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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。 



なぜ、興味のない男性に対して
女性が行っている仕草を
あなたが知る必要があるのか。

今回お伝えするサインは
いわば、女性からのシグナル

「私は今、あなたに
  興味がありませんよ。」

という女性からの
メッセージです。



あなたが想い寄せている女性が
今回お伝えする仕草を

デート中や普段のやりとりで
行ってきたときは、

現時点では、その女性との
関係を進展させることは
難しいと判断してください。

知らないままだと、
あなたが行動すればするほど

女性からの評価を
さげてしまうという
最悪の未来が待っています…



① LINEが素っ気ない
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あなたのからのLINEが
２〜３行程度あるのに

相手の女性からは

「うん」「そうだね」「たしかに」

このような1行短文、
もしくはスタンプだけの
返信が続くようなら

現時点で、その女性は
あなたに興味がない可能性が
非常に高いです。



あなた自身に置き換えて
考えてほしいのですが

仲の良い友達との
LINEや電話で
短文で、興味の無さそうな
返事はしませんよね？

女性側があなたのことを
友達と認識していれば
まだ丁寧な返信があるはずです。



「返信が素っ気ないな…」
そう感じたときは
潔く身を引きましょう。

女性によっては
その身の引き方の速さで
むしろ好感を覚える人もいます。

特に付き合う前や
知り合って間もない時の
ダラダラとしたLINEは

仲を深めるどころか
むしろ関係を悪化させてしまうなど
かなりリスクが高いです。



特に文章での
コミュニケーションは

自分の感情や、
微妙なニュアンスが
伝わりづらいため

LINEでのやりとりだけで
仲良くなろうとするのは

恋愛上級者でも
かなりハードルが高いです。

LINEはあくまで
軽い雑談と連絡のための手段と
割り切ってしまいましょう。



②会ってくれない
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あなたが頑張って
デートや食事に何回も
誘っているのに
女性からの返事は

「この日は友達と…」
「ちょっと予定があって…」
「実家に帰るんだよね…」

しかも一度ならず二度までも…
こんな経験ありませんか？



もしくは、

『いいよ〜』と
その場の社交辞令として
OKはもらうものの

実際に予定を決めようとすると
なかなか予定が合わない。

この時もまた、女性は
あなたに対しての興味が
かなり薄い状態です。



次にお伝えする言葉を
ぜひ覚えていてほしいのですが、

『女性は、好きな男性の前では
   予定がヒマになり、
　興味のない男性の前では
   予定が忙しくなる。』

デートの誘いを断るとき、
相手が興味のない男性であれば

正直、そこまで忙しくなくても
男性の誘いには乗りません。



「忙しくはないけど、あなたと
デートする程、ヒマではないのよ」

という状態です。

逆に好意のある
男性からの誘いであれば
女性の日程は、
ヒマになります。

好きな男性の誘いなら
むしろ他の予定をずらしても
会ってくれることでしょう。



デートや食事の誘いに
何回も誘っているのに

何かと理由をつけて
断られてしまう女性を

いつまでもいつまでも
追いかけることは
正直、時間が勿体ないです。

いったんその想いには
区切りを付けて
次の出会いに
目を向けてみましょう。



③質問をしない
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特に初対面の女性や
お互いに面識が
あまりない関係の時

何気ない会話の中で
相手に質問をすることは
当たり前。

まだお互いのことを
あまり知らないわけですからね。



相手の女性からの
自己開示を待っていては

二人の関係は
なかなか進展しません。

だからこと、僕が教えている
モテ共感力プログラムでは

モテる男の質問方法を
教えているわけなんです。



そもそも質問をするということは
自分が知らない、相手の内面や

普段の生活、考え方などに
興味があるということです。

言い換えれば、
相手に対して少しでも
興味があれば

おのずと質問が
でてくるはずなんですよね。



もしあなたが
女性とLINEやデートをした時、

自分ばかりが質問していて
相手の女性から
全く質問がなければ

これは脈なしだと
判断した方がいいでしょう。



もちろん初対面であれば、
相手の女性が
緊張している可能性もありますし

そもそも相手の女性が
人見知りや、奥手の性格だという
可能性もあります。

しかし、何回もLINEをしていて
デートも二回目だというのに

相手の女性があなたに質問を
全くしてこなければ

あなたに対する好意は
低いと判断せざる負えません。



会話を盛り上げるために、
相手に集中して

質問を繰り出し、
話を引き出すことも
もちろん重要ですが

相手の女性からも
自分に対して
質問をしてくるかどうか。

ここにも注意をしてください。



④カバンを
膝の上に置く

⼥性からの
脈なしサイン
【５選】



もしあなたが、意中の女性を
なんとかデートに誘えて、

レストランやカフェに入り
雑談をしているときに、

相手の女性が
自分のカバンを
膝の上に置いていたら

それは女性が、
「家に帰りたい」という
サインになります。



自分の財布やスマホを
カバンの中に入れたり、

机の下の荷物置きや
イスの横に置いていたカバンを
膝の上に置いたときは

女性は、心の中で
解散したいと思っています。

これはどんな女性でも
当てはまる行動です。



女性が、デートを心から楽しみ
帰る事自体が、頭の中に無ければ

そもそも荷物を片づけたり
持ち物であるカバンを
執拗に触ったりはしません。

帰りたいと思っている女性は
自分の持ち物を、無意識的に
触ってしまいがちです。



この様子を見たら
話をまとめて、
解散する選択をとりましょう。

ここで察することができず
だらだらと引き留めてしまうのは
モテない男です。

あなたがモテる男になりたいのなら

引き留めたりすることなく
相手の女性を笑顔で
送ってあげましょう。



⑤恋愛の話をしない
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距離を縮めたい女性との会話で
恋愛トークは、絶対に外せません。

恋愛トークをすることで
相手の女性の好みや

恋愛において、男性に求める
優先度の高い事項を
知ることができるので

あなた自身を
より魅力的にみせるための
振る舞いの参考に
することができます。



更に恋愛トークをすることで
女性の脳内では
疑似的な恋愛モードになります。

恋愛トークをしている中で

「この人と付き合ったら
  どうなるんだろう…」

と、無意識に
想像を膨らませるので

あなたをより異性として意識する
きっかけになるんですよね。



しかし、過去の恋愛というのは
女性にとって、誰にでも
気軽に話せる話題ではありません。

言葉を濁されたり、
完全に流されてしまったときは

その女性との
親密度がまだ足りないか
あなたに興味がないか。

この時は、
相手の女性の気持ちを察して
すぐに話を変え

まずは親密度を高める方向に
シフトしていきましょう。




