


 

■ようこそ、支配者の世界へ。 

こんにちは、ジュンです。 

この度は「The Ambition!」にご参加いただいて、誠にありがとうご

ざいます。ここに参加して頂いたということは、もうすでにあなたは僕

の「同志」であり「仲間」です。 

「モテる」とか、「セックスできる」という次元を超越した、人を支配

する存在、そして多くの人に絶大な影響を与え、より良い方向へ導いて

いける存在、へと進化していきましょう。 

これからお伝えしていくのは、 

「帝王学」 

と 

「生物学」 

をベースにした、 



女性を完膚なきまでに魅了するロジックや、人を突き動かすためのロ

ジックや、最高の女性と出会うまでのロジックや、大金を稼ぐためのロ

ジックや、多くの人を巻き込むためのロジックや、最高の仲間と出会う

ためのロジックや… 

まぁ、語りつくせばキリがありませんが、 

それだけ、帝王学と生物学は、この世界を読み解き、攻略するための普

遍的なルールを教えてくれます。 

メインテーマは「恋愛」という切り口ですが、 

会社で応用するなら？人間関係で応用するなら？仕事で応用するなら？ 

という視点で考えてみると、新たな発見があるかもしれません。 

ぜひ、そういう視点で受講して頂ければと思います。 



■理想を叶える方法 

この講座に参加されたということは、あなたには何かしらの「理想」

だったり「夢」だったり「目標」があるはずです。 

その理想を叶えるために、 

ここに参加する 

という選択をしましたよね。 

その目標を叶え、理想の人生を手に入れるために、とても重要なこと

を、最初にお伝えしていきます。 

題して「理想の叶え方」です。 

可愛くてオッパイの大きな彼女が欲しいとか、 

どんな女性でも魅了できるような強いオスになりたいとか、 

尊敬と羨望を集める、魅力的な男に進化したい、とか。 



様々な理想があるはずです。 

ただ、ここで断言しておくと、 

世の中の99%の男性は、こういった理想を持っているにも関わらず、全

く変化しない現実をダラダラと過ごし、気がついたら歳をとって、何も

出来ない年齢になっていた…という結末を辿ってしまいます。 

不可能だと断言出来るわけではないですが、60歳になってからモテる

男を目指すとか、60歳になってから稼げる男を目指すとか、 

んーちょっと遅いよなぁ、って感じ。 

生物学的なハナシをすると、人間のオスの全盛期(後尾相手としての最

適度合い)は20台前半です。それ以降は衰退の一途を辿ります。 

ただ、現代はアンチエイジングや医療が進歩していたり、「社会」や「お

金」というものがあるので、肌感覚では30歳くらいがピークなのか

なぁ、と感じています。 



じゃあ、もちろん10代20代のみなさんは、今からの半年で帝王学を学

べるというのは「大チャンス」ということになります。 

生物的なピークに向けて、自分を魅力的に磨いていき、超最高の生活を

送るための下準備が出来るわけです。 

じゃあ、ピークを過ぎた30代40代50代のみなさんが、諦めるしかない

のか…というと、そんなことはありません。 

よく聞く言葉ですが「今が一番若い」のです。 

衰退こそすれど、それをカバーしてありあまる魅力と実力さえ手に入れ

ることができれば、いくつになっても美女に囲まれる生活を送ることは

出来ます。 

芸能人だと、TOKIOの城島茂さんは48歳にして、菊池梨沙さん(24)に

膣出し妊娠の上、めでたく結婚というゴールを決めています。 

Eカップのグラビアアイドルなんだそう。 

羨ましいですね。 



 

それはTOKIOのリーダーだか

らだろ…という言い訳がした

い気持ちもわかりますが、 

これは僕たちに到底不可能な

話ではありません。例として

分かりやすいから芸能人の例

を出しただけであって、 

僕の周りにも、いい年したオジさんなのにも関わらず、若くて可愛い子

とパンパンやって、遊びに飽きたら一番いい子と結婚する…みたいな人

たちが沢山いるのも事実です。 

(だし、僕自身、そういうイケてるオトナたちから学んできました) 

だから、諦めずに目指し続けて欲しい、と思っています。 



ただ、先ほどもお伝えしたように、世の中の99%の男は、「こういう可

愛い女性とセックスして付き合って結婚したい！」と思っているにも関

わらず、全く結果が出ないまま一生を終えてしまいます。 

それは一体何故なのか？ 

その原因を解き明かし、解消し、「理想を叶える体質」になるのが、第

一歩です。それには、僕たちの脳が深く関わっています。 



脳は答え探しをする臓器 

人間の脳は、質問を投げかけると、答えを検索して、最も「それっぽい

回答」を教えてくれる、という器官です。 

自分「お腹すいたなぁ、何食べたい？」 

脳「タベタイモノ、デスネ。オマチクダサイ。」 

脳「ケンサクチュウ…」 

脳「ワタシガ、タベタイノハ、オスシ、デス。」 

自分「寿司食いてぇなぁ」 

こんなやりとりが、自分の脳内では絶えず繰り広げられています。脳は

あなたが投げかけた問いに対して、常に考えて、答えを出し続けてくれ

ているのです。 

ただ、脳は最強ではありません。 

答えを返せるものもあれば、答えを返せないものもあります。 



例えば、 

自分「モテたいです、どうしたらいいかな？」 

脳「モテタイ、デスネ」 

脳「…」 

脳「スイマセン、ワカリマセン。」 

こんな感じ。 

だから、モテるにはどうしたらいいか何も分からず、何も行動を起こせ

ないままの人が続出するのです。 

この質問の、一体何が悪いのか？というと「質問が抽象的すぎる」ので

す。モテたいです、といわれても、すべてのモテるようになる方法を語

るには24時間では到底足りません。 

そんな、答えの広い質問をされても、脳は「困る」のです。 



脳が回答できる質問 

じゃあ、脳はどんな質問だったら回答してくれるのか？ 

それは「具体的な問い」です。 

モテたい、は抽象的ですか、この質問をよりより具体的にしていくと、

脳は答えを返してくれるようになってきます。 

例えば、 

・1回目のデートで第一印象を良くしたい 

・25歳のOLで、黒髪ショートで、よく笑う子と出会いたい 

・出会った瞬間に「オシャレ！」と思われる服装をしたい 

こんな風な具体的な問いを投げてあげると、脳は何らかの回答を返して

くれるのです。 

なので、理想や願望は、「超具体的に」設定するというのが、極めて重

要になります。 



多くの人が上手くいかない理由は、 

「モテたい」 

「彼女欲しい」 

「金持ちになりたい」 

といった、抽象的でぼんやりした欲望を、ただ漠然と抱いているだけだ

から。そんな問いを投げられたところで、脳は困ります。 

あなたが理想を叶えるための第一歩は、 

「欲望、願望を具体的に思い描く」 

ところから始まります。すると、脳は勝手に答えを探してくれて、最適

な行動が取れるようになるのです。 



理想は忘れた頃に叶う 

僕の話をすると、2019年の年始に書いた「今年の目標」という紙があ

ります。で、このレポートを書いている時に、ふと思い出したんですよ

ね。「そういえば年始に目標立てたなぁ」って。 

それまでは、完全に忘れてました。笑 

で、開けてびっくりですよ。 

ほぼ、達成されてます。 

例えば、紙に書いていた内容の一部をご紹介すると(流石にお見せでき

ない内容もあるので、一部だけ！笑) 

・YouTube登録者１万人 

書いた当時の登録者は400人、再生数は200回ほどでした。けど、今見

ると、登録者は３万人を超えています。 



・年商3000万円(どの事業から、どれくらいの売上…とかまで書いてま

した) 

これも、すでに達成していました。 

・身長150~160cm、黒髪、ショート、Dカップ、丸顔、目がパッチリ、

よく笑って、美味しそうにご飯を食べて、向上心があって、僕の仕事を

応援してくれるような彼女と、雰囲気のいいカフェでゆっくりコーヒー

を飲みながら、未来を語り合いたい。 

…これ、先月やってました。(彼女の身長は162cmですが、そこは誤差

ということで！笑) 

という感じで、書いていたことは、ほぼ達成されていたのです。 

ウソみたいでしょ？ 

けど、これもロジックを知っていれば、至極当然の話なのです。(理想

達成のロジックに関しては、かなりハイレベルな内容なので、講座の後

半の方で詳しくやります！) 

現段階であなたに実践して欲しいのは、 



「可能な限り具体的に、自分の理想を思い描く」 

ということです。 

実践ワーク１ 

将来、どんな自分になっていたいですか？可能な限り具体的に書いてみ

ましょう。書き出したら、その理想に「期限」を付けてみてください。 

実践ワーク２ 

将来、どんなパートナーと一緒にいたいですか？可能な限り具体的に書

いてみましょう。その子と、どこに行って、どんなデートをして、どん

な話をするのか？も、ありありと映像が浮かぶまで想像して、書いてみ

てください。書けたら、その理想に「期限」を付けてみてください。 



理想は「書く」と現実化する 

この実践のポイントは「紙に書く」ということです。 

脳内の思考とか、感情とか、欲望って、目に見えないじゃないですか。

それを紙に手で書くことによって、脳内に一気に叩き込まれます。 

手を動かして書くことにより、「触覚」から脳にアプローチできます。 

書いたものを見ることにより、「視覚」から脳にアプローチできます。 

脳は日常的に大量の刺激にさらされていて、多くの問いを投げかけられ

ています。なので、五感から多くの刺激を入れることにより、脳に「こ

の問いは優先順位高いんやな」と理解して貰えて、やっと答えを探して

くれるのです。 

自分が何としても達成したい理想は、 

紙に書いて、目で見て、 

そして、見つからないような場所にしまっておきましょう。 



パソコンやスマホのメモで書くよりは「紙に手書き」がいいです。これ

は脳の記憶と関連しているのですが、 

脳は「場所」で情報を記憶します。なので、自分の部屋のこの場所に、

理想を書いた紙を入れている、というだけで、記憶に残りやすいので

す。 

パソコンの中だと、場所との結びつきがないので、アタマの中に問いが

残りづらくなってしまうのです。 

(さっき書いてみました、どうなるか、楽しみですね。) 



ぜひ、しっかりと時間を取って、可能な限り多くの理想を具体的に書き

出してみてください。２、３個とはいわずに、20個30個書いちゃって

OKです。むしろ、それくらい欲張って、「もうこれ以上は無いな」と思

うまで、出し切りましょう！ 

… 

あ、そうそう。 

この理想を書いた紙や、書いた内容は、誰にも見せないようにしてくだ

さいね。「話す＝離す」と言われていて、誰かに話した瞬間に、自分の

脳内から離れていってしまいます。 

まぁ、詳しい理論は置いておくにしても、 

「やたら理想の自分を話して回るやつ」より 

「黙って淡々と努力を重ねる男」の方がカッコいいじゃないですか。 

不言実行。 

これが理想達成の秘訣です。 



■出会う女性のレベルを跳ね上げる方法 

では、イントロダクションはこの辺にして、具体的に出会いのロジック

を解き明かしていきます。ここでお伝えするのは、「人間は、どんな人

と一緒にいたい、出会いたいと思うのか」という根源的な理論です。 

なので、もちろん男女関係の出会いにも使えますが、ビジネスパート

ナーだったり、心を許して話せる親友だったり、ともに成長していける

仲間だったり、そういうオールジャンルの人間関係に応用できる、本質

的なハナシになります。 

で、最初に結論から言うと、 

「人間は、同じレベルの人と出会う」 

ということです。 

これだけだとよく分からないと思うので、詳しく解説していきますね。 



実は、僕たちは生きているだけで、かなり多くの人と出会っています。

スタバでコーヒーを買うときの店員さん、仕事で出会う取引先の人、新

たに入社してくる人、たまたま隣に座った人、たまたま同じバーにいた

人、マッチングアプリで視界に入った人、SNSでたまたま見かけた人… 

特にネットや人が集まる場所が整備されている現代は、出会いにあふれ

ています。 

ただ、それに「気づいていない」だけなのです。 

よく女性が「出会いがないんです～」とかいっていますが、そんなこと

はありません。今まで会ったことがない人と、毎日次々と会っていま

す。ただ、それを「自分の人生と関係ある人だ」と思っていないだけな

のです。 

恋愛という文脈で言えば、 

「恋愛対象ではないオスとの遭遇は、出会いではない」 

ということ。 



だから、もしあなたが、あらゆる女性から恋愛対象として見られるよう

な魅力的な男性になることが出来れば、日常の「遭遇」はすべて「出会

い」に変わります。 

だから、アプリを使っても出会えないのは、 

多くの人と「遭遇」はしていても、「出会え」てないからだし、 

街コンや婚活パーティーに行っても成果が出ないのは、 

多くの人と「遭遇」はしていても、「出会え」てないからだし、 

ナンパで全く結果が出ないのは、 

あなたが「声をかけてきた怖くてヘンな兄ちゃん」だからであり、 

「私のことを見つけてくれた素敵な男性」になれてないからです。 

“遭遇を出会いに変える技術” 

これが、出会いのロジックでお伝えしていく、帝王学です。 



出会いと遭遇の最大の違い 

人間はどういう人と遭遇した時に「出会った」と思うのでしょうか？ 

この答えを知るのに、面白い日本語があります。 

「波長が合う」 

辞書を引くと「人と呼吸の合うさま、考えや感性が相通ずるといった意

味で用いられる表現。」と書いてありました。 

もし女性がこういう人と遭遇したら、「この人といたら、なんか居心地

がいいなぁ」と感じ、それは出会いに変わります。 

じゃあ、波長が合うってどういうことや？ 

ってことなんですけど、実はこれは正確にいうと 

「脳波が合う」 

という意味なのです。 



僕たち人間は、固有の脳波を持っています。それは、自分の体外につね

に放出されています。(よく科学者とかが、アタマに器具を付けて脳波

を測定してますよね) 

波というのはお互いに干渉する(影響を与え合う)ので、人と人とが出

会った瞬間に脳波は干渉しあいます。 

波長が合う人同士が遭遇すると、お互いの脳波が共振して、１つの大き

な波を形成します。これが波長が合っているという状態です。 

ピッタリ波長が合うと、２人で１つの波、が形成されます。 

この状態になると、人は心地よく感じ(ほろよいみたいな感覚になりま

す)、理性の働きが弱まり、本心が現れ始めます。だから、波長が合う

人には「何でも話せちゃう」んです。 

一方、波長がズレていたり、真逆になっていたりすると、お互いの波は

打ち消し合います。その時人間は、自分の脳の動きを阻害されている感

じがして「居心地が悪く」感じるのです。 



なので、出会いを引き起こすためには、 

「自分が出会いたい女性と脳波の共振を起こす」 

というのが、結論なのです。 

出会いたい女性と共振を起こす方法 

「人は同じレベルどうして仲良くなる」と良く言われますが、それはこ

の脳波の共振が関係していたのです。 

自分の友人５人の年収の平均をとると、自分の年収になる、というのも

同じ原理で説明できます。 

なので、あなたが出会いたい女性が、とても魅力的であるのであれば、 

それに見合う男に成長していくしかありません。 

その過程で、出会う女性のレベルも徐々に上がっていき、いつのまにか

あなたが思い描いていた理想の女性をゲット出来るのです。 



前半の実践ワークで「どういう女性と一緒にいたいか？」を書き出した

と思います。もう一度、その紙を引っ張り出してきてください。 

で、考えて欲しいのは、 

１：その人の隣にいるのにふさわしい男は、どんな男か？ 

２：そんな男になるには、具体的に何をすればいいのか？ 

この２つです。 

これを「内面」と「外面」の２つの視点から考えていきます。 

内面に関しては、来週のレポートで詳しく解説するので、今回は外面を

詳しく見ていきましょう。 



外面を理想型に変革する 

少し生物学の話をします。 

僕たちオスは、メスの「顔の作りがかわいいかどうか」と「身体がイヤ

ラシイか」を見ていますが、メスはそうではありません。 

メスが見ているのは「後天的改善能力」です。 

これは何かと言うと、生まれ持った見た目から、その後の努力によって

どれくらい加点しているか？の指標です。 

例えば、 

Aくん（遺伝見た目：50点） 

Bくん（遺伝見た目：80点） 

の２人がいたとします。 

Aくんは、一生懸命努力して、自分の見た目を磨く努力をしました。そ

の結果、見た目レベルは80点になりました。 



一方Bくんは、生まれつきそこそこのイケメンだったので、それに怠け

てあまり見た目にはこだわっていませんでした、その結果、見た目レベ

ルは85点になりました。 

Aくん（遺伝見た目：50点）→見た目80点 

Bくん（遺伝見た目：80点）→見た目85点 

この２人のオスがいた時、メスはどちらを選ぶのか？ 

この時選ばれるのが「Aくん」なのです。 

これは何故か？ 

見た目が良ければその分モテるので、遺伝子の高評価に繋がります。こ

の見た目を「後から改善する能力」が、子孫繁栄にかなり役立つので

す。 

いくらイケメンと美女が結婚しても、ブサイクな子供が生まれる可能性

は大いにあります。その時に、どうするか？ 



後から努力によって見た目のレベルを上げられる能力を受け継いでいれ

ば「なんとかなる」のです。いくら原型がブサイクだろうと、 

オスだったら髪型を整え、肌を綺麗にし、眉を決め、おしゃれな服を着

て、魅力的な体型をつくり、いい姿勢で、堂々とした振る舞いをすれ

ば、モテることは可能です。 

メスだったら、髪型を変え、肌を綺麗にし、化粧で可愛く見せ、性的魅

力を演出する所作を習得し、男を興奮させる会話をすれば、子供を作る

ことは可能です。 

だから、メスはなんとしても「後天的改善能力」を受け継ぎたいと、本

能で思っているのです。 

… 

じゃあ、僕らがやるべきことは？ 

カンタンです。あなたの顔面や身長は関係ない。 

今から努力によって見た目を磨きまくればいいのです。 

それがダイレクトに評価につながります。 



外面改革「BIG５」 

僕が「BIG５」と呼んでいる、外面を磨くポイントがあります。 

１：髪型 

２：眉毛 

３：服装 

４：体型 

５：肌 

この５つを徹底的に磨いていけば、外面は完璧です。 

で、これをどのように改善していけばいいのか？という話なのですが、

この結論は「人による」のです。 

その理由を解説します。 

生物は「自分と遺伝的に10%離れた人」が最も好みのタイプ(より優秀

な子孫が生まれやすい)になります。なので、あなたがどういう見た目

を目指せばいいのかというと、 



自分が理想としている女性が、好きそうな見た目 

になればいいのです。 

… 

僕がホストに入店した初日、面接をしてくれた店の代表にある事を聞か

れました。 

「なんでホストは、金髪で髪を盛りまくって、アクセをジャラジャラ付

けているか分かるか？」 

そう聞かれて、答えに詰まりました。 

だって、一般的にモテる格好ではないからです。女性誌の登場する男性

や、キャーキャー言われている芸能人は、全くホストのような格好をし

ていません。 

「確かに、、、何でなんだろう、、、」 

しばらく、答えに迷っていると、代表が口を開きました。 



「俺たちのお客様は一般人じゃない。夜の店で働いて、金を持っている

女性だけを相手にする商売だ。一般人にモテたいなら、福士蒼汰みたい

な格好をすればいい。けど風俗嬢にモテたいなら、ローランドみたいな

格好をしろ。俺たちは、風俗嬢に夢と癒しを与えるために、白馬の王子

さまを「演じる」んだよ。」 

この言葉に全てが詰まっています。 

特にソープでバンバン稼ぐような子は、ロリ系、巨乳、愛想がいい、時

折闇っぽくなる、精神不安定がち…みたいな特徴があります。 

そういう子にヒットする見た目というのは、痩せ型、キメキメの髪と服

(非日常感)、シルバーアクセ… 

だから、演出として、合わせる、という発想なのです。 

前半のワークで、あなたが理想とする女性を描いたと思います。 

その女性にどハマりする外面、を目指せばいいのです。 

これが外面改革の答えです。 



これを探すのに使えるのが「Instagram」です。 

可愛い子が、承認欲求を満たすために、彼氏とのツーショットをバンバ

ン晒してくれています。ありがたいですね。 

例えば、 

#カップル 

#デート 

#カップルコーデ 

#新婚旅行 

などで、自分の理想に近い女の子を探し、その隣の男性を観察します。

ここで見るのがBIG５のポイントです。 

・髪型はどうか？ 

・眉毛はどうか？ 

・服装はどうか？ 

・体型はどうか？ 



(肌はちょっと例外なので、また別で解説します) 



これで、自分の目指すべき髪、眉、服、体格、を明確に具体的にイメー

ジしてください。 

そして、その姿を、さっき書いた紙に書き加えましょう。 

・・・出来たでしょうか？ 

それが、あなたが目指すべき理想の外面です。だいぶ具体的になりまし

たね。これくらい具体的にイメージをつくりあげると、脳も回答を導き

出しやすくなります。 

その結果、外面はすごい速度で成長していくのです。 

実践ワーク３ 

インスタで調査して、理想の外面をつくり、紙に書き加えましょう。 

実践ワーク４ 

その外面を手に入れるために、具体的にどんな行動を取ればいいです

か？To do Listを作り、一覧にしましょう。 



一例です。 

あとは、この行動リストを、 

「可能な限り早く」 

実行しましょう。 

美容室の予約や、ジムの連絡は今日できるはずだし、服を買うのも今日

行けるなら今日行きましょう。 



「明日やろう」は「一生やらない」と同義です。 

・・・というか、あなたが理想としている男は、この程度のカンタンな

行動を後回しにするほどの、弱い男ではないはずです。 

行動力に溢れ、スピード感があり、バンバン成長していく、そんな男を

目指しているはずです。 

じゃあ、 

「今日、今からできる事を全部やりましょう。」 

それが、あなたの理想への第一歩です。 

では、第一回は以上になります。 

これから約１ヶ月で、みるみるうちにあなたが進化して、次々と魅力的

な女性が寄ってくるのが、楽しみです。 

恋愛屋ジュン
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