
 

 

【⾮モテ脱出！】恋愛格差社会で
『勝ち組』になるための真のモテ戦
略〜⼥に追われる男になる５つのメ
ソッド〜 
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「可愛いあの⼦から好かれたい」 

「たくさんの美⼥からモテたい」 

 



これが男の本⾳ではないでしょうか？ 

 

でも… 

「１⼈の⼥⼦からもモテない」 

「周りは彼⼥ができてるのに」 

「俺は⼀⽣独りで⽣きていくのかもしれない」 

 

現実の⽇常⽣活の中では、ふとこのように思うのではないでしょう

か？ 

 

外出した先で、⼤してかっこよくない男が可愛い彼⼥を連れて歩いて

いるのを⾒て、 

 

「あいつと⾃分は⼀体何が違うんだろう？」 



 

と思った経験はあなたにもあると思います。 

 

物事には必ず理由が存在します。 

 

それは恋愛においても⾔えることです。 

 

モテる男とモテない男にも必ず何か違いがあるのです。 

 

それは、イケメンかそうでないかといった単純な理由ではないことは

あなたもすでに気付いているはずです。 

 



しかし、世の多くの男性は、モテない『本当の原因』を知らないまま

⽇常を過ごしてしまっています。 

 

今回は、その『モテない本当の理由』を明らかにし、多くの⼥性から

求められるような⼀流のモテる男になるための具体的な⽅法を、５つ

のステップに分けて解説していきます。 

 

 

 



あなたはモテるかモテないかは、⽣まれつきのものだと思っていませ

んか？ 

 

それ、間違いです。断⾔できます。 

 

本当のモテない原因は「世の中の間違った恋愛ノウハウ」のせいなん

です。 

 

はっきり⾔っておきますが、世の中の９９％の恋愛ノウハウは間違っ

ています。 

 

なぜこう断⾔できるのかというと、私⾃⾝が騙されてきたからです。 

 



私はこれまで、様々な恋愛テクニックに関する情報に触れてきました

が、役に⽴つものはほんの⼀握りだけでした。 

 

そのため、私が⾮モテを脱出するまでに、かなりの遠回りをしてきて

しまったという過去があります。 

 

これを読んでいるあなたには、私と同じような後悔をさせたくありま

せん。 

 

ここで、『本質的なノウハウ』だけを吸収していってください。 

 

 



 

 

《この note の重要ポイント》 

○モテる男のマインド 

○⼥性が本当に求めている男の正体 

○⾮モテを脱出する⽅法 

○相⼿にとって⾃分が特別な存在になる⽅法 

○⼥性が放っておけない「⼀流のモテる男」になる⽅法 

 

それでは⼀緒に⾒ていきましょう。 

 



 

『恋愛格差社会』とは？ 

 

『恋愛格差社会』という⾔葉をご存知でしょうか？ 

 

恋愛格差社会とは、優れた容貌やコミュニケーション能⼒を持った⼈

たちに、多くの異性からの好意が集まり、恋愛による愛、幸福、快楽



を独占し、それ以外の⼈たちは得ることができないという状況のこと

を指します。 

 

 

 

２０１５年の国勢調査によると、未婚男性と未婚⼥性の⼈⼝差は３４

０万⼈もあり、「余る男性」が３００万⼈以上いることも明らかにな

っています。 

 



そして、⼥性が男性を選ぶ際、⼀部の男性に需要が集中しやすい傾向

があるということも、⼤⼿企業婚活サービスの会員の⾏動の分析結果

から分かっています。 

 

 

 

このように、様々な問題が現代の社会では密接に絡み合いながら、恋

愛格差社会というのは成り⽴ってしまっています。 



 

つまりは、男性は⼥性よりも、モテるモテないの差が極端に分かれや

すく、モテる男はモテ続け、モテない男はいつまで経ってもモテない

という構図が出来上がってしまっているのです。 

 

⼥が求める男とは？ 

残酷な話、⼥性はモテなさそうな男性には⾒向きもしません。 

 

なぜなら⼥性は、他の⼥性からもモテていそうな男性に好意を寄せる

性質があるからです。 

 

それは、⼥性が限られた出産の中で優秀な遺伝⼦を残そうとする本能

からきています。 

 



逆に⾔うと、「他の⼥性からもモテていますよ」という信号を出すこ

とができれば、⼥性を惹きつけることが可能になるということです。 

 

では、⼀体⼥性はどのような男性を求める傾向にあるのでしょうか？ 

 

そこで私は、⼥性が求める男性の要素を様々なアンケート、レポート

資料からリストアップし、分析を⾏いました。 

 

その結果、⼥性は男性に対し５つの要素を求めていることがわかりま

した。 

 

それが、以下の５つです。 

 

このラインより上のエリアが無料で表⽰されます。 



 

 

▼⼥性が男に求めているもの▼ 

①オシャレである 

②⾃分に⾃信がある 

③紳⼠的である 

④会話上⼿である 

⑤ビジョンがある 

 

これが、⼥性が本能的に求めている男の要素です。 

 

⼀般的にはイケメンがモテると⾔われていますが、それはあくまでほ

んの⼀部でしかありません。 

 

イケメンであるかよりももっと重要なことがいくつもあるのです。 

 



ここからは、これらの５つの要素を１つずつ掘り下げて解説していき

ます。 

 

具体的にどのような⾏動をしていけば良いのか⾒ていきましょう。 

 

⽬次 

【第⼀章】オシャレをマスターし、雰囲気イケメンになれ 

【第⼆章】常に余裕がある男を演出しろ 

【第三章】⼥性には親切に接し、『⼀流の男』のように振る舞え 

【第四章】コミュニケーションの本質をマスターし、相⼿の特別な存在になれ 

【第五章】ビジョンを持ち、⼥性が放っておけない男を⽬指せ 

 

 

 

 



【第⼀章】『オシャレ』をマスターし、雰囲気イ

ケメンになれ 

 

⼥が求める男の要素の１つ⽬は、「オシャレである」こと。 

 

ここで⾔う「オシャレ」とは服装、髪型、清潔感のことを指します。 

 



やはり、⼥性をを惹きつけるにはまず⾒た⽬が重要になってきます。 

 

⾒た⽬といってもイケメンであるかどうかは関係ありません。 

 

それよりも、服装、髪型などで、どれだけ「雰囲気イケメン」を演出

できるかどうかが⼤切になります。 

 

ここでは、①服装、②髪型、③清潔感の順番で解説していきます。 

 

①モテる『服装』は毎年変わっていくことを知る 

結論から⾔うと、絶対にモテる服装というのは存在しません。なぜな

ら、時代によってファッションの流⾏が変わっていくからです。 

 



現在流⾏っている服装というのは、計画的に⽣み出されたもので、２

年前から流⾏らせる⾊、デザイン、素材をファッション業界が決め、

メディアを通じて世間へ広まっていくのです。 

 

つまり、どんな服装がオシャレか、カッコいいのか、というのはすぐ

に書き変わっていくということです。 

 

そのため、今年はどんなファッションがトレンドなのか、⼥性がかっ

こいいと感じる服装はどれなのか、毎年⾒張り続けなければならない

ということでもあります。 

 

◎今年の流⾏のファッションを確認する⽅法 

・ネットでトレンドの服装を調べる 

・アパレルショップに⾏き、どんな服が売られているかを⾒てまわる 

・アパレル店員にトレンドのファッションについて聞く 



 

⾯倒に感じるかもしれませんが、これだけでも⼥性は⽬の⾊を変えて

くるので同時にファッションを考えるのも楽しくなります。 

 

ただし、トレンドに合わない服を買わないようにするためにも、でき

るだけ最初は店員さんなど、アドバイスをもらいながら選ぶのがオス

スメです。 

 

◎服を選ぶ時のチェックポイント 

・⼥⼦ウケの良い⾊ 

・デザイン 

・着こなし⽅ 

 

②⾃分に合った『髪型』を追求する 



髪型も服装と同じくらいあなたの印象を⼤きく変えます。 

 

これまで髪型に気を使ってこなかったのであれば今⽇から髪型にも気

を使うようにしましょう。 

 



 

⾃分の髪型を本当にカッコよくセットできる⼈は少ないです。なので

髪型は他の男性と差をつけるチャンスになります。 

 

YouTube動画では、髪の⽑のセットの仕⽅やワックスの付け⽅などを

１から学ぶことができます。 

 



うまく髪の⽑をセットできるようになるためには、何度も練習が必要

です。今⽇から徐々にスキルを⾼めて、いざ⼥性の⽬の前に⽴つ⽇の

ために備えましょう。 

 

◎モテる髪型を⼿に⼊れるためにできること 

□美容室を変える（もっと定評のあるお店に⾏く） 

□ワックスをつける練習をする(YouTube で勉強可能） 

□ヘアアイロンを使う練習をする(YouTube で勉強可能） 

 

③⾝だしなみを整え、『清潔感』を維持する 

⼥性から「⽣理的にムリ！」と思われないようにするためにも、⽇頃

から⾝だしなみを整え、清潔感を保つことも重要です。 

 

「⾃分は清潔感をしっかり保てている」と思っても、⿐⽑が出てしま

っていたり⽖が伸びていたりと意外に抜けていることがあります。 



 

ここで再確認をし、完璧な清潔感を保てる男になりましょう。 

 

◎清潔感を保つためのチェックリスト 

□⽖が伸びていない 

□⿐⽑が⾒えていない 

□⼝臭対策ができている 

□体臭対策ができている 

□スキンケアを怠っていない 

□寝癖がついていない 

□フケが出ていない 

□ヒゲの剃り残しがない 

 

すぐに対策ができるものがほとんどですが、スキンケアなどは⽇々の

積み重ねが必要です。 

 



特に、ニキビが多くなかなか治らないという⽅は、⽪膚科に相談する

ようにしてください。 

 

 

【第⼆章】常に余裕がある男を演出しろ 

 

⼥が求める男の要素、２つ⽬は、「⾃信」です。 

 



⼥性は、⾃信を持った態度で接してくる男性のほうが頼りがいがある

と感じ、魅了されます。 

 

逆に、余裕がなく、テンパる男性はモテません。 

 

なぜなら、⼥性のことを考えて⾏動することができないからです。 

 

余裕がない男性は相⼿に気に⼊られようとして、逆に好感度を下げて

しまうことがよくあります。 

 



例えば、⾃分のことを考えすぎて相⼿の話を途中でさえぎってしまっ

たり、緊張しすぎて相⼿の話にうまく共感できなかったりと、次の章

からお伝えしていく⾏動にも⽀障をきたしてしまいます。 

 

私も、余裕がなかったときは、全くモテませんでした。⾃分のことば

かり気が向いてしまい、相⼿のことを考えられなかったんです。 

 

なので、今のあなたもまずは「⾃信」を、「余裕のある男」を演出で

きるようになってもらいます。 

 

ではどうすれば余裕のある男を演出することができるのか、⽅法は２

つあります。 

 

１つ⽬は、【第⼀章】でお伝えした、「オシャレ」を⾝につけるこ

と。 

 



オシャレになることは⼥⼦に気に⼊られる可能性を⾼めるだけでな

く、⾃信にもつながります。 

 

なぜなら⼥性のために努⼒してきたから。堂々と⼥性の前に⽴つため

に⾏動してきたからです。 

 

これはスポーツにも例えられます。 

 

スポーツ選⼿はなぜ毎⽇トレーニングをするのか。 

 

それは⾃信をつけるためであるとも⾔えます。 



 

確実にメダルを獲得するため、絶対にライバル選⼿に勝てるようにな

るために、⽇々⻭を⾷いしばっているのです。 

 

・⼥の⼦の⽬を惹きつけるために⼊念に服を選ぶという努⼒、 

・かっこいい髪型にしてくれると評判の美容院に通うという努⼒、 

・体の隅々まで、抜けがないか毎⽇チェックするという努⼒、 

 

「⾃分に⾃信をつける」とはこういった⼩さな努⼒の積み重ねだった

りします。 

 

「今すぐ⾃信をつけたい」と思うのであれば、外⾒を徹底的に磨いて

いきましょう。 

 

余裕のある男を演出する⽅法２つ⽬は、「場数を踏むこと」 

 



つまり、後先考えず、⼥の⼦とデートしてしまうということです。 

 

こう⾔うと、「デートする相⼿がいないんだけど」と思うかもしれま

せん。 

 

そこで役⽴つのが、『マッチングアプリ』です。 

 

近年では、マッチングアプリで出会った⼈と付き合ったり、結婚した

りとオンライン上での出会いが増えてきています。 

 

ただ、いきなりマッチングアプリで出会った⼈と付き合うというのは

ハードルが⾼いかもしれません。 

 



しかし、⼀緒にご飯を⾷べに⾏く、オシャレなカフェに⾏ってみるく

らいだったらどうでしょうか？ 

 

「それぐらいなら⾏けるかも」と感じるはずです。 

 

もちろん、マッチングアプリを利⽤している⼥性も１⼈の⼈間です。

気が合えば、恋愛関係に発展する可能性もあります。 

 

ですが、まずはそこまでハードルを上げずに、 

 

・⼥性と２⼈きりになる状況に慣れたい 

・⼥性との会話でテンパらないようにしたい 

 



これぐらいのモチベーションで利⽤してみるといいと思います。 

 

余裕を持てる男になるための着実な⽅法は、経験を積むことです。 

 

「全然⼥⼦と話せない」というのならこうしたアプリを活⽤していっ

てください。 

 

念のため、間違ったアプリを使うことのないように、実際に私が利⽤

して良かったマッチングアプリを紹介しておきます。 

 

◎推奨するマッチングアプリ  

①『with』株式会社イグニス 

②『Pairs』株式会社エウレカ 

 

 



【第三章】⼥性には親切に接し、『⼀流の男』の

ように振る舞え 

 

第三章では、⼥が求める男の要素の３つ⽬、「紳⼠的である」につい

て解説していきます。 

 

⼥性に「どんな男性が好き？」と聞くと、みんな⼝をそろえて「優し

い男性」が好きと答えます。 



 

「優しい」とは⾮常にあいまいな⾔葉です。 

 

⼥性から「優しい男性が好き」と聞くと、奥⼿な男性は「⾃分にもチ

ャンスはあるかも」と思うかもしれません。 

 

しかし、⼥性⾔う「優しさ」というのは、内⾯の優しさだけではあり

ません。 

 

他にも「頼りがいがあるかどうか」「気づかいができるかどうか」優

しさの中に求めているのです。 

 



では、どうすれば⼥性の⾔う「優しい男」になれるのか、気になると

思います。 

 

それは、紳⼠的な男になりきること、優しさを⾏動に移せる男になる

ということです。 

 

アメリカのロチェスター⼤学で⾏われた実験では、⻑期的な関係で⾒

た場合、イケメンな男性よりも親切な男性の⽅がモテるということが

わかっています。 

 

◎⼥性に「優しい」と感じさせる具体的⾏動 

□男性から話しかける 

□男性からデートに誘う 

□デートの⽇程を提案する 

□⾏くお店は男性が決める 

□⼈気なお店は予約する 

□重そうな荷物はさりげなく代わりに持つ 

□先に注⽂させる 



□飲み物を注ぐ 

□フォークやスプーンを渡す 

□会計は男性が⾏う 

□⾞道側を歩く 

□ドアを開けてあげる 

□帰り際に⼿⼟産を渡す 

 

あなたは、ただ「優しいだけの男」になっていませんか？ 

 

優しいだけの男は、世の中にはいくらでもいます。 

 

つまり、もしあなたにライバルが現れた時、勝負できる武器がありま

せん。 

 



ライバルと差別化を図り、確実に勝てるようになるためには、優しい

だけの男から抜け出す必要があります。 

 

ただ、クズ男になる必要はないので安⼼してください。 

 

今のあなたに必要なのは、紳⼠的な優しさ、⾏動⼒のある優しさで

す。 

 

「LINE 交換しようよ」 

「今度遊びに⾏こうよ」 

「このまま付き合おうよ」 

 

⼥性が「⽩⾺の王⼦様」という⾔葉を⼝にしているのを⾒かけたこと

はありますか？ 

 



⼥性はよく「⽩⾺の王⼦様」を待っていると⾔われますが、この本当

の意味を理解している男性は少ないです。 

 

これはあくまで⽐喩的な表現です。単にイケメンな男性を指している

わけではありません。 

 

「⽩⾺の王⼦様」とは、⾃分の⽣活環境を⼀変させてくれる存在のこ

とを意味します。 

 

・男の⽅からデートに誘ってくれる 

・今まで⾏ったことのない絶景スポットに連れてってくれる 

・今までしたことのない経験をさせてくれる 

 



⼥性が求める「優しい男」「紳⼠的な男」になるために、これからは

１⼈の⼥性を連れ出し、⾃分がリードする勇気を持ちましょう。 

 

 

【第四章】コミュニケーションの本質をマスター

し、相⼿の特別な存在になれ 

 



第四章では、⼥が求める男の要素４つ⽬、「会話上⼿である」につい

て解説していきます。 

 

⼥性の⾔う「会話上⼿である」とは、「⾯⽩いギャグが⾔える」「話

にオチをつけるのが上⼿い」というような表⾯的なものではありませ

ん。 

 

では、⼥性が求める「会話上⼿な⼈」とは⼀体どんな⼈だと思います

か？ 

 

結論から⾔ってしまうと、「相⼿の承認欲求を満たせる会話ができる

⼈」 

 

これが、「会話上⼿な⼈」の正体です。 



 

 

 



⼈は、⾃分の存在をたしかなものにするために、⾃分の鏡になってく

れる他者を常に求めています。 

 

だから⼈は、友達と遊んだり、SNSに写真をアップしたり、サークル

や習い事などのコミュニティに所属したりと、様々な場⾯を通じて⾃

分の存在を認識しようとするのです。 

 

しかし、現実ほとんどの⼈間はその『承認欲求』を完璧には満たせて

いません。 

 

なぜなら、ありのままの⾃分を認めてくれる⼈間が⾮常に少ないから

です。 

 



家族や親しい友⼈でさえも、それらの悩みはなかなか打ち明けられて

いなかったりします。 

 

親からは価値観を押し付けられ、友達からは劣等感を感じたりと⼼か

ら満⾜のいく⼈間関係を築けていない場合が多いです。 

 

だからこそ⼥性は、⾃分の恋⼈には真の理解者であってほしいと願っ

ていたりします。 

 

会話で好きにさせる最⼤のコツとは？ 

では、気になる⼥性を会話で好きにさせる具体的な⽅法とは何なの

か？ここでは３つのポイントに分けて説明していきます。 

 



◎会話で好きにさせる３つのポイント 

①相⼿に好奇⼼を抱く 

②相⼿と『同じ⼈間』になる 

③話しづらい話題について話す 

 

①相⼿に「好奇⼼」を抱く 

 

会話で好きにさせるポイント１つ⽬では、重要なマインドについて解

説します。 

 

多くの男性は、世に出回っている間違った恋愛ノウハウのせいで、⼥

性を落とせる魔法の⾔葉やテクニックがあると勘違いをしています。 

 

しかし、それだけでは、いつまでたっても特別な存在にはなれませ

ん。 



 

⾔葉やテクニックよりも⼤切なものが存在します。 

 

それは、「相⼿を知ろうとする気持ち」です。 

 

⼥性は鋭い⽣き物です。どんなに⽢い⾔葉をささやいたとしても、本

⼼から出た⾔葉でなければ⾒抜かれます。 

 

逆に、そこまで会話の仕⽅が上⼿くなくても、⼼から相⼿に興味を持

っていれば、「この⼈は本当に私のことを知ろうとしてくれてる」と

気づきます。 

 

つまり、会話の技術よりも⼤切なものがあるということです。 

 



それでは、どうすれば⼼から相⼿を知ろうとする気持ちになれるの

か、１つの⽅法は、『⼥』としてではなく『１⼈の⼈間』として⾒る

ことです。 

 

友達として⾒るという感じに近いと思います。 

 

『⼥』として⾒てしまうと、つい偏った考え⽅をしてしまいます。 

 

⼥性だからこう扱わなきゃとか、そのように決めつけてしまうと、相

⼿の個性を無視することにつながります。 

 



逆に、『⼥』ではなく『１⼈の⼈間』として⾒ることで、相⼿はどん

な価値観を持っているのか、どんな⼈⽣を歩んできたのか、そういっ

た疑問が⾃然と湧いてくるようになります。 

 

それが、結局は相⼿を知ろうとする姿勢につながるのです。 

 

なので、これから⼥性と会話をする際、『⼥』としてではなく、『１

⼈の⼈間』として向き合うということを意識してください。 

 

②相⼿と『同じ⼈間』になる 

会話で好きにさせるポイント２つ⽬は、共通点を⾒つけ出すことで

す。 

 

会話を通して、相⼿から興味を持ってもらうには、共通点を⾒つけ出

すことが重要になってきます。 



 

あなたが今仲良くしている⼈たちにも何かしらの共通点があるはずで

す。 

 

同じ学校の出⾝だったり、同じサークルに所属していたりと、共通の

話題から仲良くなったという経験があると思います。 

 

同じように、仲良くなりたい⼥性とも何かしらの共通点を⾒つけてい

く必要があります。 

 

まずは、趣味の話題で共通点を⾒つけ、相⼿との距離を縮めていきま

しょう。 

 



・カメラ、写真 

・カフェ巡り 

・料理 

・映画 

・ゲーム 

・⾳楽 

・スポーツ 

・芸能⼈、テレビ、YouTube 

・本、マンガ 

・動物 

・ファッション 

・ショッピング 

・グルメ、お酒 

 

もし、⼥性との共通点が⾒つからなかった場合、無理やり共通点を作

ってください。 

 

・相⼿が好きな⾳楽を聴いてみる 

・相⼿が好きなドラマを観てみる 

・相⼿が好きな本を読んでみる 

 



こうすることで相⼿との接点を作り出すことができます。 

 

共通点がなければ、どんなに話し上⼿だったとしても親密な関係にな

ることは難しいです。 

 

確実に相⼿との距離を縮めるためにも、必ず１つは⼥性との共通点を

持っておくようにしてください。 

 

③話しづらい話題について話す 

会話で好きにさせるポイント３つ⽬は、普通では話しづらい話題につ

いて話すことです。 

 

⼥性に気を遣って話しやすい話題をふり続けていてはいつまで経って

もふたりの距離は縮まりません。 



 

アメリカのデューク⼤学で⾏われた実験では、当たり障りもない話題

を話していた男⼥よりも、触れづらい話題について話していた男⼥の

⽅が親密度が⾼まっていたことがわかっています。 

 

具体的には以下のような恋愛の話題が有効です。 

 

・好きなタイプ 

・恋愛経験の有無 

・彼⽒がいない期間 

・彼⽒と別れた理由 

 

お互いに共通点を⾒つけるなど、ある程度うちとけることができたら

これらの話題について話し、さらに親密度を⾼めていきましょう。 

 



最初は「好きなタイプは？」と軽い質問から⼊り、次に「彼⽒はいる

の？」など徐々に話を深堀していくと⼥性も⾃然と答えてくれます。 

 

ただ、こちらから質問した場合には必ず同じ質問が返されると考えて

ください。 

 

同じ質問が来た場合は、正直に答えてしまって⼤丈夫です。 

 

正直に⾃分⾃⾝のことを打ち明けることで、誠実さが伝わり信頼を得

ることにつながるからです。 

 

相⼿に好かれるためには、こちらから斬り込んでいくことも必要で

す。 

 



話しづらい内容でも遠慮せず、積極的に質問するようにしてくださ

い。 

 

 

【第五章】ビジョンを持ち、⼥性が放っておけな

い男を⽬指せ 

 



いよいよ最後の章に突⼊します。第五章では、⼥が求める男の要素の

５つ⽬である「ビジョンがある」について解説していきます。 

 

「夢がある男がモテる」 

「仕事ができる男がモテる」 

 

このような⾔葉を聞いたことがある男性は多いと思いますが、その本

当の理由を知っている⼈は少ないです。 

 

「仕事ができる⼈はお⾦があるからモテるんだろ」と思う⼈が多いか

もしれません。 

 

確かに、「お⾦」は、将来の⽣活を考える上でとても⼤切な要素で

す。 

 



しかし、もっと重要な要素が存在します。 

 

それは、『カリスマ性』です。 

 

２０１８年にカナダのトロント⼤学が、「カリスマ性のある⼈が持つ

特徴」について調べた結果２つの特性を備えていることがわかりまし

た。 

 

◎カリスマ性のある⼈が持つ２つの特性 

①他⼈を安⼼させる 

②リーダーシップがある 

 

この特性は、「仕事ができる⼈」「夢がある男」にも当てはまりま

す。 

 



⼈間は、⾃分の未来を考えることや決断することに、恐れ、不安を抱

きます。 

 

⾃分の判断が、⾃⾝の⼈⽣において重要なものであればあるほど、そ

の判断から逃れようとします。 

 

そんな中、不安や恐れを隠し、明確な答えを出したり、⼤きな夢を語

る⼈が現れると、⼈はその⼈を魅⼒的な⼈物だと判断するのです。 

 

これは、「⼥性はリードしてくれる男性を求める」ということにもつ

ながります。 

 

「リードしてくれる男性」とは、リーダーシップのある男性のこと。 

 



「⼀緒にいると安⼼させてくれる」「焦ってしまうような時に冷静な

対応をしてくれる」 

 

つまり、頼りがいのある男性を⼥性は魅⼒的に感じるということで

す。 

 

しかし、ここまで説明すると、「カリスマ性は⽣まれつきのものじゃ

ないの？」と疑問に思うかもしれません。 

 

ですが、安⼼してください。⼀昔前までは、カリスマ性は⽣まれ持っ

た性質であると考えられてきましたが、最新の⼼理学の研究では、カ

リスマ性も後から伸ばすことができると判明しています。 

 



カリスマ的魅⼒を⾝につける⽅法 

では、具体的にどのようにして⼥性を惹きつけるカリスマ性を鍛える

ことができるのか気になると思うので、カリスマ性を⾝につける⽅法

を２つお伝えします。 

 

カリスマ性を⾝につける１つ⽬の⽅法は、あなたが「⼥性の代わりに

判断してあげる」ということ。 

 

例えば、 

・どこに遊びに⾏くか 

・どこのお店でご飯を⾷べるか 

・何時に帰るか 

 

⼥性の⽅から「こうしたい！」というのがない限りは、これらの判断

は全てあなたがするべきです。 

 



遊びに⾏く場所を選ぶのだったり、ご飯を⾷べるお店を選ぶのって⾏

ったことがないと勇気がいると思います。 

 

同じように⼥性側も、⾃分の選択で失敗しないか不安を感じます。 

 

にもかかわらず、「どこか⾏きたいところある？」「どっちのお店が

いい？」って⼥性に判断を丸投げしてしまうと「この⼈頼りないな

…」となってしまうのです。 

 

なので、 

「今度映画観に⾏こ」 

「ここのお店美味しそうだから⼊ろう」 

「遅くなっちゃうしそろそろ帰ろうか」 

 



こういったセリフはあなたから率先して伝えるようにしてください。 

 

恐れずに、⼥性の代わりに⾃分が判断してこそ、頼りがいのある男に

成⻑できるのです。 

 

次に、カリスマ性を⾝につける２つ⽬の⽅法について解説していきま

す。 

 

２つ⽬の⽅法は、「夢、⽬標を持つこと」です。 

 

夢・⽬標がある⼈は、たとえ現時点で経済⼒がなかったとしても⼥性

の⼼をつかむことができます。 

 

なぜなら、⼈は、将来の可能性に期待感を持つからです。 



 

特に⼥性は⽬の前にいる男性と付き合うかどうか判断する時、もしく

は結婚する時、「この⼈といれば⾃分は幸せになれるのか」「将来安

⼼して暮らせるか」といった不安を感じます。 

 

「⽣活費くらいは稼いでそこそこ安定して⽣きていければいい」とい

う⼈よりも、「今の⾃分には⼒が⾜りないかもしれないけど、これか

ら頑張って勉強して将来ビジネスを成功させたいんだ」と熱⼼に語る

⼈に、多くの⼥性は期待を寄せます。 

 

２０１２年にハーバード⼤学が⾏った就職活動に関する研究では「過

去に受賞するなどの実績がある⼈」よりも「将来に期待できそうな能

⼒を持っている⼈」の⽅が採⽤に積極的だったということが判明しま

した。 

 



つまり、多くの⼈は将来の可能性（ポテンシャル）に魅⼒を感じ、興

味を持つことが判明し、過去の実績よりも将来の可能性の⽅が重要で

あることが分かったのです。 

 

・副業を成功させて、家族全員を養っていける経済⼒をつける 

・ビジネスを成功させて、⾃分を育ててくれた親に恩返しをする 

・稼ぐ⼒を⾝に付けることができたら、困っている⼈のために⾃分のノウハウ

を提供する 

・周りの⼈たちも成功させて稼げるようになったらその⼈たちと協⼒して、貧

しい国の⼦供たちのために⽀援をする 

 

ポテンシャルを感じさせる夢や⽬標を伝えるには、抽象的な⾔葉はな

るべく使わず、具体性が⾼い⾔葉を使って将来の夢を語ることが有効

です。 

 

あなたにも、将来の夢や⽬標はありますか？ 

 



「愛に満ちた家庭を築きたい」「快適な暮らしを送れるようにした

い」など⽬標をハッキリと伝えることによって、相⼿は期待感を持ち

ます。 

 

⾃分は⼈⽣で何を求めているのか、⼈⽣の⽬標は何なのか、⽇頃から

考えておき、とっさに話を振られた時にもしっかりと答えられるよう

にしておきましょう。 

 

 

おわりに 

今回お伝えするのはここまでになります。お疲れ様でした。 

 



私⾃⾝も過去に、どうすれば⼥性からモテることができるのか、ずっ

と悩んできました。 

 

今回は⼥性が求める男の要素を５つ紹介しました。 

 

▼⼥性が男に求めているもの▼ 

①オシャレである 

②⾃分に⾃信がある 

③紳⼠的である 

④会話上⼿である 

⑤ビジョンがある 

 

ぜひ、今回お伝えしたことを実践し、⼀流のモテる男へと進んでもら

えたらなと思います。 

 



これが、あなたが幸せになるための第⼀歩となることを⼼から願いま

す。 

 

今⽇から⼈⽣を⼤きく変えていきましょう。 

 


