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おめでとう！

あなたが僕と出会えた事に、まずは「おめでとう！」を言わせてください。

なぜなら、この『僕たちの逆襲！モテないまま 30 日以内に複数の女を ” モノ ” にする禁断のテクニック』
を手にしてしまったあなたはもう、女を彼女として “ モノ ” にせざるを得なくなってしまうからです。

たとえあなたが、これまで部屋の中に閉じこもり、エロサイトばかり眺めている、モテない素人童貞だっ
たとしても、来月の今日までには複数の女を “ モノ ” にできるようになってしまうのです。

僕があなたに公開するテクニックの数々は、僕の 21 万 240 時間以上に及ぶ、心の痛みや苦しみをとも
なった、泥まみれの試行錯誤の結果編み出されたもの。

デブで生白いのが原因で「白豚クン」と呼ばれ続け、屈辱の日々を過ごしてきた僕が、その体型、その
顔のまま、沢山の女を彼女として “ モノ ” にできるようになってしまった・・・その具体的なテクニッ
クの全てを、公開させて頂くテクニックマニュアル書。

そればかりではなく、数千通にも及ぶ男達とのメールでのやり取りによって、多くのモテない男達に具
体的なアドバイスをさせていただく事で、彼らに彼女を作らせてきた、2 年以上にもおよぶ僕の「彼女
GET テクニカルサポーター」としての活動・・・共に苦しみ、共に喜び合った中で得ることができた数々
のテクニック。

それら全てを詰め込ませて頂いたテクニックマニュアル書だからなのです。
恐らくこのテクニックマニュアル書は、読んでいる途中で投げ出されてしまう恐れがあります。

僕のリアルな試行錯誤の繰り返しによって生まれた具体的なテクニックを知ってしまった時、あなたは
いてもたってもいられなくなってしまうはずだからです。
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机の中、ベッドの下、本棚の裏に隠している、AV を叩き割り、エロ本を焼き払い、エロサイトの URL を「お
気に入り」から抹消してしまうことでしょう。そして、すぐさま生の女を彼女として “ モノ ” にするべく、
行動せざるを得なくなってしまうことでしょう。

マインドセットのテクニック

「思考」という曖昧で相対的なものを、思考コントロールのテクニックによって自らのコントロール下
においてしまうことで、たとえあなたがモテない素人童貞であったとしても、複数の女を、彼女として ”
モノ ” にし続ける事が物理的に可能になってしまうのです。

僕が 21 万 240 時間をかけて試行錯誤を繰返し、ようやく到達することができたその思考のテクニック
の 100％をこれからあなたに授けていきます。

■灼熱のモチベーション

どんなに素晴らしいテクニックがあったとしても、あなた自身の決意が固まらない限り、テクニックを
行動へと移すことができません。

結果、女を ” モノ ” にする事ができません。

だから、あなたにはまず原子炉の燃料となるプルトニウムのような、野望を心にセットしてもらい、心
の炎を鎮火を知らない状態にさせる必要があるのです。
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さて、ここで質問がひとつあります。あなたがこのテクニックマニュアル書を、手に入れてしまった理
由は何ですか？

もちろん、女を彼女として “ モノ ” にできるようになりたいからですよね？

この目的を今一度、しっかりとあなたの心に留めておいてください。

それができたらあなたには早速、途中で留まることを知らなくなる灼熱のモチベーションを手に入れて
もらう為に、ある 2 つのマインドセットをしてもらいます。その一つ目・・・。

■女の感触を五感全てに叩き込め！

もしもあなたが、素人童貞どころか、全く女に触れたことも無い真性童貞クンだったとしたら、今すぐ
現金を握り締め、ソープランドに行って女を抱き、童貞を捨てる必要があります。

人間、どんな行動をするのにも、目的地には何があるのか、それを具体的に知らなければ行動できません。
だから、僕のテクニックを使いこなす為には、生の女とは何なのか？それを実際にあなたの五感で知ら
なければなりません。

途中で諦めたり投げ出したりしないように、テクニックを実行し続けた後に得られる結果を、あなた自
身の心の中で、悶々と妄想し続ける必要があるからです。

視覚：女とはどんな色形をしている生き物なのか？
聴覚：女はどんな声を出すのか？
嗅覚：女の体はどんな匂いがするのか？
味覚：女の唇は、体は・・・どんな味がするのか？
触覚：女と交わる時、皮膚にはどんな感覚があるのか？
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実際に生の女を抱き、あなたの全身に、あなたの五感に「女とは何か」を叩き込む必要があるのです。

もちろん、ソープランドは決して安いものではありません。

だから、お金をかけてソープランドに行く機会を無駄にしないよう、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、
五感の全てに意識と神経を張り巡らせるイメージで、生の女を叩き込んでください。

その感覚を、あなたの明確な目標として、脳裏の中に焼き付けておくのです。辛いとき、挫けそうな時、
投げ出しそうな時、その時の感覚を、五感と共に悶々と妄想を脳裏に張り巡らせるのです。

そうそう、あなたが「最近そういえば女を抱いていないな～」という状態だった場合も、今すぐ現金を
握り締め、ソープランドに駆け込むことをお勧めさせて頂きます。感覚を忘れてしまっている可能性が
高いですからね。

さて、続いてあなたには、もう一つ、マインドセットをしてもらいます。

■トラウマを怒りに！怒りを力に！

あなたがこれまで味わって来てしまった、辛く悲しい日々を思い返してみてください。

今一度、独り暗い部屋に閉じこもり、心の奥底に潜む、痛み、悲しみ、憤り、恥ずかしさ、悲しみ・・・
それらを全て。

あなたがこれまで負ってきたトラウマにも、勇気を出して向き合って。
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これからあなたには、
トラウマを明確に思い出し、そのトラウマを怒りに代えることで、怒りを、女を “ モノ ” にする・・・
という目的達成に向け突き進み続ける為の力にしてもらいます。
テクニックを機械的に実行し続ける原動力を得られ続けるようになってもらいます。。

例えば僕の場合、独り暗い部屋に閉じこもり、心の奥底に潜むトラウマに向き合った時、次のような過
去のエピソードを思い返す事ができます。

僕の根深いトラウマを形成しているエピソードです。

僕のトラウマその１　バレンタインデーの悪夢

僕の場合、女を好きになるという感情は小学校 1 年生の頃に目覚めました。

けれども運命とは残酷なもの、生まれついての生白でブ男、加えて食いしん坊で毎日駄菓子ばかり食い
漁り、運動も皆無に等しかった僕は当然ながらデブ。

生白、ブ男、デブ、モテる要素などかけらも無い 3 拍子揃った男。

「白豚クン」

当然のように陰であだ名がつきます。
小学校時代同級生の女達から、僕の知らないところでこっそりつけられていたあだ名です。

その事実を、男友達を通し耳にしてしまった時、ショックで校舎のトイレの個室にこもって独り泣きじゃ
くったのは言うまでもありません。
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それでも普段は、僕が女達からモテない男である事にもあまり気付きません。

どちらかと言うと、少しやさしくされただけで勘違いしてしまうような男でしたから。

けれども毎年一回「白豚クン」の僕が、「白豚クン」である事実を、思い知らされてしまう日が訪れます。
僕にとっては地獄の様な一日が・・・それが 2 月 14 日バレンタインデー。

女達から人気者の「イケメン」の所には、恐ろしい量のチョコレートが集まる。

下駄箱の中、机の中、ロッカーの中、手渡し。

更にはわざわざ家にも届けに来るらしいではないでしょうか。

けれども「白豚クン」の僕の手元には・・・。何よりも僕が大好きだったあの子まで、あのイケメンに・・・。

2 月 14 日。僕にとって自分がトコトン女にモテない生物だという事を、毎年思い知らされ続けてしまっ
たのです。

僕のトラウマその２　好きな女からの直撃の言葉

中学生になると、人格も少しずつ形成されてきたのか、女というものがどういう生き物なのかが、少し
ずつ分かるようにもなってきました。

けれども「白豚クン」はしょせん「白豚クン」。
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中学生の女達が男を好きになる一番の基準は見た目。

中学生時代も僕派は数々の敗北を味わう事になりました。

中学一年生、他の小学校からあがってきたクラスメイト達とも仲良くなってきた頃。

クラスメイト数名と教室に残って話に花が咲いていた時、小学 6 年生当時僕が一番好きだった女がたま
たま教室に遊びに来たのです。

小学生時代から、この女の顔は僕好みだったのだが、中学生になり更に僕好みになっています。

女が教室に入った瞬間、僕と目が合いました。

「ドクン」心臓が高鳴るのを覚える・・・。かわいい・・・。

しかしその後女の口からとんでもない言葉が発せられ僕を襲ったのです。

「あれ、タナトス君！？　だいぶ雰囲気変わったね。少しは『マシ』になったの？私、小学校の時あな
たのこと大嫌いだったから。」

・・・・・・。なんとか顔では笑って見せたが心で泣きました。

僕がいかに、小学生時代に女から嫌われ者だったかを、心の底から思い知らされてしまったのです。
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僕のトラウマその３　大好きな先輩　なぜあなたがここに

あれは中学生の頃、保険委員に入っていたこともあり、僕は昼休み、放課後と保健室によく出入りをし
ていました。

そこにはめちゃくちゃ僕好みの顔と性格の中学 3 年生の女が、保険の先生と他愛もない話をしに頻繁に
来ていたのです。

誰に対してもやさしい女でした。

いつも保険委員として保健室に来ていた 2 歳年下の僕に、話をしてくれました。

生意気にも中学 3 年生の女を好きになっていたのです。

保健室に行ってその女と話す事が本当に楽しかった。

基本的に勘違いしやすかった当時の僕は、その女も僕の事を好きになってくれているだろう・・・特別
な存在になっているだろう・・・「白豚クン」にも関わらず、勝手に勘違いをしていたのです。

ところがある日、そんな僕に偶然と共に悲劇が襲いかかります。

校舎の奥まった所にある用具倉庫。同じ部活の友人と何かの道具を取りに行った時の事。

用具倉庫の扉を空けると、なんか妙な声が物陰から聞こえるのです。女の声。

声がする物陰をそっとのぞいて見ると・・・。
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「先輩・・・。」

ショックのあまり、つい声に出してしまいました。

何と、いつも天使のような可愛らしい笑顔で僕と話をしてくれていた女が、3 年生の中では有名なヤン
キーの男と、この世の物とは思えない恐ろしく乱れた格好で、抱き合いながら奇妙な声を出していたか
らです。

僕達と彼らの目が合います。

「てめーら何見てんだよ！」と 3 年のヤンキーの男が、声を張り上げる。

「いーじゃん。あんなガキほっといたら。」と女・・・。

「す、スミマセン！」と僕達。

3 年ヤンキーの男からしめられる（ぼこぼこにされる）のが怖くて、一目散に逃げた・・・。

心で号泣しました。

いつも保健室で、天使のような笑顔で優しく接してくれていた女が、この世のものとは思えない格好（当
時の僕にとっては・・・）で抱き合っていたのもショックでしたが、それ以上にショックだったのは「あ
んなガキ」・・・のコメント。

いつも単なる「ガキ」としか思われていなかったのか、とショックを受けます。
その女から、特別な存在として扱われていると勘違いをしていたからなのです。
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僕のトラウマその４　初めて告白されるが・・・

僕に初めての奇跡が起こったのは、中学１年生の 3 学期頃。

突然女に告白されました。

その時、好きだった女から・・・ではなく、その親友から。好だった女に呼び出され、その親友から校
舎裏で告白されたのです。

「私タナトスの事好きなんだけど。よろしく。」

それだけ伝えられ、「キャー」と言いながら女達はどこかに去ってしまった。

混乱しました。初めての経験だったから。

僕と当時の親友２人と、僕が好きだった女のグループ 3 人。

3 人対 3 人は席が近い事もあり毎日のように仲良く話をしていたのです。

そんな矢先の出来事でした。

女に告白された経験など皆無だった僕には、その後どうして良いのか分かりませんでした。

母親と祖母以外の女から、バレンタインデーチョコを貰った事も無かった男。10 円の「チロルチョコ」
を除いて・・・。
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何をとち狂ったのかその後僕は、告白してくれたその女を避けるようになってしまったのです。
 

恐らく好きだった女に告白されなかった事がショックだったのかもしれません。

こうして女と付き合える最初のチャンスをあっさりと見送ることになるのです。

あなた：「告白されるなんて、ぜんぜん悲劇じゃないじゃん！」

実は、この体験談はこれでは終わりません。

それからしばらくして衝撃的な事実を聞くことになってしまうのです。

先程男 3 人、女 3 人の 6 名で毎日仲良く話していたと言いました。

男 A ＝私（ブ男）　男 B ＝親友（イケメン君）　男 C ＝親友 2（イケメン君）　　　
女 A ＝告白してきた女　女 B ＝私が好きだった女　女 C ＝女Ａ、Ｂの親友

実は女 A，B，C の 3 人はそれぞれ僕達男 A，B，C の人に一斉告白して、集団で付き合えるようにし
ようと企画していたらしい。

僕が好きだった女 B が最初、男 B に告白をする事を決めたとの事。

次に、女 C が男 C に告白をする事を決めたとの事。

最後に女 A が、バツゲームとして、男 A である僕に告白をする事をしぶしぶ決めたとの事・・・。
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つまりこの場合女 A は「ジャンケンホイ」で負けた罰ゲームとして、「白豚クン」である僕に告白した
事になるのです。

しかも、「あいつ本気にしてるんだもん（嘲笑）。」女 A はそう口にしていたとの友人談。

その事実を知ってしまった時、「女とはこれほどまでに残虐になれるものなのか・・・。」怒りの気持ち
が次から次へと湧き起こってきたのはいうまでもありません。

・・・いかがでしたでしょうか僕のトラウマは？

ここでお話した僕の悲劇のお話は、ほんの、ほんの、一部です。

実はこれ以外にも、この後も、ここでは到底語りきれない程多くの、悲しいエピソードが僕の心の奥底
に眠っています。

手をつなごうとしてあっさり断れた類のものはまだ序の口。

4 時間以上も渋谷ハチ公の前に待たされた挙句、電話で確認したら「本気だったの？」とあっさり言い
放たれてしまったり、

理由も無く、突然連絡が取れなくなってしまったり、

ディズニーランドまで行ったにも関わらず、途中で帰られてしまい、独りミッキーマウスと記念写真を
撮る羽目になってしまったり、
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「彼氏いない」という言葉を信じ、電話をしてみたら、男が出てたんかを切られてしまったり、
メル友とようやく会うことができたのに、会った次の日からメールが途絶えてしまったり、

無理やりキスをしてみたら、口を拭いながら泣いて帰られてしまったり、

合コン中トイレに行っている間、僕以外のイケメン達が、女を全て持ち帰ってしまったり、

思い出しただけで、胸が苦しくなり、生きていくのが嫌になってくる程の辛く悲しい思い出が沢山ある
のです。

「女とはモテないブ男に対してこうも残酷になれるのか！」

僕はトラウマを怒りに代えることで、怒りを、「女を “ モノ ” にする・・・」という目的達成に向けて突
き進み続ける為の力としているのです。テクニックを機械的に実行し続ける原動力にしているのです。

さて、あなたも、今一度思い出してください。あの日、あの時、あの場所で、女達から受けた冷たい仕
打ちの数々を。

その辛く悲しい思い出やトラウマを怒りに代え、テクニックを実行し続ける原動力とするのです。

いかがでしょうか？
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女の感触を五感全てに叩き込め！
トラウマを怒りに！怒りを力に！

 これら２点を、あなたの中でマインドセットできましたでしょうか？

この 2 つをあなたのマインドにセットをする事さえできれば、あなたは原子炉の燃料となるプルトニウ
ムのような、野望を心に。鎮火を知らない灼熱の炎を手に入れる事ができ、それらを、テクニックを実
行し続ける為のエネルギーとして使い続けることができるのです。

多少時間がかかってしまっても、必ずこの 2 つのマインドセットをしておいてください。

 

野望を心に鎮火を知らない灼熱の炎を手に入れる

■世の中の 2 割の男達が、8 割の女を “ モノ ” にしている事実

女を彼女として “ モノ ” にできない男達にとっては非常にショックな事実があります。

僕がこれから語る真実を耳にしてしまったあなたは、「生涯僕は一人の女を愛し続ける」などという、
男のマスターベーションともいえるくだらない綺麗事を捨てざるを得なくなるはずです。

なぜなら、一分一秒でも、早く行動しなければ、その分だけ女達が一部の男達だけに独占されていって
しまうのですから・・・。
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実は世の中の 2 割の男達が、世の中の 8 割の女を独占してしまっているという事実があります。

分かりやすく言うと、世の中の 8 割の数の女達は、たった 2 割の男に「彼女として “ モノ ” にされたこ
とがある」のです。

 “ モノ ” にされた・・・もちろん彼女達が、その一部の男達と、生まれたままの姿になって、ベッドの
上でいちゃいちゃした事がある・・・という事は、言うまでもありません。

あなたは「パレードの 28 の法則」を知っていますか？

・世の中のたった 2 割の人達が全体の 8 割の金額のお金を所有している
・一日の仕事の成果の 8 割はたった 2 割の時間から生み出される
・組織の 2 割の人達が仕事全体の 8 割の成果を生み出している

逆に・・・

・世の中の 8 割の人達は全体のたった 2 割の金額のお金しか所有していない
・費やした時間の 8 割からたった 2 割の仕事の成果しか生み出せない
・組織の 8 割の人間はたった仕事全体の 2 割の成果しか生み出せていない

このような法則です。詳しく知らなくてもなんとなく耳にした事があるのではないでしょうか？

実はこの「パレードの法則」って、女を “ モノ ” にする世界にも当てはまってしまう法則なのです。

世の中の 2 割の男達が、世の中の 8 割の女を独占してしまっているという事実。
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女を “ モノ ” にするという世界は、まさに弱肉強食・強者独占の世界なのです。

幸い「一夫一妻制度」という国が定めた法則に守られた「結婚」という終着点があるおかげで、最終的
には多くの男達に還元されていきます。

けれども、およそ 8 割の女達の女としての成長過程においては、たった 2 割の男達の “ モノ ” にされて
いるという事実があるのです。

ひょっとしてこれまでの人生の中で、あなたの周りにもいたのではないでしょうか？

「バージンキラー」とか呼ばれていたり、いつも複数の女をたらし込んでいたり、「何であいつだけが・・・」
あなたが怒りを隠しきれなくなる程、複数の女を “ モノ ” にしまくっていた奴が・・・。

これまでモテた事がない人生を送ってきてしまった方にとっては信じたくない事だとは思いますが、事
実は事実。あなたはその事実をしかと受け止めなければならないのです。

だから、今日を限りに、「僕は生涯 “ モノ ” にする女は一人だけでいい・・・」などという甘い事を言う
のはヤメにしましょう。

あなたが “ モノ ” にしなくても、他の誰かが “ モノ ” にしまくってしまうのですから。

折角なのですから、あなたが 8 割の女達を “ モノ ” にしている 2 割の男達になってもよいのではないで
しょうか？あなたはせっかく男としてこの世に生を受けたのですから。

今までただ指をくわえて来ただけのあなたに「さよなら」を告げ、今一度決意してください。
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「僕は『2 割の男達』の仲間入りをする！」
 
・・・と。僕のテクニックを全て身につけることさえできれば、あなたは間違いなく「2 割の男達」の
仲間に入れる力を手に入れる事ができるのですから。

■女を敵と思え

ひょっとして、あなたはこれまで、「良い人」止まりの結果しか得られなかったのではないでしょうか？

ハッキリ言わせて頂きます。

例え女から「良い人」と思われたとしても、その結果 “ モノ ” にできないのだとしたら、その「良い人」
は女達から「嫌い」と言われているのと同じなのです。

女の、男を「良い人」だと思う気持ちを、深層心理の段階、潜在意識の段階まで探って分析すると次の
ようになるのですから。

良い人＝「人間としてこの世に存在するのはまあアリ。うわべの会話をしたり、一緒の部屋にいて同じ
空気を吸ったりする位ならまあアリ。でも遺伝子をもらって子供を生むのは絶対にカンベン。」

8割の女2割の男
独占中
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・・・はい。人間としてはアリ・・・だけど、男としてはナシ。ましてや、自分達の遺伝子を継承させ
る事に値する行為、セックスなどはもってのほか・・・。それが女から見た「良い人」なのです。

もちろん、あくまでも深層心理の段階、潜在意識の段階の事なので、その事自体に女は気づいていない
かも知れません。けれども、これが「良い人」の裏に隠された、女の本音の部分なのです。

実は女は、自分が “ モノ ” にされた後、自分を “ モノ ” にした相手を「良い人」などとは思えません。
思いたくとも思えなくなってしまうのです。

自分ひとりの男としてのみ存在して欲しいのに、自分を “ モノ ” にしたオスとしての魅力ある男なのだ
から、絶対に他の女もたかって来るはず・・・そういう心理が働いてしまうので、何かにつけて「悪い人」
と思うようになってしまうのです。

だから、例えあなたが女を “ モノ ” にできたと思える状態になれたとしても、女から「良い人」などと
思われている内は、まだ女を “ モノ ” にできていないも同然なのです。

逆に言うと、女を “ モノ ” にした状態にする為には、「悪い人」・・・「女の敵」と、生物的に思われるよ
うになっていないと駄目なのです。

女があなたのことを「女の敵」と思うようになってしまうと、不思議と女はあなたの “ モノ ” にならざ
るを得なくなってしまいます。

その事を頭の中に入れて頂いた後で、その女の心理を逆手に取り利用しながら、あなたが「女の敵」と
なり、あなたが「女の敵」であり続け、かつテクニックを使いこなし、女を “ モノ ” にしまくれるよう
になるために、必要なマインドセットを伝授します。

そのマインドセットとは・・・
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「女は敵だ！と心の奥底から思え！」

今日を境に、世の中の全ての女を「敵」だと思ってください。心の奥底から。

例えば “ モノ ” にもできていない女に、感情を移入するのも絶対にやめて下さい。

顔では笑って見せたとしても、心の中では「敵」だと思ってください。

あなたの “ モノ ” にもなっていない女に、いちいち感情を移入していたのでは、絶対に先に進めません。

僕のテクニックを正確に実行し続けることができなくなりますし、結果これまでのように良くて「良い
人」と思われるだけで終わってしまい、女を “ モノ ” にするという結果を出すことなどできません。

確かに、誰にでも心の中に優しさは存在します。
けれども、目的達成の為には、その優しさを一時的に封じ込めておかなければならない時もあるのです。

あなたがこれまで、良くて「良い人」止まり、結果、女を “ モノ ” にすることができないモテない素人
童貞のまま・・・そんな人生を歩んで来てしまったのだとしたら尚更です。

実は、その場合あなたは、本当は誰よりも優しいがゆえに、相手のことを思いすぎてしまったがゆえに、
これまで女を “ モノ ” にする事ができなかったのですが・・・。とても皮肉な事ですが・・・。

そんな優しいあなたを一度封印してください。女を“モノ”にするという目的を完全に達成させるまでは。

そして、優しさを一時的に封じ込める代わりに「女は敵だ！」と思い込むのです。
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「女は敵だ！」と思い、「女の敵になるぞ！」というマインドセットで、僕のテクニックを実行してくだ
さい。

ついつい本来の優しいあなたが出てきそうになってしまった時には、不幸にもモテない人生を歩んでし
まったがゆえに幼い頃から味わってしまった、あの頃の悲しみを、心の苦しみや痛みを、思い出してみ
てください。徹底的に。

「女は敵だ！」と思い込むができるようになるはずです。

“モノ”にしてからでいいのですから。女に感情移入したり、本来の優しいあなたを出したりするのは・・・。

「良い人」止まりになってしまい、結果、女を ” モノ ” にできない人生を、これ以上あなたに送らせるわ
けにはいきません。

本来、優しさを持ったあなたにとっては、これから辛い日々が続くかも知れません。

人間として自己嫌悪に陥ってしまう事もあるかも知れません。

けれども、女を “ モノ ” したいのであれば、目的達成のために必ずこのマインドセットをしておいてく
ださい。

「女は敵だ！」
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■感情に支配されるな！機械人間の心を手に入れろ

実はあなたはこれまで「あるモノ」に支配されて来たから、女を ” モノ ” にする事ができませんでした。

その「あるモノ」を一時的に封印すれば、僕のテクニックを使いこなせるようになり、女を ” モノ ” に
できる確率は 100％に限りなく近づけるのです。

僕が教える全てのテクニックを使いこなし、女を自由自在に操る為に、必ず封印が必要な「あるモノ」
とは・・・。

「感情」です。

「女は敵だ！」
と心の奥底から思い込むと同時に、あなたは自分の「感情」を押し殺せる、機械のような心を手に入れ
る必要があるのです。

 “ モノ ” にもしていない女に、いちいち「感情」を持ってしまってはなりません。

「感情」により支配され、女からのリアクションに一喜一憂してしまっては、『禁断のテクニック』を正
確に使いこなす事はできません。

僕が教えるテクニックの数々を、クールに、機械のように実行し続けることを心がけてください。

例えば、○ × △□というコマンドが入力されたら、○ × △□と機械のように精密に正確に行動する。そ
のようなマインドを心にセットしてください。

テクニックを実行し続けるだけのマシーンと化すのです。
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女を “ モノ ” にする・・・その目的を達成してから、かつてのような普通の優しさを持った人の心に戻
せばよいのですから。

■ “ モノ ” にできない男たちが発する共通の言葉を捨てろ

女を “ モノ ” にできない男たちが発する共通の言葉があります。

日本語圏、英語圏、中国語圏、国境をまたいで存在する世界共通の言葉。世界中の女を “ モノ ” にでき
ない男たちが口にしてしまう類の言葉です。（もちろん日本語、英語、中国語・・・と異なりますが。）

そして、その言葉を今すぐ捨てなければ、これからも未来永劫女を ” モノ ” にすることができない・・・
そんな言葉なのです。

もしかしてあなたも、事あるごとに次のような言葉を発してしまってはいないでしょうか？

・「俺って女運が無いんだよね。」

・「世の中可愛くねー女ばっかり。ブスばっかり。」

・「ココには俺の好みの女は誰もいないよ。」

・「最近美人じゃ無いと駄目になってきた。」

・「本当の恋愛がしたいよなー。」

・「俺っていつも自分からは絶対に女に行かないんだよね（誘わない・告白しないの意）。
　女の方から大抵僕の所に来るパターンが多かったから。」

・「あの女、彼氏いそうだからね。」
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・「あの女、彼氏いるからね。」

・「あの女、年行き過ぎてるんだよね。」

・「あの女、若すぎるんだよね。」

・「今仕事忙しいからね。」

・「最近出会いとかぜんぜんないからね。」

・「今お金ないからな。」

・・・どれか一つでも構いません。

あなたの友達と、女に関してお話した時に、上記のような類の言葉を、一度でも発してしまったことは
ありませんか？

口には出さなくとも、心の中で考えてしまったことはありませんか？

もし一つでも、該当する言葉を発してしまったり、考えてしまったりした事がある場合は非常に危険です。

これらのように、できない理由を口にしたり、考えてしまったりした事がある場合は非常に危険です。

なぜなら、もしもこのまま進んでしまった場合、これからも未来永劫、永遠に女を “ モノ ” にすること
ができないかもしれないからです。非常に高い確率で・・・。

ハッキリと言わせてください。
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これらの言葉は、女を彼女として “ モノ ” にしたことがない男たちが、共通して知らず知らずの内に発
してしまったり、考えてしまったりする類の言葉なのです。

「できない理由を口にしてしまう」マインド・・・。

この「できない理由を口にしてしまう」マインドでいる限り、女を “ モノ ” にする事は、高い確率でで
きません。

何かにつけて、できない理由を考える癖がついてしまうと、何をしてもできない理由にぶち当たるよう
になり、その結果、女を “ モノ ” にできなくなってしまうからです。

できない理由からは何も生まれません。

できない理由を述べたり考えたりしたところで、いつまでたっても、できないままで終わるだけです。

できない理由よりも、できる方法をみつけ、その方法を実行する事が何よりも大切なことなのです。

だから、あなたがそのような状態に陥ってしまった場合、あなたは次の言葉をマインドにセットする必
要があります。

「できない理由は捨てろ！できる方法のみを考えよ！」

これです。

このマインドセットと共に、これらのような女を ” モノ ” にできない理由を全て捨ててください。
そして、女を ” モノ ” にできる理由のみを考えるようにしてください。
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それともう一点、この言葉をマインドにセットすると共に、できない理由を述べてしまったり、考えた
りしてしまったりする・・・その根源にある問題を取り除かなければなりません。

根本的な問題を排除しておかない限り、一時的に言葉をマインドにセットできたとしても、しばらくたっ
てしまうと、問題が大きくなり、再びあなたの思考を支配してしまうからです。

だから、始めの内に問題の根源を排除しておく必要があるのです。

その問題とは・・・。

それは「プライドが無駄に高い」という問題。

実は、女を “ モノ ” にできない男たちに限って、プライドが無駄に高いという傾向があります。

女を “ モノ ” にできない男たちに限って、プライドが高く、なぜか無意識の内に自分自身を過大評価し
てしまっているのです。

このプライドが先程のような、僕が「捨てろ」と言っている言葉の数々を、生み出す元になってしまっ
ているのです。

無駄に高いプライドからは何も生まれません。

無駄に高いプライドを持ち続ける限り、女を “ モノ ” にはできません。

だから、もしもあなたにこの様な傾向がある場合、無駄なプライドは今すぐ捨ててしまってください。
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「できない理由は捨てろ！できる方法のみを考えよ！」
「無駄に高いプライドを捨てろ！」

この 2 つができれば、たとえあなたがモテない素人童貞だったとしても、まるでモテモテイケメンのよ
うに簡単に女を ” モノ ” できるようになってしまうのです。

■ゴキブリのマインドセット

女を “ モノ ” にできない男たちが持つ特有のある心の問題。

実は、女を “ モノ ” にしたいと思っている男たちの成功を邪魔する一番の障害は、彼らが特有に持つ「無
駄に高いプライド」。

「無駄に高いプライド」があるから、失敗するのが怖くなり行動を起こせなくなってしまうのです。

「無駄に高いプライド」があるから、恥をかくのが怖くなり行動を起こせなくなってしまうのです。

「無駄に高いプライド」があるから、その「プライド」が体からにじみ出てしまい、空気の微妙な流れ
に敏感な女達に「チッポケ男」だと悟られてしまうのです。

もしもあなたが一度も女を “ モノ ” にしたことがなく、結果素人童貞という称号を引きづったまま今日
まで生きてきてしまった場合も、その屈辱を味わい続けてしまった原因は、その「無駄に高いプライド」
にあるのです。
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だから、女を “ モノ ” にするという行動を起こす前に、まずはこの「無駄に高いプライド」を、物理的
にあなたの心の中から消滅させなければなりません。

中々心の中から消えてくれないこの「無駄に高いプライド」を、テクニックを使って消滅させなければ
ならないのです。

これから、あなたの「無駄に高いプライド」を消滅させる、具体的なテクニックを伝授します。

実はたった一つの生き物を頭の中に想像し、その生き物に精神的になりきる事ができれば、その問題の
99.9％は解決してしまいうのです。
すなわち、一番の障害「無駄に高いプライド」を物理的に心の中から消滅させることができてしまうの
です。

女を “ モノ ” にできない男たちを救うその生き物とは？

女があなたに奥深い魅力を感じざるを得なくなる、魔法の様なテクニックとは？

まず、あなたが一番嫌いな生き物を挙げてみてください。

ゴキブリ！
 

・・・本当は別に、ゴキブリちゃんじゃなくてもよいのですが、僕の場合、ゴキブリちゃんが一番嫌い
なので、この場合ゴキブリちゃん。

ここから、僕が一番嫌いな生き物、ゴキブリちゃんを例に挙げてお話させて頂きます。まあ、あなたが
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特殊な趣味をお持ちでない限りは、ゴキブリちゃんのことが生理的に大嫌いだと思いますが。

次に、僕のテクニックを実行する時には必ず、自分の事を一番嫌いな生き物、ゴキブリちゃんだと思い
込んでみてください。

僕はゴキブリちゃん・・・
誰からも忌み嫌われ虐げられるゴキブリちゃん
今更失うものなど何もない

そういう気持ちを強く込めながら、トイレの鏡の前に立ち、自分の顔を見ながら、

「僕はゴキブリちゃん」
「僕はゴキブリちゃん」
「僕はゴキブリちゃん」

と 3 回唱えるのです。

まるで、「ひみつのアッコちゃん」が手鏡を見て、魔法の呪文を唱えて変身するかのごとく、あなたも
鏡に映る自分に向かって、呪文を唱えるのです。

「僕はゴキブリちゃん」だと、暗示をかけるのです。

鏡の中に映るあなたは、「無駄に高いプライド」の塊であることを認識し、そのあなたをブチ壊すイメー
ジを頭に浮かべながら唱えるのです。
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自分が落ちるところまで落ちるイメージを、頭に浮かべながら唱えるのです。

もうこれより下は無いというイメージを、頭に浮かべながら唱えるのです。

もうあなたはこれより下に下がりようのない所にいます。

失敗しても怖くなんかありません。

恥をかいて失うプライドなどありません。

あなたは、地をガサゴソと這いずりまわる、ゴキブリちゃんなのですから。

もうこれ以上落ちる所はありません。後は這い上がっていくだけなのですから・・・

僕はゴキブリちゃん・・・
誰からも忌み嫌われ虐げられるゴキブリちゃん
今更失うものなど何もない

実は、この自己暗示をかけられるようになると、あなたは「無駄に高いプライド」を消滅させることが
できると同時に、「妙な自信」がわいて来るようになります。

「僕はゴキブリちゃん・・・誰からも忌み嫌われ虐げられるゴキブリちゃん・・・今更失うものなど何もない」
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本来マイナス要素である事があなたの力へと変わるのです。
女にけなされようが、ののしられようが、何を言われようが、どんな失敗してしまおうか、「言われて
もともと」「失敗してもともと」という思考になるからです。

人の感情は前後の相対的なもので上下する。以前よりも下がった。以前よりも上がった。そういう曖昧
なもので上下するのです。

だから、あらかじめマイナスにセットしておくことで、上がるしかない状態になり、あなたの中で力に
変わり、大抵の事には動じなくなってしまうのです。

マインドセットをしていない普通の人たちにとっては自殺モノのような事でさえ、日常頻繁に起こる「小
さなうっかりミス」くらいにしか感じなくなってしまうのです。女に断られたり、自身を否定されたり
する事が、どうでもいい事だと思えるようになってしまうのです。

全ての「無駄に高いプライド」をかなぐり捨て、この「ゴキブリちゃんのマインドセット」をしておけば、
まるで「ドラゴ●ボール」にでてくるサ●ヤ人べ●ータのように、スーパーサイヤ人と化すことができ
るのです。

彼も無駄に高いプライドをかなぐり捨てたことで
「スーパーサ●ヤ人」になれた！
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逆に、このマインドセットなしに、女を “ モノ ” にしようと、僕のテクニックを実行するのはとても危
険です。根本的な部分がグラグラに揺らいでいる時に、テクニックだけに走ってしまうのはとても危険
です。

どんなテクニックによる行動も、失敗はつきもの。一回一回の失敗が、精神的なダメージとして、あな
たの心の中に、痛み、苦しみ、悲しみとして蓄積されてしまう恐れがあります。強烈なテクニックだか
らこそ・・・だから、

僕はゴキブリちゃん・・・
誰からも忌み嫌われ虐げられるゴキブリちゃん
今更失うものなど何もない

そういう気持ちを込めながら、トイレの鏡の前に立ち、自分の顔を見ながら、

「僕はゴキブリちゃん」
「僕はゴキブリちゃん」
「僕はゴキブリちゃん」

と 3 回唱える、これを毎日繰り返してください。

テクニックを実行する前にも必ず唱えるようにしてください。

ここまでは OK ですか？それでは早速、女を彼女として “ モノ ” にするための具体的なマインドセット
を教えたいと思います。今まで溜め込んできてしまった無駄な知識を捨て去り、僕があなたに教える事
を、新しい知識として吸収する心の準備をしておいてくださいね。
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■出会いは運命なんかじゃない

女を彼女として “ モノ ” にする為の出発点は「出会い」。それは、あなたも既に理解できていると思います。

けれども、ひょっとしてあなたはまだ、この出会いは運命によるものだと思ってしまってはいませんか？

だとしたら非常に危険です。

そのままでは永遠に、女との出会いがあなたに訪れないかも知れません。

「俺って女運ねーなー。出会いなんかまったっくないよー。どこかに運命の女でも突然現れてくれねー
かなー。」などと、あなたがぼやいている限り、女との出会いは、あなたの元に訪れません。永久的に。

実は出会いって、運とか運命とかに頼ってはいけない類のものなのです。運とか運命とか、外的な要因
に頼ったままではいけない類のものなのです。

あなたの家の隣に、突然かわいこちゃんが引っ越してきて、あなたの家に挨拶に来る。その時に意気投
合・・・ニヤリ。・・・なんてことは、エロ本に掲載されているショート漫画の世界のみ。現実の世界
では間違いなく起こらないこと。

出会いは運。待ち望んでいれば、きっと運命の出会いがあなたにも訪れる・・・などという事は、漫画
やドラマの世界の中だけだと思っておいてください。

出会いって、あくまでもあなたの行動で、自ら起こさなくてはならない類のことなのです。

あなたに必要なのは、偶然の出会いを、必然的に作り出してしまう事。その為のテクニックを身につけ、
それを機械的に実行していくことなのです。
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この「禁断のテクニック」を手に入れた今日を境に、出会いは運とか運命とかによるものだ・・・とい
う間違った思考は捨て去ってください。

これから僕が伝授するテクニックによって、偶然の出会いを、必然的に作り出してしてください。

偶然の出会いを必然的に作り出せ

■イケメン？モテる？

あなたはひょっとして、イケメンになることが、モテるようになることが、女を ” モノ ” にする為に不
可欠なことだと勘違いしてしまっているのではないでしょうか？

これまで、イケメンになろうと、ファッション雑誌に掲載されている洋服を買い揃えてみたり、勇気を
振り絞って美容院に行って髪の毛を茶髪に染めてみたり。

モテるようになろうと、モテる為の秘訣が書かれた本を買い揃えて、その通りに行動してみたり、そん
な事ばかりをしてきてしまったのではないでしょうか？

だとしたら、それは大きな間違いです。無駄なことですので、今すぐやめてください。

女を彼女として “ モノ ” にすることにおいて、イケメンであるかないかは大した問題ではありません。
女を彼女として “ モノ ” にすることにおいて、モテるモテないは大した問題ではありません。
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実は、女を “ モノ ” にするために重要なことは、確率論的な思考を持つこと。簡単な算数に基づいたテ
クニックの実行。これです。

言いかえると、女を “ モノ ” にするために重要なのは、イケメンかどうかではなく、モテるかモテない
かではなく、

★あなたの行動によって合計で何人の女と出会うことができるか

★あなたはその内どの位の確率で女を彼女として “ モノ ” にできるか

たったのこれだけのことなのです。

女と出会うテクニック。出会った女を “ モノ ” にするテクニック。この 2 つのテクニックを身につけ、
それぞれの絶対数と確率を上げながら、クールに、機械的に、実行し続ける。

★あなたの行動によって合計で何人の女と出会うことができるか
→女と出会うテクニック　→その絶対数を上げるテクニック

★その内どの位の確率で女を彼女として “ モノ ” にできるか
→出会った女を “ モノ ” にするテクニック　→その確率を上げるテクニック

この思考と行動のテクニックを身につけることができれば、今まであなたが最大の壁だと勘違いしてし
まっていた事が、とてもとてもチッポケな事だったのだと分かるようになります。イケメンかどうか、
モテるかどうかって事ですね。
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例えば、イケメンだと、女を自由自在に “ モノ ” にできるのでは？・・・って勘違いしている人達が、
巷には五万といますが、イケメンであるかどうかって、女と出会った後、“ モノ ” にできる確率が、ブ
男に比べて高い・・・たったそれだけのことでしかありません。

それと同じく、モテるようになると、女をいとも簡単に “ モノ ” にできるのでは？・・・って勘違いし
てしまっている人達も、巷には五万といますが、モテるかどうかって、女と出会った後、“ モノ ” にで
きる確率が、モテない男に比べて高い・・・たったそれだけのことでしかありません。

そんな確率の差なんて、これから僕が教えるテクによって、いとも簡単に縮められてしまいます。いや
埋めるどころか、ブッチギリの差で超えることができてしまいます。だから、このテクニック書を手に
したあなたは、今日を境にそんなちっぽけなことで悩み続けることはやめてください。

そのかわりに、打席に立ってバッドを振るかのごとく、ガンガン実行しまくってください。

というのも、僕の教えるテクニックを身に着け、実行することさえできれば、イケメンでなくても女を
“ モノ ” にすることができますし、モテなくても女を “ モノ ” にすることができます。けれども、あくま
でも実行した結果 “ モノ ” にできる事であって、実行しないで妄想に浸ったり、イメージトレーニング
したりしているだけでは、いつまでたっても “ モノ ” にできるようにはなれないからです。

控え室でイメージトレーニングとしてバットの素振りをしているだけでは、野球の試合でヒットを打て
ないのと同じ。打席に立たない限りは、ボールは来ませんし、当然ヒットを打つこともできません。打
席に立って、ピッチャーがボールを投げて来て、バットを振って始めて、ヒットを打つ可能性が出てき
ますし、ホームランも出る可能性が出てくるのです。同時に、打席に立った回数と、ヒットやホームラ
ンを打った回数から、打率が生まれるのです。

女を “ モノ ” にすることも、これと同じですからね。打席に立って、バットを振るイメージで、テクニッ
クを実行していってください。

そうそう、打席・・・といえば、僕たち日本人が誇る世界のバッターイチロー。彼って、幼いころから
毎日バットを振り続け、血のにじむような練習を、努力とともにしてきたのに、たった 3 割前後しかヒッ
トが無いんですね。野球の世界では凄い数字なのですが。
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数字だけ見てみると、100 回打席に立って、たったの 30 回しかヒット
を打てないってことですよね。残りの７０回はアウト！すなわち失敗。
あの「世界のイチロー」でさえたったの 3 割。誰よりも毎回打席に立
とうと努力をし、打席に立てた時には結果を出そうと真剣にバットを振
る。そんなイチローでさえ、100 回打席に立った内、たったの 30 回し
かヒットが無いのですね。

突然何を言い出すのかと思われてしまうかも知れませんが、僕が言いた
いことは、打席に立とうとしない事には、成功をするという結果は生ま
れないという事。それから、失敗無しに、成功はありえないという事。
確率的に。

イケメンであろうがなかろうが、モテようがモテまいが・・・。

これまで女を彼女として “ モノ ” にできないと、嘆き続けてきたあなたに強く言いたいことです。

ある意味安心してもらって結構です。

なぜなら、あなたはまだ、女を “ モノ ” にするという分野において、まともに打席にも立てていない状態。
まだ何もしていない状態なのですから。

あなたがこれまで女と出会えない、女を “ モノ ” にできないと嘆き続けてきてしまったのだとしたら、
まず打席に立てばいいのです。そして、打席に立てたら、バットを振ってみればいいのです。

別にいきなり「大リーグ」の打席に立とうとする必要はありません。近所の「草野球」程度の打席でも
いいのです。家の中でバットの素振りばかり練習していても、何も始まりません。

打席に立つ努力をし、バットを振ってください。その後、より効率的に打席に立てるように、打席に立った後、
より高確率でヒットを打てるように、それぞれ必要なテクニックを身につけ、実行していけばよいのです。
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打席に立つテクニック、ヒットを打つテクニック・・・具体的に打席に立ってバットを振った時に、そ
れらの本当の意味が見えてきます。それらの確率を上げるテクニックの意味も本当に理解できるように
なれます。

一度打席に立って、バットを振れるようになれれば、家でバットの素振りをしたり、ヒットの確率を上
げたりする為の個人練習も意味を成してきます。

それを繰り返すことで、より高確率にヒットやホームランを打てるようになってくるのです。つまり、
女を “ モノ ” にするというフィールドにおいては、ガンガン女を彼女として “ モノ ” にできるようにな
れるのです。

僕が教えるテクニックを習得し、実行するに当たっては、この「打席に立ってバットを振る」というこ
とをイメージしてください。

イケメンでないことや、モテないことを気にしそうになってしまった時は、「打席に立った後のヒット
の確率が違うだけ・・・」と、考えることで、大したこと無い問題だと割り切るようにしてください。

■美人を “ モノ ” にする法則

「俺にはこれまで、出会いらしいことはいく度かあった。でも、好みのタイプの女に出会えなかったから、
“ モノ ” にすることができなかったんだ。」

あなたがこれまで、そのようなことを考えたり口にしたりしてきてしまったのだとしたら、今日を境に、
その考えを捨ててください。そうしないと、これからも未来永劫、高い確率で好みのタイプの女を彼女
として “ モノ ” にすることはできないからです。
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実は、よりかわいい、もしくはより美人の女を ” モノ ” にする為に必要なのは法則です。

運とか、偶然とかによるものではありません。法則です。

僕が法則に基づいて算出した、簡単な方程式に当てはめながら行動してくれるだけで、あなたは理想の
可愛い女を着実に ” モノ ” にできるようになってしまいます。非常識を常識にしてしまったその思考テ
クニックをこれから明かします。

まず、右の図を見てください。僕の家に先祖代々
伝わる秘密の絵図です。・・・嘘です。僕が作り
ました（爆）。

 
さて、冗談はさておき、まず、とにかく脳裏に焼
き付けておいてください。そして、かわいこちゃ
ん、ふつーちゃん、ブーちゃんを次のように考え
てください。

・「かわいこちゃん」＝あなたの好みの女
・「ふつーちゃん」＝あなたにとって普通の女
・「ブーちゃん」＝あなたが好きではない女

かわいこちゃん、ふつーちゃん、ブーちゃんというのは、あくまでも個人によって基準の異なる相対的
な事。ですので、あなたにとって・・・という視点で置き換えてくださいね。あなたの好みの基準で置
き換えてみてくださいね。

かわいこちゃん

ふつーちゃん

ぶーちゃん
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本当に不思議なことですが、僕たちが出会う女は、この図のような確率によって好みのレベル別に分か
れます。女との出会いの回数を重ねれば重ねる程、この図のようになっていくのです。

出会いの回数を重ねていくと、あなたは「ブーちゃん」と出会う確率が一番高くなります。

その次に「ふつーちゃん」と出会う確率が高くなります。

そして、「かわいこちゃん」との出会いは、「ブーちゃん」や「ふつーちゃん」と比べると、ほんの少し
しか無いのです。

出会いを重ねれば重ねていくほど、出会いの確率はこのピラミッド型の図のようになってくるのです。

「かわいこちゃん」「ふつーちゃん」「ブーちゃん」それぞれのレベルの女との出会いの確率を数字に置
き換えてみると、次の様になります。

★あなたが「かわいこちゃん」に出会える確率 ≒４％
★あなたが「ふつーちゃん」に出会う確率 ≒ 16％
★あなたが「ブーちゃん」に出会ってしまう確率 ≒ 80％

「かわいこちゃん」４％、「ふつーちゃん」16％、「ブーちゃん」80％・・・、これらのパーセンテージ
を、ピラミッド型の図でイメージする事ができましたか？
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次に、あなたの現時点までの GET 率を計算します。GET 率というのは、これまで彼女として “ モノ ”
にできた人数を、出会った女の人数で割ったものです。

この場合、「出会った女」というのは、通り過ぎたり会話を交わしたりしただけではなく、出会った女
のなかでも、あなたが「彼女にしたい」と心の中に思い「彼女として “ モノ ” にする対象」になった女
の人数です。

あなたの GET 率＝彼女として “ モノ ” にできた人数 ÷ 出会った女の数

もちろん、“ モノ ” にできたことが一度も無い場合、確率は０になってしまいます・・・が、ここでは
仮にあなたは 30％のＧＥＴ率を持った男だと想定して考えましょう。

仮　３０％のＧＥＴ率＝出会った女の数 10 人 ÷ 彼女として “ モノ ” にできた人数

さて、これらの数字を元に、「俺にはこれまで出会いらしいことはいく度かあった。でも、好みのタイ
プの女に出会えなかったから、“ モノ ” にすることができなかったんだ。」・・・と嘆くばかりで、女を “ モノ ”
にする事ができなかったというあなた。そんなあなたがこれまで、なぜ女を ” モノ ” にすることができ
なかったのか？それを数字で表してみましょう。

あなたがこれまでしてきてしまった事（ＧＥＴ率を仮で３０％とする）

４％（「かわいこちゃん」と出会える確率）　×　30％（ＧＥＴ率）　＝　1.2％

いかがでしょうか？この場合、あなたが女を彼女として “ モノ ” にできる確率はたったの 1.2％。実際
テクニックを知らない段階で 30％のＧＥＴ率を得ることは非常に難しい事。という事で、ＭＡＸでも
1.2％。実際は限りなく０に近づく形になると言うことができます。。
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あなたはこの 1.2％以下のフィールドでもがき苦しみ続けて来てしまった・・・。これが「これまで出
会いらしいことは幾度かあった。でも、好みのタイプの女に出会えなかったから、“ モノ ” にすること
ができなかったんだ。」・・・と嘆き続けてきたあなたが、これまで女を彼女として “ モノ ” にできなかっ
た理由なのです。

出会いがあった人でさえ 1.2％以下の確率・・・。30％のＧＥＴ率を持った人でさえ 1.2％以下の確率・・・。
あなたがこれまで打席に立ったことも無い人だった場合、女を “ モノ ” にできる確率が、本当に限りな
く 0％に近い確率であることを、この簡単な計算式からお分かりになって頂けたかと思います。

今日、その考えを捨てない限り、これからも未来永劫、高い確率で好みのタイプの女を彼女として “ モノ ”
にすることはできません・・・そう僕が言い切れてしまう理由も、お分かりになって頂けたかと思います。

次に、あなたがこれまで味わい続けてきた過去の屈辱を払拭し、女を彼女として “ モノ ” にするためには、
どういうマインドセットをすればよいのか、それをこの計算式に基づいてお話させて頂きます。

あなたが女を “ モノ ” にするためには、次のような計算式になっていないとなりません。これから公開
する計算式をよく頭の中に叩き込んでおいてくださいね。

100％　×　30％＝　30.0％

・・・これです。

この計算式があなたの人生を大逆転させる計算式、そしてあなたが高い確率で「かわいこちゃん」を彼
女として “ モノ ” にできるようになれる・・・その基となるべく存在する計算式なのです。

100％とは「かわいこちゃん」＋「ふつーちゃん」＋「ブーちゃん」の全ての女と出会える確率。そして、
30％とは仮で想定したあなたのＧＥＴ率。
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今まで 1.2％以下のフィールドで戦おうとしていたあなたは、30％のフィールドで戦わないとなりません。

つまりは、「かわいこちゃん」であろうと、「ふつーちゃん」であろうと、「ブーちゃん」であろうと、
同じように ” モノ ” にするためにバットを振っていけということなのです。

今までのあなた
「かわいこちゃん」と出会える確率４％　×　仮ＧＥＴ率 30％　＝　1.2％
↓
今日からのあなた
女と出会う確率 100％　×　仮ＧＥＴ率 30％　＝　30．0％

さて、ここであなたは疑問に思うことと思います。「タナトスさん、女と出会う確率 100％にするとい
うことは、4％の「かわいこちゃん」、16％の「ふつーちゃん」のみならず、80％の「ブーちゃん」ま
でも “ モノ ” にするターゲットにしろということ？でも俺は「かわいこちゃん」や「ふつーちゃん」な
らまだしも、「ブーちゃん」をターゲットにしたくはないよ！」と・・・。

ハッキリ言わせてください。あなたはこれまでこのような考えを持っていたから、女を彼女として“モノ”
にすることができませんでした。そして、このような考えを持ち続ける限り、これからもあなたは女を“モ
ノ ” にすることができないでしょう。

なぜならば、あなたが「かわいこちゃん」のみをターゲットにし続ける限り、あなたは 1.2％以下とい
う確率的にとても厳しいフィールドで闘い続けることになってしまいます。

そんな低確率の状態にあなた自らを置いてしまっては、女を “ モノ ” にするという目的に到達すること
はできません。

雑誌の表紙を飾っているグラビアアイドルを眺めながら「こんな女が俺の彼女になってくれたらいー
なー。」と妄想にふけり続けることしかできません。
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あなたは今既に、この 1.2％のフィールドから脱出するために、考え方そのものを変えなければならな
いところまで追い込まれてしまっているんです。

でもご安心ください。

僕がこれから公開する思考のテクニックを知り、実行していけば、結果的にあなたは、「あなたにとっ
て最高のかわいこちゃん」を “ モノ ” にすることができるようになりますから。

その思考のテクニックとは・・・。

まず、この計算式にしたがって、4％の「かわいこちゃん」、16％の「ふつーちゃん」のみならず、
80％の「ブーちゃん」をターゲットとして、100％の女を彼女として “ モノ ” にするようにしてください。
どのレベルの女に対しても、同じテクニックで、同じように “ モノ ” にしていくのです。

すると、先ほど説明したように、女と出会う確率 100％　×　仮ＧＥＴ率 30％　＝　30．0％という
状態になります。

出会いの絶対数を上げていけばいくほど、“ モノ ” にしていけばいくほど、「かわいこちゃん」「ふつーちゃ
ん」「ブーちゃん」様々なレベルの “ モノ ” にした女が、あなたの手元に残る形になります。

そして、ここからが重要なポイント、たくさんの女を “ モノ ” にして、あなたの手元におく。そして実
際に彼女としてつきあってみる。その後で容姿、内面・・・様々なあなたなりの基準での判断にて、そ
の手元にいる女達の中で、一番の「かわいこちゃん」のみを手元に残しておくのです。

そして、それ以外の女とは、お別れするのです。
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こうして手元に残った女が、あなたにとっての「かわいこちゃん」。あなたの今のレベルで “ モノ ” にす
ることができる「あなたにとって最高のかわいこちゃん」なのです。あなたの今のレベルで・・・。

そして、それでもまだ、その「あなたにとって最高のかわいこちゃん」に、あなた自身納得がいかない
のだとしたら、後はまたただ単純に、女を “ モノ ” にするまでの一連の流れを繰り返すだけ。

繰り返していく中で、あなたにとってよりよい「かわいこちゃん」を “ モノ ” にできたら、それまで「あ
なたにとって最高のかわいこちゃん」だった女お別れをし、新たに “ モノ ” にできたより最高の「かわ
いこちゃん」を手元に残すのです。

これが、これまでの人生、女を彼女として “ モノ ” にできないと嘆き苦しみ続けてきたあなたが、「かわ
いこちゃん」を “ モノ ” にする事ができるテクニックなのです。

 

100％の女・・・4％の「かわいこちゃん」、16％
の「ふつーちゃん」のみならず、80％の「ブーちゃ
ん」含め、女全てを ” モノ ” にする対象とする・・・。

全員に対して、” モノ ” にするテクニックを使って、
女を ” モノ ” にしていく・・・。

” モノ ” にした女の中から、あなたにとっての一番
の「かわいこちゃん」のみを手元に残し、他の女
とはお別れする。

この一連の流れを繰り返し、手元に残す「かわいこちゃん」の質を上げていく。

この法則、忘れないようにしっかりとマインドセットしておいてくださいね。

かわいこちゃん

ふつーちゃん

ぶーちゃん
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■相手のことは “ モノ ” にしてから知ればいい

「たくさんの女を “ モノ ” にして、あなたの手元におく・・・と言ってるけど、相手の事がよく分からな
いのに、つきあえるわけないだろう。彼女になんかできるわけないだろう。」・・・ひょっとするとあな
たはそう思ってしまったかもしれません。

けれどもこれは、彼女を “ モノ ” にするという視点から見たとき間違った考え方です。女を “ モノ ” に
できない男たちに限って発してしまいがちな発言ですが・・。

現実問題、悠長にそんな綺麗ごとみたいな事を言っていると、「もっと相手のの事を分かってから・・・」
と、もたもたしている内に、機を逸してしまいます。

なにかしらのきっかけで、ターゲットの女はすぐにどこかに行ってしまいます。女にも女の、生活があり、
日常があり、人間関係があり、人との交流がある。一日中、あなたのことを考えてくれているわけでは
ないからです。

今日からあなたは変わらなければなりません。相手の事を知ってから彼女として “ モノ ” にしようとす
るのではなく、“ モノ ” にしてから相手の事を少しずつ知っていけば良いのだという思考に切り替えな
ければならないのです。

少し考えれば分かることですが、実際男女問わず人間関係なんて、つきあってみないと分かりません。
お互いの事など分かるわけがないのです。

一緒の布団で寝て、一緒のお風呂に入って、一緒に家で暮らしてみて、初めておぼろげながらに分かっ
てくるものなのです。

いや、正直なところ、そこまでしてもまだ分かりません。
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僕なんて、今の妻と大学一年生の頃に出会い、そこから半同棲生活をした後で結婚。もう結婚して 8 年
以上が経つのにも関わらず、いまだに彼女のことがよく分かりません。

とにかく、それくらい相手の事など分からないものなのです。

また、もしあなたがこれまで、女を彼女として “ モノ ” にした事がないのだとしたら、それまで「こん
なタイプが理想の女だ・・・。」と思っていたのが、女と実際につきあってみた後で、そのタイプや理
想像が根本から変わってしまう事も高い確率であるかもしれません。

女を “ モノ ” にしてみて初めて気づくことが沢山あるからです。

女を彼女として “ モノ ” にしてみて、実際につきあってみて、初めてあなたが本当はどんな女が好みな
のか、ようやく分かってくるものなのです。

という事で、今の時点では、あなたは、出会ったばかりの女とすぐにでもベッドを共にできる・・・と
いうマインドセットをしなければなりません。

たくさんの女を “ モノ ” にして、あなたの手元におくを、とにかく機械的に、そしてクールに実行し続
けなければならないのです。

だから、相手の事を知ってから “ モノ ” にする・・・というコレまでの思考を捨て去り、先に “ モノ ”
にしてから相手の事を少しずつ知っていけば良いのだという思考に切り替えて、ガンガン女を ” モノ ”
にしまくってくださいね。
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■彼氏いる？いない？そんな事はどうでもよい

「ターゲットの女には彼氏がいた。だから俺はこの女を “ モノ ” にできない、つきあえない・・・。」と嘆き、
行動を止めてしまう男が沢山います。けれどもこれは、彼女を “ モノ ” にするという視点から見たとき
間違った考え方です。女を “ モノ ” にできない男たちに限って発してしまう発言ですが・・。

今日からあなたは変わらなければなりません。出会った女に彼氏がいようがいまいが構わず、迷わず “ モ
ノ ” にするターゲットに入れるという思考に切り替えなければならないのです。

もっと大げさに言ってしまえば、「元々女には皆、彼氏がいるんだ」という前提でのぞまなければなり
ません。

考えてもみてください。

女を “ モノ ” にしたいと思っているのは、あなただけではないのです。周りの男たちも女を “ モノ ” に
したいと考え、日々そのチャンスを狙っているのです。

そんな状況の中、その女はあなたに出会うまで、あなたの全く知らないところで生きています。そして
その過程の中で、男と付き合ったり別れたりを繰り返してきているのです。

彼氏がいないわけがないのです・・・そう、考えられるようにならなければなりません。

少し考えれば分かることですが、例え女に彼氏がいたとしても、既に他の男がその女を欲し、“ モノ ”
にしているのだから、その女は高い確率で、彼氏ができたことがない女よりも、外面・内面、総合的に
いい女なのです。

そんないい女を前にして、放っておくなどもっての他です。
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逆に彼氏のいない女ばかりを “ モノ ” にするターゲットにして追求してしまうと、高い確率で内面など
に問題のある女にぶち当たってしまい、それをきっかけに「もう女なんか・・・涙」ってことにもなり
かねません。

今日を境に、出会った女に彼氏がいようがいまいが構わず、迷わず “ モノ ” にするターゲットに入れる
という思考に切り替え行動するようにしてください。

■つきあえる理由を探せ

もしもあなたが、まだ打席にも立った事がない、あるいは、ヒットもまともに打った事もない、女を “モノ ”
にできない男なのだとしたら、まずは打席に立ち全球バットを振ってみる事からはじめる必要がありま
す。そして、女を “ モノ ” にするテクニックを機械的に、クールに実行し続ける必要があるのです。

既にお話しているように、

女と出会う確率 100％　×　仮ＧＥＴ率 30％　＝　30．0％

という状態をいち早く作り出さなくてはなりません。

その時あなたは、約 80％の確率であなたにとっての「ブーちゃん」と出会うことになりますが、その「ブー
ちゃん」に対してもバットを振る必要が出てきます。
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女と出会える確率 100％の内訳
★あなたが「かわいこちゃん」に出会える確率≒４％
★あなたが「ふつーちゃん」に出会う確率≒ 16％
★あなたが「ブーちゃん」に出会ってしまう確率≒ 80％

この場合あなたは、今までバットを振るどころか近寄ることさえできなかった「ブーちゃん」だからと
いって、「ブーちゃん」から逃げ出してしまってはなりません。

「かわいこちゃん」や「ふつーちゃん」と同じように、しっかりとバットを振らなくてはならないのです。

ここであなたに必要になってくるのが、「ブーちゃん」でも、「かわいこちゃん」や「ふつーちゃん」と
全く同じように接することができる、彼女として “ モノ ” にするテクニックを実行することができる、
その為のマインドセットです。

これからあなたは出会いの絶対数を増やす活動の中において、約 80％の確率で、あなたにとっての「ブー
ちゃん」と出会ってしまうことになります。けれどもそこで逃げ出すことなく、女と出会う確率 100％
　×　仮ＧＥＴ率 30％　＝　30．0％という計算式を成り立たせ、30.0％のフィールドで闘うように
しなければなりません。

その時、あなたの中に必要なマインドセットは、「常に相手の良いところを見つける癖」をつける事。

外面、内面・・・相手の悪い所を見つけようにするのではなく、相手の良いところを徹底的に探して、
あなたがその女を好きになれる理由を徹底的に探す癖をつけるのです。
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常に女の良いところを見つける癖

外面的な事
・瞳が綺麗だ♥

・鼻の筋が通っている♥

・口がセクシー♥

内面的な事
・なんて優しいんだ♥

・なんて女らしいんだ♥

・ここまで女を捨てられるとは♥

外面、内面・・・どんなところでも構いません。あなたがその女を好きになれる要素を徹底的に探し出し、
心の中に「良い！良い！良い！」と暗示をかけるのです。

そして、その女を “ モノ ” にするターゲットに見据えられるようにするのです。

なんてかわいい歯なんだ・・・♥♥♥
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 これは、あなたなりの基準を壊せと言っているわけではありません。あなたなりの「ブーちゃん」を
無理やり「かわいこちゃん」にしろと言っているのではありません。

あなたなりの「ぶーちゃん」「ふつーちゃん」「かわいこちゃん」の基準は持っていても良いですが、「ブー
ちゃん」「ふつーちゃん」「かわいこちゃん」それぞれに対し、同じように “ モノ ” にするテクニックを
実行できるようになる為のマインドセットをしてくれと言っているのです。

全ての目的は、あなたにとっての「かわいこちゃん」を “ モノ ” にするテクニックを実行する為・・・
女と出会う確率 100％　×　仮ＧＥＴ率 30％　＝　30．0％という状態を作り出す。

出会いの絶対数を上げていき、“ モノ ” にしていき、「かわいこちゃん」「ふつーちゃん」「ブーちゃん」様々
なレベルの “ モノ ” にした女が、あなたの手元に残す。

そして実際に彼女としてつきあってみる。その後で容姿、内面・・・様々なあなたなりの基準での判断
にて、その手元にいる女達の中で、一番の「かわいこちゃん」に当たる女のみを手元に残しておく。そ
れがあなたにとっての「最高のかわいこちゃん」。

このテクニックを実行していく上での過程なのです。

だから、「常に相手の良いところを見つける癖」をつ
け、「かわいこちゃん」「ふつーちゃん」「ブーちゃん」
100％全ての女をターゲットと見据えられるように
してくださいね。

「俺は誰とでもつきあえる・・・」そんなマインドセッ
トをしておいてくださいね。

かわいこちゃん

ふつーちゃん

ぶーちゃん
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■女に育てられろ

「あの女は俺にはもったいない。」

「今の俺はまだまだ男として未熟。今の俺は彼女なんかつくるべきじゃないんだ。」

「今は他にやるべき事がある。彼女を作っても彼女に迷惑がかかるだけだ。」

と嘆き、いざ女と対じした時行動を止めてしまう男が沢山います。

けれどもこれは、彼女を “ モノ ” にするという視点から見たとき間違った考え方です。女を “ モノ ” に
できない男たちに限って発してしまう発言ですが・・。

一見、自分を謙遜し、相手の事を思いやり、なんともいいやつそうですが、それは間違いです。今日を
境に、こんな無駄な謙遜や無駄な思いやりは捨ててしまってください。

世の中はあなたを中心に回ってくれません。

相手の女だってあなたと同じく生きているのです。いろいろな男たちとの出会いだってあるのです。

あなたが自分はまだまだと無駄に謙遜し、無駄に相手を思いやり、もっと自分自身が成長しなければ・・・
などと、マスターベーションに近いような快感に浸っている間に、その女は高い確率で他の誰かの ”モノ ”
になってしまいます。

こういう、無駄な謙遜や、無駄に相手を思いやろうとしている男に限って、周りから見ると結構「自己
中的キャラ」に見られたりするのですが・・・。
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あなたが女の前でこんなことを言った瞬間「コイツキモイ！（気持ち悪い）」と高い確率で思われ、そ
の瞬間から「対象外」の烙印を生理的に押されてしまいます。

世の中はあなた中心には回ってくれません。

今日を境にあなたは変わらなければなりません。男として成長してからターゲットの女を彼女として“モ
ノ ” にしようとするのではなく、“ モノ ” にしながら男として成長しよう、“ モノ ” にした女に男として
育ててもらおうという思考に変わらなければならないのです。

たとえ今現時点のあなたが、男として未熟であったとしても、“ モノ ” にした女に育ててもらえばよい
だけなのです。

元々女は「育てる」のが得意という特性を秘めた生物です。その女が持っている特性を最大限活用させ
てもらえばよいのです。

この特性を最大限活用させてもらうと、自分自身の力だけで男として成長しようとするよりも、何十倍
も早く成長できるようになります。女は男にとって成長の加速剤でもあるのですから。

また、女の方からみても、「彼は私のおかげで育った・・・」と、育成本能を十分に満たしてくれ、満
足感に浸ることができます。

そう、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係になるのです。

あなたが今モテるかモテないかという事に関してもこれと同じことです。今あなたが全くモテない男
だったとしても、気にすることはありません。

モテたければ女を ” モノ ” にし、少しずつモテるように、“ モノ ” にした女に育ててもらえばよいだけな
のです。まだ女を “ モノ ” にした事が無い時点で、気にする問題ではないのです。
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今現時点で男として未熟かどうか、モテるかどうか、そんな事は気にせずまずは女を彼女として “ モノ ”
にする。

そしてその女に男として育ててもらう。

よりモテるように育ててもらう。

この考えを、必ずマインドセットしてください。

■同時進行こそがあなたを救う

あなたが女を “ モノ ” にする過程、“ モノ ” にした後、ターゲットの女を一人のみに絞ることは絶対して
はなりません。

それまであなたが費やした労力・時間・お金・・・それら全てが水の泡となってしまう恐れが潜んでい
るからです。

あなた自身の内面から生じる問題によって・・・。

“ モノ ” にする過程、“ モノ ” にした後、あなたに「恋愛感情」というものが生じてしまう為、高い確率
で精神的に不安定な状態に陥ってしまいます。

その時、もし一人の女に絞ってしまうと、その女のみに思いを寄せる・・・という形になり、常にその



モテないまま30日以
内に

複数の女を “モノ” に
する禁断のテクニック

Forbidden Hunting Techniques
～WEBビジネスと恋愛の相関関係～

僕たちの
逆襲！

56Copyright © 2012 タナトス All Right Reserved

女の事で頭がいっぱいになってしまいます。心の中が感情で満たされてしまいます。

すると、冷静な判断に基づく行動ができなくなってしまうのです。

よって、テクニックを純粋に遂行し続けることができません。

結果、女を“モノ”にするためのマインドセットが崩壊し、そこから生じた亀裂によって全てが駄目になっ
てしまうのです。

例えば、思い込みが激しい人にいたっては、ターゲットの女の事を一日中寝てもさめても気になるよう
になってしまい、それが悪化すると巷でよく騒がれている「ストーカー※」へと変貌する恐れさえある
のです。

※ストーカー【stalker】
《忍び寄る者の意》自分が一方的に関心を抱いた相手にしつこくつきまとう人物。待ち伏せ・尾行・手紙や、
昼夜をかまわないでファクス・メール・電話などの行為を執拗 ( しつよう ) に繰り返す。

それ程、僕たち人間というのは、精神的に脆（もろ）い生物なのです。

その危険性を打ち消す唯一のマインドのテクニックが「同時進行」。

あなたの手がまわらなくなるほど「同時進行」で女を “ モノ ” にする事なのです。

あなたの時間が全く無くなるほど「同時進行」で女を “ モノ ” にし、“ モノ ” にした女とつきあい続ける
ことなのです。
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あなたの財布が空っぽになるほど「同時進行」で女を “ モノ ” にし、“ モノ ” にした女とつきあい続ける
ことなのです。

余計なことを何も考えられなくなるほど「同時進行」で女を “ モノ ” にし、“ モノ ” にした女とつきあい
続けることなのです。

「同時進行」をしていると、思い、費やす時間、お金が分散されるため、女一人一人に対して思いつめ
たり悩んだりすることがなくなり、非常に精神的に安定した状態になります。一つ一つの行動やその結
果に対して一喜一憂しなくてすむようになるからです。

例えば、テクニックをもとに行動している過程で、女を彼女として “ モノ ” にしそびれた位では、精神
的にほとんどダメージを受けないほど強い常態になれるのです。

また、あなたが「同時進行」をしている時、複数の女に対してアプローチをかけている・・・というこ
とに対して、精神的に安定し、男としての自信が心底から沸いてくるため、女から見ると非常に魅力的
な状態になってしまっているのです。

例えば、女から生理的に嫌われる男が起こしてしまう典型的行動パターンとして、

・毎日のように朝から晩までしつこく何度も電話をかけてくる
・どことなくあせってる
・人間としての器が小さくみえる

・・・などがありますが、あなたの手が回らなくなるほど「同時進行」状態を続けていくと、あなたの行動、
その過程でかもし出される雰囲気が、全てこれらに挙げた嫌われる男が起こしてしまう典型的な行動パ
ターンの逆にならざるをえません。

あなたの行動が、いやおうなしに、女が生理的に魅力を感じてしまう男、すなわちモテる男のそれになっ
てきてしまうのです。
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・電話やメールをたまにしかしてこない
・妙な余裕がある
・イケメンではないはずなのに、
　なぜか男としての魅力があるように見えてしまう

と、このように、「同時進行」を貫きとおす事で、本来モテない男であるはずのあなたが、モテる男や
イケメンの放つオーラを発することが自然とできてしまうのです。

女がメスとして生物的に、優れたオスとして認めざるを得ない特有のオーラを・・・。

ちなみにこの時、「俺って複数の女と同時進行してるんだー。君もその内の一人だよ。」なんて事を、テ
クニック初心者の方がいきがって言ってしまった場合、高い確率で駄目になってしまうので、その点は
注意してください。

恋愛でも仕事でも、対人の駆け引きの中では、自分自身の精神状態をコントロールし、常に優位な立場
に持っていくことは非常に大切です。

「同時進行」は、女を彼女として “ モノ ” にするという過程において、弱く無防備になってしまうあなた
自身の精神的な問題の大部分を解決することができる思考のテクニックでもありますので、必ず実行し
てください。
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■本当の優しさとは何か？

実は、女を “ モノ ” にできない男たちの 99％以上はある思考テクニックが備わっていません。その思
考テクニックが備わっていから、女に優しくすればする程、女は逃げていってしまいます。

逆にそれがしっかりできていると、女は心と体を未来永劫あなたに授けたい、尽くしたいと思ってしま
うのです。

その重要な思考のテクニックをこれから教えます。それは・・・

「人によって態度変えるな！」

・・・これです。重要なことなので、3 回言っておきます。

「人によって態度変えるな！」
「人によって態度変えるな！」
「人によって態度変えるな！」

こういう事です。ターゲットの女に対してはいつも優しいのに、お店の店員、タクシーの運転手、子供
や老人、女の友人・・・その他、ターゲットの女以外の人間に対して、偉そうな態度をとったり、命令
口調になったり、怒りやすくなったり・・・そういうことをするなと言っているのです。

大げさに言ってしまえば、ターゲットの女に優しく接するなら、それ以上に、ターゲットの女以外の人
間に対して優しく接しろという事です。

もしもあなたが人によって態度を著しく変えてしまう人間だとしたら、女はその態度の変化に生物的な
拒絶反応を覚えてしまいます。
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生物的な拒絶反応を取り出した女に対して、あなたが優しく接しようとすればするほど、女はあなたの
その行為を「気持ち悪い」と本能的に感じ、あなたを更に拒絶しようという反応が働いてしまいます。

これは、女はあなたが自分以外の人間に対して、違う態度で接することに対して、10 年後の自分への
態度と本能的に重ね合わせてしまうからです。

例え今自分に対して優しく接していたとしても、それは自分を “ モノ ” にするための一時的な対応策。
本来のあなたは、自分以外の人間に対して接しているあなた。自分を “ モノ ” にした後、自分も自分以
外の人間と同じ様に接されてしまう・・・そう本能的に感じてしまうからです。

せっかく女が、あなたに “ モノ ” にされることを決断しようとしていたとしても、その時にあなたが人
によって態度を変える人間だということを、現象として目撃してしまった場合、女はその決断を、一気
にひっくり返してしまう恐れもありますので、十分気をつけてください。

あなたが今、人によって態度を変えてしまいがちな男だとしても、

「人によって態度変えるな！」
「人によって態度変えるな！」
「人によって態度変えるな！」

と呪文のように念じ唱えることによって、人によって態度を変えてしまう習慣というものを徐々に変え
ていってください。

さて、逆にこの女の心理作用を応用したテクニックがあります。

それは・・・、女と一緒にいるときは、意識的にターゲットの女以上に、お店の店員、タクシーの運転手、
子供や老人、女の友人・・・その他、ターゲットの女以外の人間に対して優しく、紳士的に振舞い続け
るのです。ぶっちゃけ演技でもよいので。
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そうする事で、女はモテない男であるはずのあなたに、男としての大きさや魅力を感じ、生物的に女と
してあなたに所有され続けたい・・・という心理作用が働くのです。

「この人、モテなそうだけど、先々まで私に優しく接し続けてくれるに違いない・・・」と勘違いして
くれるからです。

善人ぶるってこと？とあなたは思われるかも知れませんが、それは違います。

あなたが今、人によって態度を変えてしまいがちな男だったとしても、この「演技」を振舞い続けていき、
それによって女を “ モノ ” にできるといううまみを、あなたの五感で味わい続けていくことで、あなた
は生物的に「人によって態度を変えない」事が正しいことと認識しだします。

そうすると、始めは「演技」として振舞っていたものが、本当のあなたの性格と徐々に変化をしていき、「人
によって態度を変えない」あなたが、本当のあなたとなっていくのです。始めから「できた人間」なん
てそういませんからね。

だから、始めは演じるのに気が引けてしまうかもしれませんが、試練と思ってがんばってください。

■女を所有するな

“ モノ ” にした女を “ 所有 “ し続けたければ、女を “ 所有 ” しようとするな。

一見、矛盾したようなことを言っているように感じてしまうかもしれません。僕もあなたに「女を “ モ
ノ ” にする」と散々お話してきたので。でも、これが女を “ 所有 ” するテクニック。女があなたに “ 所有 ”
されたいと思ってしまう状況を作り出すマインドセットのテクニックです。
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男が持つ本来の欲求として「所有欲」がありますが、僕のテクニックを実行するにあたり、女に対して
この「所有欲」をむき出しにしてはいけません。

ターゲットの女も、“ モノ ” にした女も、はたまた結婚した女まで、あなたは所有しようとしてはなら
ないのです。

例えば、ターゲットの女が電話に出てくれなかったり、メールの返信をしてくれなかったり、デートの
誘いを断り続けたりしたとしても、あなたは怒りを覚えてはなりません。元々そのターゲットの女は、
あなたの所有物ではないのですから。

例えば、あなたが彼女として “ モノ ” にした女が、別の男と遊びに行ったとしても、あなたは怒りの気
持ちを覚えてはなりません。元々そのターゲットの女は、あなたの所有物ではないのですから。

例えば、あなたが結婚した女が、別の男と寝てしまったとしても、あなたは怒りの気持ちを覚えてはな
りません。元々その結婚した女は、あなたの所有物ではないのですから。

ターゲットの女、“ モノ ” にした女、結婚した女、女があなたにとってどんな状態にあろうと、あなた
は女を “ 所有物 ” としようとしてはなりません。

あなたが、あなたの “ 所有物 ” にできる女は、一人もいない・・・そういうマインドセットで、あなた
はこれから臨まなければならないのです。

例えば、ネコちゃん。飼っているネコちゃんに、鎖つきの首輪をつ
けて、行動を管理できませんよね。ネコちゃんの特性上。

それと同じ、女の首に鎖つきの首輪をつけて、あなたの所有物とし
て女の行動を管理することはできません。
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あなたがそうして、所有物として管理しようとすればするほど、女はその状態から何とか逃げ出そうと
してしまいます。無理やり鎖をつけて管理しようとすると、ネコちゃんが「ギャー」と叫び逃げ出して
しまうのと同じです。結果、あなたの元から去っていってしまいます。

逆に、鎖なんかがついていなくても、ネコちゃんにしっかりえさをあげたり、遊んであげたりして、ネ
コちゃんがあなたをご主人様と認めている場合、ネコちゃんはしっかりとあなたの下に戻ってきますよ
ね。あなたの懐で安心した顔つきで寝てしまいますよね。

それと同じ。女に鎖をつけて “ 所有物 ” として管理なんかしなくても、あなたがしっかりと僕のテクニッ
クに沿って、“ えさ ” をあげたり、遊んであげたりすれば、女はあなたの下に戻ってきます。そして、
あなたの懐で安心した顔つきで寝てしまうのです。

女を “ モノ ” にすることとは、女をあなたの所有物として管理下に置くことではありません。女があな
たに、もっと所有されたいと思わせ続けることなのです。

女があなたに所有されたいがために、女はあなたの気を引きとめようと、今では親兄弟にも見せない生
まれたままの姿になって、あなたに抱かれることを心の中で許可をする。その状態を作り出すことなの
です。

そのために必要なマインドセットのテクニックが、

“ モノ ” にした女を “ 所有 “ し続けたければ、
女を “ 所有 ” しようとするな。

今日を境に、ターゲットの女も、“ モノ ” にした女も、はたまた結婚した女までも、あなたの所有物と
して所有しようとしてはなりません。
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その代わりに女には、勇気を出して思いっきり自由を与えてあげるのです。

始めのうちは勇気のいることかもしれません。けれども、あなたは知ることになるでしょう。自由を与
えてあげると、逆に、女はあなたに “ 所有 ” されたいと思ってしまう。

なお、「同時進行」のテクニックがあれば、女一人当たりを想う時間が、物理的に低くなってしまうので、
あなたが、女を「所有」したがってしまうという行動を、物理的に避けることができます。

このように、僕がこのマインドセットのテクニックでお話していることは相互に作用しますので、一つ
の項目のみならず、全体を押さえるようにしてください。

■別れ

これから、マインドセットした事を元に、どのように女を “ モノ ” にしていくのか、その具体的なテクニッ
クを明かしていきますが、その前に、あなたが身につけておかなければならない思考のテクニックがあ
ります。

それが「別れ」のテクニック。

実は、女にアプローチを開始する段階から、あなたは別れに関する思考テクニックをセットし、実行し
続けていかなければなりません。

それができないと、複数の女を ” モノ ” にすればする程、地獄の苦しみを味わうことになってしまうか
もしれないからです。色恋沙汰の恨み募りは恐ろしいですからね。
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「出会いあれば別れあり」

僕が教えるテクニックによって、あなたがいくら沢山の女を彼女として “ モノ ” にできたとしても、日
本の法律ではその内たった一人の女としか結婚することができません。

結婚するということを放棄したとしても、時間的・金銭的理由から、“ モノ “ にした女達を、ふるいにかけ、
女達とお別れしなければならない事がこれから多々出てきます。

「出会い」がある限り「別れ」は避けられないものなのです。

ということで、テクニックの遂行にブレーキかけることなく、ガンガン女を “ モノ ” にし続けられるよ
うになるためにも、ここでしっかりと「別れ」の思考テクニックを習得してください。

さて、僕自身が実証し続けた、僕の一連のテクニックを実行し、女を “ モノ ” にし続けるに当たって理
想的な「別れ」とは、自然消滅が起こる環境を最初から作り、その環境の枠から出ずに行動し続けるこ
とです。

別れを意識して出会い、別れを意識して付き合う。その為の環境を自分自身の中で、始めから構築して
おくことです。

これができれば、別れのときにグジグジお互い泣きべそかきながら別れ話を永遠とすることもありませ
んし、僕のように面と向かって嘘をつくのが苦手な人であっても、その環境の枠内で行動し続けること
で、相手から別れてもいいやと思ってもらえる状態に誘導できます。

また、仕方なく別れるから・・・という状態にも無理なく誘導できるのです。
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その環境を設定するために必要なのが次の５ステップ・・・

ステップ１、女と会う時間が無い理由を自分の中で設定
ステップ２、出会った時から相手に理解させる
ステップ３、自分の詳細は相手に一切明かさない
ステップ４、デートの時間を常に短くする
ステップ５、忙しいから会えない・・・を繰り返す

▼ステップ１、女と会う時間が無い理由を自分の中で設定

自分はとにかく時間が無い人間・・・これは予め自分自身の中に強く設定しておかなければなりません。

「僕は ×× だからめちゃくちゃ忙しい」・・・これを常に自分自身の中で設定しておき、その状況の中で
女と接するようにするのです。

例えば僕の場合、

高校生時代：　部活でめちゃくちゃ忙しい男
大学生次代：　部活でめちゃくちゃ忙しい男
社会人時代：　仕事でめちゃくちゃ忙しい男

・・・本当に忙しかった事もありますが、実際は（苦笑）。

あなたがまだ学生だとしたら、部活やサークルやゼミなんかがいいですね。あなたが社会人だとしたら
一番容易なのが仕事。あなたが「忙しい」理由を明確に設定し、自分自身に念じ唱えておいてください。
あなたは忙しい男なのです。本当は忙しくなかったとしても・・・。
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▼ステップ２、出会った時から相手に理解させる

次のステップは、女と出会った後。あなたは女と出会った瞬間から、自分で設定した「忙しい理由」を
相手に十分理解させておくのです。

「俺は部活でむちゃくちゃ忙しい男」である。
「俺は仕事でむちゃくちゃ忙しい男」である。

ということを、出会ったばかりの頃、初めの内から女に理解しておいてもらうのです。ただしこの時、
その部活や仕事の忙しい理由の詳細や、部活や仕事自体の内容、その他人間関係含め明かしてはなりま
せん。

「いやーごめんね。仕事忙しくて・・・。」と、この部分のみをお話しておくだけでよいのです。「忙しい」
となんとなく雰囲気で分からせる・・・その目的のみを達成することだけを実行してください。

▼ステップ３、自分の詳細は相手に一切明かさない

「忙しい・・・」ということを伝える時に、余計なことはお話しない。その部活や仕事の忙しい理由の詳細や、
部活や仕事自体の内容、その他人間関係含め明かしてはなりません。

なぜなら、これからあなたは、あなたが “ モノ ” にする全ての女に対して、隠し事を持ち続けなければ
ならなくなるからです。「複数の女と同時進行」している・・・という隠し事を。

隠し事や嘘は、たいてい余計な一言からバレます。

あなたが完璧に自分の言葉を操れる人ならよいのですが、普通の人は僕含めそれができません。ほんの
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ささいな一言から、隠し事や嘘がバレてしまうのです。

それを防ぐ一番簡単なテクニックが、「何も話さない」という事なのです。

例えば、「あなたがどんな仕事してるのか知りたい！」と女に詰め寄られたとしても、「私は 001313 番、
何も知らされていません！」としか口にしない戦争で捕まった捕虜をあなたに光臨させるイメージで、
余計な事を語らないようにするのです。

語ったとしても「ニヤっ！色々と忙しくて。」とか、堂々と「僕は仕事の事を、仕事以外の時に話した
くないんだ。」と遠くを見ながらぼそりと口にするだけにとどめておくのです。

ちなみに僕の場合、10 年以上も一緒にいる妻に対しても、仕事の事は語っていません。僕が何の会社
に勤務しているかはさすがに知っていますが、その中で何をやっているか・・・、どんな人間関係があ
るのか・・・など、いまだに知らないのです。

それを徹底してきたおかげで、今でも「いやちょっと仕事が忙しくて・・・」だけで全ての説明がすん
でしまうのです。どんな発言からボロが出てしまうか分からないので、始めからボロが出ない環境を自
ら徹底的に作り出してきたのです。

余計な事を語らない・・・このマインドセットを徹底してください。

▼ステップ４、デートの時間を常に短くする

これからあなたは、僕のテクニックを使いながら、ターゲットの女を探し、その女とデートをすること
になります。
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けれども、その女との第一回目のデートの時から、あなたはデートの時間をできる限り短くすることを
考えなければなりません。

例え相手がどんなにあなた好みの「かわいこちゃん」だったとしても、一緒にいられる時間を本当に幸
せだと感じてしまったとしても、そのデートの時間を短くすることを考えなければならないのです。

女と一緒にすごす時間は至福・・・けれども、歯を食いしばり、こぶしを握り締め、できる限り早く女
の前から立ち去らなければならないのです。

なぜならあなたは「忙しい男」。忙しい時間をかいくぐって会ってあげているという環境を徹底的に作
り出さなければならないからです。

女は過去との比較でものごとを判断します。例えば、出会った始めの内は何時間もかけてデートをして
いたのに、つきあいが重なるほどどんどんとデートの時間が短くなる・・・これが最悪のパターンです。
女が感情的に不満、不愉快さや怒りを感じてしまいます。

デートは必要な目的だけを達成するようにし、ボロが出ないようにできる限り短くきりあげるようにし
てください。

▼ステップ５、忙しいから会えない・・・を繰り返す

１～４の環境を、あなた自らしっかりと作り出すことができればセット完了です。あなたは “ モノ ” に
した女と、いつでも無理なく別れられるようになります。

別れたくなったら、ただ単に「忙しいから・・・」と会わないようにするだけなのです。連絡を取る頻
度を下げ、最終的に連絡を取らなければいいのです。会う頻度を下げ、最終的に会わなければいいのです。
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そして、会えない理由・連絡を取れない理由を聞かれるたびに、「ごめん部活が忙しくて・・・」「ごめ
ん仕事が忙しくて・・・」と答え続ければよいだけなのです。

無理なく自然消滅に持っていけます。

それでも女が、「どうしてもけじめをつけたい」と、しつこく言ってきた場合は、「本当にごめん。君の
事大好きだけど仕事がどうしても忙しくて。今やらなくちゃいけない時だから・・・。このままの関係
だと君もつらいと思うし、僕もつらいと思うから、別れよう。」・・・と言葉でしっかりとけじめをつけ
てあげればよいだけなのです。

１～４の環境を常日頃からしっかりと構築しておけば、女は自ら手をひいてくれます。

ただし、１～４のどれか一つでも欠いていると、別れを切り出すときに感情的にもめたり・・・という
ことになってしまう確率が上がります。

忙しいということを女に伝えきれていなかったり、その忙しい理由を詳細に渡って説明してしまったり、
もっとその女と一緒にいたいからと、デートをだらだら長くしてしまったり、ルールを破ってしまうと、
女といざ別れる際、大変なことになってしまう確率が上がります。

だから、あなた自身の身を守る為の絶対ルールとしても、この別れのテクニックを、女と出会った瞬間
から実行するようにしてください。
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■僕のテクニックが女を “ モノ ” にせざるを得ない理由

マインドセットのテクニック・・・僕が明かす全てのテクニックを実行するにあたって、全ての基本と
なる重要なテクニックですので、このテクニック書を何度も読み直し、必ず習得してください。

それができたあなたには、今日から次のステップを機械的に踏んでもらいます。そうすれば、来月の今
日には、あなたは着実に複数の女を彼女としてあなたの “ モノ ” にできるようになれてしまうのです。

今まで独り遊びしかできなかったあなたの鳴ることを知らなかった携帯電話が、しつこく鳴り響き始め、
カピカピのビニ本達に永遠の別れを告げ、暗く薄汚い部屋を嫌でも模様替えしなければならなくなって
しまうかも知れませんので注意が必要ですが・・・。

モテない男が、モテない男のまま、女を “ モノ ” にしまくれるようになれる・・・その秘密は、実は行
動のワンパターン化にあります。

あなたが女と出会い、女を “ モノ ” にするまでの全ての行動を、ワンパターン化させること。ワンパター
ンの行動のみにすることにあります。

ワンパターン化させることで、あなた自身の ” 感情 ” に左右されることなく、行動できるようになれる
からです。

ワンパターン化させることで、あなた自身の ” 行動の結果 ” に左右されることなく、行動できるように
なれるからです。

ワンパターン化させることで、” 女 ” に左右されることなく、行動できるようになれるからです。

ワンパターン化させることで、・・・どんなことが起ころうとも、” モノ ” にする・・・という目的に最
短で到達する行動のみができるようになれるからです。
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これからそのワンパターンをあなたに伝授します。

例えあなたがこれまで、女を “ モノ ” にできないモテない男だったとしても、モテない状態のまま女を “ モ
ノ ” にできるようになれると僕が言い切れる、そのワンパターンとは・・・。

ワンパターン

STEP1:
テクニックを使いこなす為のマインドをセットする
↓
STEP2:
出会いの絶対数をテクニックで機械的に上げ続ける
↓
STEP3:
テクニックで機械的に 1 対 1 のデートにこぎつける
↓
STEP4:
1 回目のデート後の夜クロージングメールを送る
↓
以降ステップ 2 ～ 4 を繰り返す事で複数の女を ” モノ ” にできる

このワンパターンです。あなたは、これら 4 つのステップをワンパターン化し、行動し続けることで、
いとも簡単に女を “ モノ ” にできてしまうのです。

それぞれのステップをもう少し詳しく説明しましょう。
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STEP1:　テクニックを使いこなす為のマインドをセットする

まず、このマニュアル、マインドセットのテクニックにて、テクニックを実行する上で、根本的な部分
となるマインドの部分を固めてもらいます。

マインドセットのテクニックが、あなたの体に染み付くまで、何度も読み返していってください。

そして、あなたの体に鎧や武器を装着するかのごとく、一つ一つのマインドセットのテクニックをあな
たの全身に埋め込むように習得していってください。

STEP2:　出会いの絶対数をテクニックで機械的に上げ続ける

マインドセットすることができたあなたには、出会いの絶対数を機械的に上げてもらいます。

僕が編み出したテクニックにおいて出会いとは、女の個人情報の取得を目的とする事。

インターネットの世界、リアルの世界、それぞれから、僕が明かすテクニックを駆使しながら、電話番号、
携帯電話アドレス、E メールアドレス等を機械的に取得していくのです。

インターネットの世界では、コミュニケーションサイトを活用したり、SNS サイトを活用したりして、
女の個人情報を最も効率的に取得していきます。

リアルの世界では、ファミレス、喫茶店、合コン、パチスロ屋、キャバクラ、BAR、道端、僕の明かす
テクニックにより、女の個人情報を最も効率的に取得していきます。
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偶然を必然的に造りだし続けてしまう僕のテクニックは、たとえあなたが生の女と対面しただけで赤面
し、手に汗をかき、喉が渇き、足がガクガク震えてしまう男だったとしても、その精神面から来る拒絶
反応を最も効果的に回避し続けながら、出会いを造り出してしまうテクニックですので、あなたは不安
を覚える必要はありません。

STEP3:　テクニックで機械的に 1 対 1 のデートにこぎつける

出会いのテクニックにより、携帯のメールアドレス、パソコンのメールアドレス、チャットのアドレス、
携帯電話番号・・・等、女の個人情報を入手したあなたが次にすべき事は、女との関係を温め、一対一
のデートにこじつける事。たったのこれだけです。

行動目的を全て「一対一のデートに持ち込む事」・・・とする事で、あなたは毎回同じステップを機械
的に踏むだけで女との「一対一のデート」に持ち込んでしまうのです。

主には、携帯メール、インターネットメール、インターネットチャット等のツールを使うことにより、
あなたは女と一言も交わすことなく、文章媒体のみで、女との関係を暖め、一対一のデートに持ち込ん
でいきます。

STEP4:　1 回目のデート後の夜クロージングメールを送る

ターゲットの女を、1 対 1 のデートまで持ち込む事ができたあなたがすべき事は至って簡単です。

最低限生理的に嫌われない。ボロを出さない。という目的だけ達成したら、一回目のデートをできる限
り短めに切り上げ、予め決められたクロージングの文章を、メール等で機械的に送りつけるだけです。
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一回目のデートですべきこと

１、最低限生理的に嫌われない
２、ボロを出さない
３、最低限生理的に嫌われないよう、ボロが出ないよう、できる限り短い時間で切り上げる
４、デート後クロージングメールをコピー＆ペーストして機械的に送りつける

女を “ モノ ” にする作業の 90％はこの時点で終了です。

実は僕のクロージングメールにはある秘密があります。

そのクロージングメールを受け取ってしまった女は、書かれている事を読んでしまったとたん、たとえ
あなたの事が好きでなかったとしても、彼女として ” モノ ” になってしまう力を秘めているのです。

女の生物的本能を弄ぶかの様な僕のテクニックが凝縮されたクロージングメールを手にしたあなたは、
最も効果的な方法で女を ” モノ ” にしまくる事ができるようになってしまうのです。

緊張やプレッシャーに押し殺されそうになりながら、女に面と向かって告白するなどという古典的で馬
鹿げたクロージングの手法は、あなたには永遠に無用です。

1 対 1 のデートを短めに切り上げたあなたが、機械的に送るクロージングメール、そのクロージングメー
ルを具体的に公開させて頂くと・・・
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クロージングメール内容具体例

●●さん。今日は忙しいのにこんな僕の為に付き合ってくれてありがとう。
短い時間だったけど本当に楽しかった。

実は●●さんに相談があって、早速メールしてます。
相談というのは・・・今後僕とお付き合いする事を考えてもらいたいなーという事です。

初めてのデートの後、「いきなりこんな事いうやつは変だ」と思うかもしれないけれど・・・僕もどう
してこんな事を書いてしまっているのか良く分かっていない状態。正直頭混乱してます。（スミマセン）
勿論まだお互いの事が良く分からないと思うので、こうしましょう。

●●さんが僕を今後彼氏として永遠に微塵たりとも考えられないという場合は、このメールに返事しな
いという事にしましょう。●●さんの迷惑になるといけないので、僕も二度と連絡を取らないようにが
んばります。

だけど、ほんの少しでも、ほんの一ミリくらいでも、考えてもいいかなぁーと共に悩んでくれるという
場合は、どんなメッセージでもいいから、このメールに一週間以内にお返事をするという事にしましょう。

いかがでしょうか？

いきなりで本当にごめんね。　タナトス
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いかがでしたか？一度だけでなく、このクロージングメールを何度も読み返してみてください。

あなたはこのクロージングメールを読んでみて、何を想いましたか？実は、初めての１対１のデート後
に機械的にコピー＆ペースト等で、ターゲットの女に送りつけるメールには、あなたが女を “ モノ ” に
していくための、多くの力が秘められているのです。

★僕のクロージングメールは、女を「ふるい」にかける力を秘められている

僕のテクニックを駆使して、日々女と出会いまくれるようになれたあなたには、先々あなたの “ モノ ”
になる可能性の低い女にかける、時間とお金がありません。１対１のデートをするだけでも、どんなに
短く切り上げたとしても、とにかくいくらかの時間とお金がかかってしまいますからね。

だから、１回目のデートでターゲットの女を、あなたの “ モノ ” になる可能性の高い女と、低い女に「ふ
るい」をかけ選別していく必要がどうしてもでてきてしまうのです。贅沢な悩みですが（笑）。

このクロージングメールに対して返事が来なかった場合、「危なかったー。次のデートに誘って、無駄
なお金と時間を費やさなくてすんだー。」と明るく考えらます。

そして、このクロージングメールに対して返事が来た場合「大気圏突入！次のデートで着陸体勢に入
る！」と、リーチ目確定させる事ができます。

クロージングメールによって、あなたの “ モノ ” になる女、あがき続けても “ モノ ” にならない女と、「ふ
るい」をかけ、選別することができるので、メールの返信が来よう来まいが、あなたにとってはラッキー
な事となってしまうのです。
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★僕のクロージングメールには NO を YES に変える力を秘められている

直接女と向き合って告白をしたり、電話で直接告白したりする方法ではなく、このクロージングメール
により、女に想いを伝えてしまうには理由があります。

それは、あなたに対する女の答えを、NO から YES に変える力を秘めているのです。

なぜなら、女に考えさせる時間を与えられるからです。

あなたが女から見て、モテない、ブ男であった場合、もしも直接会って告白したり、電話で直接告白し
たりしてしまうと、女は急なできごとに精神的に不安定になり、思考回路が止まり、モテない、ブ男で
あるあなたに対して「とりあえず断ってしまえ！」という判断をせざるをえなくなってしまいます。非
常に高い確率で。

けれども、このクロージングメールによって、一週間という時間設定をしてあげ、かつ女の感情が動く
言葉を伝えておくことで、考えてあげてもいいかしら・・・という女が持つ本能から来る、寛容な心を
働かせてしまうことができるのです。例えあなたが、モテない・ブ男であったとしても・・・。

クロージングメールの文面　＋　考えられる時間　＝　考えてあげてもいいかしら

僕のクロージングメールをさらりと掲載しましたが、読めば読むほど、女の心理が考えつくされた恐ろ
しい文面（笑）だということがお分かりになって頂けるかと思いますので、何度も読み返してみてくだ
さい。
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★僕のクロージングメールは次からのデートの目的を明確化させる力を秘めている

僕のクロージングメールを、コピー＆ペーストし、１回目のデート後いきなり告白してしまうことで、
２度目からのデートの目的を明確化させる事ができます。

もしも、一回目のデート後、クロージングメールを送らなかった場合、目的もハッキリ同意できていな
い２度目のデートは、お互いぎこちなくなり、その後も時間が経過すればする程、デートの回を重ねれ
ば重ねる程、ターゲットの女との関係が高い確率で悪化していくのです。

でも、逆に僕のクロージングメールをコピー＆ペーストで送りつけておき、YES をもらった後で、２回
目のデートに臨むことで、２回目のデートの時、あなたにとっても、女にとってもデートの目的がお互
い明確になります。

２回目のデートの時には、女はあなたが既に自分の事を好きである。彼女にしたがっているということ
が明確に分かっているのですから。従って、お互いのデートの意識付けが違ってきます。

お互いの雰囲気が良くなった時、いきなり手を握る理由も既にお互いありますし、いきなりキスをする
理由もお互いあります。更には、いきなりベッドインしてセックスする理由さえもお互いあるのです。

たって、こちらは女の事を「彼女にしたい！」って、クロージングメールを通してハッキリと言ってい
るのですから。そして女の方も最低限「ほんの少しでも、ほんの一ミリくらいでも、考えてもいいか
なぁー。」という状態でデートに臨んでくれているのです。

だから、例え手をつないだり、キスをしたり、ベッドインしてセックスしたりするまでの雰囲気になら
なかったとしても、デート中気兼ねなく「どう？僕を彼氏にしてくれる決心してくれた？（へへっ）」
と気軽に、深刻化させずに聞くことも可能になるのです。

あなたも、女も、初めて想いを交し合う時に生じてしまうドキドキは、一度メール上の中で経験してし
まっているのです。精神的にも至って健全な状態になります。女の思考回路が停止し、とりあえず NO
と拒絶してしまう事もなくなるのです。
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その結果・・・ニヤリ。

いかがですか？僕のこの一通のメール原文。クロージングメールの恐ろしさ（笑）を、お分かりになっ
て頂けましたか？

女を ” モノ ” にする為に、あなたが実行すべき事は、たったの 4 ステップ。

STEP1:
テクニックを使いこなす為のマインドをセットする
↓
STEP2:
出会いの絶対数をテクニックで機械的に上げ続ける
↓
STEP3:
テクニックで機械的に 1 対 1 のデートにこぎつける
↓
STEP4:
1 回目のデート後の夜クロージングメールを送る
↓
以降ステップ 2 ～ 4 を単純に繰り返す事で複数の女を ” モノ ” にできる

ワンパターン化された 4 つのステップを機械的に踏んでもらうだけで、たとえあなたが今まで、女を部
屋に連れ込む所か、幼稚園の遠足以来手をつないだ事も無い、モテない素人童貞だったとしても、来月
の今日までには着実に複数の女を ” モノ ” にできてしまう。

僕のテクニックの秘密を知れば、暗く薄汚れた部屋の中を生の女に占領させる最短・最速のテクニック
である・・・そう言いきる僕を疑う間もなく、あなたは、身をもって体感してしまうことになってしま
うんです。
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あなたには、この 4 つのステップに忠実に従ってもらい、女を “ モノ ” にできるようになってもらいま
す・・・がその前に一点だけ、あなたに理解してもらいたい法則があります。あなたが、より着実に、スムー
ズに僕のテクニックを取得し、結果を叩き出せてもらえるようになるために・・・。

それは、
物事を習得する上で重要になってくる “ 守破離 ” の法則。

師の教えを忠実かつ正確に守り、基本のテクニックを身につける “ 学び ” の段階の “ 守 ”。

それまで身につけたテクニックを更に洗練させ、徐々にあなたなりのテクニックを創造していく段階の
“ 破 ”。

あなたなりのテクニックをさらに前進させ、あなたの新しい独自のテクニックを確立させていく最終段
階、あなたなりのテクニックをさらに進化させるべく、永続的にテクニックを磨いていく段階の “ 離 ”。

“ 守 ”、“ 破 ”、“ 離 ”・・・これら 3 つの段階 “ 守破離 ”。

あなたはまず “ 守 ” の段階として、僕が教える STEP １～ STEP ４のみを忠実に実行し、複数の女を “ モ
ノ ” にできるようになってください。

この 4 つのステップのみで、複数の女を “ モノ ” にできるようになるまでは、あなた独自の考えや行動
を無駄に入れてしまうことなく、忠実に実行し、結果をだせるようになってください。

“ 守 ” の段階でしっかりとテクニックを身につけない状態で、“ 破 ”、“ 離 ” の段階に進もうとしてしまうと、
無駄なことばかりをする羽目になってしまい、結果を出せるようになれませんからね。
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■マインドセットのテクニックをマスターしたあなたの先に待つ現実

実は、僕の数々のテクニックの中で、あなたに実行してもらう上で、一番難易度の高いのが、このマニュ
アル書に書き込まれているマインドセットのテクニックの部分です。

実際、マインドセットのテクニックさえ身につけられていれば、それ以外の数々のテクニックを実行す
るのは至って簡単なことなのです。

簡単な作業の繰り返しのようなものですから。

つまり、あなたは、このマインドセットのテクニックさえ習得してもらえさえすれば、後はテクニック
書に従って行動するだけで、いとも簡単に複数の女を彼女として “ モノ ” に続けることが可能になって
しまうのです。

いとも簡単に複数の女を “ モノ ” にしまくることができる・・・それが、マインドセットのテクニック
を習得したあなたの先に待っている現実なのです。

あなたの携帯電話が彼女達からの「会いたいわコール」で鳴り止まなくなり・・・あなたがどんなに「ヤ
メてくれ」と泣き叫ぼうが、毎晩生の女達と代わる代わるベッドを共にせざるを得なくなってしまう。

そんな新しい日々があなたを待っているのです。

そればかりではなく・・・

生の女と一緒に過ごすバレンタインやクリスマス・・・春夏秋冬、季節ごとイベントの日がとてもとて
も楽しみになります。 



モテないまま30日以
内に

複数の女を “モノ” に
する禁断のテクニック

Forbidden Hunting Techniques
～WEBビジネスと恋愛の相関関係～

僕たちの
逆襲！

83Copyright © 2012 タナトス All Right Reserved

生の女と毎日の様に一緒にいたいと思った時にいられる事で、孤独の寂しさから半永久的に開放されます。

複数の生の女達から想い慕われ続けるようになる事で、今まで大嫌いだった自分自身の事を大好きにな
ります。

複数の生の女が毎日代わる代わる部屋に来るようになる事で、ベッドを始め部屋を片付ける癖がつく、
もしくは生の女が掃除してくれる事で、部屋を常に綺麗で清潔な状態に保つことができます。

様々なコンプレックスが無くなり、毎日晴れやかな気分で過ごせるようになります。

生の女が漂わす特有の匂い、シャンプーやリンス・香水の香りを、一日中部屋の中に漂わせることがで
きるようになります。芳香剤等で、部屋に充満している男の体臭をかき消そうとする必要は無くなります。

AV やエロ本と永遠にさよならせざるを得なくなる事で、部屋や押入れの中がスッキリとした状態にな
り、毎日さわやかな気分で部屋の中の快適ライフをエンジョイする事ができます。

毎日の様に生の女胸の谷間に、顔をうずめることができるようになるので、心が癒され人体の抵抗力が
強化され、健康な状態を保て続けるようになります（※「おっぱい健康法」として有名）。

子供の頃からのトラウマを払拭できるようになり、これまで患い続けてきた精神的障害が劇的に緩和さ
れます。

高いお洒落な洋服を買ったり、高級車に乗ってみたり、女を ” モノ ” にするのを目的とした無駄な背伸
びをする必要が一切無くなり、お金を節約できるようになります。

支払い後に空しさだけが残る風俗店や、結構高い AV やエロ本、アダルトサイトの有料登録料にお金を
費やす必要が無くなる事で、お金を節約できるようになれます。
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生の女を ” モノ ” にするテクニックを、女を ” モノ ” にする過程で身につける事で、共通点の多いお金
儲けのテクニックも身につき、いとも簡単にお金を稼げるようになります。

複数の生の女と付き合い続ける事で、お金が程よくかかり、仕事をするモチベーションが抜群に上がり
ます。

国境を越えて女を ” モノ ” にできる事で、英語を始め外国語の習得スピードが抜群に早くなる事を、外
国人の生の女とベッドを共にしながら実感できます。

今まで鳴らなかった携帯電話が鳴り響き始めるようになる事で。携帯電話クンもようやくその機能を全
うする事ができるようになると同時に、着信音が鳴り響くたびに周りの友達に対して少しだけ優越感に
浸れます。

生の女をゲットするテクニックを実行し続ける事で、まるで別人にでもなったかの様に急に仕事ができ
る様になり、会社でも一目置かれる存在になれます。

今まであなたをコバカにし続けてきた会社やサークルの後輩達が、いつも会う度に違う女を連れている
あなたを、尊敬の眼差しで見るようになります。

生の女に育ててもらうことで、男として外見・中身の両面から総合的に成長し、最終的にあなたは漢（お
とこ）と周りから呼ばれるようになります。

あなたの身には以上のような事が現実として起こってしまうのです。

だから、このマインドセットのテクニック、何度も読み返してください。一つたりとも逃すことなくあ
なたの身に叩き込んで置いてください。
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■「サーバー世界」の中のビジネスに使用可能

そして、最後の最後でようやく、今回のタイトルに記載させて頂いた部分のお話になりますが。

今回このマニュアルでお話したこと。実はこれは女をモノにするためのものだけでなく、「サーバー世界」
の中のビジネス。すなわち、インターネットビジネスの時にそのまま使用することが可能です。

女という部分を・・・顧客に変換して考えてみると、ご想像頂けるかと思います。

今回あなたにお渡ししたノウハウ、まずは女の獲得に活用してみて来ださい（クロージングメール原文
添付しましたが、この破壊力は恐ろしいものがあります）。

そのあとで、もう一度冒頭に戻り、「女」という部分を「インターネットビジネス」における「顧客」
に変換して、読みなおして下さい。

そうすると、あなたがこれから「インターネットビジネス」を始めるに当たり、何をやれば良いのか？

それが見えて来ると思います。初めの内はうっすらとしか見えないかもしれませんが、女の獲得、「イ
ンターネットビジネス」への挑戦。両輪で同時進行させればさせる程、その核心部分を理解できるよう
になるはずです。
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