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テストステロンに関する非モテの勘違い

オナ禁や筋トレしてもテス値が上がってる 
実感がなくモテに直結している気がしない…

テストステロンを完全に操れば、恋愛も仕事も 
100%求められるはずなのにその実感がない…

オナ禁や筋トレを継続してさえすればテス値MAXの 
モテ男になれると信じているのにどうして…



毎日オナニーしたとしてもモテ男になることはできる！

モテ男になるために絶対に理解すべきは
テストステロンの本質

テストステロンの本質をしっかりと理解すれば



テストステロンの正体は

〇〇である



Q
テストステロンの 
正体とは何ですか？



非モテがやりがちな間違った認識

筋トレすれば 
どんどん増える 
ホルモンでしょ

オナ禁すれば 
脳で分泌される 
モテホルモン？

せっかく毎日努力して 
テス値を高めてるのに 
全くモテないじゃん…

筋トレ 読書 オナ禁

どれだけ努力しても全てが水の泡になってしまう！
テストステロンの本質を理解できていなければ



テストステロンの正体は
セルフイメージの「総量」

自信

信頼 評価

自分自身に対する「評価」「自信」「信頼」の高さ



セルフイメージのロジックとは

俺なんて何やっても結局一生非モテさ…

不安に負けて行動にストッパーがかかる

俺なら絶対理想の自分になれる！

全ての行動に全力で取り組むようになるセ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ



セルフイメージが低いままだと
いくら努力しても結果につながらない

どうせモテないけど 
筋トレだけしとくか…

オナ禁しておけば 
モテるんでしょ…？

この人自分に 
自信なさげで 
なんかダサい…

テストステロンも上がらず女性からも一生モテない



堂々としていて 
頼り甲斐あるな…

絶対にこの子を 
楽しませるぞ！

セルフイメージが高い男は
女性ウケする行動が自然にできる

自分自身の自信の高さが1つ1つの言動に現れる



セルフイメージが高い男は
そもそもオナ禁を必要としない

セルフイメージの低い非モテ セルフイメージが高いモテ男

オナニーしたい… 
でも我慢すれば 
モテに近づくはず!!

オナニーしたけど 
だからどうしたの？

いくらオナ禁したところで 
自信がつくことはない

高いテストステロン値が 
揺らぐことはない！



セルフイメージが低ければいくらテストステロンを 
高める努力をしても自分の中で溜め込むことができない！

筋トレ オナ禁

まずはテストステロンの”器作り”が重要



テストステロン完全攻略

内面の5大要素



テストステロン完全攻略

内面の5大要素
①

常にトップを目指せ



大企業の社長

アスリート

起業家やアスリートのように 
トップを目指して行動する男は 
テス値が異常なほど高い

→美しい女性の本能にダイレクトに 
　優秀な男と認識させられる

日常においても仕事においても 
手を抜かずに全力で取り組むことが 
テス値アップやモテに直結する

トップを目指す姿に女性は魅力を感じる

野球選手と美人アナが付き合うことが多いのもこれが要因！



テストステロン完全攻略

内面の5大要素
②

誰も見ていない時こそ 
本気を出せ



人前だけで頑張る男は3流 一人の時に努力する男が一流

人前だけ頑張る男はただの3流

とりあえず 
仕事しとこ…

絶対に成果を 
出してやる！

テス値の低さが人前にも現れる

女性は魅力を感じない
努力の姿勢が人前にも現れる

女性からの評価も上がる

＝ ＝



モテる男が実は1人の時にやっている努力

自分磨き 良い店の開拓 トークの研究



テストステロン完全攻略

内面の5大要素
③

後回しをするな



テス値の低い非モテほど後回し癖が強い

1人の時間を 
楽しみたいし！

今は仕事が 
忙しいから…

資格の勉強も 
したいしな…

気づいたら 
アラサーか…

20歳 22歳 25歳 28歳

気づいた時には取り返しのつかないオッサンになっている！



非モテがやっている後回しの代表例

髪が長くても 
気にしないし…

推しのグッズ 
買いたいから…

もう少し自信 
つけてから…

自分の見た目に 
気を使わない

恋愛に関して 
投資をしない

いつまでも 
言い訳している

これらを辞めるだけでもテス値は見違えるほど上がる！



テストステロン完全攻略

内面の5大要素
④

糞みたいな 
プライドは捨てろ



非モテほど無駄なプライドが高い

それって結局あなただから 
できただけなんでしょ？

フラれちゃったけど別に 
そんなに好きでもなかったし…

自分のやり方で結果を出す 
男こそ本物のモテ男でしょ！



非モテの糞なプライドチェックリスト

失敗して恥をかくのが怖い

できない奴だと思われるのが怖い

何事においてもすぐにビビる

ちょっとでも行動するのが怖い

目上の人に報告するのをためらう

わかりませんがすぐに言えない

詰められるとすぐに言い訳する

まずは我流でやって結果を出したい

自己投資せずに自分でやってみたい

素直に質問できない

自分はデキル奴だと思われたい

歳下に質問できない

歳下を手放しで尊敬できない

動物や小学生から素直に学べない

年齢が高い方が無条件で偉いと思う

指摘されたらすぐにキレる

指摘されても自分ごとにならない

知ったかぶりする

1つでも当てはまるものがあれば今すぐ粗大ゴミに捨てるべし



テストステロン完全攻略

内面の5大要素
⑤

欲望に素直になり 
貪欲に求めよ



みんな我慢してるから 
お前も我慢しろよ…

モテる努力なんて 
カッコ悪いぞ…

安定した仕事 
するのが1番

やりたいことやっちゃ 
いけないんじゃないか…

モテるようになるのは 
いけないことなんだ…

同調圧力の強さが非モテをさらに加速させる

日本は「我慢が美徳」という考え方がいまだに蔓延している！



非モテほど努力に対してネガティブになる

努力はカッコ悪いと 
決めつけて逃げている

欲望に心から素直になり 
全力で努力して手にいれる

モテるために努力 
するなんてカッコ 
悪いし意味ないよ…

絶対女からモテる 
ようになって人生 
変えてやるんだ！

カッコつけて努力することから逃げる男こそが最もカッコ悪い！



テストステロン完全攻略

恋愛の5大要素



テストステロン完全攻略

恋愛の5大要素
①

小手先は一切通用しない



家で学んだ事を 
活かす時が来た！

男としての魅力がなければ
どんなノウハウを身につけても通用しない

なに、この人。 
生理的にムリ…

小手先のテクニックをつけても一瞬でテス値の低さがバレる



モテLv. 1
テス値

内面力
見た目力
トーク力

0
0
0
0

トーク力

テクニック 恋愛心理

男としての魅力が0ならどんなノウハウも豚に真珠！

RPGゲームで例えると…
レベル上げの努力をせずに武器だけ求める状態

いくら強い武器を装備しても本人が弱ければすぐに詰む



テストステロン完全攻略

恋愛の5大要素
②

デート前から勝負は 
決まっている



テス値の低い非モテのデートに対する勘違い

デートでは女性の反応を見ながら 
臨機応変に切り返さないといけない…

心理学やトーク力を磨きまくって 
自分のペースに持ち込むのが必勝法！



デートはデート前の日常の過ごし方で全て決まる

テス値の低い非モテ テス値の高いモテ男

トーク力

テクニック恋愛心理

休みの日は外出せずに 
ノウハウばかり勉強する

筋トレ

店探し

日常生活から 
デートの準備を怠らない



テストステロン完全攻略

恋愛の5大要素
③

常に女性目線で考えろ



何度も練習した 
テンプレを使えば 
きっと口説ける…!

外見からすでに 
アウトなのよ…

髪の毛は 
ボサボサ

ダサい服
ボソボソ声で 
聞き取れない

体臭がひどい

非モテほど小手先のテクニックを暗記しがち

ノウハウを覚えても人間力のない男はさらに嫌われるだけ



大事なのは女性の立場になって考えること

こんな見た目で 
会いに行ったらこれを言ったら 

どう思うだろう… どう感じるだろう…

自分の言動を俯瞰して客観視する必要がある！



大事なのは女性の立場になって考えること
非モテ モテ男

どうやって 
誘おうか…?

LINEはあえて 
既読スルーだ

意識のベクトルが 
自分自身に向いている

女性に喜んでもらうには 
どうすればいいだろう…

意識のベクトルが 
外側の女性に向いている

極論、好感度が良ければどんな誘い方でもうまくいく



テストステロン完全攻略

恋愛の5大要素
④

重要なのは 
「何」ではなく「誰」



「何」をするかより「誰」がするかが重要

何を話すか

何を食べるか

何と言って誘うか

誰が話すか

誰と食べるか

誰が誘うか



魅力的な男になることが恋愛において最も重要

よければ週末 
ご飯でもどう？

俺と付き合って 
くれませんか？

ぜひ！ もちろん！

高テスのモテ男なら何と言って誘おうともOKされる

自分磨きに注力すればライバルに10倍は差をつけられる！



テストステロン完全攻略

恋愛の5大要素
⑤

恋愛を克服し 
莫大な恩恵を享受せよ



非モテの恋愛に対する間違った捉え方

早くテス値をあげて彼女作って 
毎晩のようにセックスしたい！

としか考えられていない！
恋愛＝セックスを手に入れる行為



女性と向き合って真摯に恋愛をしていれば
人生を大きく変える恩恵を享受することができる

圧倒的コミュ力 リーダーシップ 空気を読む力

優れた決断力 広い包容力 強いメンタル

恋愛に対する間違った価値観をまずは克服する必要がある



深い恋愛をすることで他のことでも成果が出る

女性と真摯な姿勢で 
深い恋愛をする

出世/昇進 資格取得

仕事や勉強でも 
より良い成果が出る

真摯な恋愛をすることが人生を充実させる最重要課題！



テス値の低い非モテがやる

NG行為12選



① 細かいことを気にしすぎる

まずはテストステロンを貯める器作りが大切

食事や睡眠も 
大切でしょ？

まずは男磨き 
が最優先だ！

テストステロンが 
こぼれ落ちてしまう

テストステロンを 
貯める器ができている

テス値の高いモテ男細かいことを意識する非モテ



② オナ禁すればモテると思っている

努力が実らないのは器作りができていないから

オナ禁してるのに 
テス値が上がった 
実感がまるでない！

オナ禁オナ禁
オナ禁

オナ禁がモテる「手段」ではなく「目的」になっている



全力で努力できない 
非モテは恋愛も実らない

トップを目指す姿が 
女性を惹きつける

あー、早く仕事 
終わんないかなぁ

③ 勉強や仕事でトップを目指さない

大企業の社長

アスリート

楽に可愛い彼女 
作れたらなぁ…

全力で取り組む姿は優秀な男として女性の目に映る

日常生活への取り組み方を変えなければモテることはない



④ 誰も見ていないところでは怠惰を極めている

日常生活の怠惰さは言動にそのまま現れる

誰も見ていないところでこそ全力で努力することが重要

良いこと言ってる感 
出してるだけじゃん。
薄っぺらい男...



⑤ 学びや経験にお金を使わない

モテない男はただ「知っている」だけで終わる
学びと実践に投資するため 
最速でモテるようになる

無料の情報で知識を得ても 
行動しないからモテない

無料でも十分 
良いノウハウは 
転がってるし…

大金払ってでも 
恋愛のプロから 
本気で学ぶぞ！

知識を得ても行動しなければ「知らない」のと同じ！



非モテのクソみたいなプライドチェックリスト
⑥ クソみたいなプライドだけが一人前

失敗して恥をかくのが怖い

できない奴だと思われるのが怖い

何事においてもすぐにビビる

ちょっとでも行動するのが怖い

目上の人に報告するのをためらう

わかりませんがすぐに言えない

詰められるとすぐに言い訳する

まずは我流でやって結果を出したい

自己投資せずに自分でやってみたい

素直に質問できない

自分はデキル奴だと思われたい

歳下に質問できない

歳下を手放しで尊敬できない

動物や小学生から素直に学べない

年齢が高い方が無条件で偉いと思う

指摘されたらすぐにキレる

指摘されても自分ごとにならない

知ったかぶりする

1つでも当てはまるものがあれば今すぐ粗大ゴミに捨てるべし



本当は彼女を 
作って人生もっと 
楽しみたいのに…

⑦ 欲望に対して素直にならず格好つけている

もっと稼いで 
モテにお金を 
使いたいのに…

今は仕事が楽しいから 
彼女は別にいらないかな！

1人の時間が好きだし 
恋愛欲とかないんだよね

高テスモテ男になりたいなら欲望剥き出しで努力が必要



⑧ ノウハウを学ぶだけで満足している

非モテは男としての総合力が低すぎる
テス値の低い非モテ

小手先のノウハウが 
全てだと錯覚している

高テスのモテ男

コミュ力

仕事

包容力メンタル

夢や目標見た目

あらゆる面において 
男としての総合力が高い



⑨ デートは本番が重要だと思っている

デートはデート前の日常の過ごし方で全て決まる
テス値の低い非モテ テス値の高いモテ男

トーク力

テクニック恋愛心理

休みの日は外出せずに 
ノウハウばかり勉強する

筋トレ

店探し

日常生活から 
デートの準備を怠らない

2回目のデートに繋がらないのはこれが大きな原因！



⑩ 女性がどう感じるかは気にしない

非モテの頭の中は常に自分中心で回っている
非モテ モテ男

どうやって 
誘おうか…?

LINEはあえて 
既読スルーだ

意識のベクトルが 
自分自身に向いている

女性に喜んでもらうには 
どうすればいいだろう…

意識のベクトルが 
外側の女性に向いている

本当のコミュ障とは相手の立場になって考えられない人！



⑪ 「何」を話すかが大事だと思っている

恋愛においては「誰」が言うかが全て

ミシュラン3つ星の 
イタリアンの店に 
一緒に行かない？

あなたとなら 
別に結構です…

よければこの後 
ご飯でもどう？

ぜひ行きたい！

何をすれば女性が喜ぶか 
ばかりを気にする

男として魅力があれば 
何を言ってもOKされる

モテたいなら男としての魅力を高めることが最重要！



⑫ 恋愛克服の莫大な恩恵を理解していない
ノウハウに頼るばかり恋愛による恩恵を全て捨てている

女性と真摯に向き合うことでこれらは全て克服できる！

圧倒的コミュ力
リーダーシップ

空気を読む力

優れた決断力
広い包容力

強いメンタル


