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【著作権について】

このレポートは著作権で保護されている著作物です。

このレポートの詳細はオリバーに属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売することを禁
じます。

このレポートに書かれた情報は作成時点での著作者の見解等です。
著者は事前の許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利があります。

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等
の業務提携者は一切の責任を負わないことをご了承願います。

まずはこのレポートを手に入れてくださり、どうもありがとうございます。

このレポートでは、マッチングアプリを用いて今から１か月
半～２か月で毎月１０人以上の女性と知り合い、デートまで

繋げる事の出来る仕組みと実力を身に付ける。

そのためのハッキリとした道筋をお見せしたいと思います。

僕が恋愛活動を始めたときに最も知りたかった、

『どれくらいやればどれくらいの期間でどれくらいの結果が出るのか？』

そのあたりの数字を特に重視しながら説明していく。ということです。
数字を言う以上、あくまで参考です。

恋愛ですから、誰が同じことをやっても同じになるようなものではありません。

もっと時間がかかるかもしれないし、もしかしたらできないかもしれない。
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ひょとしたらもっと早く大きな成果を出すことができるかもしれない。

勿論それはあなた次第です。

ただ、とても現実的な数字にしてあるのでその辺はご安心ください。

では早速いきましょう。

まず、いきなり敢えて厳しいことをいうようですが、
工夫しなければ結果は出ません。

『え、適当に写真載せて、いいね連打していけば何人か引っかかるんじゃない
の？』

という人がいるかもしれませんが、それは女性のツボを知り尽くした生来のリア充や、イ
ケメンのみに許された技です。

きっとこのレポートを読んでいる人は生来のリア充でもイケメンでもなく、異性との出会
いに困っている方だと思います。

だからまず勉強してください。

そんなにマッチングアプリは甘くないです。

『再現性１００％！この商材を買えば、どんなにブサイクでも、陰キャラでも結
果を出せます！』

みたいなことを言う人がたまにいますが、あれは詐欺です。詐欺師です。

万一そんなやり方があったとして、ペアーズ中の女性を独り占めできるのであれば、人に
絶対教えたくないですからね。

だけど、実際にはペアーズを用いて毎月さばききれないほどの女性とマッチングをし、毎
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晩デートを重ねている男もいます。

だから既にペアーズに取り組んでいるけど出会えてない人の原因の一つとして考えられる
のは

「なんの工夫もせず、ありのままの自分で勝負しすぎているから」
十中八九これです。
（逆に言えばだからこそ、きちんとやり方を覚えればその他大勢有象無象には負けません
絶対に。）

ただ、一つ注意したいのは、

勉強してくださいとは言いましたが、

何か難しい資格を取るような、そんな分量の多いものでもないです。

それは今からお話しします。

では、まず何をすればいいのか？

ペアーズ攻略はこの３つがキーポイントとされています。

・プロフィール作成
・いいね数の確保
・メッセージ力・通話力

まあ、よく言われていることです。

ただ、これらを徹底して整えている人は殆どいません。

一応分からない人のために説明しておくと、

まず、プロフィール作成というのは、プロフィール写真・コミュニティ・自己紹介文のこ
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とです。

自身のコンテンツ力（魅力・中身）となるのがこのプロフィール作成であり、ペアーズで
の”マッチングの肝”となります。

次にいいね数の確保、これはざっくり言うとブランディングです。

いいねを沢山集めることで、権威性が集まり、自身のプロフィールがより魅力的に見えま
す。

そして最後のメッセージ力・通話力。

出会ってから実際にアポを取り付け、デートに至るまでの展開力です。

この三つが揃えば、世の男性を出し抜くことはおろか、毎月１０人の女性と知り合
い、その中からデート相手を選ぶことなんて朝飯前になります。

しかも、『この三つの力をつけるのがそんなに難しいか？』

と聞かれたら、余裕でNO.と答えられます。

分量的には、大学で単位を一つ取るくらい・・・よりも遥かに簡単です。

が、しかしなぜこんなに出会えてない男性がいるのかというと、

『女性が求めている男性像が分かっていない男性が多すぎるから。』
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まじでこれに尽きます。

・自撮りをプロフィール写真に載せてませんか？
・トイレの鏡で全身を映していませんか？
・顔がよく見えない写真を使っていませんか？
・オタク趣味なコミュニティに入っていませんか？
・自己紹介文に『出会いがなくて・・』などマイナスに取られる言動は載せていませんか？
・一言目でしっかりと挨拶をしていますか？
・質問攻めになっていないですか？

パッと思いついたのだけでもNG行動がこれだけあります。

これらの項目に引っかかっていると、イケメンや、何か他に武器がある男性以外はすぐに足切りされて
しまいます。

まだ現時点では何が良くて何がダメなのか分からないと思うので、僕がこれから細かく解
説していきますので安心してください。
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いきます。

ペアーズを始める際に一番最初にやるべきことは、まずプロフィール写真を撮ることで
す。

あ、言い忘れましたけどまだペアーズをインストールしてない方はこちらからダウンロー
ドしておいてください。
一番下まで行くと案内が出てきます。
　　↓

ペアーズ登録ページ

女性アカウントを一度作ってもらえばわかりますが、男性のプロフィール写真はレベルが
低すぎます。

先ほど挙げた、自撮りのキメ顔とトイレのオンパレード。

それを見て女性がどう思うのかというと、

『気持ち悪い。』『友達いないのかな。』

だそうです。

ちなみに、自撮りとトイレはイケメンですら基本的に許されません。

つまり、論外ということですね。

じゃあどのようなプロフィール写真にするべきかというと、自撮りとトイレの逆です。
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景色の良いところで、自分以外の人に撮ってもらうこと。

これに加えて、自然な笑顔ができていたら完璧です。

案外簡単そうじゃね？

と思った人もいるでしょうが、僕の体感では自然な笑顔ができている男性は極わずかで
す。

本当にいません。

ということでまずは、笑顔の練習から始めましょう。

やり方は超簡単で、毎日自分で自分の笑顔の自撮りをすること。

ただし、最初は特に全力で。

ありがちなのが口だけ笑って、目が笑ってないパターン。

ちゃんと目がクシャってなるくらい全力で笑いましょう。

普段笑う習慣がない人は、顔の筋肉が凝り固まっていてぎこちない笑顔しかできない方が
ほとんどです。

凝り固まった笑顔は写真写り最悪なので、まず一週間撮り続けましょう。

段々と、自然と笑えるようになっていきます。

イメージとしてはこちらの２枚の写真。
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素晴らしいですね。
これくらい目がクシャっとしていれば女性に与える印象値としてはMaxでしょう。

『え、俺こんなにさわやかじゃないし。。』
と思う方もいると思いますが、こればかりは慣れの問題です。

かちかちになった表情筋をほぐす意味も込めて毎日行いましょう。

それでもまだ成果が出ないという方や、早く顔の印象を変えたいという方はセルフ造顔マ
ッサージも並行して行いましょう。

→https://www.youtube.com/watch?v=Hpq-Rf803G8

YouTubeで一番有名なリンパマッサージです。
２週間も継続すればむくみが取れてイケメンに近づきます。

笑顔の練習と、造顔マッサージを行うことで、自撮りだけでなく、他撮り（人に撮っても

ページ 9 / 57



ペアーズ攻略物語

らうこと）の写真写りが劇的に向上します。

練習してるから当たり前ですよね。

笑顔さえも練習すれば上手くなるんですよ。

さて、ここでやっと撮影開始かと思いきや、まだ直さねばならない箇所があります。

それは、服装です。

一番大事なのは、引き算です。

ファッションで多くの人が勘違いしているのは、アクセサリーや小物をやたらつければい
いということです。

逆です。

初心者ほど、シンプルさを意識してください。

『お洒落だね。』の言葉が欲しいのは分かります。

だけどまずは、マイナス点を貰わないことから始めましょう。
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これらは実際に講習生を撮影し、プロフィールに使った写真ですが、これくらいのシンプ
ルさで全く問題は無いわけです。

それよりも大事なのはなんといっても

笑顔。

そしてロケーション。

この二つであります。

ロケーションの話が出ましたので、先にロケーションについて話していきます。
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ロケーションとは？

主に、写真撮影に使う場所のことです。

景色が良かったり、自然に溢れていたり、リア充感のある写真を撮ることが目的です。

モテる男＝リア充な男

と言っても過言ではないですからねw

とは言っても、リア充感のある場所なんて自分で見つけられないと思いますので、僕の方
で紹介させて頂きます。

⒈渋谷 347カフェ 

もう見るからにお洒落ですよね。笑
僕はデートや講習で何回も使っていて、女子受け、講習生抜群のスポットです。
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テラス席には見ての通りプールが設置してあり、良くインスタグラマーの方なんかが撮影
していたりします。
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先程紹介したこちらの写真もこの渋谷 347カフェで撮影しています。

清潔感もあるし、自然豊かな感じもあってお洒落ですよね。

こういった場所は写真として残しても、デートにして使っても非常にウケが良いです。

是非使ってみてください。

2.京王プラザホテル 〈カクテル&ティーラウンジ〉
 

これまたお洒落ですよね～。笑
渋谷347とはまた違ったエレガントな雰囲気の空間です。

高級ホテルのラウンジという事で、意外と穴場だったりします。

ソファやイス、壁なども高級感があるので、スーツやジャケットでビジッと決めて撮影に
臨むと良いかと思います。

勿論、落ち着いた空間なのでデートにも最適です。

価格帯は高いと思いきや、意外とそうでもなく、コーヒーだけなら1000円ちょっとで飲む
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ことができます。（勿論、ドトールとかと比べたら高い。）

場所、空間代と思えばこの価格は安いもんだと思います。

居酒屋で合計6、7000円かかるのであれば、こうした落ち着いた空間で3000円弱に経費を
抑えることもできます。

（年齢層によっては刺さらないこともあるので注意。）

3アマルフィ デラセーラ（鎌倉）
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海をバックに写真を撮りたいならここがベストポジションかと思います。
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先程紹介したこの写真も、このアマルフィデラセーラにて撮影したものです。

撮影時期が夏だったこともあり、服装と景色がマッチして素晴らしいですよねw

写真撮影をする際は、「壁際の席でお願いします。」と一言店員さんに声を掛けておく
と、ちゃんと壁際の席に案内してくれます。

景色は勿論、食事も美味しかったので、勿論デートにも最適です。

4.リッツ・カールトン東京 ザ・ロビーラウンジ （六本木）
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ザ・日本のラグジュアリーホテルの一つであるリッツ・カールトン。

敷居の高さから、やはりここも日中は空いてる傾向にあります。

45階にあるラウンジということで、景色は抜群。

勿論、店内の雰囲気やサービスも最高級ですので、デートにも使えます。

例の如く、コーヒーくらいなら1500円程度で飲めるので、居心地のいい空間を低コストで
楽しむことができます。

良くコンサル生と行きますが、居心地が良すぎて中々帰れなくなるのが難点ですw

やはりここもスーツやジャケットなど、フォーマルな格好で来て頂いた方が、場所にあっ
た写真が撮れるのではないかと思います。
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5.ブルックリンパーラー（新宿）

少しテイストを変えてみました。
個人的には一番好きなお店です。
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何回デートに使ったか分かりませんw

ここの最大の特徴は本が大量に飾ってあること。

また、雰囲気が良いこと。

カフェやランチ、ディナーなど、どんなケースにも合わせて使うことができます。

今回紹介した中でも個人的に一番気に入ってるお店なので、良かったらデート等に使って
みてください。

撮影に関してはまだ使ったことはありませんが、スポットは沢山あるので是非使ってみて
くださいね。

さあここまできたらやる事はあと一つ。

服装。

これです。

これさえできたらペアーズで無双する事は簡単です。

ここで躓く方が非常に多いのですが、ここでは平均的な模範解答を僕の方から掲示させて
頂きます。

それは、インスタグラマーの方々です。

見た事がない方もいると思うので、早速ロールモデルの方々を紹介しましょう。

今回取り上げるのは、インスタグラマーのmotokiさん
https://instagram.com/motoki916?utm_source=ig_profile_share&igshid=61opymxownvr
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と
KEN TSUKAHARAさんです。

https://instagram.com/ken_navy?utm_source=ig_profile_share&igshid=16pggibbpo2h8

著作権の問題でここには写真が載せられないのでリンクから飛んでください。

彼らの写真を見て頂ければ分かると思いますすが、もう誰がどっからどう見てもかっこい
いですよねw

『ええ、僕はこんなにイケメンじゃないし、こんなカッコいい服は持ってないです。。』

と思ったそこのあなた。

彼らは自分をカッコよく魅せるのが上手いのです。

そしてなんと、この自分をカッコよく魅せる事にも、型があるのです。

これめっちゃ凄くないですかww

だって、再現できるってことですからね。

では早速解説します。

やる事はシンプル。

①日サロに行き、肌を焼く

②体に合ったサイズの服を着る

③①と②を組み合わせた状態で美容室に行って髪を切ってもらう

これだけです。
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ちなみにこれは、順番が一番大事です。

まず手っ取り早く肌を焼いてしまう事で、今後の容姿改善にレバレッジをかける事ができ
ます。
モテを目指すうえで、我々が着るべき服が映えるようになります。

この教材で掲示した2人のインスタグラマーも、例外なく日焼けしていますよね。
なのでまず、肌を焼いて、女子ウケするルックスの土台を作りましょう。

ちなみに、ストリートナンパをしている方は肌を焼くことで目見えて反応が良くなりま
す。

▼日サロに行く際の注意
・初めて日サロに行く際は必ず弱めのマシーンで焼きましょう。日焼けの経験がない男性
がいきなり強めで焼いてしまうと全身やけど並みの大ダメージを負います。（部活動等で
日焼け慣れしている方は問題なし）
・それに伴い、時間に関しても初回は２０分以内に留めましょう。
・マシン使用後は必ず保湿をしましょう。乾燥は肌荒れの原因となります。置いてないと
ころも多いので、化粧水やクリームは持参すること。

以上を守れば基本的にはデメリットはありません。

また、これを読んでる方の中には美白イケメンを売りに恋愛活動をされている方もいらっ
しゃると思いますが、そういった方は日焼けは必要ありません。
あくまでも美形イケメン以外の方や、男らしい雰囲気を身に纏いたい方は日サロはおすす
めです。

続いて服装です。
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服装で一番大事なことは、
シンプルでごちゃごちゃしていないこと。

これが全てだと思ってください。

https://instagram.com/themanity?utm_source=ig_profile_share&igshid=1waq52zcw3nmb

ちなみにこちらのサイトのメンズファッションが個人的には素晴らしいと感じています。
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こんな感じですね。
これくらいシンプルでいいのです。

とにかく余計なものをつけない。

ちなみに、これくらいシンプルであれば実はGUなんかでも全身揃えられたりします。
GUは確かに材質は安めではありますが、おしゃれポイントでいったらユニクロとは比にな
りません。
　

勿論グレードの高いおしゃれアイテムを持つことは後々重要になるのですが、合格ライン
を超えることに絞れば、２万円もかからずとも達成することができます。

※勿論金銭的余裕があり、おしゃれ感度の高いモテる男はディーゼルやディースクエアード
をはじめとしたおしゃれデニムや、GUCCIやLouis Vuitton、クリスチャン・ルブタンなど
の王道のブランド物を身に付けています。
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これらのアイテムはステータスの証明となるので勿論有効ですが、あくまでも差別化要素

であり、本質ではありません。
特に、アプリを活用した出会いに関しては、無いよりはあったほうがいいけど、正直そこ
まで重要とされていない。というのが大半の女性の意見です。

実際に本当の成功者と呼ばれている人は分かりやすいギラギラしたブランド物よりも、数
千円のユニクロの服を着ている方の方が多いです。
分かりやすい金持ちアピールより、小物や家など、さりげないところにお金をかけている
人の方が女性からしたら魅力的に見えます。

こういった点も考慮すると、最低限の身なりを整えるだけであれば大してお金はかかりま
せん。
なのでまずは、ぼくが紹介したインスタグラマーや、インスタグラムのサイトを見て、コ
ーデを丸パクリすることから始めてみましょう。

最後に髪型です。

髪型に関してはこれもまた個人差がありますが、２０１８年現在で日サロに通うのであれ
ば、短髪のツーブロックが最も無難だと思っておいてください。

もしくは、僕の紹介した二人のインスタグラマーのような髪型ですね。

ただ、髪型に関しては顔の造形と相談しなければなんとも言えない部分があるのでここで
は参考画像を載せておきます。
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髪型が決まると、かなり精悍な印象になることが上の写真からも分かりますよね。

一番上の男性が営業マンとしてやって来たら、むげに扱う人はいないのではないでしょう
か？

おそらくとりあえず話でも聞いてみようとなると思います。
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シンプルな服を身にまとい、肌の色を焼いて、髪型を決めれば、

その他の男たちとは大きな差別化を図ることができますし、男らしさを手に入れたことに
よる自信が得られます！

その結果、爽やかでかつ男らしい印象の写真を撮ることができます！

次に、自己紹介文の書き方・コミュニティの選び方について説明していきます。

写真を充実させるだけでも、それなりの効果はありますが、自己紹介文・コミュニティを
充実させることで、さらに女の子とのマッチング率を高めることができます！

女の子は本当にたくさんのいいねを貰っています。「えっ、こんな子が?」という感じの子
でも100いいねを超えていることはざらにあります笑　

ましてや、モデルみたいな美人、若くて可愛らしい女の子にもなると、500いいね以上を
普通にもらってたりします！

そんな女の子たちは、いいねの通知が鳴りやまないので、全員に目を通すわけにはいかな
いんですよね。

だから、いいねをした男性の中から、爽やかでカッコいい写真で写っている人にまず絞り
こんで(写真の大切さが分かりますよね、足切りされないことがまずは必要です！)、その上
で次に目が行くのが自己紹介文やコミュニティになるわけです。

それでは、自己紹介文の書き方とコミュニティの選び方について説明していきます。
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まず自己紹介文についてです。

これを通じてあなたという人が何を好きで、どういう価値観で生きている人なのかを伝え

ることができます。

仕事、恋愛、趣味について書くのが基本になります！

1.仕事について

真面目に仕事に取り組み、周りの人間に慕われていること(尊敬すべき男性であることをア
ピール)、リーダーシップをとっていること (コミュニティの中心人物が女性は大好きですよ
ね笑)、将来の目標(仕事を通じて実現したいこと)などが盛り込むべきポイントです。

頑張っている自分を自慢たらしくならないように表現しましょう！
また、いつが休みなのか、平日でも会えるのかなども明記しておくとグッドです。

2.恋愛について

1.の仕事でも触れたポイントですが、女性を引っ張っていけるリーダーシップがある男で
あることは積極的にアピールして良いポイントです！

安心感がある男であることもアピールしていきたいのなら、将来の話をしていきましょ
う。
例えば、どんなカップルになりたいか、どんな家庭を築いていきたいかなどです。

3.趣味について

次に紹介するコミュニティとも重なる話ですが、女の子が共感しやすい趣味、興味を惹き
そうな趣味について掘り下げて書くことが基本になります。

例えば、グルメであることをアピールしたいのなら、お店の開拓を色々してることや、食
べたときどう感じたのかを書くと良いと思います！
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女の子が行ってみたい！や美味しそう！みたいに感情が動いたり、共感を抱きそうな書き
方を工夫してみてください。

ペアーズだと、女の子も割とプロフィール文を読んでくれるので、(どこに共感したのか
を、会話の切り口にしてくれることもあります)スペースをフルに埋めることを意識して取
り組んでみてください！

また、ここで一つ裏ワザの紹介になるんですが、

自身のプロフィールを作成する段階でこのように赤丸で囲ったところに、他の男性会員を
見るという項目があります。

ページ 44 / 57



ペアーズ攻略物語

ここを押すと次の画像のように
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他の男性会員のプロフィールが表示されます。

運営に問い合わせたわけではないですが、僕の知人の過去にペアーズ内でランキング一位
をとった男性も表示されたので、比較的人気度の高い完成されたプロフィールが選出され

ているようです。

察しの良い方なら分かると思いますが、良い例を見つけたらなにをするか？

そう、良いところを徹底的にパクっちゃいましょう。

写真の撮り方でもいいしスポットでもいい。

文章の書き方でもなんでも。

まあ丸パクリは使えないと思うんで少々アレンジして使っちゃいましょう。

次にコミュニティについて話をします。

ファッション、食べ物、趣味と色んなコミュニティを選ぶことができますが、ここでも適
当に選ぶのではなく、アピールの材料にしましょう！

なんとこちらも、女の子受けの良い定番の型があります。

結局、女性に共感してもらうことが大切になってくるので、「グルメ」「旅行」「ファッ
ション」などの切り口で多くの女性にポジティブに評価してもらえそうなものを選びまし
ょう!

コアな趣味、マニアックな趣味をさらしていくのは、この段階では早くて、実際に会って
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仲良くなってからでも良いのかなと思います。

具体例としては、

・ファッション→シンプルなファッション、デニムとシャツスタイルなど

・食べ物→焼き肉、居酒屋、カフェなど

・趣味→アウトドア系の趣味を複数入れる。
インドア好きだとしても、両方楽しめる男であることをアピールすれば、より良いです！
(海外)旅行は鉄板です。筋トレなんかも、男らしさが出てていいと思います！

最後に簡単に僕の実際のペアーズのコミュニティの写真を載せておきますので参考にして
ください。
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意識しているのはとにかく爽やかさ、ぱっと見の印象です。

見てわかる通り、やぼったい感じや重たい感じを一切出さないようにしています。

それに加えて、自身の趣味や人と差別化できる部分に関してはコミュニティとしてアピー
ルしても問題ありません。

最後にブランディングについて話をしていきます。

写真と自己紹介文をある程度のところまでもっていけば、それで終わり…という訳ではな
くて、あなたという商品を宣伝していく作業です。

具体的には、いいねの数が安定して50～100以上キープできるようにする段階まで早く持
っていけば、マッチ率は非常に上がるし、マッチング後のメッセージも比較的優位に進め
ることができます。

複数の子とやり取りを同時平行で進めることが可能になることでデート成約の数・確率を
共に高めることが可能になります！

実際、僕が東京で教えている講習生も80いいねを超えた時にやり取りしていた女の子から
「すごくいいね貰ってますね♪」と言われたそうです。

ちなみに僕自身は100いいねを超えたあたりからぐっとマッチする女性の容姿ランクが上
がり、150～200を超えたあたりから500いいね以上の女の子からいいねがきたり、実際に
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マッチングしてデートできるようになりました。

では、どうすれば50いいね以上を効率良く稼ぎだすことができるのか？

ここでマストになってくるのがアッシー君、そしてプラスアルファでブースト機能を活用
することです！

まずアッシー君について簡単に説明しますと、女の子のプロフィールに片っ端から足跡(直
近では誰が自分のプロフィールを訪問したのか、ペアーズでは分かるようになってます)を
付けることができる優れもののツールです。

こちらは僕ではなくまた別の開発者から仕入れてもらう必要があるので別途料金がかかっ
てしまうのですが、割とマジで最強ツールですｗ

つまるところ、

完成されたプロフィールを作成し、それを日本中の女性会員に見てもらうということで
す。

あ、ここで身バレとか不安に感じる方もいるかもしれませんがペアーズはFacebookで登録
すれば自分とリアルで共通点があるであろう人とはお互いに表示されないように設計され
ています。
僕も実際に知り合いとは一度もあったことがないので安心して平気かとｗ

そしてペアーズの女性会員て、約６０万人に登るそうです。（笑）

それだけの会員がいれば、あなたのきちんと作りこんだプロフィールを見ていいなと思っ
てくれる女性が100人もいないと思いますか？（笑）
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ちゃんとプロフィールを作りこんで、アッシー君を回せば100いいねくらい余裕で集まりま
すｗ

ここでですが、

『僕は可愛い子や美人とだけマッチングしたいんだ！』

という声が上がりそうなので先に説明しておくと、

いいね数が５の女性といいね数が３００の女性、ぱっと見でどちらが魅力的であり人気者
に見えますか？

僕は300いいねの女性の方が、仮に同じプロフィールだったとしても魅力的に見えます。

きっと大体の人がそうでしょう。

これも権威性の効果なのですが、人気者の方が価値がありそう！と思ってしまうのが人間
です。

特に、女性はその傾向が強いです。

なのでいいねを沢山集めること＝可愛い子や美人とのマッチングへの近道であるというこ
とです。

ちなみになんですが、ちゃんとプロフィールそのものが作成されていれば、いいね数があ
まりなくても、アッシー君さえ回しておけば勝手に可愛い子や美人からいいねが来ます。

だからまずは頑張ってしっかりとしたプロフィールを作成しましょう。

そしてアッシー君を回しましょう。

アッシー君を使うタイミングですが、基本的には19時以降、つまり夜の時間帯にやってみ
れば良いと思います。
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スマホをみんなが触ってそうな時間を狙い目にしていきましょう。

次にブースト機能について説明します。

これは、ブーストを使った60分間の間に訪問してくれた子には、いいねを無料で送れる機
能です。

勘の鋭い方は気づいたかもしれないですが、
アッシー君を回してる時にブーストを使うことで効果が最大限発揮されます！

おススメの使い方ですが、

夜7時～夜10時ごろまでアッシー君を回す→その間のどこかでブースト機能を使う。

これです。

こうすることによって、大量の足跡を獲得したのち、いいねを乱れ打ちできるので簡単に
いいね数を稼ぐことができます。

それとこれもまた裏ワザになりますが、

ペアーズはログインをすると一日4人まで無料でいいねを送ることができます。

ログインボーナスと呼ばれるものですね。

ちなみにこのログインボーナスは

アプリでログインした場合も貰えるし、ウェブでログインしても貰うことができます。

つまり、一日8人に無料でいいねを送ることができます。
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一日8人×30日（一か月）＝２４０

ということで、一か月で無料で240人にいいねを送れます。

これは使うしかないですよねｗ

さて、ここまでブランディングについて語ってきましたがいかがでしたでしょうか。

なんとなく、自分のプロフィールが完成して、いいね数を獲得するイメージはできたんじ
ゃないでしょうか。

ペアーズだけに関して言えば、とにかくブランディングとコンテンツの中身（魅力度）だ
けで勝負が決まってしまします。

なので最後にやるべき事をまとめると

・ルックスの強化（服装、髪型）
・写真撮影
・プロフィール作成
・ブランディング

この4つだけです。

こう思うと、シンプルだし、単純明快ですよね。

だからできます。

もし、ここに書いてあることを全部実践して、それでも結果が出なかった場合は僕に連絡
してください。

結果が出るまで、無料でコンサルします。

連絡先はこちら→（oliver.oliver.mant@gmail.com）
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さてこの教材もエンディングを迎えようとしているのですが、ここでこの教材を買ってく
ださった方限定の特典を付けたいと思います。

特典１：プロフィールの添削

これはプロフィールが自分なりに完成したと感じたら、僕のメールあてにスクリーンショ
ットでも文章でもどちらでもいいので送ってください。

一週間以内に添削して送り返します。

特典２：プロフィール写真撮影

みんな困っているであろう、写真撮影をお手伝いします。
スポット等は、お互いのイメージを擦り合わせながら決めていきましょう。

こちらも僕のメールアドレス宛に連絡をください。
ばっちりいい写真撮りに行きましょう。

特典希望の方は、上記の特典１、特典２のどちらを希望するかを書いて
（oliver.oliver.mant@gmail.com）までメールしてください。

ということでですが、長々とここまでお読みいただきましてありがとうございました。

これを読んでくださった方の恋愛が上手くいくことを心より祈っております。

ではまた特典でお会いしましょう。

オリバー
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