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「出会いが無いんだからしょう

がない…」 
 

 

そんなセリフは二度と吐かせません。 
 

今から Yahoo パートナーを使っていい女

からバンバンメールをもらえる最高のプロ

フィール作成術を教えます。 
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はじめまして、黒羽根雄大と言います。 

 

無料レポート「Yahoo パートナーで“修羅”の如く出会う」を、ダウンロードしてくれてありがとう

ございます。 

 

何千何万とある無料レポートの中から、私のレポートを選んでくれた事は本当に嬉しい限りで

す。 

 

このレポートでは、 

 

「出会いがない」 

「出会い系サイトに登録したのに全く女の子と出会えない」 

 

と言う悩みを持った方達に向けて、月１０人以上と出会えるようになる最高のプロフィール作

成術をお話します。 

 

そこで始める前に聞いておきたいのですが、 

そもそもあなたは出会い系サイトを使った事があるでしょうか？ 

 

「どうせ全員サクラだろ」 

「高額な請求されるんじゃないの？」 

 

まだ使った事が無い人だったら当然こういう心配をするのではないかと思います。 
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世の中にはたくさんの出会い系サイトがあり、実際にサクラも大勢いるし、高額な金額を要求

される場合はたくさんあります。 

 

私も１ヶ月で６万円請求された事があるので、その辺は充分理解しています。 

 

でも安心して下さい。 

Yahoo パートナーは数少ない優良な出会い系サイトで、そういった被害に会う事は滅多にあり

ません。 

 

さすが検索エンジン最大手の Yahoo が運営しているだけあるのですが、サクラを撃退するシ

ステムはバッチリ搭載されていますし、月額固定なので必要以上にお金を請求される事はあ

りません。 

 

何より、女性会員からもお金を取っているので、真剣に恋人を探している人達しか集まらない

仕組みになっています。 

 

ですからそういった入らぬ心配事はもうしないで下さい。 

このレポートではもっと奥深い事を話していきますので、その辺が引っ掛かったまま読み進め

て欲しくありません。 

 

まず、Yahoo パートナーは安全だという前提を覚えておいて下さい。 

 

 

それでは本題に入っていきますが、その前に１つだけ肝に銘じておいて下さい。 
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出会い系サイトは甘くありません。 

 

Yahoo パートナーに関わらず、出会い系サイトを利用した事がある人ならわかると思いますが、

実際に女性と出会うのは簡単な事ではないんです。 

 

ほとんどの人が登録して、かわいい女の子にメールしまくって、その結果シカトされ続けて、凹

んで退会していきます。 

 

実際に会うところまで漕ぎ付けられる男性はほとんどいないのが現状です。 

何でそんな事態が起きてしまうかわかりますか？ 

 

それは、ライバルが多いからです。 

 

出会い系サイトは家に居たままで、手軽に全国の女性とアクセスができるようになります。 

 

ましてやナンパと違って、顔を合わせる必要も無く、断られるという恐怖も無いので、誰でも簡

単に実践できてしまいます。 

 

そんな便利で都合の良いシステムを世の中の男性が利用しないわけがありません。 

異常なまでにライバルが多いという事を自覚して下さい。 

 

女性は大勢の男性から毎日死ぬ程アプローチのメールをもらっています。 

実際にお会いした女性に聞いた事があるのですが、１日に何十通、下手すると何百通という

メールが届くのだそうです。 
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そんな大量のメールを一般人の女性がプライベートの時間の中で捌き切れるはずがありませ

ん。 

 

だから、たくさんの男性の中から、一際目立つ魅力的なプロフィールを持った男性だけに返信

をして、その他の男は素通りされているんです。 

 

重要な事です。 

ライバル達に勝てるプロフィールを持っていないと、出会い系サイトで実際に出会う事はでき

ません。 

 

ただ、無駄な時間とお金を費やすだけで終わってしまいます。 

出会い系サイトを使う上でプロフィールをつくるというのは、本当に大切な過程であると覚えて

おいて下さい。 

 

そして今からライバル達に圧倒的な差をつけて、女性に立ち止まってしまう具体的なプロフィ

ール作成術を伝えます。 

 

この方法は私が Yahoo パートナーを使って、何度も何度もテストを繰り返して身に付けたノウ

ハウで、今でも現役で活躍しているものです。 

 

真剣に取り組んでもらええれば、月１０人以上の女性と出会えるようになります。 

それでは行きましょう。 
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写真の極意                       
 

プロフィールの決め手は大きく分けて「写真」と「自己紹介文」に別れるのですが、最初に写真

についてお話しします。 

 

まず前提ですが、写真は載せて下さい。 

嫌だと言うのは無しです。 

 

これをしないと女の子は見向きもしてくれません。 

女の子は写真を載せなくてもＯＫですが、男性はダメです。 

 

「恥かしくて写真だけは載せたくないんです、勘弁して下さい」 

という方はこの統計を見て下さい。 

 

■１日当たりのメール受信件数■ 

 写真有り 写真無し 

男性 １件 ０．１件 

女性 １００件 １０件 

 

これは私が Yahoo パートナーをしている知り合いの男性と、実際に出会った女性達から統計

をとったもので、１日にメールが送られてくる件数の概算です。 

 

この表から２つの事実が分かります。 
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１つ目は、写真有りは写真無しの１０倍メールが来る事。 

２つ目は、女性は男性の１００倍メールが来る事。 

 

写真を載せない男性は絶望的状況に陥ります。 

 

逆に女性は写真を載せると捌き切れない程のメールが来てしまうので、載せないという選択

肢は全然有りです。 

 

この事実を知ってしまったら、写真を載せずにはいられないと思います。 

 

そもそも知り合いに見つかる確率は極めて低いのでそこを心配しなくても大丈夫です。 

私も、私の周りの方も１年以上続けていますが、誰かにバレた事は１度もありません。 

 

それに知り合いがいたからといって怯む必要はありません。 

Yahoo パートナーは素晴らしい出会いのツールなんです。 

 

合コンやナンパが正しくて、出会い系が悪いなんて事は絶対にありません。 

自信を持って、写真を載せて下さい。 

 

「私は顔に自信が無いの不安です…」 

と言う方がいるかもしれませんが、顔に自信が無い人でも印象良く映る事ができるテクニック

を教えますので、安心して下さい。 
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では覚悟を決めてもらったら次の段階にいきます。 

 

カメラを用意して下さい。 

撮影に取り掛かります。 

 

履歴書やお見合いの写真を撮るのと同じく、真剣な気持ちで臨んで下さい。 

自分の一番カッコイイ状態を撮るようにします。 

 

そういう努力をします。 

 

気軽な気持ちにならないで、自分をプロのカメラマンだと思って下さい。 

現実の自分よりも絶対にカッコ良く映るようにします。 

 

「そんな事したら会ったら時に引かれませんか？」 

こういう事を気にする方がいると思いますが、その前に会わないと何も始まりません。 

 

実際会った後は、女性はルックスよりも、あなたの内面を評価します。 

 

ビビらないで下さい。 

１２０％以上の自分を撮影して下さい。 

 

ただ、ここが一番のキモなんですが、男性は写真を撮るのがヘッタクソです。 
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女の子は大抵の人が詐欺みたいにかわいいく取れる技術を持っているのですが、男性は写

真に対する執着がないせいか、カッコ良く写る術を知りません。 

 

顔に自信がある方は小細工なんかしないで大丈夫だと思いますが、自信の無い方はここから

先をよーく聞いて下さい。 

 

笑顔です。 

 

人間が誰でも大好きな表情というのが「笑顔」です。 

真顔がそこまでキレイでなくても、笑顔の素敵な人にはつい惹かれてしまうのが人間です。 

 

何で笑顔がそこまで強いのか、ご存知ですか？ 

 

笑顔というのは赤ちゃんの表情なんです。 

赤ちゃんは自分では何もできず、大人に身を守ってもらうしかありません。 

 

そのために「かわいい」「守りたい」と思ってもらえるような仕草や表情をして、大人を自分の味

方に付けているんです。 

 

その武器の１つが「笑顔」です。 

 

大人は笑顔を見ると、赤ちゃんを連想して、ついその人の味方になってしまいます。 

女性であれば母性を刺激されて、子宮の奥が熱くなります。 
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笑顔には生物学的に人を引き付ける力が備わっているのです。 

だから笑顔で勝負します。 

 

かなりルックスに自信が無いという人でも、笑顔になると顔の形がウヤムヤになってかわいく

見えるようになります。 

 

ですから最高の笑顔をつくって下さい。 

 

「最高の笑顔ってどういうのだよ」 

こう思う人が大半だと思います。 

 

今まで写真映りを怠けていた男には最大の難関です。 

ここで最高の笑顔を教えます。 

 

まずはこれを見て下さい。 

 

 

 

ミスターチルドレンの桜井さんです。 



11 
  Copyright (C) 2010 KurohaneYuta All Rights Reserved.   

 

彼はナチュラルにこういう顔つきができてしまうのですが、私は桜井さんが最も素敵な笑顔を

つくれる芸能人だと思ってます。 

 

そして、私は桜井さんを見本にして笑顔を作り、女性から高評価をもらっています。 

あなたもこの笑顔を見本にして下さい。 

 

１．頬骨を思いっきり眉間に向けてあげて下さい。 

 

２．次に目尻にシワができるように、目を細めます。 

 

３．最後に口を横に大きく開けます。 

 

決して笑おうとしないで下さい。 

無理矢理口だけで笑ったり、目を細めても気持ち悪いだけです。 

 

イメージは「クシャッ」です。 

紙を「クシャクシャッ」とした感じに顔を作り上げて下さい。 

 

最初はうまくいかないかもしれませんが、まずは鏡で何度も練習して、実際に撮影してみて下

さい。 

 

１人で撮影しているとかなり恥かしくなってしまうかもしれませんが、そういう気持ちは封印す

るようにして下さい。 
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女性との出会いを実現する大切な一歩です。 

 

写真は最低でも１００枚は撮って欲しいと思います。 

そして、その中から奇跡の一枚を選びます。 

 

私はルックスに余り自信が無かったので、撮影に５時間かかりました。 

人によっては、これに一日費やすという覚悟でもいいと思います。 

 

写真はそれだけ重要なので絶対に手を抜かないようにして下さい。 
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女殺しの自己紹介文                
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイトル 

はじめまして。 

 

本文 

こんにちは。 

彼女とは４年前に別れてしまいました。 

都会で一人暮らしをしていて、普段は家でまったりとか好きです。 

健康志向で、最近自炊を始めました。 

車を持っているのでドライブなんかも行きたいです。 

あと、お酒はビールが好きです。 

スノボーも最近始めました。 

興味を持ったらメールをください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

いきなりですが、この自己紹介の例を見てどう感じましたか？ 

 

「退屈…」 

こう思いませんか？ 

 

心の底から退屈な自己紹介文だと思います。 
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面白味が全く無いし、暗いヤツという印象を受けます。 

 

まず彼女と別れた年数を書いていますが、４年前というのは長すぎていけません。 

これでは「自分はモテません」とアピールしているようなものです。 

 

それと、自分の言いたい事だけをつらつらと書いていて、どういう相手を求めているかわから

ないので、読み手の興味をそそりません。 

 

最後には「興味持ったらメールください」という受身の姿勢っぷりは最低です。 

「やる気あんのか」って感じです。 

 

現実世界でもインターネットの世界でも、男が女を口説くという常識に変わりはありません。 

受け身だったり、怠惰を感じさせる男は決して選ばれません。 

 

ついでに書き方についても指摘すると、空行もなく単調で非常に見づらいです。 

文章の締めが全て「。」ですが、強調したい箇所など適宜「！」を織り交ぜないとメリハリが無く

て、読む気が失せます。 

 

もう本当に最低だと思います。 

 

ここまでボロクソに言っておいて何ですが、実は以前の私のプロフィールです。 

結果はどうだったかというと当然最悪でした。 

 

相手からメールが送られてくる事が無いのは勿論、こちらから送ったメールに対しても良い返
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事が来る事は一度もありませんでした。 

 

ほとんどがシカトされ、たまに返ってくるのはお断りのメールのみです。 

 

最初にこの悪い例を見せたのは、これであなたの意識を改革して欲しかったんです。 

 

自己紹介文を書くのが面倒くさくて、手抜きになっている人が死ぬ程いるという事です。 

しかし一番注目を浴びて、他のライバル達と差をつけられるのはここなんです。 

 

女の子は男性よりも遥かに警戒心が強いので、自己紹介文できちんと判断します。 

 

つまり、印象の良い自己紹介文を書く事ができていれば、自然に女の子から近寄ってきても

らえるようになるという事です。 

 

 

では次の自己紹介文を見て下さい。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

タイトル 

兄貴タイプと言われます。 

 

本文 

困ってる友達はほっとけないし、 

大好きな人はついからかいたくなります。 
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はじめまして、トモヤです。 

 

下町生まれの２８歳で、 

今都内で会社員をしてます。 

 

何よりも好きなのは美味しいものを食べる事。 

食欲旺盛なのでガツガツ食べます！ 

 

趣味はスノボーで、冬は愛車に友達と 

後輩を乗っけてゲレンデへ行きます。 

 

ちょいとガンコ者と言われますが、 

逆に言えば「芯」があるって事で！ 

 

いきなり「会いたい」「付き合いたい」 

とかは言わないので、まずは仲良くなれるか 

気軽にメールのやりとりしましょう。 

 

自分が何事も手を抜かないタイプなので、 

同じように頑張り屋な方が大好きです。 

 

食事が好きで、頑張り屋な方、 

楽しくメールしましょう。 
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どうぞ宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

どうですか？ 

最初に見せた暗い自己紹介文に比べると、断然良くなった事は感覚的にわかりますよね。 

 

パッと読んだ印象、明るくて楽しそうな人物という事は感じると思います。 

 

空行や「！」が程良く入っていて読みやすさも抜群です。 

意味の無い彼女歴もありません。 

 

感覚的な話ばかりしていてもしょうがありませんので、ここからは具体的に１つ１つ細かく焦点

を当てて解説していきます。 

 

まず冒頭の部分です。 

 

＞タイトル 

＞兄貴タイプと言われます。 

＞ 

＞本文 

＞困ってる友達はほっとけないし、 

＞大好きな人はついからかいたくなります。 
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最初に言わなければいけないのは、この場所が非常に重要であるという事です。 

 

「タイトル」と「本文の始め」 

ここに命をかけて下さい。 

 

その理由をお話します。 

 

これを見て下さい。 

 

 

これは Yahoo パートナーのパートナー検索画面になるのですが、赤枠で囲った①がタイトル

で、②が本文になります。 

 

続いてこちらも見て下さい。 

① 

② 
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これは Yahoo パートナーのメール受信箱の画面ですが、赤枠の①がタイトルになります。 

 

これでわかる通り、検索画面も受信箱もまずは一覧表示されるので、ファーストコンタクトで相

手が確認できる材料は、「写真」「タイトル」「本文の始め」の３つという事になります。 

 

この３つの材料から、自分のプロフィールをクリックさせないといけないわけです。 

 

だから「タイトル」と「本文の始め」には、めいいっぱい気を使う必要があります。 

「あなたの事が知りたい」と思わせるような文章を持って来なくてはいけません。 

 

じゃあどんな文章を持ってくるのか？ 

 

それは女性が求めている男性像を一発で表現できる文章です。 

 

「黒羽根さん、そんな難しい事言われてもわからないよ」 

① 
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大丈夫です。 

どういう事かイチからお話します。 

 

たくさんの女性の自己紹介文を見ていると自然に気付く事なのですが、女性が基本的に求め

ている男性というのは、 

 

・男らしい人 

・頼れる人 

・引っ張ってくれる人 

・甘えさせてくれる人 

 

こういったタイプです。 

 

あなたもパートナー検索してもらうとわかりますが、基本的に女性は「リードしてくれる人」を求

めています。 

 

これはインターネットだからとかは関係なく、女性の本能が求めているもので、 

強くて立派なオスに守ってもらいたいと言う、生物学的なメスの性なのだと思います。 

 

ですから、こういった魅力を持っているオスである事を伝えればいいんです。 

しかし、 

 

「私は頼りがいのある男です」 
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こんな風に直球で何の工夫も無い普通の文章を持ってきてしまうと、 

女性は素通りしてしまいます。 

 

思わずクリックしてしまいたくなるような個性的な表現を使わないといけません。 

それでいて、分かり易く、相手の脳ミソにスッと入るような表現です。 

 

そこで出てきたのが「兄貴」です。 

 

この言葉は私が練りに練って考え出した表現なのですが、「兄貴」という表現に女性の本能が

求めている全てが込められていると思います。 

 

「男らしい」「頼れる」「引っ張ってくれる」「甘やかしてくれる」、一言で言えば「兄貴」です。 

 

そもそも女性は家庭愛を非常に大切にする傾向があって、好きになる男性のタイプは自分の

兄や父親に似ていると言います。 

 

だからこの「兄貴」という言葉を使うだけで、女性の恋心を奮わせる事ができるんです。 

 

「兄貴タイプと言われます。」 

こんなタイトルを見て女性はどう感じると思いますか？ 

 

「お兄ちゃんみたいな人なんだ…」 

「引っ張ってくれるかな？」 
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「甘えさせてくれるかな？」 

「頼りがいありそうだな…」 

「もっと知りたいな…」 

 

こんな風になるわけです。 

「兄貴」というのは私が様々な実験を駆使した中でも最高に良い結果を出す事ができました。 

 

ただ、あなたに「兄貴を使いなさい」と言うつもりはありません。 

あなたが全然「兄貴タイプ」じゃなかったら、会った時に幻滅されてしまう事もあります。 

 

私が兄貴を使ったのは、自分にマッチしていると思ったからです。 

 

あなたはあなたなりの強みを生かして、女性の本能をくすぐるような表現を考えてもらえたら

それでいいんです。 

 

大事なのは「兄貴」じゃなくて考え方です。 

 

私と同じように考えて見て、自分なりの魅力を表現してみて下さい。 

もちろん、あなたにもマッチしているならば「兄貴」を使うのは一向に構いません。 

 

 

続いて説明していきます。 

 

＞はじめまして、トモヤです。 
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＞ 

＞下町生まれの 28 歳で、 

＞今都内で会社員をしてます。 

 

最初は自分の名前、出身、年齢、仕事について触れておいて下さい。 

 

パーソナル情報というのですが、人間は５つの情報を交換すると「知り合い」になった錯覚に

陥ると言われています。 

 

５つと言うのは、 

・名前 

・年齢 

・職業（学業） 

・自宅の場所 

・職場（学校の場所） 

 

これらの情報です。 

 

ここでは職場の情報を言ってないのですが、プロフィールの流れ上、しつこいと感じる気がし

たので敢えて外しました。 

その代わり、メールのやりとりが開始したらすぐに伝えるようにしています。 

 

 

＞何よりも好きなのは美味しいものを食べる事。 
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＞食欲旺盛なのでガツガツ食べます！ 

 

食欲旺盛である事を伝えているのですが、これは食欲と性欲が近いところにある事を利用し

た小細工です。 

 

食欲と性欲は片方を満たすともう片方もある程度満たされるという程密接な関係があります。 

これは心理学の話になりますが、人間は「食欲旺盛な人＝性欲の強い人」というイメージを持

つと言われています。 

 

ですから女性は基本的に食欲が強い男性を好みます。 

その裏には性欲の強い男が好きというメスの本能が隠れているからです。 

 

あなたも食べるのが好きならば、この表現を入れてみると良いと思います。 

 

 

＞趣味はスノボーで、冬は愛車に友達と 

＞後輩を乗っけてゲレンデへ行きます。 

 

ここではウリを表現しているのです。 

 

ウリを伝える時に覚えておいて欲しいのは、女性に対してメリットをわからせてあげるように書

くという事です。 

 

私の場合、「車を持っている」という事と「スノボーが好きで得意」という事がウリになります。 
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しかし単純に、 

 

「車を持ってます。」 

「趣味はスノボーです。」 

 

と箇条書きされても女性はピンときません。 

そのウリによって女性の脳ミソが明るい未来を想像できるようにして下さい。 

 

「この人と付き合ったら楽しそうだな…」 

 

こう思わせられるように書くのがポイントです。 

女性の気持ちになって考えてみて下さい。 

 

「趣味はスノボーで、冬は愛車に友達と、後輩を乗っけてゲレンデへ行きます。」 

 

これを見て女性はどのように感じるかわかりますか？ 

 

「冬はゲレンデに連れてってくれるんだな…」 

「自分の車で気兼ねなく遊べるんだな…」 

「友達がたくさんいてワイワイできて楽しそうだな…」 

 

こんな風に思ってくれます。 

 

表現の仕方で印象は天と地ほど変わります。 
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ウリは相手に「楽しさ」や「明るい未来」を想像できるように書いて下さい。 

 

 

＞ちょいとガンコ者と言われますが、 

＞逆に言えば「芯」があるって事で！ 

 

これは敢えて弱みを見せて誠実さをアピールするという作戦です。 

 

男性はあまり意識した事が無いと思うのでここで考えを改めて欲しいのですが、出会い系サ

イトを利用している女性は本当に怖がっています。 

 

出会い系サイト絡みでは頻繁に誘拐事件が起きており、中には殺人事件に発展するものもあ

ります。 

 

「どこか連れていかれたらどうしよう」 

「レイプされたらどうしよう」 

 

と言う事を常に警戒しているという事です。 

だから出会いサイトでは「誠実さ」を感じられる男で無いと会う気になってくれません。 

 

しかし、 

 

「私は誠実な男です。」 

 



27 
  Copyright (C) 2010 KurohaneYuta All Rights Reserved.   

なんて直接言ってしまってはウサン臭さ全開です。 

 

そこで最も効果的なのが、 

「自分の弱みを晒す」という事です。 

 

ほとんどの男性が自分のいいところばかりを羅列して喜んでいるのですが、それではいつま

でたっても誠実さは伝わりません。 

 

わざとウィークポイントを示す事で、 

 

「この人ちょっと違うな」 

「自分に素直で、真っすぐな人なんだな」 

 

と思ってくれるようになります。 

 

ただ、ここで気を付けて欲しいのは、弱みは１つでいいという事です。 

自分の悪いところをたくさん言ってしまうと、それは単なる愚痴でしかなくなってしまうので、１

つだけにして下さい。 

 

そしてこれが最も重要な事なんですが、弱みを言いっ放しにするのではなくて、 

ちゃんとフォローしておいて下さい。 

 

「こんな悪いところがあるけれど、裏を返せばこんな良い事がある」というような表現をつくる

事で、弱みを見せたはずなのに、結果強みを見せたような錯覚で終わらせる事ができます。 
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このサンプルでは最初に「ガンコ」と言うマイナスな面を伝えたのですが、最終的には「芯があ

る」というプラスの面に変えて、一切悪い印象を残していません。 

 

ここまで書けてる男性はほとんどいませんので、一気に差が付きます。 

 

 

＞いきなり「会いたい」「付き合いたい」 

＞とかは言わないので、まずは仲良くなれるか 

＞気軽にメールのやりとりしましょう。 

 

直接出会った女性に聞いたんですが、すぐに「会いたい」を連発するヤツが多くて困っている

と言っていました。 

 

それを聞いてから私はこの文章を入れています。 

がっついた感じがすると、男としてのレベルが下がりますし、女性は追いかけると逃げるもの

です。 

 

敢えて一歩引いたメッセージを送ってみると良いと思います。 

 

 

＞自分が何事も手を抜かないタイプなので、 

＞同じように頑張り屋な方が大好きです。 

＞ 
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＞食事が好きで、頑張り屋な方、 

＞楽しくメールしましょう。 

＞ 

＞どうぞ宜しくお願いします。 

 

これは絶対ルールです。 

好みのタイプを書いて下さい。 

 

ほとんどの男性が怖がってできないのですが、好みのタイプを書く事で自分の評価を一気に

上げる事ができます。 

 

本当に大切な事なので覚えておいて欲しいのですが、基本的に女性は自分よりレベルの低

い男には興味を持ってくれません。 

 

レベルというのは「自信」の事です。 

女性は余裕が感じられて、意見を堂々と言える人が大好きです。 

 

逆にオドオドしていたり、女性に気を使い過ぎていたり、言いたい事も言えないような男性を

見ると、生理的に受け付けなくなります。 

 

これはネット上だからとかは関係無く、現実世界でも同じ話です。 

メスがオスを選ぶ本能的な基準のお話で、「この人は自分より序列が上だ」と思えた男にだけ

ついていこうとします。 
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そしてネット上で男のレベルを上げるのに最も効果的なのが、好みの女性のタイプを言ってし

まう事です。 

 

ほとんどの男性が女性の顔色を伺い、当たりさわりのない事を言ってる中で、自分の好みを

堂々と言ってしまう男を見ると、 

 

「この人すごいな」 

「自信があるんだな」 

 

と一目置かれます。 

 

ですから、「こんな女がタイプだ」という事を書いて下さい。 

ただ注意しなければいけないのは、ルックスに関する事を書くのがＮＧだという事です。 

 

男がルックスを求めているのは、女性だって知ってます。 

それをわざわざ言われても、「つまらない男」と思われるだけです。 

 

ですから、どんな内面が好きなのかを書いて下さい。 

 

 

これで自己紹介文が完成しましたわけですが、いかがでしたか？ 

かなり考え込まれていて、クオリティの高い自己紹介文である事がわかって頂けたと思いま

す。 
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この自己紹介文になってから女性の反応は劇的に変わりました。 

 

まず、自分から出したメールに返事が返ってくるようになりました。 

変身率で言うと３割程度ですが、これは出会い系サイトではかなりの高確率です。 

 

更には女性からもメールが来るようになりました。 

食事、スノボー、車といった部分に興味を持った女の子達が自ら連絡をくれるようになったわ

けです。 

 

自己紹介文の書き方１つで結果は天と地程変わります。 

 

「黒羽根さん、オレは車なんて持って無いし、カッコイイ自己紹介文なんて書けないよ」 

と言われる人はちょっと誤解しないで下さい。 

 

自己紹介文は無理矢理カッコイイ事を書けば良いわけではありません。 

漫画が好きならそれを書けばいいし、スポーツはスノボーで無くても卓球だっていいです。 

 

かっこいい事を並べるのが重要ではなくて、問題は「書き方」です。 

 

あなた自身の材料を使って、いかにそれを魅力的に書けるかどうかだけなんです。 

 

文章の構成は私のサンプルを真似てもらえれば良いと思いますので、後はあなた色にアレン

ジした自己紹介文をつくってみて下さい。 
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お疲れ様でした。 

 

口うるさい事ばかり言われて疲れてしまったかと思いますが、このレポートをダウンロードして

くれた方には、本当に良い出会いをつくって欲しいと思っているので、小賢しいテクニックより

もプロフィールの本質を話したつもりです。 

 

今回の内容をしっかり覚えてもらえれば、女性と実際に出会えるようになる確率は飛躍的に

高くなります。 

 

ただ、実際に Yahoo パートナーを使う時に注意しておいて欲しい事があるのですが、 

写真付きの女性は狙わない事です。 

 

余りにも競争率が高いので、そこで勝負するのは恐ろしい程に非効率なんです。 

 

「かわいいかどうかわからないと、会いたくありませんよ」 

と思うかもしれませんが、それはごもっともです。 

 

私も油断して写真無しの女性と会ったら、とても受け入れる事ができないような「ぶーちゃん」

だった事があるので、身に染みてわかっています。 

 

「ぶーちゃん」と出会うくらいなら会わない方がマシです。 

お金と時間を無駄にするだけです。 

 

絶対にしてはいけません。 
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でも写真付きの女性は非効率です。 

 

「じゃあどうしようもないじゃないですか」 

と途方に暮れてしまういそうなんですが、大丈夫なんです。 

 

実は写真がなくとも、相手の容姿を判断できるテクニックがあるんです。 

 

今回のプロフィール作成術と、写真無しの女性を狙うターゲッティングテクニックがあれば、意

図的にかわいい女性とだけ出会う事ができるようになります。 

 

更にメール術です。 

 

女性を釘付けにするYahooパートナーのメール術を覚えてもらえると、かわいい女の子と常に

出会いを切らさない無限ループに持っていけます。 

 

その内容についてもお話していきたいと思っているのですが、ここから先はレポートに共感を

して頂けた方だけお読み下さい。 
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ありがとうございます。 

 

Yahoo パートナーでかわいい女の子と好きなだけ出会う方法 －From ZERO－ 

とういう題名で無料メルマガを発行しているのですが、こちらで続きのお話をします。 

 

プロフィール作成に関しても、このレポートで話した事よりもっと深く踏み込んだ内容を伝えて

いきます。 

 

Yahoo パートナーを真剣に取り組み、続きの情報が欲しいと思ってくれた方は、こちらから登

録して下さい。 

⇒ https://55auto.biz/kurohane/touroku/res_ypr_frr_rsr.htm 

 

無料レポートをダウンロードすると、覚えの無い人達からたくさんメールが飛んでくると思いま

すが、私はご自身で登録してくれた方以外へメールを送るつもりはありませんので、安心して

下さい。 

 

それではこれでレポートは終わりとなりますが、 

最後までお読み頂きまして本当にありがとうございました。 

 

あなたの恋愛がうまくいく事を心より願っています。 

 

 

黒羽根雄大 


