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２５名限定︕
今すぐ『モテ男養成⼊講座』に参加

する︕︕

突然ですが、あなたはこんな悩みを抱えていませんか︖

✔ ⼥性とどう接したらいいのかわからない

✔ ⼥性と何を話したらいいのかわからない
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✔ 外⾒に⾃信がない

✔ ⾃分に⾃信がない

✔ 常に「嫌われてしまうのではないか︖」

と思ってしまう

✔ ⼥性と接するのが怖い

✔ ⼥性に対して臆病になっている

✔ ⼥性といると緊張してしまう

✔ 会話を広げられない

✔ 好きな⼈へのアプローチの⽅法がわからない

✔ メールのやり取りが続かない

✔ デートしても１回で終わってしまう

✔ いつも「いい⼈」で終わってしまう

✔ いつも「友達」で終わってしまう

✔ 理想の⼥性に出会えない

✔ どのように出会うのかがわからない

✔ ⼥性と接する機会がない

✔ 合コンや婚活パーティーでうまくいかない

✔ 合コンや婚活パーティーで年齢制限で⾏けない



✔ デートに繋がらない

✔ ⼥性との仲の深め⽅がわからない

✔ ⼥性の気持ちがわからない

✔ ⼥性の喜ばせ⽅がわからない

✔ ⼥性が好むデートプランがわからない

✔ デートのお店の選び⽅がわからない

✔ 告⽩のタイミングがわからない

✔ ⾃分中⼼だと⾔われたことがある

✔ 過去のトラウマがあり恋愛が怖い

✔ 頑張っているのに空回りばかり

✔ 相談できる相⼿がいない

✔ 緒に活動できる友達がいない

✔ 恋愛経験がない

✔ 好かれようとすると嫌われる

✔ メールをブロックされてしまう

✔ ⼥性を怒らせてしまう

✔ もう⼀⽣彼⼥ができないんじゃないかと思う

✔ 将来や⽼後が不安



✔ 誰もいない部屋に帰るのが寂しい

✔ 勇気がない

✔ すぐに諦めてしまう

✔ 振られたくない

✔ 明るい未来が想像できない

もし、この中で⼀つでも当てはまるものがあれば、

今回開催する

『モテ男養成⼊⾨講座』に必ず参加して下さい。

この講座に参加すれば、

あなたは⼆度と⼥性関係で悩むことはなくなるで

しょう。

男性にとって、⼈⽣で最も⼤切なことは

「⾃分を⽀えてくれる最⾼のパートナーと出会うこと」で

す。理想の⼥性を⼿に⼊れ、今より１０倍楽しい⼈⽣を送

りましょう。



２０１６年９⽉１５⽇

衝撃の調査結果が…

あなたには今、理想のパートナーはいますか︖

実は今年の９⽉１５⽇、

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所から衝撃の発表

がありました。



それは

・６９，８％の男性が交際相⼿を持たない

というもの。

つまり、約３割の男性にしかパートナーがいない

のです。

世の中には恋愛テクニックに関する本やセミナーが多く広

がり、昔よりも恋愛がうまくいく情報に溢れているはず。

それにも関わらず、なぜそれほど多くの男性が

⾃分のパートナーを⼿に⼊れることができていないのでし

ょう︖



「男性⽬線」の恋愛テクニックは

もううんざり︕

とはいえ、多くの男性は

パートナーを作るための努⼒をしています。

しかし、世の中にあふれる多くの恋愛テクニック本やセミ

ナーは男性⽬線で語られたものばかりで、⼥性⽬線を無視

しているのです。



・⼥性はやたらに褒めるな

・連絡はすぐに返信をするな

・出会ったその⽇に告⽩しろ

・強気で⾏け

・話は盛り上げろ

このようなテクニックを聞いたことはありませんか︖

実は、この全てが⼥性の気持ちを無視したものばかりなの

です。

このテクニックに頼っていては

⼀⽣、理想の彼⼥を⼿に⼊れることはない

でしょう。

世の中にいる多くの恋愛セミナーやテクニックは、

『根本的な⼤間違い』を犯しているのです。

⼥性の気持ちとは、そう簡単に動くものではありま

せん。



１００００⼈の

婚活男性を指導して分かった

「モテ男」と「⾮モテ男」の違い

これまで、私は

５年間で１００００⼈の婚活男性を指導し、

担当した顧客は全員、恋愛や結婚まで発展させてきました。



その中で、

⼥性の私だから感じることのできる

「⼥性⽬線」の恋愛成功法則

があることに気付いたのです。

世の中のモテ男くんはこれを⾃然と使いこなし、

⾮モテ男くんはその差に気付くことすらできていないので

す。

つまり、世の中の⾮モテ男くんは

・正しい⽅法を知らないからモテることができない

ということなのです。

しかし、逆に⾔えば

正しい⽅法を⾝につけることができれば、

誰でも「モテ男」になることが可能だということです。



３つのポイントを変えるだけで

「誰でも」モテ男くんになれる︕

「モテ男」と「⾮モテ男」の違い。それは

・⾒た⽬

・トーク

・マインド

の３つを正しく使いこなしているかどうかです。



とはいえ、この３つは簡単に⾝につくものではありません。

また、やり⽅を伝えるだけで簡単に⾝につくものではない

のです。

そこで今回、この３つを「直接」徹底的に学べる場として、

『モテ男養成⼊⾨講座』
を開催することにしました。

この講座では、

「⾒た⽬」「マインド」「トーク」の

３つを正しく学び、使いこなす⽅法

を完全伝授します。

直接会って学ぶことでしか得られないものがありますので、

・クリスマスまでに理想の彼⼥がほしい

・モテ男になりたい



・もう⼥性に振られたくない

・魅⼒的な男になりたい

という⽅はぜひ、奮ってご参加下さい。

また、今回の講座に関してですが、

⼀⼈⼀⼈としっかりと向き合うために

ベーシックコース、プレミア⼛コース合わせて

限定２５名
のみの少⼈数で⾏います。

このような少⼈数での講座は

今回限り
となりますので、ご注意下さい。



90⽇で「本気の彼⼥」を

本気で⼿に⼊れます︕

また、価格に関してですが、今回は私⾃⾝、

完全に結果重視

で⾏います。

そのため、「本気の彼⼥が欲しい⼈」以外は

来ていただかなくても構いません。



そこで、価格は150,000円で開催します。

とはいえ、さすがにこの額だと

「本気の彼⼥が欲しいのに参加できない…︕」

そんな⽅もいらっしゃるかもしれません。

そのため、セミナーのみでも

参加したい⽅のために、

ベーシックコース

もご⽤意しました。

そして、ベーシックコースの価格は30,000円です。

ベーシックコース→30,000円

プレミアムコース→150,000円
が今回の価格になります。



…しかし、実は

「どうしてもこの価格でも参加するのは厳しい…」

という声もいただきました。

私⾃⾝、本気の⼈のみに来ていただきたいので、

正直これ以上価格は下げたくないのですが、

本気の⼈には「全員」参加して欲しいのが私の思いです。

なので、今回限り⼤幅値下げの

ベーシックコース30,000円→5,000円

プレミアムコース150,000円→49,800円
で開催することにしました。

これ以上の値下げはありません。

しかし、これが今回の講座への私の思いです。

必ず、今回の講座で「本気の彼⼥」を⼿に⼊れましょう。

では、以下詳細です。







【参加特典】デートプラン
デートを成功させるためには「プラン」がとても⼤切です。

⼥性を喜ばせるための⼤まかな基盤はありますが、細かく

「⼥性のタイプ別」

「⼥性との関係性別」

に分けてプランを⽴てることで、

よりデートの成功率がアップします。

そこで、今回は特典として

⼥性会員様の⽣の意⾒をふんだんに組み込んで分析

した

・「タイプ別」デートプラン



・「関係性別」デートプラン

に加え、この度⾏われるセミナの動画を、

今回限り無料プレゼントいたします︕︕
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２５名限定︕
今すぐ『モテ男養成⼊⾨講座』に参

加する︕︕

「⼥性関係」で悩むのは

今⽇で最後にしましょう

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

これまで、あなたは⼥性関係が上⼿くいかず、

苦しい思いをしてきたかもしれません。
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ですが、それは正しい⽅法を知らなかっただけなの

です。

私は多くの「⼥性会員様」から本⾳を聞ける⽴

場にあり、

そして私⾃⾝が「⼥性」ですので、

想像や嘘のない「本当の情報」を伝えることができます。

また、今回お伝えする内容は

私⾃⾝が

『ずっと現在進⾏形で⾏っているノウハウ』

そのものです。

なので、もしあなたが

「本気の彼⼥が欲しい︕」



と思うのであれば、⼀度でいいので聞きに来て下さい。

これまで多くの参加者がそうだったように、

トンネルから抜け出したような、

まさに⽬からウロコが落ちるような感動をしていただける

ことを約束します。

では、会場にてお会いしましょう。
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２５名限定︕
今すぐ『モテ男養成⼊⾨講座』に参

加する︕︕
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【プロフィール】

恋愛・婚活スタイリスト JURI

１９７６年６⽉２６⽇⽣まれ 東京都出⾝

恋愛・婚活コンサルタント、恋愛・婚活カウンセラー、恋愛・婚活

セミナー講師

【恋愛・婚活セミナー講師として】

２０１１年に恋愛・婚活セミナー講師として開業

その後、東証⼀部上場結婚相談所 IBJ のカウンセラー、

恋愛アカデミーの婚活セミナー講師、

その他結婚相談所などと提携して活躍。

⾃⾝でも恋愛・婚活セミナーや個別カウンセリングを実施し、



述べ１００００⼈以上を担当。

請け負った会員は１００％お⾒合いに⾄り、

交際から半年以内で成婚に結びつけた確率６０％超という実績を誇

る。

【著者として】

２０１６年３⽉に出版した著書「彼⼥が欲しい⽅必⾒︕必勝☆モテ

る出会いの技術」

２０１４年４⽉に出版した著書「次・また会いたい⼈」、Amazon

⼼理学ランキング１位を獲得。

【Podcast ラジオパーソナリティーとして】

Apple の Podcast ラジオでは、恋愛・婚活専⾨家の JURI の

『野獣でも美⼥を捕まえるテクニック。⼥性の本⾳、教えます。』

では、

社会/⽂化部⾨で１位を獲得。

わかりやすく実践しやすいと定評を得ている。


