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スペシャルコンテンツ  Vol.1  

 

 

女性の警戒心を一瞬で取り去り、 

食いついて離さない雑談が続く 

“最強の４つの話題” 
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会話や雑談が途切れてしまう最大の原因 

 

「初対面の女性と話が盛り上がらない」 

「なんとかネタをひねり出して話したとしても、続かず沈黙」 

これは恋愛初心者の誰もが必ず経験する、非常に大きな悩みの一

つです。 

 

いきなり嫌な現実を突きつけてしまうようですが、この事につい

て断言出来ることは 

【初対面で盛り上がらない＝“秒”で恋愛対象外】 

ということ。これは、女性経験が無い・女性にモテない男性 

全員に共通している大きな特徴なのです。 

 

改めて言われてみれば気がつくことですが、あなたも他人と会話

している時、“話が面白い人”と“平坦な話ばかりの人”の２人がい

たとしたら、間違いなく前者の人と「また会って話したい」と

好印象を抱くでしょう。 
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もちろん恋愛でも同様で、＜女性にウケる雑談＞が出来ないとい

うのは、相手の女性に 

「この人はクソみたいにつまらない男だわ」 

と自分から印象づけてしまうのと同じなのです。 

 

逆に言えば、「女性であれば 99％ウケる話題」さえ抑えておけ

ば、この話題を振るだけであなたと喋っている女性は饒舌にな
り、勝手に盛り上がってすぐにあなたに心を開いてくれま

す。 

 

特に女性との会話に慣れていない人は、 

何を喋ろうか迷ってすぐ話題が出てこないことが原
因で会話に沈黙が生まれ、焦ってしまいがちです。 

その結果、適当に思いついたすごくどうでもいい話題しか思いつ

かず、相手をしらけさせてしまう特徴があります。 

 

しかしこのレポートでお伝えする“話題”は、話すことが特段難し

いわけでもなく、しかし密かに誰もが共通して経験していること

であるため、親近感を与えつつも相手の脳を強烈に刺激して好感

度を急上昇させることが出来る内容になっています。 
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おまけにすぐに思い出しやすいので、テンポの良い会話が可能に

なります。 

 

僕自身、この４つの話題を何も考えずに使っていますが、初対面
．．．

の女性との会話
．．．．．．．

が
．
３時間続かなかった事がな
．．．．．．．．．．．．

い
．
ほど、常にマシン

ガントークで盛り上がっています。 

さらに、女性が喋っているのをただ聞いているだけで勝手に好か

れてしまうので、初対面でも“即日ホテルイン”することも珍しく

ありません。 

 

なにより、この話題は相手が勝手に喋って盛り上がって
くるので楽チンなのです。そんな女性心理を掻き立て、「あ

なたともっと一緒にいたい」と感じさせる話題は全部で“４つ”存

在します。 

 

女性本能を刺激する最強の４つの話題とは 

 

では、まず女性本能を刺激する話題についてざっと挙げてみまし

ょう。以下の４つです。 
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①過去に付き合っていたクソッタレな彼氏の話 

②仕事でブチ殺したいほど憎い上司やクレーマーの話 

③死ぬほどハマり込んでいる趣味の話 

④最愛で唯一無二の家族の話 

 

どうでしょうか。「え？なにこれは？」と意外に感じたかもしれ

ませんね。 

しかし、次にお話する初対面の女性が持っている３つの壁につい

ての話をまず先に聞いてもらえば、どれだけ“圧倒的な力”を
持っているかを十分理解してもらえるはずです。 

 

初対面の女性が持っている３つの壁 

 

話題の話の前に、まずこのなくてはならない前提知識が極
めて重要なので、まず聞いてください。 

初対面の女性というのはよほどオープンな性格の人でない限り、

男性に対して“強い警戒心”を抱いているものです。 
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そもそもの話、女性は男性のように腕力がありません。極端なこ

とを言えば、変な輩にいきなり襲われたら抵抗しきることが出来

ず、命を失ってしまう危険性もあるわけです。 

 

さらに言えば、女性は子供を生む生き物でもあります。男性は何

人もの女性とセックスしても、生物学上何もデメリットはありま

せん。しかし女性はそうはいきません。 

セックスして一度妊娠してしまえば、体調は常に悪くなるし、お

腹の子供を守るために行動が極端に制限されてしまうし、出産に

だって命の危険が伴うわけです。 

 

だから太古の昔から、女性という生き物には自分自信の身を危険

から守るために、見ず知らずの男性に対しては“相手をよく見
極める能力”が本能的に備わっているのです。 

 

その能力によって、多くの男性から“最もオスとして魅力的で優

秀”だと判断した人と親密になりたがるという仕組みになってい

ます。この様な生物学的ロジックから、女性は初対面の男性に対

して、強い警戒心を抱いているのです。 

 

これが、＜“本能的な強い警戒心”という１つ目の壁＞
です。 
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次に、女性は男が想像している以上に毎日多くの男性から
アプローチされている生き物です。あなたが可愛い子とお

近づきになりたくて話しかけるように、他の男性達もまた、次々

にその女性に同じように話しかけているのです。 

 

でも、その話しかけてくる男性全員にまともに相手をしていた

ら、女性はどう頑張っても疲れてしまいますよね（笑）全員と
はとても付き合いきれないので、話しかけてくる男を“ある

基準”に基づいてマトモに対応する人を選んでいるんです。 

 

つまり、話しかけてくる多くの男の中からコミュニケーションに

よって自分の感情を最も動かし、楽しませてくれた男を優秀な男

だと判断して、ちゃんと対応するかを決めているということで

す。 

 

ということは、このレポートを読んでいるあなたは、 

 

他の男性達がみんな何食わぬ顔でしている 

“平凡でつまらない会話”をしては駄目なのです。 
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そんなことをしていたら、女性はいくら表面上にこやかに接して

くれていても、内心「こいつの無難でつまんない話、これ以上付

き合っても時間の無駄だわ」と一気に恋愛対象外と判断され、別

れた後はマトモに相手をしてくれなくなってしまうわけです。 

 

これが、＜“周りと同じ平凡な男は無視される”という

２つ目の壁＞です。 

 

 

そして最後に、人間なら誰しも最も深い部分で他人と繋がってい

たいという、“親和欲求”という本能があります。 

初対面の見知らぬ他人でも、どこかしら自分と共通点を持ってい

れば、それだけで強く興味を引かれ親近感を感じるものだし、も

っと話を聞きたくなるというものです。 

 

しかし一方で、１つ目の壁にあったように初対面の相手には警戒

心を抱いているために、簡単には相手を信頼できないものです。 



 

 

9 

Copyright 2019 Nishikawa Daisuke. All Rights Reserved. 

スペシャルコンテンツ  Vol.1  

 

他人とは繋がっていたいけど、警戒心を感じる相手には自
分のことを簡単には開示したくないという矛盾がある

わけです。 

女性の場合は特に警戒心が強いので、なおさら彼女たちはこの矛

盾に苦しんでいるんです。 

 

そこで、初対面の相手が求めている親近感を演出してあげ
る必要があるわけです。それも恋愛初心者が陥りがちな“上っ面

で薄っぺらい共感”のようなニセモノの親近感ではありません。 

 

感情が強く動くレベルでの“真の親近感”を感じさせ
てあげる必要があるのです。 

 

さりげなく、しかし確実に本物の親近感を感じさせてあげること

が、この矛盾する本能に悩んでいる女性とすぐに仲良くなれるか

どうかの決定的な差になるのです。 

 

これが、＜“ニセモノの親近感を嫌う”という３つ目の

壁＞です。 
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モテる男が密かにやっていること 

 

初対面の女性とすぐ親しくなり、次のデートなどに繋げるのが超

上手いモテる男がやっているのは、 

 

＜“本能的な強い警戒心”＞ 

＜“周りと同じ平凡な男は無視される”＞ 

＜“ニセモノの親近感を嫌う“＞ 

 

これらの３つの壁を雑談によって素早く、同時に取り払ってあげ

ているのです。だから女性はすぐに好意を持ってくれる訳です。 

 

女性に相手にされない、雑談が盛り上がらない、なぜか長期的な

関係に発展していかない、といった問題は、これらの３つの
壁のどれかを越えられていないから起きるのが原因で

す。 
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「そんなに壁があるんじゃハードル高すぎる！」 

こんな声が聞こえてきそうですが、大丈夫です。ここで、本レ

ポートの話題が登場してきます。 

 

これから解説する“最強の４つの話題”は全て、初対面の女性が持

つ３つの壁を一瞬で取り去り、感情をガンガンに揺さぶりながら

あなたに真の親近感を感じさせることが可能になります。 

 

相手の女性の脳をハイテンションにして、 

会話しているあなたに惚れさせるための要素が全て
詰まっているのです。 

 

ちなみに、各話題には＜具体的な会話例＞を記していますが、こ

れは実際に僕自身や僕のコンサル生が、出会いパーティー等で女

性とやりとりして盛り上がり、デートやお持ち帰りへと発展させ

ることができた内容を書き起こしたものです。 

 

つまり、 

非常に再現性が高いということ。 
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会話に自信が無い、会話の初め方そのものや会話の流れ自体がピ

ンとこない時、この会話例を真似してやりとりのコツを掴んでみ

てください。 

これだけでも、女性の反応が今までと明らかに違うことを実感出

来るはずです。 

 

次ページからいよいよ、４つの話題について解説してきます。 
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① 過去に付き合っていたクソッタレな彼氏の話 

＜シチュエーション：出会いパーティーでの立ち話にて＞ 

♂「そういえば、こういう場に来てるってことは、今は彼氏募集中？」 

♀「ん～、まあそうですね」 

♂「ちなみに、どれくらいいないの？」 

♀「半年くらいですかね？」 

♂「おお、けっこー長いね！ちなみに、なんで別れちゃったの？」 

♀「ん～なんか、元カレがすごい嫉妬深い人で・・・」 

♂「嫉妬深い？どゆこと！？」（大げさにリアクションを取りつつ、少し掘

り下げて聞いていく） 

♀「例えば私の LINE の返信がちょっと遅かったりするだけで、「浮気してる」って

怒ってきたりとか」 

♂「ほうほう」（しっかり相槌を打って、話をしやすくしてあげる） 

♀「あとは、他の男性と連絡してないかスマホをチェックしようとしてきたりと

か・・・」 

♂「それはめっちゃウザいな！彼氏なら自分の彼女のこと信用して欲し

いよな～」 

♀「まさにそうなんですよ！だからうっとおしくなってきちゃったんで、別れちゃ

いました（笑）」 

♂「それは大変だったね（笑）。ちなみに、どんな人がタイプなん？」 

（同情しつつ、ちゃっかり好みの男性のタイプをリサーチ） 

♀「ん～、たとえば・・・」（この後、恋愛話に花を咲かせ、一気に女性の懐に入

ることに成功） 
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【解説】 

恋愛話、いわゆる「恋バナ」はそもそも女性に一番ウケる話題

で、女性の脳を最も刺激してマックスハイテンションにさせるこ

とができる定番の会話ネタです。 

実際、女子会などの会話を注意して聞いていると、内容の７割以

上はこの話題だったりすることも珍しくありません。 

 

しかしこの会話例の最大の特徴は、単なる恋愛話にするのではな

く“昔付き合っていた男”にフォーカスしてかなり掘り
下げて聞いていることにあります。 

 

これはどういうことかと言うと、（当たり前ですが）そもそも元

カレというものには女性は何かしらの不満があって別れているわ

けですね。 

「こういうところが嫌だった」、「自分をあまり大事にしてくれ

なかった」などなど、いろんな不満を感じているわけです。 

 

女性は感情の生き物であり、語弊を恐れずに言うなら、自分が大

好きで、ゆえに自分を正当化しようとする傾向があります。これ

は女性の脳の性質上の話なのですが、ある意味「言い訳が大好

き」なんです。 
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そんな彼女たちの不満を聞き出し、掘り下げ、同情してあげる。 

 

つまり“味方”だということを示してあげるだけで、それだけで

相手の女性はあなたに対して「自分の感情を理解してくれ
る包容力の高い男性（オス）だ」と本能的に感じてくれ

るわけです。 

 

別の表現をするなら、過去に付き合っていた男性が“どれだけ酷

くて、自分的にあり得なかったか”という“大義名分を語らせ
る”ことで、どんどん話をしてくれるのです。 

 

さらには会話例の注釈にもあるように、過去の彼氏の話を聞いて

あげているようで、実はちゃっかりと＜その女性の好みの男性像

も同時に聞き出している＞ことにも注目してみてください。 

 

男の好みは女性によって千差万別ですが、この部分を聞き出して

おけば、例えばその後デートに繋げられた場合でも、相手にとっ

ての「好意が上がるポイント」がわかっています。 

 

つまり、テストであらかじめ答えがわかっているかのよう
に、楽勝で女性との関係を縮めることが出来るのです。 
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② 仕事でブチ殺したくなる上司やクレーマーの話 

＜シチュエーション：街コンで出会ったばかりの女性に対して＞ 

♂仕事は何してるんですか？ 

♀医療事務をやってます。 

♂医療事務か～。僕も内勤なんですけど、OL 系の女性って実は尊敬してます

（笑） 

♀えっ？なんでですか？ 

♂だって、本当はぶっ殺したいと思ってる上司の前でも笑顔で接し

てるでしょ？偉いよね～ 

♀いやいや、そんなこと思ってないですよ！ 

♂でも、実は上司やお局さんに内心イラッとしてるでしょ？ 

♀え、や、う～ん、いないですよ～ 

♂マジで？俺はいるんだけど、男でそう感じてるなら女性は内心もっと言って

るんだと思って。 

男は腕力あるから最悪ケンカできるけど、女性はそうはいかないじゃな

い？よく我慢できるよね 

♀う～ん、そうですね・・・まあ一人くらいはいることはいるんですけど（笑） 

♂あ、言っちゃったね（笑）ちなみにここだけの話、一番ムカついてるのって

どんな奴？ 

♀なんか、私と同じ部屋にいるお局さんなんですけど、この人がホント口が悪く

て！ 

♂ほうほう！（この後、職場のムカつく奴の暴露大会になり大盛り上がり） 
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【解説】 

 

よく、初対面の女性に「どんな仕事をしてますか？」と話を始め

る人がいます。別にこれ自体は普通なのですが、問題なのは“そ

の後もずっとお互いの仕事について淡々と説明しているだけに終

わっている”という点です。 

 

職場はどこにあるか、どんな業務をしてるか、などなど、そんな

基本情報しか話していないんです。 

 

はっきり断言しておきますが、 

そんな情報は女性からしたらクソどうでもいいこと
なのです。 

 

そんなことをいくら説明したところで、相手の女性はあなたと別

れて４０秒もすれば速攻で頭の中から真っ先に消えてしまうくら

いにどうでもいいと感じていることなのです。 

 

なぜなら、その情報で感情は動かないから。 
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「初対面の女性心理の３つの壁」でお話したように、女性は自分

の感情が強く動く話題に興味があるのです。 

 

仕事の話自体は切り出しやすい話題ではありますが、基本情報だ

けでは感情は動きにくく、それだけに印象が非常に薄くなってし

まいます。そもそも、つまらないし盛り上がりに欠けるので、話

もすぐ尽きてしまいます。 

 

そうではなく、職場にいる＜強いフラストレーションを感
じている人間にフォーカスする＞のです。 

 

会話例の中で太文字強調していますが、実際女性の多くは、職場

に必ずいる“人としてレベルの低い上司や同僚”の前でも、我慢し

てにこやかに接してあげているものです。（美人や性格の良い子

ほどこの傾向が強いです） 

 

彼らからムカつくことを言われても表立って反論はせず、笑顔で

スルーしつつも我慢していてストレスを感じているわけです。 

そして、そんなストレスからくる愚痴を「誰かに聞いてほし

い！」と心の底から思っているわけです。 
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だから、こちらからそこに触れてあげて、掘り下げてあげるだけ

で相手の女性は「この人は女性をよく理解してくれる優
秀な男だ」と感じて話をしてくれるんですね。 

 

しかし相手も女性である前に、一人の大人の人間です。 

 

いくら誰かに聞いてほしいと思っていても、初対面の相手に聞か

れたからといっていきなり愚痴を言ってしまうことは自分のイメ

ージを下げてしまうことだと感じているので、たいていの場合最

初は抵抗を示すものです。 

 

でも、あなたは相手が話しやすいように配慮してあげましょう。 

つまり、まずはこちらから「自分にはムカつくヤツがいるけど

ね」と開示してあげたり、「男性は言えても女性はなかなか言い

出しづらいよね」と先に理解を示してあげるのです。 

 

そうして先に自己開示してあげることで、「この人には話しても

大丈夫かな」と感じて警戒心を解いて話してくれるようになりま

す。 

 

職場の同僚だけでなく、他にも男性以上に色んなことに女
性はイライラしています。 
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セクハラまがいな言動を無自覚にしてくるおっさん客、 

どうでもいいことにケチをつけてくるモンスタークレーマー... 

 

でも、こんな奴らにムカついている事をおおっぴらには言えず、

ニコニコと寛大な心で彼女たちは接してあげているのです。 

しかしその笑顔の裏でムカついているわけです。それをこちらか

ら引き出してあげて、掘り下げてあげて、同情を示してあげる。 

 

愚痴とはそれだけで盛り上がりやすいものですが、せっかくなら

あなたはもう一つハイレベルの部分を狙いましょう。 

 

こちらから引き出して、掘り下げて、同情を示してあげてみてく

ださい。それだけで、女性はストレスを発散出来ると同時に

「この人と話していて楽しかったし、もっと一緒に
いたい」と強く感じてくれるようになります。 

 

その心理状態を作り出すことが出来たら、もう女性はあなたのも

のです。 
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③ 最近滅茶苦茶ハマっていること 

＜シチュエーション：合コンの自己紹介に対しての質問タイムで＞ 

♂「ご趣味はなんですか？」 

♀「え～、なんだろ・・・」 

♂「オッケー、じゃあ最近一番ハマってることってなに？」 
♀「う～ん・・・あ！この間ボルダリングやったんでそれですかね！」 

♂「ボルダリングって壁登るやつ？やったことないんだけど面白い？」 

♀「面白かったですよ～！運動オンチの私でも楽しめましたしまたやり

たいです」 

♂「へぇ～スポーティーでいいね！俺もスポーツするけど、あれ難し

そうだし出来るのは凄いわ」 

♀「そんなことないですよ。インストラクターがいるので（笑）スポー

ツって何されるんですか？」 

♂「俺はテニスずっとやってるね」 

♀「テニス、いいですね！テニス経験者なら絶対楽しめますよ」 

♂「ちなみに、ボルダリングはどこでやったの？」 

♀「新宿駅から歩いて１５分位のところです」 

♂「あ、そんなとこにあったんだ。俺、そのすぐ近くにあるボル
ダリング出来るとこ知ってるよ！」 

♀「え！それ知らないです。なんていうところですか？」 

♂「え～と、場所は・・・」（ここから一緒にボルダリングをする話に

持っていき、後日デート成立） 
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【解説】 

 

趣味の話というのは聞きやすい定番のネタで、感情が動きやすい

話題でもある反面、相手に興味が無い趣味の話をしていて

は盛り上がるわけもなく一気に冷めてしまいます。 

 

あなたもそうだと思いますが、例えば目上の人から自分の興味の

無い話を延々と熱く語られている時なんかは付き合っているだけ

で本当に疲れてしまいますよね。 

 

それと同じで、自分の趣味の話をしただけでは相手は聞いている

振りをしてくれますが、「お前のつまんない趣味話なんてどうで

もいいし」と思われてしまいます。 

 

しかし彼女たちはそのへんに関しては“大人”なので、表情には一

切出さず興味のあるフリをして一応聞いてはくれるわけです。 

もちろん、ソッコーで忘れられてしまうわけですが（苦笑） 
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しかしながら、“趣味を聞かれてもこれと言った答えをとっさに

言えない女性”も中にはいるので、その後会話が盛り上がらなか

ったりする地雷話になりやすい特徴もあったりします。 

 

でも、会話例ではまず相手の趣味の話から始まり、反応がイマイ

チだったことを受け「今一番ハマっていることは何？」と微妙
に趣向を変えて聞き出しています。 

 

ハマっていること、つまり“やって面白かったもの”というのは、

その人の意識の中で一番相手と共有したい感情を強く秘めている

ものなのです。 

 

「これやってすごく楽しかった！」 

「この体験を誰かに聞いて欲しい！」 

 

こんなふうに思っているわけです。人間どんな人であっても、自

分の好きなものの話には自然と饒舌になるもので、会話例のよう

にまずはここを切り口に会話を温め、そこから話をつなげていき

２人きりのデートの約束にも一番結びつけやすくなります。 

 

ただ注意点として、 
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お互いの趣味が合ったからといってすぐ「デートし
ようよ」などの話に結びつけるのは早計です。 

すぐにガッツいた態度を見せてしまうと、 

 

「あ、私とデートしたくてしょうがないのね」 

「この男も他の男と同じで必死なのね」 

 

と逆に女性は元々抱いている警戒心を強めてしまうことになって

しまいます。 

それよりも、まずは話を深く掘り下げ、お互いの情報を色々引き

出してからの方が、確実にデートに繋がりやすくなります。 

 

まずは感情を動かしつつ、お互いを深掘りしていく流れで雑談を

することで女性の持つ３つの壁をすんなりかいくぐり、デートへ

の抵抗感も無くすことが出来るようになります。 

 

 

 

 



 

 

25 

Copyright 2019 Nishikawa Daisuke. All Rights Reserved. 

スペシャルコンテンツ  Vol.1  

 

④ 最愛で唯一無二の家族 

＜シチュエーション：初デートで女性とお茶している時＞ 

♂「〇〇ちゃんってさ、お兄さんかお姉さんいるでしょ?」 

♀「え！?どうしてわかったんですか?」 

♂「あ、やっぱり(笑)。なんとなく妹っぽい感じがしたから」 

♀「妹っぽい感じってなんですか（笑）」 

♂「なんか、いじめたくなるオーラが出てるからさ」 

♀「なんですかそれ（笑）たまにしかいじられないですよ」 

♂「たまにはあるんかい（笑）さては、お姉ちゃんがいるでしょ」 

♀「え~なんでわかるんですか!そうです。3 つ上の姉がいます」 

♂「お、当たった？なんかめっちゃ仲良さそうな感じしたか
らさ」 

♀「よくわかりますね!もしかして、妹さんいるんですか?」 

♂「妹じゃなくて弟がいるけど、なんでわかった?」 

♀「なんか、いじめてそうだったから笑」 

♂「いじめるか!めっちゃいい兄だわ笑 でも、年近くて仲いい姉妹

って羨ましいわ」 

♀「たしかに仲はいいですね~この間も 2 人で旅行に行ったりしました

し! 」 

♂「お、ちなみにどこ行ったの?」（この後、旅行話から好きな食べ物の

話へ移り盛り上がる） 
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【解説】 

 

家族の話はかなりプライベートな領域の話なので、それを話させ

るだけでも平坦な会話をするよりはるかに心理的距離を縮めるこ

とが出来ます。 

 

特に女性の場合だと、母親や姉妹と仲が良い場合が多く、最近の

出来事を聞くとその仲の良さがわかるエピソードなどを饒舌に話

してくれます。 

 

会話例の最後のように、この話題を切り口に、女性にウケが良さ

そうな旅行話などの別分野の話に展開していくと心を開い

て色んなことを自分から話してくれるようになります。 

 

ここまでの会話例を見てくれているならもうお分かりかと思いま

すが、ただ単に「兄弟いる?」と聞いても何の面白味もあり
ません。 

 

「はい、いますよ」という返事で終わってしまうし、良くて 2~3

往復くらいしか会話が続いていかないのです。となると、全く相

手に深堀できなくなってしまいます。 
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これは、”話題の対象が相手にフォーカスされてない”

からです。 

 

この会話例のポイントは、ここでもやはり「相手本人の感情を揺

り動かすことを意識している」こと。 

 

「いじられてそうだから妹っぽいよね」というのは、

“レッテル貼り”という会話テクニックの一つです。 

 

これは相手のキャラをこちらが一方的に決めつけることで、それ

を否定させることで会話を円滑にする効果があるものですが、こ

の場合は“いじられキャラ”と相手を軽くからかっていますよね。 

 

ある程度女性との会話が慣れてくると、相手の話し方や持ってい

る雰囲気などを見て兄弟姉妹がいそうとか、仲が良さそうかとい

ったことが読み取ることが出来るようになります。 

 

そこである程度ヤマを張って言い当てたりすると、それだけでも

相手は「女性経験豊富そうだし楽しませてくれるかもしれない」

と期待を持って積極的に話してくれたりもします。 
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真の会話上手になるために 

 

今回このレポートで紹介したのは、初心者でも覚えやすく、かつ

実際に女性と対峙している時にパッと思い出しやすく実践しやす

いものを厳選しました。 

 

冒頭の繰り返しになりますが、レポート内の会話例になぞって話

をするだけで、女性は止め処なく話をしてくれるようになりま

す。実際に盛り上がった会話を再現しているので、真似するだけ

で初対面で女性との会話自体には困らなくなるはずです。 

 

しかし、あなたももう十分わかっていると思いますが、 

あなたが真に求めているのは初対面での会話で雑談
が途切れさせないこと自体

．．
ではない
．．．．

はずです。 

 

つまり、その先にある可愛くて性格の良い最高の彼女を手に入れ

ることだったり、たくさんの女性経験が欲しいといった、 

“モテる魅力的な男になること"のはずです。 

 



 

 

29 

Copyright 2019 Nishikawa Daisuke. All Rights Reserved. 

スペシャルコンテンツ  Vol.1  

 

今回このレポートで取り上げたのは、最初の一歩である初対面で

の雑談で躓かないことを確実にするものに過ぎません。 

 

何をあなたにお伝えしたいかというと、ただ「この話題を振れば

いいや」と何も考えずに話をするのではなく、各話題で解説して

きた“そこに隠された仕掛ける側の思考”をこれからなる

べく理解するようにしてみてほしいのです。 

 

僕自身も女性との雑談は人生の苦手なこと TOP３に入るレベル

で下手でしたが、この“仕掛ける側の思考“を身につけてしま

うことが、結局は狙った美女と思い通りの関係を築くための唯一

にして一番の近道だったと実感しています。 

 

ここを理解していないと、４つの話題というせっかくの強力な武

器もいずれは役に立たなくなってしまいます。恋愛で本当に満足

のいく成果を手に入れるには、実は色々な要素が必要になるほど

に、奥深い分野なのです。 

 

では、 

「初対面で関係構築した後はどうすればいいのか?」 

「可愛い性格の良い子を GET するにはどうしたらいいのか？」 
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このような疑問の答えである“さらなる応用編”については、今後

随時お送りしていくメール講座にて具体的なテクニックや事例な

どを交えて超具体的な解説を配信していきますので、ぜひ今後も

メールをチェックしてみてください。 

 

また、このレポートが役に立った、あるいは他にもメール講座や

レポートなどで集中的に聞いてみたいというものがあれば、下記

のリンクから３０秒で終わるアンケートにご協力ください。 

 

女性からの反応が明らかに好意的になったことを実感した時、あ

なたは女性に対してこれまで抱いたことのない“確かな自信”を実

感することが出来るはずです。 

 

↓クリックしてアンケートに回答する↓ 

http://handsome-man.jp/xl/8l4FZY 

 

Thank you for reading!   

RAIN＠西川台助 

http://handsome-man.jp/xl/8l4FZY

