
デートの後に次に繋がらないのは何故？ 

 

デートで好感度を上げて、次回も会いたいと思わせるための 

デートプラン、流れ、場所、時間の決め方、会話内容など具体的な

戦略を学びデート後に高確率で好感度を上げることができる初デー

トのノウハウとは？ 

 

 

何故、初デートが終わったら後に音信不通になったり、「忙しい」「みんなで遊ぼう」と言

われ２回目のデートに繋げることができないのか？ 

 

その初デートが失敗する原因と対策をこのサイトでお伝えします。 

 

このサイトは期間限定サイトですので、 

少しでも興味があるのなら今すぐにこの先を読んでください。 

 

後藤孝規 

 

初デート後に音信不通になるのは何故！？ 

 

初デートの後に音信不通になり、もう２度と会えなかったり、一応連絡が取れるけど 

２回目のデートに誘うと「忙しい」「みんなで遊ぼう」「会いたくない」などと言われてし

まい、会うことができない・・・ 

 

これは女性からの好感度がデートする前よりも下がったことが原因です。 

１回目のデートに来てくれたってことは、あなたに会うために時間を使ってくれたという

ことです。 

 

つまり、１回目のデートをするまではあなたに対する好感度がある程度があったというこ



とです。 

 

じゃあ、何故、１回目のデートで好感度が下がってしまったのか？ 

 

いくつかポイントがあります。 

 

会話が下手でおもしろくなかった、盛り上がらなかった 

女性を傷つける発言、怒らせる発言をした 

ネガティブ発言が多い、話が噛み合っていない、愚痴ばかり、頼りない 

出会い系サイトなどネット経由などで会ったことがなかった場合、外見がイケ

てなかった(顔がブサイク、服がダサい、髪型がダサいなど) 

価値観が合わないと思われた 

気が利かないと思われた 

遅刻して嫌われた 

タイミングを間違えて手を繋ごうとしたり、口説いた 

優柔不断で頼りない部分を見せた 

デートプランが楽しくなかった 

間違った場所でデートをしている 

奢ってほしい願望の女性に割り勘にしたなどケチだと思われた 

 

あなたは当てはまる部分ありましたか？ 

 

やっぱりなって思いましたか？ 

 

ほとんどの場合、このどれかが原因で女性に嫌われてしまっています。 

 

これらのどれかが原因で恋愛対象外の男になってしまったんです。 

 

 

「かなり分析されていますね。ところであなたは誰ですか？」 

 

と言われそうなので、少し自己紹介をしておきます。 

 

こんにちは、後藤孝規です。 

 

私は以前から彼女ができず悩んでいる男性などに恋愛に関するアドバイスをしてきました。 



そのアドバイスは大勢の男性の悩みを解決できるようにインターネット経由を中心にして

きましたが、ここ数年は直接会ってアドバイスすることも多くなりました。 

 

そのおかげで彼女ができた男性や結婚できた男性が後を絶えません。 

 

そんな彼らが必ずといってもいいぐらいつまづいてしまうポイントがありました。 

 

それは 

 

初デートの後に「男としてはない」と判断されてしまう 

 

という部分です。 

 

会話も弾み、良い雰囲気にもなったにも関わらず、 

デートの後に連絡が取れなくなったり、 

次のデートの約束をしようと思い、「今度、いつ空いてる？」と 

誘っても「忙しくてわからない」とかわされてしまう・・ 

 

これはほぼ間違いなく恋愛対象から外されているということです。 

 

 

実は私はこのような経験は過去に数えきれないぐらいしてきましたし、 

どうすればそうならないのか？ 

 

ということを死ぬほど研究してきました。 

 

デートをする前は 

 

男性「今度、ご飯でも行かない？」 

女性「行きましょう」 

男性「来週土曜日か日曜日は空いてる？」 

女性「土曜日なら空いてるよ」 

男性「じゃあ土曜日にしよう」 

 

とスムーズにデートが決まったのに、 



「１回目のデートの後、２回目のデートが決まらない」という状況を徹底的に調べました。 

 

デート前はスムーズにデートの約束が決まったのに、 

デートをしたら、急に女性との関係が悪化してしまうという男性が多く、 

私自身もかなり悩みました。 

 

そこで出てきたのが先ほどの初デートで好感度が下がってしまうポイントです。 

先ほどのポイントが改善されたらデートの成功率は大幅に上がります。 

 

では、ここでよくあるデートの失敗例を解説していきます。 

これを読むだけで同じような失敗をしなくなりますから必ず読んでおいてください。 

 

 

間違ったデートをしている 

 

私も大勢の男性の恋愛相談に乗ってきましたが、 

ハッキリ言って間違ったデートをしている男性が多すぎます。 

 

例えば 

 

お昼にランチをして、その後どこへ行けばいいかわからず街をブラブラするが 

会話がなくなり、気まずくなり解散する・・・ 

 

はりきって遊園地に行き、乗り物に乗る時に行列ができてしまい、会話がなくなり、 

気まずくなってしまう・・・ 

 

はりきって遠出をして、道に迷ったり、渋滞に巻き込まれて会話がなくなったりと女性に

退屈な思いをさせてしまう・・・ 

 

夕食を食べに行こうとしたけど、お店を決めていなくお店を決めるのに迷ったり、行きた

いお店があったけど予約をしていないから混んでて３０分ぐらい待ってしまい、気まずい

雰囲気になってしまう・・・ 

 

などです。 

 



このような間違ったデートをしてしまう男性が大勢いるのです。 

 

良かれと思ってやっていることで好感度を下げている 

 

良かれと思ってやっていることが 

実は女性からの好感度が下がることもあります。 

 

女性に食べ物を選ばせてあげようという優しさから 

 

「何食べたい？俺はどこでもいいし食べたいもの決めていいよ」 

 

と言ってしまう男性もいました。 

 

私も恥ずかしながらこのセリフを言ったことあるんですけどね・・・ 

 

これを言われたらほぼ必ずと言ってもいいぐらい 

女性からの好感度が下がります。 

 

何故かわかりますか？ 

 

優しくしているのに、女性からの好感度が下がる原因を考えてみてください。 

それは頼りがいや男らしさがないと判断されてしまうからです。 

 

基本的に女性は男性に食事に行く店を決めてほしい生き物なのです。 

 

私もこれは経験から学びました。 

 

女性は相手の男性がどんなお店に連れていってくれるのか知ってみたいと思いますし、 

奢ってくれるのかもわからないから高いお店を選びにくいし、奢ってくれても高いお店を

選んだなって思われたくない・・・ 

 

などの理由から男性にお店を決めてほしいんです。 

 

初デートから昼デートをしてしまう 



 

昼と夜ではどちらの方が仲良くなりやすいのか？ 

 

考えただけで答えは出ませんか？ 

 

夜の方がお酒を飲めますし、夜景スポットに行っても綺麗ですし、 

デートっぽくなります。 

 

だけど、昼間はムードも何もありません。 

それに昼間からデートして、夜まで遊ぶとなるとそれまで女性と会話しないといけないわ

けですから、ある程度の会話力を求められてしまいます。 

 

長時間の会話ってかなり大変ですよ。 

 

だから初デートでは夜だけの短時間のデートをする方が良いのです。 

 

どういうお店に入れば良いのかわかっていない 

 

ぶっちゃけみんな食事に行く時に入るお店を間違っています。 

 

お金がないから安いお店に入る 

とりあえず見栄を張りたいから高いお店に入る 

肉が食べたいから焼肉に行く 

お酒を飲んでテンション上げたいから居酒屋に行く 

・・・ 

 

それよりも大事なのは横並びに座れる席に座れるかどうかです。 

 

え？ 

 

そんなことと思うかもしれませんが、かなり重要です。 

 

実際に対面席と横並び席と比べてみたらわかってもらえるのですが、 

横並び席の方が会話しやすいんです。 

 



対面席だと 

 

面接っぽくなるため、緊張しやすくなる 

テーブル越しのため距離が遠く、距離感を感じる 

髪の毛を撫でたり、手を繋いだりなどのようなスキンシップができない 

食べ方やテーブルマナーなどが目立つ 

 

などの問題点があります。 

 

 

ですが、横並びの席だと対面席ほど、会話を頑張らなくても会話が弾みます。 

体と体の距離が近いため、距離感も近くなります。 

 

女性とスキンシップもやりやすいです。 

 

デート中の会話の内容にも問題が・・・ 

 

 

会話が盛り上がっても、次回に繋がらない場合、 

あなたが好きな話題ばかりで盛り上がっているつもりになっていたり、 

当たり障りのない無難な話題しかしていないというのが原因の可能性が高いです。 

 

仕事の話 

共通の知り合いの話 

趣味の話 

家族の話 

ニュースの話 

・・・ 

 

こんな話ばかりしていても距離は縮まりにくいです。 

 

お互いの恋愛観の話などをして、 

恋愛を意識させないといけません。 

 

恋愛を意識させ、あなたが好意を持っていることを 



さりげなく伝えるべきです。 

 

それができると一気にお互いの距離を縮めることができます。 

 

 

タイミングを見極める 

 

基本的に初デートは短時間のデートにした方が良いため、 

無駄にだらだらしない方が良いです。 

 

ですが、あなたに対する好感度が高い女性の場合は食事に行った後に二軒目に行くなどし

て、距離を縮めた方が良い場合もあります。 

 

この食事だけで早めに解散するか、二軒目に行くかの選択肢を間違う男性が余りにも多い

のです。 

 

選択をミスするだけで女性からの好感度は一気に下がります。 

 

 

デートでマイナス印象を与えない 

 

女性がデートに来たということは待ち合わせの時点では、 

女性からある程度の興味は持たれていたわけです。 

 

それなのに、次回のデートがないということは出会った時よりも 

あなたの評価が下がってしまったということです。 

 

デートでポイントを上げようと思う男性が多いのですが、 

デートで重要なのは減点されないことです。 

 

減点されずにいかに加点を増やしていくのか？ 

これがデート成功の秘訣なのです。 

 

デート中に自慢話ばかりする 



口臭が臭い 

服装がダサかった 

デート代を奢ってほしい願望の女性に対して割り勘にした 

 

などデート中にマイナスになることはあります。 

恋愛テクニックを知るよりも、減点にならない方法を知ることが成功の近道です。 

 

デートで減点されなかったら、２回目がある確率は上がるんです。 

 

 

でも、それでも２回目のデートに繋がらないのは何故か？ 

 

私もこれはかなり悩んだことなのですが、１回目のデートをいい雰囲気で終えることがで

きるけど、どういうわけか２回目のデートに誘おうとすると何となくかわされてしまい、

ＬＩＮＥやメールのやり取りすらなくなってしまう。 

 

という何が原因で振られてしまったのかサッパリわからない・・・ 

 

あなたもそんな経験ないでしょうか？ 

 

女性はなんでデートの後に 

ＬＩＮＥ・メールの返信をしないのか？ 

その理由を教えてくれません・・・ 

 

自分ではいい雰囲気だったと思っていたデートの何が駄目だったのか？ 

 

何故、ＬＩＮＥやメールの返信がないのか？２回目に繋がらないのか？  

女性は教えてくれません。 

 

２回目のデートに誘っても 

 

「最近忙しくて・・・」 

「彼氏ができた・・・」 



「好きな人ができた・・・」 

 

本当なのか、嘘なのかわからない当たり障りのない返事しかありません。 

 

「デート中に●●な部分があったから興味がなくなった」  

「●●な人だとは思わなかった。もう２度と会いたくない」  

 

などのようなことを思っていても、女性は本音をあなたに教えてくれません。 

 

本音を言って、相手を怒らせても面倒だし、当たり障りのない返事をするか、ＬＩＮＥや

メールを無視した方が無難だと女性は思うからです。 

 

女性はあなたの何が駄目だったのか 

教えてくれないんです 

 

だからいつまで経っても何が駄目だったのかわからず、 

同じ失敗ばかり繰り返してしまうのです。 

 

過去の私もそうでした。 

 

女性に「忙しいから・・・」と言われ、 

「忙しくて大変なんだ」と本当に思っていました。 

 

でも、少し考えてみたらわかることなのですが、いくら忙しいからといっても少しぐらい

時間を作れると思いませんか？ 

 

一ヶ月も忙しくて会えないなんて有名な芸能人じゃないんですから会おうと思えば時間ぐ

らい作れるはずなんです。 

 

・あなたと遊ぶよりも美容院やネイルサロンに行った方がいい  

・あなたと遊ぶより友達と遊んだ方がいい  

・あなたと遊ぶより他の男性と遊んだ方がいい 

 

と思われているのです。 



 

つまり、あなたと遊ぶのは時間の無駄、会いたくないと思われているのです。 

優先順位がデートする前より低くなっているということです。 

 

じゃあ、あなたはどうすればいいのか？ 

 

女性から「他の用事よりもあなたとの時間を優先したい」と 

思われるようにならないといけません。 

 

こうなれば、女性が本当に忙しくてもあなたと会いたいため、 

なんとかして時間を作ってくれます。 

 

それに忙しくても 

 

「その日は無理だけど、●日だったら大丈夫だよ」 

 

と別の日なら空いてるということを言ってくれます。 

別の日なら空いてると言ってくれず、 

ただ忙しいと言われてしまうというのは 

脈がないという可能性が高いのです。 

 

とは言ってもなかなか優先順位を下げずにデートするのは難しい・・・ 

 

 

どうやったら２回目のデートに 

繋がるのか？ 

 

１回目のデートができたということはデートするまではあなたの優先順位はそこまで低く

なかった・・・ 

 

なのにデートで優先順位が下がってしまった。 

 

でも、どうしたら優先順位を下げずにデートができるのか？ 

 



デートのやり方なんていうものは学校では教えてくれません。 

 

だから恋愛本を読む、モテる友達にどうすればいいのか相談するということをするのです

が、それでも上手くいかないからあなたは私の手紙を読んでいるんだと思います。 

 

それで上手くいったという場合はこの手紙を読む必要はありません。 

 

私も恋愛本を読んだり、モテる友達に相談したことがありますが駄目でした。 

 

恋愛本に書いてあることも、モテる友達が教えてくれたことも曖昧な表現を使っていたり、

とても抽象的なことばかりだからです。 

 

・聞き上手になれば女性にモテる 

・自信をもてば女性にモテる 

・清潔感を出せば女性にモテる 

・笑顔があれば女性にモテる 

・女性は押しに弱い 

・デートでは男性が車道側を歩く 

 

 

恋愛本やモテる友達からはこんなことしか学べませんでした。 

 

 

だから私、自身も過去に思ったことなのですが、 

 

また１回目のデートの後、 

連絡が取れなくなるんじゃないのかと不安になる・・・ 

 

デートでまた振られるんじゃないか？ 

 

と不安になり、自信がなくなるという悪循環が起こるのです。 

こういう男性が本当に多いんです。 

 

今の私はかなりの失敗を経験し、思考錯誤し、失敗の少ない初デートの仕方を覚えました。 



でも、大勢の男性を見ているとみんな運任せのデートをしているなって思います。 

 

でも、運任せではなく成功確率を上げるデートをしないと時間とお金の無駄になります。 

本当にモテる男というのは運ではなく、狙った女性を高確率で落とせるものです。 

 

あなたが１０人に１人しか女性を落とせないのに比べて、  

私は、１０人に９人の女性を落とすことができます。 

 

あなたが一緒にいる女性があなたに言う言葉は「奢って」か「あのバッグ欲しいな」であ

るのに対して、私と一緒にいる女性が私に言う言葉は「早くエッチしよう」か「好きだよ」

です。 

 

それは何故か、と言うと・・・ 

 

『減点されにくいデート、好感度が勝手に上がるデート』 

 

を知っているからです。 

 

これをしているから、２回目のデートに繋がるし、彼女もすぐにできるのです。 

 

これを知らずにデートをしているとしたら、 

あなたに言いたいことがあります。 

 

それは 

 

あなたはこのままだと損をしてしまう 

 

ということです。 

 

成功確率の低いデートを繰り返せばそれだけ失敗する確率が上がるわけです。 

 

だから、デート後に音信不通になり、また新しい女性を探して、デートすることになりま

す。 

 

つまり、結果として彼女ができるまでにデートに使う金額が上がるということです。 



あなたは今の状況で、どれだけの女性とデートして、女性を落とすことができるのでしょ

うか？ 

 

あなたが１０人に１人は女性を落とすことができるのなら、あなたは、私のやり方を真似

することによって、１０人に９人の女性を落とすことができるようになります。 

 

つまり、あなたは私のやり方を知らないままだとあなたは１０人につき８人の女性とセッ

クスをする機会を逃してしまうことになるのです。 

 

また、１０人に１人しか落とせないとなると彼女を作りたいとしても１０人とデートしな

いといけません。 

 

だからデート代が１回１万円としても１０万円かかってしまいます。 

1人の女性を落とすには１０万円もかかってしまっているのなら、風俗の方が安く済んでし

まいます。 

 

 

つまり、あなたは私のやり方を知らないことによって一生、色々な女性とのセックスの機

会を失い続けたり、デート代がかなりかかってしまいます。 

 

私が現在、使用しているデートプラン、デートの会話内容、スキンシップの取り方、雰囲

気の作り方、行動パターンを覚えてしまえばあなたも成功率の高いデートをすることがで

きるようになり、２回目のデートに繋がるようになります。 

 

あなたは、このまま口説くためのスキルが低く、確率の低いまま女性を口説き続けますか？ 

 

それとも、女性が勝手に惚れてしまうほど、強力なアイデアと戦略を盛り込んだデートテ

クニックを身につけますか？ 

 

とはいっても難しいんじゃないのか？ 

 

とあなたは不安になっていると思います。 

 

でも、ご安心ください。 

 

私が教えた恋愛で悩める男性たちも私のデートの仕方を教えただけで 



 

２回目のデートに繋がった 

彼女ができた 

モデルみたいな女性をＧＥＴできた 

 

などの嬉しい報告が入ったのです。 

 

女性に選ばれる立場から選ぶ立場に・・・ 

 

あなたは今まで女性と初デートをしてから、関係が悪化してしまい、二度と会うことがで

きなくて辛い思いをしてしまったのかもしれません。 

 

しかし、これからはデートをすれば高確率で女性からの好感度を上げることができ、２回

目のデートに繋がるようになるのです。 

 

あなたは今までどんな場所に誘えばいいのか？どんなデートプランにすればいいのか？デ

ートの流れというものがわかっていなかったのかもしれません。 

 

またはわかっているつもりになっていたのかもしれません。 

 

しかし、もう大丈夫です。 

これからは２回目に繋がらないということで悩む必要はありません。 

 

デートを私が教える手順通りに行うことができたら女性は楽しいと思わざる得ないのです。 

 

デートで会話が続かない、盛り上がらない、手を繋げない、デート後にＬＩＮＥを送って

も返事がないなんてことで不安になることはありません。 

 

私が教える会話法、スキンシップの手順、好感度を上げるテクニックなどを使えば、女性

を口説き落とすことができてしまうのです。 

 

私が教えるデートをすれば、自然に男女の関係になることができ、いい雰囲気になります。 

 

手を繋げる雰囲気、キスできる雰囲気、そして告白できる雰囲気、ホテルや自宅に誘える

雰囲気になることができるのです。 



 

あなたは今まで２回目のデートに繋がらなかったかもしれません。 

 

しかし、これからは当たり前のように２度目のデートができるようになり、３度目のデー

トもできるようになるでしょう。 

 

 

今までは女性に選ばれる立場でしたが、これからはあなたが女性を選ぶ立場になれるので

す。 

 

デートした女性が気に入らなかったら会わなければ良いですし、気に入ったら２回目のデ

ートをすれば良いんです。 

 

会うか会わないかの選択肢はあなたにあるんです。 

 

 

具体的にどうすれば 

２回目に繋がるのか？ 

 

私は今まで大勢の男性のデートに関する悩み相談を受けてきました。 

 

その大勢の男性の悩み、解決策などを長年かけてまとめてきました。 

 

どこにデートに行けばいいのか？ 

デートでどんな会話をすればいいのか？ 

いい雰囲気になるためにはどうすればいいのか？ 

恋愛関係に発展するにはどうすればいいのか？ 

 

などのようなデートの戦略やテクニックを１から１０まで全てを順序立てて解説した 

デートのマニュアルを完成させました。 

 

このデートマニュアルは２回目のデートに繋がるためにはどうすればいいのか？ 

どうすれば、好感度を下げずにデートをし、グングン好感度を上げていけるのか？ 

 



この部分に焦点をあててマニュアルを制作しました。 

恋愛経験がなくても、モテなくてもつかえるようなマニュアルにしてあります。 

 

デートの後で音信不通になることはもうありません。 

 

この私が完成させたマニュアルの一部をこれからあなたに公開します。 

 

 

■２回目のデートに繋げる２つの戦略とは？ 

 

第一印象で合格だったのに２回目のデートに繋がらないのは何故なのか？その原因を全て

教えます。そして、失敗しないための２つの戦略を教えます。この戦略を知っておくとか

なり恋愛が成立しやすくなります。 

 

■女性から見られる総合点を上げていく方法とは？ 

 

女性からの自分の総合点を把握し、その総合点を上げていく方法を教えます。これを知る

ことで２回目に繋がる確率が上がります。 

 

■何故、あなたが２回目のデートに繋がらないのか？そのあなたの問題点を一

発で確認する方法とは？ 

 

２回目に繋がらない原因は色々ありますが、どれが原因で２回目にあなたが繋がらないの

か？その部分をお話します。これを知ることで失敗原因を確実に把握できます。原因がわ

かれば原因を改善すればいいんです。 

 

■間違った一般的なデートと成功するデートとは？ 

 

大勢の男性はデートの仕方を間違っています。何故、間違っているのか？何故、私のデー

トの仕方だと成功するのか？成功するデートについてお話します。成功する初デートです

るべきことをお話しています。 

 

■成功するデートをするために手に入れておかないといけないマインドとは？ 

 

デートが失敗することはデートのマインドを知らない可能性が高いです。デートする前の

このマインドを身に付けておいてください。そうすれば自信を持てるようになり、デート



の成功率が上がります。 

 

■デートを成功させるための状況別の戦略とは？ 

 

女性から気に入られている状況、微妙な状況など様々な状況からの成功するデートについ

てお話します。これを知ることでどんな状況からでも成功率を上げることができます。 

 

■出会い別のデート戦略と２回目のデートを決定させるＬＩＮＥテクニックと

は？ 

 

ナンパ、出会い系サイト、お見合いパーティー、合コンなど出会い別にデートで使うと女

性の好感度が上がるポイントがあります。女性を惚れさせる２回目のデートに繋げるＬＩ

ＮＥテクニックも教えます。 

 

■デートを盛り上げ、女性を楽しませるトークの仕方とは？ 

 

女性とのデートを盛り上げる会話の仕方を教えます。このトークができるようになれば、

女性は嫌でも楽しいと思ってしまいます。ですからこのトークは必ずしておいてください。 

 

 

 

■距離を縮めるためにデートでやらないといけない会話の内容とは？ 

 

デートで話しておいて方が良い会話の内容を全部ここでお話します。この会話の内容を話

せば会話で女性との距離を縮めることができます。 

 

■成功するデートの場所・曜日・時間とは？ 

 

女性からの自分の総合点を把握し、その総合点を上げていく方法を教えます。デートの場

所・曜日・時間は間違いなのです。じゃあ、正しいデートとはどういうデートなのか答え

を教えます。 

 

■距離を近づけるデートテクニックとは？ 

 

女性からのあなたの評価が低かったとしても一気に評価を高める距離を近づけるテクニッ

クを教えます。このテクニックを使えば、友達ではなく男として意識され彼氏候補に昇格



します。 

 

■現状のあなたの女性からの評価を正確に知る方法とは？ 

 

現状のあなたへの女性の評価を正確に知る方法を教えます。これを知ることでホテルに誘

うべきなのか？誘わない方がいいのか？など的確な判断ができるようになります。 

 

■低予算で女性を口説くデート方法とは？ 

 

あなたがどれだけ１回目のデートでお金を使うかわかりませんが、低予算で女性受けの良

いデートプランを伝授させていただきます。このデートプランでデートすればデート代が

ないなんてことはなくなることでしょう。 

 

■１回目のデートの後にどう連絡を取れば良いのか？ 

 

大勢の男性が間違っている１回目のデートの後の連絡の仕方を教えます。どうすれば女性

からの好感度が上がるのか？その部分を徹底的に伝授いたします。 

  

■好感度を上げ、２回目のデートを決めやすくするデートで盛り上げるトーク

の仕方とは？ 

 

デートで必ずやっておいた方が良い会話があります。この会話をするだけで２回目のデー

トが決まりやすくなる誰にでも実践できる簡単な会話です。 

 

■初回デートでしないといけない４つの会話とは？ 

 

女性との距離を縮め、共感させるためのとっておきの４つの会話をお話します。この４つ

の会話を覚えておけばどんな女性が相手でも２回目のデートに繋ぐことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■１回目のデートで選ぶべきベストなデートプランとは？ 

 

恋愛マニュアルなどにはほとんど書かれていないが、初デートでベストなデートプランが

あります。その初デートでベストなデートのプランをあなたにお伝えします。このデート

プランでお話する場所は当たり前ですが、日本全国のどこに住んでいてもいける場所です。 

 

■計算された完璧な３回以内に女を落とすデートの流れとは？ 

 

１回目のデートから３回目のデートまでの完璧なデートの流れを細かくあなたにお伝えし

ます。この流れを知ることで、失敗のないデートをすることができるようになります。 

 

■デート前にやっておかないといけないデートの準備とは？ 

 

服装の確認や身だしなみの確認は当たり前ですがそれら以外にもデート前にやっておかな

いといけないことがあります。これができているとかなり女性からの好感度が上がります。 

 

■デートの成功率を高めるベストな待ち合わせ場所とは？ 

 

なんでも最初が肝心です。だからデートでも待ち合わせが大事です。じゃあ、どんな場所

で待ち合わせをして、どういうデートをスタートさせたらいいのか？その答えを教えます。 

 

■デート中に女性が男性を審査する以外なチェックポイントとは？ 

 

私もモテない頃は気付きませんでしたが、女性はこんなところまでチェックしています。

ここをチェックされていることすら気付いていない男性が多いのですが、あなたはいち早

くこのチェックポイントに気付いてください。 

 

■デート中の会話テンプレートとは？ 

 

ほぼ毎回使えるデートの会話テンプレートを教えます。何を話していいかわからない、沈

黙が怖いと思っている男性や会話はできるけど、距離が縮まらない男性のお役に立てる会

話テンプレートです。 

 

■１回目のデートの後にどう連絡を取れば良いのか？ 

 



デートで女性の好感度を上げたいなら、このほぼ間違いなくはずさない鉄板の１１個の会

話をしないといけません。この会話さえすることができたらデートは成功したようなもの

です。 

 

■食事をする場合に選ぶお店の１３のチェックポイントとは？ 

 

このチェックポイントに当てはまるお店を選べば女性との距離感はグッと縮まります。料

亭や高級レストランではありませんのでご安心ください。学生でも気軽に行くことができ

るお店です。 

 

■デートに使える具体的な２つのお店の名前とは？ 

 

毎回デートで同じお店を使うのはおかしいですし、デートで使えるお店を２つ紹介してお

きます。このお店を使えば女性との距離は高確率で近づきます。 

 

■女性を酔わせるために頼む料理や飲み物とは？ 

 

女性を酔わしたい場合にベストな食べ物や飲み物を教えます。今日はお酒の力を借りたい

と思う場合はここでお話する食べ物や飲み物を頼んでください。 

 

 

 

■簡単にできる好感度をテストする方法とは？ 

 

特にリスクもなく、自然にある一言を言うだけで女性があなたのことをどう思っているの

かある程度確認することができるテストの方法を教えます。 

 

■女性をＧＥＴしたい場合に最適なデートの時間とは？ 

 

女性をＧＥＴしたい場合、どれぐらいの時間のデートにすれば良いのか？デートのベスト

な時間をお話します。 

 

■女性をＧＥＴしたい場合は何時ぐらいからデートすれば良いのか？ 

 

夜の２２時など遅めからデートする方が良いのか？それとも早い時間からデートして、時

間をかけた方が良いのか？その答えをここでお話します。 



 

■食事中に注意しないといけない１３のポイントとは？ 

 

食事のマナーというものがありますが、その中でも最低限できていないといけないポイン

トをまとめました。これだけは最低限できるようになりましょう。 

 

■ホテルへの誘導をしやすくするための鉄板トークとは？ 

 

ホテルへのクロージングの布石となる鉄板で使えるトークです。このトークを知るだけで

もあなたのＧＥＴ率は２０％はアップします。 

 

■ホテルＯＫのサインとは？ 

  

今まで誰も教えてくれなかったホテルＯＫのサインをあなたに特別に教えます。このサイ

ンを知ってるだけでもＧＥＴ率は飛躍的にアップします。 

 

■デート中に盛り上がる女性としゃべるべき６つの鉄板会話ネタとは？ 

 

もし、デート中に沈黙になったらどうしようというような不安があるのなら、この６つの

会話ネタを使って会話してみてください。驚くほどに会話が盛り上がることでしょう。 

 

■高確率で２回目のデートへ繋げる３つの方法とは？ 

 

デートの後に２回目のデートの誘いをすると「忙しい」と言われたり、メールの返信がな

くなったりする状況を防ぐべき２回目のデートに繋ぐための３つの方法をお話します。 

 

■２回目のデートのマインドセットとは？ 

 

２回目のデートで意識してほしいこと、目指してほしいことなどをお話しています。これ

を知らずに２回目のデートをするのと知っているのとでは結果が大きく変わってきます。 

 

■デート後の連絡の取り方とは？ 

 

デートが成功しても、その後のメールやＬＩＮE のやり取りで失敗してしまう人が多いで

す。だから、１回目と２回目のデートの間などでどういうやり取りをすればベストなのか

お話します。 



 

■デート代は男が支払うべきなのか？ 

 

デート代は男は絶対に支払うべき！と思ってる男性もいれば、できれば割り勘にしたいと

いう男性もいます。このデート代について数千の女性と数千回以上デートをしてきた私が

辿り着いたベストな答えをお話します。 

 

■デートを繰り返しと会話がなくなってしまう場合に使うべき３つの会話のネ

タ 

 

大人しい女性が会話だと会話してもなかなか会話が続かず、会話が弾まず、何回もデート

をすると会話ネタが尽きてしまう・・・そんな場合に有効な会話ネタをお伝えします。こ

れを知っていれば何回デートしても会話を続かせることができます。 

 

■口下手な男が簡単にデートで好感度を上げることができるデートプランと

は？ 

 

映画を観る、カラオケをするなどのようなプランでは当たり前ですがありません。トーク

力がなくても女性との距離が驚くほどに縮まります。 

 

 

 

■デート中に嫌がられずにスキンシップをするための２つのテクニックとは？ 

 

あなたはスキンシップをする自信はありますか？もし、自信がないのなら、これからあな

たにお伝えするテクニックを学んでください。これさえ、学べばもうスキンシップをする

ことに不安を感じることはなくなります。 

 

■デートでのスキンシップの初心者向けの９つの具体的なノウハウとは？ 

 

デートでやるべきスキンシップの具体的なノウハウを教えます。スキンシップが苦手な方

は必ずこの内容を知っておいてください。これであなたは自然にスキンシップができるよ

うになります。 

 

■キスできる確率を上げるキスへの誘導テクニックとは？ 

 



キスできる確率を大幅に上げてしまうキスへの誘導のテクニックが存在します。そのキス

への誘導テクニックを特別にお伝えいたします。 

 

■キスからＧＥＴへの流れるような流れの作り方とは？ 

 

キスできたら、おっぱいを触ったり、手マンしてＧＥＴしたいですよね？キスからどうや

ってＧＥＴするまでの道順を作ればいいのか？その答えをお話します。 

 

■これがでればイケる！！１４個の女性の好意のサインをとは？ 

 

女性があなたにどれだけ食いついているのかを見極めるためのサインをお伝えします。こ

のサインを確認しながらアプローチすれば失敗することはありません。 

 

■簡単にできる７つの女性の食いつき判定テストのやり方とは？ 

 

女性がどれだけあなたに食いついているのか？セックスＯＫサインなのか？など７つのテ

ストのやり方をご紹介します。このテストはハッキリ言ってめちゃくちゃ役に立ちます。 

 

■スキンシップやキスを断られた場合の切り返しの会話術とは？ 

 

スキンシップやキスを断られ、気まずい雰囲気になった場合にどうやって場をなごませ、

スキンシップやキスを成功させるのか？そのノウハウを伝授します。 

 

■セックスを断られた場合の６つのグダ崩しテクニックとは？ 

 

セックスをしようとした時に女性に断られた・・・そんな場合にどうやってセックスをＯ

Ｋしてもらうのか？そのために恋愛の達人がどうやっているのかを教えます。 

 

 

実はまだまだありますが、全部をここに書くと膨大な量になってしまうため、 

この辺で辞めておきます。 

 

あなたはこれらのノウハウを知っていましたか？ 

 

恐らく、ほとんどの男性が知らないノウハウばかりです。 

何故ならば、これらのノウハウを知っていたら、２回目のデートに繋がらないような状況



になるはずがないからです。 

逆に女性の方から２回目のデートに誘われるかもしれません。 

私は女性から２回目のデートに誘われることが多いです。 

 

その２回目のデートに繋げるためのマニュアルの値段はいくらするのか？ 

 

このマニュアルの値段は１３，８００円です。 

 

「高い」 

 

と思うかもしれません。 

 

でも、デートに失敗した場合、合コンなどの出会いにかかるお金５，０００円ぐらい、 

デート代１万円ぐらいかかるのと同じぐらいの金額なのです。 

 

つまり、１回デートに失敗すれば、また１から女性を探さないといけないわけですから、 

それと同等ぐらいの金額なら決して高くはないのです。 

 

むしろ、私が何度もデートに失敗しながら、使えるノウハウを蓄積し、デートノウハウと

して、まとめ上げるのにどれだけの時間とお金を使ったのか考えると安いぐらいです。 

 

このマニュアルを手に入れることであなたが２回目のデートに繋げることができると考え

るとどれだけ安いかおわかりだと思います。 

 

 

高確率で２回目のデートに繋ぐ１回目のデート完全マニュアル 

完璧なデートテンプレート 

全額返金保証付き 

 

 

初回デート攻略音声２時間４２分２０秒 

デートテンプレートセミナーＰＤＦ６５ページ＆３時間２２分５３秒 

デートバイブルＰＤＦ６７ページ＆４７分１２秒 

合計６時間１２分２６秒ＰＤＦ１３２ページ 

 

価格１４，８００円 



 

申し込みはこちら 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=59437 

 

 

決済は株式会社インフォトップの決済システムを使用しています。 

 

クレジット決済であれば、今からすぐにでも  

あなたのパソコンにダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

私は、このマニュアルの内容に絶対の自信を持っています。 

さらに、メールサポート、アフターフォローも万全を期します。 

 

ですが、これだけであなたが本当に安心できるのだろうか？ 

 

本当に優れているマニュアルでもあなたに読んでもらわなければ意味がありません。ネッ

トで買い物をした事がない人にはマニュアルを購入するのが不安かも知れません。 

 

そこで、ありえない保証を付けることにしました。 

 

 

全額返金保証付き 

 

このノウハウをじっくりご覧になり、１８０日間ゆっくりで構いませんのでノウハウを試

してみてください。 

 

もし、１８０日間あなたの満足がいくまでやってみても、デートが成功できなかったとい

う場合は、私にメールを一通送ってください。 

 

その後、あなたが指定する銀行口座にあなたがお支払いになったノウハウの代金１３,８０

０円を返金いたします。 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=59437


 

もし返金を申し出られたとしても、ノウハウは全てあなたのものです。 

 

返品する必要は一切ありません。 

 

私を信用して、ノウハウをご購入いただいたあなたへの感謝の気持ちです。 

 

この保証を悪用すれば、あなたは完全にタダで 

このノウハウの全てを手に入れることができます。 

 

しかし、私に全く恐れはありません。 

 

なぜなら、私はこのノウハウに絶対的な自信を持っているからです。 

 

あなたが女性に困らない人生を送れるようになれる自信があるのです。 

 

だからこその返金保証なのです。 

 

あなたにご購入していただいたのは、"縁"だと私は考えています。 

 

ですから、返金を申し込まれた後でも、私とあなたは"仲間"のままであることを約束いたし

ます。 

 

 

後藤孝規 

 

 

この教材に豪華な特典をお付けすることにしました。 

 

 

特典１ 無料メールサポート相談無期限・回数制限なし 

 

私はマニュアルを販売すればそれで終わりとは考えていません。 

 



私を信用して、マニュアルに申し込まれたのなら、あなたが驚くようなフォローをしたい

と考えています。 

 

あなたがマニュアルを手に入れたその日から私が徹底したフォローをしていきます。 

だからいつでも私にどんどん相談してください。 

無期限・回数制限なしでアフターフォローさせていただきます。 

 

私が全力でサポートしますからサポートだけでも価格以上の価値はあります。 

 

 

 

特典２ 出会った女性からＯＫをもらえるデートの誘い方 

 

出会い系サイト、ＳＮＳ、異業種交流会、街コン、合コン、ナンパなどで出会った女性を

どうやってデートに誘えばいいのか？ 

 

この特典でお話することを知らないから、連絡先を交換したのに１度もデートすることが

できないのかもしれません。 

 

あなたの価値を下げてしまう連絡の取り方、価値を上げる連絡の取り方を教え、デートを

ＯＫしてもらえるデートの誘い方を教えます。 

 

 

 

特典３ デート後のＬＩＮＥ(メール)での連絡方法 

 

１回目のデートが終わってからどう連絡を取れば良いのか？という部分をお話します。実

はこの連絡の取り方次第で２回目のデートに繋げるかどうかの確率が大きく変わってきま

す。この特典を知らないと一回目のデートが成功したとしても、２回目のデートに繋げず

に失敗してしまうことも考えられます。ですから、１％でも成功率を上げるためにこの特

典の内容を知っておいてください。 

 

 

 



特典４ ２回目のデートの仕方・３回目のデートの仕方 

 

２回目のデートをどうすればいいのか？３回目のデートをどうすればいいのか？ 

 

という部分をお話します。 

 

この特典を知れば、彼女を作ったり、ＧＥＴできるようになります。 

好きな女性をあなたの女にしたかったらこの特典の内容を知っておいてください。 

 

 

 

高確率で２回目のデートに繋ぐ１回目のデート完全マニュアル 

全額返金保証付き 

 

 

初回デート攻略音声２時間４２分２０秒 

デートテンプレートセミナーＰＤＦ６５ページ＆３時間２２分５３秒 

デートバイブルＰＤＦ６７ページ＆４７分１２秒 

合計６時間１２分２６秒ＰＤＦ１３２ページ 

 

価格１４，８００円 

 

申し込みはこちら 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=59437 

 

 

 

 

 

決済は株式会社インフォトップの決済システムを使用しています。 

 

クレジット決済であれば、今からすぐにでも  

あなたのパソコンにダウンロードすることができます。 

 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=59437


 

 

 

一つ、あなたに言いたいことがあります。 

 

もう、デートが失敗して音信不通になってしまう 

という状況から抜け出しませんか？ 

 

ハッキリ言って、デートで失敗する男性や無意味なデートを繰り返す男性が 

多すぎますが、そういうことを繰り返していてもお金と時間の無駄だと思いませんか？ 

 

デートを繰り返しても距離が縮まらなかったら意味がありません。 

好感度を上げるデートをせず、デートをすることで女性があなたのマイナス点を発見して

しまう・・・ 

 

そうなると音信不通になってしまっても仕方がない話です。 

 

ですが、１回目のデートから２回目のデートに繋げるためのノウハウを知ることで、今ま

でのあなたでは考えられないぐらいデートが上手くいくようになります。 

 

あなたはただ、やり方を知らなかったのです。 

成功率の高いデートのやり方をこの機会に学んでみてください。 

 

追伸１ 

 

このマニュアルには全額返金保証があることも忘れないで下さい。 

私を信じてご購入してくださるあなたにリスクを負わせることはいたしません。 

 

あなたには１８０日間のお試し期間があるのです。 

 

あなたが返金をお申し出になったとしてもあなたを嫌な気持ちにさせることはしません。 

 

１週間以内に、全額を返金させていただきます。 

 



これは男と男の約束です。 

 

さらに、全額返金した場合でもこのマニュアルを返却していただく必要もありません。あ

なたの手元においていただき、お役に立てていただければと思います。 

 

追伸２ 

 

私自身何度も何度もデートした女性から嫌われてしまい、音信不通になってしまった過去

があります。 

だから、新しく知り合った女性とデートする度にまた音信不通になってしまうんじゃない

かという不安が常にありました。 

 

ですが、このマニュアルの内容を知ることでそのような不安はなくなり、 

デートする度に２回目に繋がることからから、デートが楽しくなります。 

 

このマニュアルでは難しいことはお話していません。 

ですから恋愛経験がない人が実践しやすい内容になっています。 

 

今からデートが上手くいって彼女ができた未来をワクワクしながら想像しておいてくださ

い。 

 

あなたがこれからするデートを楽しくなかったなんて思う女性はほとんどいなくなるので

す。 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 

後藤孝規 

 

 

 

高確率で２回目のデートに繋ぐ１回目のデート完全マニュアル 

完璧なデートテンプレート 

全額返金保証付き 

 

 



初回デート攻略音声２時間４２分２０秒 

デートテンプレートセミナーＰＤＦ６５ページ＆３時間２２分５３秒 

デートバイブルＰＤＦ６７ページ＆４７分１２秒 

合計６時間１２分２６秒ＰＤＦ１３２ページ 

 

価格１４，８００円 

 

申し込みはこちら 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=59437 

 

決済は株式会社インフォトップの決済システムを使用しています。 

 

クレジット決済であれば、今からすぐにでも  

あなたのパソコンにダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売業者 株式会社 ICA 

販売責任者 前田雅則 

所在地 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町 4-3-1 ディアコートセンバ

902号室 

※こちらの住所での直接販売は行っておりませんので、ご注文はご

注文フォームよりお願い 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=59437


電話番号 06-6121-2495※お問い合わせはメールでお願いします。 

Ｅメールアドレス support@success-mote.com 

URL http://moteo100.com/da.pdf 

申し込み方法 ご注文フォーム 

商品の引渡し方法 infotopユーザーマイページよりダウンロード 

商品の引渡し時期 済完了後、14日以内に infotopユーザーマイページよりダウンロー

ド 

お支払い方法 ・銀行振込（先払い）・クレジット決済 ・コンビニ決済（先払い）・

ビットキャッシュ 

返品・不良品につい

て 

弊社の商品にはメールサポート（無制限）が含まれます。如何なる

内容を送られても、あなたが納得いくまで後藤孝規が直接アドバイ

スいたします。このメールサポートをマニュアル実践確認のため、

１８０日以内に一回は受けてください。１８０日以内のメールサポ

ート確認ができた場合に限り、お申し込みから１８０日以降であれ

ば常時全額返金可能です。  

返金の受付は１８０日以降となります。  

なお、弊社の返金保証は一度だけになります。 

一度返金を申し出られた方については、以後弊社の商品を購入いた

だいても、返金保証は適用されませんので、ご了承下さい。 

不良品、または明らかに商品説明と異なる商品は返品・交換に対応

致します。 

個人情報の保護 お客様の個人情報については、厳正なる管理下で安全に保管するこ

とをお約束致します。 

また、個人情報は法律によって要求された場合、 

あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、 第

三者に提供する事は絶 

表現、及び商品に関

する注意書き 

本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や

効果を保証したものではございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


