
⾮常識なモテ法則 〜経験⼈数30⼈以下の

ための恋愛の教科書〜

 ああ、このnoteを書く時が来てしまった。

 ⾃分だけが知っているほうが「オイシイ」思いが独占できるから、ずっと

書きたくなかったんだよ。

 ある意味、ずっと知らないほうが、いいかもね。
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 だって、ここに書いてあるモテ法則の真実って、刺激的すぎるから。

 きっとこれまでの沢⼭の「無駄」や「失恋」、「失敗」なんかを後悔して

しまうから。

 それでも読みたいなら、⽌めることはしない。

 ハナはもう結婚をして、⼥遊びも引退するから、どうしても読みたくなっ

てしまったキミの為に、そのためだけに、3万⽂字の熱量を込めて、以下を

書き記そう。

・・・

 ハナマインド「⾮常識なモテ法則」始めます。

 このnoteは、「モテるとは何か・ナンパとは何か」を12年間研究し、思考

し、⾏動し続けたハナの集⼤成。

 「モテたら嬉しいな」と、少しでも願っているあなたには、絶対に後悔さ

せません。

 まず最初に、簡単に⾃⼰紹介をします。

 僕は20歳まで、⻘ひげ・ヒョロヒョロ・ニキビヅラ・ファッションはダサ

ダサの…漫画に出てくるような、超⾮モテ。



 10代のうちは、⼥性と交際したことなどもありませんでした。

 20歳でようやく初めての彼⼥ができる！

 しかし彼⼥は…⾼校時代に5名との経験を済ませており、嫉妬の涙…

 このとき、⻘春時代に「恋愛」という必修科⽬を学びきれなかった⾃分の

ことを、激しく後悔しました。

 「もう⼆度と、このつらい思いをしたくない！！」

 その⼀⼼で、20歳から⼀念発起し、「モテる」に命をかけて、傷重ねて気

付かされて、頑張ってきました。

 恐る恐る「ナンパ」という恐ろしい世界に⾶び込み…、時には罵声を浴び

たり、ひどい無視をされたりしながらも、積み重ねたナンパ歴は、なんと12

年。

 経験⼈数にすると、500⼈の⼥性と、素晴らしいセッ○スをしてきまし

た。

 500⼈も経験していると、たまに⼤当たりなんかもあって、



・某○○○48系の現役アイドル

・HカップのA○⼥優

・中学、⾼校時代に⽚思いしていた⼦

・職場の新⼊社員や先輩

・出会って5分で、海のテントで4P

・某地⽅局アナウンサー

 などなど…、刺激的すぎる経験ができました。

 このように、僕は「モテるとは何か」ということを、12年にも渡って最⾼

の熱量を持って、探求してきました。

 それによって気づいたことは、「股間が直接的に気持ちいい」ということ

もあるのですけれど…

 それ以上に、「なりたい⾃分になれたという⾃⼰実現！」が素晴らしいと

実感しているんです！

 コンプレックスまみれ、後悔まみれ、暗く冷たい闇の中をさまよっていた

20歳時点の⾃分ですが…

 「モテ」を通じて、本当に前向きに、明るくなり、⼀気に陽が差し込んで

きた感覚になれたんですよ！



「モテるって、⾃⼰実現」

 この効果が本当に嬉しくて、次の誰かの参考になりたいと願って、2019年

からは発信活動も開始しました。

 もともと僕は、本を読んだり⽂章を書いたりするのが好きな性分。そのう

えで、12年・500⼈の経験があるわけですから、

・圧倒的な現場経験に裏打ちされた学びから

・モテ法則の本質を抽出して

・わかり易い⾔葉でお伝えする

 ということにかけては、圧倒的に得意です。

 「モテ法則を理論化した第⼀⼈者」と認識され、もう数年が⽴ちます。

 この活動によって、Twitterではフォロワー5,000⼈、noteは10万PV以

上、2,500スキを超え、たいへん多くの反響をもらっていることからも、実

績がわかるかと思います。

 「モテるって、⾃⼰実現」という、僕の経験に強く根ざすメッセージは、

多くの⼈に喜んでもらえることなんだ！



 そう気づいてからは、より⼀層、発信活動に精を出すようになりました。

 その中でもこのnoteは………

 ⼤切なエッセンスをギュッと絞り込み、3万字にまとめた、⾃⾝の集⼤成

的な内容です。

 多くの⽅が「ええーっ！」と驚く内容に仕上げることが出来ました。

 量・質・具体のバランスにこだわり、深みと読みやすさを両⽴させていま

す。

 このnoteには読んで頂く価値があります。

 書きたくないほどに、本質的な話。

 教えたくないほどに、本物。

 無料部分を読むだけでも、その価値が分かるし、あなたに必要だというこ

ともわかりますよ。



※ハナは、noteの値下げキャンペーンをしません。情報が少ない中でも買っ

てくださった⽅に、損な気持ちを与えたくない、その⼀点からです。だか

ら、常に今が最安値です。

※更新情報

20/6/19 ⽂字量を精査し絞り込み、読みやすさを向上させました。

21/8/16 読みやすさ向上のための調整

21/10/16 コンサル『ハナ塾』に関する記述を最下段に追加

21/11/12 前段⽂章の精査

22/1/13 ⽂章を全体的に精査

・

・

・
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 本書を⼿にとってくれた⽅は、これまで満⾜できるほどには、⻘春時代も

含めてモテてこなかったんだと思う。

 それをガラッと変えて、早くモテよう、という主旨だ。

 ⼈⽣は30分で変わることもあれば、死ぬまで80年、変わらないこともあ

る。

 ⾃分を変える「神の30分」は、できるだけ早く引き寄せたほうがいい。

 それを知らないまま「世間の常識」に乗って⽣きていけば、あっという間

に80年が経ってしまうよ。

 本書は、これまでの常識をぶち壊す「⾮常識」なマインドをインストール

できる、「神の30分」になる。

 今回のnoteは、

・ハナマインドを真似したい！

・経験⼈数は30⼈以下…

・とにかく恋愛⼯学をわかりやすく。

・次のアポを必ず成功させたい。

・乳と尻が最⾼なセフ○レが10⼈欲しい！



・声かけのルーティンを知りたい。

・モテるマインドとスキルを習得したい！

 こういうニーズにお答えできるだろう。

 以後、⾃分の経験をもとに⾃分の⾔葉で語るから、「ハナマインド」と名

付けようと思う。
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まずは⽬次を読んでみてほしい。

 この⽬次を⾒ても読みたくならなかったなら、買わなくていいよ。↓

【第⼀章】「思考の⼟台」編

・それでも8割できてない！対⼥性の強マインド

・連絡頻度と好意のアピールの関係性

・「どちらが上かわからせる！指摘するぞ！」…ちょっと待て。

・「⼥性の拒絶をうまく切り崩すのがモテ男」の重⼤な誤り

・「最⾼にいい⼥に出会って幸せになりたい」男が必ず陥る落とし⽳

・⾃分の中に毒を持て

・僕たちは何をコントロールするのか

⽬次
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【第⼆章】出会い編

・スト値10の⼦に出会ってしまった時のベストプラクティス

・逃した⿂は⼤きい。もう⼀度エサを？

・出会いを⽣み出す「⾃⼰変⾰」

・「共通の趣味の話題」でアポを取っていいのか？

・殿様営業のススメ

・LINEメンテの頻度について

【第三章】和み編

・「共通点・共感・聞き上⼿」の罠

・「誠実戦略」の勝ち筋

・和みのスペシャリストの発想

・他の⼥の姿を⾒せないよう努める、健気な男

【第四章】⼝説き編

・次こそ⼝説けます！ちょっと正座しなさい

・「貞操観念の確認」は最悪である理由

・正しいギャップの作り⽅

・グダ崩しの本質

・「⾷いつきを⾼める」⾏動の毒

・⾃信のあるふるまい

【第五章】キープ編

・「⼥を褒めない」上辺だけの知識

・「複数彼⼥化」のススメ

・「セフ◎レ量産」のススメ

・脳に刻み込む快感



・「ゼロかイチ」じゃない、「0.5とか0.01とか」

・「⾊」はなくても「彩り」がある

・「キープ術を学んだ男」VS「キープされる男」

★プレゼント企画

さいごに

【第⼀章】「思考の⼟台」編

・それでも8割できてない！対⼥性の強マインド
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 ⼟台として⼤切な考え⽅を、敢えて⼀⾔でいうなら「媚びないこと」だ。

 頭ではわかっていても、これを出来てない恋愛初学者（想定読者：経験⼈

数30⼈以下）がほとんど。

 例えば、

・ちょっと失礼な態度が気になったけど、ヤれそうな気がするから会う！！

 媚びだ。
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・⾏きたい店を聞く

・そこを予約する

・楽しんでもらう！

 ⼥の⼦に楽しんでもらいたい⼼がけは殊勝だが、⾏動は媚び媚びだ。

 ある程度の好きなジャンルとか苦⼿な⾷べ物を聞いておくのは良い、が、

なんで店まで聞いてあげる必要があるんだ。

 ⾼い店を⾔われたとして、おごる⾦はあるのか？

・会話の中では、好きなタイプを聞いて、過去の恋愛遍歴を聞いて。

 聞いてどうする。

 「恋愛トークの⼊り⼝」として使ってるだけなら特に問題ないが、ひょっ

として⾃分が好みに当てはまっているか確認してるのか？

 あってたら嬉しみ？

 ズレてたら落ち込み？



 それとも該当キャラに⾃分を寄せてみる？

 じゃあ、、、どれも媚びだ。

・プレゼントをあげる、おはようからおやすみまでLINEする。

 これはもう⾔うまでもなく！！

 …だけど。

 ⽇本では昔から、そういう男がいいモンだと、ドラマやTV、映画で称賛さ

れてきた。

 常識的にこうだろ、と激しい刷り込みがあった。

 その常識から外れて不倫なんかしてしまった男は、こっぴどく袋叩きに会

う。

 ⼩さい頃から眺め続けたそれらは深く、僕らの中に根付いてしまってい

て、なかなか剥がれない。

 恋愛を真剣に学ぼうとしていない限り、知り得ないマインドなんだよ。

 僕たちは、恋愛「学」というように、本腰⼊れて学ばなきゃいけない。



 だってそうだろ、⼩中⾼⼤、⼀度も「恋愛」なんて授業はなかった！

 ⾒せられたのは、つくられた「常識」だけ。

 俺達は全員毒されていたんだ。

 まぁ、仕⽅のないことでもある。

 コンテンツの作り⼿も、学校の先⽣も、それどころか99%の男は、「常識

的な」男だからだよ。

 この裏では、1%のモテ男たちが、⾮常識な⾏動をして、良い思いをしまく

ってるんだよな。

 でも今こうして、恋愛⼯学（ハナマインド）を学ぼうとしてくれているあ

なたは、99％のモテを知らない男とは別格だ。

 ここから先を読み勧めることで、1%の男になる切符を⼿に⼊れることにな

るだろう。

 ⼈と違う結果を出したいなら。

 そりゃ、⼈と違うマインド(⾮常識なマインド)で居なければならないよ。



 第⼀章のはじめだから、このnoteの開始号令の意味を込めて、改めてここ

で⾔う。

 ⾮常識であれ。

 常識にとらわれていたら、「神の30分」を経験せずに、99%と同じよう

に、そのまま⽼いていくだけだ。

 媚びるな。

 絶対に媚びないこと。

 媚びたら⼥にも格下とみなされ、ギリギリでゲットさせないところで泳が

される。

 そういう男を何⼈か作り、⾃信を⾝に着けたその⼥は、「媚びてこない少

し格上の男」に会いに⾏く。

 せこいな、こっちは頑張ってるのにさ！

 でも、男と⼥というのは、そういう構造になってるんだ。

 ⼯学的なパワーバランスとして仕⽅ないんだ。

 ⽪⾁なものだ。



 ゲットしたくて媚びたのに、⽪⾁にも事実はその逆で『媚びたら絶対にゲ

ットできない』んだ。

 こんな単純な運動論でも、いざ⾃分ごとになるとわからないもの。

 そして今⽇も男は、媚びていく。

 ⼥の嗅覚を舐めてはいけない。

 ⼥のコミュニケーションに関する嗅覚は、男の何倍〜何⼗倍も優れてい

る。

 ほんの少しでも隙を⾒せたら、はっは〜んと上に⽴たれるぞ。

 そうはさせない。

 俺達モテる男は、強いマインドを持って上に⽴って。

 何不⾃由なく恋愛というゲームを、⾮常識に楽しんでやろうじゃないか。

 常識なんて、かなぐり捨ててやれ。

 ⾮常識で結構。

 俺たちは⼈⽣を、若くて輝かしい男の⼈⽣を、謳歌するんだ。



 学ばなければ、ずっと知らずにモテないまま。

 そんなモテない⼈⽣はもう、終わり。

 さぁ、ここまでの話が、「完全に把握していたわけではないが、⾔われて

みればそういうことなのは何となくわかる」ならば、本noteのレベル感は合

っている。

 その場合は、このまま読み進めて欲しい。
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 さて、ハナマインドをインストールしていくよ。

 ここからは、実際のナンパ・恋愛シーンでそのまま使える、具体的なお

話。

・連絡頻度と好意のアピールの関係性

 連絡のペースは⼈それぞれだが、陥りがちな罠は「連絡頻度＝お互いの好

意」という思い込みだ。

 この時のマインドは、LINEを送った瞬間に、

返事は来るだろうか…

 意識してかせずか、不安になってるんだよ。
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 ⾃分を好きでいてくれるだろうか、不安なんだ。

 ジャンルで⾔うなら、付き合ってるわけではないから「束縛」とまでは⾔

わないが、ソクバッキータイプの思考だ。

 そしてついつい、たくさん連絡を取ってしまう。

 お互いに盛り上がってメッセージできているうちはいいが、いつか向こう

が「今は連絡できない」という時が必ず来るだろう。

・普通に寝落ち

・他にやりたいことやってる

・他の男とセッ○スしてる

 そして連絡が返ってこなくなった瞬間、はい、「⾮モテコミット」の完成

だ。

★⿐マインド⽤語解説★ ⾮モテコミット

 ⼀⼈の⼥にコミット（盲⽬的に⼊れ込む）し、嫉妬したり、頭が彼⼥のこ

とでいっぱいになったりする状態のこと。⾮モテが陥る。必ずといっていい

ほどに。



 なんで連絡を返してくれないんだ、俺のことが好きじゃなくなってしまっ

たのか…

 マナーモードをわざわざ解除して、LINEにすぐ気づけるように⾳を⼤きく

しておいて。

 ピロン♪

 ダッシュで⾒に⾏くが、「なんだオカンかよ…」

 ここまで⾏くと、その⼦と結ばれることは98%ないと⾔っていいだろう。

 追いかける恋愛は成就しない。

 ⾮モテコミットは毒だ。

 じゃあ、モテる男はどうしているのか？

 それは、「⾮モテコミットをしないように意識する」…のではない。

 これはどういうことか？

このラインより上のエリアが無料で表⽰されます



 モテる男といったって、おなじ⼈間なんだから、絶世の美⼥を⽬の前にし

たら、⾮モテコミットしたくなるモンなんだよ。

 つまり、意識ひとつでどうこうしているわけではない。

 でも、モテる男は、意識してかせずか、⾮モテコミットしなくていい「仕

組み」を作っている。

 そう、その仕組みというのは… ⼥を増やしてるんだ。

 つまり、分散投資してるんだよ。

 もし、全財産1000万円を、破綻すら噂されるJALの株に突っ込んでいた

ら、航空需要が激減した昨今において、寝るに寝れないだろう。

 そうなりたくないから投資家は、100万ずつ違う銘柄に分散投資している

もんなんだ。

 男⼥関係も全く同じ。

 他の⼥に時間と精神⼒を分散して投資しているから、その⼦だけに執着す

ることはない。

 LINEも他の⼦とするのに忙しいから、⾃然と必死感が消える。

このラインより上のエリアが無料で表⽰されます。



 その必死感が消える中で、肩の抜けた⼥慣れ感・余裕感が伝わって、結果

その⼦も2⼈⽬も3⼈⽬も抱けるんだ。

 上⼿に取り組んだとき、物事は「こういう順番」なんだよ。

 そしてそういう男が総取りしてるから、⾮モテには⼥が回ってこないって

こと。

 仕組みがわかってきたね。

 これを実現するためにオススメしたい、まずは第⼀歩⽬としてやってみて

ほしい、具体的なTIPS。

 それは、LINEも、全ての⼥性を「新着ミュート＆こちらから送信後すぐ⾮

表⽰にする」んだ。

 いったん忘れてしまうくらいで丁度いい。

 PUSH通知に即レスしないくらいで丁度いい。

 そうしておけば、スマホを開いた時にふと⾃然なタイミングくらいで気付

くことが出来るからね。
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 例えばこれはハナのLINEの友達検索画⾯。

 「🍌」はすでにセッ○ス済の⼥の⼦って意味だ。

 全員の名前のいちばん右を⾒てもらえばわかるが、スピーカーオフマーク

が付いているだろう。

 これをつければ、PUSH通知は来ない。

 これでいいんだ。

 楽ちん楽ちん。

★閑話休題★

🍌🍑🍺🥛📷それぞれに意味がある。こうやってできる内容を⼊⼒しておく

と、気分に合わせて検索して連絡できるから⾮常に便利だよ。居住地も⼊れ
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ておくと、出張とか旅⾏のときにも便利。ハナのLINEには、2000⼈以上の

友だちリストの中に、こういうデータベースが出来上がっている。

 あとは当然だけど、出会うそもそもの数を増やすことね。

 それは「第2章：出会い」以後で。

・「どちらが上かわからせる！指摘するぞ！」…ちょっと
待て。
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 テレビを⾒ていて暇だ、っていってたはずなのに、電話に出なかった⼥。

 こちらが上だと思い知らせるために、軽く指摘しようと思いますが、いい

ですか？

 違う。

 それは逆効果だ。

同じことされたら嫌やろ？わかる？

 これくらいのニュアンスで指摘するだけでも、明らかに「追いかける構

図」となる。

★⿐マインド⽤語解説★ 追いかける構図
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恋愛は常に、⾮対称性を有する。そのため、追いかける側⇔られる側という

構図となる。もちろん「追いかける側」が弱い。モテる男は誰⼀⼈追いかけ

ず、10⼈、100⼈の⼥に「追いかけられる側」に⽴っている。男は追いかけ

るもの、という常識にNOをつきつけよう。

 相⼿はテレビを⾒ていただけで、確実に暇だっただろうが、着信に気づい

た上で無視したんだ。

 そこを追いかけて指摘するということは、こちらの思いの強さを露呈する

ことになってしまう。

 これもまた、⾮モテコミットのひとつだ。

 ではどうするか？

 ハナマインドなら、 …何もなかったようにする。

 万⼀、

ってかこないだ電話ごめんね〜



 と⾔われた時に初めて、

あ、電話したっけ？笑 全然ええよ。あとで腕⽴て伏せな。ところでさ…

 こういう流し⽅をする。

 「電話したことも忘れてるくらいに、他に⼥がいる」ことを暗に⽰すこと

で、⾮対称性を解消するんだ。

 もちろん、実際に忘れるくらい連絡する⼥が多いことが理想だが、できな

いうちはフリをすることから始めてもいい。

 なにより、過ぎたことをネチネチ根に持ってるのは普通にダサい！

・「⼥性の拒絶をうまく切り崩すのがモテ男」の重⼤な

誤り
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 コミュニケーションの中で出てくる「無理です」という⾔葉が嫌いだ。 
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 強いニュアンスを含む⾔葉だから、本当に無理な時に、無理って⾔いた

い。

 そういう意味でつぶやいたこのTweetに、質問を貰った。
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そこをうまく⾃分なりに消化して、絡んでいけるのがモテ男ではないのです

か？

 とても惜しいと思う。

 思うけど、ハナマインドでは間違っていると考える。

 確かに、質問者の⾔うように「相⼿の反応に左右されず、⾃分はブレない

でいる」ということ。

 それは発想としては悪くないが、やはり「媚び」が透けて⾒えてしまう。

 つまり…

 失礼な態度をとる（ニュアンス含みで狙って「無理」の⾔葉を使ってきた

場合）⼥に対して、それでも絡んでいく…ということを⽬指してるわけだ。

 それは「コイツ、私が失礼な態度とったのに、それでもすり寄ってくるん

だ〜」となって、構造的に⼥が上に⽴ってしまうことになるんだ。

 だから、その構造を拒絶することが必要になる。

 また、逆にもし、そもそも狙わずして解像度の低い⾔葉を使っている⼥だ

ったら、頭の質は低いだろうから、損切り。



 ハナマインドでは、出会う⼥性の質を⾼めるなかで、⾃⼰価値向上を⽬指

していく。

★⿐マインド⽤語解説★ ⾃⼰価値向上

ナンパと⾔うとイメージはよくないが、実際はそこには多分に「男としての

⾃⼰成⻑」の意味がある。コミュニケーション⼒、交渉⼒、ユーモアをはじ

めとして、多くの⼈間的成⻑がなされるのだ。これを⾝につけるとモテる

し、そのスキルは⼀⽣モノ。だから、⾃⼰価値向上を⽬指すために、⾃⼰価

値を下げる⾏動を避けることが肝要だ。

 ナンパは成⻑できるし、ナンパを通じて⼥に育ててもらうんだ。 

 そうするとまた次のモテにつながる。

 ビジネスでも、⼈⽣でも、うまくいく。

 ここまで説明すればもうわかったと思う。

 いかにして、「質の⾼い⼥との時間を過ごすか」に注⼒すべきなんだ。



 だから、「うまく消化する」意味なんてどこにもない。

 常にこちらは選ぶ側。

 それでも会いたがるなんて、チ○ポの安売りだよ。

 頑張って媚びたうえで、質の低い⼥に使える時間なんて、俺達にはもうな

いんだよ。

★⿐マインド⽤語解説★ 常にこちらは選ぶ側

決して媚びず、こちらが主体的に付き合う相⼿を選ぶ。男でも⼥でも同じ

だ。「⽣殺与奪の権を握る」「主導権」ともいう。

★⽤語解説★ チ○ポの安売り



失礼な⼥、違和感ある⼥、解像度が低そうな⼥とは絡まないための標語。絡

んでもマ○コ＋αの価値がない。それでも絡むなら、チ○ポの安売りだ、と考

えるべき。経験⼈数稼ぐフェーズならいいが、いつまでも安売りしない。⼥

以上にお⾼く⽌まって「俺のチ○○、そんな安くないからゴメンね？」って

考えるべき。

・「最⾼にいい⼥に出会って幸せになりたい」男が必ず

陥る落とし⽳
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 ナンパをする⽬的は⼈それぞれだが、多くの仲間は「いつか幸せな引退」

を夢⾒ている。

 こちらの調査を⾒ても、それがよく分かると思う。
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かくいう⾃分⾃⾝もそうだ。

 ナンパにそこまでの「競技性」みたいなものは求めていなくて、⾃分を幸

せにするための⼿段の⼀つに過ぎないと思っている。

 だから、いつかは引退、ということを前提としている。（21年8⽉追記：

結婚引退したよ。）
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 確かに、振り返ると、ナンパの⽬的は年齢ごとに変遷してきた

20〜21歳：⾃分を変えたい

21〜25歳：性欲爆発！リアル猿

25〜26歳：彼⼥が居て中⽌

26〜27歳：破局＆婚活開始

27〜29歳：婚活諦め。性欲再爆発プレイ変態化。

30歳以降：恋愛に関して、全くの⾃由。⼈と会いたい時に声をかけて、やり

たい時にやる。

 25~27歳くらいの時はそれを強く思っていたし、全くの⾃由を得た今も、

いつでもそうなりたい、どんとこい、と感じている。
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 さぁ、この章では、「いつかは引退」を実現したい時に⼤切な思考につい

て解説しよう。

 それは、「燃えるほどの主体性」だ。

★⿐マインド⽤語解説★ 燃えるほどの主体性

⾃分の思考、⾏動、結果すべてに責任を持つこと。上⼿く⾏かない時のダメ

ージもあるが、上⼿くいく時の楽しさは、この世で何より楽しい。ナンパと

いう恋愛ゲームは、全てが⾃分起点で始まる。何もしなければ、何も起きな

い。でも何かをするから、何かが起きる。そんな⼈⽣を楽しむための標語。
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 君は今はまだ経験⼈数が多くないかもしれないが、ナンパをしていると、

「⾃分を幸せにしてくれる運命の⼈」というものには、ますます会えなくな

る。

 ⾃分⾃⾝、500⼈とセ○クスしてから思うのは、

・2分でイける最⾼のカラダと

・AV⼥優並みの素晴らしいテクと

・顔⾯偏差値MAXの超美⼈と

・笑いや感覚の相性が良すぎる⼈と

・実家が超お⾦持ちと

 なんと、全員別⼈なんだ。

 1000⼈ナンパすればいつかは運命の⼈に会えるかと思ったが、実際は、各

指標のMAX値が更新されてしまうせいで、「運命の⼈」というものには絶対

に会えなくなる。

 この時に、君は⼀⼈に決めきれるか？



 燃えるほどの主体性が⾜りない時、⼈は、「もっといい⼦がいるかもしれ

ない。実際、尻ではあの⼦のほうが上、実家の裕福さでは、あの⼦のほうが

上だし…」と迷いが⽣じる。

 そうだ。

 「あの⼦に幸せにしてもらいたい」発想を抜け出さない限り、この迷いが

消えることはない。

 最後決めきる時に、燃えるほどの主体性を持って、「この⼦と⼀緒に幸せ

になってやる・俺が不⾃由を⾃由に変えてやる」そういう志がある男のみ、

狂った恋愛ゲームからイグジットできる。

 そう考えよう。

 そもそも、「あなたという美⼥に僕は幸せにされたい」という男に、⼥が

寄ってくるわけがない。

 逆に「俺が幸せにしてやる、⽂句⾔うな」という男に、⼥は寄ってくるん

であって、そこに10⼈も100⼈も集まってくる。

 そういう男の⼀⼈勝ちになるんだ。

 そしてそいつは、10⼈も100⼈もの⼥経験を積んでいくから、実際に「⼥

の喜ばせ⽅」についてガチでプロになっていく。



 そういう順番なんだ。

 これまた、常識とは逆。

 先にマインドありき・ブラフありきで、経験と実績がついてくる。

 彼がプロになる頃には、マインド、スキルの両⽅で、もう決して埋まるこ

とのない差が、⼆⼈の間に⽣まれるんだよ。

 これは恋愛だけじゃなく、例えば勤め⼈でも同じだ。

 「会社に幸せにしてもらおう」という発想だから、会社にへばりつくしか

なくなるし、逆にこき使われるんだろ。

マイホームを購⼊した瞬間、転勤させるのが、うちの会社だからｗ

 っていうような⾔説は本当によくあるが、⽇本⼈サラリーマンはなんでこ

れを笑い⾶ばしているんだろうか。

今⽇もサビ残〜、ったく、上はクソで何もわかってない。

 なんでそんなクソに対して、丁寧にサービスしているんだろうか。



 それはやっぱり、会社に媚びて⽣きていくしかできないからだろう。

 横暴されても、会社様にお給料をもらわないと⽣きていけない。

 要は、キン●マ握られてるんだ。

 つまり、会社様に幸せにしてもらうしかないんです…という発想なんだ。

 それが常識だもんな。

 でも、本当に⽣きるとは、全く逆だ。

 会社に幸せにしてもらうんじゃない、会社を儲けさせてやる（＝幸せにし

てやる）。

 会社に対しては、「儲けさせてやるんだから、俺がこき使ってやる。⽂句

⾔うな。」という。

 どっちが上かをわからせてやる。

 もはや「怒り」と⾔ってもいい感情で向き合うべきだ。

 そうして向き合ったとき、はじめて、もう会社に対して「怒る必要がない

ような関係性となっている」。



 そうだろ？

 さぁ、この考え⽅により、「⼈に与えてもらう事を期待する」ということ

によって、＝「媚び・弱い⽴場」になってしまうということがわかってき

た。

 だから、媚びるな、望むな。

 こっちが幸せにしてやるんだから、こっちが振り回してやる、⽂句⾔う

な、という燃えるほどの主体性を、美しい怒りとともに、ぶつけていくべき

だ。

 （これが⾏き過ぎてDVとか暴⾔とかなっちゃう奴は、ただのバカ。）

・⾃分の中に毒を持て

 主体性のない⼈⽣は、責任のない⼈⽣。
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 ⽇本という⾼度に社会システムが発達した国において、「ただ呼吸して飯

を⾷ってう○こして⽣きる」ということなら別に、どれだけ愚鈍な⼈間でも

できるのだが、おれたちは⾼みを⽬指すわけで。

 全⾏動の全責任を⾃分がとる・⽣⾝で世界に体当たりしていく、というよ

うな姿勢が⼤切だ。

 そこで⼤事にしたいのが、「⾃分の中に毒を持て」だ。

★⿐マインド⽤語解説★ ⾃分の中に毒を持て

「可愛い⾃分を守る」なかでは「ほんとうに⽣きる」ことは出来ない。⾃分

の中に毒を持って、⾃分⾃⾝をシバきあげるような気持ちで、⽣⾝で世界に

ぶつかっていく。その中で、命がバーッと盛り上がる。ストリートで声かけ

したことある⼈ならわかると思うが、⼈⽣で初めて⼀⼈⽬に声をかけて話が

できた、あの時の感じだ。「罵声を浴びるかもしれない」という危険の前に

⾃分を無理やり持っていったことで、逆に⾔いようのない歓びを感じたはず

だ。

 ⾃分を守る発想を持っていると、ほんとうに⽣きることは出来ない。



・傷つきたくない

・可愛い⾃分を⼤事にしたい

・明⽇も無事に⽣きたい

 このような主体性のない「守り」の姿勢では、逆にグラグラして結果的に

守れないんだ。

・⾃分すらもただの道具

・傷つき上等

・死ぬほど飲む、死ぬほど遊ぶ

 という「攻め」を混ぜたほうが楽しいし、結果的に守りたかったものも守

れるから不思議だ。

 常識的には、⾃分を守る⾏動を取るだろう。

 でも敢えて⾮常識に、⾃分を危険に追いやろう。

 ⾃分の中に毒を持て。

 燃えるほどの主体性を得るために必要なマインドだよ。



・僕たちは何をコントロールするのか

 ⼼がけはいい！

 ただし、「主体性」に関して、正しい理解を持とう。

 ⼥の⼦に絡みまくるのはいいが、「影響⼒の輪」を意識してほしいんだ。
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 ⼥の⼦に関⼼を持つのは、男として当然のことだ。

 ただし、その関⼼ごとに対して、100％、⾃分が影響を与えられるわけで

はないだろう。

★⿐マインド⽤語解説★ 影響の輪

 関⼼の輪と、影響の輪のサイズは、必ず「影響の輪」のほうが⼩さい。その

時に、影響の輪を超えてまで何かをしようとすると、必ず失敗する。影響の
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輪とは両⼿が届く範囲、関⼼の輪とは両⽬で⾒える範囲、と覚えるとわかり

やすい。

 具体的に⾔うと、

・⼥の⼦に声をかける

 これは影響の輪のなかの範囲だ。

 しかし、

・声をかけた⼥の⼦からいい反応を貰う

 これは影響の輪の範囲外だろう。

 どうしようもできないことだってあるんだ。

 もちろん、輪を⼤きくするエッセンシャルな努⼒（⾒た⽬向上、話術向

上、⾃然な出会いを演出…）はあってもいい。いや、勿論あるべきだ。



 それでも、輪を越えようとしてはいけない。

 主体性を持った上で僕たちが影響を与えていく（コントロールしていく）

のは、⾃分の思考・⾏動のみだ。

・男としての魅⼒をアピールする

・声をかける

・⼝説く

・マッチングアプリのプロフ整える

 こういうことは影響の輪の範囲。 

・男としての魅⼒が刺さる

・声かけがオープンする

・⼝説きが通る

・マッチする

 これらは、影響の輪の範囲外だ。

 よく覚えておこう、僕たちがコントロールするのは、影響の輪の範囲内だ

けだ。



 すっと楽になるよ。

 ちなみに、モラハラ男とかは、この輪を超えちゃってるんだよね。

【第⼆章】出会い編

・スト値10の⼦に出会ってしまった時のベストプラク
ティス
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 ⾃分的スト値（＝⼥の⼦の⾒た⽬のルックス偏差値）10（＝10点満点で

MAX)の⼦に出会ってしまいましたが、本気でゲットしたいです！

 それは素晴らしいことだ。

 この時、以下ふたつの⽅向をすべて考えたし。

①これまでの出会いが少ないだけで、相対値を⾼くつけすぎ

②普通に即って終わりたいのか、付き合って引退したいのか？

 ①は初⼼者のころにとても多い！

 ハナはけっこう変態で、初期の頃は抱いた⼦の⼀覧をExcelにまとめてい

た。

 その中にスト値表もあったんだが、古い時につけた数字は、異様に⾼い。

 今写真を⾒返してもどう考えても可愛くない⼦に、8とかつけてる。
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 これは、初⼼者の頃は試⾏回数もヒットレシオ（声掛けして反応してくれ

る率）も⾼くないから、まだ広い世界を知らないせいだ。

★⿐マインド⽤語解説★ モテ＝試⾏回数×ヒットレシオ

試⾏回数とは、単純に数のこと（声かけ数、アポ数、⼝説き数）。ヒットレ

シオは、ようは打率。打率が同じなら、試⾏回数が⾼いほうが⼥だける。打

率が低いなら、試⾏回数を増やせば⼥だける。尚、どちらかが「０」のと

き、絶対に抱けない。頭に留めおくべき、シンプルで強⼒な数式。

 意外と可愛い⼦なんて、世の中たくさんいるよと思って、普通に接したほ

うがいい。

 そう思えない現象にも、ちゃんと⽤語がついている。

 オンリーワン中毒、という。

★⽤語解説★ オンリーワン中毒



この⼦しかいない！と思いつめて、頭の中がその⼥の⼦で⼀杯になってしま

う現象のこと。その⼦に対しての⽴場的にも弱いし、活動にも悪影響のた

め、男が最も避けるべき状態。それに実際には、冷静になってみれば、オン

リーワンになってしまう程の美⼥ではないことが多い。

 ここで特別なことをやろうとして、⾼級な料理やプレゼントという⼿段に

⾛っていくのが、美⼥が最も男をナメる⾏動となる。

 俺たちは常に、オンリーワン中毒を否定しなければいけないんだ。

 常識外の⾏動をとるんだ。

 ナメられたら、もう⼆度と恋愛対象にはならない。

 良くも悪くも、常にパワーバランスのことを考えよう。

 あえて、通常通りに接しよう。

 ただし…

 ②の中でも後者、「付き合って引退したい」時にだけ、違う考え⽅とな

る。



 それは、オンリーワン中毒の否定の否定だ。

★⽤語解説★ オンリーワン中毒の否定の否定

オンリーワン中毒の否定は、最後引退する時に「ただ⼀⼈を選ぶ」という決

意と、絶望的に相性が悪い。最後は、否定を否定して、普通の⼈間に戻る必

要がある。

 付き合って引退したい時には、よく慣れたこの恋愛⼯学を、捨て去る必要

がある。

 思い返してもみてほしい。

 このやり⽅で、セッ○ス〜おかわりくらいはできるけど、振り返れば三回

⽬以降がロクに続かないと気づくんだ。

 その理由は⾊々ある。

 ⾃分の飽き、相⼿の飽き。



 相⼿が真剣だった場合、相⼿の諦め。

 理由は⾊々あるが、⼀番は、「オンリーワン中毒」と⾔えるほどに相⼿に

⼊れ込む覚悟。

 これを持たずに「オンリーワン」を選ぶことなんてできないのは確かだ。

 構造的にアタリマエ。

 オンリーワン中毒の否定は、たしかにモテるようにはなるが、「ただひと

りを選ぶ」という⾏動とは、絶望的に相性が悪い。

 オンリーワン中毒はたしかにダサくてモテないが、「相⼿に⼊れ込む覚

悟」だけは超⽴派だよね。

 そして、ここがキモ。

 オンリーワン中毒の否定を否定し、「相⼿に⼊れ込む覚悟」を持った時、

それは⼥性にもヒシヒシと伝わる。

⼤好きです。今度は嘘じゃないっす。

 くらいに、迫真で好きと伝えられるし、それは必ず届く。



 慣れてなくていい。

 というか、慣れてるわけがない。

 相⼿は⼀⽣にひとりか⼆⼈出会えればいい、というレベルの美⼥だから

ね。

 本当に、「実際に初めて」相対しているわけだ。

⾃分⾃⾝、慣れてなくてどこか⼩っ恥ずかしいんだけど、でも真剣なんだ

 この感覚だ。

 間違ってもハスに構えてはいけない。

 だからといって、ノープランで当たって砕けろ！ではない！

 オンリーワン中毒のマインドでいいが、⾏動はモテ男の⾏動にすること

だ。

 イメージは、ジャスミンを落としたアラジンの⻤アポ。

 アラジンはジャスミンに対して、おもっきりオンリーワン中毒だが、ピン

チを切り抜けたり、キザなセリフを吐けたりして、⾏動はモテ男。



 （王⼦に変⾝してからは⼀部ダサいけど。慣れてないので仕⽅ない。）

 だから⼀⾔でいうと、攻略法とは、

「オンリーワン中毒の否定の否定」✕「モテ⾏動」

 この１点のみだ。

 モテ⾏動を鍛えるために、オンリーワン中毒を否定して、モテとはなに

か？を⾝に着けて、いい男になる。

 そして最後の最後で、オンリーワン中毒の否定を否定して、普通の⼈間に

戻るわけだ。

 ハナマインドは、劇薬。

 そのパワーによって、ブーストして育ててもらったら、その劇薬は最後捨

てねばならないということだね。

 いいかい。

 最後、恋愛遊びを引退して家族を作るときに、ここだけは、常識に戻るん

だ。



・逃した⿂は⼤きい。もう⼀度エサを？

 逃してしまって悔しいから、2回めにかけたい！

 その気持ちは、わからんでもない。

 というか、⼈間誰しも、そういう脳みそをしてるんだよ。

・パチンコでもう1万も使ってる！ここで引けない！

・あのキャバ嬢に○万貢いだんだ！あと少しだ！

・あのドラゴンが出るまでレアガチャ引くって決めたの！

 明らかに損してるのに、それまでかけてしまったコストが考え⽅に影響し

て、引くに引けなくなるんだ。
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★⽤語解説★ サンク・コスト・バイアス

サンク、というのは「沈んだ」という意味で、すでにかけてしまったコスト

が、バイアス（考え⽅を歪める）するという意味。脳の構造の問題なので、

⼈間誰もが陥る。ホストやキャバ嬢は、これをうまく応⽤し、客にコストを

どんどんかけさせる。

 故事成語で⾔うなら「逃した⿂は⼤きい」に近いのかもね。

 2回めでゲットしたい気持ちはわかる。

 だが、ハナマインドでは、あえて明確に否定しよう。

 2回め頑張れ！というエールをしてしまったら、負けこんでいるパチンカ

スに「あと1万円だけ頑張れ！」とエールを送るのと同じ、と考えるから

だ。

 ハナマインドでは、「男として、モテ・⾃⼰実現を両⽅含めて、幸福に⽣

きる」ことを⽬指す。



 そうしたときに、2回⽬その⼦で粘るよりも、次に⾏ったほうが絶対にチ

ャンスが有るんだ。

 それは敗退ではない。

 発展的解消だ。

★⽤語解説★ 発展的解消

次への発展のために、現状を⼀旦解消するという意味のビジネス⽤語。恋愛

に置き換えると、「粘りより諦めを重視する」という思考回路になる。例）

⼝説きに応じない⼥に粘る→「私は求められる需要のある⼥よ」の⾃意識を

強化してしまう→結果、絶対に抱けない。そんなことより、「損切りして発

展的解消だ」と次へ。運が良ければ最初の⼥の⾃意識が下がり、逆に抱ける

かも。男と⼥はそういう構造。

 ⼥にサンクコストをかけさせて、⾃分に依存させろという教えが⼀部にあ

る。

 前述の通り、⼈間⾏動学的には、有効だろう。



 まぁ、ハナマインドでは、そんなことはしないが。（＝破局して刺される

かもというリスクが幸福度を下げる。そもそも今度別で語るように、貢がせ

たりする必要はなく、⾃分が倍稼げばいい。）

 相⼿にサンクコストをかけさせるかどうかは後で語るとして、どちらにし

ても、少なくとも、⾃分がサンクコストをかける愚だけは、避けなければい

けない。
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・出会いを⽣み出す「⾃⼰変⾰」

 そりゃそうだ、そんなこと⼈⽣で⼀度もやったことないもんな。

 いきなりやるのは⾻が折れるから、⼩さなステップから始めることを、基

本的には推奨している。

・まずはアイコンタクトしてみる

・店員さんと会話してみる

・少し追いかけてみる

・追い抜かしてみる

・振り向いてみる…

 あとは、声をかけるだけだからね。

 しかし最近、コンサルをする中で気づいてきたのは、「最後声をかけるだ

け」というワンステップが⾮常に重く感じる⼈も多いってことだ。
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 そっか。

 たしかに⾃分も10年前は、そこが死ぬほど⾼いハードルだったな。

 では、ここに寄り添うハナマインドを紹介しておこう。

 それは、「役割を演じろ」だ。

★⽤語解説★ 役割を演じろ

⼈間誰しも、社会の中で⽣きる以上、役割を演じる⽣き物だ。実家での⾃分

と、会社での⾃分はぜんぜん違うように。では、声かけの時に使えるキャラ

を⼀つ持っておくのはどうか、という提案だ。

 例えば、今流⾏の、恵⽐寿ジャップのうち誰かを完全に真似てみて、同じ

ノリで話しかけてみる。

 万が⼀、ガンシカ（＝会話すらしてもらえず無視）されたとしても、無視

されたのは君じゃなくて恵⽐寿ジャップだろ？



 ⼤丈夫、だいじょうぶ。

 そんな君のことを誰かが⾒てるわけじゃないし、万が⼀⾒られたとしても

君は恵⽐寿ジャップだろ。

 どうしても⾒られるのが嫌なら、旅⾏先、出張先でやってみればいい！

 旅の恥はかき捨てというが、アレは「失敗してもしゃあないね」という意

味だけじゃないと思っている。

 男にとって拡⼤解釈できる真の意味は、「いつもの⾃分じゃない⾃分を試

して、知らない世界のドアを開けてみよう」だ。

【ナンパ】トラブル発⽣？コリドー街で即⽇お持ち帰りチャレン【ナンパ】トラブル発⽣？コリドー街で即⽇お持ち帰りチャレン……

https://www.youtube.com/watch?v=1IhydmAeTnY


 そこで上⼿く⾏けば、多少なりとも⾃信を持って、家に帰ってからでも同

じことが出来る可能性は上がってるだろ。

・「共通の趣味の話題」でアポを取っていいのか？

 共通点が⾒つかったことはまぁ、よかったかもしれないけど、そのアポの

取り⽅は▲だ。

 全てのアポは、

・⼥として魅⼒的だから会いたくて

・しっかり和んでちゃんと⼝説いて

・ロマンチックに抱く

 これが⽬的のはずで、その他の話は重要じゃないんだ。

https://assets.st-note.com/production/uploads/images/27597863/picture_pc_d4d4e11c41931140317e434593dd6ecc.png


 なのに、「その他」軸でアポを取るということは、それはフレンドシップ

戦略に近い禁忌だ。

★⽤語解説★ フレンドシップ戦略

男としての魅⼒に⾃信がないから、友⼈のように仲良くなることで⼥の⼦に

近づこうとする戦略。ただし待ち受けている事態としては、絶対にゲットす

ることは出来ないということだ。友だちだったはずなのに、豹変して急に⼝

説きモードになることに、⼥の⼦は嫌悪感と気持ち悪さを感じる。最初か

ら、⼥を⼥として⾒ないとダメだという教訓。

 ハナマインドでは、全てのアポは相⼿を「⼥性として⾒る」ことを前提と

する。

・美⼈なので会いたいのですが、ぜひお茶でも！

・俺のために世界⼀可愛いカッコしてきてください！

・めちゃくちゃ可愛いやん服装。ええね。



 そのように意識させた上でアポするから、アポに会いに来てくれた時点

で、多かれ少なかれ向こうも期待してるんだよ。

 グダ（＝何らかの理由をつけて、⼥がセックスを拒むこと）を防ぐんだ。

★⽤語解説★ グダ防ぎ

グダ崩しという⾔葉があるが、グダは崩せるものではない。相⼿は決してコ

ントロールできない。ただ、グダを未然に防ぐことはできる。向こうも⼥性

として⼝説かれることを前提しているから、ある程度期待して、⽑の処理く

らいはしてくるもんだ。

 共通点で和むのは、抱いたあとでじゅうぶん。

 ⾃分に抱かれてくれた「⾃分の⾝内」と、ピロートークで話す共通の話題

は、楽しいもんだよ。

・殿様営業のススメ



 これはマーケティングだととても基本なんだけど、例えばで考えてみて欲

しい。

 「無料クーポンをあげるから、お店に来て欲しい！」

 この施策を打てば、⼀時的には来店者数が増えるかもしれないが、⼆回⽬

の来店や、有料商品の追加購⼊は、あまり期待できないだろう。

 浅い所で媚びて、相⼿を動かそうとしているからだ。

 動かん動かん！

 無料ティッシュを貰うことすら結構イヤだと感じるのに、そこに挟んであ

るチラシの電話番号に電話をすることなんて、絶対にないはずだ。

 これは誰もが実感しているはず。

 なのに⾃分のことになるとわからないから、⼈間は不思議だ。
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なんとかしてLINEを聞いた！

 というのは、

無料ティッシュ、なんとか⼿に押し込んで受け取ってもらえた！

 これに近い。

 やるべきは、これとは全く逆なんだ。

 うまくいく恋愛って、だいたい超・殿様営業なんだよ。

★⽤語解説★ 殿様営業

男は「商品」であり、客を選べないとは述べた。この物販に置いても、「殿

様営業」をすべきだ。殿様は媚びない、安売りしない。すると、不思議と

「お願いですから買わせてください」と客が来る。もちろん、そういう客が

多いわけではない。だからこそ、無限出会い作成ツール「ナンパ」と組み合

わせて、数多くの⾒込み客と出会う。



 殿様は、当然無料ティッシュなんか配らない。

 客に「お願いですから買わせてください」を⾔わせる。

 これを⾔わせるために、「なんとかして説得するんや！」と意気込む⼈が

いるけど、これもまた、⼤間違い。

 正しくは、『説得しなくても済むほどに相性のいい客に出会う。』

 それに労⼒の９割を使うべきだ。

 出会えば、あとは殿様営業でいい。

 出会いというものに対する常識的な発想を変えて欲しい。

 出会った⼈を⼝説くんじゃない。

 殿様営業できる相⼿に出会うんだ。

 そのための、⾮常識な、無限出会い作成ツールが、ナンパだろ。



⾃⼰商品魅⼒の最⼤化→⾒込み客との⼤量接点（⾮・⾒込み客のことは徹底

排除。お互いに時間の無駄）→⾒込み客に、殿様営業→売れている事実によ

って、さらに⾃⼰商品魅⼒が⾼まる。

 このループで考えるのがハナマインドだ。

 ちょっと⽂字が⼩さいけど、イメージでつかみやすい画像を⽤意してみ

た。

 拡⼤して、みてみて欲しい。

 出会った中から⼝説くっていう常識の枠を、外してみなよ。
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・LINEメンテの頻度について

 LINEメンテ（＝⼥の⼦とのLINEを継続し、関係を維持すること）の頻度を

気にするのは、根本的に間違っている。

 そんなものに気を配らなければいけない時点で、先述の「追いかける構

図」に陥っているからだ。

 本来的には、LINEメンテなんてものに気を配る必要のないほどに、数多く

の美⼥に出会うべきだ。

 ………という、正論は、正論として。

 「最初からそんな多く美⼥抱えてません」だね。

 そこで考えるべきは、以下の10か条。
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 ⼤事だから覚えておいて。

 そして、覚えたら、ちゃんと、追いかける構図を捨て去ったマインドをイ

ンストールしよう。
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 ハナマインドで⾔えば、「LINEメンテなんかするな、されろ」と⾔いた

い。

 つまり、いつ会ってもどんな男より楽しませるスキルと⾃信があるから、

わざわざLINEメンテなんかしない。

 逆にブ/スからメンテされたからって、それで好きになることなんて無いよ

ね。

【第三章】和み編
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・「共通点・共感・聞き上⼿」の罠

 そりゃ、楽しいにこしたことはないわな。

 だけど、何か重⼤な勘違いをする恐れがあるから、敢えて⾔っておく。

 盛り上がりを求めるなら、男同⼠でやっとこう。

 ⼥と会ってるのは、そういうことじゃないだろう。

 ハナマインドでは、全ての⼥性を⼥性扱いする。

 共通の趣味、仮に例えば「プロ野球観戦」があったとして。

 「プロ野球友だち」には 絶 対 にならないことだ。

★⽤語解説★ 全ての⼥性を⼥性として
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アポでの無駄話は考えものだ。相⼿を「⼥性」として⾒て、抱きたくてアポ

してるんだから、外⾒を褒めて、ちょっとイジって、内⾯の美しさに気づい

て、ロマンチックに⼝説き落とす。これがメインルートなわけで、その他の

話は枝葉末節。「他の話で盛り上がっちゃいました」なんて、本末転倒。常

に、⼥性として⾒る。それはもはや、礼儀だ。

 共通点を⾒つけて、副業とか趣味とか出⾝地の話で、楽しく和むまではい

いが、それがメインの⽬的になってはおかしい。

 少なくとも、ナンパして連絡先聞いて、アポして会ってくれた時点で。

 多かれ少なかれ、向こうも「ナニカ」を期待しているんだ。

 そんな相⼿に、プロ野球の話し相⼿になってもらおうとするのは、ハナに

⾔わせればもはや失礼だ。

 ⼥としてじゃなくて、友だちになってくれん？って⾔ってるようなもん。

 その⼦からしたら「私、⼥性としては脱落なのね」とショックだわ。

 ちゃんと⼝説け。



 ⼥性性を褒め称えろ。

 会ってくれたことに感謝しろ。

 ハイレベルに楽しい時間をわかちあえ。

 セッ○スをしろ。

 体を、髪を、肌を、声を、綺麗だと褒めろ。

 嘘じゃない、本当に綺麗だと思った部位を、本⾳で褒める。

 数多くの⼥を抱いてきた僕らは、他の⼦とその⼦が違う所が、ちゃんとわ

かるはずだ。

 （この⽅法を、芥川デート法と名付ける。詳細は後述。）

・

・

・

 あともう⼀つ、「聞き上⼿」に関してのハナマインドを伝えておこう。

 巷にある安っぽい恋愛の教科書とか、⼥性が主催するモテコンサルなんか

では、ミラーリング（⾏動を合わせる）・ペーシング（ペースを合わせる）



ことが⼼地よさにつながる…

 ということを教えるが、ここは明確に異を唱える。

 変なんだよ、こういうのを意識してやると。

 明らかに変。

 変じゃなく、普通に会話を楽しむためにどうすればいいか？

 それは、「素直である」に尽きる。

 本当の「聞き上⼿」は実は、聞いてる最中に意外なほどハイペースで⾃分

の意⾒を⾔う。

・⽬を⾒て頷く

・ミラーリング

・会話のさしすせそ

 そんな陳腐なテクは使わない。

 興味のままに前のめりに質問し、相⼿が話す観点を決めやすいように、⾃

分の意⾒も⾔う。



 そして、無邪気に喜んだり、驚いたり。

 そういう⼈が本当の聞き上⼿なんだ。

 しかも、誰よりその会話を、本⾳で楽しめているよな。

 俺達⾃信、数多くのアポを繰り広げる中で、⼥の同じような話題には飽き

飽きしてるはずだ。

 だからこそ⾃分⾃⾝を楽しませてあげるために、積極的に引き出したり、

過去のいろんな知識経験とリンクさせたり、相⼿に新たな気づきを与えられ

るようなトークをする。

 なに、難しく考えることはない。

 この続きの章の内容を、少しずつ覚えていけばいい。

・「誠実戦略」の勝ち筋



 そうか、君はずっと真っすぐで誠実な男なんだ、ということにまずは拍⼿

を贈りたい。

 ⼈間にとって、⼤切なことだからね。

 ただ、敢えて厳しいことを⾔おう。

 恋愛においては、誠実はあまりにも無⼒だ。

…でも、誠実がモテるって、モテコンサルの⽅が⾔ってました。。

 Twitterで有名な⼥性モテコンサル、そんなことばっかり⾔ってるよな。

 僕たち⽇本⼈は⼩さい頃から、誠実な男が誠実にアタックして、幸せに付

き合っていくというストーリーを、常識として、洗脳のようにTVから浴び続

けた。
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 だから男も⼥も⽇本⼈は、「誠実がいいんだ」という刷り込みの常識を持

ってる。

 だから、男として、乾くほどに、悲痛なほどに、擦り切れるほどにモテた

いと思ったことがない限りは、その刷り込みのままの発想になってしまうの

は当たり前だ。

 でも逆に、モテたいと、もがいた男にとっては、誠実なんて何の意味もな

いってすぐわかる。

 ハッキリ⾔おう。

 誠実なんかクソくらえだ。

 誠実戦略が全くモテないのは「誠実さしか武器がない」からであって。

 誠実なんて、誰でも出来るんだ。

 「強みは今はありませんが…毎朝、時間通りに出社できます！」みたいな

もん。

 ⼀⽅で、「朝は少々弱いが、誰よりも売上出せます。」という営業マン

と、どっちが優れているのかって話だ。



 誰にでも出来る「誠実」で勝負しようとしている時点で、勝てないんだ

よ。

 そして中には、「朝も出社できる、凄腕営業マン」も当然いる。

 もうわかったね。

 「誠実がいい」と教える「⾮モテの渇望を知らない」コンサルが指してい

るのは、この男のことなんだ。

 お気楽なもんだ。

 間違った知識を簡単に与えやがって。

 僕らは正しく、モテるようになっていきたい。

そうか！じゃあ、「売上を出せる」ようになりたい！

 その時にどうすればいいかだけど、⽅法は⼀つしか無い。

 それは、「モテる男で在る」ということだ。

 恋愛市場において売上を出せる男は明確に、「今、モテている男」なのは

⾔うまでもないね。



 モテる男に10⼈のセ○レがいたとして、全員に誠実戦略をとっているかと

⾔うと、絶対に取ってない。

 そんな時間も体⼒もないだろ。

 それでも⼥は、付き合えることなんてないとわかっていながら、私だけじ

ゃないとわかっていながら、でも楽しいからまた会いたい…といって会いに

来る。

 素晴らしく楽しくて楽チンな恋愛を味わってるよね。

 恋愛強者である「今、モテている男」になるための必要条件のひとつが、

⾮誠実だ。

 ⼀⼈の⼥に誠実に尽くすなんてことはなく、もっと不良に、⾃由に、やん

ちゃにコミュニケーションを取っていくべきだ。

 映画「⼈間失格」でも沢尻エリカが⾔っていた。

私、不良が好きなんです。

映画「⼈間失格 太宰治と3⼈の⼥たち」主題歌⼊り本予告（90秒）映画「⼈間失格 太宰治と3⼈の⼥たち」主題歌⼊り本予告（90秒）

https://www.youtube.com/watch?v=4YLU0m2vHGk


★⽤語解説★ 私、不良が好きなの

不良がモテることを俺達は昔から知っているが、改めて胸に残りやすい⾔葉

で表現してくれたのがこのセリフ。誠実さでアピールしそうになった時に、

思い出すべきおまじない。 

 売上を出せる男になるためには、何か⼀つを変える必要があるので、⼀つ

の⼿段として、「朝会社に⾏かない→その代わり客先に⾏ってみる」という

ことをやっているはず。

 これと同じで、「誠実を捨ててみる→空いたスペースに何が⼊るのか？注

意深く⾒る」ことをしてみよう。

 わかってるね、常識の逆を⾏くんだよ。



 ※「誠実を捨てる」と⾔って「失礼・横暴・明らかな浮気・DV」みたいに

なっちゃうのは、これまたバカ。あくまで、モテる不良がどうしてるか？を

軸に考えること。

・和みのスペシャリストの発想

 う〜ん、アポでの無駄話は考えものだ。

 相⼿を「⼥性」として⾒て、抱きたくてアポしてるんだから、

・外⾒を褒めて

・ちょっとイジって

・内⾯の美しさに気づいて

・ロマンチックに⼝説き落とす

 これがメインルートなわけで。
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 特に、仕事・副業・投資の話には要注意して欲しい。

・社内評価⾼い匂わせ

→⿐につくし、⼥性的にそこまで価値はない

・副業して意識⾼いアピール

→副業⾃体はいいことだが、それでモテはしない

・熱⼼に語りすぎて数時間…

→恋愛したくて会ったのでは？

 線路にのってゴールまで⽣きたいのに、どんどんとコースアウトしていく

感じがするからだ。

でも、アポを誘うのには、共通の話題があったほうがやりやすくて…

 ⾔いたいことはわかる。

 でもそれをやってるから、どんどん苦しくなってると思って欲しい。



 ハナの勤め先でもある広告業界ではアタリマエのことなんだけど、モノを

効率よく売るというためには、「⾒込み客をあつめて」→「ずっぷりと刺

す」ことが必要だ。

 これは、「⾃分という商品」を売る恋愛においても全く同じだね。

 もし企業が、「⾒込み客じゃないのにずっぷりと刺そうとしている」のを

⾒たら、「なんやねんこれ」となるはず。

 たとえば、電話営業とか、⾶び込み訪問とかで、いきなり⾞や不動産買っ

てくれ、みたいな。

いきなり買うわけねーだろ！効率悪いことしてんな！

 そう思うはず。

 もうわかったと思うが、⾒込み客じゃない⼦に「なんとかして共通の話題

を作って会おうとする」のは、この営業と同じことをしているんだ。

 そういう「刺さってないアポ」は全部捨てる。

 捨てたところに何が⼊ってくるか、注意深く⾒て欲しい。

 そうして「恋愛の線路」に乗った上で組んだアポで。



 ちゃんと恋愛感を醸成していこう。

 そして、無事恋愛の終着駅についたなら。

 その時に初めて、共通点や趣味の話題で⼤いに盛り上がればいい。

 ぞんぶんに、偶然の⼀致を愉しめばいい。

 （ここまでの⼀連の流れを、芥川デート法と名付ける）

 もう⾃分の⾝内になってくれたその⼦と、楽しく話せることがあるっての

は、とっても素晴らしいことだね。

 そうだよ、やっぱりここでも、常識の真逆なんだ。

 セッ○スしてから、仲良くなればいいんだよ！

 これはキープ（＝⼥の⼦との関係性を⻑く続けること）術も兼ねるし、何

より普通に⾃分が楽しいよ。

★⽤語解説★ 恋愛の線路 

アポの組み⽅を、共通の話題や趣味の線路で組んだら、そりゃそのまま楽し

い会話のルートで終着駅まで⾏く。途中で恋愛の線路に合流しようとするか



ら、脱線事故が起きる。そんなことなら、最初からで恋愛の線路に乗ったア

ポにすることだ。

 

・他の⼥の姿を⾒せないよう努める、健気な男

 不倫や浮気は、死ぬほど叩かれるからな。

 それが常識だ。

 だから潜在的に、「⼥の姿を感じさせること」＝「いけないこと」と思っ

てる⼈が多い。

 でも真実は、その⼦と別に結婚してるわけではないんだから、
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・⼥と遊んだ話、すればいいし

・会った⼈数も、正直か多めに⾔えばいいし

・⼥を含んだ5⼈位の集合写真がTOP画でいい

 正直ベースで⾔えばいい。

 だって、モテる男は実際そうなってるはずだもんな。

 無⽤なウソを積み重ねる必要もないし、モテる男だと感じさせることが次

のモテにつながるんだ。

 だけど、「まだアプリでは２⼈しか会ってないよ。付き合うとかはならな

かったかな。」とか⾔っちゃう⼈が多いのを、ずっと不思議に思っている。

 例えば、隠さないように⾃然に⼥と会っていることも表明する⾏動を⾏っ

た時に、⼥性から帰ってくる反応はこんなカンジだ。

・⼥の⼦との写真載せてたよね！

・あれ、明らかに遊んでる感あるよ〜笑

・Tinderの⼦なの？



 そして、こう⾔いながらもアポってくれたとしたら、逆にそれは「遊んで

る感ある」と知っていながら、会いに来てくれた訳で。

 そんでアポ中、「実は優しいし、紳⼠」っていうギャップを作るんだ。

 …ちょっと考えるだけでも、明らかにそのほうが刺さりそうじゃないか？

 ⾮モテは全員、常識というものに毒されて、この逆をやっている！

【第四章】⼝説き編
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・次こそ⼝説けます！ちょっと正座しなさい

 そこまで⾏けたのは、ひとまず良かったね。

 だけど、なんで次こそいけるって⾔えるのか？

あと○○万円貢げば、あのキャバ嬢とヤれそうなんだよ！

 そう⾔ってるオッサンのことは「阿呆なんかな」と思うかもしれないが、

君は実は、これと全く同じことをやろうとしているんだ。

 この発想の裏側にあるもの。

 それは、RPGのように「レベル上げさえすればいつかは上⼿く⾏く」とい

う積み上げ信仰。

 積み上げ信仰は、「頑張れば報われる」に根差した、優しい常識だ。

 優しいけどモテないんだから、ハナに⾔わせれば残酷だよ。
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 この常識もまた、モテの発想とは真逆なんだね。

★⽤語解説★ 積み上げ信仰

⼈の⼼というコントロールできない最たるものに対して、努⼒を積み上げる

ことでなんとかなるのだと思い込むこと。⼥は実際には、コツコツ積み上げ

た男よりも、「いきなり現れた魅⼒のある男」という瞬間⾵速のある男のほ

うが好きだ。

 ハナマインドでは、常識的な積み上げ信仰は捨てる。

 こちらの努⼒によって相⼿が変わってくれるかも、等というナイーブな淡

い期待を抱かない。

 それよりも、いかに瞬間⾵速を⾼めるかをメインで考える。

★⽤語解説★ 瞬間⾵速



「⼈間、男も⼥も新しいもの好き」な性質を持つ。転校⽣がなんだかカッコ

よく⾒えるあれだ。だから、会った瞬間の「転校⽣パワー」も使いながら、

瞬時に魅了することが、もっとも効率良いモテ⽅だ。

 そのために何をするかと⾔うと、新規に会うんだ。 

 粘りよりも、諦め。

 どんどん次へ⾏って、瞬間⾵速を⾼めていく。

 会う⼥会う⼥に対して、⾃分が「転校⽣」になっていくんだよ！

 だから、具体的なTips。

 準即（＝会った即⽇ではなく、⼆回⽬でセッ○スをすること）まではいい

が、準準即（＝同様に、3回⽬でセッ○スをすること）を狙うな。

 こっちからサンクコストを掛けることになるからね。

 10％くらいの確率でGETできることもあるけど。



 それでも10％の低確率だから、パチンコで「あと1万あれば出るんだ

よ！！」と⾔ってるのと同じだ。

 いいことないよ。時間とコストの使い⽅をよく考えよう。 

・「貞操観念の確認」は最悪である理由

 貞操観念の確認というのは、とっても悪⼿だ。

 「アポ終盤では貞操観念の低さを確認しよう」というような教えが溢れて

いて、それで皆が損していると思っているから、わざわざ警鐘を鳴らすnote

を書いたこともある。

 ハナマインドでは、その⼦の貞操観念がどうだとか関係ない。

・貞操観念が低いから会うのか？

・貞操観念が低いから⼝説きの⾔葉を出すのか？
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・そうじゃないと、君は何も⾔えないのか？

 今アポをしたそこにあるのは、「君と僕」だけの関係であって、過去の統

計的数字は、なんの役にも⽴たない。

 俺には充分に魅⼒があるから、ちゃんとそれをわかってくれて、抱ける⼦

は抱ける。

 抱けない⼦は、抱けない。

 「君と僕」の間にあるのは、シンプルにそれだけの話しだ。

 そういう意味で、過去違う男に抱かれまくってるから、⾃分も⾏けると⾃

信をつける…ってのもおかしな話。

 なんで基準が⾃分の外にあるんだよ。

 そもそも俺達モテ男は、モテ男なんだから、他の男のおさがり汁を飲みた

がる⾏動に⽢んじてはいけないだろ。

 これならまさに、⾮モテセッ◎ス渇望症だ。

 という中で、「あえて」、貞操観念軸で話をするなら。



 むしろガードが強くて、過去全然抱かれてない⼥のほうが、⾃⼰価値向上

につながる、新品みたいな「いい⼥」なんじゃないか？

 そうだよ俺達は⾃⼰価値を⾼めたいんだから、貞操観念が⾼くて絶対無理

だ、っぽい美⼥を攻略することにこそ、意味がある。

 そういう⾊々を含めても、「貞操観念の低さを確認」することの無意味さ

を、ハッキリわかってもらえたと思う。

 アポの中でそんなこと、絶対に遠回しに聞き出そうとしないでくれ。

・正しいギャップの作り⽅

 ギャップ作りについても考える。

 ⾮モテは⼤体、逆ギャップを作っている。

https://assets.st-note.com/production/uploads/images/27978110/picture_pc_ed20ba41899a89290f5c2b3e3736c093.png


 逆ギャップになるくらいなら、なにもギャップなんて⽣み出さないほうが

いいのに、わざわざ逆をいっている。

 たとえば…

■優しい、紳⼠、知的

 →終盤で急に下ネタ、貞操観念の確認、付け焼き刃のルーティン。

 「貞操観念の確認」「ギラつきルーティン」とかを信じている⼈の多くが

落っている逆ギャップだ。

★⽤語解説★ 逆ギャップ

ギャップ作りが恋愛に好作⽤することは誰もが知っているが、逆ギャップが

恋愛に悪影響あることに⼈はあまり意識を向けていない。多くの⾮モテは、

フレンドシップ戦略で近づいた上でギラつくという逆ギャップを作り出し、

今⽇もまた悲惨に負けている。

 そうではなくて、



■チャラそう、遊んでそう、下ネタ

 →優しい、紳⼠、知的。

 どう考えても、作るべきはこっちのギャップだよな。

 「不良が捨て猫拾ったら好印象…♡」のことは全員知ってるのに、⾃分の

ことになるとワカランくなって。

 「真⾯⽬で優しそうなのに⼦猫をガン無視」してるのが、多くの⾮モテの

⾏動なんだ。

★⽤語解説★ 不良⇔捨て猫理論

不良なのに、捨て猫に優しい。この好ギャップを⽣み出すべきなのに、⾃分

ごとになるとわからなくなってしまう。まずは不良であること。そして次

に、捨て猫を拾うこと。これだけのとってもシンプルな話なのに⼈は忘れて

しまうから、⽤語化している。

 ギャップの意味を取り違えるな。



■合コンで普通の⼈だったのに

→2⼈でアポしたら、突然の下⼼全開・ギラつき。

 これは悪いギャップ。

■合コンで下ネタばっか⾔って盛り上げてたのに

→2⼈でアポしたら常識⼈で、⼝説きも紳⼠的にスマート。

 これは良いギャップ。

 もう、しっかりわかったね。

・グダ崩しの本質
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 「グダ崩し」という⾔葉だけが独り歩きしていて、本当に「⼈を説得して

崩し込める」と思ってる⾮モテが多い。

 ハッキリさせておくが、そんなことがあるわけないだろ。

 グダというものは確かにある。

 グダ崩しに乗ってくれる⼦も、もちろんいる。

 それでも、絶対に嫌だったものが→説得でOKになった、ということは起き

ないからね。（もし起こしてる⼈がいるなら、確実にヤバイことをしてい

る）

 グダ崩しというのは、⼀種のプロレスだと思って欲しい。

 ★⽤語解説★ 恋愛はプロレス

⼥の⼦もゆるめの拒否を持って、「簡単な⼥じゃないのよ」と⾃らの価値を

⾼めてくれる。それに対して男も「誰に対しても⾔っているわけじゃないん

だ」と特別感を与える。そうして⾼まった⼆⼈で、恋愛を貪ると楽しい…そ

う決まっている。まるで演⽬が決められたプロレスだ。これを知らないと、

リングに上ってない⼦に技をかけようとする・真剣レスリングの試合なのに

演技を求める、みたいな変なことが起きる。



 ゼロから崩すのではなく、（予定調和の中で、段取り通りに）崩す、とい

うことならあるから、そうわかったうえで⼝説きを使おう。

 あと、さっきも⾔ったように「崩し」じゃなくて、「グダ防ぎ」ならあ

る。

・君が魅⼒的だからお茶したい

・可愛いカッコしてきて欲しい

・⼝説くのが楽しみ

 そう前提して（芥川デート法）アポを取ったら、向こうも期待した上での

アポになる。

★⽤語解説★ 芥川デート法

共通の話題、趣味の話、仕事の話。たくさんの楽しい話題がこの世には存在

するが、俺達が⼥の⼦とアポをするのは、恋愛を楽しむためだ。その他の話

は枝葉末節。しっかりと恋愛をメインルートに据えるデート法だ。



・「⾷いつきを⾼める」⾏動の毒

 ハナマインドでは、「⾷いつきを⾼める」という⾔葉は使わない。

 これもやはり、「相⼿はコントロールできない」哲学が根底にあるから

だ。

 もちろんハナも、10年前の初⼼者の頃は「⾷いつき⾼めてゲット！」みた

いな事を考えていたが、

・⼝説き⼀つで⾷いつきは⾼まらない

・元々⾷いつき⾼い⼦と会う⽅が早い

・そもそも⼥も超セッ◎スしたいもの
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 ことを知ってからは、肩の⼒が抜けた。

 そうだよ。

 この世界に厳然として存在するのは、

・最初から⾷いつき⾼い⼥

・⾷いつき⾼まる余地あった⼥

・誰にでも⾷いつける⼥

 だけだ。

 ⾔うなれば、こちらの他動詞ではなくて、『⼥の⼦の⾃動詞』。

 ⼈間、簡単に⾒知らぬ⼈に「⾼められちゃう」ことはないだろ。

 ここでもまた、モテスパイラル（＝⼀度モテるループに⼊ると、その実績

のおかげでどんどんと次のモテが⼊ってくること）の考え⽅が活きてくる。

 ⾷いつき⾼まる余地ある⼦に会って、⾃分らしい⾃然体で振る舞うだけで

ゲット→次の⾃信へ。

 そう考えるのが健全だ。



・⾃信のあるふるまい

 恋愛学では「嘘でもいいから⾃信を持て」と教えるけど、実感値として、

嘘では⾃信を持ちきれない。

 実⼒に裏打ちされてないと、すぐ⽬線が泳ぐ。

 そう考えると、⾃信を持てないと悩む男は結局、「実⼒」を⾝につけるこ

とをサボってるだけに思う。

 悩む、嘆くことすら⾃⼰愛撫だと思ったほうがいい。

★⽤語解説★ 究極の⾃⼰愛撫

悩む、嘆く、悲観する、こんな俺なんて…という落ち込みは⼈間なら誰でも

ある⾃然なものだが、マズいのはすっかりこれにハマってしまう⼈がいる。
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⼼理学では、この⼼情もまたナルシズムの⼀つの形としてしっかりと定義さ

れている。⾃⼰愛撫に忙しい男が、他⼈を愛撫できるとは思えない。

 じゃあどうやって実⼒を⾝につけるか？

 モテなら、「⾒た⽬向上＋会話術」を⾝につければいいってことになる。

 つまり、筋トレして、スキンケアして。

 読書して、先⼈の会話を学べばいいんだ。

 その詳細については、ハナが今後しっかりとお教えする。

【第五章】キープ編



・「⼥を褒めない」上辺だけの知識

 ハナマインドでは、「⼥を褒めるな」の上滑りした知識を否定しよう。

 恋愛学の⽤語に、ディス（あるいはネグ）というものがある。

★⽤語解説★ ディス（ネグ）
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美⼥を敢えて褒めないことで、「普通の男とは違う」と思わせ、逆に気を引

け。そのために、むしろ「⻭に⻘のりついてるよ」とディスれ（ネグれ）、

という教えがある。確かに有効に作⽤することもあるが、初⼼者が使うと

「ただの嫌な奴」で終わることが多く、危険。

 ディスって、褒めないという教えを愚直に守った結果、うまくいかなく

て、「⼥の⼦は不快な気持ちで家に帰らなければいけない」＆「男は結局ゲ

ットできない」

 …こういう悲しい事態が量産されている。

 いいだろうか、本質を捉えよう。

 褒めてはいけないのは、つまり、「他の男と同じようなクソおもんないこ

とばっか⾔うな」という意味だ。

 うん、⾔われ飽きてることを⾔ってはいけないのは確かだ。

 俺達は、常に特別な存在でいなければいけない。



 アポの中でも向こうの何気ない⼀⾔もちゃんと拾って、

それ、よく⾔われるんだ〜

 の返しを貰ったら、それは恥ずべきことだと思わなければいけない。

 じゃあどうするか？

 ハナマインドでは、「全然褒めよう・ただし特別な形で」と教えたい。

 具体的なTipsとしては、「褒めイジり」なら使っていい。

★⽤語解説★ 褒めイジり

褒めがベース。でも、ちょっとイジったようなニュアンスで笑いに繋げる＆

特別感を作る。イジるけど、最後に、「でも俺はそれ好きやけどね！」がつ

くのが特徴。

Ex１）居酒屋アポで箸を持つ⼿がちょっと短い「箸、短いんやね。いや、お

れは好きやで！仕事でも現場に近いほうがいいって⾔われるから！」

Ex２) 居酒屋アポで瓶ビールから注いでくれたら「ありがとう、所作が綺麗

やな。なんかモナ・リザみたいやな、この瞬間切り取ると。」



（正確にはフェルメールだけど）

 もちろん、イジらなくても褒めまくっていい。

 例えばセッ○ス後とかでも、

・めちゃくちゃ美⼈だよ

・最⾼にエロい体してる、⼀⽣抱きたい

・抱いたまま死ねたら最⾼だな。試しに今このまま死んでみていい？
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 ⻭の浮くようなセリフを、⼀切の躊躇なく、照れもなく⾔ってみる。

 ⽇本男児は奥ゆかしいから、⼥性も⾔われ慣れてなくて、驚く。

 で⼀瞬遅れて、笑顔になる。

 褒めの⼒を知ってほしい。

・「複数彼⼥化」のススメ

 ここは当⼈の⾃由だから、ハナマインドとしての伝えるトーンは少し下げ

る。

 でも思うところは⾔う。

 何⼈も彼⼥、いる？ 
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 なんで彼⼥にしたいのか。

 失いたくないからか。

 失わない⼿段が彼⼥化しかないのか。

 他に⼿段があるなら、そんなリスクを取らなくて良くないか。

 そうだよ、彼⼥にするってのはリスクなんだよ。

 向こうにコミットさせるって意味だから、裏切ったらしっぺ返しを⾷らう

に決まってる。

 彼⼥というのは、お互いにコミットするから意味があるんだと思うけど

ね。

 ⼀度、考えてみて欲しい。



・「セフ◎レ量産」のススメ
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 まあ、そういう飼い⽅……

 個⼈的にはめっちゃ好きな性癖で、⼼のなかではそのような興奮の仕⽅を

している。笑

 だけど、「その感じ」を出してはいけないよ。

 相⼿に「⾃分はセフ◎レだ」と認識させるのが、あんまり良くない。

 もちろんそれでいい、それどころか御主⼈様がほしい、という⼥の⼦もい

るけれど、それより⼤多数は「⾃分はビッ◎チではない」と思いたいんだ。
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 だから、「⾃分なんてセフ◎レだよね」の感じが相⼿から出てきたら、

「そんなことない」と否定しよう。

 じゃあなに？と聞かれたら、「定義はない」「ただ君と僕」と答えよう。

 これは、とある夏の⽇に⼤都会の新幹線駅でナンパし、即⽇セッ○スをし

てから、しばらくキープして遊んでいた⼥の⼦との、インスタのやり取り。
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 10号とか名前つけるよりも、ずいぶんエモいはずだ。

・脳に刻み込む快感

 キープする上で⼤切な考えの⼀つは、理性とか恋愛の前に、お互いに⼀匹

の動物であるということ。

 例えばこのツイートみたいに、びっくりさせるような快感を与えてみる。
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 ⾃分が気持ちいいからキープするんじゃなくて、本能的な「気持ちいい」

を相⼿の脳に刻み込むこと。

 性技の上達、真剣に取り組んで⾒よう。
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（この性技シリーズ、合計で約400いいねもついているね。）

・「ゼロかイチ」じゃない、「0.5とか0.01とか」

 付き合うことはないとわかっていながら、⾃分だけじゃないとわかってい

ながら、それでも会いたいと思ってくれるということ。

 キープで⽬指すべき状態はこれだと思う。

 そういう男⼥関係でいい、むしろそれがいい、と思ってる⼥の⼦は多い。

 すぐ⾊（＝男⼥交際をちらつかせて、相⼿の好意を元に関係性を維持する

こと）を使っちゃったり、罪悪感ある⼈は覚えておこう。
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 付き合わなくたって、いい関係は作れるんだ。
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 そもそもなんで、付き合いたいんだろう。

 先述の通り、付き合うというものはリスクだ。

★⽤語解説★ 彼⼥化はリスク
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付き合うなどの形を取り、相⼿にコミットさせるということ。旨味もあるが

当然、もし裏切ったのがバレた時、刺されるということだ。ただセッ◎スを

して、仲良くしたいだけなのに、「キミが好きで付き合いたい」などと⾔う

必要はない。

 付き合わなくたって、もっと微妙な世界に恋愛は存在していることを知

り、そこをうまく乗りこなすスキルをつけよう。

 わざわざ定義づけようとするのは⼈間の癖だ。

 （この考え⽅は「ファクトフルネス」という本に詳しい）

 名著なので、読んでみてほしいと思う。

FACTFULNESS（ファクトフルネス）10の思い込

みを乗り越え、データを基に世界を正しく⾒る…

amzn.to

1,782円 (2020年06⽉19⽇ 06�26時点 詳しくはこちら)

Amazon.co.jpで購⼊する

https://amzn.to/2APLVS7
https://amzn.to/2APLVS7


・「⾊」はなくても「彩り」がある
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 上記の通り、⾊は使わずにキープを作っていくのがハナマインドだ。

★⽤語解説★ ⾊ 

付き合うことや結婚をほのめかし、⼥をゲットする⼿法のことを表す。トラ

ブルの種なので、基本的にはNGとしたい。

 ⾃分も楽だよ。

 むやみやたらに彼⼥を作ると管理できないからね。

 でも、⾊はないと⾔っても、彩りはある。

★⽤語解説★ ⾊はなくても彩りがある

ハナマインドでは、⼥性を初めての刺激や楽しさで喜ばせることを流儀とす

る。⾃分と会ってくれる瞬間瞬間に、彩りを与えてあげるような取り組みが

必要だ。



 例えば、贈り物⼀つとっても。

 花をプレゼントしてみるとかね。

 花なんて重い？

 それは距離感を⾒誤ってるだけ。

 そりゃ100本のバラは重い。

 1回⽬2回⽬で渡されても、重い。

 でも、何かの⽇に、390円くらいの⼩振りのブーケを貰うなら、誰だって

嬉しい。

 稀に⾒かける「花を持ってる⼥性」って全員、⼝⾓あがってることを思い

出してほしいと思う。

 例えばこのキープ。



 もう卒業していったが、お姫様扱いが嬉しいと告げてくれた。

 だから、結婚直前まで会ってくれたんだろう。
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 彩りある⼈付き合いをしていくことが、未来にもきっと繋がる。

 この⼦とはもう会わないけれど、後輩ちゃんを紹介してくれたりするかも

しれないし。

 そういう直接的なつながりがないとしても、「ひとりの⼈間と、ひとつの

美しいコミュニケーションを築き、終わりまでしっかりこなした」という経

験は、将来の⾃分に必ず効く。

・「キープ術を学んだ男」VS「キープされる男」

 ⾊々なキープ術を語ってきたが、最後に明らかにさせておこう。
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 キープは、「できる男」じゃなくて「される男」を⽬指す。

 ようは、⾃分の⼈間的魅⼒を上げてほしいんだよ。

★⽤語解説★ キープはされろ

「キープ術」を敢えて語るなら、「キープするのではなく、キープされろ」

と⾔うことになる。これも、「相⼿はコントロールできない」から、「⾃分

を磨け」という発想と同じだ。キープされる男とは何か？考えた時に、「ど

うすればキープできるんだろう…」という考えをモンモンと巡らせてる男で

は、絶対にない。

 ここまでのハナマインドをインストールしてくれれば、「モテる⼈間的魅

⼒」のことがわかったはずだ。

 あとは鍛錬。

 守・破・離で成⻑していくために、まずはハナマインドを守ってみて欲し

い。



 カッコイイ男になってほしい。

 ⿐⾃⾝も、いろんな相談にも乗ろうと思う。

★プレゼント企画

・本noteの「★⽤語解説 まとめPDF」

 このnoteは3万字を超えるボリュームだから、サっと⾒返せるように、ま

とめPDF（全7ページ）を作った。
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 これも無料でプレゼントしよう。

 応募の⽅法は簡単。

【応募条件】

このnoteのURLとともに、感想をツイート

その後、TwitterのDMで完了報告を送信！（noteのプレゼント機能で送るた

めにメアドが必要なので、それも添えてね。※捨てアド可）

 応募、待ってるよ。 

さいごに
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 モテる男になることは、とっても楽しい。

 それを強く実感しているけど、同時に、明確に⽂章にしてこなかった⾃分

もいた。

 楽しすぎて、⾃分だけの秘密、専売特許にしたかったのかもしれない。

 だけど最近は、10年間もモテ活動を続けてきたから、楽しみがすっかり⼀

巡して。
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 もっと多くの男にモテるようになってもらって、そのレバレッジでさらに

多くの⼥の⼦に幸せになってもらって。

 この世で、多くの男⼥が幸せになっていけばいい、と思えるようになった

んだ。

 こう思えるようになったのも、⾃分が楽しいからだ。

 ⾃分が楽しくないのに、相⼿だけ楽しんでくれればいい…という聖⼈の発

想を持つことなんて、できないのが正直な所。

 ⾃分が楽しいからこそ、相⼿を楽しませる余裕が出来たんだと思う。

 そして相⼿が楽しむから、またモテる。

 このループなんだ。

 だからハナだって、この⽂章を通じて、今⽇もまた、どんどんモテていっ

てるよ。

 君も同じように、好循環の、気持ちのいい、上昇気流のマインドを作り上

げて欲しい。

 ⼆度はない⼈⽣、活かすも殺すも⾃分次第だ。



 さあ、スマホから顔を上げて、たったひとつからでもいいから、今⽇イン

ストールしたハナマインドを試してみよう。

 この世界を、優雅に⾮常識に楽しんでしまえ。

 もちろん、失敗したっていいじゃないか。

 昔の⾃分を破り捨てて、「やりたいこと」にぶつかっていったんだ。

 恐怖に勝ったこと、過去の⾃分に勝ったこと、おめでとう。

 仮に試合に負けたって、⾃分との勝負には勝った。

 気分も爽やかなはずだ。

 ほんとうに⽣きるとは、負けに怯えず、⾃分の気持ちに忠実にぶつかって

いき、この爽やかな気持ちを得続けることだ。

 そして、爽やかなる男は、いずれ試合にも勝てる。

 そういう世界だから、今⽇もまた元気に、にっこり⽬尻を下げて。肩甲⾻

を開いて、⼤きく深呼吸しよう。

 顔と呼吸と声の準備ができたら、声をかけよう。



 美⼥が美⼥でいてくれることに感謝して、丁寧にアプローチしてみよう。

 その継続の中で、嬉しいことが起きる。

 相⼿を喜ばせる男になる。

 なりたい⾃分になっていく。

 君の嬉しい成果報告を、⼼より待っている。

 ーーー

 読了いただき、ありがとうございました。

 ハナマインドに続いて、スキルをインストールしたいと思っていただけた

なら、１番の⾃信作「僕たちはどう会話するか」を⾒てみてください。

 絶対に後悔させません。

【僕たちは、どう会話するか】 ⼥性と出会い、セッ○

スし、育ててもらう「ズルい会話術」

★⿐のすけが⾃信を持って送り出す「最⾼の⾃信作・代表作」です。3ケタ

を超えるスキを貰った⾮常に⾼い読者満⾜度にも、誇りを持っています。

毎⽇のように買ってもらえて、かつ嬉しい感想を貰えて、感謝しかありま…
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 もしくは、もう⼀歩進んだステータスで、マインドとスキルは充分だか

ら、具体的な⾔葉を覚える！というフェイズなら、こちら。

 それではまた。

 芥川⿐のすけ（ハナ）

難しいことはわかりませんが『セッ○スできる丸暗

記ルーティン』を教えて下さい！ 〜恋愛に便利な…

☆更新情報20/7/18：「⾸輪つけてキミを飼いたい」直ホ・ルーティン追加

21/8/14：全体的に⽂章を整え、読みやすさを向上※はじめに※ このnote
は、「もう丸暗記するから、⼿っ取り早くヤれる⽅法を教えてくださ…
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