
理想の恋愛を手に入れる教科書

始めまして、オリバーです。
この度はこのレポートを手に取って頂き誠にありがとうございます。

このレポートはかつて非モテだったオリバーが100人斬りを達成するまでに
活用したノウハウや考え方が詰め込まれています。

これから女遊びをしたい方やモテるようになりたい方、童貞を卒業したい
方、今まで恋愛に関するアンテナが経ってこなかった方にとってはこのPDF
が間違いなく役に立ちます。

困ったとき、迷ったときは何度も何度もこのPDFを繰り返し読んで感覚を取
り戻してください。

では早速行きましょう。

まず始めにすべきことは女性を知ることです。

恋愛もスポーツや勉強と同じで毎日やれば毎日やるほど上手くなります。
なので24時間、365日、常に女性と接し続けることを目指してください。

実際に僕が一念発起した大学1年生の時は、部活動をしている時間と寝ている
時間以外は全て、何かしらの方法で女性と触れ続けていました。

勿論、大学にいる間は授業中であろうがなんだろうが大学内で仲良くなった
女の子と一緒に授業を受け、学食で昼食を一緒に取り、帰りの方向が一緒で



あれば同じ電車に乗ります。

可能であれば、別の女の子をナンパしに出かけます。

路上でのナンパがハードルが高いと感じるのであれば、居酒屋や相席屋、ハ
ブ、クラブなどにいきます。

勿論バイトは女の子が多い職場を選びます。

僕の場合は、比較的可愛い女の子を優先的に採用していた日本食屋さんと、
六本木のキャバクラでアルバイトをしていました。

それ以外にも、カフェやファミレス、居酒屋は比較的女性が多いです。

何度か客として店舗に赴き、可愛い店員がいるかどうかを徹底的にリサーチ
します。

個人的なオススメは、僕のように銀座や六本木（他でも可）のキャバクラ、
クラブ、ラウンジ等で実際にボーイとして働くことです。

ボーイをやるメリットとしては、当たり前のことですが女性を扱う仕事であ
り、ルックスの良い女性が常に身の回りにいるということです。

女性慣れは経験値がものをいうので、女性と話せて当たり前という環境で
す。

そもそも、水商売のバイトに応募する男性は真面目な男性よりは、ちょっと
悪い感じのキャバ嬢と同族性の男性が多いです。



そういった男性は基本的に女性の扱いに慣れているため、友達として付き合
っておくと、そういった遊びを知っている男に近付いていきます。

もしくは、僕も経験しましたが、顔やトークに自信があるのであれば、スカ
ウトマンになるのも絶対的に経験値を伸ばすことができます。

スカウトマンこそ、まさに女性を扱う商売ですので、女性受けを一番に考え
ることになります。

スカウトマンは結果が出なければ給料もほぼもらえないので、死に物狂いで
モテるようになる意識が働きます。

また、スカウトマンの身の回りもほぼ全員、女の子の扱いに慣れている男性
ばかりなので、その価値観に染まってしまったほうがいいです。

路上での声掛けに抵抗がある場合でも、声掛け自体に一切抵抗がない方ばか
りなので、メンタルブロックも壊しやすいです。

モテるようになりたいのであれば、まずはこれくらい徹底的に女性の世界に
踏む込んでしまうのがいいと思います。

勿論、個人差はあると思うので自分ができる範囲で構いません。

しかし、24時間、365日女性と接し続けるというのはモテるようになるうえ
で、非常に有効なので意識的に行ってください。



女友達（セフレ）を100人作れ

女性というのは不思議な生き物で、自分に必要以上に迎合してくる男性に対
して魅力を感じない作りになっています。

女性慣れしていないと、女性と会話する際にどもってしまったり、ありきた
りなことしか言えなくなると思います。

その状態は女性からすると、一緒にいて楽しくないので、『もう関わらなく
ていいや。』と認識されてしまいます。

その状態で自分が相手に惚れてしまって告白なんてことをしたら、100％振
られてしまいます。

なのでまずは女性にとにかく慣れまくって欲しいのですが、その際にコツが
あります。

異性として意識してしまって面白いことが言えなくなるのが一番やって欲し
くないので、最初はどんなにムラムラして、性的な目で見ていたとしても、
男友達だと思って接してください。

男友達にムラムラする人はいませんよね。

男友達と話すときのように、フランクに、適当に会話するのがポイントで
す。



女性の前だからといって、ちゃんとしようと肩に力が入ってしまうのが最も
女性からしたらおもしろくないし、場合によっては気持ち悪いとすら思われ
ます。

逆にスカしてしまう方もいるかもしれませんが、スカすのは正直そんなに有
効ではないです。

NARUTOにでてくるサスケくらいイケメンで能力もあって決まっていればそ
れでいいですが、仲良くなれるのはナルト型です。

ナルトは一見、『さくらちゃーん♡』と下手に出ている感じもしますが、あ
れはあれでさっぱりとしてフランクではあるので気持ち悪いとはならないで
すよね。

むしろ、どんどん仲良くなっていると思います。

まあ、あれは空想上のキャラクターなので少し大げさに作られていますが、
とにかくフランクに、なんとも思ってないくらいに会話できることがベスト
です。

最初は異性として意識しすぎて振られてしまうことはよくあるはずなので、
それを防ぐためにまずは100人女友達を作りましょう。

女性に飢えている状態であれば、男友達と話しているくらいでちょうど対等
くらいのパワーバランスになります。



男友達と軽く話すくらいのニュアンスで女性と接することができるようにな
ると、どんどん仲良くなっていき、一緒に遊ぶ機会も増えます。

単純接触回数という言葉を聞いたことがあるかも分かりませんが、普通に会
えば会うほど、親密度も増していきます。

その遊んでいく過程の中で、二人で飲みに行ったり、宅飲みをする流れが生
まれます。

そうした時に、小さいチャンスが生まれるので、いい雰囲気を作ってキスを
して・・・という流れを繰り返します。

YouTubeで『チャラ男　お持ち帰り』なんて調べると、チャラ男が女の子と
宅飲みそして、キスをするまでの流れが出てくるのですが、その感覚です。

あくまでも、『自然に、遊びの延長で成り行きで』ってのがポイントです。

恋愛業界のコンテンツを見ていると、発信者に非モテが多いのか、受け手に
合わせて作られているからか分かりませんが、最初からセックスのみが目的
なノウハウが目立ちます。

そういったノウハウは有効に働くこともありますが、相手によっては受け入
れられない女性も多いので（ホテル打診なんてまさにそう）真に受けないほ
うが良いかなと思います。

ホテル打診に関する補足なのですが、ホテルに誘って100％成功するケース
は交際中か、相手が100％自分の言うことをきいてくれるときか、お互いセ
ックスを了承の上で会っている場合です。



それ以外はホテル打診＝セックス打診とみなされるので、スマートではあり
ません。

可能な限り、家に入る言い訳や、なにかしらの自然な流れを生み出すことが
必須です。

安易なホテル打診＝思考の放棄です。

キスをして、女性のスイッチが入るまで下手に下心は見せてはいけません。

恋愛経験がない状態で下心を出すと、どうしても女性に媚びる形になってし
まいます。（経験値が高まり、男性的魅力（テストステロン・オーラ）が高
い状態だと堂々と打診できる）

だからこそ、何かしら家に行くor家に来るなど、言い訳をつけることが必要
になります。

僕が良く使う手法だと、カラオケに入って暗い部屋の中で少しずつ距離を縮
めてキスをしてスイッチをいれます。

俗にいうギラつきといわれる作業です。

セックス目的で女性に会っている場合は、あまり綺麗にやろうとしないほう
がいいです。
グダ（拒否されること）は発生するものなので、可愛いグダであれば適当に
流してキスした方がいいです。

なんだかんだ嫌じゃないからそこにいるので。

相手も本気で嫌がっていれば、蹴ってきたりします。



そうしたらやめましょうｗ

キスをして相手にスイッチが入ればそこで初めて『移動しよっか。』的なこ
とを言って、ホテルか家に搬送しましょう。

その際、ホテルという単語はあまり出さないほうがいいです。

黙って、いい雰囲気、甘い雰囲気だけをキープして、焦らす時間として活用
しましょう。

ただ、この状況は比較的突発的な出会いに限られるんじゃないかと思いま
す。

例えばストリートナンパや、居酒屋など。

一応、性欲に訴えかける方法を紹介しましたが、こっちは邪道なので、基本
的にはリア充しながら、遊びの延長で、『やっちゃったね。』のルートをお
すすめしますｗ

一応理由を言っておくと、邪道の方法は、いい女はあまり引っかからないか
らですｗ

正規の方法は、体に訴えかけるというよりも、心の方に訴えかけているの
で、行為が終わった後に気まずくなりません。

邪道の方は行為までの時間を短縮している分、心の結びつきが弱いので、突
然切れたりします。



経験のある人もいると思いますが、あれは自分にも原因があるんですね。

100人程度の経験ですが、行為までの時間を短縮しすぎた子は、すぐに切れ
ます。

泥臭くとも、断られながらも何度も思いをぶつけた女性の方が、結果的には
後に残っていることが多いです。

3年前の複数人のセフレとはまだ友達として続いています。

5年前に告白してやれなかった女性もまだ連絡は続いています。腐れ縁です
ね。

１００人を目指す過程で

100人を目指す過程で、あなたの恋愛戦闘力は大きく向上します。

この感覚はゲームによく似ています。

よく、モテるのはイケメンだとか、金があるやつだとかいう人がいますが、
僕の立場から言わせてもらうとピントがずれているし、言い訳だなと感じる
のです。

もし仮に、そうだとしてもイケメンになる努力をすればいいだけの話しだ
し、金持ちがモテると思うなら金持ちになればいいだけだと思うのです。

ましてや、恋愛というのはスキルであり、戦闘力を伸ばせる分野です。



ちゃんと、モテるためのスキルが身についてきます。

僕であれば、女性の話を聞くスキルと共感のスキルが高いです。

相手の感情が大体読めるので、相手がどうしてほしいのかが手に取るように
分かります。

これは元々持っていたスキルではないですが、女性と接するようになってか
ら、必要だからこそ身に付いたスキルです。

また、共感性は高かったものの、男性的魅力が低かったですが、（俗にいう
サイコパシー。テストステロン。ナンパやそこまで心を詰められていない女
の子をホテルに誘うときに必要）、ナンパの現場でもがいている間に伸びて
いました。

また、トーク力も元々そんなにあるほうではありませんでしたが、上手い人
のトークを見て学び試しているうちに上達しました。

このように、ちゃんとモテ専属のスキルを伸ばすことができるので安心して
ください。

この感覚が、頭を使って、何かをクリアしていく感覚に近いので、ゲームや
スポーツに似ているなと思いますね。

脳トレと言ってもいいかもしれません。

ありがちな失敗、考え方としては、ノウハウに頼りすぎること・ただやみく



もにトライし続けることです。

どちらにも共通しているのは、自分の頭で考えようとしないことです。

モテるやつはかっこいい奴というよりも頭のいい奴なんですよね。

じゃあ、頭のいい奴と悪い奴の違いは考えている量だと思います。

ただ、正直考えないのは仕方のないことで、脳は考えると疲れるんでサボり
たいんですよ。
これはもう決まってることです。人間の体の仕組みです。

しかし、ちゃんと考えるやつが勝ちます。

やるしかないんです。

脳みそは鍛えまくっていると少しずつ考えられるようになります。

使うことに耐性が付きます。

考えているやつと考えていない奴の差は、1年後とんでもないことになりま
す。

たまに、年の割に落ち着いていて雰囲気のある人っていませんか？

逆に、いい年なのに顔から幼さが抜けない人もいませんか？

それが考えている人とそうでない人の差です。



普段から頭を鍛えまくっていると、いざというときにちゃんと働きます。
ここ一番で勝てます。

サボっていると、ここ一番（タイプの女性）とのデートの時に慌てふためい
て下手打って落ち込みます。

僕も経験がありますが、悔しいです。泣きたくなります。

と口で言っても、体感しないと気が付けないことなので少しにしておきま
す。

考える習慣をつけるためには、良い情報触れることをお勧めしています。

僕は本でした。

今回は特別に僕が個人的に読んで学びがあった本をここで紹介しておきま
す。（恋愛関係ないものもありますが、人生の学びになります。）

・LOVE理論　水野敬也
・努力はいらない！『夢』実現脳の作り方　苫米地英人
・筋トレが最強のソリューションである　testosterone
・究極の男磨き道　ナンパ　零時レイ
・東大卒プロゲーマー　ときど
・1000円ゲーム　江上治
・ウケる日記　水野敬也
・限界の正体　為末大
・自己プロデュース力　島田紳助
・情熱の階段　濃野平
・夢を叶えるゾウ　水野敬也



・心を整える　長友佑都
・スタンフォードの自分を変える教室　ケニー・マクゴガニル
・営業マンは『お願い』するな！　加賀田晃
・突き抜ける人は感情で動く　芦名勇輔
・ホルモン力で人生が変わる　堀江重郎
・人生の期待値はナンパで変わる　伴風京
・ザ・ゲーム　ニール・ストラウス

とりあえず思いついたのはこれくらいです。
気になるものから是非読んでみてください。
まとめて購入できるようにまとめておきました。
よかったらこちらからどうぞ↓
http://oliver01.com/
%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E6%9C%AC%E7
%B4%B9%E4%BB%8B%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%8
3%BC/

彼女は作るべきか論

これは個人差がありますが、もし仮にあなたが女性と一度も交際をしたこと
がない場合は、もし好きな人と交際できる場合は是非交際してみてくださ
い。

理由は、一度しっかり女性と向き合っておくことで、女性のことをより深く
知ることができるからです。

女性についての認識が正しければ正しいほど、モテ度に比例します。
また、やってみると分かりますが、彼女のいる状態は非常にモテます。



これはテストステロン値が上がっていて、男の魅力である自信と、女性を惹
きつける余裕が余れるからです。

この状態をモテスパイラルと呼んでいて、有効に活用することで、今の自分
よりもレベルの高い相手をゲットすることができます。
そうすることで、飛躍的に経験値を貯めることができます。

まあ、女遊びをしていることに彼女が気が付くとあまりいいことはありませ
んが、そこは自分の理想と、相談してください。

ただ、基本的には逃さない方向が良いかと思います。

リアルコミュニティでの恋愛

次に、リアルコミュニティでの恋愛のやり方についてです。

個人的には、リアルは下手なことができない分、自分をセーブしやすいので
やりやすいです。

まずは、普通のコミュニティメイトとして仲良くなりましょう。

一番手っ取り早いテクニックとしては、よく目を合わせることですかね。

目を合わせると、なんか笑っちゃうことってあると思います。

最初はそんな感じで大丈夫です。

少しづつ仲良くなったら、遊びに誘いましょう。

向こうも、同じコミュニティ内なので大して警戒してません。（これがナン
パだと話が違う）



心を許せる相手として距離を縮めていき、最初に言った方法で関係を持った
り、告白しましょう。

比較的難易度はゆるめです。

アプリでの出会い
　
アプリでの恋愛に関しては、相手もそういった恋愛関係を望んでいるパター
ンが多いので、距離感と相手のニーズさえ間違わなければ大丈夫です。

100人女友達作るという根幹のもと活動しているので、片っ端から会ってい
きましょう。
多分、10人くらいで飽きると思います。飽きたら一旦放置して、また気が向
いたら始めましょう。

感覚としてはこれくらいで大丈夫です。

ナンパ

ナンパに関しては、自分がやりやすい場所でやればいいと思います。
ストリートができるならストでいいし、ハブやクラブがやりやすければそれ
でいいです。

ただ、個人的にはどこでも声を掛けられる状態を目指すべきです。

そのためには、ある程度女遊びをした状態でナンパに取り組んだほうが精神
的に楽です。

ストリートナンパはモテないままやると結構絶望する活動なのでｗ



モテる状態からスタートしたら、弊害は声を掛けることだけです。

モテモテのイケイケどんどん状態でスタートしたら、別に最初から声かけれ
たよ。みたいなこともあります。

ナンパ自体はいちいち学ぶ必要はなく、モテる感覚を身に付けること自体が
地蔵克服になります。

声掛けの理由付けだって、道を聞いたり、落とし物を装ったりすればいいの
で。

逆に、声掛け自体に徹底して取り組みだすと、声を掛けることが目的になっ
て、ゲット率が下がります。

そもそも、ナンパ以外にも出会う方法はいくらでもあるので、縛られないほ
うがいいですね。

それよりも、リア充を目指しましょう。

理想的な遊び人とは？

個人的に理想的な遊び人とは、アプリやナンパをあまりしない人だと思って
います。

一人の女性と知り合ったら、この人いい男だから。と他の女性に紹介される
のが良い遊び人だと思います。

僕も何度か経験もあるし、女友達に友達を紹介したこともあります。



紹介のメリットは何と言っても、友達のお墨付きなんですよね。

女性は社会的であり、世間体で生きてるので、友達の紹介とくれば、最初か
ら高得点のフィルターに振り分けられます。

この特性を活かして、合コンや飲み会を友達伝いで開き続け、人脈を構築し
ていきましょう。

複数の女友達とつながっていることで、無料で、かつ自分と比較的同じ属性
の質の高い出会いを生み出せる最強の出会いツールにあなた自身がなること
ができます。

こうやって、定期的に合コンを開いたり、飲み会を主宰することで、コミュ
力や、人脈も増え、更に男友達からの信頼も獲得し、なにより可愛い女の子
と沢山知り合うことができます。

いつのまにか完全にリア充化していますよね。

ここまで行けば、もう出会いに困ることはないです。

当初掲げた100人という目標は余裕で達成できるし、可愛い子の周りには可
愛い子が沢山いるので、質も上がるし、何より楽で話が早いです。



芸能人とかはほんとみんなこんな感じなんですよね。

だけど、これなら僕らでもできそうですよね。

さて、ここまで読んで頂いたあなたは今すぐにでも動きたくて仕方ないはず
です（笑）
その熱が冷める前にどんどん行動しましょう。

自分を信じて、正しい方向性で行動し続ければ必ず成果として現れます。

頑張ってください。

このレポートを機に、皆さんの人生が変わることを心から願っています。

また明日からメール講座が届くので気が向いたときに読んでみてください
ね。

ではでは、オリバーでした！


