
TWICEのサナと付き合う
には？５つの手段。
だいの考察レポート。

ちなみに今回のレポートでは美人全般に通用する
方法を話しています。

タイトルは中二病くさいけど、
大まじめです。

自信作です。

応用的な話もしてるので、
我ながらなかなか面白いかと。

・女性にモテるための具体的な１つのルート

・モテる男の方程式

・風俗嬢、キャバ嬢、パパ活女子の話



・金持ちはモテるのかどうか

・浮気されやすい男の特徴

・芸能人、アイドルの話

・ZOZOTOWN前澤社長と剛力さんの話

・成功者の思考法

なんて話をしてます。

夜の１２時くらいから、
パソコンかちゃかちゃしてたら、
朝の８時になってました。

おはようございます。だいです。

では本題。



TWICEのサナと付き合うには？

とりあえず今パッと思いつく選択肢は、

・恋愛の実力を上げる
・ビジネスを極める
・芸能関係の仕事をする
・がちがちのファンになって会いまくる
・人脈で繋いでいって仲良くなる

この５つ。

結論からいうと、
上の２つをクリアすればいけるはず。

他の３つはまああったらいいかな。
くらい。

では１つずつ見てきましょう。



この中でまず絶対必要なのが、

「恋愛の実力を上げる」

超当たり前の話なんだけど、
意外とこれが盲点だったりします。

女性にモテることを考えたときに、
ただただ出会いまくればなんとかなるだろ。
という勘違いが結構多い。

恋愛は、
「出会いの数×実力」で決まります。

実力が０の状態で、
出会いが１００あっても、
トータル０なのです。

童貞時代の僕がまさにこんな感じでした。



とりあえずマッチングアプリ使って、
出会い増やせばいけるっしょ。的なノリ。

見事に玉砕しました笑

マッチしないし、
返信こないし、
もちろんライン交換できないし、
デートにもいけない始末。

で、そこからは自己流やめて、
師匠から習った通りにやったら、
すぐに結果がでました。

えー、こんなに変わるのかよ。
ってレベル。

もっと早く習えばよかった笑

話を戻しますね。
万が一サナに会えたとして、



どんなコミュニケーションすればいいんだ？
あたふた。あたふた。
なんてしてたら話にならないので、

コミュニケーションの勉強はマスト。

その上で実践を繰り返して、
魅力を上げていく。

すげー当たり前の話だけど、
一番大事なので一番最初に。

こんなノリで大まじめに話していきます。

じゃあ。次。

「ビジネスを極める」



これも強い。

ZOZOの前澤社長と、剛力彩芽
SHOWROOMの前田社長と、石原さとみ。
スナップチャットのシュピーゲルと、ミランダカ
ー。

ビジネス強者と美人が付き合う。
よくある話ですね。

結局ビジネスを極めてると、
自分の魅力を上げることになってるのもあるし、
あとは金あるし。で強いわけです。

僕だったら、今やってるビジネスを伸ばしていっ
て、
芸能人と繋がりをつくって、、、
て感じでしょうか。

人は自分にないものを持ってる人を好きになる。
なんて言いますけど、

それでいうと、



美女は顔で相手を選ぶというより、
他の要素で選ぶ確率が上がるということで、

これって僕らからしたら希望でしかないですね笑

顔とか身長以外なら、
努力次第で、
いくらでも変えられますから。

あー、ただこれは、
恋愛の実力がある前提なので、
まずはそっちの勉強しようぜ。
と思う。

恋愛の実力つけてから、
ビジネスですね。

ただの金持ちになったところで、
対女性レベルが低いと驚くほどモテません。

特に今の日本の女性は、
自力で稼いでいけちゃうので、
金持ちをそんなに求めてません。



もちろん金持ちに越したことはないんだけどね。

要はビジネスはプラスアルファ。

で、ビジネスに関していうと、
僕は結構勉強してるし、今もふつうに稼いでまし
て、
今後もっと極めていくつもりです。

現状いくつかだけど、
自動で収入が上がる仕組みを所有しています。

これをさらに大きくしていくイメージですね。

この手法で、
僕の知ってる人だと、
億いってる人とか全然いるんでね。

僕はそこ目指してます。

そのレベルになると、



芸能人の繋がりも出来てくるんで、
そこから繋がれるはず。

あ、ネットワークビジネスとかではないですよ。

もし僕のやってるビジネスに興味あれば、
連絡くれればと思います。

はい次。
芸能関係の仕事。

これは言い方悪いけど、
雑用側に回るのか、
プロデュース側に回るのかで変わってきますね。

雑用側だったら、
いろいろ厳しそう。

プロデュース側だったら、
ありえなくもない。



僕の場合だと、そこに就職する気はないので、
今やってるビジネスと絡めていきますかね。

具体的には、
無名のアイドルをプロデュースしていって、
アイドルプロデュースの専門家になって、
そこの繋がりからとか。

これは組み合わせ次第ですね。

はい。次。

「ガチガチのファンになる。」
これは１番微妙な気がする。

アイドルとファンが結婚なんてのもあるけど、
確率的に厳しそうだし、
なんかルール的なのも面倒そう。

なによりそこにいくまでのコストがやばそうなの



と、
失敗したときのリスクが高すぎる。

１人の推しにつぎ込んだとして、
ダメだったら、
その金が戻ってくるわけじゃないから。

これはリスキー。

風俗とか、キャバクラと似てますね。

消費に使っちゃうから、
ただただ金が消えていくだけ。

もちろん死ぬほど好きとかだったらいいんだけ
ど、
うーん。それもどうかな。
おすすめはできない。

ほかのファンとの差別化も難しいし、
一度お客さんとして見られると、
逆転がむずかしかったりする。



無関心の状態から
相手に興味を持ってもらうために、
あらゆる手段を使う。

最初のハードルがめちゃ高いです。

別のルートから行った方が良さそう。

ラスト。
「人脈でつなぎまくる」

これも微妙。
単体では厳しい。

運要素がなにより強いから。

どこかで実績をつくってからなら、
使えるとは思う。

組み合わせありき。



人脈でいうと、
ちなみになんですが、

僕の彼女の友達の友達がサナと仲良いらしいです
笑

まじでこれ聞いたとき、
声出すくらいビビった。

でも結局、
運みたいなとこあるんで例外ですね。これは。

書こうか迷ったけど、
せっかくなんで書いてみました笑

というわけで、
思ったより長くなりましたけど、
まとめに入ります。



【美人と付き合うにはどうしたらいいか？】

１番大事なことは何か？

「恋愛の実力を上げる。そのために勉強する。」

これだけでも、
普通の美人となら付き合える可能性は全然ある。

というか、
ちゃんと勉強すれば余裕でいけますね。

具体的には、
まずは「コミュニケーションの型」を勉強する。

で、コミュニケーションを取れるようになった
ら、
あとは女性に慣れて行く。

どうやって慣れていくのかっていうと、
マッチングアプリが１番早い。
僕の経験上、間違いないです。



「コミュニケーションを学んで、
マッチングアプリで出会いを増やしてく。」

これが最短ルート。

ちなみにマッチングアプリはペアーズがおすす
め。
僕の中で一番マッチしやすい印象がある。

ペアーズのリンク貼っときます。
https://link-a.net/gate.php?
guid=on&mcode=nuiemh8k&acode=erxitj9a
kkxr&itemid=0

コミュニケーションを勉強した上で、マッチング
アプリを極める。

シンプルだけど、
かわいい彼女つくりたいとか、
童貞を卒業したいとかであれば、
これだけでも十分です。

https://link-a.net/gate.php?guid=on&mcode=nuiemh8k&acode=erxitj9akkxr&itemid=0
https://link-a.net/gate.php?guid=on&mcode=nuiemh8k&acode=erxitj9akkxr&itemid=0
https://link-a.net/gate.php?guid=on&mcode=nuiemh8k&acode=erxitj9akkxr&itemid=0


人生変わるし、
人生楽しくなると思う。

僕がまさにこのパターンで、
ここまできました。

ここからはより上を目指したい人向け。
芸能人、風俗嬢、キャバ嬢、パパ活女子の話。成
功者の思考法。

一段上に上がって芸能人レベルを相手にするとな
ると、

・ビジネスを極める

他にも選択肢はあるだろうけど、
一番手っ取り早そうなのはこれ。

シンプルに自分のためにもなるし。
可能性広がるし。



ビジネスを極めていくと、
アイドルをプロデュースできたり、とか
芸能関係の仕事もできるようになる。

そこでのチャンスもあるし、

そもそも富豪になれば、
話は早い。

上は上で繋がりがあるから、
意外と簡単に接触できたりする。

それが前澤さんと剛力さんのパターンとか、
前田さんと石原さとみさんのパターンとか。

こんなの無理だろ。と思うかもしれないけど、
これも勉強して実力をつけていけば、
いける世界です。

０からでもステップを踏んでいけば、
いけます。

まあ僕はまだいってないので、
偉そうなこと言えないけど、



理論上は理解してます。

で、

１通目のメールでも話したけど、
どんな人でも付き合えるようになりたい。
という目標が僕にはあるので、

現在進行形で、
恋愛とビジネス両方の勉強を進めています。

ただ大前提は、
恋愛の実力を上げることですね。

それをやらずして、
仕事を頑張ればモテるんだ。
というのは間違いです。

断言しちゃうけど。

金で釣るのは簡単です。



でも仮に金で釣れたところで、
超絶虚しくなるんですよね。

表面上はうまくいってても、
結局はおれの金目当てかよ、、、って。

モテないときは、それをやるしかないから、
気持ちは分かるんだけど、
普通に嫌じゃないですか。

それ目的で結婚されるとか、
たまったもんじゃないし。

あとは、これやっちゃうと、
別に男つくられて、浮気されたりすることもある
んで、
まじで最悪です。

風俗、キャバクラ、パパ活なんかも、
まさにこのパターンですね。

主導権を相手に握られてる状態。



言葉は悪いけど、
「私と会いたいなら、金払えよ。」
っていう状態です。

悲しいけどこれが現実。

でも表面上は仲良くしてくれるから、
ハマっちゃうんですよね。

あるあるですよ。これは。

実際、僕も風俗とかハマってたことあるから、
気持ちはめっちゃわかる。

でもだからこそ、
今モテてないなら、
風俗系はおすすめしません。

お金と時間を失うだけで、
何も変わることはないから。

僕だったら、
その金を全部勉強代にぶっこむ。



そして自分のレベルを上げていく。

その結果、彼女ができたり、
モテるようになったりする。

風俗とかキャバクラとかに行きたければ、
そのあとに行けばいい。

そしたら戦えるようになってるから。
付き合えたりできるかもしれない。

そっちの方がどう考えても良いよね。

変われた僕だからこそ、
これは断言できます。

僕は実力者にお金払って習ってみて、
実感しました。

こんなに見えてる世界ちがうのか。
こりゃあモテるわけだわ。って。



どう考えても、
まずはこっちの世界にいくのに、
お金使った方が得じゃん。って。

自分のレベルを上げれば、
いくらでも女の子を抱けるようになりますから
ね。

これが長期的な目線です。

でも人って目先の利益に走ってしまう。

性欲を満たしたい。
セックスしたい。

じゃあ風俗いこう。

これをやってると、
一生変わることはないです。

昔の僕はこれで大失敗しましたw

２ヶ月で６０万くらい溶かしまして、
何も残らないという。



金だけ減っていく。
まさに地獄です。

改めてだけど、
風俗とかに金使うのは、
やめましょう。

マジでもったいないです。
（経験者は語る笑）

定期的に風俗いってたりすると、
１年単位でみたら、
余裕で５０万とか吹っ飛びますからね。

うーん。もったいない。

で、もったいない。でいうと、
金だけじゃなくて時間ももったいないんですよ。

時間は有限で、
若さも有限だからこそ、
はやくレベルを上げてしまった方がいいのは言う
までもない。



金あるからいいわー。
ではないんですよね。

どんどん寿命減ってます。

その点、僕はラッキーなことに、
早い段階で恋愛を学べたので、
ほんとに幸運でした。

というか、金持ってる人が恋愛の勉強したら、
すぐに無双できます。

金持ちってだけで、
女性に対して興味づけができてるから、
話がはやい。

それに応じた戦略とかあるし。

まあ今話すと長くなるから、
今回は割愛します。

もしそういう人いたら、



メールください。

お話します。

繰り返しにはなるけど、
実力さえつけていれば、
ほんとに可能性広がりますよ。

まじでびっくりするほど世界が変わる。

これが今回１番言いたかったことです。

で、このレポートの本題に戻るけど、

実力さえつけていれば、

もしサナがだめだったとしても、
サナレベルの美人と付き合えるかもしれません。
性格の良い子と付き合えるかもしれません。

好きな子と付き合えるかもしれません。



可能性広がりまくりです。。

僕はこれに味をしめていて、
ひたすら学び続けています。

世の中の男は勉強しない人ばかりなので、
勉強すれば勝てる。

超シンプルですね。

最後に。
成功者の思考法について。

いちおう、さっきの話と繋がってます。

この話をするのが、
このレポートのもう１つの目的です。

「もし、できたら思考」
とでも名付けましょうか。



やりたいことがあったら、
実現する方向で考えてみるという思考法。

これを身につけると、
恋愛も仕事も、
いろいろ上手くいきます。

では、解説です。

だれでも１度は考えたことあると思うんですよ
ね。

もし金持ちになったら。とか、
もしアイドルと付き合えたらとか、
もしモテるようになったらとか、

で、ここからが
ポイントです。

あーこれ無理そうだな。
おれなんて。。。
って思ったら、



「もし、～できたら。」で考えてみる。

今回のレポートみたいに、
もしサナと付き合えたら？
なんて普通は考えないじゃないですか。

でも僕は考えます。

そうすると、
意外といけそうなことが分かります。

何をどうやったら
達成できるのかが見えてきます。

あとはやるだけ。

で、やったら
案外うまくいきます。

僕は実際、
この思考法のおかげで、
童貞を卒業できました。



「もし童貞を卒業できたら。」

と、ずっと考えていたんですよね。

そしたら、
やることが見えてきて、
勝手に動いてました。

想像できたら勝ちです。

だんだんいけそうな気がしてきます。

で、必要なことをやる。

僕の場合は、
自分のレベルが低いことを自覚していたので、

まずは勉強しなきゃだ。
実力者、モテてる人から習おう。

という結論になりました。

で、あとは、
お金払って知識習得しただけ。



具体的には、
コミュニケーションの型を学んで、

その知識をもとに、
コミュニケーションとってたら、
童貞なんてすぐに卒業できたし、

気づいたら
彼女ができてました。

なんというか地味ですよね。
非常識ですよね。

いつだって世の中を変えるのは、
非常識な人間です。

なので非常識なこと言ってるなあ、
と思ってもらえたら僕がこのレポートを書いた意
味があったので、
喜ばしい限りです。

「もし、～できたら」



この思考法は地味だけど、
超強力です。

試してみてください。

ちなみにこの思考法は、
ビジネスの師匠から習いました。

僕も勉強しただけの話です。

恋愛もビジネスも０から這い上がった。
みんな０からですよ。

これも勉強と実践です。

何回言うんだっていうね。
でもほんとにここが肝だから、
あえて話しています。

めっちゃシンプルじゃないですか？



まずは勉強して脳みそを鍛える。
そして次に行動。

脳みそは生きた資産です。
一生ものの。

実力さえつければ、
おのずと結果はついてきます。

恋愛でいえば、
まずはコミュニケーションの型を学ぶ。

そして女性に慣れていく。

僕は出会いがなかっtから、
マッチングアプリを使いました。

そしたら、
彼女できました。

これだけの話です。
意外とやることって多くないし、
ほんとにシンプルなんですよね。



僕自身、恋愛もビジネスも全てこのやり方でやっ
てきたからこそ、
今の自分があります。

なので今後もこの方法で上を目指していくつもり
です。

こんな風に学んでると、
いろいろ繋がってきて楽しいですね。

よし。おれもまだまだやっていくぜ。

追伸
がっつり書いてみたんで、
感想もらえると喜びます。笑

メールに、
そのまま返信してもらえば僕に届くんでぜひ。


