
 LOVE COTROL!      1



 LOVE COTROL!      2

-----------使用許諾契約書-----------

本マニュアルを開封することをもってあなたは、以下の契約に同意したことに
なります。 

第１条 目的 
この契約書は、本マニュアルに含まれる情報を、本契約に基づきあなたが非独
占的に使用する権利を許諾するものである。 

第２条 一般公開の禁止 
本マニュアルに含まれる情報は、著作権法によって保護されており、あなたが
その情報を著作権者との書面による事前許可を得ずして出版、配信、一般公開
および転売してはならないものとします。 

第３条 契約解除 
あなたがこの契約に違反した場合、本マニュアル著作権者は、何の通告もなく
この使用許諾契約を解除することができるものとします。 

第４条 損害賠償 
あなたが本契約第２条に違反した場合、あなたは本契約の解除に関わらず、著
作権者に違反金として、違反件数と販売価格を乗じた価格の１０倍の金額を支
払うものとします。
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LOVE CONTROL...このレポートでは恋愛関係を支配しコントロールする方法。

わかりやすく言えば、ペットと飼い主の主従関係を構築するようなものです。

例えば、あなたが

「お手」と言えばお手をする犬のように・・・
「ちんちん」と言えばちんちんを見せる犬のように・・・

あなたが家に帰ってきたら尻尾を振ってキャンキャン吠えながら
喜びお出迎えする犬のように・・・

あなたの狙った女性やあなたの好きな女性が、あなたに尻尾を
振りながらキャンキャン喜ぶ・・・そんな関係をゼロから構築
することができたらどうでしょうか？

一緒にいない時には、部屋で「クーン・クーン」と泣きながらあなたの
帰りを待ちわびるようにあなたと逢うのを今か今かと待ち続け。

あなたが待てと言ったら、「よし！」というまでちょっと物欲しそうな
顔でヨダレを垂らしながらも、あなたという餌を待ち続けるように・・・

しかも、鞭でケツを叩き、ちょっと虐待して餌で釣ったりで言うことを聞かせるの
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ではなく、あなたが「こうしろ」なんて言わなくても本人が望んで行動する。

あなたに認められ、あなたに褒められ愛される事を求め、
そして、あなたを命に変えても大切にしたいという女性に飼育する・・・。

飼育するって言うのは過激ですけど、狙った女性や好きな女性
気に入った女性を、部屋で泣きながら待っている犬のように
あなたを忘れなくさせるための法則。

あなたの好きな女性や狙った女性との関係をコントロールする。
その法則からテクニックまでを具体的に解説しているのが
このレポート、LOVEコントロールなのです。

もし、あなたが好きな女性・狙っている女性や気になっている女性がいるのなら・・・
またモテるようになって自信を手に入れたいと思うのならば・・・

このレポートはあなたのためにありますので是非最後まで熟読してください。

僕は、あなたが何歳でどんな仕事をしていて、どんな過去を持ち、どんな性格か
どんな顔をしているのか？どんな女性が好みで好きな女がいるかどうかなんて
一切知りません。

しかし、60歳、70歳のおじいちゃんになった時、仕事を退職し友人もどんどん
いなくなっていく中で孤独を感じながら覇気もなく生き退屈な日常を送り

女友達もパートナーが一人もいない・・。
一生の恋人は右手とAVだけ・・・。

そんな人生のまま終わることを望んでいるのではない事はなんとなくわかります。
大体、そう思っているならこのレポートなんて読んでいないはずですから（笑

� もっと沢山の女性に惚れられたい。
� もっと沢山の女性とセックスがしたい。
� もっと一人の女性に愛されたい。
� 大切にしているものを大切にしたい。

きっとあなたはそう思っているはずです。

少しでもそう思っているのならば、今すぐこのレポートから何かを学び今すぐ実践してください。
普通の恋愛書籍や無料コンテンツで知りえない恋愛関係を支配する全てを学ぶ事ができます。
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ごあいさつ
 free report 女が男にはまる方程式

はじめまして、アリアスです。

今回は、恋愛関係を支配する方法”LOVE CONTROL"を
ダウンロードしてくれて本当にありがとうございます。

当然ですが、僕はあなたがどんな男で
どんな女性が好きで、今どんな現状で
何に悩んでいるのかを具体的には知りません。

ただ、このレポートでは、あなたの全ての恋愛に関する問いに答え
どのような女性でも、どのような状況からでも、女性があなたに夢中に
なるまでコントロールするためのレポートとなっております。

「とはいえ・・お前は誰だよ！」

と思うのは当たり前の話。

どちらにしても、おまえなんて、誰でもいいから狙った女性をオトせればいいという
考え方もあるのですが、誰かもわからん輩の話なんて聞く耳が持てないということも
あるので簡単ですが自己紹介を・・・

名前はアリアス

2008年頃から恋愛に関してあらゆるコンテンツを発信していて、
10,000名以上の方に恋愛コンテンツを発信してきました。

現在では、童貞の方から、何百人斬りを達成してきた恋愛の専門家まで

多岐にわたって、教材やセミナー、講座、コーチングなどを提供しています。
と言っても、個人的に肩書きそのものはあまり意味をなさないものだと思っています。

なので「恋愛コンサルタント」とか
「恋愛カウンセラー」とは名乗っていません。

それに、よくネット上にいるモテ男や元ホストのように
何百人斬り・何千人斬りしたというようなわけでもありません。

経験人数は、たったの100人前後。

「なんだよ・・・たったの100人かよ！糞野朗が！！」
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糞は間違いないですが、別にそんなものはどっちゃでもいいです。
別に多かろうが少なかろうがどーでもいい。

大事なのは自分が何を求めているのかだと思うので（笑）

ただ、僕が大きく他の人と違うのは

まず、１つは僕は元々、鬱病で対人恐怖や視線恐怖性の経験があり
超マイナス思考で全然モテないどころか「キモイ」と言われていた・・・。

つまり、モテる為に必要と言われているものを
何も持ち合わせていないということです。

� 　そんなところから、試行錯誤をした結果、
� 　女から誘わせたり、何人もの女と付き合ったり、
� 　出会って３時間でホテルに連れ込んだり、
� 　他の男の彼女を略奪したり、、、

そんな結果をうみ出すことができるようになったという点。

そして2つ目が・・・

大概の恋愛に関する専門家というのは、性欲大爆発のヤリチンの方向性に向かうか
愛する女性を大切にする綺麗事を抜かすかのどちらかですが、

僕は両方を経験しているということです。

ヤリチンになってほか６人の女と付き合っているけど、本命の彼女とはうまくいっていない・・・
愛する女を大切にしたいけど、女とヤリたいという欲求を抑えてストレスをためている・・・

実は、これ結構多いんですよ。

別に彼らのように特別モテているわけではないのですが、そのせいか
一見モテている男達も、僕のところにあらゆる相談をしにくるのです。

その中には、億を稼ぐような社長さんであったり、
恋愛メルマガを発行している人であったり、
元ホストであったり、あらゆる方が僕のところに相談に来るのです。

もしかしたら、あなたの知っている恋愛の専門家もいるかもしれません。

「なんで、俺に？」

って思う部分は未だにありますが、
その理由は正に私が両方を経験し今必要なものをわかっていて現実化しているからでしょう。

今では結婚して幸せな家族をつくり、これまでとは違った「モテる」を研究したり、
よいパートナーとの関係や子供との関係に関して研究中です。
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そんな僕のこれまでの経験を活かしてお伝えしているのがM-STAGEです。

つまり、男としてのレベルを常に上げ続けるコンテンツや環境を提供する為に
活動をしているのです。

これまで・・・

“結婚まで至った”男
“30年間童貞を卒業”した男
“離婚寸前の妻との関係を復活”させた男
“１ヶ月で“３人の女に告白”された男。

などなど、女関係で悩めるあらゆる状況の男達をサポートしてきました。

その結果、望む女性とゴールしたクライアントは数百人以上。

さて、このレポートではあなたに、

「恋愛関係そのものを支配する原理原則」から具体的なテクニックまで
ほとんどのモテない男が知らない恋愛感情にどのように導くのか？

に関してお伝えしていきます。

僕は、あなたが「ハーレムできるほどモテたい」と思っているのか・・・
「大好きな女性と結ばれたい」と思っているのか・・・
「女にもっと好感をもたれたい」と思っているのか・・・

それはわかりませんがこのレポートではそのすべての答えが語られているでしょう。

例え、あなたがパートナーとの関係をもっとよくしたいと思っていようが、
彼女が浮気をしそう女であろうが、このレポートは恋愛感情のすべての
根底であり、これを忘れた瞬間、恋愛関係は終わりを迎えてしまうのです。

あなたは、なぜ、女が男を好きになるのか？
そして、どうすれば女は男を好きになるのか？

このカラクリがわかっているでしょうか？

ほとんどの男がこのカラクリを知らずに、好きな女性に振られたり、
モテたいと思ってもモテることができなかったり、中には嫌われてしまって
拒否されたりしてしまうのです。

そして、このカラクリを理解しLOVE CONTROL（恋愛関係をコントロール）しない限り、
あなたはいつまでたっても狙った女を惚れさせる事はできません。
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ほとんどの恋愛に関する書籍やブログ、メルマガなどでは、
ここに言及していません。

だから、複雑に頭で考えてしまってテクニックばかりに走ることになるんです。

どれだけ素晴らしいテクニックも、その本質を
理解していなければ何の意味もないのです。

逆に言えばこれだけ抑えておけば、
どんなテクニックも活用する事ができるという事になります。

よく、「女は天気のように心が移ろいやすい」とは言いますが、

結果には全て理由があり原因があるのです。

つまり、このレポートであなたにお伝えする

「恋愛関係を支配し自由自在にコントロールする方法」

これを忘れずに常に追い求めることによって、例えナンパでもコンパでも関係なく、
相手の女に彼氏がいようが、片思いの男がいようが、女の価値観がどうだろうが
基本的に関係ないのです。

これまで、世間にいらっしゃる恋愛の専門家やモテ続けている男達は色々理由をあげています。

例えば、「押しと引き」が大事であるとか、「とりあえずファッションから」とか
「仕事ができる男がモテる」とか言っていますが、その本質を唱えている人を
僕はあまり知りません。

別に彼らが悪いとか良いとか間違っているとかそう言う話ではないのです。

だって、モテる理由なんて挙げてしまえば沢山あるから・・・。

世の中には色んなテクニックがあり、ノウハウがあります。

しかし、その根本的な理由を挙げられる人はほとんどいません。
先ほどもお話しましたが、僕はもともとモテている男じゃなかったし
モテる要素なんて１つもなかった。

金もなければ、スポーツもできない。口下手で、勉強もできず中卒で、
顔だって一時期は生きた廃人じゃないかっていうくらいでした。

でも、この本質にたどり着いてからというもの、自分次第で好きなように
女性たちを惚れさせる事ができるようになりました。

もう今となってはそんな事はどーでもいい話なのですが。

僕があなたに伝えたいのは、女性が男に恋愛感情を抱くのには根本的な理由があり
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そして、その恋愛感情の原則を知り適切な行動をすれば恋愛関係そのものを
コントロールすることは不可能ではないのです。

これを知らなければ、どれだけ話上手になったとしても、スポーツができるように
なったとしても、ルックスをよくしたってモテるようになることはできないのです。

もちろん、ルックスを変えるなどは自分自身の自己認識が
変わることもありますからモテるようになることもあります。

しかし、これからお話する根本的な理由を理解し実践し続けなければ、
いつか何らかの形であなたの人生は女に崩壊させられることになります。

だからこそ、ただ単に、

「ふーん、そうなんだ・・・・」

程度で見るのなら今すぐこのレポートをゴミ箱に捨てたほうがいいでしょう。

なぜなら「何か自分にとって役立てたい！それで○○という結果を得たい！」と
本気で思っている人じゃなければ得たいものを得られることもできないからです。

まぁ、このレポートを手にとった時点でそんな方がいるとは、
これまでの経験上ありませんでしたが・・・（笑）

ただ、そういった方にこのレポートが渡ったとしたら、時間の無駄になりますので
あらかじめお伝えしておきました。

もしあなたが恋愛に本気で困っていてモテたいと思っているなら・・・
好きな女性と付き合いたいと本気で思っているのなら・・・
狙った女をあなたに夢中にさせたいと思っているのなら・・・

このレポートはあなたのためにあります。
最後まで一語一句逃さないようにご覧になってください。

できるならば、印刷して何度も何度も読み返すことをオススメしています。
一度読むだけでわかったつもりにならないでください。

もし、あなたが一度みたら全てを記憶し、経験した人以上の理解が
できるような天才様ならば１度読むだけで結構ですが・・・（笑）

それでは、はじめていきましょう！！

ARIAS



 LOVE COTROL!      10

LOVE CONTROL　目次

※はじめに・・・　　
LOVE CONTROLとは？……………………………………………………P002
ごあいさつ…………………………………………………………………P004

※学校じゃ教えてくれない話
学校じゃ教えてくれない恋愛の話し……………………………………P014
守・破・離 …………………………………………………………………P015
恋愛関係を支配する2つの原理…………………………………………P020

※自分自身さえも操作する唯一の方法
童貞男の真にモテない原因………………………………………………P025
テクニック２割・マインド8割 …………………………………………P029
Mind.1:自分自身を信じる……………………………………………… P031
Mind.2:女性を思いやり導く…………………………………………… P033
Mind.3:自分を疑う……………………………………………………… P035
Mind.4:行動を変える……………………………………………………P037
Mind.5:全力で楽しむ……………………………………………………P039

※女性を支配する４つのＧ★スポット
女性を支配する４つのＮＯＴとは？……………………………………P044
女性が恋をするまでの４つの段階………………………………………P048
４ＧスポットLOVE GRAPH………………………………………………P049
恋愛関係を支配する戦略 ……………………………………………… P051
G★SPOT.1…………………………… ……………………………………P054
G★SPOT.2…………………………………………………………………P056
G★SPOT.3…………………………………………………………………P058
G★SPOT.2…………………………………………………………………P060



 LOVE COTROL!      11

LOVE CONTROL　目次

LOVE CONTROL STRATEGY………………………………………………P063
恋愛と戦争ではあらゆる戦略が許される………………………………P064

※Ｇ★SPOT.1攻略法
初対面なのに釘付けになる黒帯効果……………………………………P065
黒帯効果①外見……………………………………………………………P070
黒帯効果②態度……………………………………………………………P076
黒帯効果③第三者効果……………………………………………………P077
---G★SPOT１のまとめ……………………………………………………P081

※Ｇ★SPOT.２攻略法
３年男より２時間男の磁石の力…………………………………………P082
女性を仲間に引き込む……………………………………………………P087
１つの会話を10倍・20倍に膨らませる方法……………………………P091
この人話やすいと感じる超簡単テク……………………………………P095
興味は意識のスイッチをいれるスキルである…………………………P097
人間が究極的に興味を持っているもの…………………………………P099
アイテム法…………………………………………………………………P102
あなたの話は全部嘘！……………………………………………………P104
自己開示＋クエスチョン…………………………………………………P105
女にあなたの存在を理解させろ！………………………………………P110
---G★SPOT２のまとめ……………………………………………………P112

※Ｇ★SPOT.３攻略法
絶大なる信頼を掴み取り、男を認識させろ！…………………………P114

９割の男は女性と違う時間を過ごしている……………………………P119



 LOVE COTROL!      12

LOVE CONTROL　目次

共有したものを言語化する………………………………………………P122
告白するな！好意を伝えろ！……………………………………………P125
女性は退屈を生きている…………………………………………………P129
1.他の予定をいれて「いつでもいい」をなくす…………………………P131
2.他の女性関係の事を伝える……………………………………………P132
3.デートを早めに切り上げる……………………………………………P132
4.メールは用事以外では使用しない……………………………………P133
5.からかう・いじる………………………………………………………P134
人は「感情の運動」によって好きになる…………………………………P136
---G★SPOT３のまとめ……………………………………………………P139

※Ｇ★SPOT.４攻略法
脳内ウィルスを進入させる………………………………………………P141
全てを受け入れよ！女が見る男の底……………………………………P145
価値を最大限まで高める拒絶の力………………………………………P150
リスクを全て排除する……………………………………………………P152
女を狂わせる悪魔の恋愛魔術……………………………………………P155
---G★SPOT４のまとめ……………………………………………………P157

※女で人生が変わった男の話
※真に求める理想のために
※更なるプレゼントのお届け



 LOVE COTROL!      13

学校じゃ教えてくれない話
 free report 女が男にはまる方程式

まず、LOVE CONTROLのレポートを読む前にでお伝えしておかなければならない事があります。
それは、あなたは今まで一度たりとも誰かに恋愛に関して習ったことがない。

そして習う場所がない。

面白いもので学校では、100％絶対的な答えしか教えてくれないんですよね。

だから、コミュ二ケーションスキルも恋愛も教える事ができないのはよくわかるんだけど、
年間何百万もかけて学校では、一生涯は使わない知識を教えているのにどうして一生涯使える
恋愛の知識やスキルは教えていないんだろう・・・っていつも気になるんだけど。

それは100％の答えがないからなので仕方ないにしろ。

ようは、あなたがこれまでどういう経験をしてきたにしろ、恋愛というのは誰もが
ゼロからスタートするっていうことを忘れないで欲しい。

１回や２回の失敗なんて当たり前。

最初は誰だって初心者・・・1000人斬りの男もナンパ師も、愛のある結婚も
一朝一夕で手にすることなどそう簡単にできるもんじゃないって事。

どちらかと言えば、恋愛っていうのは勉強よりもスポーツに近いんです。

このレポートでは、そんな数百万払っても一生使えない学校の知識ではなく、生涯
使いこなせる恋愛に関して、これからあらゆる角度でお伝えしていきます。

世界最先端と言われる心理学や脳科学や経済、哲学から何から何まで・・・
僕がこれまで経験した事を踏まえながらこれだけ読んで実践するだけで理想の恋愛を

手にできるようになるように作っている。
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しかも、無料で。

ただ、これから実際に色々お話する前に覚えておいて欲しいことが１つだけあるんです。

それは、これまでお話したとおり恋愛には100％はないって事。
そして、恋愛はスポーツのように最初はできなくて当たり前って事。

これだけは忘れないで欲しい。

あなたは「守破離」ってご存知ですか？

あの千利休の名言です。

守りつくして破るも離るるとても、元を忘れるな。

まぁ～よく表現したもんだと関心させられますが、これホント重要です。

学ぶというのが、真似ぶが語源にあるように、学校の勉強の仕方と大きく違うのは
恋愛っていうのは正にこの最初は守りつくすことが大事だっていう事です。

学校ならば100％の答えがあるから、答えを忘れなければ問題ない。

しかし、恋愛っていうのは100％の答えがない。

だからこそ、その場その場で同じことをやっても100％成功するとは限らない。
しかし、モテる男とモテない男には、明確な違いではなく微妙な違いがある。

その微妙なところを嗅ぎ分けるために、モテる男の真似から始める。
これが最も最短であなたがモテるようになるための道。

これを忘れて欲しくないんです。

例えば、「告白をするのではなく、好意を伝えなさい」って僕が言ったとしましょう。

しかし、実際に女性の反応が自分の思っていたものと明らかに悪いこともある。
ただ、それは使うタイミングが悪かった・・・またはそれ以外の何かが原因だった。

という事もあるわけです。
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僕は若い頃、女性にご飯をおごりなさいっていうのを何かの雑誌でみて、
その通りおごっても別に好かれることがなく、でも一度おごりはじめたら
もう止まらなくなって色々買ってやって全財産を無駄にしたこともあります。

完全なるバカ野郎ですね。

でも、当時の僕は彼女に好かれようと必死だった。
ご飯くらいは軽くたまにおごってやる程度でよかったんだけど。

今思い起こせば、あれがなければおごるタイミングなんて考えなかった。
しかし、そこから得た学びは非常に大きいわけです。

ま、そんな細かい事はこのレポートではお話しません。
だって、そんなもんどっちゃでもいいから。

LOVE CONTROLでは、恋愛においてまず間違いなく失敗するパターンと
ゼロからでも、10人くらい付き合った経験があっても役立つ絶対的な
恋愛の法則と戦略・そしてテクニックに関してお話していくので。

ただ、何事も「守る」ところから始めましょう。

たまーにいるんですよ。

口先ばかり達者で、やってもいない事を評論家のようにグチグチ言う奴が（笑）

別にやるかやらないかはいいけど、結果を出してない奴が言えばそれほど
カッコ悪いことはないですよ。

僕が全て正しいってわけじゃない。
気にいらなければ途中でやめればいい。

ただ、少しでも興味があるのなら、信頼してもいいと思うなら
まずは徹底的に守ってください。『守』

それから、少しずつ自分の色を出していってください。『破』

あえて逆の事をやってみたり、駄目って言われたことをやったり・・・。
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そうする事によってあなたにとってもっとも楽なスタイルが見つかってきます。

そして最後には、完全なるオリジナルを作っていくのです。

僕以上の男になるなり、僕以上に凄い奴の下につくなり自分にとって
更なる成長、または違う分野の師を見つければいいんです。

本当は、短期間で「守」と「破」を同時にやっていくのが一番早いん
ですが一人でそれをやるのは無謀なんで順序にそってやってください。

それが何よりも近道です。

勉強よりも、勉強の仕方を学び経験したほうが後々必ず役立ちます。
勉強の仕方ではなく、勉強ばかりしてもいつまでたっても変化はありません。

恋愛も一緒です。

知識を学ぶよりも「これだ！！」って人のコンテンツを徹底的に真似て実践して
できるようになってきたら少しずつ逆のことをしたり自分らしさを取り入れて
いったりしていく・・・。

これが最短距離で、あなただけのモテる方法を見つけ出す秘訣です。

僕もここでお話しているコンテンツを
100％絶対やっているわけではないんですから・・・

「えっ？やってない事を教えてるのか！！」

ってなるかもしれませんが、この原理原則は基本的には活用して
いますけど、時に破り、時に従いその場その場で順序を変えたり
飛ばしてみたり・・・その場の状況で変えています。

大体、このレポートに書いてある事全部やろうとすると。。。
初対面から２時間でテイクアウトなんてできないですよ（笑

それは、これまでの経験から総合的に判断して
「これは２時間でいけるな」って思っただけなんです。
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僕は映画が大好きで、最近では、インプレッションって映画は、夢の中でアイディアを盗むってい
う
話で、すごい勉強していて更にその着眼点がいいので結構気にいってるんですが、この映画で・・・

主人公であるレオナルドディカプリオは、夢の中に入る、、つまり潜在意識に
はいる時に色々ルールがあるのですが、そのルールを自ら破るんです。

仲間から、

「あいつは自分で取り決めたルールをあえて破るやつなんだよ。」

と言われるんですが、正にこれは「守」「破」「離」の重要性を教えてくれているんです。

最初は誰だって初心者だから、徹底的に守る。

できるようになってきたら、少しずつ破っていく。
そして、自分にとって最適なゾーンを見つけて離れる。

破らなきゃ、新しい何かを見つける事なんてできないし、臨機応変に対応する
なんて事はできないんだから・・・とは言え最初は初心者だからまずは徹底的に
守っていくことだけを考えてください。

仕事とかだと、「やらされてる」ってなって嫌になる事もあるけど
自分で求めて悩んでいることならできるはずです。

後は、誰の教えを真似るのか？

これは別に僕じゃなくてもいいし、この人ならって思える人なら誰でもいいわけです。
ただ、出来る限り最初は自分が好きな人とかこの人のいう事ならって思える人がいいと
思いますけどね。

ま、最初は疑いの目を持って見てそっから違っていても
この人なら信頼し続けられるって人がいるのが理想ですよ。

と、話は逸れましたがとにかく大事なのは、恋愛になんて100％のルールはない。
でも、モテない男にはある一定のパターン・うまくいく奴には一定のパターンはある。
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それをまず真似ていくのが最も早くモテるようになる最短距離って事です。

だから、このレポートのコンテンツもそうやって活用してください。
何度も何度も読んで真似ていってください。

今すぐ使えて結果の出る・・・
そんな戦略とテクニック満載ですから。
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恋愛関係を支配する２つの原理
 free report 女が男にはまる方程式

それでは、早速ですがLOCE CONTROL本編には
いっていきたいと思います。

恋愛関係そのものを支配する方法

正に、操り人形のように、あなたの周りにいる女性・
男性全てをあなたの思うがままに支配する・・・。

あなたの狙っている女性や気にいった女性をゼロか
らどのように好きにさせていけばいいのか。

このレポートでは、その為に必要なマインドから戦略、具体的なテクニックまでを
ステップバイステップであなたにお伝えしていくんですが、その前に、支配って何でしょ？

「正に世界征服をするような感覚？」
「意のままに操る？」

ま、これに関しては人それぞれ概念みたいなものがあるんだけど、僕は支配には
主に２種類あると思っています。

1つ目は、人を物のように支配する型
2つ目は、人を人として人格的に支配する型

です。

わかりやすく言うと、以前、何かのテレビでアホホストが

「女は金だよ金。所詮満足させれば金払うんだからさ・・・」

って言ってる結構人気があるらしい奴がいたんですが、
こいつは正に人を物として支配しているタイプ。



 LOVE COTROL!      20

人格を無視して、自分の都合のいいように支配するのが悪いとかいいとかは
言わないけど、僕が知る限りでは女は不幸になるし、自分も傲慢になるだけ
だからあんまいい事ないような気もする。

一時期そうなってみるのもありと言えばありだけど、僕がこのレポートで
あなたにお伝えするのは、後者の人を人として人格的に支配する型のほう。

厳密に何が違うのかっていうと細かすぎて伝わりにくいけど、

自分の理由で相手を動かす代表的な人物は、麻原彰晃かな。
相手の理由で相手を動かす代表的な人物は、坂本龍馬かな。

ま、歴史はあんまり詳しくないですが、

麻原彰晃なんかは、表面的には自信に満ち溢れているように接しようと
しているんですが、理念とか信念で動いているのではなく恐怖心
から動いていて実は局地に立たされるとビビリだという話もあります。

そんな彼らの末路は、破壊を巻き起こし人格を否定し物として扱い
最後は、憎まれ恨まれ最後には最悪の結末。

なんて事になりかねません。

彼らは、下手に力をつけすぎたのが一番最悪なことです。

別に、最初は誰だって自分の理由で動くものです。
それが悪いわけではないけど、最終的には相手の理由で相手を動かす。

そんな支配をしてほしいと思うし、このLOVE CONTROLでは、基本的に
相手の理由で相手を動かすを中心にお伝えしていきます。

とは言え、

「恋愛関係を支配すると言っても具体的に何を支配すんの？」

って話になると思いますが、あなたが支配するのは主に２つです。
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1,自分を支配（コントロール）する
2,女を支配（コントロール）する

たったこれだけです。
他にやることがないと言ってもいいくらい。

このレポートは、主にこの２つを中心にお話していきますが、
まず、あなたには自分をコントロールしてもらいます。

自分をコントロールできず女に左右される男が多すぎです。

それじゃいつまでたっても女性はあなたに振り向きません。
そう、どんな素晴らしいテクニックがあったとしても・・・・

自分をコントロールできない男にそのテクニックは使えないのです。

切れ味のいい包丁を持っているけど料理ができない奴のように・・・
ある日気付いたら自分の指を切ったり、女に間違えて刺されるなんて
こともあるかもしれません。

しかも面白いことに一見モテてる男も実は自分をコントロールできず
付き合っても長続きしないっていうのもあるんです。

ま、大事なのは自分が何を求めているのか？ですけど。

具体的に言えば・・

� わざわざ、女の「優しい人が好き」の言葉に左右されて何でもいう事を聞く奴隷になった
り・・・
� メールの返信がないからって、何度もケータイをチェックして終いには嫌いになったとか送った
り
� 告白なんてしなくてもいいものを、我慢をできず女性がその気でもないのに告白して玉砕したり
� ある程度の女にモテて調子こいてる奴が自分に惚れない女に怒り狂いなんとかオトそうとムキに
なったり

� ちょっと女性が怒っただけで動揺して、「怒らせた？ごめんね」なんて言ってみたり
� どーしても付き合いたいからっていつも通り酒を飲ませて無理矢理ＳＥＸして翌日振られたり
� コンパとかで聞くことが大事と言われ聞き続けて全然話が盛り上がらなかったり・・・

自分をコントロールできなければなーんて事になってしまうんです。
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これ、本当によくある事なんで注意してくださいね。

完全にモテない男の典型例ですから。
モテる基準にもよりますけどね（笑）

とにかく恋愛関係を完全にコントロールするには、自分の思い通りに
関係を構築したいのならば、まずは自分から・・・

別に今できていなくても気をつけながらやってってください。

それが何よりものスタートです。

そして、それから女性をコントロールする
具体的な方法に入っていきたいと思います。

自分を支配できれば女も支配し、関係も支配できる。

なんでもできる！って猪木風じゃないですが、自分を支配しながら
女性を支配をしていく事ができれば、あなたの望む関係を好きに
作ることができるようになるんです。

ここでは女性が恋愛感情を抱くまでにあなたが超えなければならない壁。

そして超えていくためのこれさえ覚えておけばあなたが望む関係を
好きにコントロールする事ができる究極の４つのＧスポットという
戦略をあなたにお教えします。

これは凄いですよ。

自画自賛じゃないんですがかなりの時間をかけて編み出した戦略で
どんな出会いだろうがどんな女性だろうが、あなたの性格や年齢に
関係なく全てに当てはまる戦略です。

そして・・・

それぞれの戦略ですぐにでも使えるテクニックをあなたにお教えします。
どれも、驚くほど効果のあるテクばっかりなので是非実戦してください。
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では・・・

では！！

ではでは！！

心の準備はいいでしょうか？

恋愛関係を自由自在にコントロールし、女性をあなたの望むところまで
夢中にさせる事ができるLOVE CONTROLを初めていきたいと思います。

って、今からかよ！前振りなげーよ！（笑）

という感じですけどね。

先に言っておきますが、紙とペンを持ってメモをするくらいの気合で読んだほうがいいですよ。
有料で販売されていてもおかしくないほどのコンテンツ量と質があるので。

それでははじめていきましょう！！
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自分自身さえも操作する唯一の方法
 free report 

あなたのその手はあなたのものですか？
もし、あなたがそんな風に聞かれたとしたらどう答えるだろう。

そりゃ
「俺の意思で動かせるんだから俺のもんだよ！！」
って答えるのは当たり前の話ですよね。
でも、よーく思い起こしてみてください。

緊張する場や誰かに傷つけられた時や、女性が苦手で女性に囲
まれた時。あなたは自分のその手を自由自在に動かしているだ
ろうか？

もし、あなたの手が空いているならやって欲しい。

「よし、親指の第一関節を４５度に曲げるぞ」と考えて曲げて
欲しい。

これは誰でもできるはずだ。
今のあなたは正に自分の好きなように自分を操作できているだろう。

では、怒りを感じたとき、自分の意見を言いたいのに抑えている時・・・。
女が目の前に現れて緊張してしまった時、あなたはそんな事考えているだろうか？

「そんな考えている余裕がないに決まってるだろ。」

うん。確かに。

何十年も童貞の男が童貞である理由が実はここにある。
モテない男の真の原因が実はここにある。

例えば、先ほどもチラッっとお話しましたが…

� 女性に否定されたら・・・怒りに任せて否定しかえしたり明らかに落ち込む。
� 女性にキモイと言われたら・・・凹んでしまったりその場から逃げたくなる。
� 女性に冷たい態度をとられたら・・・焦って謝ったり、「怒ってる？」なんて言ってしまう。
� 女性からメールがこなかったら・・・「嫌いになった？」なんてメールを送ってしまう。
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� 優しい男が好きだと言われたら・・・とりあえず優しくして気を使ってみる
� 好きで好きで仕方なくなり・・・・親密にもなってないのに告白する

こういった行動は、基本的によくある駄目パターンなんですが、例えこのLOVE CONTROLで
あらゆる戦略やテクニックを学んだとしても、あなたがあなた自身を自由自在に動かせなけ
ればいつまでたっても狙っている女性を惚れさせる事なんてできるわけがないんですよね。

「自分自身をコントロールする。」

と言うと、ほとんどの人が

「は？あんた何言ってるの？」

とは言わないまでも、顔がそう言っているんですが（笑）

これから、あらゆるコンテンツを無料であなたにお伝えしていくのだが、
どんな素晴らしい戦略も、どんな使えるテクニックも、、、、、

あなたが使いこなせなければ意味がないわけです。

つまり、実を言うとここが最も大事な事。
これさえあれば、他のものは何もいらないっていうくらい。

とは言え、簡単じゃないですが、ここを意識して３ヶ月間行動すれば
必ず何か変わりはじめていくほど・・・それほど重要なのです。

更に言えば、ここを成長させてるだけで自ずとより多くの女性を
あなたに夢中にさせる事ができるようになっていくのです。

僕は昔、フランケンのような男と同じ女性を好きになり恋愛で完全敗退した事があったん
ですが、その時の僕は、奪われるのが嫌で嫌で仕方なくて、「自分のほうが凄いんだぜ！」
ってアピールしかできずにいたときがあった。

そういう時こそ、余裕たっぷりで他の男のところいくなら応援するぜ！

っていうような余裕がなく、話しかけようと必死になったり、話しかけられないと逆に
変に気を使ってしまっていた時がある。

自分を操るなんてもっての外。

そういう時には「ええぞ、ええぞ。他の男のところ行っても応援してやるぞ。」

ちょっとおっさんぽい感じですが
それくらいの余裕がなかった。

ま、僕の若い頃はインターネットなんてなかったから恋愛の
テクニックを教えてくれる人なんて一人もいなかったけど・・・。

でも、知っていたとしても所詮
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「こうすればモテますよ」

程度のテクニックじゃ当時の自分はきっと知っていても
自分を自分で操ることを知らなかったから
きっとできなかったんですけどね（笑）

それくらい自分を操るって非常に重要なんです。
そして、そのために大切になってくるのが“マインド”です。

マインドがあって初めて自分を操れるんです。
自分を支配し自分をコントロールする・・・・。

これは、残念だけど一長一短で身につけられるものじゃないし、このマインドを
変える事ができればいくらでも女性を惚れさせる事ができるようになる。

それくらい重要なんですよ。

いいですか？

支配したいのならば、まずは自分を支配しなくちゃ。

自分が女に支配されている状態じゃ無理ですよ。

ただ、逆に言えば自分を支配できれば、あらゆるスキルを試せる余裕ができる
逆にテクニックなどは、使えなかったとしても自分を支配し操れるほどの
余裕があるから女が何を考えているのかもわかりやすいし対応も色々やって
みるくらいの余裕があるわけです。

「でも、アリアスさん・・・僕そんな余裕ないっすよ・・だって・・・」

って思うかもしれないけど、、、

でも、凄くいい事に、最初から余裕がない人のほうがいいって事。

なぜなら、余裕がない経験をしていれば、女のちょっとした反応で、

「あ、今焦ってるな・・・」

って他の男よりわかりやすいでしょ？

もうちょっと揺さぶってあげてこっちに振り向くようにしてあげよう。

っていう事もできるわけです。

テクニック２割・マインド８割
これを忘れないように、大事なのはマインドです。
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どれだけテクニックを使いこなし女性を射止められるようになってもマインドが
備わっていなければ結局かっこ悪い男になるだけです。

よく、

「俺はモテるんだぜ！」

って言ってる奴がいるが、モテると傲慢になって女性を完全に支配したと
勘違いしてゴミのように扱う輩がいるけど、そういう男ほど自分がオト
しているつもりの女性が他の男を好きだと知ったとき、、

「お前バカなんじゃね～の！あんな奴なんかより俺のほうがいい男だぜ！！」

なんて言ったりしてムキになって怒り狂うなんてこともあるくらい。
そして、年齢を重ねて一人ぼっちになるか、不幸な家庭になる・・・。

別に、そうなっているから悪いんじゃないんですが、テクニックだけでは
いつまでたってもこういう事の繰り返しになっていつまで経っても本当の
恋愛の充実を満喫できません。

テクニックっていうのは、本来マインドを鍛えるためにあるのですから。
テクニックを通じて、自分のマインドを鍛えられる。

最高じゃないですか？

そして、見た目とかそーいったものではなく本当の魅力的な男になる。
僕はこっちのほうがいいし、あなたにも是非そうなって欲しい。

だから、常にマインド・マインド・マインドです。

テクニックに振り回されていてはいつまでたっても現状が変わる事はないですよ。
では、具体的にどういうマインドが必要なのか・・・。

このレポートでは、僕がずっと頭の中で意識をし続け、シンプルで効果があると
思っている５つのマインドをお話していこうと思う。

Mind１.自分自身を信じる
Mind２.女性を思いやる
Mind３.自分自身を疑う
Mind４.行動を変える
Mind５.全力で楽しむ

見てみると一貫性がないって思うところも
あるかもしれないけど。この５つは本当に大切な事。

僕は、心の中で１０個くらい常に意識して持っているマインドがあって
何かがうまくいかなくなった時にその１０個から打開するヒントを探して
いるんですがここで紹介するのはその中の代表的な５つ。
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特に恋愛に関して使えそうなマインドです。

どうしようもないって時に、是非意識してください。

また、現状がうまくいっていないのなら、
この５つを意識してみてください。

一見シンプルかつ誰もが言っていることのような要素もあるけれど
これさえ忘れなければあなたは最終的には絶対うまくいくはずです。
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これは、自信を持ちなさいって話じゃないです。

よく「自信がなけりゃ駄目だ！」

みたいな事を言う人がいていやいや、僕には自信な
んてないんですよっていう会話をネット上では良く
見るんですが、、、

僕なんか全然自信なかったですよ。

顔も別にカッコイイってわけじゃないし、スポーツも勉強も苦手で中卒。
コンプレックスの固まりだったんです。

モテない理由なんて探せばいくらでもあったけど、
そんな自分が嫌で嫌で仕方なくて・・

そして、誰かのせいにしたって自分を陥れたって
何も変わらないことに、イライラしていた・・・

つまり僕は逆に自信がないのを力に変えたんです。
だから、自信がなくたっていいんですよ。

過去のことなんていうのはうまくいかない理由を探せばいくらでも見つかる。

自分の駄目なところなんて山ほどある・・・
でも、それじゃ何も変わらない・・・

だったらそんな気持ちさえも力に変えちゃえばいいだけ。

ただ、そんな自信なしを力に変えるのなら
「自分自身を信じられない」と駄目なんです。

これは、自信とは意味が違います。

Mind.1 自分自身を信じる
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この自分自身を信じるっていうのは
過去の自分は駄目だったかもしれないけど、、、

それでも、未来の自分の状態は変える事が出来る事を信じることです。

望んだ状態を手にできると信じることです。

綺麗事？うん。そうかもしれない。

ただ、自分が求めているものの為ならば信じれたほうが得でしょ？

自信がないのは、今のあなたに自信がないだけ・・・
過去のあなたを見てみて自信がないだけ・・・。

ただそれだけです。
そういう事もあります。

僕も、自分に自信を失うことは山ほどありました。
今も新しい事を始めるとできない理由なんて沢山出てきます。

過去、出来なかった事やうまくいかなかった事を持ち出しては、それを
言い訳にしている自分もいる・・・それが駄目ではなくて、そんな状態の
ままでずーっといるのが駄目なんです。

だって何も変わらないから。

神様ぁ～何かいい事ないですか～？なんて言っててもなんかいい事はおこらない。
いい女を与えたまえぇ～なんて言っても自分に合った女しかやってこないんです。

または、全然現れない（苦笑）

自分の求めているものなら自分で手に入れましょうよ。

自信がないのが悪いわけじゃないけど、自信がないままなら何も変わんないです。
どこかで断ち切るためには、自分の理想を手に入れられる事を信じましょ。

あなたならできますよ！！あなたなら手に入れられますよ！！
自信はそのうちついてくるので最初の一歩を踏み出してくださいね！
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このLOVE CONTROLでは、恋愛関係を支配するために
自分をコントロールし女性をコントロールする方法を1つず
つステップバイステップで公開していくのですが・・・

その中で、表面的に見たら酷いんじゃない？
誠実じゃないんじゃない？

って思うようなこともやっていきます。
特に真面目な人はそう思う事もあるでしょう。

しかし、それは表面的に見たらそうかもしれないけど、
全ては相手の為にあるということを忘れないように・・

思いやりなくして使っても意味がないんです。

例えば、

「どうして、俺はいつも何もかもうまくいかないんだ？」

同じ悩みを持っている２人の男がいるとします。

想像してくださいね。

Ａ：一方の男は、何も行動もせず毎日飲み屋でグチばかりこぼしているだけの男
Ｂ：一方の男は、一生懸命勉強して日々血反吐を吐くような努力をして苦しんでいる男。

あなたなら、２人にどのような声をかけるでしょうか？

・・・考えてみてください。

同じ事を言ってあげるでしょうか？たぶん違うはずです。

これだけでは、判断できないですが僕ならばＡの男にはちょっとキツイ事を言います。

Mind.2 女性を思いやり導く
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Ｂの男には、ストレスをためないやり方を考えればとアドバイスをするかもしれません。

と僕は思ったのですがあなたはどうでしょうか？
状況が変われば言葉も変わります。

つまり、女性に対しても一緒で時として何でもいいよいいよ
では恋愛感情はうまれないのです。

どちらにしても、あなたの思いやりです。

言葉ややっている事が一見酷いように見える事でも・・・
それは全て相手のためを思ってやるべき事。

これを忘れちゃいけません。

女性をコントロールする戦略やテクニックというのは基本的に
相手の女性が自らの理由で行動させるために必要であり、それは
決して自分の為だけにあるわけではないんです。

思いやり＝何でもかんでも優しくする。

ってもんじゃないんですよ。どれだけ優しくてもどれだけ厳しくても
それが、相手を思っていないのならば態度や行動で悟られるのがオチです。

もし、それでオトせたとしても本当の意味でいい関係は構築できません。

相手を思いやり相手のためっていうのが根本にある事を頭の片隅にでも
いれておいてください。

別に全部がそうである必要はないです。人間なんですから・・・
根底にはこの気持ちを少しでももっておいてくださいね。

僕達は言葉というものを使って気持ちを伝えているのですから。
それがどんな言葉であるかよりも、どういう気持ちを持って伝えているのか。

そして、あなたを好きにさせてあげることは、あなたが相手を思いやった結果
ついてくるものなのです。相手のために相手を自分に向かうように導いてください。
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「えっ？自分を疑う？？」

さっきは信じるって言ったのに・・・って思うかもし
れませんね。

ちょっと意味合いが変わってきますが、時として僕達
は自分の考え方や自分の行動が100％正しいと勘違いし
たりしてしまうものです。

例えば、さっきのモテる自信がない話もそうです。

「○○だから俺はモテないんだ・・・」

ってなった時に、もしそんな考えの自分を疑う事がで
きたらどうでしょうか？

「だってやっぱ顔がいい奴がモテてるじゃないか！！
だからイケメンのほうが絶対にいいに決まっている！！」

という考えを持っていてそれが、女性に振られた原因だと決め付けてしまって
行動できないのであれば、その考えそのものを見直さなければ行動できないですよね。

そんな状態の時に僕が、「顔なんて関係ねーんだよ。」って言っても
耳を貸さず、自分はもしかしたらちょっとズレてるんじゃないか？

って思えれば行動できるかもしれないんです。

僕なんて超ブサイクだと思っていて、キモイとまで言われたことがあったんですが
モテるようになってから、ある時からカッコイイって言われるようになったんです。

ビックリしましたね。

「キモイがカッコイイまで変わるの？」って。

それなりに色々やってきたからかもしれませんが、あなたが見ている
世界観っていうのはあくまでそんな程度って事。

とは言え、現実的に笑顔が増えることで表情筋が鍛えられ、服や髪型など
気をつけたからっていうのもあるのも事実ですが、ほとんどの男がブサイクとか
言いますが顔って変わるもんですよ。

そして僕の見ている世界観もその程度だったんです。

達成してこそ見える景色が違う・・・

Mind.3 自分を疑う
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それまでは今の自分を時々疑いましょう。

理想の状態を手に入れる自分は信じてください。
ただ、そこに到達するまでの道のりは時として自分を疑うのも大事。

綺麗事で自分を信じろっていうより現実的でしょ（笑）

自分が正しいって思うものは、絶対的に正しい事はないかもしれないんです。
疑うって言う言い方が嫌いなら「疑問を持つ」でもいい。

現状がもし、うまくいっていないのならば、自分自身に疑問をもってみてください。

� 自分の中のおかしな常識はないか？

� 自分の中のモテないルールはないか？

� モテると思っているルールはないか？

� この価値観はどうか？

というように考えてみてください。

毎回、そうやって考えていくと自分の存在そのものを疑っちゃうので
注意が必要ですが疑わなければ、何も変わる事はないので・・・

是非なんか思ったようにいっていないなら時として自分を疑ってみてください。
面白い発見があるものですよ。
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実は僕が欝病や恐怖性などを解消した一番のキッカケはこ
れでした。今までやらなかった事をやる！！

これ、実はすんごい効果的なんでオススメです。

僕は、基本的にマイナス思考で自分の駄目なところなんて
すぐに見つけてしまうし考えに囚われてしまっていつまで
も行動できないタイプの人間です。

それは現在でもそういう時があるくらい・・・。

それくらい、駄目男なんですが、僕が家に引きこもってい
て一切外に出ることが出来なかったとき、人と会うことも、
人に関わることも避けていました。

もう、頭の中は

「駄目な理由」「できない理由」

ばかりの自己嫌悪。

才能も何もないと思っている僕は、一切行動する事ができなかったんです。
そんな時に、お金を稼がなきゃ生きていけないとまではいかないんですが
働かなくては駄目ってふうになって働くことになりました。

最初は嫌で嫌で仕方なかったんですが、それでも続けていたら・・・

今までやらなかった行動をしなくてはならないので、自ずと自分の
思い込みや感じていたことそれさえも大きく変わってきたのです。

もちろん、仕事の中で色々やってみたのは事実。
行動を変えていくことで自ずと自分自身に変化がうまれました。

心が行動を決めるって言うのもあるんですが、僕は逆に行動が心を変える

っていうのを、そこから自分で信じるようになったのです。

それからと言うもの、煮詰まったときには行動を変える。

という事を意識するようになり、女関係も全てうまくいかない時は
行動を変えたり、行動から先にするようになったのです。

もし、あなたがモテないのなら・・・
もし、あなたが好きな子・狙った子を惚れさせられないなら・・・

Mind.4 行動を変える



 LOVE COTROL!      36
それは行動を変えることで何らかのヒントをつかめます。

よく、行動をできない理由を色々言う人がいますが、行動を
出来ない理由を探すよりも先に行動をしましょう。

うまくいかないのなら行動から変えましょう。

このLOVE CONTROLでは、確かにあなたがより女性を夢中にさせるコンテンツを
提供していますが、これも行動しなけりゃ変わらないんですよね。

つまり、行動しなけりゃわかんないことばかりなんです。

そんなあなたの行動の一押しになればいいなという気持ちでこのレポートを書いて
いるんですが、それでもやはり行動に移すか移さないか・・・

それはあなた次第。

頭で考えるよりも先に行動を変える事。
または、行動していないなら行動をしてみる事。

もっと言うなら・・・・行動しながら考える事。これが大事なんです。

女性をあなたに対して行動に移して好きと言われたい・・・思わせたい。
ＳＥＸをしたいと思うのならば、まずはあなたが行動しましょう！！



 LOVE COTROL!      37

実を言うと・・・・
とても、、、言いにくいことなんですが・・・・。

こういうレポートを書いていると、どーしても失敗しないよう
に、失敗しないようにと考えてしまい書いているほうは、失敗
を少なくしようと・・・

という思いからついつい無理な
チャレンジをさせようとしません。

なぜなら、チャレンジに失敗はつきものだからです。

手堅く手堅くいこうとすれば・・・出来る限りリスクの少ない
事をやってもらう事ばかり考えてコンテンツを作るということ
を、
恋愛に限らずあらゆるジャンルの執筆者達がやってしまう事で
す。

もちろん、僕も出来る限りは配慮するようにはしています。

手堅くいこうとしても、、、

これまでと同じパターンの行動になってしまい
結果につながりにくいっていうデメリットがあるんです。

逆に思い切ったチャレンジは失敗もあるけど、そこから得られる事も非常に多く
悔しさも悲しさも感じるけど、その感じる事が恋愛の感情の特性を知る上でも大切な
経験なんです。

ただ、思い切ったチャレンジにはそれだけの成長があるのも事実。
出来るところからしかやらない人はそれだけの成長しかないのも事実です。

別に思い切ったチャレンジをしろとは言いません。

「何が言いたいんだよ。」

って思うかもしれませんが、これまでやらなかった事をやるにしても
一歩一歩でも進んでいこうとしたとしても、、、

どちらにしろ楽しんでほしいのです。

失敗は誰もが嫌なものです。
チャレンジは怖いものです。

Mind.5 全力で楽しむ
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女性の反応で嫌な事もあります。
時には、振られることもあるかもしれません。

恋愛というのは、楽しい事ばかりがおこるわけではないのです。

時に辛い事もあるかもしれないし、悲しくて泣いてしまう人もいるかもしれません。
怒りを感じてしまったり、焦って混乱してしまう事もあるかもしれません。

ただ、それさえも楽しい方向に持っていけるように・・・
いい経験だったと言えるように全力で何事も取り組んでください。

全力っていうのは、したくもない無理な努力をしろって意味ではないです。
求めているものの為に、これまでやらなかった事を努力する事ならば
全力でやって欲しいのです。

そして、出来る限り楽しんで。

つまらなく恋愛をしたってつまらないだけです。

辛いこともあるかもしれませんが、辛いことさえも最後はよかったと
思えるように、やらない後悔をするんじゃなく全力で楽しんでやった
後悔をしてほしいのです。

僕のコンテンツを実践に移すのなら・・・
全力で楽しんで一歩一歩成長を感じながら時には慎重に・・・
時には大胆にやってみてください。

楽しんでいる奴の傍には自然と楽しみたいっていう女が集まってくるものです。
楽しくない奴の傍には楽しくない女が集まるものです。

いや、楽しみのない人生を求める人間はいないか。

面白くなくやったって何も学べないし、
どーせ失敗したら「ほらね」ってなります。

そりゃ、最初から失敗を前提にやってるんだから、それが態度に
出ちゃうのは当たり前でしょ？って感じですよ。

楽しめないなら、楽しめるように・・・
楽しめるような気持ちじゃないなら楽しめる態度をとって・・・

全力であらゆる感情を満喫してくださいね。

それがあらゆるテクニックを実戦を通して学ぶ最短距離ですよ。

これらのマインドを是非意識してください。

自分をコントロールするために非常に重要なマインドです。
常に意識し、マネジメントしてください。
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自分をコントロールできなければ、女を
コントロールする事もしにくくなります。

恋愛関係そのものを自分で操ることはできないので
戦略やテクニック云々かんぬんより大切にしてください。

あと、忘れていました。

このマインドを活用するのならば・・・

常に自分が焦ったとき、

「あ、自分をコントロールできていないな。」

と意識を配り、気付くことが大事なので、コントロール
できているかを監視しておいてください。

その上でこの５つのマインド

１.自分自身を信じる
２.女性を思いやる
３.自分自身を疑う
４.行動を変える
５.全力で楽しむ

をチェックすれば、かなり短期間でテクニックを
使いこなす事ができるようになってきます。

もちろん、このマインドに関しては終わりはありません。

何をするのか？よりも自分がどうありたいのか？

テクニックやノウハウで結果を出すための大半が
このマインドにあると頭に叩き込んで・・・・

いや、叩き込むだけじゃ足りません。

紙に書き残して常にチェックできるようにしておいてください。

自分を支配できない中で女性をコントロールできるようになれないわけではないです。

ただ、自分を支配できない中で人をコントロールすると
相手を不幸にするだけだということを忘れないでください。

「今、俺にはそんなマインドねーんだよ！！」
「今、俺にはそんな余裕はねーんだよ！！」
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と思う事もあるかもしれません。

しかし、最終的には恋愛において自分をコントロールできない男の末路は
酷いものになるので、今すぐでなくてもこのマインドを忘れないでください。

自分を支配できる男・・・

これが恋愛関係を支配する根底にある事を忘れないようにしてください。

そして、これら５つのマインドを意識し、行動に移してみてください。

驚くほど結果が変わってきますよ。
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女性を支配する４つのG★SPOT
 free report 女が男にはまる方程式

Ｇスポットとはドイツのエルンスト・グレフェンベルクに

ちなんで命名された恥骨の下にある膣壁前方上部の小さな

領域である・・・・。

ま、そんな事はどーでもいいんですが（笑）

ちなみに、右上のマウスは海外で売られている

Ｇスポットマウスです。

練習のために買っておいてもいいかもね（笑

と、どうでもいい話なんですが、

この４つのＧスポットは女性があなたに夢中になるために刺激しなければ

ならない部分で、これを刺激できるかどうかが、女性があなたに恋をする

のかどうかをわかつと言っても過言ではないのです。

最後のＧスポットを刺激した時・・・

彼女は身悶えるように身体を震わせながら

「はぁはぁ～」言いながらあなたを欲するようになります。

目はうつろになり、彼女の頭の中はあなたの事でいっぱいになって

例え、裸になって股を開いてでもあなたを欲するようになっていきます。

そう、「もっと頂戴～、入れて欲しいの～！！」
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って言っているＡＶ女優のように、あなたの身体に乗っかりあなたのズボンを

脱がせて狂ったように肉棒にしゃぶりつき、パンツを濡らせながら腰を振る・・・。

「もっと、もっと頂戴～～～！！」

そんな状態になっていくのです。

あなたと一緒にいる時間が、あなたにＧスポットを刺激されることに喜びを感じ

もっともっとあなたから得られる快感が忘れられなくなっていくんです。

「おいおい、お前、、、頭おかしくなったか？」

というくらい・・・（笑）

それほどあなたを求めあなたを欲するようになります。

女性を支配し、恋愛感情まで導くためには、その４つの

Ｇスポットを順番に刺激していかなければいけません。

どれかを飛ばしては基本的に駄目なんです。

特に慣れていない時には・・・。

しかし、９割以上のモテない男達がこのGスポットを刺激してない・・・。

だから女性を惚れさせることができないんです。

女性は男とは違い、一般的に一目ぼれ以外では恋をするまでに

いや、絶頂するまでには正しい順序を通らないといけません。

男は、自分好みの女を見た瞬間、頭の中でセックスの事を想像する事があります。

僕のこれまでのデータによれば男は、車に乗っている時に美女が歩いているときに
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目がいってしまい振り向く確率は７割以上です。

これは、男が女性に対して瞬間的に全体的なスタイルや顔などから

あらゆるデータから性的な欲求を感じやすい生き物ってことですね。

生物学的に言えば、男は精子をばらまく生き物だから仕方ない。

しかし、女性は基本的に違うわけです。

いい遺伝子が欲しいと思っているので、女にいい遺伝子を持っているぜ！

って何らかの手段で伝えなければならないんです。

よく、好きで好きで仕方なくなり告白する人がいますが、基本的に

告白なんかしなくても付き合うことってできるんですよ。

それにも関わらず告白をするっていうのは完全に

このGスポットを知らない証拠なんです。

では、あなたを夜も眠れないほど夢中にさせ昇天させるほど好きにさせるまで

には、以下の４つの壁を超えなければいけないんです。

そして、その壁を超える為に４つのGスポットがあるのです。

では、具体的に４つの壁というのはどういうものでしょうか？

しっかり頭に入れてください。

いや、紙に書いて１日に一回は見えるところに書いて欲しいくらいです。
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１、女性は、あなたと関わりたくない。
２、女性は、あなたに興味・信頼を示さない。
３、女性は、あなたに興奮しない。
４、女性は、あなたが相手だと確信しない。

この４つの壁です。

これは、女性が男に対して必ず持っている心理的な壁です。

この壁を１つずつ超えていくこと。

それが男が女を好きにさせるために課せられた仕事だと思っておいてください。

女性が男を好きにさせるのは意外と簡単です。

化粧をして見た目を可愛く見せて、軽いボディータッチをすれば

簡単に男は好きになりやすいですからね。

相当デブでブスじゃなけりゃ大丈夫（笑）

ある程度の男は捕まえられます。

しかし、男が女を好きにさせるためには違うアプローチをしなければなりません。

自分が好きだから相手も好きっていうのは、ありえません。

「俺が好きなんだから相手も好きになる可能性はある」

なんていうのは宝くじに当たる確率よりも低い夢物語ですよ。

自分と同じ気持ちでいてくれるなんていうのは甘すぎです。

大事なのは、この４つの壁という前提条件の中で、
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どうやってそれぞれの壁を超えていくのか？にあるわけです。

それを超えていくのが、４つのGスポットなのです。

１、Not Concerned: 女性は、あなたに関わりたくない。
２、Not Understanding: 女性は、あなたに理解を示さない。
３、Not Excitement: 女性は、あなたに興奮しない。
４、Not Conviction: 女性は、あなたが相手だと確信しない。

あなたが狙っている女性が、瞬間湯沸かし器のように一瞬で恋をする

なんて言うことは当然ながらありえない。

それにも関わらずほとんどの男が犯す誤ち・・・

これじゃ、女性はあなたといて何も感じません。

逆に下手くそ！

と思われながらも・・・厳密には思っていませんが

あなたとは関わらないように避けていくのです。

では、その４つのGスポットとは一体なんでしょうか？

女性をあなたに夢中にし、求めさせるためには以下の４つのGスポットを

刺激して女性が抱く無意識の恋までの壁を超えていく必要があるのです。

Ｇ1・・・Good Impression (印象を高めて関心を示させる。)

Ｇ2・・・Good Feeling (理解して好感度合いを高める)

Ｇ3・・・Good Will (男を認識させて好意を高める）
Ｇ4・・・Good LOVE (興奮させて恋心を感じさせる）

グラフにすると以下のような図になります。
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�

１、Not Concernedを超える事でGood Impressionになる
２、Not Understandingを超える事でGood Feelingになる
３、Not Excitementを超える事でGood Willになる。
４、Not Convictionを超える事でGood LOVEになる。

あなたがやらなければならないのは、あなたが女性に感じさせなければ
ならないのはこの４つの感情です。

そして、超えなければいけない壁は４つのNOTなのです。

これらをステップバイステップ４つのNOTで超える事が
４つのGスポットを愛撫させ感じさせる事ができるのです。

そして、そのステップ事にやるべきことが違うと
いうことをまずは理解しておいてください。

百戦錬磨のモテ男達は、これをわずか数時間でやってのけますけどね。

これは、ナンパだろうがコンパだろうが好きな女であろうが、女から誘わせようが
略奪愛だろうが関係なく、あなたが女に感じさせなければいけない感情なのです。

しかし、ほとんどの男は、好きな女ができたり惚れたりすると、
下記の図のようにそんな事も無視して勝手に暴走をしてしまうわけです。

こんなふうに・・・・

4G★SPOT LOVE GRAPH
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この青い線がモテない男の典型的なモテない男の感情の盛り上がりです。

例えば、印象は悪くなかったとしても、
好感度合いを高めなければならない段階
で、勝手に盛り上がってメールの返信が
ないからと焦ってメールをしたって逆効
果なわけです。

好意を感じていないのに告白したって、
好感はあるけど好意まで至っていないの
なら

「いいお友達だと思っていたのに・・・」

となるわけです。

あなたの気持ちが盛り上がりすぎて、相手の気持ちがそこまで
来ていないことに苛立ちを感じたり、焦りを感じるのはわから
ないでもないですが、女側からみたら当然の反応です。

だって、あなたと同じくらいの気持ちになっていないんだから・・・。

では、具体的に４つのGスポットを
どのように刺激をすればいいのか・・・？

その戦略をあなたにお教えしましょう。

この戦略はかなり的を得ていると思いますよ。

この全体的な流れだけ知っておくだけでも十分女をコントロールできるはず。
それくらい効果的な戦略です。

それぞれのGスポットの説明と一緒に見てきましょう。
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恋愛関係を支配する戦略の秘密
 free report 女が男にはまる方程式

僕が、それなりに恋愛経験をし始めた頃・・・

初めてコンパとかナンパとかした時ですが、正にこの戦略の

事を知らずに撃沈しました。

今までならば、出会う場が日常の中であった時には

「まぁ～時間でもかければそれなりにうまくいく。」

って思っていたのですが、同じ感覚で行くと失敗してしまうんです。

普段女性と話すように話して盛り上がっても・・・

電話番号をＧＥＴしようとしたらなかなか教えてくれない。

なんて事もありましたし、教えてくれても、その後音信不通

になった事もありました。

「おいおい、お前無視かよ！！」

みたいな（笑）

しかし、これは僕が戦略そのものを考えていなかったからです。

これまで出会いがあった時には、自然と戦略どおりに事を運ばせていたのに

出会い方が変わると戦略が違っていたからうまくいかなかったんです。
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しかし、この戦略を自然とできるようになってからは高確率で狙った女性を

振り向かせる事ができるようになりました。

つまり、これからあなたにお話する戦略どおり

に物事を進めていけば・・・戦略どおりに４
つのＧスポットを愛撫していけば・・・。

どのような出会いだろうが、どのような環境で

あろうがちょっとした軌道修正ですぐに結果に

繋げることができるわけです。

また、逆に苦手なところがわかれば改善したり逆に排除した

出会いを考えることもできるようになるわけです。

しかし、言語化できたのは実を言うと、ほんの1年半前です。

こうやってあなたにお伝えできるくらいになったのはM-STAGEを初めて色んな人の

質問や相談に答えながら、自分のこれまでのうまくいったパターンとうまくいかなかった

パターン、そしてクライアントのパターンを全てまとめてからです。

あなたが今学んでいるLOVE　CONTROLのGスポットや戦略は、彼らと僕との

失敗と成功からやっと完成させる事ができた貴重なコンテンツなのです。

あなたはそんな戦略を身につけたいと思いませんか？

一度身につければ、あなたの出会い方やかかわり方に応じて何が足りなくて

自分が付き合うことができなかったのか？
ＳＥＸをする事ができなかったのか？

その理由が明確化し、その上で女性にどのようにアプローチをしていけばいいのか、

何を感じさせなければならない段階なのかが一目でわかるようになります。

モテる男達は、この戦略を意識・無意識かはわかりませんが、
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関係なく脳内に記憶され活用しています。

そして、この戦略の基本を完全に使いこなしてから、時には

戦略を無視したりしながらあらゆるスキルやテクニックという

戦術を活用しているのです。

自分で言うのもなんですが、それくらい価値ある内容ですよ。

恋愛関係を支配する戦略。

これを、知っているのか知らないのかによって大きく結果は

変わってくる・・・・それくらい大切な要素です。

そして、何度かやってなれると凄い事がおこります。

数時間でお持ち帰りもできるようになるし

ネットでも好きなだけの女性と出会う事もできます。

４つのＧスポットを全て一気に刺激する複合技も使えるようになります。

具体的な戦術であるテクニックよりもこれをマスターしておいたほうが

ずっと楽にスムーズに女性をあなたに夢中にさせる事ができるようになる

のでメモをとっておいたほうがいいですよ。

既にご存知のとおりこのレポートは結構なボリュームなので。

どーせ全部を完璧に覚える事なんてできないのならば・・・

ここだけでも覚えておいて、細かいテクニックなどは何度も読み返せばいいです。

それでは・・・。

一つずつ解説していきましょう！！
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�  女性はあなたと関わりたくない....Not Concernedを超える

いくらコンパでもいくら職場でも、ナンパほどで
はないかもしれないが、人は他人と積極的に関わ
ろうなーんて思っていないもの。

仲良くなんかなりたいとも思わないし、別に今自
分の身近にいる人との関わりさえあれば、別に無
理に友達を作りたいとも思っていない。

ま、いい人がいればいいけどねくらいなもんです。

女性は別に無理してまで人と関わりたいとまでは思っていないもの。
この特性はインターネットの登場により、より根強くなったとは思いますけどね。

自動販売機だって、ドライブスルーだって、ネットショッピングだって、
便利とか言うけど、人と関わる事から外れる思考か誕生させた文化です。

つまり、

そんなに積極的に自分から人と関わりたいなんて思っている人間のほうが
圧倒的に少ないし、女という視点からみたら別に積極的に

「うぉぉぉぉ～！！男を喰いてぇ～～！！」
「よぉ～し！今日はいい男を漁りにいくぞぉ～！大漁目指すぜぇ～！」

なんて女は、実際にはすんごい少数なわけです。
僕は、そんな女は逆に興味を失いますけど（笑）

それはコンパも職場も学校でも一緒。

Ｇ★SPOT.1 Good Impression
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別にあなたと関わりたいのではなく、他の何らかの要因でいるだけです。

あなたと関わる事が目的じゃないんです。

そんな中で、あなたが最も意識しなければならないのが、

“印象を与えたり、関心を示させる事”です。

少しでも良い印象を与えておけば、「話したいな」って思うし
逆に何の印象も与えていなければ別に話す気にもなれない。

悪い印象ならそこから持ち直すのは大変と言えば大変です。

そーいう意味では「話したくない」って言われたほうがストレートで
いいって最近思うのは僕だけかわかりませんが（苦笑）

昔はなんかそーいう態度だけでビクビクしていた昔が懐かしい（笑）

この４つのＧスポットを全部刺激できるようになると相乗効果で
この関心の壁から一気に恋まで発展させる事も可能になります。

10代の若い女の子に、イケメンがモテるのは正にこの理由があるわけです。

そーいう意味ではイケメンがモテるっていうのは
あながち間違っているわけじゃないんですね。

ただ、だからと言って、ブサイクだからモテないっていうのとは違います。
そこは後々お話していきますが、女性はあなたに一切関心を抱いていない。

だからこそ、悪い印象を与えて「話したくない」と思わせるのではなく、
出来る限りの良い印象を与え、関心を示させることで

「話したい」「話してもいいかな」
と感じさせる事が大事になるんです。



 LOVE COTROL!      53

�  女性は、あなたに理解を示さない.... Not Understanding

さて、Not Concernedの壁を越えて「話したい」、
または「話してもいいかな」という状態に持ってくる
事ができたら、次の理解を示さない壁の登場です。

この壁でつまずく人は、初対面は苦手なんです。
って人やコンパとかが苦手な人に多い。

理解を示さないって言うのは、あなたの話自体に、興
味を抱かないし共感もしません・・・

もっと言うのなら信用さえもしません。

あなたの話そのものに理解をしようなんて思っていないのです。
もっと、言うならあなたの存在そのものを理解しようとも思っていないのです。

僕なんかは、初めてコンパ行ったときには、一生懸命考えて話していて、
色々質問したり話したりしていたけど全然駄目でした。

男「仕事は何してるの？」
女「看護婦だよ・・・」
男「そうなんだ、看護婦って忙しいの？」
女「う～ん、そんなでもないかな。」
男「・・・（何話そう・・・）」

みたいな（笑）

別にこれが悪いわけじゃないんですが、ただ話していても
女性はあなたを理解しようともしないし、あなたの話
そのものに理解を示すことも好感を感じることもありません。

Ｇ★SPOT.2 Good Feeling
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理解しなければ、、、

好感がなければ彼女の記憶の中に残りません。
脳の中にあなたの存在がないに等しいのです。

では、理解を示さない中で理解を示させ好感を
感じさせるために何をすればいいのか？

1.興味・関心
2.共感
3.信頼

この３つの感情を生み出す話しをする事で女性は理解を示し始め
あなたに好感を感じるのです。

あなたに興味を抱かせ、共感をし信頼を抱かせる事。
これがこの好感の段階で大切になってきます。

好感というのは「この人いい感じの人だな」って思わせることです。

そのためには、あなたの存在を「敵」だと認識させずに、「味方」だと
認識させてあげなければいけません。

これと逆のことをすると敵だと思われ、あなたを避けはじめるのです。
逆に何もしなければ、あなたに対して何も感じていないって事になります。

あなたが理解を示し、女性があなたに対する理解をすれば・・・
好感度合いを高める事ができ、
「あの人いい感じの人だな・・・もっと話したいなぁ」

というように思いやすくなるわけです。

好感はフィーリングが合うっていう意味ですが先ほどの３つ（興味・信頼・共感）
この３つがあって初めてフィーリングがあうと女性は感じます。
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� 女性は、あなたに興奮しない.... Not Excitement

「あぁ～今日は飲みすぎたから泊まってっていい？」

と女性に言われたらあなたは何を思いますか？

よく、女性が家に泊まりにきたから「ヤレる」って思ったり、
「付き合える」と思って実際に、

「そんなつもりないから・・・」と却下されたり、
「友達だと思ってたのに・・・」と言われたりする男がいる。

これに関して「泊まりにきたんだからＯＫサインだろ！！」

と言って怒り心頭している男がいますが、それは勘違いなんです。
正にそんなあなたは、好意をもたれていない証拠です。

女性にとって友達以上になれない男というのは、存在自体に
安心感があって仲良くなっているかもしれないけど・・・

男として興奮しないんです。

恋愛感情と言うのは、ある意味安定しない感情で、あなたの存在を思いめぐらせ
不安を感じたり、喜びを感じたり、怒りを感じる女性もいるくらい色んな感情が
紆余曲折する感情です。

そんな中で、理解を示しただけでは意味がないわけです。

あなたの存在に鼻息荒くなるくらいじゃなければ友達以上にはなれませんよね。

そこで、好感から好意を感じさせるためには、
“興奮させなければいけません“。

Ｇ★SPOT.３Good Will
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興奮なくして、女性はあなたに男を感じないわけです。

生物学的にも脳科学的にも、女性は共感能力が男より10倍近く高いと言われていて
仲間意識を持てない人に対しては基本的にはあまり近寄らないようにする生き物です。

仲間じゃない人は自分の命を奪う可能性があったり
裏切ったりする事があるからなんでしょうけどね。

でも、仲間意識だと所詮友達みたいなもん・・・
だから泊まって断られるのも当たり前。

中には、「こいつ騙しやすい男だな」って思って使うだけ
使ってやろうってバカ女がいるのもあるみたいだけど。

ま、そんなバカ女はほかっておいて、

大事なのは「好意」を感じさせるために興奮させる事でした。
興奮しないのならば、興奮させればいいわけです。

1.共有
2.好意
3.刺激

興奮させるためには、主にこの３つを意図的に行っていきます。

つまり、より深いところで喜ばせて感情的な刺激を与えていく。

興奮というのは感情の紆余曲折によってうまれます。

これら３つを使いこなすことで女性の脳はあなたの存在そのものにビクンビクンと
Ｇスポットを刺激されて感じている女性のようにあなたに好意を抱き始めます。

あなたを男として認め始め友達からは卒業していくのです。
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� 女性は、あなたが相手だと確信しない.... Not Conviction

好意の段階までくるのが早ければ早いほど、付き合う
ことができるでしょう・・・。

下手すると好感の段階でも付き合うことも
不可能ではありません。

でも、付き合うかどうかよりも大事な事。

それは、恋の段階まで女性の気持ちをしっかりと持っ
ていかなければならないという事です。

僕は一時期付き合えてもすぐに振られてしまう・・・

その最短が３日間っていうのもあったんですが、下手に付き合って
有頂天になっちゃったもんだから、もうショックでショックで仕方なかった。

もう大暴れ、一人ぼっちで大暴れ（笑）

しかも、まだ若かったし、その時の親友に奪われたから余計酷かった。
ま、それに関してはこのレポートか他に機会があればお話しますね。

ま、こんな事がおこったのは正に好意の途中や
恋にいたるまで導く事ができなかったから、、、

そんな悲劇がおこるのです。

だから、好きな女性や狙っている女性がいるのならば、付き合ったからと言って
安心なんかしちゃいけません。満足してはいけません。

Ｇ★SPOT.４Good LOVE
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しっかりとこの段階まで来ているのか？
そして、自分自身ができているのか？

をしっかりと見定めなければならないのです。

結婚も付き合うというのも、表面的なところばかりにこだわっている限り
いつかはそんな表面的なものも全て崩れ去ってしまいます。

そんな残念な事にならないように、しっかりこの４つのＧスポットを愛撫できているか？
女性が愛撫されているのかを確認してください。

さて、前振りが長すぎた（笑）

好意を持っている状態というのは、女性の気持ちは

「あなたの事を好きなのかな？」とか「両思いなのかな？」

というように、好きだという気持ちはあるけど確信までは至っていない状態です。

つまり、あなたの事が眠れないほどに好きであったり、
この人が忘れられないほど好きになったりというところまで
至っていない状態と言ってもいいでしょう。

好意の段階でも十二分に付き合う事はできます。

が、好意の段階にはいっても付き合えていないのなら・・・
あなたが女性にとって特別視されていないのならば・・・・

女性はあなたとの関わりに確信が持てないのです。
可能性を見出す事ができないんです。

そこであなたが付き合っていようといまいと恋の段階に持っていく為には・・・
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1.受容
2.保障
3.拒絶

この３つの要素が必要になります。

この段階に入ると、あなたの心の器の大きさが重要視されてきます。

つまり、彼女の存在や価値観を認め、彼女の感情を更に揺さぶりつつ
あなたとの事に確信を持たせていくのです。

「どうして、いい感じなのに付き合えないんだ！！」
「どうして、好きっぽいのにあと一歩が踏めないんだ！！」

って場合はここをやってください。

そして、そのままキスに行ったり家に呼んだりすればいいでしょう。
そして体の関係を持てばＯＫです。

告白？しなくてもいいです。

したいのならば、好意以上になれば断られる可能性は極端に減り恋の段階に
くれば、ＯＫなんでその時にやってもいいんですが、別にする必要性もないので
ま、好きにしてください。

これが、あなたの狙う女性や好きな女性に対して、あなたがやらなければ
ならない全体像です。

後に１つずつ解説して代表的なテクニックを伝えて
いきますが、この流れを忘れないでください。

この流れを理解すればスムーズかつシンプルに女性をあなたに夢中にできます。
それぞれのＧスポットを愛撫し恋まで感じさせる絶対的な戦略です。
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一目でわかるように、全体図を作ってみました。

これだけでも印刷し、常に見えるところに貼ったり、確認できるようにすると
今、自分がどこにいるのか？具体的に自分は何をすればいいのかを把握できるでしょう。

�

LOVE CONTROL STRATEGY
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恋愛と戦争では
あらゆる戦略が許される

これは、イギリスのフレッチャーっていう劇作家の名言ですが、
ビジネスの現場でもソフトバンクの孫正義さんも言うよう
に・・・

戦略というのは非常に重要な要素なのです。

今回、あなたにお話しした女の恋愛心理への段階である４つのＧスポットを
それぞれ刺激する戦略は、僕があらゆる恋愛経験とビジネスの経験を合わせて
構築した究極と言っても過言ではない戦略です。

ビジネスは、基本的に顧客が求めているものを提供すればいいのですが
恋愛においては何を求めているのかっていうのはそう簡単に見えません。

その分戦略を作るのには苦労しましたが、どんな状況にでも
対応した戦略をやっとこさ構築する事ができたのです。

是非、この戦略を活用し狙った女性や好きな女性をあなたの思うがままに
夢中にさせてください。あなたがうまくいっていないところがあれば一目で
わかり、何を改善すればいいのかもすぐにわかるように制作しました。

この戦略を恋愛の全ての基盤だと思って何度も何度も確認してください。

全体的な流れがわかれば、自分が今何をすればいいのかもわかります。

今一度、戦略を見直して今自分がどの段階に
いるのかをチェックしておいてください。


