
恋愛経験0でも
彼⼥を作れる理由

＆
彼⼥を作るための

3つのアクションプラン
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■著作権について 
本冊子と表記は、著作権法で保護されている著作物です。 本冊子の著作
権は、発行者にあります。 
本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。
 
■使用許諾契約書 本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称
す)と発行者(以下、乙と称す)との間で合意した契 約です。本冊子を甲が
受け取り開封することにより、甲はこの契約に同意したことになります。 

第 1 条 本契約の目的: 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、
本契約に基づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。

 第 2 条 禁止事項: 本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護され
ています。甲は本冊子から得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずし
て出版・講演活動および電子メディアによる配信等により一 般公開するこ
とを禁じます。特に当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じます。 甲は、
自らの事 業、所属する会社および関連組織においてのみ本冊子に含まれ
る情報を使用できるものとします。 

第 3 条 損害賠償: 甲が本契約の第2条に違反し、乙に損害が生じた場
合、 甲は乙に対し、違約金が発生 する場合がございますのでご注意くだ
さい。 

第 4 条 契約の解除: 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙
は使用許諾契約書を解除するこ とができるものとします。 

第 5 条 責任の範囲: 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、こ
の情報を使って損害が生じたとし ても一切の責任を負いません。 



モテない男性にとって
恋愛経験が全くないというのは
大きな引け目となります。

これまで、恋愛において
一度も成功体験がないために

「どうやって女性と　
　仲良くなったら…」

「どうせ自分には
　彼女なんてできないな…」

「もっとイケメンに生まれていたら…」

そんな風に
自分を責めてしまう。

私にも
モテない時代があったので
気持ちはよくわかります。



しかし、そのネガティブな感情を
ずっと持ち続けたまま
これから過ごし続けることは

あなたの人生において
マイナスでしかありません。

そもそも、恋愛経験は
世の中のほとんどの人が
絶対に経験している
わけではないんですよね。

20〜40代の
男女2400人に行った
あるアンケートでは、

「これまで恋愛経験が
　一度でもあるか」

というアンケートに対して、



20代男性の約４割が
経験なしと答えています。

20％ 40％ 60％ 80％ 100％0％

■　恋人がいる ■　恋人がいない（恋愛経験あり）

■　恋人がいない（恋愛経験なし）

あなたが仮に
恋愛経験が無かったとしても

それは決して
非難されたり、馬鹿にされるものでは
全くありません。

もちろん、
「とりあえずポジティブに
　なりましょう！」と



無責任な事を
いうつもりはありません。

恋愛の成功体験が
これまでの人生で
一度も無くても

これから女性と
交友を深め、

理想の彼女を
作ることができると
断言できる根拠を

これからお伝えしていきます。



恋愛経験0でも
彼⼥を作れる理由



恋 愛 経 験 0 の 男 性 で も
彼 女 が で き る 理 由 と は …

これまで異性と
お付き合いしてこなかった
お付き合い出来なかった男性というのは

これから出会う女性に
無償の大きな愛を
注げる才能があります。

異性を意識しすぎるあまり
行動できなかったあなたは

それだけ
女性を大切な存在と認識し

ひたむきに相手のことを
思いやる事ができるはずです。



これって、実は
立派な才能なんです。

巷のモテる男性や
ナンパで経験人数を
重ねているだけの男性は

女性との
その場限りの関係で
満足しています。

まるで、ゲーム感覚で
マッチングアプリを攻略し

女性と知り合っては分かれる、
ということを繰り返している男性は

むしろ1人の女性を
一途に愛するということが
出来なくなってしまいます。



確かに男性は、
生物学の観点で言うと

”より多くの女性と
　体を重ねて、子孫繁栄をしたい”

という本能を宿しています。

しかし、女性というのは
当たり前ですが、
真剣交際を望んでいます。

それが、
女性という生き物の本能です。

女性ももちろん
子孫繁栄という目的が
本能に刻まれていますが
男性とは違います。



女性は、子供を生むときに
大きなリスクと普段が
伴うので

”より素敵な男性と
　真剣な交際と子育てをしたい”

というのが女性です。

いつまでも
男性で遊ぶだけの関係を
望む女性はいません。

何処かのタイミングで
将来を真剣に考えて

最適なパートナー探しに
目を向け始めます。



その時に、これまで散々
女性関係で遊んできた

恋愛関係を軽んじる
うわついた男を
女性が選ぶでしょうか。

これまで女性経験が
全くない男性だからこそ

自分や子供を守り
将来的に恋愛関係を
結んでいけるような

”本当のパートナ”
となることが出来ます。

だからこそ、
これまで恋愛経験が無い男性でも
彼女を作ることができるんです。



恋 愛 を 成 功 さ せ る
３ つ の ア ク シ ョ ン プ ラ ン

ここからは
これまで恋愛経験0の男性が

今から理想の彼女を
ゲットするために

今すぐに出来る
具体的な３つの
アクションプランを
お伝えします。

めちゃくちゃ実践的な
アクションプレンになっているので

早速今日から
取り入れてくださいね。



①毎日イメージをする

毎日、寝る前や
お風呂に入っている時に

”あなたが女性と交際し、
　幸せな交際をしている理想の未来”

を、イメージしてください。

✓どんな場所に行き
✓どんな服装で
✓どんな女性と
✓どんな会話をして
✓どんな行動をとっているのか

より具体的で
はっきりとしたい未来を
想像してください。



「イメージトレーニングで
　彼女ができるかよ！」

そう思うかもしれません。

しかし、イメージ（想像）するという行為は
絶大な効果を発揮します。

プロアスリートや
トップクラスのアーティストでも
イメージトレーニングは欠かしません。

それはなぜか。

1つは、本番の緊張を和らげるため。

当日の緊張を和らげ
ベストなパフォーマンスを
するためですね。



恋愛においても、当日緊張して
デートを盛り上げることが
出来なかったら最悪です。

そして、２つ目の目的は

「今の自分に足りない
　モテるための要素を把握するため」

です。

どういうことなのか。
まずは、先程お伝えした
理想の未来を
イメージしてみてください。

その未来は現時点でのあなたで、
しっかりと実現できますか？



✓理想の未来の自分の服装、
✓理想の未来の自分の振る舞い
✓理想の未来の自分の言動
✓理想の未来の自分のトーク

イメージが具体的に
出来ないということは

今のあなたには、
会話力や、トークスキルが
不足している可能性があります。

このように、未来を想像し
その未来を叶えるために

今の自分に足りないものを
把握する。

これがイメージトレーニングの
2つ目の目的です。



あなたができることが
増えれば増えるほど

理想の未来も
より具体的に
想像できるはずです。

必ず毎日
理想の未来を
イメージしてください。

②恋愛コンテンツを見る

恋愛コンテンツとは
恋愛ドラマや映画、
恋愛リアリティーショーなどの
映像作品です。

これを時間があるときに
視聴してください。



なぜ恋愛コンテンツを
視聴する必要があるのか。

目的は２つあります。

”モテる男性の言動を知る”
”女性の心の動きを理解する”

モテる男性は
発言はもちろん、

実は振る舞いにも
大きなポイントがあります。

✓町中の歩き方
✓デートの誘い方
✓会話中の表情
✓話しているときのジェスチャー



これらを学ぶには
恋愛コンテンツが
一番効率がいいんです。

文字だけでなく、
映像として記憶できるので

あなたの潜在意識にも
残りやすく、

実践するときに
よりスムーズに
行動することができます。

２つ目の目的は
”女性の心の動きを理解する”

恋愛コンテンツでは
女性も心の動きも
しっかり表現されています。



女性がどんな時に
どんな感情になって
どんな発言をするのか。

これらの、女性の心理・言動を
映像で学びましょう。

もちろん、リアルの人間関係で
これを学ぶことが一番ですが、

女性が周りにいない男性にとっては
恋愛コンテンツで、映像で学ぶことが
簡単で実践しやすいはずです。

この２つを意識して
学びの教材だと思って
視聴してください。



③恋愛成功者から学ぶ

成長するため、
自分を変えるためには

客観的な
第三者の意見が
一番効率的です。

プロのスポーツ選手でも
コーチをつけたり、

専属のトレーナーに
自分を管理してもらってますよね。

その道の
プロフェッショナルに
アドバイスをもらうことで



あなたにとって
本当に必要な
情報やアドバイスを
的確に受けることができます。

周りにいる
モテる男性に
アドバイスを貰って

最短で、モテる男性へと
生まれ変わりましょう！

最後に…

この特典では、
恋愛経験がない男性でも
彼女を作ることができる理由と

モテる男性になるための
具体的なアクションプランを
お伝えしました。



まずは、今のあなたを受け入れ、
肯定するところから
始めてください。

今まで彼女ができなかった
＝　これからも彼女が出来ない

なんてことは
絶対にありません。

今日お伝えした
アクションプランを
１つずつ、実践してみてください。

おすすめは、
③恋愛成功者から学ぶ です。



私自身も、
たくさんの人に相談して
恋愛コンサルタントとして
駆け上がることができました。

もしあなたの周りに
相談できる相手がいないのなら

こちらの相談会で
あなたの悩みや
現状のアドバイスを
させてください。

あなたを、モテる男性へと
生まれ変わらせることを
お約束します。

案内を確認する

https://akilance.com/thanks

