」

特に tinderは、一言くらいで良いです。

返信が来たら、次のメッセージを繰り出す感じで良いです。

女性とのやりとり全体に共通しますが、長文や連投は禁物です。

文章の長さは相手に合わせて良いですが、女性より少し短めの文章を送るよう意識してく
ださい。

返信がこない場合は、ほぼ脈なしです。

マッチング後、一度も返信が来ないということはよくあります。

アプリ初心者で、マッチしすぎて返しきれないという女性です。

気にしないようにしましょう。

ただ稀に忘れていることもあるので、3日後くらいにもう一度だけ送ってみましょう。

ただこの場合、そもそもレスポンスの遅い女性なので、可能性は低いです。
諦めて次に行った方が良いでしょう。

2 自己紹介

相手はプロフィールを読んでいるはずなので、丁寧な自己紹介は不要です。相手が詳しく
自己紹介してくるか、聞いて来たら答えてあげるくらいで良いです。
次のステップに進む準備段階なので、深く考えなくても良いです。

3 共通の話題探し



仕事や趣味から共通の話題を見つけて、距離を詰めていく段階です。
相手のプロフィールから興味のありそうな話題を見つけましょう。

好きな食べ物や趣味趣向など相手が好きそうな話題を振って、反応をみましょう。

共通の趣味などがあれば、盛り上がると思います。

自分に知識がない内容の場合は、
「詳しくないけど、興味が湧いてきたから教えて」
という感じで話を引き出していきます。

一つの話題で盛り上がるのは短期間なので、
関連ワードを繰り出して、話題を広げていきましょう。

例えば、相手が英語得意であれば、

英語の話をしばらくした後、海外旅行やハーフの友人の話に持っていくなど、キーワード
を少しずらしていくことで話すネタは尽きないです。

このようにしていると、話し上手、聞き上手で頭のいい男性だと思ってもらえることが多
いです。

プロフィールに仕事、趣味などが記入されていない女性は本気度が低いです。

また、こちらからのメッセージに、

「はい。」、「うん」などの返信しかしてこない場合は、
あなたに興味がないか、コミュ力が低いです。

このタイプはよくいます。
あなたの問題ではありません。
かといって、腹を立てたり責めたりしても時間の無駄です。

相手にせず次に行きましょう。

この段階は仲良くなるという意味で重要なステップです。



早ければ、一晩で親密な雰囲気になることもあれば、相手のレスポンスによっては何週間
もかかる場合もあります。

レスポンスの良い女性の方がうまくいきやすいです。

レスポンスの遅い女性の場合は、あまりがっつかず、他の女性と並行してやりとりするく
らいで良いです。

4 仕事の話などからアポが取れそうな日程（曜日など）を探る。

前のステップで話が盛り上がってくれば、休日の話などもしているはずなので、相手の都
合良さそうな曜日は見えてくると思います。

改まって尋ねる必要はないですが、曜日、シフト、勤務時間などはそれとなく聞き出して
おきましょう。

5 アポが取れそうな共通点を探る。（食べたいもの、行きたい場所、観たい映画など）

実際に会うための大義名分を決める段階です。
3の段階で十分に盛り上がっていれば、悩むことはないでしょう。

焼肉の話をしているときに、

「いいなー食べたい。」
などと言ってくることは多々あります。

こういう場合は、すぐ誘ってしまってOKです。
逆に誘わないと切られます。

女性は男性が思っているよりずっと冷めやすいのです。

親密になったように思えても、一つの手違いによって、あっさり切られます。

残酷に思えることも多いのですが、そこが男女の違いなのです。

6 提案する（食事、お茶、ドライブ、映画など）

やりとりの雰囲気にもよりますが、誘うときは軽くでよいです。



「ご飯でもいきますかー」
「近いうちお茶でもしますか」

といった感じで良いです。
ご飯、お茶といったざっくりした内容で良いです。

焼肉を食べようと話していて、当日にすき焼きに変えても全然良いのです。

会うための大義名分が成り立っていれば、何でも良いのです。

ここで注意です。

アポが取れても、内容を詰めすぎると女性は引いていきます。

「ご飯でもいきますかー」

「行きましょう！」

「楽しみです。日程はまた連絡しますね。」

くらいで、その日は終わったほうが良いです。

「ご飯でもいきますかー」

「行きましょう！」

「いつにしましょうか？次の休みはいつですか？場所はどこにしますか？何時にします
か？」

などと、アポを詰めていくと女性はたちまち逃げて行きます。

会えるとなると、テンションが上がってしまい、確実なものにしたいと、内容を詰めてし
まいがちなのですが、余裕のなさを見透かされてしまいます。

女性の採点は減点方式です。

それまで 100点をキープしていても、
たった一言でゲームオーバーになることは多々あるのです。

理屈ではわからない部分です。
冷めてしまうのですから仕方ありません。



実際に経験しないと理解しずらいですが、覚えておいてください。

また女性とやりとりするときに気をつけていただきたいのは、

「逃げ道を作ってあげる」

ということです。

これは本当に大事ですが、男性には理解しがたい感覚です。

男性は優位に立とうとするあまり、つい論理で追い詰めてしまうのです。

とはいえ、アポの日程は決めなければなりません。

大切なのは、心に余裕があることです。

「ご飯でもいきますかー」

「行きましょう！」

「楽しみです。日程はまた連絡しますね。」

「はいお願いします。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日を改める、あるいは、いったん別の話題を挟む
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ご飯ですけど、来週の金曜あたりどうですか？」

こんな感じで徐々に詰めていきます。

ここで女性の都合が良ければ日程は決まりますが、
都合が悪かった場合、さらに慎重になる必要があります。



「ご飯ですけど、来週の金曜あたりどうですか？」

「ごめんなさい、金曜は友達と約束があって・・」

「では、他に都合のいい日ありますか？」

これはやってしまいがちですが、どこがまずいのかわかりますか？

女性を追い詰めていくことになっています。

そして、日程はあくまでも男性が提示して女性が受け入れるという形をとってください。

女性に決めさせるのは良くありません。

「ご飯ですけど、来週の金曜あたりどうですか？」

「ごめんなさい、金曜は友達と約束があって・・」

「では再来週以降の仕事のスケジュール確認してみますね。」

という感じでまた日を変えることになります。

逃げ道は常に確保してあげてください。

ここで、女性が本当に乗り気であれば、

「金曜は約束あるけど、土曜なら空いてるのですがどうですか？」

などと言ってきます。

女性が他の日程を言ってこない場合ですが、



「では再来週以降の仕事のスケジュール確認してみますね。」

「すいません、お願いします。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「再来週ですが、水曜か木曜あたりどうですか？」

と言った感じで２通り提案してみてください。

ここでも乗ってこない場合は、まだ会える段階ではありません。

本当に都合が悪いだけの場合もありますが、
少なくとも、優先順位が低いということは明らかです。

3に戻って、やり直すか、

諦めて放置で良いです。

女性はいくらでもいます。

魅力的なプロフィールができていれば、会える女性は必ずいるのです。

どんどん次に行きましょう。

7 アポ当日まで無難につなぐ（2日前くらいに待ち合わせ場所を確認する）

日程が決まったら、やり取りは少し減らしても良いでしょう。

相手のテンションや盛り上がりにもよりますが、必要以上にガッツかないことです。

ガッツいたり追いかけると女性は冷めて逃げます。

寝る前にお疲れ様メッセージをやり取りするらいで良いです。

メッセージやり取りをする目的は仲良くなるためではなく、あくまでも会うためです。



待ち合わせ場所、時間は前日か前々日くらいに決めるようにしましょう。

相手の最寄駅か住んでいる街をそれとなく聞き出しておいて、
お互いのアクセスがしやすいところを提案してください。

ここでも、

「場所はどの辺がいいですか？」

などと、女性に決めさせてはいけません。

必ず男性が提案して女性に受け入れてもらうようにしましょう。

具体的には、

駅の改札、駅前の店舗前などわかりやすくある程度人通りのある場所であれば良いです。

＊女性のレスポンスが悪くなった場合

アポが確定した後、女性のレスポンスが悪くなったり、そっけなくなったりすることがあ
ります。

冷めてきた、
ほかの男性といい感じになってきた、
仕事が忙しい、
体調不良

などの理由が考えられますが、深追いしないことです。

一番良くないのは、追い打ちをかけることです。

「〇日は大丈夫だよね？」
などと確認することです。

返信が来る前にメッセージを連投することはさらに最悪です。

余裕のない態度を見透かされると、たちまち女性は冷めてしまいます。

「約束は守るべきだ」



「こちらが誠実に誘っているのだから、誠実に応えるべきだ」

と男性は考えがちですが、

所詮、NETで知り合った会ったこともない男です。

論理で女性は落ちません。

何度も言いますが、逃げ道は常に空けてあげましょう。

余裕のある態度を見せることで、逆に女性は寄ってきます。

ここまでいかがだったでしょうか？

これならできそうだと思った方、

そんなにうまくいかないよと思った方、

億劫になってしまった方

いらっしゃると思います。

女性とのメッセージやりとりの間で、いくつか悩むケースも出てくると思います。

・LINE交換はしたほうが良いか？

メッセージ自体はアプリ内でできるので、LINE交換はさほど重要ではありません。

LINEでやりとりすることでより盛り上がることは期待できますが、リスクも含まれてい
ます。



例えば、LINE移行すると、写真をリクエストされる場合があります。

「正面から撮った顔写真が見たいです。」

こうなると、送るしかなくなるのですが、プロフィールの写真よりも質が落ちるとイメー
ジダウンになります。

送った直後にブロックされることも珍しくありません。

・LINE通話はしておいたほうが良いか？

これも LINE交換と同様で特に必要ではありません。

より親密になる可能性はありますが話がうまくはずまないとマイナス査定になるリスクも
含んでいます。

LINEに関しては、

待ち合わせ時に連絡が取りやすいという理由で交換しておくのは良いと思いますが必須で
はありません。

アプリ内でほぼ連絡は取れます。

また個人 LINEは交換したがらない女性もいます。

アプリで繋がった男性との連絡用にカカオトークを用意している女性もいるので、LINE
がNGであればカカオも合わせて提案してみるのも良いです。

・メッセージ段階で下ネタはOKか？

これは相手によります。

トークの盛り上がり方にもよります。

いきなり相手の性的なことを話題するのは避けたほうが良いです。

話題にするのであれば、第三者の話か自分の自虐ネタから様子をみる感じです。



ただしこれもさほど重要ではありません。

何度も言いますが、メッセージやり取りの目的は会うためです。

下ネタは打ち解けるきっかけにはなりますが、会うことから逆算して考えると特に必要と
いうわけではありません。

上述のような流れに沿って冷静に進めるのがうまくいくコツです。

なお、
「下ネタなどを使って、メッセージ段階でより親密になっておいたほうが、会ってからの
展開が有利になるのでは？」

と考えがちですが、実際はあまり関係ありません。

アポを取るということにフォーカスしてください。

さて、いよいよ会う段階です。

一番緊張しますが、ここまでくれば細かいことよりも場数を踏むことのほうが重要です。

テクニックやノウハウは色々ありますが、何度も使って自然に使いこなせるようになって
初めてあなたのものになります。

どういったやり方がいいといった絶対的なものはありません。

まず大前提として、

「ありか無しか」

「格上格下」

「減点方式」



ということを覚えておいてください。

つまり、会った瞬間に、

「ありか無しか」
「格上か、格下か」

を判定されます。

残酷に思えますが、会った瞬間に勝負は 8割以上決まっているのです。

ですので、テクニックやノウハウを磨くよりも、
見た目の第一印象を良くすることの方が近道なのです。

ここで一つだけ覚えておいていただきたいのは、

会った瞬間に目が合うと思いますが、先に目を逸らさないようにしてください。

その瞬間に格下判定される可能性が高いです。

変に見つめる必要はありません。
自然に目線を合わせていれば、相手の方から目をそらします。

話を戻します。

女性は格上男性が大好きです。

パッと見で格上判定されれば、あとは大きな失敗をしなければ、大抵はうまくいきます。

一方、格下判定されると、その時点で終わります。

飲食店でトイレに行ったきり戻ってこないというのは、そのためです。

「減点方式」

ですが、



「バトルロイヤル方式」

と言っても良いと思います。

段階ごと、場面ごとに採点されています。

会った瞬間
トーク
店のチョイス
店内での態度
店を出た後の誘導

細かくチェックされています。

第一印象で、100点満点でなくても、まあまあくらいの印象で、
各段階でギリギリ合格点（ありの状態）を続けていけば、
最終的にゲットできることになります。

はじめ好印象でも、
無しの状態（格下認定）に落ちた時点で終わります。

ですので、超絶イケメンや大金持ちやトークの達人である必要はないのです。

あり無しの「無し」にさえならなければ良いのです。

会ったあとは、この大前提が重要で、細かいテクニックはあまり重要ではないのですが、
いくつか解説しておきます。

デートプラン

お茶だけ
食事
飲み
ドライブ
映画

どれがより確率が高いのか？



ここまで読み進めていただければお分かりいただけると思いますが、どれでも良いです。

初回はお茶だけが良いとか、
カクテルを飲ませた方が良いとか、
ドライブは警戒されるとか、
映画は無言になりやすいとか、

こうしたことは小手先のテクニックです。

大切なのは「あり無し」の「あり」をキープすることです。

つまりあなたが居心地の良い場所、やりやすい手段をチョイスすれば良いです。

あなたがやりやすいシチュエーションで勝負すれば、自然と余裕が生まれ、その余裕に女
性は惹かれるのです。

デートプランはどれでも良いのですが、
注意点などはあるので少し解説して行きます。

まずNGなのは、

「どれがいい？」
などと女性に決めさせることです。

言い方は悪いですが、
女性は責任を取りたがらないのです。

「男性主導で、女性の希望を取り入れつつ、男性が決定し責任を取る。」

「女性の希望」ということですが、

希望は聞かずに、察してあげる方が良いです。

もっと言うと、希望している以上のものを無言で提供できると最高です。

女性がサプライズ好きなのはこのためです。

でも単なるサプライズでは痛いことになってしまいます。

女性の希望と方向性があっていることが前提です。



「女性の希望や理想に沿った方向性で、女性が思い描いている以上のものを提供する」

これが私の考えるサプライズの定義です。

ただ前述のように、サプライズを起こす必要はないです。

「あり無し」の無しにさえならなければ良いです。

細かいことにはこだわらず、
女性に打診しながら、男性主導でデートすると良いです。

「お茶」
「食事」
「飲み」

ですが、どれでも良いでしょう。

日中ならお茶から、
夕方以降なら、食事か飲み、

注意しておきたいのは、
帰宅時間はなるべく確認しないことです。

せっかく非日常を提供しているのに、
わざわざ日常に引き戻すことになります。

デートする時点でその日は終日空けてあるでしょう。

「飲み」か、「ドライブ」か？

どちらも利点はあります。

飲みであればアルコールの力を借りて打ち解けやすく、
移動が少なく場面が変わりずらいのでボロは出ずらいです。

一方で環境が悪いと、影響を受けて盛り上がらないということにもなります。

空きすぎ、混みすぎ、雑音が多い、学生が多い、宴会が多い、店員の接客が悪い、料理の
提供が遅いといった店は避けた方が良いでしょう。



ドライブは、主導権を握りやすく、移動ベースになるので、状況変化を起こしやすいです。

行き先は一箇所くらいざっくりと決めておいてあとは臨機応変で良いでしょう。

前もって下見をしておくこともできます。

流れが悪い、会話が盛り上がらないといった場合は、コンビニに入るなどリセットする
チャンスがあります。

1回目のデートでどこまで攻めるのか？

これも特に重要ではないのですが、
いけるとことまで行くということです。

慣れないうちは、その日のゴールを決めて臨むと良いです。

はじめは低めのゴール設定でも良いです。

具体的には、

「2時間以上デートする」
「2軒以上はしごする」
「次のアポを取る」
「さりげなく触れる」
「手を握る」
「それ以上」

といった感じです。

決めておいたゴールが達成できたら、もっといけそうかどうかは容易にわかります。

状況によっていけるところまで行きましょう！

はじめは無理せず低めのゴール設定で良いですが、

いけそうであれば最後まで行ってしまうくらいでも良いです。

慣れないうちは無理せず低めのゴールで良いのですが、

できれば初回に何らかの特別な関係を望むアピールをしておいた方が良いです。



女性は意識的あるいは無意識に男性をカテゴリー分けしています。

「恋愛カテゴリー」

「遊びカテゴリー」

「友達カテゴリー」

「搾取カテゴリー」

生々しい表現ですが、わかりやすいと思います。

早い段階で何らかの性的アピールをしておかなければ、
「友達」あるいは「搾取」にカテゴライズされてしまいます。

普通に食事だけして帰ると、これらにカテゴライズされてしまう可能性が高いです。

一旦カテゴライズされてしまうと、挽回することは難しいです。

職場や学校などで顔を合わせるチャンスがある関係なら、変化していくことはありますが、
ネットでの出会いは、当人同士が積極的に約束しなければ会うことはできないからです。

恋愛経験が少ない方は、

「初回で手を握ったりしたら嫌われるのでは？」

などと思うかもしれませんが、

よほど気持ち悪く迫らない限り、それ自体で嫌われることはありません。

嫌われたとしたら、それは後付けの理由であり、実際にはそれ以前に格下認定されている
のです。

あなたが思っている以上に女性は経験豊富です。

特にアプリをやる女性は誘われることに慣れています。



失敗してもNETでの出会いです。

恥はかき捨てです。

一人に固執する必要はありません。

相手はいくらでもいます。

失敗したら次に行けば良いのです。

さて、初回のデートをお茶か食事のみで終わったとします。

次に気になるのは、その後連絡が取れるかどうかです。

結果が良くなかった場合から解説して行きます。

別れた瞬間にブロックされているといったことは珍しくありません。

メッセージをスルーされる

徐々にフェードアウトされる
、
もしくはお断りのメッセージが届くかもしれません。

「不誠実だ」

と凹むことも多いのですが、
ネットでの出会いです。

職場や学校でまた顔を合わせるわけではないので、丁重にお断りされるのはまれです。

「うまくいかなかった原因」



原因はいくつか考えられますが、大きくは２種類です。

「反省すべき原因」
「反省する必要のない原因」

ほとんどの場合、後者です。

何らかの要因で格下認定された結果でなのですが、

必ずしもあなたが女性に失礼なことをしたとか、重大なミスを冒したということではあり
ません。

会った瞬間あるいはどこかの段階で格下認定されて、それを挽回できなかったというだけ
のことが多いです。

女性に理由を聞いてみたい衝動に駆られると思いますが、
そのようなことを聞いても本音は言ってもらえません。

「あの店でのあの言葉で冷めた」
「あの時の仕草で冷めた」

といった明確なことではありません。

あなただって、全く興味のない女性から、

「私のどこがダメなんですか？直します」

なんて言われても困るでしょう。

「そんなことを言っているからモテないんだ」

と言い返したくなるでしょう、同じです。

単にタイプでなかったといった理由です。

言語化できない非言語のレベルでNGなのです。

見た目の第一印象が 8割なので、
反省するとすれば、服装、身だしなみなどの見た目です。



身だしなみは意外と本人では気付きずらいものです。
友人に見てもらうなど、問題がなかったかチェックして、改善していけば良いでしょう。

見た目を整えておくのは大切ですが、それ以外のトークや立ち振る舞いの部分については
反省するより、場数を踏むほうがずっと効果的に鍛えられます。

原因がはっきりしない事を反省すると、自分を責めることになり、テンションが下がって
嫌になり、出会いを諦めてしまうことにもつながりかねません。

くよくよせずどんどん次に行ったほうが絶対にいいです。

さて、初回のデートが終わって、相手から返信があった場合です。

基本的に一度会った後に返信があれば脈ありです。

まれに、はっきり断れず徐々にフェードアウトする女性もいますが、基本的には脈ありで
す。

ですので初回に何らかの性的アピールをしておくと、2回目以降に効いてくるのです。

2回目のデートをする時点で、特別な関係になる前提で会うことになるからです。

ただし、女性は時間をおくと冷めやすいですし、他の男性ともやりとりしているケースが
ほとんどなので、油断はできません。

なるべく早く次のアポを取りましょう。

また他の女性とも並行してやりとりを続けましょう。

先に一人に絞ってしまうと、うまくいかなかった時にダメージが大きいです。

また、無意識に余裕がなくなり、女性から逃げられる原因にもなります。

常時 10人くらいとやりとりしていれば、心に余裕がある状態をキープできます。



他の女性はメッセージ段階で断るのは簡単ですので、一人に絞るのは女性とのお付き合い
が始まってからで遅くありません。

以上のような流れになります。

あとは、

「マッチング」

「メッセージやりとり」

「デート」

という行程を、
10人くらい同時並行していくことです。

週に１−2人程度、入れ替わっていくでしょう。

各行程で壁に当たることもあります。

ラッキーでうまくいくこともあります。

大切なのは、

「見た目を整える」

「数を打つ」

「辞めない」

この３つです。

あとは、同じ目的を持つ仲間がいればなお良いです。



アプリで自分をアピールし、女性と会っていくことで気づくこと、学ぶことはたくさんあ
るはずです。

人間力が磨かれます。

とにかく行動あるのみです。

ぜひ行動して、モテるように、魅力的な人になってください。

知識編

さて、行動については上述の通りですが、
ここからは、知識として、知っておくと良いことを述べていきます。

質問の仕方でモテるかどうかわかる。

「どうやったらモテますか？」

極端な例ですが、この手の質問をする人は多いのです。

端的に言うと、

相手のことを考えていない質問です。

こうした質問をしてしまうことを避けるのは意外と簡単です。

自分が同じ質問をされたら、どう答えるか？
どう感じるか？

ということを考えてみるとすぐわかります。

質問者の情報が少なすぎますね。



この質問からわかることは、

「質問者は現在モテていない。モテるようになりたい」

ということだけです。

質問者がどういう人なのか？
これまでどういう努力をしてきたのか？
など、

簡単でも良いので伝えてもらわないと答えようがないです。

質問は一行で済みますが、回答は一行では済まないです。

自分の情報を伝えるのが面倒だから一行ですませているのかも知れません。

これだけで、他人の気持ちを推し量れない独善的な人だと相手は感じてしまうはずです。

このような人がモテるはずはありません。

Googleなどで調べればわかることをすぐ質問してしまうのも同じですね。

悪気はなくても、

「自分で調べる手間を他人にかけさせている行為」

と受け取られてしまうのです。

上記は極端な例ですが、
意外と気づかずにやってしまっていることは多いです。

他人事ではありません。

誰でもある程度はやってしまっています。

質問するときだけではありません。

「自分が同じことを言われたりされたりしたらどう思うのか？」



といったことを考える癖をつけましょう。

きっと身近な人が当てはまっていると浮かんできたでしょう？

あたなも誰かからそのように思われているということです。

見た目を「整える」理由

物理的な顔立ちや体型よりも、
ある程度清潔感があり、整えているということが重要です。

「整える」

もっと言うと、

「整えていることが伝わる」

ということが重要です。

少しわかりずらいかも知れません。

「ハゲている」

「ハゲ散らかしている」

この違いわかりますか？

一般的には、ハゲている男性は女性からマイナス査定をもらいます。

でもハゲていてもモテる人、かっこいい人はいますよね。

「ハゲ散らかしていてモテる人」



は聞いたことがないですね。

ハゲているなりに整えているかいないかの違いです。

つまり、「ハゲ散らかしている」

というのは、

「ハゲて見た目が悪くなっていることに無頓着でそれを放置している、そしてその放置し
ている状態を他人からどう見られているかを考えない無神経な人」

という意味なのです。

ですので、

「ハゲ散らかしている」

と言われるのは、

外見を否定されているだけでなく、内面まで否定されてしまっているということなのです。

「ハゲ散らかしている」

という言葉をつかうのは主に女性だと思いますが、

単に外見を指しているだけではなく、人格をも指している言葉なのです。

「見た目を整える」ということは、

他者からどう見られるかを考えて、それを表現するということになります。

これができない人は女性に対する配慮もないとみなされてモテないということになるので
す。

「好きなタイプ」

これはよく話題になると思います。

お互いのタイプに当てはまっているか気になる方も多いと思いますが、少なくともアプリ
での出会いに関しては結果にあまり影響しません。



例えば、

「好きなタイプ」を聞かれた場合に、どう答えれば良いか？

この質問をされたら脈ありなのか？

ここでどう答えると良いといったものはないと思います。

ただ答え方によっては減点対象になることもあるので、そこは常に注意しておきましょう。

答えの内容ではなく、怯まず堂々とした態度で受け答えするということの方が好印象にな
ります。

「優しい人？」

女性の好きなタイプでよくある答えですが、鵜呑みにしないでください。

優しい人を好きになるわけではありません。

好きになることと、優しいかどうかは全く別物です。

優しい人を好きになるのではなく、好きな人に優しくしてほしいだけなのです。

「嘘をつかない人」

を好きになるのではなく、好きな人に裏切られたくないだけなのです。

「価値観の合う人」

価値観という言葉が漠然としているので、その人がこの言葉にどのようなイメージを持っ
ているかによりますが、

好きな人と仲良くしたい。
ケンカしたくない。



なるべく一緒にいたい。

といったところでしょうか。

または、

子供は 2人ほしいとか、
東京に住みたい

といった具体的なことかも知れません。

ここまででお分かりなったと思いますが、

これらは付き合った後の話であって、

付き合うかどうか、好きになるかどうかとは別の話になります。

ちなみに、身体的な特徴を挙げた場合ですが、

「背が高い人」

「顔が濃い人」

「ヒゲのある人」

これは過去の話をしていると思って良いでしょう。

過去に付き合ってきた人の特徴か、
好きになるけど、なかなか付き合えない人の特徴

または好きな有名人の特徴だと思われます。

過去の話、別れた人の話、手の届かない有名人などの話なので、こちらも気にすることは
ないでしょう。

こうしたことを気にするよりも、



堂々とした態度で受け答えをすることの方が重要です。

答えの内容よりもむしろそこを見られています。

ですから、テクニックよりも場数を踏むほうが先決なのです。

セルフイメージ

婚活に限らずですが、セルフイメージを高く保つようにしましょう。

セルフイメージというのは、自分の能力に対する自己評価のことです。

ちなみに過去のことは一切関係ありません。

他人との比較でもありません。

根拠のない漠然とした自信がある状態です。

自信を持つことに根拠や前提条件は必要ありません。

その前提が崩れると自信も崩れることになるからです。

初めから根拠なく、

「自分は素晴らしいんだ。」

と言い聞かせておけばいいのです。

とはいえ、特に日本人はセルフイメージの低い人が多いです。

言うのは簡単ですが、人間そう簡単に変わるものではありません。

こういう時は、逆転の発想か視点をずらしてみましょう。



色々考えられますが、

ここでは、セルフイメージを高めるために何かを取り入れるのではなく、余分なものを除
くということを考えてみます。

「余分なもの」

についても色々ありますが、

例えば、内的なものと外的なものがあります。

こうして思考を巡らせていくとキリがなくなるので、

ここでは、「外的な情報」

ということに着目してみます。

「外的な情報」だと、広すぎるので、

「自分に直接利害のないニュース」

のようなことを考えてみます。

「芸能人の不倫」

これは私見ですが、

こうした人たちは、人生に役立つことを教えてもらったり元気や楽しみをもらったりする。
そして目標にしたり、応援する存在だと思うのです。

不倫や失言などがあった時に、

「人々の模範になるべき人がけしからん」

と避難を浴びているのです。

勝手に「模範になるべき人」と思い込んで、



その思い込みが裏切られたと言って避難しているようです。

もっと言うと、

こうした避難をする人たちは、そういうネタをいつも探しています。

他人を低めて、相対的に自分の価値（セルフイメージ）を保とうともがいているわけです。

このようなことを繰り返していると、

他の人から同じことをされるし、いい人は寄って来ません。

つまり、どんどん絶望する方向に行き、いつまで経ってもセルフイメージは上がらないの
です。

この場合の対処は簡単です。

ネガティブな情報はなるべく取り入れないようにすることです。

テレビや不要なネット記事は見ないようにすることです。

それだけで、セルフイメージを下げる要素を減らすことができます。

そして、婚活をするなら他人のことを多く話題にする人は避けたほうが良いです。



まとめ

「見た目を整える」

「数を打つ」

「辞めない」

マッチングアプリ

Tinder  
https://tinder.com/ja

タップル誕生
https://tapple.me/

Pairs
https://www.pairs.lv/ 

With
https://with.is/welcome

上のアプリほど、気軽に出会える。

下のアプリほど、真面目な出会いを求める傾向にある。

婚活系アプリ

Match



https://intl3.match.com/

Youbride
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKDTK+AKG0C2+1B26+5YJRL

Marrish
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKDTK+8ZAE9E+3N2M+6PC9T

マッチングアプリと使い勝手やシステムはほぼ同じ。

真剣に結婚したい女性が多く、具体的な話になりやすい。

出会い系アプリ

PCMAX
https://pcmax.jp/lp/?ad_id=rm325715

ハッピーメール
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKDTC+7CXWZ6+3QFG+BWVTE

ワクワクメール
https://550909.com/?f761718

月会費はないが、メッセージのやりとりがポイント制で、費用は割高になりやすい。

セキュリティーは低く、業者や勧誘、ポイント稼ぎ目的で利用している人も多い。

無料で登録できるので、覗いてみるだけでも良いです。



マッチングアプリを始めてから、相手を見つけるまでには、大きく 3段階あります。

1　マッチング

2　相手とのやりとり、アポ取り

3　デート

最初の段階、マッチングすることが最も重要。

この行程を 10人くらい同時並行していく。

「整える」　

写真とプロフィール文

写真は何枚か用意しますが、一番重要なのはトップに載せる写真です。

・雰囲気イケメンを目指す。
・真正面よりも、斜めあるいは斜め上から撮るなど。
・服装はシンプルに
・室内よりも明るめの室外

「雰囲気イケメン」など言葉で伝えるのは難しいので、
ファッションサイトを参考にすると良いです。

WEARなどのファッションサイトを見て、体型など自分と似た雰囲気の人を探して真似
するのが良いです。

トップの写真が決まったら、その他の写真を 5枚程度用意しましょう。



具体的には、趣味やライフスタイルがわかるような写真です。

・車
・料理
・景色
・アウトドア
・動物
・海外

プロフィール文の構成は以下のようになります。

・挨拶
・職業
・アプリを始めたきっかけ
・趣味
・自分の性格（身近な人からどのように言われているか）
・付き合ったら相手とどんなことがしたいか、どんなことをしてあげたいか
・挨拶

マッチングしてから、アポまでの流れ

1 挨拶
2 自己紹介
3 共通の話題探し
4 仕事の話などからアポが取れそうな日程（曜日など）を探る。
5 アポが取れそうな共通点を探る。（食べたいもの、行きたい場所、観たい映画など）
6 提案する（食事、お茶、ドライブ、映画など）
日程を打診
7 アポ当日まで無難につなぐ。2日前くらいに待ち合わせ場所を確認する



デート

女性の判断基準

「ありか無しか」

「格上格下」

「減点方式」

出会った瞬間に 8割かた判断されている。

「あり」状態をキープする。

婚活成功の秘訣

「見た目を整える」

「数を打つ」

「辞めない」

いかがだったでしょうか？

婚活といっても、特別なことをするわけではないことが伝わったと思います。

あとは実践のみになるのですが、

継続することはたやすいことではありません。



モチベーションを保つ、

困ったときの対処、

うまくいかない原因がわからない

など、実践してみると壁に当たると思います。

その際には、ご相談頂ける環境を整えたいと思います。

まずは行動に移してみて下さい。

* 免責事項

当方は、ご利用者様による本サービスの利用に起因または関連してご利用者様が他のご利
用者様に及ぼした損害、ならびにご利用者様と他の関係者様との間の紛争について、責任
を負わないものとします。

アプリ、WEBサイトなどの利用に際しては、ご利用者様の責任にて確認の上、当該アプ
リ、サイトの規定、および関連法規に従うものとし、当方では責任を負わないものとしま
す。


