


■前回の復習 

前回は、人間が根源的に持っている３つの壁 

・警戒の壁 
・信頼の壁 
・恋愛の壁 

を明らかにし、これを乗り越えるための、シンプルで強力なフレーム
ワークをお伝えしました。 

内容は至ってシンプルですが、シンプルなことにこそ、価値がありま
す。人間は、一度に大量のことを覚えて、実践することは出来ません。 

もちろん、書こうと思えば、デートロジックなんていくらでも書けるの
ですが、それをお伝えしたところで、誰も成功(性交)できないんですよ。 

だから、あえて、超シンプルに削り、覚えやすく使いやすい形にしまし
た。いつでも暗唱できて、いつでも紙に書き出せるくらいまで、頭に叩
き込んでおいて下さい。 

復習までに載せておくと・・・ 



＜１：警戒の壁＞ 

１：笑顔：「〇〇ちゃん？よろしくね(超絶微笑)」 
２：褒める：「あ、ピアス可愛い。おしゃれ好きなの？」 
３：感情の自己開示：「こういうの、ちょっと緊張するね。笑」 

＜２：信頼の壁＞ 
１：仕事の話 
「仕事、何してるの？」 
「なんで、その仕事しようと思ったの？」 
「一番楽しいときって、どんなとき？」 

２：休みの日の話 
「仕事、いつ休みなの？」 
「何してるときが、幸せ？」 
「今年の中で、一番楽しかったことって何？」 

３：学生時代の話 
「部活、何してたの？」 
「もし戻れるなら、いつに戻りたい？」 
「休み時間って、何して遊んでた？」 

＜３：恋愛の壁＞ 

１：初恋の話：「因みに、初恋って、いつだった？」 
２：未来トーク：「こういうデート憧れる！っての、ある？」 
３：逆脈アリサイン：「〇〇と付き合ったら、楽しいだろなぁ～」 



この１ページに、デートロジックのキホンが、全て集約されています。 

あとは、ここに「現場で使えるノウハウ」を少しづつ肉付けしていけ
ば、超強力なデートフレームが、脳内にインストールされます。 

その肉付けを、これから徐々に行っていきます。 

実践こそ、全て。 

とは言っても、これをただ丸暗記しただけでは、あなたはモテるように
はなりません。(もちろん、丸暗記は”最低限”なので、やってくださいね) 

こういったレポートを通じてお伝えしているのは、あくまで「わざマシ
ン」だと思って頂ければ。強力なわざを手に入れても、そのわざを使っ
て経験値を貯め、自分自身のレベルを上げなければ、強くなることはあ
りません。 

なので、お伝えしたデートロジックは、必ず実践して下さい。 



そのために「出会いのロジック編」があります。 

マッチングアプリを使ったり、街コンに行ったりして、とにかく沢山の
女性とデートを重ね、実際に使うことを通して得られる経験値を蓄えて
いって欲しいのです。 

結局、経験値が全て、です。 

いくら家に引きこもって勉強していても、滝に打たれて修行しても、あ
なたの魅力値は変わりません。日常で実践してこそ、です。 

もちろん、効率よく経験値を得るための方法や、いざという時の緊急必
殺技などは、こうやってお伝えすることができますが、最後はあなたが
女性と出会い、実践するしかないのです。 

ぜひ、外に出て、経験値を積んでいきましょう。 

では、今回ですが、警戒の壁をより突破しやすくなる、デート序盤の会
話を突き詰めて行きます。一説では「第一印象で９割決まる」と言われ
るほど、デートの滑り出しは重要な項目です。しっかり頭に叩き込ん
で、実践して下さい。 



■警戒の壁突破ロジック 

さて、まずは復習から。 

前回のレポートでお伝えした「警戒の壁」を突破するためのロジック
は、このようなものでした。 

1：笑顔 

笑顔には「攻撃の意志が無いことの表示」という意味があります。これ
は、人間に近いサルやチンパンジーにも同様の特徴があります。 

見知らぬ個体と出会った時、あえて笑顔(口角を上げて歯を見せる)事
で、無駄な喧嘩を防ぎ、友好な関係を築くのです。 

なので、まず女性と出会った時には「最高の笑顔を見せ、安心させる」
というのが重要です。特に、緊張していると表情が硬くなって、笑顔を
忘れがちになります。 

"まず、笑顔" を忘れずに、デートに臨みましょう。 



2：褒める 

褒められて、嫌な気分になる人はいないですよね？(わざとらしすぎるの
はアレですが、適切な褒め方をすれば、人は例外なく嬉しくなります) 

そうやって、嬉しい気持ちになると、人は心を開きやすくなるのです。 

ここで有効なのが、「見た目とセンスを褒める」という褒め方です。 

「帽子似合ってるね、どこで買ったの？」 
「コーディネート上手だね。オシャレ好きなの？」 

など、見て分かるところを切り口に、その子の内面やセンスを褒めてあ
げましょう。 

3：感情の自己開示 

人は、得体のしれないもの、よくわからないものに恐怖心を感じる性質
があります。 



そこで、出会った直後に「自分は今、こういう気持ちなんですよ」と開
示してあげることで、警戒心が解除されていきます。 

「なんか、デートってちょっと緊張するよね」 

など、相手に寄り添った、感情の自己開示をしてあげましょう。 

… 

と、ここまでのトークは、前回もお伝えしました。 

が・・・ 

これって、開始２分くらいで終わるじゃないですか。笑顔で挨拶して、
一ヶ所見た目とセンスを褒めて、「なんか緊張するね」って言う。すぐ
終わります。 

そこからお店まで楽しく行って、警戒が解かれた状態で、信頼構築
フェーズに入りたいですよね。そこで、今回は、待ち合わせ～お店まで
の「警戒→信頼」の間を繋ぐ会話のロジックをお伝えしていきます。 



主導権 

警戒→信頼の移行で、最も需要になるキーワードが、こちら。 

「主導権」です。 

人間が２人以上集まったとき、必ず誰かが、その集まりの「決定権」を
持ちます。それは「あの人がリーダー」という風に明文化されている場
合もあれば、明文化はされていないけど、なんとなく無意識のうちにあ
の人の決定に従ってしまう・・・というものもあります。 

そういう「決定を下す側」と「それに従う側」を無意識のうちに作り出
すシステムが、人間には備わっているのです。 

元々人間は、殺し合いの種族なので、「強いものに従い、弱いものを支
配すれば、生存確率が上がる」という成功法則が、遺伝子の奥深くに刻
み込まれています。 

だから、男女２人が出会った瞬間にも、どちらかが上に立つことになり
ます。で、どちらに立てばいいのかと言うと・・・まぁ言うまでもない
ですね。 



恋愛関係を作るためには、必ず男性側が決定権を持つ必要があります。
これを「主導権を取る」と言います。 

“男性側の決定に、女性側が従う” 

この構図を作りたいのです。 

そうすれば、何を注文するかも、どの店にいくのかも、２件目行くかど
うかも、ホテルに行くかどうかも、付き合うかどうかも、全て「あなた
が決定できる」状態になります。 

そうなれば、恋愛の悩みの90%は解消されてしまいます。 

「いやいや、ジュンさん。そんな僕は、女性を支配するようなことはで
きませんよ」と、思うかもしれません。 

けど、そういうことではないんです。 

実は女性は、「主導権を取って欲しい」と、本能で思っています。 



女性は「優秀なオスに付き従いたい」 

メスの本能が求めているのは「生存」と「子孫繁栄」です。 

そのためにメスの本能が生み出したのが、優秀なオスに付き従う戦略で
す。優秀なオス(群れのボス)に従っていれば・・・ 

まず、その群れの全員が味方になり、自分はその大きな力によって保護
され、さらにボスの持ついい遺伝子を取り込んで子供を作れる。 

その子供は、ボスやその部下による英才教育を受け、次のボスになる可
能性が高い。そうなれば、孫、ひ孫と、子孫は大繁栄していくだろう… 

ということなのです。 

なので、言ってしまえば、「イイ男の、言いなりになりたい」というこ
となのです。(だから、ホストは女性を言いなりに扱う事が出来てしま
うのです。) 



だから僕たちは、女性を楽しませて幸せにするためのエンターテイナー
として、いい男を演じて、主導権を取ってあげるべきです。 

そうすれば、目の前の可愛い女性が、心の奥底の本能から、幸福と充実
と快楽を感じてくれるようになります。 

自分の欲望を満たすための主導権ではなく、女性に幸福を感じてもらう
ための主導権、だということは、決して忘れないでくださいね。 

デート序盤で、しっかり主導権を取っておくことで、 

・主導権を取れるほどの、強さを持ったオス 
・今後の会話の流れを、自分の思い通りに出来る 
・２軒目やホテル、告白の成功率が跳ね上がる 
・２回目のデートに繋がる可能性が跳ね上がる 

などなど、いい事だらけです。 

そんな、主導権を撮り方を、今日はお伝えしていきますね。 



■主導権の取り方 - 基本ロジック 

まずは、主導権を取る方法の、基本的な考え方からお伝えしていきま
す。主導権を取ろうと思ったら、必然的に、あなたが何らかの決断を下
すことになります。 

そこで多くの人のブロックになってしまうのは「自分勝手に思われない
か？」ということなのではないでしょうか。 

以前「モテる男は自分優先だ」というマインドをお伝えしましたが、自
分優先と、自分勝手というのは、全く別物です。 

自分勝手というのは、自分だけが得をして、いい想いを味わうことが目
的になった行動のことです。他人に迷惑をかけてまでナンパするとか
(自然にナンパするのは問題ないですが)、女性を恐怖によって支配した
りとか、そういう己のことしか考えていない立ちふるまいが「自分勝
手」です。 

一方、自分優先という言葉の性格な意味は、「目の前の女性を楽しませ
るために、あえて自分優先を演じる」ということです。 



女性が求めている理想の男を演じるために、あえて「俺は、俺の信念に
従って生きている」ということを、見せつけます。 

なので、自分優先マインドや主導権を取る最大の目的は、「女性にキュ
ンとして頂くこと」だという事を忘れないで下さい。 

では、これを踏まえてですが・・・ 

デート序盤で、主導権を取るために使えるのは、 

・どの店に行くか？ 
・何の料理を注文するか？ 
・何の飲み物を注文するか？ 

という、決断、です。 

店決め、ドリンク注文、料理注文、を、あなたの決定で行いたいのです。
では、そのためには・・・？ 

最低限、絶対に踏んではいけない地雷は、調べておく必要があります。 



その女性がベジタリアンなのに、鳥貴族に行ってしまったら… 
その女性が一滴も飲めないタイプなのに、バーに行ってしまったら… 

その時点で「コイツ無し」の判断を下されてしまいます。 

なので、出会ってから数分のトークでは、まずこういった地雷を調べ
て、その情報をもとに、店や注文するものや、注文ペースを決めて行き
ましょう。 

そのために、すべき質問が「３つ」あります。 

「おなか空いてる？」 
「苦手なものある？」 
「お酒のめるタイプ？」 

たったこれだけです。今回も、覚えることは３つだけ。 

カンタンですよね。カンタンだし、聞くのに緊張することもなく、自然
な会話の流れで聞くことが出来ます。一見、ただの雑談ですが、この会
話をすることで、お店の中での立ち回りが、かなりラクになるのです。 



この質問で、 

・どのくらいの空腹状態か？ 
→注文する料理の量をコントロールできる 

・苦手なものはあるか？ 
→注文する料理を、自分が決められる 

・お酒は飲めるか？ 
→アルコールを使うかどうか決められる 

という、主導権を取るための下準備が整うのです。 

で、この質問を振る際にも、会話をより盛り上げて、警戒心を解除しや
すくなるようなポイントを押さえておくと、より効果的です。 

次は、そんな、会話のポイントをお伝えします。 

Point１：ミラーリング 

人は、自分と似たタイプの人に対して、好感を抱く、という心理効果で
す。一度は聞いたことがあると思います。 



なので、お腹の空き具合や、お酒が飲めるかどうかは、なるべく回答を
合わせると、より効果的です。 

♂「お腹空いている？」 
♀「もうペッコペコやで！」 
♂「おれも！じゃあ、今日はいっぱい美味しいもの食べよ！」 

♂「お腹すいてる？」 
♀「うーん、そんなにかも」 
♂「よかった、俺もお昼食べるの遅かったから。」 
　「じゃあ、今日は軽く食べる感じにしよっか」 

このように、同じ状態になっている(という設定)を作ることで、女性に
対して、より安心感を与えることが出来ます。 

女性の目線からしても「私がっつり食べたい気分だけど、この人お腹空
いてないみたいだし、なんか気使うなぁ・・・」と思わせてしまったら、
ヘンな居心地の悪さが出てしまいます。 

なので、お腹の空き具合や、お酒を飲むかどうかは、特に初デートは、
なるべく相手に合わせるようにしましょう。(２回目以降や、付き合っ
た後は、自分の意見を正直に言ってOKです) 



Point２：テンションを１段上げる 

これまでもお伝えしてきたとおり、デート序盤の女性は、警戒と緊張の
中にいます。なので、その緊張をいかに解きほぐすか？がキーポイント
になるわけです。 

ここで意識してほしいのは、普段の自分より、テンションを一段上げる
ということ。人間は「なるべく省エネで生きよう！」という脳の本王が
あるので、ぼーっとしてると、テンションは下がっていきます。 

テンションが下がると、声が小さくなって、背筋が曲がり、顔に覇気が
なくなり・・・と、魅力とは程遠い状態に。 

逆に、ある程度テンションを上げて、楽しそうに振る舞うことで、声は
強くなり、背筋はすっと伸びて、顔には笑顔が溢れます。そんなあなた
の姿を見て、女性も安心して楽しくなるのです。 

女性を楽しませるためには、まず、自分が楽しめ。 

これが、鉄則です。 



感情は空気感染する 

実は、人間の感情は、空気感染します。 

例えば、満員電車の乗っていたら、自然とイライラしてくる…とか、騒
がしい居酒屋に言ったら何故か愚痴を言ってしまう…とか、 

逆にポジティブな感情も伝染するので、ライブ会場でみんなが熱狂して
いる所に行けば自分も盛り上がれるし、ネズミーランドに行けば自分も
魔法にかかることが出来ます。 

これはなぜかと言うと、人間の感情には「腸内の微生物環境」が、大き
く影響を及ぼしているからです。例えば、腸内に乳酸菌が増えると、セ
ロトニンという物質が分泌されます。 

セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれ、幸福感、充実感を感じたり、
ストレスを軽減する効果があります。このように、感情のほとんどは、
微生物によって作られます。 

この微生物は、常に空気中に飛び散りまくっています。 



なので、イライラしている人が集まっている場所に行くと、イライラの
元凶になる微生物が空気中に沢山いて、それを吸い込むと、自分もイラ
イラしてくる・・・ということなのです。 

恐ろしいですね。 

なので、デートの鉄則は「まず自分が楽しむ」ことです。 

自分が楽しく、ポジティブな気分で満たされていれば、その感情は、一
緒にいる女性に伝染します。すると、女性も自然と楽しい感情が湧き上
がってきます。それを「この人といると、なんか楽しいなぁ」とカンチ
ガイして、恋愛感情に繋がっていくのです。 

これは「女性の前」というよりは、日常生活ずっと、楽しい気分のまま
でいることを意識していれば、自然と出来るようになっていきます。 

モテは、日常生活から、です。 

常に、会う人会う人に、いい気分をバラ撒いていきましょう。 



と、いうわけで今回は、デート序盤で使える、主導権を取る準備になる
トークをお伝えしました。 

警戒の壁 
・笑顔 
・見た目とセンスを褒める 
・感情の自己開示 
↓ 
主導権 
「おなか空いてる？」 
「苦手なものある？」 
「お酒のめるタイプ？」 
↓ 
信頼の壁 
… 

と、続いていきます。 

デートは、特に序盤が大事です。ここで、いかにスムーズに会話を広げ
て、楽しい気分にさせて、警戒心を解いてもらうのか。 

まずはここを極めて行きましょう。実践あるのみです。 



■健康的でエネルギッシュな自分を作る 

少しハナシは変わりますが、質問があったので、これに回答する形で、
後半に入りましょう。テーマは「健康とエネルギー」です。 

ジュンさん 
恋愛の質問ではなくなってしまうのですが、、、ジュンさんは、どのよ
うに健康管理されていますか？このThe Ambitionが始まってから、仕
事、女修行、筋トレ、趣味などなど、色々なことに一層積極的に取り組
んできたのですが、無理が祟ったのか、体調を崩してしまいました。 

バランスの良い食事＋サプリメントを飲んだりと、それなりに気は遣っ
ていたのですが、、、やっぱり、健康第一ですよね。ジュンさんが日頃
意識していらっしゃる健康法をご教授いただけないでしょうか？ 

これ、超大事です。 

女性は、本能的に「その個体が健康的な生活を送っているのかどう
か？」を気にしています。交尾相手のオスが健康的であれば、子供も健
康で長生き出来る可能性が高まるし、 

自分自身も、長寿に繋がる生活を享受できる可能性が高いですよね。 



男性が健康的だということは、メスの本能(生存と子孫繁栄)に、とても
刺さる要素です。なので、健康的でエネルギッシュな自分を保つこと
は、モテにも繋がるし、人生をより豊かに面白くすることにも繋がりま
す。 

そこで今回は「健康維持の帝王学」を伝授しようかと。 

専門用語を使って解説すると、やたら難しくて分かりにくくなってしま
うので、可能な限り理解しやすいように、工夫してお伝えします。 

なので「厳密に科学的にどうか？」とかはあまり考えずに、「なるほど、
そういうもんか」と、一旦受け入れて貰えれば。(厳密な説明をする
と、広辞苑くらいの厚さの本が出来上がります。笑) 

で、まず、健康を考えていく上で大事なのは、 

「人間はどうやって活動してんの？」 

という基本原理です。 

人間は、外から何らかの動力源を補給して、それを使って身体や脳を動
かしています。 



ここでは便宜上「エネルギー」とでも名前を付けましょう。 

例えば、食事というのは、外からエネルギーを補給する行為です。 
睡眠は、エネルギーを回復させる行為ですね。 

体内のエネルギー量を増やすのは、主に「食事」と「睡眠」です。 

で、ここで蓄えたエネルギーを使って、筋肉を動かし、脳を働かせ、声
を出し、呼吸をし、心臓を動かし・・・と、日々の活動を行っています。 

車のガソリンみたいな感じですね。 

ガソリンスタンドで、ガソリンを補給し(食事) 
エンジンは適宜切って休ませて(睡眠) 
ガソリンを燃焼させて走らせる(日々の活動) 

という、イメージです。 

じゃあ、この考え方を元に、病気や、体調が悪くなるというのはどうい
う現象なのかを説明しますね。 



体調が良く、思考もクリアで、エネルギッシュな状態というのは、「体
内にエネルギーが滞りなく流れている」と言えます。 

例えば、肩こりというとは、その部分にエネルギーが流れてないから、
痛くなる、という風に考えてください。(物理的な説明をすると、肩の
部分に血流が行き届かず、細胞が呼吸困難になって、筋肉が固まってし
まうのが肩こりです) 

血流が行き届かず、その結果酸素も栄養分も行き届かず、体温も下がっ
て筋肉も固まる…というのを、一言で「エネルギーが行き届いてない」
と表現しています。 

頭がボーッとするときは、頭にエネルギーが行ってないし、ムスコの元
気がない時は、鼠蹊部にエネルギーが行ってない、のです。 

そして、エネルギーが行き届いていない部分は、ドンドン老廃物や疲れ
が溜まっていきます。その蓄積が限界に達した時、身体は「発熱」とい
う反応を起こして、無理やりその蓄積を解消します。 

…というのが、エネルギーという概念を使った、医学の解説です。(ベー
スは東洋医学です。が、話を分かりやすくするために、勝手に僕がエネ
ルギーという概念を導入しました) 



健康法の基本 

身体の中は、常にエネルギーが巡っています。血液やリンパに乗り、栄
養分や、酸素や二酸化炭素や、老廃物や、水分etc...が、常に循環してい
るのです。 

この循環が詰まると、体調不良になります。 

逆に、循環がスムーズに行っていると、身体の調子が良くなります。 

なので「いかに循環させるか？」が、大事なのです。 

常日頃、日常からやって欲しいのは「詰まりやすいポイントのケア」で
す。詰まりやすいポイントは主に２つ。 

・ふくらはぎ 
・末端 

です。 



ふくらはぎは、血流や、その他エネルギーを重力に逆らって返さなけれ
ばいけません。太腿や胴体までくると、筋肉も大きいし、血管も太いの
で問題ないのですが、 

ふくらはぎは、血管も細く、筋肉量も少ないので、エネルギーの詰まり
が起こりやすい部分です。特に、1日中座りっぱなしのデスクワーク
は、危険です。詰まりまくりです。笑 

この改善方法は簡単で、ふくらはぎの筋肉を使ってあげればOKです。 

筋肉を使えば、自然と血管も伸縮してエネルギーの流れも良くなるし、
発熱するので、更に流れは良くなります。 

要は「運動しろ」ということなのですが、 

エネルギー循環を良くするための運動は「歩く」レベルでOKです。ラ
ンニングも筋トレも不要です。わざわざ着替えて、気合入れて歩く必要
もありません。 

例えば、昼休みに10分だけ公園を散歩する。 



この程度でOKです。 

(むしろ、高強度の運動は、疲労が溜まるので、エネルギー循環的な視
点で見ると逆効果です)一駅歩くとか、そのくらいの軽いウォーキング
を、生活に取り入れてみてください。 

これだけで、体調はかなり良くなります。 

もうひとつ、詰まりやすいポイントが「末端」でした。足先や指先は、
血管が最も細く、更に折り返し地点なので、やたら詰まりが起こりやす
い部分になります。 

これも、改善方法は簡単で、爪や指を軽く揉む、だけです。やってみた
ら分かりますが、一瞬でてのひらがあったかくなって、体温が上がりま
す。 

今まで詰まっていた場所が改善されて、一気にエネルギーが流れた証拠
です。これを、1日数回やるだけで、かなり変わります。 

まず、しょうもない風邪や、身体のだるさは、無くなります。 



というわけで、 

まずはエネルギー循環の詰まりを解消するため、軽いウォーキングと、
爪指揉み(練手-れんしゅ、と言います)を取り入れてみてください！ 

あ、そうそう。 

注意ですが、練手は、絶対他人にはしないで下さい。出会った女の子に
やるのは、厳禁です。 

これも説明するのは大変なのですが、簡単に言うと、その子に溜まって
いた負荷が、自分に流れ込んでくる的なイメージです。 

練手は、必ず自分だけに。 

ぜひ実践してみて下さい。 

というわけで、今回は以上です。 
ありがとうございました！ 

恋愛屋ジュン
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