


 

■前回の復習～出会いのロジック～ 

こんにちは、ジュンです。まずは前回の復習をサラッと。 

出会いのロジック＝遭遇を出会いに変える技術 

でしたね。 

普段僕たちは色んな人に遭遇しています。 

スタバのお姉さん、アパレルの店員さん、 

街ですれ違った人や電車で隣に座った人。 

毎日様々な遭遇をしていますが、ほとんどの女性はこれを”出会い”だと

認識していません。この”出会ったかどうか”の判断基準が重要です。 

これを判断するために僕達が持っている性質が脳波の共振です。 



要は自分と同じレベル、ステージの人に会った瞬間に”出会った”と感

じます。 

自分と違うレベル、ステージ、脳波の人に出会った瞬間に、僕たちは居

心地が悪く感じます。(自分の脳波が阻害されるからです)それを脳は 

「この人は合わない」 

「生理的に無理」 

「性格が合わない」 

という風に、後から理由づけするのです。 

そして、コレは前回話してなかったのですが、 

女性は「自分より格上のオスと交尾したい」と本能では思っています。 

この事実は、いつも僕の動画を見てくれている皆さんなら当たり前だと

思いますが、一応説明しておくと、 

僕たちの本能の中核にあるのは「子孫繁栄」です。 



なので、僕たちは無意識のうちに恋愛対象の相手として「より子孫繁栄

に有利な相手」を選んでいます。 

で、メスの視点に立って考えると、 

なるべく優秀でいいオスと交尾したほうがいいに決まってます。 

よりレベルが高く、より能力が高く、よりいい脳波を出しているオスの

子供を授かれば、自分の子供にもその優秀な性質が受け継がれる可能性

が非常に高いですよね。 

と、いうことは、ですよ。 

ハナシを単純化して言えば、 

レベルが上がれば上がるほど、自分と同じor格下の女性は全てゲット

できるようになるということです。 

(最低でも”出会った”と思ってもらえるようにはなります。) 



つまり、より多くの女性と出会うため、より素敵な女性と出会うために

は。自分のレベルを上げてしまうのが結局一番手っ取り早いのです。 

で、 

いい脳波を出すとか、レベルを上げるとか言っても、イマイチピンとこ

ないと思います。 

まぁ正直なところ、ピンときてなくても、これからお伝えすることを素

直に実践していけば目に見えて現実は変わり始めるので、理解できなく

てもとりあえずやってみて欲しいのですが、 

脳波やレベルというのは、 

ニアリーイコール「自信」だと考えてもらってOKです。 

よく自信がある男がモテる、とか言われますが、 

結局、自信があるって何なのか？ 

ぶっちゃけよくわかんないじゃないですか。 



僕も、女修行を始めた当初は、 

「自信がある男がモテるんだよ☆」 

というのを聞いて、 

「言ってることはわかるけど、結局何をすればいいんだ…」と困ったの

を覚えています。その答えを、まずはお伝えしていきます。 



■自信があるとは何か 

自信には「ニセモノの自信」と「ホンモノの自信」があります。 

ニセモノの自信の源泉は、自分の外側のステータスです。 

例えば、金持ちだから自信があるとか。地位が高いから自信があると

か。ゴールドマンサックス勤務だから自信があるとか。医者だから自信

があるとか。 

これはこれで、一時的には世の中一般に「自信」と言われるものはつく

んじゃないかぁと思います。 

けど、この一番の問題はこれは崩れ去るモノだということ。 

例えば、金持ちだから自信がある人は、金がなくなった途端、自信を失

います。地位が転落した瞬間に終わるし、ゴールドマンサックスじゃな

なった瞬間に終わります。 



外側のステータスは結局、ヒエラルキーです。 

収入に関して言うと、上には上がいるじゃないですか？ 

こういったヒエラルキー的な「自分は周りの人よりも優れているから、

俺は自信があるんだ。」そういう自信の付け方をすると、どうなるのか

というと、自分よりヒエラルキーが上の人が現れた場合に崩れてしまい

ます。 

「俺は年収1000万だぜ(ドヤ)」 

という人は、目の前に年収3000万の人が現れたら、途端に戦闘力がガ

タ落ちして雑魚キャラに成り下がってしまいます。 

ではホンモノの自信って何なんですか？というと 

僕の中では、すべてを失っても残るモノ、という定義です。 

例えば、お金は持っているとしましょう。 



月収100万円の自分の前に、月収1000万円のバケモノが現れたとしま

す。 

その時でも、揺るがない自信。これがホンモノの自信です。 

有名大企業の部長という肩書を持っているとします。そこに一部上場企

業の社長が現れます。その時も自分の自信は一切失わない。 

目の前に元ZOZOTOWNの前澤社長が現れようと、総理大臣が現れよう

と、超イケメン俳優が現れようと、絶対に自信を失わない。 

こういうのを「ホンモノ自信」と呼んでいます。 

じゃあ、その自信とは何なのか。 

『どうせ俺の人生、上手くいく』という確信です。 

これがホンモノの自信です。 



「どうせ俺の人生上手くいくに決まってる」と心から信じている状態。 

今の地位とか収入は関係なく、最終、俺幸せになるの決定してるから。

というマインド。これを自信と呼びます。 

漫画とかを読んでいたら、こういう視点を持った主人公が多いんですけ

ど、 

例えばONEPIECEの主人公のルフィは『海賊王に、俺はなる！』って

言ってるじゃないですか？ 

ルフィはこれを信じ切ってますよね？確信なんですよ。 

どうせ俺、最終的に海賊王になるからなと思ってるんですよね。 

けれど、その途中で色んな困難、苦難に直面したりとか、強敵にボコボ

コにされたりしてるじゃないですか？でも最終的に上手くいくと信じて

るんです。 

だからずっと前に進めるし、自信満々なんですよね。 



同じように、あなたは最終的に、圧倒的に魅力的な男になって、あらゆ

る女性を魅了して、大切な人と最高の関係を築いて、社会的にも成功

し、お金も自由に手にして、最高の仲間に囲まれて、多くの人の役に立

ち、感謝される生き方をする。 

って、決まってるんです。 

けど、いきなり上手くいったら面白くないじゃないですか。笑 

その旅の途中に、あらゆる困難苦難や、失恋や失敗があるからこそ、最

終地点が感動的で華々しく面白くなります。 

僕が人生今まで３回フラれてきたのも、赤面症を発症して人と話せなく

なったことも、イジメを受けたことも、全部僕の人生のストーリーを面

白くするための演出なんです。 

その過去の大変な経験があるからこそ、僕は今こうやって、みなさんに

レポートを書いたり、YouTubeで動画を撮ったりしているわけです。 

こういう視点を是非、貴方にも持って欲しいし、 



このマインドを持つことによって、決して揺るがない自信が持てるよう

になります。 

『どうせ俺の人生、上手くいく』 

これを『未来へのコミット』と呼びます。 

自分の最高に幸せな未来を100％信じている状態です。 

まるで映画をみているかのように、まるで漫画を読んでいるかのよう

に。ハッピーエンドを知っていながらも、目の前の苦難困難を楽しむ。 

これが「揺るぎない自信」なのです。 

… 

この「未来へのコミット」のマインド(すなわち自信)を獲得してもらう

ための具体的な方法を、これから解説していきます。 



■『未来へのコミット』を創る方法 

１：強みを数える 
人間は弱い部分に目が行きがちです。 

「俺は身長低いから。」とか 

「顔がカッコよくないから。」とか 

そういう部分を気にしがちなんですが、実は持っているものは一杯あり

ます。それをまずは数えて、リストアップしていきましょう。 

視覚的に見る。これが一番大切です。 

紙にペンで書いてください。 

スマホのメモ帳とかはNGです。書いた上で見る。 



こうすることで自分の頭の中で整理されます。 

自分ってこんなに強みが有るんだ。とまずは実感してください。持って

いるものを数えましょう。 

ここでまたONEPIECEの例ですが、まずはこれを見てください。 



 
兄のエースを亡くし正気を失っていたルフィに、海賊のジンベエが言い

放った一言です。(個人的にはワンピースの名シーンの１つなんじゃな

いかと思ってます) 

自分に無いものや失ったものを数えるのは本当に意味のないこと。 

無いものは無いんです。 



過去の女を悔やんでもしょうがないし、自分の生まれ持った性質を恨ん

でもしょうがない。 

ちなみに僕は、顔が漕いです。 

いわゆるハーフ系に分類されます。 

けど、僕は、塩顔の、バンドのボーカルみたいな、韓国系みたいな男子

に憧れています。けど、それ無理なんですよ。笑 

どう頑張っても、無理、笑 

だから、半分諦めて、ハーフ系で攻めてます。これは僕の武器です。 

自分が持っているものは何なのか。 

それをちゃんと把握しておくことが1つ目のポイントです。 

実践１：自分の持っている強みを「30個」書き出しましょう 



この実践のポイントは「30個」書き出すということ。 

普通、止まるんですよ、３～５個くらいで。 

で、そこを気合いでひねり出して最低30個書いてください。できる人

は、100個でも1000個でも書いてください。 

(因みに僕は帝王学の師匠に、300個書き出せるまで家から出るな、と

いわれ、必死に書き出した記憶があります。) 

どんな小さなことでも、どんなしょうもない事でもOKです。 

数をたくさん書き出すことに意味があります。 

断言しておきますが、どんな人でも絶対300個は強みがあります。それ

に気づいていないだけなのです。 

30個書き出すまでは、オナニー禁止、ということで。笑 

ぜひやってみてください。 



２：弱みを可愛さに変える 

完璧な人間はこの世にいません。 

変えようがない、どうしようもない弱みは誰にでもあります。 

僕の場合は朝が弱い所とか、撫で肩とか。笑 

僕、超なで肩なんですよ。どんだけ筋トレしても変わりませんでした。

ガタイは良くなったけど、なで肩はそのまま。 

じゃあこの弱みをどうするか。 

弱みを演出して、ギャップに変えてあげるんです。 

要するに弱みを可愛さに変えましょう。 

完璧に見える人は、近寄りがたいことありませんか？自分とは遠くかけ

離れすぎて、近づけないんですよね。 



なのでちょっと親近感湧かせるというか、母性本能をくすぐるようなや

り方として、弱みを敢えて演出する、ということをやります。 

弱みを可愛さとして演出することによって、女の子は「可愛い」と思っ

てキュンキュンしてくれます。 

変えられる弱みは変えてほしいんですけどね。太ってるとかガリガリと

かは何とかなるんで。 

けど、身長とか顔とかは変えられないじゃないですか。 

僕は顔が濃いんですけど、塩顔のほうがカッコいいと思ってるし、最近

の流行りも塩顔じゃないですか。 

これを上手く演出しましょう！ということです。 

顔が濃い僕の場合は、会話の中で突然英語を使ってみたりとか、外国人

がやるようなコミュニケーション(ハグとか)をやってみるとか。 

この弱みをいかに可愛さに変えていくのか。 



まずはこれも書いてみましょう！ 

弱みを紙に書いて、向き合いましょう。 

(数は10個くらいあれば十分です) 

その上でどうするのか？ 

言ってしまいましょう。 

例えば、 

♀「お酒強いんですね」 

♂「まぁ、肩ないからな」 

♀「どういうことw …けど、なで肩！！ww」 

♂「肩ない方がお酒強いんよ、知らんかったん？」 

♀「初めて聞いたしw」 

こんな感じですね。 



何か言われた時、褒められた時に、弱みを理由にしちゃう、というのを

よくやります。笑いになる上に、弱みを出して可愛く見せることが出来

ますよね。 

弱みというのは、隠すから弱みになるんです。 

堂々と言ってしまえば、可愛さに変えられます。 

つまり、言えばOKです。簡単ですよね？ 

これだけで、「この人可愛いな。」と思わせる演出が出来ます。 

強みは見るだけ。 

弱みは言うだけ。 

これだけでもかなり自信がつきます。自分で強みと弱みに気づいていな

かったから自信が無かっただけです。 

まずコレに気づくことが非常に大事です。 



成功回路を作る 
話は変わりまして、脳のクセというものがあります。 

例えば、コレやりますと宣言します。 

①宣言⇒やる⇒達成 

②宣言⇒やる⇒未達成 

③宣言⇒やらない 

という回路を持っている人がそれぞれ存在します。 

今日から毎日筋トレすると宣言。 

①の回路を持っている人は毎日ちゃんと筋トレをし続ける人。 

②の回路を持っている人は筋トレを始めるが、途中で挫折してしまう

人。 

③の回路を持っているは宣言しつつも、結局スマホゲームに熱中したり 

AV見てシコってる人です。 



結局、自信があるって何なのかと言うと①の回路を持っていることで

す。これが成功するための必須条件です。 

この回路が完成するとどうなるのか。 

「俺、この子と付き合うから。」と宣言し、実行する。 

そして『達成』してしまいます。 

しかし多くの人が②、③の回路の人間です。 

恋愛だけに限らず、すべてのことに言えます。 

仕事に関してもそうです。脱サラして独立したい。副業をしたい。 

これを達成できないのは脳のクセがあるからです。脳のクセが完成され

ていないからです。宣言しても達成できない回路になっているからで

す。 

で、なぜ多くの人が②、③の失敗回路を持っているのかと言うと 



今までの人生の中で 

宣言して、やって、失敗を繰り返してきた。 

もしくは 

宣言して、やらないことを繰り返してきた。 

からです。 

人間の脳は繰り返しによって学習します。 

九九を覚えるときも、何回も書いたり言ったりして必死に覚えたじゃな

いですか。 

そんな風に、反復学習によって人間の脳は成長していくので、今までの

人生によって失敗回路を反復学習してしまっている人がほとんどなんで

す。 



それではどうやって成功回路を作っていくのか。 

１：今日100％やることを書く 

毎朝、絶対やることをリストアップしましょう。 

「お昼ご飯絶対食べる」とかでOKです。 

1％でも食べられない可能性があるときは書かなくて結構です。むしろ

書かないでください。 

絶対、何が起ころうと達成できることを書いていってください。 

会社にたどり着く。とか 

今日の帰りにスタバでコーヒー買う。とか 

帰りの電車の中でジュンのYouTubeを聞く。とか 

こんなんでいいです。 

で、次のステップ。 



２：それを実行に移す 

まぁ、やるだけです。カンタンですね。 

100%実行できることを書いてるので、その通りやりましょう。 

３：寝る前にやったかどうかの確認をする 

まぁ、当然出来てますよね。笑 

で、なんでこんな子供騙しみたいなしょうもないことをやるのかという

と、これを繰り返していくと、脳の成功回路が出来上がるからです。 

宣言して、実行して、達成する。 

この繰り返しを続けていくと、勝手に成功回路が作られます。 

このワークをやるときのポイントは、絶対何があっても100%できるこ

とだけを書くことです。失敗するリスクがあるものは書かないでくださ

い。 



成功回路が出来上がるまでは、徹底的に、 

宣言→実行→達成 

のルーティンを、繰り返しまくります。 

これを1ヶ月とか3ヶ月とか続けるだけで、意味不明なほど自信が付きま

す。いや、これホント。 

実はこの方法、ホスト時代に教わったことです。 

朝礼で、今日絶対やることを一人一人言っていました。難しいことでは

なく、当たり前の誰でも出来ることを宣言する。 

例えば、 

「ナンパに行って、一人声掛ける。」 

「缶チューハイを１本飲む」 

「営業時間内に１回以上オシッコに行く」 

(途中から大喜利みたいになりましたが笑) 



そういった、絶対100%出来ることを、みんなの前で宣言して、 

で、終礼の時に、できたかどうかを報告します。 

もちろん、みんな100%達成です。 

それを毎日繰り返しやっていくだけでみんなの前で宣言したことを

100％やるという成功回路が完成して、自信満々になり、 

最終的に、自分が望んだこと、自分が達成したいと思ったことを、達成

できるような回路が出来上がるのです。 

… 

で、次が最後。 

まぁ、元も子もない話なんですが… 



ただ信じる。 

『ただ信じる。』これを主人公補正と呼んでいます。 

「自分の人生を、映画や漫画みたいな１つの物語」というテイにする

と、絶対最後ハッピーエンドなんです。 

だけど人生ずっと上手く行って終わるハッピーエンドは面白くないじゃ

ないですか。 

「人生山あり谷ありで、色んな困難があった上で最終的に幸せになりま

した。」これが面白いじゃないですか。 

話を面白くするために、谷って絶対あるんです。 

ということをただただ信じる。 

これが主人公補正です。 



もちろん僕にも谷がありました。 

起業に失敗して、借金何百万負いました。 

人生の絶望の時期でした。 

でも、これはあった方が僕の人生面白いんです。今ならその時期のこ

と、めっちゃ面白く喋れますから。その経験があるから今起業してある

程度上手くいっているわけなんですよね。 

ホスト辞めたときもかなり谷でした。 

5人のお客さんがいたんですけど 

1ヶ月のうちに5人全員と連絡が取れなくなる事件が起きました。その

翌月の売上は2万円です。 

当時幹部で、幹部が売上持ってこれないってダメじゃないですか。 

当然、店にいられなくなって逃げるように辞めました。 



でもその経験があるから、この講座が出来てるんですよね。 

ホストって結局、女の子からいかに搾り取るかしか考えていないんです

よね。でもそれじゃダメなんです。 

より良い関係を作っていくのって、男女共に付き合うことでお互いに成

長していくしかない。ということに、挫折のおかげで気づいたんです。 

もっと勉強しなきゃ。成長しなきゃと思った時に 

”帝王学”に出会い、勉強して、実践して 

そして皆さんにお伝えできているわけです。 

谷には全部意味があったんです。 

僕の人生だけでなく、皆さんの人生にも言えることです。 

『どうせ俺の人生、上手くいく』 



これを信じるだけで谷が来た時、「俺の人生おもろなるで～」って思え

るようになります。 

そういう視点やマインドを持っている男こそ、魅力的なんですよね。 

どんな逆境や苦難も乗り越える強さがある。それは困難だらけだった原

始時代でも生き残りやすい性質です。 

要は、主人公補正は、本能的な魅力だということ。 

主人公補正のマインドを持っているオスと交尾して、子供にそのマイン

ドが受け継がれると、子孫繁栄に有利なのです。 

だから、ただ、自分のハッピーエンドを信じてください。 

ハッピーエンドなんだという設定で生きてください。 

これが「揺るぎない自信」の正体です。 



■ヒロイン補正 

「最終的にハッピーエンド」というマインドは、貴方自身が持つのはも

ちろん、貴方の前に現れる女性に対しても持って欲しいと思っていま

す。 

目の前の女性とヤレようがヤレまいが 

目の前の女性と付き合えようが、付き合えまいが 

最終的に俺は最高に充実したイケてる人生を送るし 

目の前のこの子も幸せでイキイキした人生を送れる。 

このマインドで常に女性と接する。 

これが一番の自信です。 

目の前の女性が、自分とどんな関係になろうと、 

自分と出会ったことは必ず意味があり、自分との出会いによってその子

の人生はいい方向へ動いていく。そう信じて、そういうテイで接しま

しょう。 



現段階の自分はどうでも良い。 

仕事が上手くいってない。 

収入が低い。 

男としての魅力が少ない。 

これは全部一時的な状態です。 

今日説明したことが出来れば 

揺るぎない自信 

ホンモノの自信になっていくので。 

… 

では、第二回は以上になります。 

まぁ、何があろうと、この講座受けてる皆はどうせ最終的に上手くん

で、安心してください。ではまた。 

恋愛屋ジュン


	■ヒロイン補正

