
【モテ男だけが知っている】

女性心理
100選



こんなことで悩んでませんか？

マッチングアプリを使っても 
全然良い女の子とマッチせず 
月額料金をドブに捨てている…

LINE送っても 
いつも既読無視

1回目のデートに行けても 
2回目に中々繋がらない…

告白してもいつも 
良い友達止まりで 
フラれてしまう…

これらは全て「女心」を理解していないことが原因！



モテ男は自分の持ち点を 
減らさないことに注力する

非モテは加点式で女性から 
評価されると思っている

【恋愛における鉄則】
「加点される」より「減点されない」ことが重要

女性から好かれる 
ために頑張るぞ…

女
性
か
ら
の
持
ち
点

女性に嫌われない 
言動をしなければ！

女
性
か
ら
の
持
ち
点



非モテは加点式で女性から評価されると思っている

【恋愛における鉄則】
「加点されればモテる」は大きな勘違い

女性から好かれる 
ために頑張るぞ… 女

性
か
ら
の
持
ち
点

恋愛は「加点される」より「減点されない」方が大切！



女性心理を理解すれば
減点され続ける非モテから卒業できる！

LINE

見た目 マッチング 
アプリ

LINE 会話

デート クロージング 交際 セックス

特に重要な100個の女性心理は何度も読んで覚えるべし



【モテ男は知っている】

女性心理100選

基礎編



1.男と女は生物としての根本が異なる
男と同じような接し方では減点され続けてしまう

対女性用の接し方を 
身につけて使い分ける

男友達と同じように接して 
女性を不快にさせている

いつも通りの 
自分でいこう！

今はアドバイスじゃ
なくて共感だな…

宇宙人と接するくらいの心構えでOK



2.男はロジカル。女はエモーショナル
男と女では物事の考え方がそもそも異なる

女性への論理的なアドバイスは大きな減点に繋がる

ロジカル（論理的/効率的） 
に物事を考える性質がある
→具体的なアドバイスを好む

エモーショナル（感情的） 
に物事を考える性質がある
→助言より共感される事を好む



1人しか子を体に宿せない
→男性の「質」を求める

3.男は数を、女は質を本能的に求める
男と女では物事の考え方がそもそも異なる

恋愛では日常の男磨きこそが重要なのはこのため！

より多く子孫を残したい
→女性の「数」を求める

男

女 優秀な男だと判断される 
魅力を磨く必要がある



男として弱い遺伝子を残したくない
→生殖したいとさえ思わない

4.ヤリチンは嫌い。非モテはもっと嫌い
100歩譲っても非モテの子孫は残したくない

ヤリチンも非モテも女性にとっては大罪にあたる！

嫌
い
度
メ
ー
タ
ー

ヤリチン

自分だけを愛してくれないから嫌い
→まだ生殖していいと思える

非モテ



5.自分だけの王子様を探している
女性にとっての王子様のような男性とは？

女性心理を理解すればこんな男にグッと近づける！

仕事で成果を 
出している

豊富な経験を 
積んでいる

自分だけを 
愛してくれる



【モテ男は知っている】

女性心理100選

見た目編



6.見た目がダサい男の中身に全く興味なし
見た目がダサい男の中身など興味を持つに値しない

ど、どうも。 
初めまして…

見た目キモすぎ…
この時点でアウトだわ

就活の一次選考で落とされるのと同じ！



7.ダサい男に褒められても1ミリも嬉しくない
外見を褒めて良いのは見た目がちゃんとした男のみ

パッチリの二重 
で可愛いですね

あんたなんかに 
私の努力がわかる 
わけないでしょ！

女性の容姿を褒める前にまずは自分の容姿を見直すべし

お肌キレイですね

良い色の服ですね



8.不潔でダサい男は話しかけてこないで
女性にとって不潔な男は「嫌悪」の対象でしかない

あ、この人 
生理的にムリ…

話すどころか半径1メートル以内にも入られたくない！

薄毛がきている

体臭がきつい

服装がダサい

極端にデブ(orガリ)



【女性が特に不潔に感じる心理 4選】
9 爪が長いとその時点でムリ

10 靴が汚れていると冷める

・女性はネイルや乾燥対策など爪のケアを怠らない

・白い部分が1ミリでも伸びていたら、イエローカード
・フケやアカが爪に挟まっているなら、話す価値なし

→他人の爪に対しても敏感に反応する

・靴が汚れていると「その程度の美意識」と思われる
→大きな減点対象になるため靴はキレイにするべき

・靴の他に肩にフケが乗っている場合も同様
→清潔感は神経質くらいでちょうど良い



【女性が特に不潔に感じる心理 4選】
11 体毛が濃いのは考えられない

12 体臭がきつい男は近寄るな

・剛毛な腕毛は女性の「生理的無理」要素に当てはまる

・青ヒゲが気になる人はAmazonで買えるメンズの 
　BBクリームで隠したりするのも手軽でおすすめ

→あまりにひどい腕毛は脱毛を検討するのもあり

・体臭は自分では気づかない場合が多い

・自覚があるのなら制汗剤などできちんとケアをする
→知らないうちに減点されている可能性が高い

・わからない人は身近な家族や友人に聞いてみるのが◎



13.デブもガリもちょっと無理です
デブやガリとセックスしたくないと本能的に反応する

筋トレによる肉体改造が根本的かつ効率的な解決策！

デブはそもそも 
生理的に無理…

ガリは頼りに 
ならなそう...



必要最低限の見た目を 
心がけておいてほしい

女性は超絶なイケメンを 
求めているわけではない

14.決して超イケメンじゃなくても良い
女性から求められているのは最低限の見た目

100点を目指すのではなく合格点をちゃんと目指すべし

キ○タクみたいな 
人でないとイヤ！

雰囲気や清潔感は 
最低限何とかして！



15.私の努力をナメないでよ
女性は予想以上に見た目にお金をかけている

努力してよかったと思われる見た目を男は目指す必要がある

・歯列矯正 ・レーシック
・いちご鼻除去 ・ホクロ除去

・日常的なスキンケア
・脱毛 ・服やアクセサリー

etc…

etc…



【モテ男は知っている】

女性心理100選

マッチングアプリ編



16.プロフィールの非リア充感でアウト

加点よりもとにかく減点を減らすプロフィール作りが大事

プロフィールの 
時点で既にムリ…

アプリにおける減点要素は非リア充感を出すこと

非リア感出すぎ!



17.手料理の写真載せる奴は大体キモい

インスタなどを見ているためセンスのなさがすぐバレる！

センスないのバレバレ…

他のSNSのおかげで女性の目はかなり肥えている

この人絶対初心者じゃん料理男子はきっと 
点数高いでしょ！



18.自撮り写真を載せてる男はムリ

自撮りこそキングオブ非モテの象徴にふさわしい行為！

自撮りのアイコン画像は減点ポイントだらけ

ナルシスト感 
満載でムリ…

撮ってくれる 
友達いないの？



19.金持ち自慢や筋肉自慢は逆にダサい

非モテほどリア充感を完全に勘違いしすぎている！

リア充の象徴も自分から自慢した瞬間アウト

イケてる男っぽい 
写真を載せとけば！

あー、出た出た。
リア充アピール 
するの見苦しい…



20.あからさまなプロの写真も逆にキモい

困っていないけど使ってる「偶然感」を出すことが大事

綺麗すぎる写真は非リア充の必死さを高めてしまう

必死になりすぎて 
逆にキモいわ…

なんかこの人



21.中身のないプロフィールは全く響かない

漫画やゲームはオタク感を高めてしまうので注意が必要

具体的に作り込むことで 
興味や共感を得られる

量産型のプロフィールは 
マッチするメリットがない

【仕事】
・今はフリーター

【趣味】
・漫画を読む
・YouTube
・旅行に行くこと

…

趣味は旅行です！
温泉を巡るのが 
特に好きでこの前 
新幹線で別府まで 
行ってきました！
温泉地で美味しい 
ものを食べるのも 
醍醐味ですよね！



22.プロフィールがネガティブだと冷める

たまたま始めたという「偶然感」の出る文章にすること

自ら非モテを主張するプロフィール文は一発アウト

そんな非モテな男と 
マッチしたいなんて 
思うわけないじゃん…

リアルでは全く 
出会えないので 
始めてみました！

10年以上彼女が 
できてませんが 
全力で頑張ります



23.実家暮らしは非モテ度アップ

少しでも非モテ感を消すために無駄な文章は全て削除すること！

いい年しての実家暮らしは減点対象でしかない

アラサーなのに 
まだ実家暮らし？

【仕事】

・カラオケ

・工場勤務
【年齢】
・29歳/実家暮らし

【趣味】

・Netflix
・映画
・旅行

モテない上に 
親からも自立 
できてないの？



24.年収が低い非モテとはマッチしたくない

年収欄は一回りほど盛っておくくらいがちょうど良い

非モテ×低年収は救いようがない
正直に年収を書いている 年収は合格ラインを超える

年収
200万
以下

不細工な上に 
年収低いって 
完全にアウト！

年収
500万
以上

年収高いなら 
まだギリギリ 
セーフかな…



24.年収が低い非モテとはマッチしたくない

年収欄は一回りほど盛っておくくらいがちょうど良い

非モテ×低年収は救いようがない

正直に年収を書いても女性は1ミリも魅力を感じない

年収
200万
以下

不細工な上に年収低い 
なんて完全にアウト！



25.「よろしくお願いします」はもう聞き飽きた

1行目を工夫すればライバルに大きく差をつけられる！

メッセージの1行目で返信率が大きく変わる
ありきたりな1行目に 
女性はうんざりしている

個性を出した1行目にする 
だけで注目してもらえる

男はそれしか 
言えないの？

初めまして！ 
どうぞよろしく 
お願いします！

この人なんか 
面白そう…！

田舎の山奥で 
ノマド生活を 
しています！



26.質問ばかりされるのはウザい

実際の会話をイメージして音読すると良し悪しがわかる

連続での質問は女性にとっての尋問と同じ

どこ住みなんですか？
お仕事何してるんですか？
趣味は？好きな食べ物は？

…

何からどう答えれば 
いいっていうのよ…!



27.いきなり誘ってこないで

焦らずにメッセージで仲を深めてから誘うべし

どんな人かわからない男の誘いに興味は湧かない

初めまして！
アプリは何かと 
使いにくいですし
LINEしましょう！

よろしくお願いします！
仲良くなりたいので
良ければカフェで 
お話しませんか？

またすぐ誘ってくる 
タイプの非モテ男と 
マッチしちゃった…



28.通知まみれになってるのを察してよ

プロフィールや1通目でいかに興味を持たれるかがかなり重要

男女でアプリの状況がまるで違うことを理解する

155

999

302

初めまして！

同じような男の 
メッセージなんて 
見てる暇ないよ！



29.どうでも良いメッセージはもうウンザリ

逆に少し工夫するだけで一気に差別化できるということ！

アプリを使う男の9割がありきたりな文章を送る

初めまして〇〇です！

お仕事何してるんですか？
マッチできて嬉しいです

前も同じような 
文章を送ってきた 
男がいたような…



29.どうでも良いメッセージはもうウンザリ

逆に少し工夫するだけで一気に差別化できるということ！

アプリを使う男の9割がありきたりな文章を送る

初めまして〇〇です！

お仕事何してるんですか？
マッチできて嬉しいです

前も同じような 
文章を送ってきた 
男がいたような…



30.アプリの出会いにそこまで期待していない

女性心理を理解すればこんな女性の救世主になれる！

女性は出会えればラッキー程度でしか利用しない

とりあえず今は 
フリーだから…

最近暇だし良い 
暇つぶしにでも

良い男がいれば 
ラッキーかな



【モテ男は知っている】

女性心理100選

LINE編



筋肉自慢萌えキャラ

31.アイコンがダサすぎるとその時点で冷める

アイコンのぱっと見の非モテ感は大きな減点対象に！

非リア充感丸出しのアイコンは一発アウト

自撮り画像



32.タイムラインがポエミーだとキモい

萌えやアニメに関するタイムラインもキモがられる原因に

非リア充感が漂う男のポエムはキモさが増すだけ

今はまるで暗い洞窟 
のなかにいるような 
辛い状況だけど、
明るい未来はきっと 
くると信じてる！
手を取り合って皆で 
頑張っていこう！

何かそれっぽいこと 
言ってるけど勘違い 
しすぎててキモい…



一発NGなLINEメッセージ 3選
33 暇アピール 34 あいさつ 35 日記

暇なんだけど 
〇〇ちゃんは 
何してるの？

おはよう！ 
今日もお互い 
頑張ろうね！

今日は奮発して 
寿司食べたよ！ 
美味かったなぁ

興味のない男から中身のない文章はウザく感じるだけ



36.長文のLINEは見る気が失せる

基本的に1メッセージは2行までに収めることを意識する

堅苦しい文章は返すのが面倒くさくなるだけ

よかったら週末に 
ご飯でもどう？ 
おすすめのピザが 
美味しいカフェが 
あってぜひ一緒に…

何行にもわたる文章の塊を 
いくつも送信してしまう

とにかく伝え 
られるだけの 
ことを送ろう

良ければ週末 
ランチでもどう？

短文のメッセージで会話の 
キャッチボールをする

まずは相手の 
気持ちを聞いて 
からにしないと



36.長文のLINEは見る気が失せる

基本的に1メッセージは2行までに収めることを意識する

堅苦しい文章は返すのが面倒くさくなるだけ

よかったら週末にご飯でもどう？ 
おすすめのピザが美味しいカフェ 
があってぜひ一緒に行きたいな～ 
なんて思ってるんだけど…

とにかく伝え 
られるだけの 
ことを送ろう

何行にもわたる文章を送信しても読むのがストレスになる



37.既読無視されてもあんたのことを忘れるだけ

無駄なテクニックは非モテの脳から今すぐ消し去るべし

あえての既読無視は女性から好意がある時だけ有効

あえて既読無視を 
して冷たくすれば 
気になるはず！

いつまで待っても 
連絡来ないな…

返信来ないなら 
逆にラッキー♪



38.あんたと会いたくない気持ちを察して

気持ちを察せず催促や別日の提案をするのは完全アウト！

「予定がわからない」のは会いたくないから

お願いだから 
別日の提案とか 
してこないでよ

ごめん、最近仕事が 
忙しいからその日の 
予定わからないんだ



1対1で会うのは 
キツすぎるわ…

39.みんなで会う意味わかってるの？

素直に諦めてみんなで過ごす時間を楽しむべし

みんなで会うのは「友達」としてしか見ていない証拠

良ければ土曜日 
飲みに行かない？

私の友達も誘って 
みんなで行こうよ！



この人LINEしても 
何も面白くない…

41.無視する理由がわからないの？

無視されたらワンクッション置いてしつこくしないこと

「既読(未読)無視する」＝「あなたに興味がない」

既読ついてるのに…
もう一回こっちから 
送った方が良いかな



あんたとLINE 
したくないだけ！

42.無視してるのにまだ送ってくるわけ!?

1人に執着しないために5人程と浅くLINEするのがおすすめ

無視への追撃は最大級に嫌われる行為

既読だけついてた 
けど何かあった？

体調でも悪いの？

悩みがあるなら 
何でも相談して！



43.無意味な駆け引きはしてほしくない

非モテが小細工を使ったところで女性にはバレバレ！

女性を冷めさせる無意味な駆け引きリスト

わざと既読無視しようとする
あえて返信を遅らせようとする
他の女の子の影をわざと匂わせる
彼氏の有無を遠回りに聞き出そうとする
Sっ気を出すために高圧的な態度を取る



44.会話しているように楽しませて欲しい

隣で会話のキャッチボールをするようにやり取りすること！

LINEのメッセージはリアルな会話と同じ



45.LINEだけ頑張る人は好きになれない

LINEはあくまでアポを取るためのツールとして活用する

LINEで上がる女性の評価などごくごくわずか
女性からの得点を上げるアクションの優先順位

LINE 電話 デート
直接会うことこそが好意を掴む最短ルート



【モテ男は知っている】

女性心理100選

会話編



この人割と 
楽しいかも！

46.LINEでよく喋るのにあったら喋らない男は冷める

マイナスのギャップは減点の幅も大きい

どうしよ… 
緊張する…

えっ!?LINEと 
全然違うじゃん！

本命女子以外とまずは会話慣れしておくのがおすすめ



自信がないと思われる非モテの2つの特徴
メラビアンの法則では女性が重要視する90％以上が見た目や話し方

47 挙動不審な男 48 声が小さい男

視覚情報
55％

見た目や行動などの 
視覚情報を55％重要視する

聴覚情報
38％

声の大きさや話し方などの 
聴覚情報を38％重要視する

小手先のテクニックより見た目や話し方をまずは整えるべし



49.どうでもいい話は帰りたくなる

女性のツボを押さえた会話のネタを選ぶ

この3つに沿って話せばハズレはないのでおすすめ

【会話が弾みやすい話題の例】
相手の女性のプロフィールの内容

会うまでにやり取りしていた内容

タイプの男についてなどの恋話



50.質問ばかりされると冷める

「会話のキャッチボール」を常に意識する

自分のことを話したり質問を深掘りするのもおすすめ

自分だけが質問の 
ボールを投げ続ける

ハマってる事は？

最近仕事どう？

夢とかあるの？

相手の女性との会話の 
キャッチボールをする

最近仕事どう？

実は結構辛くて…

まじか。 
どうしたん？



51.男が仕事の愚痴を言うのはやめてほしい

共感する時に愚痴をこぼしていないか注意

仕事や他人の愚痴は男としての魅力のなさを感じさせる

部長からの圧力がすごくて 
ほんと最近辛いんだよね…

わかる！俺の職場も部長が 
ウザすぎて困るんだよね！
中途半端に偉いからだよ！

あんたの愚痴はいいのよ…



女性が一瞬で冷める「あからさま」トーク3選

52 タメ口 53 呼び捨て 54 露骨なエロトーク

初対面だけど 
別にタメ口で 
いいよな！

〇〇はさぁ… 〇〇ちゃんは 
どんなプレー 
が好きなの？お前のこと…

タメ口で話す 
影響はほぼない

急に呼び捨てに 
されても不快なだけ

下心が見え見えで 
ドン引きされる



55.自慢話されても退屈なだけ

自分から話す自慢話は評価が下がるだけ

中でも他人の自慢話をする男は最も寒がられる

実は俺〇〇大学出てるんだよ あなた自身に 
なにも魅力を 
感じないのよ…

年収1000万超えちゃってさ～

俺の友達 (芸能人) の友達で！



56.知ったかぶりしてもバレてますよ

知ったかぶりしても女性は一発で見抜いている

変なプライドは捨てて素直に聞く方が評価も上がる

えっ？あ、もちろん知ってる！

最近流行ってる〇〇知ってる？

めっちゃ話題のあれだよね！

知らないなら素直に言ってよ…



57.グチには黙って共感してほしい
非モテほどアドバイスをして減点されがち

「女性の愚痴＝共感して受け止める」と覚えておくべし

ムダにアドバイスして 
減点を喰らっている

それなら一度本気で 
ブチギレたら何も 
言わなくなるよ！

女性の話にただ共感して 
聞くことに徹している

元カレがうざくて…

お前に何がわかるの…

そうなんだ… 
どこがうざかった？

元カレがうざくて…

えっとね…



「褒め」に対する女性の正直な心理
58 外見の褒めはうんざり 59 見えない努力に気付いて

ありきたりな褒め言葉は 
既に聞き飽きている

女性の気持ちを考えない間違った褒めは減点されるだけ

髪キレイだね！ 
肌ツヤツヤだね！

男はみんな 
そればっかり…

努力を認めてくれない 
男に好意は湧かない

生まれつき肌が 
キレイなんだね！

毎日欠かさずケア 
してるんだけど！



60.フィーリングの合う会話を望んでいる
価値観や考え方が合うコミュニケーションがカギ

「会話編」を何度も見てフィーリングの合う会話を習得すべし

この人すごく私に 
共感してくれるし
話しててなんか 
すごく楽しいかも！



【モテ男は知っている】

女性心理100選

デート編



61.デートのアポはスマートにして
コミュニケーションコストを極限まで削る

シンプルすぎるくらいの誘い方の方がうまくいきやすい

来週お茶でもどうですか？ 
空いてる日程いくつかください！

ぜひ！○日と△日の午後なら 
今のところ予定空いてます！

【スマートな誘い方テンプレート】

なら△日にしましょう！ 
一押しの店を予約しておきます！



62.決断を委ねられると冷める
選択を女性に押し付ける男は嫌われる

女性が決断する数が増えると男の魅力は下がっていく

全ての選択を女性に 
任せようとしている

〇〇ちゃんが好きな 
ところでいいよ！

最低限のことだけを 
聞いてあとは男が決める

俺は何でもいいよ！

押し付けないでよ

洋食と和食なら 
どっちの方が好き？

嫌いな物だけ教えて！

海鮮系が好きかな！



63.不測の事態の時に本性が見えてますよ
予想外のトラブルの時の態度を女性はよく見ている

不測の事態こそユーモアを持って楽しむ男の余裕が必要

長い待ち時間 渋滞 突然の雨

何でこんなにうまく 
いかないんだよっ！

態度に出すぎでしょ…



64.初デートはサクッと終わらせて欲しい

女性との初デートはお試し体験のようなもの

初デートでの長時間拘束はお互いのストレスになってしまう

初デートから長時間 
かかるプランを考える

ディズニーに行って 
ご飯を食べてから 
夜景を見に行って…

初デートは1～2時間程で 
終わるプランを考える

カフェでお茶をして 
少し買い物に行って 
解散にしよう！



65.いきなり映画館や水族館に行くのはイヤ

【初デートに映画館や水族館がNGな2つの理由】

初デートはしっかりと話せるカフェなどにするのが無難

長時間の拘束が 
ストレスになる

自分をアピールする 
チャンスが少ない



ドヤ顔されると冷める2つのNG行動

66 レディーファースト 67 会計を奢る時

先にどうぞ！
（ドヤァ）

下心見え見え 
でキモい…

ここは俺が！
（ドヤァ）

たった数千円で 
そんな顔しないで

見返りや好感度を求めた気遣いは女性にすぐにバレる



68.ケチケチされると一瞬で冷める

初デートくらいは全て男が奢ってあげるのが理想的

どれだけ会話がうまくてもケチな男は嫌われる
ケチな男は10円単位で 
割り勘しようとする

モテる男はアバウトな 
計算で多めに支払う

2,589円だから 
よろしくね！

いや、さすがに 
ケチすぎでしょ

〇〇ちゃんは 
1000円でいいよ

ありがとう！



68.ケチケチされると一瞬で冷める

初デートくらいは全て男が奢ってあげるのが理想的

どれだけ会話がうまくてもケチな男は嫌われる

ケチな男は10円単位で割り勘しようとする

2,589円だからよろしくね！

いや、さすがにケチすぎでしょ…



69.高級店にすればいいと思っているすけべ心がイヤ

初デートから高級にしすぎるとそれ以降のハードルが上がる

下手に高級店に連れていくと逆に減点されてしまう
【店選びの金額の目安】

初デート カフェで2,000円程度

2回目 居酒屋で10,000円程度
1時間ほどでお互いについて軽く話す

長い時間話してお互いを深く知る

3回目以降も高級店にこだわる必要なし！



70.店員さんに失礼な男は一気に冷める

心当たりがあるなら今すぐ辞めないと女性から嫌われ続ける

女性が一気に冷めてしまうNGな店員への対応

初対面なのに 
タメ口を使う

命令口調で 
注文する

クレームを 
つけて怒鳴る

2人だけど 
今空いてる？

生2杯今すぐ 
持ってきて！

何分待たせる 
つもりだよ！



この人お持ち帰り 
したいのが露骨…

71.露骨に飲ませようとするのは「ヤリモク」でしょ？

非モテがやるような下品なアプローチは絶対にNG

お持ち帰りしたい下心はすぐに見抜かれる

あれっ、グラス空いてるよ？ 
次何飲む？ワインにする？

まだ2杯しか飲んでないよ？ 
まだまだいけるでしょ～



女性が大嫌いなあからさまな恋愛テクニック

72 ミラーリング 73 露骨なボディタッチ

女性がとった仕草と 
同じことをする

下心が見え見えで 
女性は嫌悪する

女性は小手先のテクニックで一括りにされたくない！



この人といると 
何か楽しいかも！

74.いつになったら進展するの？

何度もデートするのは脈アリの証拠。自信を持つべし！

何度デートしても進展がないと冷めてしまう

デート1回目 デート2回目 デート3回目

今日は告白なんか 
されたりして…!?

いつになったら 
進展するわけ!?



75.非日常な体験で楽しませてほしい

普段の過ごし方から変えて男の魅力を磨くことが重要

女性が求めているのは普段味わえない男の魅力
小手先のテクニックで 
楽しませようとする

男の魅力やリサーチ力で 
楽しませようとする

トーク力

テクニック 恋愛心理

店選び

見た目 気遣い



【モテ男は知っている】

女性心理100選

クロージング編



76.告白前から結果は決まってる

3回目のデートに来てくれれば7割の確率で告白は成功する

好感度が上がっていれば「何を言うか」は関係ない

【告白の成功率が上がらない非モテの思考】

一か八かで女性に告白しようとする

告白までのデートプランを綿密に練る

告白のセリフをあれこれ考えている



77.食事後すぐにホテルに誘う男はムリ

ホテルに誘うのは少しずつ女性の気分を高めてから！

女性のボルテージは徐々に上げる必要がある

唐突すぎて行く気失せるわ…

なかなか美味しかったね～。 
じゃ、この後どうする？ 
ほ、ホテルでも行っちゃう？



79.お願いされた時点でもう無理

キャバクラで泥酔したおっさんと同じレベル！

懇願タイプのダサい打診が最も冷められる

OKすると思ってるの？

ねぇ、一生のお願い！
絶対に楽しませるから 
今日はホテル行かない!?



80.今日はたまたまムラムラしていただけ

勘違いして調子に乗ると一気に冷められることになる

簡単に成功しすぎた場合も注意が必要

なんか今日は 
抱かれたいかも・彼氏と別れたばかり

・イベント前後で寂しい
・心の隙間を埋めてほしい

その日の感情によってムラムラしている時もある



81.ホテル代くらいあなたが出してよ

女性の気持ちを汲み取ってホテル代は男が払うべき

女性は「仕方なくホテルに行った」と思いたい

私は誘われて 
仕方なく行った 
だけなんだし… ホテル付き合って 

あげてるんだから 
お金くらい出して！



82.たまには火遊びしたい気持ちも察してよ

このサインを見逃すと女性に恥をかかせてしまうことに

ホテルに行きたがっているサインを見逃すな
【女性が発する「今日は抱かれたい」サイン】

髪を頻繁に触り出す

声が高くなる

落ち着きがなくなる

デレっとした笑顔になる

ボディタッチを嫌がらない

お酒の量が増える

目がうるっとしたり、とろんとする



なんかちょっと 
ワクワクする…！

83.建前で断ってるだけなのをわかってよ

女性の本心を読み取って安心させるのが男の仕事！

軽く見られたくなくてわざと断っていることも

このまま 
ホテル行く？

えっ!このあと!?
時間はあるけど… 
ん～、でもな～…



83.建前で断ってるだけなのをわかってよ

女性の本心を読み取って安心させるのが男の仕事！

軽く見られたくなくてわざと断っていることも

もう少し一緒にいよう

え～でもなー…
今日は会った 
ばかりだし…



84.私は仕方なくホテルに入っただけ

行為の後も丁寧に心理ケアしてあげることも重要

「自分の意思ではない」言い訳を正当化させてあげる

僕の誘いに付き合って 
くれてありがとうね

〇〇ちゃんのおかげで 
すごく良い1日だった

そうそう、私はただ 
誘われたからホテルに 
行っただけなんだし！



この人になら今日は 
抱かれてもいいかも！

85.今日は帰りたくないと思わせてほしい

魅力的な男になるには普段からの自分磨きが至上命題

魅力的な男の前では建前すら発生しない

コミュ力

仕事

包容力

メンタル

夢や目標

見た目



【モテ男は知っている】

女性心理100選

セックス編



85.不潔な状態で私に触らないで

いつでもセックスできるように普段からケアすること！

事前のボディケアができていない男は一瞬でさめる
【脱いだ瞬間冷める不潔な男の特徴】

歯や舌が汚くて口臭がひどい
体毛を剃らずボーボーのまま

爪が伸びてアカが溜まっている
股間を清潔に保っていない



86.ヤるためだけに会うと思いたくない

体目的の雑な扱いをするとすぐに関係を切られてしまう

女性は体だけの関係だと思いたくない

じゃ、行こうか

会ってすぐホテルに 
向かおうとする

行為が終わったらすぐ 
賢者モードになる



87.男らしく全てリードしてほしい

関係性が深まるまでは男らしくリードして安心させるべし

9割以上の女性は男にリードされたいと思っている
年齢や経験の多さで女性に 
リードしてもらおうとする

男らしくリードして 
身も心も満たしてあげる

年上だし任せて 
おけば大丈夫か…

経験豊富な人だし 
リードしてもらおう

俺に任せてれば 
大丈夫だから



ホテル代出して 
くれたから…

88.私は誘われたから〇〇しただけなの

女性の言い訳を包容してあげる言動をすることが重要

女性は一連の行為を「仕方なく」と思いたい

男から誘って 
きたから…

男がリードして 
きたから…



89.いちいち許可取りしないでよ

「痛くない？」などの気遣いの言葉を積極的にかけるべし

いちいち確認するとせっかくのムードが台無しに

ね、ねぇキスしても良い？

もう挿れても大丈夫かな？

せっかくの良いムード 
だったのに壊さないでよ…



90.早漏も遅漏もどっちもイヤ！

お互いの気持ちがピークに達した時がベストなタイミング

早すぎても遅すぎても冷められてしまう

早すぎる人の場合 バイアグラなどのような薬を 
服用して少しでも強くなる

遅すぎる人の場合 オナ禁やソフトに処理するなど 
普段から耐性を弱めておく



ヤリモク 
だったの!?

終わった後はそっけなく 
すると女性は不安になる

行為の後も愛情をかける 
ことで女性は安心できる

91.終わった後も私を大切にして

賢者モードでも気を抜かず愛情を持って接すること！

終わった後こそしっかりと愛情をかけてあげる

じゃ、少し 
寝るから…

今日はありがとう。 
良い時間だったよ

うん。私も!



この人今まで 
AVしか見たこと 
ないんだろうな

92.AVの見過ぎは一気に冷めるからやめて

参考にするならソフトな女性ものがオススメ

AVを参考にしたプレーはすぐに女性に気づかれる

・卑猥な言葉を浴びせる

・とにかく激しく突きまくる
・強くあそこをガシガシする



女性が求めている2つのセックスの型

93 愛情たっぷり型

愛情のあるセックスで 
私を包み込んでほしい

94 強烈な支配型

性癖に溺れるような 
激しいプレイがしたい

声かけ、前戯、 
行為を丁寧に 
行ってあげる

野生的な激しい 
プレーで女性を 
楽しませる

どちらを求めているのかをよく観察することが重要



【モテ男は知っている】

女性心理100選

交際編



95.私の頑張りをもっとたくさん褒めてほしい

つぶさに観察して遠慮せずにどんどん褒めてあげるべし

自分のために女磨きする努力を認めてあげる

髪型変えたんだ！ 
一段と良くなったね！

そのコーディネート 
俺めっちゃ好きだわ！

この人のために 
もっと頑張ろう！



96.私を1番に特別扱いしてほしい

パートナーに気に入られたい承認欲求を満たしてあげること！

1番に愛されていないと女性は不安を感じる
【女性を安心させる日常の気遣い行動】

普段から努力をちゃんと褒めてあげる
ありがとうなどの当たり前を大事にする
デート中にほかの女性の方を見ない
デート中にほかの女性の話をしない

記念日や四季のイベントを大事にする



97.私にバレる浮気は絶対にしないで

浮気するならバレずに墓場まで持って行く覚悟を持て！

女性は浮気している事実を絶対に知りたくない

浮気現場を見られる 罪悪感で自白する

あの女 
だれよ!?

ごめん、実は…

どうして私に 
言っちゃうの…



98.私をずっとドキドキさせる存在でいてほしい

常に女性をドキドキさせられる魅力的な男を目指すべし

マンネリを感じた瞬間に女性は一気に冷めていく
【女性が冷めてしまう交際マンネリ化リスト】

遊ぶ場所が自宅などに固定化されている
彼女への対応がだんだんと塩対応になっていく
彼女がしてくれることが当たり前だと思う
見た目や清潔感などの自分磨きを怠る
夢や目標も持たずにダラダラ過ごしている



そ、そんな…

女性のダメな部分には 
キツく当たって傷つける

女性のダメな部分も全て 
認めて安心させてあげる

99.私の良いところも悪いところも全て受け入れて

何があっても女性の全てを受け入れる包容力を持つ

女性は自分の全てをさらけ出すことに不安を感じている

大丈夫？無理せず 
俺に任せていいよ

ありがと…!

お前のそういうとこ 
ほんと無理だわ…



【モテ男は知っている】

女性心理100選

女性本能編



100.私は格上の男にしか惚れない

全ての要素を磨き上げ女性の格上を目指すことが最重要

女性は「尊敬できる男」にしか興味はない
この人と一緒に 
いるとドキドキ 
して止まらない！

コミュ力

仕事

包容力

メンタル

夢や目標

見た目


