
女性を「強制的に」惚れさせてしまう洗脳メカニズム… 

もし、”あなた好みの美女”を 
「彼女やセフレ」にしたいなら、 
No1.ホストから教わった 
「口説きの秘密」を伝授します 

あなたは　　 

「職場や学校で狙っている魅力的な女性を 
  ”彼女やセックスフレンド”にして、 
　楽しいデートやセックスを満喫したい」 
　 
「好きな女性に愛されることで、 
　掃除や洗濯をやってもらったり、 
　温かい手料理を作ってもらえる 
　イチャイチャ恋人関係を作りたい」 

「美巨乳系、清楚系、美少女系、モデル系、 
　アイドル系、美熟女系、キャバ系、OL系、 
　ギャル系、女子大生、など 
　様々なジャンルの美女たちと”ハーレム”のように、 



　毎日セックスしたり、派手に遊びまわりたい」 

さらに、こんな「男の欲望」も抱いていませんか？ 

「コスプレ・SM・オナニーさせる・NTR・ 
   パイズリ・乱交・イマラチオ・中出し・ごっくん・　　 
　痴女プレイ・シックスナイン、などの 
　AVみたいなエロいプレイをしたい」 

「街で見かける美女に声をかけて、 
　楽しくデートして 
　情熱的に求め合えるセックスができる 
　凄腕ナンパ師になってみたい」 

「サラリーマンの月の手取り30万円以上を 
　貢いでくれるお金持ちの女性を確保して、 
　会社を辞めて、好きなことだけをやって 
　自由に生きていきたい」 

「職場や学校などの集団の中で、 
　自然とリーダーやボスのポジションになり、 
　尊敬され、人気者になることができる 
　高いコミュニケーション能力を手に入れたい」 



「会社で”同期”や”同僚”よりも”出世”して、 
　トップクラスの高収入を手に入れたい」 

これらの「夢のような願望」を 
現実に叶えている人が使っている 
「女性を口説き落とす秘密」 
が世の中には存在しているのです。 

このページを読み進めてもらえると、 
学校、会社、家庭、仲間内、 
どこでも教わることができない 

「女性が男に惚れる秘密」 

を知ることができます。 

これを使うことで、 
あなた好みの女性と会話をしていく中で、 

「恋愛に発展させる」 
「口説き落とす」 
「惚れさせる」 

といったことができるようになっていく 



女性を口説き落とす取扱説明書 
と言える少し非道徳的な内容です。 

「イケメンでオシャレ」 
「スタイルが良いモデル体型」 
「運動神経が良い」 
「女性慣れをしている」 
「高学歴、高収入の高ステータス」 

といった理由で「女性にモテる男」は、 
あなたの周りにもいると思いますが、 

「狙った女性を口説き落とすシステム」 

を知っていることで、 
女性を自由自在に口説き落として、 
「女性関係をコントロールしている人」 
は滅多にいないと思います。 

もし、あなたが、 

「セックスしたい、付き合いたい、 



　と思う女性と出会っても 
  ”自分の女”にする方法がわからない」 

「運良くタイプの女性と出会えても、 
　どのように口説けば、自分に惚れさせて、 
  “彼女”にしたり、”セックス”できるのか意味不明」 

「女性とデートをしても音信不通になり、 
　LINEを既読スルーされ、 
 ”結局どうすれば正解だったのか” 
　と理由がわからず、混乱して自暴自棄になる」 

こういった悩みを持っているならば、 
このページに書かれてることを、 
真剣に一文字残さずに読み進めてください。 

音楽、テレビ、youtubeを視聴しながら 
読んでいるならば、今すぐに消して、 
1人部屋に閉じこもって、 
集中して読むことをオススメします。 

このページに書いてある 
「女性を口説き落とす秘密」 
を理解することで「あなたの人生」を 



「大逆転」できる内容が書いてあるからです。 

僕自身も 

「女性を口説いて惚れさせる方法」 
「女性とセックスする流れの作り方」 
「彼女やセフレの作り方」 

などを「知らない」なために 

「クリスマスやバレンタインには、 
　一人ボッチの孤独。可愛い女の子を 
　連れて、街中を歩く男を見ては”嫉妬”で、 
  ”殺意”が芽生えたり、“寂しくなる”」 

「好きな女性に連絡をしても 
　LINEを既読無視されて、 
　告白をしても”男に見えない”と 
　振られて失恋する」 

「せっかくデートできる女性ができても、 
　口説き方がわからずに 
　相手を”退屈”させてしまい、 



　二度目のデートに繋がらない」 

と失敗続きだったので、 
「恋愛」や「女性の扱い方」に対して、 
混乱する気持ちはわかります。 

日本中のほとんどの人が、 

「恋愛の仕方」「女の口説き方」 
を知らない「赤ちゃんレベル」 
なのだから仕方がありません。 

あなたは、一度でも、 

「恋愛の仕方」 
「彼女の作り方」 
「女性とセックスする方法」 

といったことを 
「学校」や「家庭」「職場」「先輩」 
から理論的に、丁寧に教えてもらった 
という経験がありますか？ 



おそらく、大半の人は無いと思います。 

僕自身も恋愛に対して無知で、 
周りの交友関係にも、 

「女性にモテる友人」 
「恋愛のアドバイスをくれる師匠」 

などもいませんでした。 

そのため、仕方がなくインターネットで 
検索したりして恋愛ノウハウを探して、 

「1万円～3万円もする恋愛商材」 
「30万円以上する恋愛塾」 
「10万円のナンパ講習」 

などを購入したり、 
受講したことがあります。 

もちろん、中身の全てが 
無駄だったとは思いませんが、 



13年以上の「女性にモテる努力」を 
し続けた経験を通して 
過去に受けた恋愛系のサービスを評価すれば 

「値段相応の価値はなかった」 

と感じています。 

世に出回っている 
恋愛ノウハウの99%は 
「現実的に使えないものばかり」 
だからこそ、あなたが 

「女性の口説き方」 
「女性とベッドインする方法」 
「彼女の作り方」 
「セックスの仕方」 

などの恋愛ジャンルで 
「悩む」「失敗する」のは当然なことです。 



僕が「18歳」の時に 
好きな女性が出来ました。 

「なんとか振り向いてもらって、 
　彼女にして、セックスしたり、 
　イチャイチャと楽しくデートしたい」 

と思ったので、恋愛に対して、 
積極的に向き合おうと思い始めて、 
色んな恋愛ノウハウを学び始めました。 

学べば学ぶほどに、恋愛本や教材などは、 
みんな色んな理論を話すので、 

“恋愛の正解”が見えずに不安 
な毎日でした。18歳の時に好きだった女性に 
アプローチしないでウジウジしているうちに、 
「他の男に奪われたら嫌だ」と焦りました。 

恋愛ノウハウを読んで学んだ 

「連絡先を聞いて、デートに誘う」 



「好意を伝えてみる」 
「髪型やファッションを磨く」 

などを試してみた結果、当然のように 
「振られて、失恋」しました。 

「どうしたら彼女を作って、 
　普通に恋愛できるのか意味不明」 

「何をしたら、寂しくて、 
　孤独な日々から抜け出せるのか」 

「そもそも”非モテ”から”モテる男”になる 
　なんて全て嘘ではないか」 

と希望が見えずに、 
絶望的で暗い日々を生きていました。 

真面目に努力をしても失敗だらけ 
だったので心が何度も 
折れそうになりました。 

「どうせ、俺なんて何をやっても 



　上手くいかないダメな男なんだ」 

と自信もどんどんなくなっていきました。 

僕は、もともと完全な「凡人」で 
ショボいヤツでした。 

「見た目」も、 

・身長160センチ 
・顔も普通以下 
・アトピー肌の赤み顔 
・ファッションセンスもダサい 
・ヘアセットもわからない 

といった感じで「スペック」も、 

・IQは平均以下 
・ADHD 
・学歴もショボい 
・特別な特技も無い 
・男友達すらゼロ 
・臆病な内気な大人しい性格 
・口下手でコミュ障 



・無趣味 

などのあらゆる面で 

才能の無い地味な男 
なのです。 

恋愛を学び始めた当時なんかは、 

「見た目もダサくて、 
　ヘアセットもわからず”寝癖頭”で、 
　膝の破れた”ジャージ”2着を着回す」 

「恋人どころか 
  ”男友達の作り方”すらわからない」 

「楽しいデートどころか、 
　世間話もできない口下手」 

という状態でした。 

生まれ育った家庭環境も、 
貧乏で家が狭く、中学生・高校生時代も、 



自分の部屋がありませんでした。 

引きこもる場所もないから 
「引き篭もり」になれなかっただけです。 

自分の「コミュニケーション能力の低さ」のため、 
学校でも、家庭でも、居場所がなく、 
本当は引き篭もって、社会から 
逃げたかったのです。 

僕自身の性質として、本来は 
「社会生活すら危うい会話能力、人間性」 
だったため、生きていくことが窮屈で 
将来も不安でした。 

そんな感じだから、 
多くの女性や男性にも舐められて、 
「格下扱い」をされてきました。 

バカにされるのが大嫌い 
ではあったのですが、僕自身が 



「臆病で内気な性格」 
「コミュニケーション能力も低い」 

といった状態だと自然と 
「舐められる」「バカにされる」 
ケースも出てくるものです。 

幼少期から、特技や才能もなく、 
お遊戯会みたいなのがあっても 
「木の役」「村人A」みたいな 
モブキャラでした。 

「バカにされる」「舐められた」 
といったことなどがあっても、ヘラヘラ笑って 
嫌われないように誤魔化していました。 

大学生、社会人くらいになると 
あからさまな態度で「意地悪い人」 
もいるものです。 

知り合った先輩や後輩などの中で、 
意地悪い人からは、 



「俺は彼女いてセックス三昧だけど、 
　お前は童貞でオナニーしているだけだろ？」 

「俺は可愛い彼女いて、セフレもいるけど、 
　お前は非モテ感が全開でキモいな」 

「俺は高学歴で、高収入、ハイステータスな男 
　なのに、お前は貧乏で、ショボくて情けないな」 

といったニュアンスで 
「バカにした態度」をされました。 

「なめんじゃねーよ！」 
と心の底では思っていましたが、 

「女性にモテない」 
「彼女がいた経験がない」 
「童貞でセックス経験ない」 
「貧乏な家庭で育ち、頭も悪い」 

といったことは「事実」なので 
何も言い返すこともできませんでした。 

心の中で、この 



受けた屈辱を 
いつか晴らしてやる！ 
と誓いました。 

だからこそ、 

「女性にモテる男になりたい」 
「可愛い彼女が欲しい」 

という「恋愛活動」が 
上手くいかない時期もありましたが、 

「どれだけ失敗続きで不安だろうと、 
　ここで諦めたら、30歳、40歳になろうと 
　ずっと孤独な独身の童貞だろう」 

という感覚があったので、 
不安やストレスを抱えながらも、 
前に進み続けました。 



「どうすれば恋愛が上手くいくのか」という 
「答え」を誰も教えてくれないからこそ、 
僕自身は 

「女性を口説いて惚れさせる方法」 
「モテる会話の仕方」 
「女性を満足させるセックステクニック」 

などを自ら試行錯誤して、 
ノウハウを構築してきました。 

なんとか「童貞を卒業」し、 
初めての彼女を作ることができました。 

「女性との出会いの作り方」 
くらいは学べたことで、 

そこから何人かを彼女にして付き合ったり、 
30人くらいとセックスしたりして、 
ある程度の恋愛経験を積んだ後には、 

「女性を意図的に惚れさせる事が出来ない」 
「付き合えるか、セックスできるか、運任せ」 



「ルックスも、性格もタイプの女性と付き合えない」 

という状態に悩んでいたので、 
もっと恋愛スキルを極めたいと考えたのです。 

かなり「アングラ」な世界ですが、 
「ナンパの世界」「ホストの世界」 
に「本格的」に足を踏み入れました。 

日本の裏社会に潜入し、 
極秘情報を仕入れる 
「札幌でのナンパ師」時代に、 
毎日のようにストリートナンパをして、 
ある程度ナンパスキルが身についた後には、 
「東京にナンパ修行」のため引っ越しました。 

東京に引っ越した後に、 
運良く出会ったナンパ師の人から、 

・「1000人斬り」が当たり前 
・毎年1億円以上を貢がせるプロのヒモ 



・有名芸能人を彼女やセフレにしている 

といった人たちばかりが属している 
「紹介制のナンパグループ」を紹介され 
に仲間入りしました。 

最低でも「100人斬り」が入会条件で、 
推薦者がいないと入れないグループです。 

そのグループ内でも、 
ノウハウを学ぶためにナンパの先輩らと 
仲良くなる営業努力をしてきました。 

ナンパスキルを一通りマスターした後には、 

ホスト生活をして、 
毎日浴びるようにお酒を飲んで、 
「有名ホストの先輩たち」から 
恋愛ノウハウを学んできました。 

僕の「酒の強さ」は、 
ビールを一口飲んだだけで 
「顔が赤くなるレベル」の弱さなのですが、 



週に6日、毎日のように、 
「10本以上のビール缶」 
「1リットル以上の鏡月」 
などの安酒だけではなく、 

ルイ13世、ドンペリなどの 
高級酒などを飲んでいました。 

飲んで、吐いて、を繰り返していました。 

こんな生活だったので、ヒドイ時には、 
顔に湿疹が出たり、 
過労で高熱が出たり。 

かなり身体に負担のある 

24時間「金・酒・女」の日々 
でした。そうやって、 

「最短ルートで女性と肉体関係を持つ方法」 
「女性を惚れさせる会話の方法」 
「女性に大金を貢いでもらう方法」 



などを学んできました。 

言葉で伝えても嘘っぽいと思いますので、 
少しでも「信用」に繋がればいいなぁと思い、 
写真をいくつか載せておきます。 
 



 
※ナンパで遊んだ中でも、 
　お気に入りの女性たちです 
（性癖がバレそうで嫌ですが証拠のため掲載） 



※ホスト時代にお客様に高額のシャンパン 
（20万円くらい）を入れてもらった時の写真です。 

※昔、ヒモ時代に住まわせてもらってた 
　西新宿のタワーマンションです。 
（不動産系詳しい人はすぐわかるはず） 

他にも 

「セールス」 
「演技レッスン」 
「メイクやファッション」 
「ボイストレーニング」 



といった実学的なものだけはなく、 

「購買心理学」「洗脳」「NLP」 
「大衆心理」「生物学」「遺伝子学」 
「ユング心理学」「フロイト心理学」 

などの色んな学問も 
書籍、セミナーで学んだり、 
有名大学に潜入して授業を聞いたり、 
などを繰り返して学んできました。 

こうやって18歳から 
「恋愛コミュニケーションの研究」 
を積み重ねてきました。 

ですので、これから話すことは、 

13年間に及ぶ恋愛研究の成果 
と言えます。 

初恋からの失恋 
↓↓↓ 



恋愛ノウハウを学び始める 
↓↓↓ 
童貞卒業 
↓↓↓ 
出会い系、合コン、クラブナンパ、 
職場恋愛、などの一般的な出会いで 
女性経験を増やしていく時期 
↓↓↓ 
札幌と東京でのナンパ修行時代（約3年間） 
↓↓↓ 
歌舞伎町ホスト修行時代（約2年間） 
↓↓↓ 
一途に恋愛する時代（約5年間） 
恋愛を教える仕事（約5年間） 

これらの経験の中で、 

「テンプレトーク」「色恋」「誠実系ナンパ」 
「紳士系キャラ」「王子系キャラ」 
「オラオラ系キャラ」「お笑い系」 
「チャラいギャル男系」 

など色んな口説き方を試してきました。 



・非モテ時代 
・彼女一筋 
・ヒモ生活 
・即日セックスナンパ師時代 
・ホスト生活 

などの一通りの女性経験をしてきました。 

ありとあらゆることを 
「実際に試した上での話」 
だということを理解してください。 

今でこそ、少なくても、 
「300人以上の女性」とベッドインして、 
数多くの女性と情熱的な恋愛をしてきたからこそ、 

手に取るように女性の考えていることが 
わかるようになってきましたが、 

「恋愛の仕方を教えてくれる師匠がいればなぁ」 
「女性の扱い方が書かれた取扱説明書があればなぁ」 
「”女性心理”が簡単に理解できる本でもあればなぁ」 

と思ったものです。 



数多くの女性との 
「出会い」「デート」「恋愛」など 
の実戦経験だったり、 

ナンパやホストの師匠や先輩から 
教わってくる中で、 

「女性を惚れさせる答え」 

を発見しました。 

そして、偶然に発見した理論を 
試行錯誤の末に、 

「女性が男に惚れるメカニズム」 
を「体系化」することに成功 
したのです。このメカニズムを使うことで 
今思えば「アホだなぁ」と思いますが、 
成果が出始めた時期は、調子に乗って、 

「LINE一本で、家に来てヤらせてくれる 
　都合の良いセックスフレンドを20人以上作る」 



「女性から数千万円以上の現金を貢がせる」 

「女性に”あなたとずっと一緒にいたい” 
　”結婚したい、子供欲しい” 
　と求められるほど惚れさせる」 

といったことを行ってしまいました。 

「女性の口説きメカニズム」を知って 
「女性が口説き落ちるツボ」さえ押さえていれば、 
女性を雑に扱っているのに 

美女が深く愛してくれて、 
徹底的に尽くしてくれる 
という「従順な言いなり状態」 
にもなってしまうのです。 

周りの友人、同僚、上司、後輩、などの同性も 
あなたを尊敬して、リーダー、ボスだと捉えて、 
「重要人物」として扱うようになります。 



「口説きメカニズム」の理論を使うことで、 
女性だけではなく、男性たちも、 
あなたに「従順」になってきます。 

だからこそ、 

「優しさ」「思いやり」 
という人間性がない男性には 
「絶対に教えてはいけない法則」 
だと捉えています。 

この法則が効果的なのは、 
「女性が男性との恋愛に対して求める欲望」 
には「一定のルール」が存在するからです。 

「女性がセックスをしたいと感じる男性」 
「女性が彼氏にしたいと感じる男性」 
「女性が結婚したいと思う男性」 

には「一定の条件」があり、 
それを満たす「ルール」「原理原則」 
があるのです。 



「こういうテクニックを使えば 
　ホテルへ連れ込めるよ」 
的な浅い話ではありません。 

「女性との関係性を自由にコントロールできる」 
という危険な技なのです。 

この恋愛法則をマスターすると、 

「セックスするだけ」 
「彼女化」 
「セフレ化」 
「結婚」 

などの「女性との関係性」を 
選べるようになってしまいます。 

なぜ、僕自身が自信を持って力強く、 

ジゴロパンダ式の 
恋愛ノウハウは結果が出る 



と言えるのかというと、 

例えば、 
「人体の構造は基本的に変わらない」 
と思います。 

あなたの「肉体の構造」として 

・目の位置 
・心臓の位置 
・手足の数 
・金玉の数 

などは、あなたの友人や父親と 
同じはずです。もしも、 

「目の位置が足の裏にある」 
「心臓が頭の後ろにある」 

となったら「妖怪、化け物」と 
呼ばれるでしょう。 

これと同じように 



「女性の欲望」「人間の欲望」には 

「女性がセックス相手の男性を選ぶルール」 
「女性が彼氏にする男を選ぶルール」 
「尽くす価値のある男だと認識するルール」 

などの「不変の一定法則」が 
存在しているということです。 

このルールを利用しているからこそ、 

金玉が空っぽになるほど、毎晩のように 
いろんな美女とセックスしたり、 

女性に「1000万円単位の大金」を 
貢がせたりできたのです。 

100年後も使える 
“女性心理の構造” 
に沿った口説きシステム 
「自己投資」という概念がありますが、 



「投資」と呼ぶくらいですので、 
「時間やお金」を投資しただけの 
「リターン」を獲得しなければいけませんよね？ 

そう考えると、 

「人間の心の仕組み」「脳の構造」は 
100年後でも大きくは変わらないので、 
一度学んで身につけてしまえば、 

「恋愛やコミュニケーション」 
に関する知識やスキルは、 
あなたが死ぬまで使えるという 

「リターン絶大の自己投資案件」 

と言えます。 

ちょっとエグイ表現かも知れませんが、 
恋愛やセックスというのは 
お金に換算することもできます。 

・風俗1回2万円以上 
・結婚相談所1年50万円以上 



・合コン1回5000円以上 

などと経済的に考えたら、 
「女性の口説き落とし方」 
をマスターするということが、 
どれほどのリターンもあるのか。 

無料風俗店 
「女性軽視」をする言い方をすれば、 
こういう言い方すら「現実化」できる 
スキルなのです。 

（実際は、女性とは対等関係だと 
　捉えていますので、ただの比喩です(笑)） 

自慢話っぽくて申し訳ありませんが、 
今の僕であれば、 

女性との出会いは、色んなルックスの美女と 
街中やバー、クラブなどで簡単に作れます。 
友人などに美女限定の合コンを開くことも 
簡単です。 



風俗なんかに行かなくても、 
簡単にセックスをする相手を 
見つけて「ワンナイトラブ」でも、 
「セックスフレンド化」も余裕です。 

僕と真剣に交際したい女性も 
山ほどいるので「結婚相手」 
「子どもを産んでくれる相手」も 
簡単に見つけることができます。 

「仕事」の人間関係でも 

「好印象を持たれる」 
「コネ・人脈を作る」 
「深い人間関係を作る」 

なども簡単にできるようになりました。 

俗に言う「セールス」「営業」が 
楽にできるようになってくるのです。 

こんな状態なのに、 
「金銭的に困るはずもない」 
わけです。いざとなれば、 



大金を援助してくれる女性 
も簡単に作ることもできます。 

実際に、僕自身も「数千万円単位」の 
お金を貢いでもらってきました。 

たかが、 

「恋愛スキル」 
「コミュニケーション能力」 
「ナンパスキル」 

といっても、一定レベルを超えると 
恋愛面やセックス面だけではなく、 
経済面でのリターンも大きいです。 

恋愛面、セックス面、経済面、 
などとこれだけ様々な面で 
「リターンの大きい自己投資案件」 
は滅多に存在しないと思います。 

僕自身、色んな恋愛マニュアルなどを 



読み、学んできました。 

インターネットが普及した現代では、 
「俺モテるぜ！恋愛の仕方教えてやるぜ」 
的な自称先生が山ほどいます。 

僕自身が恋愛を学び始めた10年以上前から 
「儲かるぜ！」という目的で 
「恋愛塾」「恋愛教材」などを 
販売していた人がたくさんいました。 

当時は「パソコンユーザー」だけで 
情報の発信源も「ブログ」くらいでした。 

今では「スマホ」も普及し、 
「ツイッター」「youtube」などの 
SNSを誰もが使っている時代です。 

「インターネット環境の変化」や 
「副業ブーム」もあり 

「お小遣い稼ぎをしたい」 

ということで 



「恋愛経験、女性経験が少ない」のに、 
「恋愛ノウハウ」の情報発信する人が 
一気に増えました。 

良いノウハウも探せばありますが、 
99%以上のノウハウや発信者は 
ショボい「素人レベル」です。 

僕から言えば、 

童貞のモテ自慢 
に近いです。 

童貞が初体験を終えて、 
女性経験を得たことで調子に乗って、 
仲間内の童貞たちに「自慢」を 
するようなものです。 

恋愛修行期間が「２～3年」しかないのに 
恋愛を教えるというのは 

「空手の通信教育」を受けただけで 



「殴り合いをしたりといった 
　実戦経験が少ないのに空手道場を開く」 

という行動に似ていると思います。 

もちろん、 

自分自身が恋愛で苦労して 
悩んできたからこそ、 
「同じ苦労する仲間を助けたい」 
というなら素晴らしいことだと思いますが、 

自分よりも「恋愛経験が少ない人」を 
「小遣い稼ぎの道具」として 
利用しているケースも多々あります。 

「あなたの大切なお金」を彼らが 

・広くて綺麗なマンションに住む 
・セクシーな美女と遊ぶお金と時間を確保する 
・服装や美容整形などの自己投資に使われる 

などに使い、まるで「養分」として 
活用されてしまっている現実もあります。 



僕自身は「恋愛ノウハウを教える」 
という仕事を真剣にやっているからこそ、 

「軽い気持ちで恋愛を教える仕事を 
　やっている人たちと一緒にしないでくれ」 

と思うことも多いです。 

基本的に、僕は 

「いい人」「優しい人」「真面目な人」 
ほど魅力的な女性と出会い、 
温かく刺激的なセックスを楽しみ 
幸せな恋愛をして、報われて欲しい 

と考えています。 

ジゴロパンダの心のキャパが狭いので 

“女性”や”モテない男”を 
食い物にするクソ野郎 



はムカつくので「不幸のドン底」に 
落ちて欲しいとコッソリと考えています。 

そのためには、 

「圧倒的なコミュニケーション力を手に入れて、 
　多くの女性とセックスして、恋愛して、 
　本物と偽物のノウハウを見極めることができる男性」

が一人でも増えてくれたらと思って、 
こうやってレポートを書いたりしています。 

他にも「恋愛系の情報発信者」が 
増えることの大きな弊害があって、 

「恋愛初心者の時期は、 
　成功体験と失敗体験が少ないので、 
　ノウハウの良し悪しの見極めがつかない」 

という状態です。それによって、 

「無駄なノウハウを信じてしまうことで、 



　無駄なお金を使い、無駄に時間を消費し、 
　無駄に失敗をしてしまう」 

という「無駄ばかり」になってしまいます。 

「色んな人から情報を仕入れて、 
　良いとこ取りをしてやろう！」 

という人もいますが、 
恋愛経験が少ない初期段階では 
見極め自体ができないのだから、 
良いとこどりは無理です。 

僕自身も、たくさん無駄な情報ノウハウを 
仕入れて「損」をたしてきた経験が山ほど 
あるからこそ、これは「悪い方向性」 
だと考えているわけです。 

「真面目な人」ほど、たくさん恋愛に関する 
情報を仕入れていると思います。 

恋愛、ビジネス、仕事の選び方、 
学校の選び方、投資の仕方、ダイエットなど 
ありとあらゆる面においてですが、 



「情報氾濫」「情報過多」のせいで 
「誰を信じたらいいんだ」と 
「混乱」をしている人が増えています。 

情報発信者の話の表面だけを見ていると、 
「色んなことを言って、みんな違う理論」 
に見えます。 

なぜかというと 
「テクニックの話に終始」 
しているからです。 

例えば、バスケのジャンプシュートを 
するときに「膝を使う」とか 
「人差し指にボールを引っ掛ける」 
とかの話を永遠としているようなもんです。 

実際のところは、シュートなんて 
入れば手法は何でもいい訳です。 

バスケでももっと大事な要素はたくさんあり、 
「ルールの把握」「ゴールを狙う姿勢」 



「視野を広く持つこと」「ゴールの確率論」 
などの方が100倍重要な訳です。 

どういうことかと言うと、 

●恋愛の原理原則 
（心理学、本能、脳の構造、成功哲学、など） 

↓↓↓ 

●モテる男のマインド 
（思考パターン、目標、信念、など） 



↓↓↓ 

●恋愛の戦略 
（口説き戦略、惚れさせる戦略、など） 

↓↓↓ 
（ここまでが「不変で成功法則」で決まっている） 

●モテる男の行動パターン 
（会話の癖、デートのエスコート習慣、キャラクター、など） 

↓↓↓（成功パターンも基本的な法則がある） 

●恋愛テクニック 
（1つ1つの行動やトーク、心理テクニックなど） 

世の中の恋愛関連の 
「書籍」「セミナー」「スクール」などは 
「テクニック」の話ばかりです。 

多少は「マインド」「恋愛戦略」の話も 
出てきますが、極一部で、 
「的外れな内容」のものも多い。 



じゃあ「恋愛ノウハウの学習」をするには、 
どういった手順を踏んでいけばいいのかというと、 

●ステップ1：不変のノウハウ学習 

まずは初めに 

「恋愛の原理原則」 
「モテる男のマインド」 
「恋愛の戦略」 
「人間同士が仲良くなる心理」 

といった 

「100年前でも、100年後でも 
　不変で使えるノウハウ」 

を学んでいきます。 

「一度学べば、一生使える」 
という最高にリターンの高い情報です。 



スポーツの「サッカー」に例えると、 

「サッカーゲームの基本ルール」 
「サッカーをやる目的・信念」 
「サッカーは”11人対11人”でやるもの」 
「サッカー選手のポジション」 

といった抽象度のイメージです。 

抽象度の高い話なので、 
丁寧な「説明」が必要になります。 

このページの尺の都合上、 
詳しくは「口説きメカニズム」の 
中で解説していきます。 

●ステップ2：パターン学習 

「モテる男の行動パターン」 

を把握していきます。 

「モテない男の行動パターン」を 



「モテる男の行動パターン」に 
変えていくのが、女性を高確率で 
口説き落とせる男になるために必要です。 

特に「感情面」「思考面」の変化が 
必要になってくる学習段階です。 

サッカーに例えると、 

「勝つチームのパターンや規則性、法則」 
「弱いチームのパターンや規則性、法則」 
「活躍する選手のパターン」 
「選手起用のパターン」 
「選手の身体能力」 

といったイメージです。 

恋愛コミュニケーションで言えば、 

勝ちパターンA： 
「機嫌良く愛想のいい態度」で振る舞う 

負けパターンA： 



自己中心的にワガママな態度で振る舞う 

勝ちパターンB： 
相手が好む「会話の話題」だけを選択 

負けパターンB： 
自分がしたい話だけをしてしまう 

勝ちパターンC： 
「女性が好むファッション」のパターンを掴む 

負けパターンC： 
自分好みのファッションをしてしまう 

などのことです。 

他にも、 
「女性の心理パターンを把握する」 
というのも重要です。 

例えば、 



「ストレスを感じると不快になる」 
「出会える男の中で、1番優秀な遺伝子を探す」 
「状況やタイミングによって心理状態が変わる」 

といった心理パターンを把握して、 
それに男性側が応えていくことで、 
口説いていきます。 

●ステップ3：テクニック学習 

例えば、どういったものを 
「テクニック」というのかというと、 

「いじる」「褒める」「ファッション術」 
「トークフレーズ」「二者択一話法」 
「相槌やリアクション」「アイコンタクト」 

などのことです。 

世の中の恋愛ノウハウの大半が 
こういったテクニック手法を 



解説したものばかりです。 

サッカーで言えば 

「シュートの仕方」 
「パスの仕方」 
「ディフェンスの仕方」 
「フォーメーション」 

といったイメージです。 

もちろん、 
「トークテクニック」「デートテクニック」 
などを学ぶのは「効果的」なのですが、 
「学習の順番」が違うのです。 

「時代による流行、相手女性の性格、 
　女性のジャンル、など」 

から影響を受けてしまうために 
優先順位の最後に「変化」「アドリブ」 
が必要な「恋愛テクニック」を 
学んだ方がいいのです。 



「トーク」「ファッション」「デートの仕方」 
などを学んで、女性との口説きシーンに 
活用していきます。 

「テクニック」というのを学ぶのも大事ですが、 
いつの時代、どんな相手でも通じる 

「不変の原理原則」 

から学んだ方が効率的なのです。 

僕自身が運営している講座は 
いくつかありますが、 

・ナンパの学校 
・ゼロカノプロジェクト 
・セフレ捕獲テンプレート 

などだと「テクニック」「行動パターン」 
を数多く教えています。 

今回の「口説きメカニズム」では、 
「ステップ1. 不変のノウハウ学習」 
「ステップ2. パターン学習」 



を解説した教材です。 

「恋愛の原理原則」 
「モテる男のマインド」 
「恋愛の戦略」 

を中心に話しています。 

せっかく、あなたの大切な時間を使って 
「学習」するのあれば 

「1年、2年などと一時的にしか使えなかったり、 
　一部のヤリマン女性にしか使えない方法論」 

よりも、 

「100年後でもずっと使える恋愛の原理原則」 

を学んだ方が「効率的」で 
「無駄が無い学習」だと考えています。 

こういう考え方で13年以上の間、 
「学習と実践」を繰り返したからこそ 



世界一の恋愛理論 
だと言えるほどの恋愛理論を 
構築することができたのです。 

「面倒臭いこと」や「無駄」が大嫌いな 
ジゴロパンダは「ずっと使える理論」を 
探し続けているのです。 

「新しいことをどんどん学ぶ」のが面倒なので、 
「一度学べばOK」の方が楽じゃないですか？ 

100個のテクニックを学ぶよりも 
「1個のずっと使える法則」 
を深く学んだ方が楽なのです。 

何度も言いますが、 

ジゴロパンダは「無駄」が大嫌い 
なので、どの講座やプログラムでも、 
「一度学べば、一生使えるノウハウ」 
を提供することを徹底しています。 



「彼女やセフレを作り放題」 
「最短コースで美女とセックスできる」 
「イケメンや金持ちの男を圧倒できる」 

という結果に繋がるノウハウだけを凝縮した 
「最強の恋愛システム」として、 

「口説きメカニズム」 

を公開することにしました。 

「女性の口説き方が意味不明」 
「失敗パターンにハマって失恋し続ける」 
「恋愛ノウハウの情報過多での混乱」 

といった状況にハマっているのは 
「お金・時間・体力の無駄」 
です。 

「無駄を可能な限り減らして、 
　リターンが最大化する1つのことに 
　時間、体力、集中力、お金などの 
　資源を一点集中する」 



これが最も大事な成功法則の一つ。 

「時間」「体力」「集中力」などの 
人間に平等に与えられた資源は 
限られたものなので貴重なのです。 

それを効率良く使っていくことが、 
最速最短で成功する鍵です。 

だからこそ、 

「女性を口説いて惚れさせる恋愛の答え」

を示したいと思った背景から 
「女性が惚れる口説きメカニズム」 
を作成しました。 

どのような構成の教材かというと、 

「女性を口説き落として、惚れさせる」 
「狙った女性を彼女化、セフレ化する」 
「モテる男になるためのコミュニケーション術」 



これらの結果を達成するメカニズムを解説した 

2020年7月開催のセミナー音声 

を「録音」「編集」した 
「音声プログラム」です。 

「口説きメカニズム」は「3部構成」になります。 

第0部：チュートリアル 
（MP3音声：1時間10分）（PDFレポート：13P） 



第1部：「恋愛と人生」の成功者が持つ共通点 
（MP3音声：1時間11分）（PDFレポート：28P） 

第2部：女性が男に自動的に惚れるスイッチ 
（MP3音声：2時間28分）（PDFレポート：68P） 

第3部：女性を惚れさせるアクションプラン 
（MP3音声：3時間32分）（PDFレポート：96P） 

合計 8時間21分 

これらを丁寧に解説したウェブセミナーを 
録音した「MP3音声ファイル」を 
あなたにお渡しします。 

各セミナーに「PDFのレポート資料」も 
付属していますので、視覚的に学習もできます。 

「スマホやパソコン、タブレットなどで 
　聴けるMP3音声とPDFファイル」 

といった「データ」として教材を渡しますので、 
「いつでも24時間視聴可能」です。 



もちろん、ダウンロードをして、 
「iPhoneなどのスマホ」や「パソコン」 
などで聴くこともできます。 

さらに、 

通常バージョンが長いと感じる人のために、 
要約だけを話した「ショートバージョン」 
も作成しました。 

ショートバージョンを利用すれば、 
半分以下の視聴時間で 
「口説きのメカニズム」 
をインストールすることができます。 

通常バージョンだと8時間、 
ショートバージョンだと4時間くらいです。 

それでも 
「音声ファイル長くね？」 
と思われるかも知れませんが、 

例えば、 
「毎日30分だけ」でいいので、 



通勤や通学途中の電車内や、 
歩いている時に聞けば 

1週間に視聴できる時間は、 
「30分×7日間」で「210分」。 

通常バージョン8時間21分ならば、 
「約16日」で視聴終わります。 

ショートバージョン約4時間ならば、 
「約8日間」で視聴終わります。 

あなたの好きな方法で 
脳内にインストールして欲しいのですが、 
インプット方法の一例を挙げておきます。 

なかなか机に向かったり、 
自由な時間がない多忙な方であれば、 

●ステップ１： 
「iPhoneなどのスマートフォン」に 
「口説きメカニズム」の「mp3音声ファイル」を 



ダウンロードして、「iTunes」や 
「GooglePlayミュージック」などに入れる 

●ステップ２： 
通勤中や通学中の電車内や歩いている 
「移動時間」に「30分」と決めて、 
「スマートフォン」に入れた 
「口説きのメカニズム音声」を聞く 

※仕事終わりにスタバ、ドトールなどの 
　カフェでコーヒーを飲んでくつろぎながら 
　視聴するのも優雅な時間でオススメです。 

●ステップ３： 
通常バージョン8時間21分ならば「約16日」 
ショートバージョン約4時間ならば「約8日間」 
で視聴し終える 

たった、これだけの時間で、 



「女性の口説き方」 
「女性を惚れさせる方法」 

が手に取るようにわかるようになるなら、 
非常に効率的な「自己投資」ではありませんか？ 

「彼女やセフレが作り放題」 
「あなたがヤリたい美人とセックスできる」 
「可愛い彼女とイチャイチャ交際できる」 

ことが可能になり、さらには、 

「モテまくって、モテ自慢してきた奴を見返せる」 
「コミュニケーション能力が高くなり人気者になる」 
「人間関係がスムーズになり、生きるのが楽になる」 

といったメリットまであります。 

逆に「口説きメカニズム」を知らないと、 

「女性にアプローチをしても嫌われて失恋の連続」 

「”デート失敗”や”無駄な情報収集”で、 
　お金と時間を損する」 



「非モテの”童貞臭”がすると、 
　会社や学校でバカにされる」 

など惨めな状況がずっと続いてしまいます。 

しかも、 
小手先のトークテクニックとかではないので、 
あなたが生きている限り「一生使えるノウハウ」です。

こんなに 
「リターンの高い自己投資ノウハウ」 
は他にはありません。 

さらに、 
「購入者限定メンバーWEBサイト」 
へのログイン権利もお渡しします。 

・教材の視聴が可能 
・特別教材のプレゼントを受ける 
・バックナンバーの視聴 
・問い合わせフォームの使用 

  



などを行うことができます。 

「下の画像」が「購入者限定メンバーWEBサイト」 
になります。 
 

商品構成をまとめると、 
あなたが手に入れることができるのは、 

●「口説きメカニズム」商品内容 
１：セミナー音声プログラム（合計8時間21分） 
２：セミナーのレジェメ資料（PDF205ページ） 



３：セミナー音声のショートバーション（約4時間） 
４：購入者限定の会員サイトへのログイン権利 

になります。 

それでは「口説きメカニズム」の 
具体的な内容を紹介していきましょう… 

第1部： 
「恋愛と人生」の成功者が持つ共通点 
（MP3音声：1時間11分）（PDFレポート：28P） 

＞芸能人、モデル、AV女優などを惚れさせて貢がせ
ることが出来るようになった「UNの法則」とは？ - 
これは脳科学に基づいた科学的な根拠のある理論で
す。これを使ったおかげで僕自身は、女性を深く惚れ
させることが出来るようになりました。 

＞なぜ、あなたは女性の「セックス対象」に入らない
のか？-今まで千人以上の恋愛相談を受けてきた中で
「4つの失敗パターン」に気づきました。「女性とセッ
クスできない人の失敗パターン」を知ることで、失恋
して傷つくことを事前に防いでください。 



＞「あなたが狙った女性を惚れさせる」たった一つの
ルールとは？-このルールを知らないと、あなたは一
生「素人童貞」「彼女ができない」「孤独な独身」「タ
イプの女性とセックスできない」といった寂しい人生
になってしまうでしょう… 

＞最短最速で彼女やセフレを作るための「恋愛の先生」
を選ぶ「5つの選択基準」とは？-この5つの選択基準
に満たしていない「恋愛ノウハウ」「恋愛教材」「恋
愛講師やコンサル」を選ぶと、費やした「お金」「時
間」「労力」は全て無駄になってしまいます… 

＞ジゴロパンダがナンパやホスト、恋愛で結果を出す
キッカケとなった「ユダヤの成功法則3ステップ」と
は？-この手順に従ったおかげで「素人童貞卒業⇒彼
女やセフレ作り⇒凄腕ナンパ師⇒売れっ子ホスト」と
順調に歩むことができました。この法則に従っていな
いと、間違いなく30歳を過ぎても「童貞」「彼女い
ない＝年齢」でした。 

＞「10代～20代」「30代～40代」「50代以降」
の「年齢別恋愛ノウハウ」とは？ - 「年齢別に応じた
恋愛マニュアル」を使わないと「痛いオッサン」「ク



ソガキ」と女性に「悪口」を言われてしまいます。あ
なたの年齢にマッチした恋愛ノウハウを活用すること
で成功が加速します。 

第2部： 
女性が男に自動的に惚れてしまうスイッチ 
（MP3音声：2時間28分）（PDFレポート：68P） 

＞高確率で女性を惚れさせる「ジゴロパンダ式 口説
きの戦略」とは？ - 身長160センチ、低収入、口下
手、なのにタイプの美女を惚れさせて彼女にしたり、
1日に即日セックス5人以上としたり、美女に3000
万円以上を貢がせてきた「秘密」が、この「口説き戦
略」にあります… 

＞「この男に抱かれたい」と女性に性的興奮を覚えさ
せ、「逆ナンパ」をしてくる心理にシフトさせる「モ
テる行動最適化メソッド」とは？ - 女性の深い潜在意
識に訴える「催眠術」に近い手法です。悪用は厳禁で
す。 

＞欲求不満な女性を見抜く「4つのチェックリスト」
とは？ - 恋愛初心者が、早い展開でセックスして「楽



に」セフレ関係を築きやすいのは「欲求不満な女性」
です。その女性の見抜き方を教えます。 

＞なぜ、あなたは「女性に舐められる」「女性にバカ
にされる」「女性からセックスを拒絶される」のだろ
うか？-それは女性が自動的に好意を抱いてしまう
「女性心理ピラミッドの法則」を知らずに、女性と会
話しているからなのです。この会話を実践して、女性
の好意を「独占」してください！ 

＞最短コースで女性を口説き落として彼女やセフレに
する方法 -「ある」2つのポイントを刺激してくださ
い。そうすれば、女性がムラムラしてオッパイをこす
りつけてきます。イチャイチャする雰囲気になり、気
づいたらベッドインしてしまっていることでしょう…
（ヒント：本能的な女性心理） 

＞ホスト時代の師匠に教わった「女性の思考をコント
ロールする感情学習システム」を公開！ - これは僕の
「必殺技」と言える決め手の手法です。あなたと目が
合っただけで「女性の子宮がキュンキュンして濡れて
くる」という風に教育することが出来ます。意外と誰
も気づいていない方法なので、ライバルたちに差をつ
けることができます… 



＞「ターゲット女性」を「あなたがいないと生きてい
けない」と依存心理にさせてしまう3つの会話のツボ
とは？ - ホストの先輩に教わった方法です。あなたに
夢中になって、あなたと「セックス」したくて仕方が
なくなります。効果抜群ですので、性欲があまり強く
ない男性は使わない方が良い手法です。 

＞20世紀を代表する脳科学者の「ある」理論モデル
を応用した「口説き会話」とは？-このテクニック
は、女性の本能を刺激した「拒絶が不可能」なセコイ
方法です。「卑怯者」と呼ばれる可能性があるので、
友人には教えないでください。どうしてもセックスし
たい女性と出会った時にだけ、コッソリと使うことを
オススメします。 

＞あなたが女性を口説いて、セックスに誘った時に、
女性が断れない心理になる「非道徳な手法」とは？ - 
法律は完全に守っている方法ですので安心してくださ
い。デメリットは、あなたの心に「罪悪感」が芽生え
るかも知れないということです。ただし、有名ホスト
や凄腕ナンパ師と交流してきた僕ですら、これ以上に
高確率でセックス誘導を成功する方法を知りません… 



＞「楽に口説き落とせる女性」の「2つのチェック項
目」を公開！ - 女性のルックスではなく「性格的特徴」
のチェック項目ですので「美人」も多いです。あなた
の好みに合わせて、黒髪巨乳アイドル系、スレンダー
なモデル系、エロいキャバ系、美脚OL系、など好き
に選んでください。（経験上、このチェック項目に当
てはまる子は、性格も優しい子が多いです） 

＞女性が「楽しい感情に入るスイッチ」となる「鉄板
の会話話題5選」とは？ -女性は「会話の話題の選択
ミス」をすると「退屈」「時間の無駄だった」「一緒
にいる価値のない男」だと無意識レベルでデート相手
の男を拒絶し始めます。女性に舐められてバカにされ
たり、冷たい反応をされたくないのであれば、早い段
階で知っておくことをオススメします。 

第3部： 
女性を惚れさせるアクションプラン 
（MP3音声：3時間32分）（PDFレポート：96P） 

＞ジゴロパンダが高確率で女性を口説き落として「セッ
クス」「彼女化」「セフレ化」できる秘密 - 実は「女
性のIQを下げる技」を使っているからなのです。この



技を使うことで、女性の知性レベルを落として思考停
止にさせることで自然と洗脳しています。そのガード
不可能な心理テクニックを特別に伝授！ 

＞「売れっ子ホストと女性」「宗教団体の教祖と信者」
「アイドルとファン」といった「奴隷並みに従順な支
配関係」を築くための方法とは？ - この方法を使え
ば、あなたは「職場や学校で人気者」「仲間内で重要
人物だと認識されボス扱いされる」「女性に愛される」
「仕事ができる男だと認識される」といった副作用も
あります。 

＞生きるのが「楽」になるために絶対に覚えて欲しい
「ある」スキルとは？ - このスキルさえあれば「収入」
「セックス」「女性との関係性」「人脈」「家族関係」
と全てをコントロールできるようになります。逆に、
このスキルがないと生きていく難易度が上がります。
「友達ゼロ」「セックスできない」「結婚してもATM
扱い」「離婚」「仮面夫婦」とロクな人生になりませ
ん。 

＞「次のデートはない」と判断される「NGな女性の
口説き方」とは？ - これをやってしまった瞬間に「こ
の男ないわ～」と女性の心の中で思われてしまい、デー



ト終わりに女性に連絡をしても「LINE既読スルー」
「着信拒否」といった拒否反応をされてしまいます。
この失敗パターンを知って、失恋や拒絶を事前に防い
でください！ 

＞職場や学校などであなたが「狙っている女性」を口
説き落とす方法 - 職場や学校で狙ってる女性を「彼女
やセフレ」にしたいなら「教材の中で話している2つ
のこと」を実践してください！そうすれば、デートで
きる仲になり、手を繋げて、キスをできて、セックス
できます。その後に「彼女にするか」「都合の良い
セックスフレンドにするか」はあなたが選んでくださ
い。 

＞女性を「デートに誘うタイミング」「ホテルに誘う
タイミング」の見極め方とは？ - 女性を「次の段階」
に誘うタイミングを逃すと「女も口説けない臆病者」
「私に興味ないみたいだから他の男にしよう」と気づ
かぬうちに嫌われて、失恋してしまいます。 

＞女性とデート、キス、セックスと「親密な関係」を
築いていくには「仲良くなる2つのメリット」を与え
ないといけません。その「2つのメリット」とは？ - 



この2つさえ押さえておけば、自動的に関係が深まっ
て、気付いたら女性が惚れています。 

＞女性との会話で「沈黙が怖い」なら「恋愛の王道」
と言われる「ある」ことを女性に対してやってあげて
ください。そうすれば、喋らなくても、女性があなた
のことを好きになってきます。王道を走るための「恋
愛の極意」を特別に伝授！ 

＞素人童貞からでも「1年以内に100人斬り」「あな
た好みのルックスで、可愛くて、優しい彼女を作る」
ことが高確率で達成できる「恋愛初心者に最もマッチ
した出会い方」とは？ 

＞「下心のあるガツガツした男」は嫌われます。そう
いうマイナスイメージを女性に感じさせないための「オ
ブラートの法則」とは？ - これを使えば「女性と変態
的なプレイをしたい」「今日すぐにでもホテルに誘っ
てヤりたい」といった性的な欲望を抱いていても、相
手女性にバレずに、口説きが成功します。 

＞順番を1つでも飛ばすと口説きが失敗してしまう「口
説き会話5つの壁」とは？ - この壁を順番に超えてい
くことで、失敗せずに女性とベッドインをして、熱い



キスやセックスができます。そして、惚れさせて彼女
にすることも高確率で成功します。 

＞「マメな男はモテる」という格言がありますが、多
くの人が誤解をしているために女性に嫌われて失敗し
てしまいます。「マメな男がモテる」の真実の意味と
は？ 

＞会話下手、コミュ障、人付き合い苦手という人でも
「女性にモテるための2つのキャラ」とは？ - 会話上
手、イケメン、高収入、高学歴、といった要素は不要
です。この2つのキャラクターさえ、女性に印象操作
して植え付けたら、女性はあなたを好きになり、惚れ
て尽くしてくれるようになります。 

＞「スタートダッシュ」に成功して「ライバルの男た
ち」に差をつける「アクションプラン」とは？- 「素
人童貞」から「90日以内」に5人以上の女性とセッ
クスして、彼女候補やセックスフレンドにすることが
できる手順を公開！ 

＞あなたのことを優しく受け止めてくれて、セックス
だったり、甘えさせてくれることで、癒してくれる女
性の見抜き方を伝授！- あなたのメンタルが最弱で



「傷つくことが怖い」「失敗したくない」と思うなら
「ある」性格の要素を持つ女性を相手にしてください 

＞「2020年～2030年」まで「流行する女性の口説
き方」とは？ - この口説き方をしないと「おっさん臭
い」「ダサい」「古臭い」と女性にバカにされてしま
いますので注意してください。 

これらはあくまでも 
極一部の内容に過ぎません。 

期待して、本編を楽しみにしてください。 

とは言っても、 

ジゴロパンダの恋愛教材と 
他の恋愛教材との決定的な違い 
インターネットが普及した影響もあり、 
世間には山ほど 

「恋愛に関する書籍、教材、セミナー、講習」 



などがあります。 

一度でも、 
僕の講座を受講するとわかると思いますが、 
世間の恋愛教材との違いとして、 

違い１： 
「3段階の恋愛ステージ」が土台 

「多くの女性を知るステージ」 
「恋愛ステージ」 
「家族構築ステージ」 

と段階を踏んでいます。 
（この教材に関しては、全てのステージに 
　共通することだけを話しています） 

ジゴロパンダは、 
「ステージ理論」を採用しており、 

ステージ１： 



多くの魅力的な女性とセックスをして、 
恋愛をたくさん楽しむ段階 

ステージ２： 
「理想的な可愛い彼女」と一途な恋愛をして 
「愛情」や「信頼関係構築」を学ぶ段階 

ステージ３： 
愛する女性と「温かくて信頼し合える家族」を作る 

という「恋愛面のステージ」を 
一つずつ「段階」を踏んで 
登ることを目指していくものです。 

↓↓↓ 

●他の人の恋愛講座 

世間の男性向けの恋愛情報発信系で 
最も多い層は 

「セックスするだけ」 
「ヤリモク系」 



といった内容で 

「ヤリマンにしか通じない心理テクニック」 
「体験人数だけを増やす」 

といったものに終始している 
ケースが多いです。 

逆に「真面目な恋愛系」のノウハウの場合は、 
いきなり恋愛初心者に「恋愛ステージ」 
のことばかりを話してしまいます。 

・コミュニケーション能力も低い 
・女性心理の理解も浅い 
・女性と接した経験が少ない 
・女性との体験人数が20人以下 

という段階の人に 
「一途な恋愛」はまだ早いです。 

このような初心者ステージの場合は、 
「理想的な女性」を選んで、 
信頼関係を築くのは難しいです。 



こういった風に、 
「人間の成長段階」を無視している 
恋愛ノウハウ発信が多いと感じています。 

ジゴロパンダの講座は、 

「男として頼り甲斐のある人格を手に入れる」 
「高いトーク技術、コミュ力を手に入れる」 
「強靭なメンタルを手に入れる」 

といった 
「自己成長」「魅力的な男になる」 
要素が強い講座になっています。 

これが「ステージ1～3」まで 
スムーズに上がっていくのに 
必要だからです。 

違い２： 
真面目で「理論的」な内容 

「素直な気持ちとヤル気」さえあれば 



誰でも「望む女性関係」を手に入れて欲しい 
と考えて講座やプログラムを作っています。 

「恋愛」や「コミュニケーション」 
というのは「目に見えないもの」で、 
理解が難しく、伝えるのも難易度が高いです。 

だから、「一つ一つの理論」を 
理解しやすいように、再現しやすいように、 
じっくりと丁寧に解説しています。 

そのため、必然的に、 
教材ボリュームも大きくなり、 
音声ファイルも長時間、 
PDFレポートも文字数が多くなります。 

↓↓↓ 

●他の人の恋愛講座 

心理テクニック、トークフレーズ、などに 
終始しているケースが多いです。 

しまいには、 



「ファッション重視」 
「チャラい見た目にする」 
「美容整形」 

といったことばかり言う人もいます。 

身長が高かったり、顔の骨格が綺麗、といった 
「元々のルックス素材が良くないと無理でしょ？」 
ということばかりを主張する人もいます。 

だからか、 
他の人の教材などを視聴すると 
「ざっくりとした説明」 
「理論的でない」 
ケースが多いです。 

例えば、 
「いじる」というトークテクニックを 
オススメしている教材も多いですが、 
効果的なケースもあるけど、 

「女性の性格によっては逆効果」 



「女性との心理的な距離感が縮まる前に 
　使うと相手をイライラさせる」 

など時と場合を考えないといけません。 

かなり丁寧に、理論的に解説をしていって 
「正確な理解」をしないと逆効果なテクニック 
が多いので、注意が必要なわけです。 

ジゴロパンダは無駄が嫌いなので、 
「一度学べば、一生使えるノウハウ、理論だけ」 
を丁寧に教えています。 

年齢、キャラクター、ルックスレベル、に 
「関係のない」ように誰にでも出来ることだけを 
話すように心がけています。 

違い３： 
恋愛だけではなく「男」として 
強く生きていける教育 

僕が運営する恋愛講座では、 



10代、20代の若い世代も 
学んでくれています。 

ですので、 

これからの日本を背負う若い世代が 
「恋愛」「人間関係」「仕事」「健康」 
と人生の大事な項目で成功できるように 
教材カリキュラムを組んでいます。 

「魅力的な男になること」 
「強く生きていける人格形成」 
をテーマにしています。 

↓↓↓ 
●他の人の恋愛講座 

世間の多くの恋愛講座では、 
「セックスできる男」 
の考え方に終始しているだけで、 

「一般の人間関係で弊害が出る悪いマインド」 



を話していることが多いです。 

僕らは「一人の心や魂を持った人間」が 
「仕事」「普段の生活」「恋愛やナンパ」 
などをして「生きる」ことをしている訳です、 

「普段のあなた自身」と 
「恋愛をしているあなた自身」 
は全くの同一人物なわけです。 

切り離すことはできません。 

当然、 
「女性関係に対するマインドは 
　他の人間関係にも影響する」 
のです。 

例えば、 

「ルックスレベルの低い女と経験値を積め」 
⇒女性を見下していて、 
　ロクな人間関係を築ける訳ないっしょ 

「女性をゲットして数字とカウントしていく」 



⇒女性にも心があるんだから、 
　無機質な数字と見てどうするんだ？ 

「性奴隷化・貢がせる・合鍵をもらう」 
⇒女性の「心の弱さ」につけこんで嬉しいか？ 

他にもたくさんありますが、 
とりあえず一部を取り上げました。 

「男女問わずにモテる」 
「女性と信頼関係を築く」 

には「男としての魅力」「人格形成」 
が大切なのです。 

例えば、あなたの上司として、 
トーク力もあり、ルックスも良く、 
女性とセックスをバンバンしてるけど、 

「他人を見下した性格」 
「自分勝手で、他人への思うやりがない」 
「強い者には媚びて、弱い者イジメが好き」 



こういった人格の男に、あなたは 
「ついていきたい」と思いますか？ 
という話です。 

大半の人は「ついていかない」「嫌い」 
と答えると思います。 

つまり、ジゴロパンダはあなたに対して 

「セックスをする」「可愛い彼女を作る」 
という欲望を達成してもらうだけではなく、 

「死ぬまでの人生を、毎日楽しんで、 
　男女問わずに人間関係を充実させて、 
　仕事でも活躍して、意味のある人生にしてほしい」 

と考えています。 

僕自身が、 

・友達ゼロ 
・家族との関係も最悪 
・男としての自信もなく、自分の顔も大嫌い 
・何をしていても退屈で怠惰な毎日 



・学校や職場にも居場所がない 

といった「クソつまんない状態」だったために、 
生きていることに希望を見出せずに、 

「生きている事に、 
　何の意味があるんだろう 
　死んだ方がマシでないか」 

と「絶望」していた時期がありました。 

・恋愛やナンパでの成功体験 
・女性に愛される経験 
・仲間たちとの絆や思い出 
・コミュニケーション能力の向上 
・世界の広さや興味深さを知る 

こういったものを通して、 
少しずつ良い人生になってきました。 

あなたにも、 
今まで以上に人生を楽しんで欲しいので、 



「数多くの魅力的な女性と出会い、 
　セックスし、恋愛し、愛される経験をする」 

「あなた好みの性格とルックスの女性相手に、 
　心の底から満たされる恋愛をする」 

「コミュニケーション能力を高めることで、 
　人間関係でのストレスが少なくして、 
　生きるのを楽になっていく」 

といった内容を僕自身の教材では 
重要視した内容になっています。 

だからこそ、 

恋愛シーン、ビジネスシーン、人間関係全般 
でも役立つ「心理学などの深い理論」などを 
教えるようにしています。 

こういう「想い」を 
授業内容に組み入れている 
「口説きメカニズム」ですので、 



視聴してはいけない人 
もいます。 

「女性のことはセックスの道具にしか見えない」 
「女からは財布と穴だけもらえたらいい」 
「女ってバカだから、適当に扱えばいいんだよ」 

というゲスな方は、 
僕とは「価値観が合わない」ので 

他の方の教材を手に入れたり、 
プログラムに参加した方が 
効率的に学習できると思います。 

逆に「口説きのメカニズム」を 

視聴して欲しい人 
の条件をいくつか話していきます。 



●参加条件１： 
たくさんの女性を相手に 
デートやセックスを楽しみながら、 
色んな女性を知って、最終的には 
『理想的な女性』と出会って真剣に交際をしたい 

●参加条件２： 
人間心理、女性心理、行動心理、 
会話術、NLPなどを学んで 

「コミュニケーション能力」 
「人間的な魅力」 
「男としての魅力」 

を高めて「仕事」で活躍したり、 
「人間関係全般」を良くするのに役立てたい 

●参加条件３： 
恋愛活動やナンパ活動を通して 
「色んな女性や仲間との出会い」を経験し、 
自分を成長させていって「人生を充実させたい」 



といった「願望」がある人であれば、 

「口説きメカニズム」 
「他のジゴロパンダの教材やプログラム」 

を手に入れたり、参加すると 
良い結果が期待できます。 

とは言っても「金額」が 
気になるところだと思います。 

法外な参加費 
を取ったりするかもと 
ビクビクしているかも知れません。 

恋愛を教える仕事を始めた当初に、 
「無料」でセミナーをしたり、 
コンサルをしていましたが、 
「タダ」「無料」にすると、 

・「無料で教材を用意」しているのに、 
　全然視聴をしてくれない 



・「無料コンサル」をして、 
　「参加者の性格や恋愛経験値に応じた実践プラン」 
　　を立てたのに一切実践をしてくれない 

・「教材の視聴や実践」もしてくれないのに 
　「結果出ない」とクレームをつけてくる 

といった「いい加減な人たち」も 
多く参加してきました。 

この体験から「無料」にするほど 
「質が悪い人間が増える」 
と学ばせてもらいました。 

僕も「感情のある人間（パンダ？）」 
ですので、参加者の質で 
「仕事に対するモチベーション」 
が変わります。 

「参加費をもらった方が 
　ヤル気のある人が集まる」 

と気付いたので「有料」でやることにしています。 



僕のセミナーは 
「２時間で安くても3万円以上」 
はします。 

今回の「口説きメカニズム」という教材は、 
「あなたが生きている限り使える理論」 
ですので非常に「リターンが大きくお得」です。 

だから 
「参加費は10万円」 
にしようかとも思いました。 

授業内容に関しても、 

10万円でもコスパ最強 
な内容に仕上がっています。 

「2時間のセミナーで3万円」なら、 
「8時間のセミナーで10万円」でも 
高くはありませんよね？ 



「10万円」あれば何ができるかを 
一緒に考えてみましょう。 

「性的なサービス」を受けるのにも、 

「風俗や援助交際1回2万円以上」 
「キャバクラを指名で1回飲みに行くと約2万以上」 

10万円あれば、5回ほど通えますね。 

「出会いを増やすサービス」にしても、 
大体の目安ですが、 

「合コン1回参加する5000円」 
「出会い系アプリ使用料1か月3000円」 
「クラブ入場料1回2000円」 

などが必要です。 

「セックスできる」 
「ルックスと性格がタイプな女性と出会える」 
といった「保障もない」ので 
「10回～20回」と参加するはずです。 



「10万円」なんて、あっという間です。 

デート代も 
「女性に奢ったら1回5000円～1万円」 
「割り勘でも3000円くらい」 
というのが一般的でしょう。 

20人とデートもすれば「10万円」以上が必要です。 

デートしても「口説きが成功しない」なら 
「時間」「お金」「労力」の全てが無駄になります。 

「女性を口説いて、惚れさせるメカニズム」 
を丁寧に解説した教材なんて、 
世の中にはない「唯一のもの」とも 
言えるレアな情報です。 

これを使って 

「あなたが狙った女性を惚れさせて彼女にする」 
「都合の良いセックスフレンドを作る」 
「多くの美女と遊びまくれる」 

といった結果を得られるのだから、 



「10万円」でも安いものではないでしょうか？ 

あなたが普段使っている 
「10万円分のサービス」 

・外食費や飲み代 
・ゲーム代、趣味の費用 
・旅行や音楽ライブ 

などがあると思いますが、 
「女性関係が充実する」ことを 
比べてみてください。 

比較してみた結果、 
「女性関係がどうでもいい」っていうなら、 
このページは閉じた方がいいでしょう。 

比較してみた結果、 
「女性関係を充実させたい」 
と思うなら読み進めてください。 

でも、「10万円」という費用だと、 

それだと「参加できる人」も 



「既にジゴロパンダのことを信用している人」 
「現時点の貯金がたくさんある人」 
などと限られてきます。 

ですので、 
もっと「参加しやすい金額」にするのに、 
通常のセミナーの最低金額として 

「3万円」にしようかと思います。 

でもでも、 

僕自身もナンパやホストの下積み時代は、 
「お金が無い時期」が長く、 
経済面では苦労してきました。 

北海道の下積み時代の時は、 

下積み時代は 
家賃1万円のボロ家 
で生活していたこともあります。 



 
風呂場はお湯が出ないので、 
「身体を洗う時」は「マイナス20度」の中、 
身体をタオルで拭いて「キッチンの洗い場」で 
チンコと髪の毛を洗っていました。 

幽霊が出そうな家で怖かったです。 

そういう風に「貧乏生活」をしていたり、 
クレジットカードの「借金」があったりして、 
「経済的な余裕がないタイミングの人」 
もいると思います。 

特に、この教材に関しては 



僕自身が大事にしている 

・恋愛ノウハウ 
・コミュニケーション会話 
・女性の口説き方 

などの全ての「土台」になる教えを 
徹底的に解説したので 

「1人でも多くの人に手に入れて 
　視聴して欲しい」 

という願望もあります。 

しかも、 

僕の教材を購入するのが「初めて」だったり、 
今までこういったマニュアルを 
買ったことがなくて 

「胡散臭い」 
「騙されそう」 



と「不安な人」もいると思います。 

ですので、今回はお試し価格というのも含めて、 
特別価格「700円」で参加できるようにしました。 

僕自身の他の教材は安くても 
「2万円以上」はしますので、 
これだけの「お得な格安料金」で 
参加できるようにしたのは 

「初めて」 

です。 

通常の「講座」「セミナー」などは 
「設定した料金の10倍の価値を提供しよう」 
と思って金額設定をしています。 

例えば、いつもならば、 
30万円の価値があるのに、 
3万円で提供しているということです。 

そのため、参加者の多くから 



「こんなに安くて大丈夫ですか？」 
という声すら届くレベルです。 

今回に関しては、10倍どころか、 
「100倍以上の価値」 
を提供している自信があります。 

そのため、 
この金額設定での提供を 
いつまで続けることができるかわかりません。 

正直なところ、 
この金額では全くもって儲からないので、 
「内容の質」を考えても「3万円」 
にはしたいところです。 

一定数の購入者が出たら、 
僕も儲けたいので一気に「値上げ」を 
しようと考えています。 

1番お得な価格で手に入れることができる 
「今」という最高のタイミングで、 
決断することをオススメします。 



とは言っても 
「教材の中身」を見ることもできないので、 
いくらお得な参加費だとしても 
「購入に不安な人」も中にはいると思います。 

そこで今回は 

90日間の無条件”返金”保障 
をつけることにしました。 

購入から90日以内に「サポートセンター」まで 
「返金申し出メール」を送っていただければ、 
参加費を「全額返金」いたします。 

自信を持ってお届けしている教材ですので、 
大半の方には、当てはまらないはずですが、 
できる限りベストな提案内容にして、 

「1人でも多くの方が口説きメカニズムを 
　手に入れて欲しい」 



と思っていますので「返金保障」も 
つけることにしました。 

●返金の申し込み手順 

ステップ１： 
ウェブセミナーを購入し、 
「内容が不満足」だと感じた 

ステップ２： 
メールに、 
「口説きメカニズムの返金申し込み」 
という件名をつけて、 

「○○日に購入をした△△です。 
　口説きメカニズムの返金希望です。 
　返金用の振込口座は●●です。」 

というメッセージを作成する 

ステップ３： 
サポートセンターのメールアドレス 
⇒yuu@narimiya.xsrv.jp 

mailto:yuu@narimiya.xsrv.jp


にメッセージを送信してください。 

ステップ４： 
あなたからのメッセージを確認次第、 
ジゴロパンダの方から「返金手続き」をします。 
だいたい2週間程度で「あなたの銀行口座」 
へ700円を返します。 

一本メールを送ってもらうだけで、 
「あなたの銀行口座」 
に700円が返ってきます。 

「口説きメカニズム」の教材も 
返却する必要もなく「あなたのモノ」です。 

もちろん、 
「振込手数料」もこちら側が負担しますので、 
あなたには「1ミリ」も「リスク」がありません。 

安心して参加してください。 

ただし、 
「女性を惚れさせるメカニズム」という 



内容の性質上「悪用する人」が出てきたなと 
判断した時点で「公開終了」します。 

うっかり、締め切りを過ぎないようによう、 
今すぐ参加申請を完了してください。 

参加していることは 
友人や家族に絶対バレません 
あなたが「女性の口説き方を学んでいる」 
とは家族や友人に万が一でもバレて、 
恥ずかしい思いをしたくないはずです。 

だからこそ、 

あなたを守るために、 
「徹底的な個人情報管理・セキュリティ」 
で守っていきます。 

「情報管理」「決済」に関しては、 
「Paypal」という信頼できる決済代行会社に 
依頼していますので、情報漏洩はありません。 



あなたの家族や友人には 
「口説きメカニズム」 
を手に入れたことは絶対にバレません。 

●「銀行振込」のケース 
「ジゴロパンダの本名 コジマ ケイタ」 
という個人に送金したことしか 
情報としてはわかりません。 

●「クレジットカード決済システム」のケース 
カード明細には「PAYPAL EN」と 
表示されますので、何を購入したかは、 
あなた以外には不明です。 

●教材データ 
「口説きメカニズムの教材は、 
　MP3やPDFなどのデータ」 
として「あなたのメールボックス」に送って、 
スマホやパソコンなどで視聴する形式ですので、 
家族や友人にもバレません。 

●受講がバレる可能性があるケース 
１：「口説きメカニズム」の受講登録をした 
　　あなたのメールボックスを見られる 



２：スマホなどに入れた教材音声ファイルを 
　　直接聞かれる 

これらには注意してください。 

これらのケース以外では 
受講がバレることはありません。 

「予防策」としては、 
スマホを開く際に「パスワード」を 
かけていれば、他人にスマホの中身を 
覗かれることはありえないでしょう。 

あなたの周りの人達にバレて、 
恥ずかしい思いをすることは 
決してありませんので、 
安心して参加してください。 

Paypalって何？ 
知らないから怖い 
「Paypalって何？」 



「個人情報とるの怖い」 

と思われているかも知れませんが、 
「決済代行サービスの一種」 
ですので安心してください。 

この恋愛ビジネスは少人数のスタッフで 
運営していますので「全ての作業」を 
自社内でまかなうのは大変ですので 
「外部サービス」にも依頼しています。 

その依頼先の一つが「Paypal」なわけです。 

クレジットカードでの支払いに関しては 
「Paypal」という決済システムを使用しています。 

「Paypal」という決済システムは、 
日本では馴染みがない人も多いと 
思いますので、説明しておきます。 

「電気自動車のテスラ」 
「宇宙船ロケット開発のスペースX」 
などの創業者「イーロンマスク」が 
立ち上げた会社です。 



「Paypal」は 
世界的に有名なアメリカの企業で 
ユーザー数１億人以上、世界190カ国、 
25カ国の通貨に対応しているサービスです。 

2012年にはソフトバンクと合弁企業として 
「paypal Japan」という会社も設立しています。 

「ソフトバンク」や「DeNA」 
の決済システムもPaypalが対応しています。 

世界的な大企業なので、社会的な責任もあり、 
いい加減なサービスは出来ないのは 



推測できると思います。 

「支払い情報の授受」に関しても 
Paypalで金銭の授受が行われていますので、 

ジゴロパンダの方には、 
「あなたのクレジットカードや銀行口座の情報」 
は残りません。 

Visa、Master、JCB、Amexと 
ほとんどのクレジットカードに 
対応しております。 

また、気になるのは 
「クレジット支払いの場合の明細表記」 
だと思います。 

あなたのクレジットカードの支払い明細書には 
「PAYPAL EN」と表記されます。 

だから「口説きメカニズム」という教材で 
彼女やセフレの作り方を学んでいると 
家族や友人にクレジットカードの明細書を 
見てもわからないようになっています。 



もちろん、セキュリティは 
しっかりとしていますので 

個人情報が流出したり、売られたりして、 
「迷惑メール」「詐欺メール」 
が届くことも決してありません。 

そんなことをしたら、 
「信用」を失って、僕自身も、 
「Paypal」もビジネス的に損をします。 

お客様の信用を失うような 
「いい加減なこと」をしても、 
メリットはありませんので、 
まっとうなビジネスを運営しています。 

安心して利用してください。 

ここまでの話を聞いても 
「口説きメカニズム」ウェブセミナーに 
「本当に信じて参加してもいいのかな？」 
と行動に踏み切れないかも知れません。 



そこで、一つ話をさせて欲しいのですが、 

「チャンス」は平等に存在します 
そのチャンスを 
「あなたのモノ」に出来るかどうかは 
常に「準備」にかかってくるのです。 

「なぜ世界的な資産家にユダヤ人が多いのか？」 
という理由を知っていますか？ 

代表的な人物を挙げると、 

・マイクロソフトの創業者ビルゲイツ 
・googleの創業者ラリーペイジ 
・Facebookのマーク・ザッカーバーグ 
・科学者アインシュタイン 
・芸術家ピカソ 

特に、肉体的なものよりも、 
「知的活動の成功者」ほど 
ユダヤ人の割合が多いのです。 

ユダヤ教の教典「タルムード」に、 



彼らが成功する秘訣があると言われています。 

彼らの代表的な生き方として、 

「主知主義」というものがあり「無知は罪」であり 
「知識」は肉体よりも勝るという考え方です。 

ユダヤの格言で、 

人に知識が無いのは良くない 
足で急ぐものは道に迷う 
というものがあります。この言葉は、 

「成功している先輩の知識を得て、 
　時間や労力の無駄を省き、 
　合理的に最短ルートで成果を出そうぜ！」 

ということを重要視しているという意味です。 

僕自身「童貞」「デート経験ゼロ」の状態から、 
なかなか「自分が満足するレベルの教材」 
「師匠」を見つけることができませんでした。 



ですので、仕方がなく、 
恋愛の学習を「独学」で進めてきました。 

僕は恋愛コミュニケーションを 
「独学」で学んできたために 
「無駄な時間・お金・労力」を投資して、 
たくさん「損」をしてしまいました。 

恋愛やナンパの「師匠」「最高の教材」 
があれば「無駄な苦労」をすることなく、 
もっと「短時間」「最短コース」で 
成果を出せたのに、と今でも思います。 

そこで、 
「ナンパやホストの世界」に入り、 
足を使って「多大な実戦経験」を積み、 
「成功ノウハウ構築」をしてきました。 

あなたには、僕と同じ失敗をして、 
「大切な時間とお金」を失って 
損をしないで欲しい、と思っています。 



そういう「想い」も込めて、 
「口説きメカニズム」 
をあなたにお渡ししようと思いました。 

最短最速で脳内にインストール 
するために、あなたには 

「女性が男に惚れるメカニズム」 

という 
「女性の取扱説明書」を手にいれることで、 
「女性にモテる人生を手に入れる最短ルート」 
を歩んでほしいと思っています。 

一度、視聴をしてもらえると 
「購入して良かった」と思ってくれると 
自信を持って言える内容です。 

だからこそ、格安の金額にしているのに 
「全額返金保障」までつけています。 

今日この時が、 
「あなたの人生を変えるターニングポイント」 



と呼べる日になるでしょう。 

「最短ルートでの時間節約による効率性」や 
「高い確率での成功」を求めるというのは、 

一度きりの人生、 
楽しまなきゃ損 
だという考え方を持っているからです。 

「女性にモテる人生」と 
「女性にモテない人生」だったら、 

「女性にモテる人生の方が 
　楽しいに決まってる！」 

という価値観を持っています。 

「恋愛の勉強をしてまでモテたくない」 
「一生、自分好みの女性を抱かなくてもいい」 
「どうせ俺みたいなのは一生童貞なんだよね」 



とネガティブマインドで 
「女性にモテない人生でいいや！」 
って少しでも思うなら、今すぐに、 
このレポートを読むのを止めた方が良いです。 

人生の時間は限られているので、 
学習している時間がもったいない。 

他のことでもやってください。 
「楽しい遊び」は他にもたくさんあります。 

「女性にモテて、尽くされて、 
　愛される人生がいい！」 

って場合は「口説きメカニズム」を 
手に入れてください。 

恋愛経験の少ない時は、 
色んな女性とデートし、セックスし、交際し、 
「女性心理」「あなたが求める女性像」 
を知っていく。 

そして、最終的には、 



「あなたの理想とする女性と愛し合う日々」 

を築き上げることができるのです。 

あなたの心の奥底で抱いている 
「夢」や「欲望」は現実として叶うのです。 

それでは、 

「口説きメカニズムが欲しい」 
「金額も納得した」 

というのであれば、 

「どうやって手に入れたらいいの？」 
が気になるところだと思います。 

その場合は、 

「口説きメカニズム」 
を取得する4つの手順 
に進んでください。 



●「口説きメカニズム」商品内容 
１：セミナー音声プログラム（合計8時間21分） 
２：セミナーのレジェメ資料（PDF205ページ） 
３：セミナー音声のショートバーション（約4時間） 
４：購入者限定の会員サイトへのログイン権利 

をあなたが手に入れるための「手順」です。 

●ステップ１.「申し込み確認ページ」へ移動 

このページの時点では 
「支払い手続きは完了されません」 
ので安心してクリックしてください。 

下の「緑色のボタン」をクリックして 
「申し込み確認ページ」では、 
「教材：口説きメカニズム」の内容を 
「最終確認」をしてください。 

『女性を惚れさせる方法」
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●ステップ２. 支払い手続きを行う 

「申し込み確認ページ」の内容を確認後に、 
ページ内の「申し込みボタン」をクリックして、 
「購入手続き」を進めてください。 

●支払い方法は 
１：クレジットカード決済 
２：銀行振込決済 

の2パターンを用意しています。 

あなたの名前、クレジットカード番号、 
などの必要な情報を入力し、送信して、 
購入手続きを進めてください。 

そこで「700円」がチャージされます。 

もちろん、700円ポッキリで 
追加料金は一切掛かりません。 
内容が不満足の場合は 
「90日間の返金保障」 
もついています。 



安心して参加して大丈夫です。 

●ステップ３. あなたのメールボックスをチェック 

「入金確認」を終えた後に、 
申し込みの際に「登録をしたメールアドレス」の 
メールボックスに「口説きメカニズム」の 
視聴URLが掲載されたメッセージが届きます。 
 



「メールボックス」を確認してください。 

●ステップ４. スマホやパソコンで視聴 

「口説きメカニズムの視聴URLが 
　掲載されたメール」 

のURLをクリックすると視聴できます。 



あなたがお持ちの 

「iPhone、Androidなどのスマートフォン」 
「windows、macなどのパソコン」 
「iPadなどのタブレット」 

などにダウンロードしての視聴も出来ます。 

オススメは 
「iPhoneなどのスマートフォン」に 
「口説きメカニズム」の「mp3ファイル」 
を入れて、通勤や通学などの 
スキマ時間などに視聴をすることです。 

その結果 
「女性の口説き方」 
「女性を惚れさせる方法」 
を知ることができます。 

あなたが出会う女性に使ってください。 

それでは、次は「口説きメカニズム」の 



セミナー音声内で会いましょう。 

あなたとお会いできるのを 
楽しみにしています！ 

追伸１：返金保障付き 

「口説きメカニズム」という教材は、 
「13年間」の恋愛研究の末に完成したものです。 

「口説きメカニズム」は 
「3部構成」になっており、 

第0部：チュートリアル 
（MP3音声：1時間10分）（PDFレポート：13P） 

第1部：「恋愛と人生」の成功者が持つ共通点 
（MP3音声：1時間11分）（PDFレポート：28P） 

第2部：女性が男に自動的に惚れてしまうスイッチ 
（MP3音声：2時間28分）（PDFレポート：68P） 



第3部：女性を惚れさせるアクションプラン 
（MP3音声：3時間32分）（PDFレポート：96P） 

「合計 8時間21分」 
というボリュームの教材内容です。 

「返金保障」までつけていますので 
「リスクゼロ」で手に入れることが 
できる安心安全な教材です。 

本編教材の音声が長編のため、 
「ショートバージョンの音声」 
も用意しています。 

通常版よりも、 
半分以下の時間で「復習」「予習」を 
しやすいように、要点をまとめた音声です。 

毎日30分視聴すれば、 
1週間「30分×7日間」で 
「210分（3時間30分」です。 

通常バージョン8時間21分ならば、 
「約16日」で視聴が終わります。 



ショートバージョン約4時間ならば、 
「約8日間」で視聴が終わります。 

「口説きメカニズム」を手に入れることで 

「女性を惚れさせる具体的な手順」 
「彼女やセフレにする具体的な方法」 
「女性を口説き落とす会話の仕方」 

といった一度学べば、一生使える 
「女性の取扱説明書」という「武器」を 
あなたは脳内にインストールすることが 
できるのです。 

あらゆるセミナーや教材よりも、 
「コストパフォーマンスが最高」 
だと自信を持って言える内容に 
仕上がりました。 

ご安心して手に入れてください。 

『女性を惚れさせる方法」
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追伸２：参加者の声 

このテレセミナーの販売を始めたのは 
最近ですので、参加者の声が少ないです。 

とは言っても、 
参加の判断基準として「参加者の声」を 
参考にしたい人もいると思います。 

そこで、 
ジゴロパンダの別の講座の 
「参加者の声」を載せておきます。 

僕自身のことが 
「信用できる人間かどうか」 
という判断の参考にしてください。 

『ジゴロパンダの講座体験談』 

https://panda-nampa.com/user-voice

