
 

女性にモテる 

男なら誰しも考える事です。 



ですが今、この内容を読んで下さってるあなたは女性に対し、何かしら

の事があってこの見て下さってるのではないでしょうか？ 

 

もっと女性に モテたい 

女性と接した経験が皆無だ 

女性との接し方が分からない 

童貞だ 

etc........ 

 

しかしそんな事は全く関係ありません！                    

初対面の女性とたった二時間で肉体関係を結べる方法が存在したんで

す！ 

 

僕は昔は全くと言って良いほどモテるとは縁のない男でした。 

学校では気持ち悪がられ、イジメられ、クラスの女の子から逃げられる

ような、そんな存在でした。 

いわゆる抱かれたくない男 No.1の殿堂入りを果たす様な男です。 

通っただけで気持ち悪がられ、 

 

「Wを気持ち悪いと言う生徒がいる」 

 

等とクラス会を開かれる程です。 



実話で申し訳ないのですが(笑) 

これ程までにモテない人生を歩んでる男性が他にいると思いますか？

(笑) 

そんな僕でもこの恋愛学を学ぶことによって初対面の女性をお持ち帰り

する事に成功しはじめてから、お持ち帰りは連発、女性と交流を持つこ

とが絶えなくなりました。 

しかも相手からお願いされてです。 

例え連絡先を聞いていなくても、僕自信覚えていなくても、後ろから方

を 

 

【トントン】 

と叩かれ 

 

『久しぶり。覚えてくれてる？』 

 

と言われる程です。 

そこで、これだけモテない人生を歩んできた男でも女性を選べるまでに

なれた事を思い、皆さんにもこのテクニックを提供しようと思うように

なりました。 

 

【この男ダサ！】→【なんかイイ男】 

【コイツ超キモいんだけど～】→【めっちゃムラムラさしてきた】 



【彼氏がいるんだけど】→【この人彼氏よりもすごくイイ男かも】 

 

この人と今すぐヤりたい・・・・ 

 

彼氏がいても関係なし！！ 

 

今まで全くモテて来なかった 

【抱かれたくない芸人 No.1 級ルックス】 

【強烈にダサいファッション】 

【一言話すのも心臓爆発】 

そんな人生に終わりを告げ、今まで存在すら否定されてきた男が 

たった 1ｍｍマインドチェンジしただけで 

男が群がる彼氏持ち美女を “名前も告げず” 

初対面からたった 2 時間 

でお持ち帰りしホテルで 

    【お願い・・・・・・・】 

とまで言わせたテクニック。 

 

今まで都市伝説に思えていた人も、僕みたいなほぼコミュ症みたいな男でも

初対面の女性と出会ってからたった二時間でホテルに行き、しかも相手から

お願いされるようにして S○X出来てしまうテクニックです。 

これを機にあなたもお持ち帰り間違いナシ！！！！ 



新たな世界を築き上げませんか？ 

 

※これはやばいテクニックなので全て読み終わるまで実践はしないでください 

※このテクニックは爆弾テクニックです。他言はしないでください。(他言をすればする程、あなたの“敵“が産まれてしまいます) 

 

  

何故そんな事が可能なのか？ 
・持ち帰りしやすい女性が訪れる場所があった？！ 

・何故お持ち帰りしやすいのか？ 

・人見知り関係なし！一気に仲良くなるファーストトーク 

・女を淫乱にさせる会話スキルのいらない禁断のレベルアップトーク術 

・女がムラムラする仕組み 

・女性から勝手にすり寄ってくるイチャイチャ術 

・ホテルに行く為のフィニッシュ法 

 

ある場所ですこしの事をするだけではお持ち帰り簡単にお持ち帰り出来

る要素を徹底解説！ 

 

女性と仲良くなれない 

口べたで上手く喋れない 

女性の性欲なんて幻想だ 

 

そんな言葉は言わせません！！ 



たった二時間で女性からお願いされる方法をあなたに秘密にお教えしま

す 

一部内容を解説 

 

1 美女が集まる場所選び 

美女が集まる場所。そんな場所が実は存在したのです！ 

 

・どこに美女は行くのか 

・何故そこにいるのか？ 

・美女が集まる時間帯があった？ 

・美女が集まる場所の探し方 

 

美女が集まる場所、持ち帰りのしやすい美女がいる時間帯、 

実はあなたのすぐ近くにも存在するのです。 

そんな中で 

美女が来る場所 

時間帯 

探し方の目安 

これらを徹底解説します。 

 

2 ファーストトーク術 

 



・人見知り 

・絶望的なルックス 

・口下手 

 

一切関係なし！ 

！ 

面白い会話をして女性を楽しまなければならない 

イケメンじゃなきゃ無理だ 

あなたはそんなことを思っていませんか？ 

 

 

・何を話したらいいか分らない 

・俺イケメンじゃないし…..。 

・そもそも女性と話した事が皆無だ…..。 

 

僕も以前はそんな事を悩んでいました。 

実は女性をお持ち帰りするのにルックスや面白い会話は関係なかったので

す。 

実は○○と○○しておくだけで女性との会話のキッカケが産まれるのです。 

そして面白い話をする必要もなし！ 

どっしり構えているだけで女性が勝手に盛り上がって何もしていないのにあ

なたとの会話に夢中になってしまう魔法のようなトーク術が存在したんです 



 

３女性を引き付けるイチャイチャ術 

あなたは初対面の女性とコミュニケーションをとる時、こんな事を思っていま

せんか？ 

 

・セクハラかも……。 

・キモいって言われたらどうしよう………。」 

・そもそもどうしたらいいか分らない 

 

確かに男ならそんな事を考えるかもしれませんし、それをさしおいてでもヤり

たいのならレ○プでもして逮捕されるか風俗にでも行ってください。 

ですが僕達は違います 

ああなたも体験すれば分かりますが、風俗とは 180度違う女性から求める良

さがそこにはあります 

 

・キモい 

・セクハラ 

・変態野郎！ 

 

もうそんな言葉は女性に言わせない！ 

特に美女となれば数々の男性から誘われなれているし、 

 



・綺麗だね 

・美人だね 

・可愛いよ 

 

なんて言葉は耳にタコが出来るほど聞き飽きています。 

そこにこのテクニックを持ったあなたが現れる事で美女はみるみるあなたに

引かれていきます 

 

あなたはほんの少し、ある事をするけで逆に女性から体をスリ寄せ、あなたと

無意識にイチャイチャしてしまう方法が存在したんです 

4レベルアップトーク術 

初対面の女性仲良くなり、ここまで来たら女性の性欲を高め  

欲情  

させてあげる必要があります。 

なんとそのテクニックを特別に少し公開しちゃいます！！  

男性と違って女性は裸を見たりしただけでは欲情しません。  

そこでどうするか？  

・女性が欲情する男とは違う仕組み。  

実は男とは違う仕組みがそこには隠されていたのです  

女性にたった一つ。妄想させる事で女性が勝手に欲情してしまう方法がそこ  

にはあります。  

仲良くなった所で女性とたった一つ、S○Xの話 



つまり 

エロ話を入れて行くんです。 

 

・女性はエロい話を嫌がる 

だとか 

・セクハラ 

 

等と思うかも知れませんがそうはありません。 

barに一人で来ている女性は特に、 

心の奥では何かを期待している 

ものなのです。 

つまりそこで 

 

「ゴメンね」 

 

と一言断りを入れることで女性とのエロい話を入れて行きます。 

女性と男性にはこの違いがあって、女性は 

 

妄想族 

 

と言われる程、男性と違って裸には反応しません。 

つまり一件厄介に思われがちですが裏を返せばなんて事ありません。 



エロい話で女性は妄想します。 

しかも目の前にいるあなたとのエロスを強制的に妄想し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

と欲情させてしまう事が可能なんです。 

 

【エッチなんか興味ないし】 

【仲良くなっても下ネタは嫌!!】 

【まだ会ったばかりじゃん】 

  

なんて思っている女性が少しだけある話を出していく事で、女性から 

下ネタを話し、女性が勝手にみるみるうちに 

 

              淫乱女 

 

になってしまうシステムが隠されていたんです。 



知っていますか？ 

女性だけだと普通に下ネタを話しているのを。 

 

男性がいると下ネタは話さない 

、ある意味 

卑怯な技 

なんです。 

 

その理由がそこにはあります。 

そんな理由を知り、初対面の女性をみるみるうちにムラムラさせてしまう方法

を更に深く掘り下げます。 

5ホテルに行く為のフィニッシュ法 

いくら女性をムラムラと淫らな気分にさせたところで 

 

【私そんなに尻軽女じゃない！】 

【まだ初対面じゃん】 

【名前も知らないし】 

 

こんな事を思っているのが事実です。 

 

そんな理性を完全にブチ壊し、あなたとの SEXを目的にさせ、本能から 



 

 

と感じさせ、ホテルに誘い、 

 

【お願い・・・・・】 

とまで言わせる方法が存在したんです。 

ムラムラとさせてしまった女性に少しだけある事をすることで、あなたとの

SEX が我慢できなくなり、理性が崩壊し、本能のままにあなたを求めてしまう、

最後のフィニッシュを解説します ！                                                            

 

僕も最初は２時間なんて信じられませんでしたし、女性の性欲なんて嘘

だとすら思っていました。 

ところが 

たった一歩 

ほんの少し、踏み出すだけで、初めてお持ち帰りに成功すると、あまり

の不思議さに現実を疑いすらしてしまいました。 

 

何だろう……夢かな………。 



 

所が隣にいるのは紛れもなく 

 

【自分が 2 時間でお持ち帰りした女性】 

 

です。 

僕の手を握り、ギュッと肩を寄せ、ホテルに向かって歩いていく姿がそ

こにはあったのです。 

最初に 

 

【私、彼氏がいるの。浮気も一度もしたことないし。】 

 

と強烈な壁を張られた女性が。 

横を見れば、微笑みながら完全に 

 

トロ～ンとした目 

 

で僕を見てくる彼女。 

ホテルに着けばもう彼女は待ちきれないようで 

 

【お願い…○めて………】 

 



と自ら服を脱ぎ出す始末。 

そして、一夜が開け、別れ際、連絡先を交換する事に。 

気がつけば彼女は 

 

【ねぇ。あなたの名前は何て言うの？】  

 

と一言。 

そう。僕は彼氏のいる彼女に名前も告げず、お持ち帰りしていたんです。 

恋愛経験などほとんど無く、男性店員さんと一言話すのもド緊張で女性

店員さんと一言話せたら  

 

天にも舞い上がる位の幸運な日 

 

とすら捉えている位だった僕がです。 

見た目は決して良くないですし、小学生から 

 

【うわ！気持ち悪い！】 

 

と言われ続けてきた、そんな僕が初対面の女性をお持ち帰り量産した危

険なテクニック 

 

2 hour sex program 



  

カースト最底辺の男が 

～初対面の女性と 

たった２時間で 

肉体関係を結べる方法～ 

 

を今回、特別に伝授致します！ 

童貞、恋愛下手、女性経験の無さは一切関係ありません！ 

このテクニックをマスターする事によって、  

 

・人肌が恋しくなった時 

・一人にで寂しい時 

・退屈な時 

・ヤりたいけど風俗は嫌 

 

なんて時にフラッと出掛けてサラッとお持ち帰り出来ます 

童○だった人も、このテクニックで見事、○貞卒業しています。 

お持ち帰りした事のない人もこのテクニックで見事お持ち帰りに成功し

ています。 

勿論、モテて来なかった人もお持ち帰り 

連発する事に成功しています。 

 



本来、これは間違った使い方をすれば危険なテクニックだし、知る人が

増えれば増える程、敵が増える為、人には教えたくないのですが、恋愛

に悩む男性の為に提供しようと思い、思い切ってこの価格でお譲りする

事を決めました。 

※一歩間違えば非常に危険なテクニックです。 

女性からビンタを受け、レッテルを張られるなんて事にもなりかねない

非常に危険なテクニックの為、テクニック全部を読み終えるまでは使用

厳禁のテクニックです。 

申し込みされるかたは今すぐ下記の申し込み画面から申し込み下さい。 

通常 30000 円≠先行価格 9800 円 

<a  
 

危険なテクニックの為、人数を限定でお譲りします。 

限定 200名→残り 78名様 

購入者様特別特典！ 

今回、今お申し込み頂いた方だけの特別特典として以下の内容を特別に 

紹介しています。 

・連絡先の交換タイミング 

どのタイミングで連絡先を交換するのか？ 

・自分の席の座り方 

席の座り方や姿勢について 

・下心を無くす為のマインド 



女性が嫌がる下心を隠すには？ 

・２時間で女性を落とす為のフルマインド 

２時間で女性をお持ち帰りするために 

 

これらを伝授します！ 

更に更に！ 

僕はやる気の高い人を募集します。 

僕に状況や結果を早く方向くれる人には限定！ 

抽選で LINE か Skype での 

 

個別コンサル 

 

をし、2 時間で女性をお持ち帰りするためのノウハウを直接伝授致しま

す！ 

チャンスは今しかありません！ 

是非下記の画面からお申し込みください。 

 

このテクニックを最後まで読み、正しく使えば初対面の女性をお持ち帰り量産

できます。 

お持ち帰り量産し、どうぞ思う存分、モテて下さい。 

美女との素敵な楽しい時間を思う存分に楽しんで下さい。 

 



 踏み出さねば変わらない、されど踏み出せば大きく 変わります。これ

がよき巡り会いのきっかけになり ますよう… 


