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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。 



第一印象が人間関係において、
どれだけ重要であるかは
いろいろな書籍や動画でも
語られています。

もちろん恋愛においても同じ。
初対面で好印象を残せなければ
モテる男性にはなれません。

特に第一印象というのは
中々払拭するのが難し く
ここでの失敗は
絶対に避けたいもの。



第一印象で、あいての女性に
好印象を与えることが出来なければ

下手をすれば、デートの途中で
お別れとなってしまうでしょう…

だからこそ、第一印象というのは
恋愛において重要な瞬間なんです。

初対面で、
「素敵だな」と思われる
話し方や振る舞いを
しっかりマスターしてください。



<見た目編>

モテる男の
⽴ち振る舞い



人間の第一印象は
出会って、６〜７秒で決まると
言われています。

この数秒でいきなり躓くと
女性のあなたに対する印象は
いきなりマイナススタートです。

あなたがどれだけ中身を磨いても
外見がダメダメでは、
女性との関係を深めることは
出来ません。

まずは外見から整えていきましょう。



①髪型

まず髪型ですが、
重要視すべきは
清潔感です。

パーマをかけたり
髪を染めたりなど、
おしゃれを意識して
お金をかける必要は
ありません。

基本的には短髪、
整髪料をつけて整えましょう。



寝ぐせがあったり
いつ髪を切ったのか
わからないような
伸びきった状態はNGです。

大体、
3000円〜4000円程度の
美容室に行けば

短髪でも、見栄えのいい髪型へと
仕上げてくれます。

そして、美容室で仕上げてもらった
一番状態のいい髪型を
しっかりと記憶し



自分1人でも
整髪料を使って
再現できる様にしてください。

美容師さんに、セットのコツや
使っている整髪料を
聞いておくのも有効です。

美容室代も自己投資です。
あなたの印象は
ガラッと変わります。

必ずデートに行くときは
髪型をチェックしてください。



②顔周り

男性は特に
顔周りの、身だしなみを
気にしてない人が多いです。

髭は剃っていても
眉毛はそのままだったり

普段から化粧水などをつけず
スキンケアを怠っていたり…

これもまた、モテない男性の
特徴の1つ。



まず、デートに行く前は

①髭
②眉毛
③鼻毛

この3つを
必ずチェックしてください。
絶対に整えましょう。

そして毎日
お風呂上りには、
化粧水や乳液で
スキンケアを行ってください。



女性約500人に行った
「恋愛で一番重要なのは
  清潔感である」
という質問に対して、

約9割の人が、
Yesと回答しています。

さらに、
「清潔感に結びつく要素は？」
という質問に対しては

約8割の女性が
「顔肌がキレイであること」
と回答しているんです。



スキンケアを怠っている人と
毎日取り組んでいる人とでは
見た目が全く違います。

特に年齢が上がるほど
スキンケアをしているかどうかで
実年齢より老けて見られることも…

高い美容品を使う必要は
全くないので

必ず肌の手入れを
行って下さいね。



③体型

女性からモテる体型というのは
引き締まったマッチョである

と思われがちですが、
実はそうではありません。

もちろん、そういう男性が
好みである女性もいますが、

基本的にネットで調べた
標準体型であれば
モテる男性になることが可能です。



服の上から
明らかにお腹がでているなと
わからなければ

腹筋が割れるまで
ダイエット をする必要って
ないんですよね。

逆にガリガリもNGです。
男性らしさを感じられず
女性に安心感を与えることが
難しいでしょう。



確かにマッチョな男性は
それだけで女性にとって
魅力的かもしれませんが

標準体型であれば
少なくとも女性が
あなたを減点することは
ありません。

恋愛は総合力。

満点を目指すのではなく
減点されるであろう要素を
潰していくことを意識してください。



④ファッション

これまで の人生で
服装に興味のなかった男性には

『モテる服装』というものに対して
苦手意識があるのでは
ないでしょうか。

ブランドはもちろん、
服の種類もたくさんあるので
正直かなり迷いますよね、

そんな人は、まずは
この③つのポイントを
抑えてみるようにしてください。



１．しわやシミがないこと

しわやシミは
あなたの清潔感に
直結します。

タンスに入れっぱなしで
しわだらけのTシャツや

何のシミか分からないような
痕がついているパンツなど

女性が見たら
確実に減点されるポイントです。



しわを伸ばしておく、
シミがないかを確認しておく。

デート前日の30分で、
簡単なチェックをするだけです。

仕事でもそうですが、
おしゃれ云々ではなく、

人と会うときの
最低限のマナーとして
必ずチェックしてください。



２．ジャストサイズを着ること

最近のファッションのトレンドは
オーバーサイズの服です。

しかしオーバーサイズの服も
他のアイテムとのバランス感や
あなた自身の体型合わせて
慎重に選ぶ必要があります。

特に、今まで特にファッションに
興味が無かった人からすれば
かなり難易度が高いです。



まずは、ジャストサイズの服を
身に着けてください。

・袖や丈が長い
・裾を合わせていない服

これらのような服も
だらしなく見えてしまうので
NGです。

さらに言えば、

・スキニーすぎるパンツ
・ぴちぴちのシャツ

もやめましょう。



３ .カジュアルすぎる服

最近のファッションのトレンドは
オーバーサイズの服です。

しかしオーバーサイズの服も
他のアイテムとのバランス感や
あなた自身の体型合わせて
慎重に選ぶ必要があります。

特に、今まで特にファッションに
興味が無かった人からすれば
かなり難易度が高いです。



かっちりしていない
カジュアルな服というのは
相手に「子供っぽい…」という
印象を与えてしまいます。

特に
・パーカー
・ショーツ
・七分のパンツ
・半袖シャツ
・チェックシャツ
・明るい色のデニム…

などは、注意が必要です。



せっかく新品を買って
サイズも合わせても

着こなし次第で
あなたの印象がガラッと
変わってしまいます。

カジュアルなアイテムは
できるだけ抑えて

・革靴
・無地の長袖シャツ
・スラックス系のパンツ

など、きれい目のアイテムを
積極的に使っていきましょう。



<振る舞い編>

モテる男の
⽴ち振る舞い



①話し方

女性から
異性として見られない男性は
話すスピードにも問題があります。

女性にモテない話し方は
早口気味に話すことです。

なぜ、早く話すことが
ダメなのか。

もちろんそれには
理由があります。



それは、早口気味で話すことで
女性に対して

「この人、なんか余裕無さそう…」

という悪い印象を
与えてしまうからです。

同性から見ても、
早口でまくしたてるように
話す男性には

余裕を感じることは
ありませんよね。



早口でしゃべっている男性で
モテる人はいません。

だからこそ、女性との会話では

・落ち着いて
・はっきりと

話すように
心がけてください。

そして、ゆっくり落ち着いて
話すことを心がけることで

自然とあなたの声も
低く落ち着いたトーンになります。



この”低い声”というのも
話し方で重要な要素です。

女性は、高い声と低い声なら
低い声に魅力を感じるもの。

低い声＝男性的だと
本能的に認識しているからです。

ゆっくりと、低い声で。

この２つを意識して
話すことを心がけてください。



②胸を張る

次に姿勢です。

歩いているとき、座っているとき、
常に、胸を張ることを
意識してください。

なぜ、胸を張る必要があるのか。

先程の話し方と同じく、
女性に対して、あなたを
より男性らしく見せるためです。



胸を張る、という行為は
自分を大きく、そして
自信がある印象を
周りに与えることができます。

動物が、敵対するオス同士で
ケンカをするとき、

自分の体を大きく見せるために
立ち上がったり、
羽を大きく広げたりしていますよね。

それはシンプルに、
大きい＝強いという
認識を与えることが出来るからです。



人間も同じです。

・猫背で背中が丸まっている人と
・背筋を伸ばし、胸を張っている人

どちらが男らしく、
頼もしく見えるでしょうか。
間違いなく、後者ですよね。

特に現代人は、約8割の人が
猫背であると言われています。

そのため、普段の生活から
胸を張る意識を持ってみてください。



いざ実行してみると
分かると思いますが、

胸を張ることは
慣れていないと
意外と疲れます。

デート中だけ意識しようと
思うのではなく、

普段の生活から、
改善しようという意識をもって
しっかり取り組んでみてください。



③褒める

褒められて
嫌だと思う女性はいません。

女性からモテる男は
上手に女性を褒めます。

逆に、モテない男性は
どのように女性を褒めるのか。

モテない男性は、

・女性に媚びている
・下心が垣間みえる

こんな褒め方をしています。



「○○さん可愛いね」
「○○さんスタイルいいね」

このような、
NGな褒め方をしている間は
モテる男性には
ほど遠いでしょう。

だからと言って、
褒めるという行為をしないのは
非常にもったいない。

だれだって褒められたら嬉しいもの。
問題は、その褒め方です



あくまで下心を見せずに
紳士的に褒めることを
心がけてください。

褒め方のポイントとして

・身に着けているものを褒める
（例：カバンのデザイン、
　　イヤリングの色）

・女性が時間とお金を
　かけているものを褒める
（例：髪の色やパーマ、
　　ネイルのデザイン）

デートで最初に合流した時などは
上記のようなポイントを
褒めるといいでしょう。



次にデート中の会話の中での
褒め方です。

・結果より過程を褒める
（例：仕事でミスした話を女性がした　　　
　　ときに、女性の苦労や努力を
　　褒める）

・ギャップを褒める
（例：「最初はおとなしい人かと思って
　　たけど、話してたら面白くて、
　　印象変わったよ！」

このように、デート中の会話の中でも
褒めるポイントを見落とさないように
しましょう。



そして、実際に
褒める時の注意点として

・相手の目を見て褒める
・恥ずかしがらずにはっきりと褒める

この２つを意識してください。

褒めるという行為は
人によっては、恥ずかしいと
思うかもしれません。

しかし目をそらしたり
恥ずかしがって、小さな声で
褒めたりしても逆効果です。



このような、間違った褒め方を
してしまうと、

「この人本心で思ってないな…」

と女性は思ってしまいます。

ここでも、男らしさを意識して
相手の良いところを
素直に伝えてあげましょう。



最後に…

いかがでしたか？
初対面での第一印象は
その後の関係を左右する
大事な要素です。

ですが、
難しく考える必要はありません。

今回お伝えしたことを
しっかり守っていれば

少なくともマイナスな印象を
相手にあたえることは
絶対にありえません。



最後に…

いかがでしたか？
初対面での第一印象は
その後の関係を左右する
大事な要素です。

ですが、
難しく考える必要はありません。

今回お伝えしたことを
しっかり守っていれば

少なくともマイナスな印象を
女性に与えることはありません。

いかに男性としての魅力を
相手に伝えることができるか。



これによって、その後の関係で
異性として意識されるかが
決まります。

筋肉がある、お金がある、
権力がある…

それだけが魅力的な
男性の要素ではありません。

あなたの見た目や振る舞いを
少し変えるだけで、
劇的に印象を変えることができます。

ぜひ今回お伝えした、
モテる男の立ち振る舞いを
実践してみてくださいね。


