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ヒロからの購入者限定特典  

『だからおまえはモテないんだ、やれ』 効率学習法 

 

 

はじめに 

 

こんにちは、ヒロです。 

 

このたびは、ヒロから 

「だからおまえはモテないんだ、やれ」 

を購入していただきありがとうございます。 

 

 

この教材は、僕がナンパを始めたばかりの頃、 

女の子に声をかけることができずに 

苦しんでいた時に購入した教材です。 

 

 

僕自身もこの教材のおかげで地蔵を脱出でき、 

ナンパで成果を出せるようになり、 

今では女性に困ることが無くなりました。 

 

 

僕の人生を変えたと言っても過言ではないこの教材を、 

あなたにも手にしていただけたことを大変嬉しく思います。 

 

 

あなたも、当時の僕のように苦しんでいるかもしれませんが、 

この教材をしっかりと学んで実践すれば、 

女性と出会いが無いと苦しむ日々から解放されますので、 

一緒に頑張っていきましょう。 
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ところで、成果を出すために自己投資をすることはとても重要ですが、 

ほとんどの人は目先のお金がもったいないと思ってしまい、 

なかなか自己投資をすることができません。 

 

 

そんななか、自己投資の必要性を理解し、 

この教材を購入してくださったあなたは、 

すでに成功する可能性を持っています。 

 

 

しかしその一方で、 

教材を買っただけで満足してしまい、何も実践せずに成果も出せない・・・ 

という人が存在するのも事実です。 

 

 

僕も、ナンパ教材ではありませんが、 

ダイエットの本やビジネス系の教材など、 

買っただけで実践しなかったものがたくさんあります・・・ 

 

 

どんなことも、学習と実践の両輪があって初めて成果がでるものですよね？ 

 

 

おせっかいかなとは思いましたが、 

とても大切なことだと思うので、 

最初にお伝えさせていただきました。 

 

 

この教材でしっかりと学んでいただいて、 

好みの女性との無限の出会いを手に入れていただきたいと思います。 
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●教材の内容 

 

「だからおまえはモテないんだ、やれ」の内容は 

ＰＤＦ１７４ページと映像が６本（合計１４４分）です。 

ＰＤＦを読み進めると、都度、音声がダウンロードできます。 

音声は全部で１０本（合計９２分）になります。 

 

ＰＤＦ１７４ページ 

 

ナンパ音声１０本 

１ イメージトレーニング用音声   ９分３１秒 

２ 逆見本音声           ２分４１秒 

３ ナンパ見本音声・東京駅編    ５分３４秒 

４ ナンパ見本音声・銀座編    ３０分３６秒 

５ ナンパ見本音声・渋谷編    １０分４２秒 

６ ナンパ見本音声・渋谷編     ９分５７秒 

７ ナンパ見本音声・モニター編   ６分１３秒 

８ ナンパ見本音声・銀座～居酒屋編 ８分１０秒 

９ ナンパ見本音声・居酒屋～ハブ編 ６分２８秒 

１０ナンパ見本音声・ハブ～ホテル編 ２分２９秒 

 

映像ファイル 

１ コンサル映像１日目       ２６分１９秒 

２ 「１０分間ストレッチ」実践映像 １７分１７秒 

３ モニターＴさん成果映像     ２１分２６秒 

４ コンサル映像２日目       ２５分１５秒 

５ モニターＧさん成果映像     １９分２５秒 

６ 成果後の悩みについて      ３４分３４秒 

 

それなりのボリュームになると思いますので 

どのように学習すれば成果に直結しやすいのか、 

その学習の方法をお伝えいたします。 

 

これは、ヒロ自身が地蔵を脱出するために実施した方法ですので、 

是非、参考にしてみてください。 
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●学習の準備 

 

専用フォルダを作成する 

 

教材を学習するにあたって、 

この教材のＰＤＦや音声ファイルを保存するための 

専用フォルダを作成することをオススメします。 

 

 

教材の内容を身につけるためには 

繰り返し学習する必要があります。 

 

 

繰り返し学習しようとしても、 

聞きたい音声ファイルをどこに保存したのか忘れたり 

どんな内容の音声があったのか忘れてしまうと 

 

最初から確認し直さないといけないので 

手間がかかるし効率的ではありません。 

 

 

必ず専用フォルダを作りましょう。 

 

 

映像の視聴サイトについても、 

お気に入りに登録したり、 

デスクトップにショートカットを保存するなど 

アクセスしやすい状態にしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 



5 

 

音声は最初に全部ダウンロードして保存する 

 

映像については、専用サイトにアクセスすれば見れますが、 

音声についてはＰＤＦを読み進めていく途中途中で 

ダウンロードするようになっています。 

 

 

本格的に学習を始める前に、 

ＰＤＦをざーっと流し読みしてダウンロードリンクを見つけ、 

全ての音声をダウンロードし、専用フォルダに保存しましょう。 

 

 

学習しながらいちいちダウンロードして保存してを 

繰り返すのはめんどくさいですし、 

その都度、学習モードから頭が離れるので集中力が下がります。 

 

 

ちょっとめんどくさいですけど、 

最初に一気にやっておけば 

後から集中して学習できるようになります。 

 

 

音声ファイルの名前を分かりやすいものに変更しておく 

 

また、音声を保存する際は、 

音声の内容が分かるように名前を付けましょう。 

 

 

この教材の音声をダウンロードしたらわかると思いますが、 

ファイル名がどんな内容の音声なのか分かりにくいです。 

 

 

後から聞き返そうとしても 

「あの音声、なんて名前だったかな？」 

と忘れてしまうこともあるので、少し手間だけど最初に設定しておきましょう。 
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僕は下記のように名前を付けて保存してますので、ご参考まで。 

 

 

 

 

 

●学習の進め方 

 

まずは一度、最初から最後まで目を通す 

 

動画、ＰＤＦのどちらから始めても構いません。 

まずは１度、最初から最後まで全部見てください。 

 

 

映像を最初から最後まで見れば、 

ナンパの全体像が理解できると思うし 

素人でも成功するイメージがわいてくると思います。 

 

 

ＰＤＦも最初から最後まで、目を通しましょう。 

ナンパ音声についても、ＰＤＦを読むのに合わせて必ず聞きましょう。 
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最後の居酒屋でのトークや、パブでのトーク、ホテル前での音声は、 

いま、声かけができてないのであれば、とばしても構いません。 

（音声ファイル名 ginza_izakaya、ginza_pub、ginza_hotelの３つ） 

 

ある程度声かけに慣れてきて 

連れ出し後の会話を学びたいと思ったときに 

聞き直すのがよいと思います。 

 

 

必ずメモを取る 

 

映像を見るときも、ＰＤＦを読み進めるときも、 

必ずメモを取ってください。 

 

 

手書きのノートやＡ４用紙でもいいし、 

パソコンのメモ帳やワードに打ち込んでも構いません。 

 

 

学んだことを自分自身でまとめることで、 

ノウハウが頭の中で整理され、知識の定着率が高くなります 

 

 

特に、映像の途中でレンさんの講義が入るのですが、 

そこで述べられていることが非常に重要です。 

 

 

重要なポイントをノートやワードにまとめておけば、 

ナンパをする前に見返すことができるので、 

ナンパの現場でポイントを意識する際にも有効です。 

 

 

このＰＤＦの最後のページに 

僕自身がこの教材を学んだ際にまとめた 

メモ書きを載せておくので参考にしてください。 
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僕がまとめたものをナンパ現場での確認用に使ってもいいんですけど、 

ご自身でまとめられた方が知識の定着率が上がるので、 

できるだけご自身でメモをとってまとめることをおすすめします。 

 

 

結局全部見るんかい？！ 

 

効率学習法と言いながら、全部見なきゃいかんのかい？！ 

と言われそうですが・・・ 

 

 

せめて１度は全部見てください。じゃなきゃ全体像が掴めないので・・・ 

 

 

全体像を掴んだうえで 

成果を出すための学習の方法を 

工夫してやっていくということです。 

 

 

潜在意識に刷り込ませる意識で学習する 

 

ＰＤＦと映像を全部見たら、 

その後は学習と実践（実際にナンパすること）を 

繰り返してほしいと思います。 

 

 

この教材の第一の目標は、 

ナンパの現場で地蔵を克服し 

ガンガン声をかけられるようになることです。 

 

 

しかし、世の中のほとんどの男性は 

知らない女性に声をかけることができません。 
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これは、これまでの人生の中で 

「ナンパするのは非常識なこと」という価値観が 

形成されているからだと思います。 

 

 

抵抗なく声掛けをするためには 

「ナンパは非常識」という旧来の価値観をぶち壊し、 

 

『ナンパするのは普通のことだ』という新たな価値観を 

頭の中に刷り込む必要があります。 

 

 

ある意味、洗脳のような感じですね。 

 

 

ナンパで声をかけることは普通のことだと 

自分自身を洗脳していきましょう。 

 

 

毎日やってほしい２つのこと 

 

○毎日映像を見る 

 

新たな価値観を植え付けるためには 

できるだけ高頻度で、対象となる情報と接触する必要があります。 

 

 

そのためには１日１０分でも良いので映像を視聴しましょう。 

 

 

たとえ毎日は無理でも、 

できるだけ高頻度でナンパしている映像を見ることで、 

ナンパは普通のことだと徐々に刷り込まれていきます。 
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ナンパが当たり前にできるということを 

自身の潜在意識に刷り込んでいきましょう。 

 

 

 

映像と音声のどちらを優先すべきか？と言えば、映像です。 

 

 

音声は聴覚だけですが、 

映像は視覚と聴覚の２つの方向から情報が入るので、 

潜在意識により入ってきます。 

 

 

○イメージトレーニングをする 

 

映像を見た後は 

自分自身が声かけをすることイメージして、 

目の前に女の子がいることを想像して 

実際に声に出してみてください。 

 

 

実際に声に出してトレーニングしておくとカラダが覚えるので、 

ナンパの現場でも声が出やすくなります。 

 

 

これも、毎日やることで 

カラダに染み込ませていきましょう。 

 

 

ただし、ご家族と同居されている場合は 

頭がおかしくなったのでは？と心配されるので 

周囲に誰もいないことを確認してからやるようにしてください(笑) 

 

 



11 

 

ナンパする前にやってほしい３つのこと 

 

・ナンパをする前に、必ず映像を見てから家を出る。 

 

 

これをやると、 

うまくいくイメージを持ってナンパに挑めるし 

声をかける勇気が出てきます。 

 

 

毎回、映像の全部を見る必要はありません。 

 

 

ココを見たらテンションが上がるってところを、 

１０分だけでもいいので、必ず見るようにしてください。 

 

 

僕は、ビデオ３の２分５０秒の 

モニターさんが番号をゲットするシーンと 

ビデオ５の８分４０秒の連れ出しのシーン 

 

この２つのシーンを見ると 

自分にも成果が出せそうな気持ちになるので 

街に繰り出す前に 

必ずどちらかのシーンを見ていました。 

 

 

ビデオ１の１７分１０秒の 

レンさんの声かけを見るのも 

声かけのペースをイメージするのには 

有効かと思います。 
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・移動中は音声を聞く 

 

 

ナンパする場所に向かう途中は、 

ナンパの音声を聞いて移動しましょう。 

 

 

そのために、音声はスマホやウォークマンに保存しておきましょう。 

 

 

脳に染み込ませる意識で音声を聞くことで 

ナンパモードに入りやすくなると思います。 

 

 

地蔵癖がある場合は 

レンさんの「転び方の音声」はかなり効果があると思います。 

 

 

どの音声でも、ご自身がナンパしているところと 

重ねながら聞けば、より一層の効果を発揮するはずです。 

 

 

・現場に出たら、ポイントを再確認 

 

映像での講義やＰＤＦの要点を復習してから 

声かけを始めましょう。 

 

 

何も考えずに声かけをするのと 

要点を意識して取り組むのでは 

成長度合いが大きく変わります。 

 

 

学んだことを意識して取り組みましょう。 
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まとめ 

 

 

ＰＤＦも映像も音声も、 

全てを繰り返して学習するのが一番ですが、 

 

時間も限られていると思うので 

ヒロが取り組んだ学習法をお伝えしました。 

 

 

１ 最初は一度、教材の内容を最後まで目を通す 

 

２ 日々のトレーニングとして以下の２つを実施 

 

・映像を数分だけでも毎日見る。 

・映像を見たら自分でも声を出してイメージトレーニングをする。 

 

３ ナンパ当日にやるべき３つのこと 

 

・家を出る前に必ず映像を見て成功するイメージを脳に焼き付ける 

・移動中はナンパ音声を聞いてナンパモードに入る 

・現場に到着したら重要ポイントを確認してから実践する 

 

 

こうやって、自分自身にナンパをするのは 

当たり前だということを刷り込んでいく 

 

 

現場では必ずポイントを確認する 

 

 

これを続ければ声かけに対する抵抗が薄れていき 

地蔵を脱出できるようになりますよ。 
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地蔵脱出できれば 

世の中の９割以上の男性をぶち抜いたことになります。 

 

 

そして、トークスキルや立ち振る舞いを徐々に改善していけば 

好みの女の子を連れ出せるのは当たり前のようになりますので 

是非、頑張っていきましょう。 

 

 

上手くいかなかったり、 

立ち止まってしまいそうなときは、 

お気軽に相談してくださいね。 

 

 

チカラになりたいと思います。 

 

 

ヒロ 

 

 

 

ＰＳ.『だからおまえはモテないんだ、やれ』の要点をまとめたものをページの

最後に添付しておきます。 

 

本当はご自身でまとめて知識を整理したほうが良いのですが、 

ヒロはこうやってまとめて整理していたという一つの参考になればと思います。 

 

ヒロも地蔵だったころ、教材の要点をまとめて、 

まとめたものをスマホに保存して 

ナンパをする前に確認していました。 

 

地蔵を脱出することが第一目標だったので、 

どうしても精神的な部分に関することが多いですが。 

 

ぜひ、ご参考にしてください。 
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付録『だからおまえはモテないんだ、やれ』 映像 要点まとめ 

 

【ビデオ１】 

 ナンパとは声をかけなければ何も始まらない。 

 声をかければ何かしら結果が出る。 

結果が出るまで声をかけ続けてほしい。 

 

■声をかけられない原因は大きく３つ 

 

理想が高すぎてどストライクの子にしか声をかけない 

→初対面の知らない人に声をかける回数自体が少なくなってしまう、本当に好みだと思

った女性と出会った時に上手く話せずに落とせなくなってしまう  

 

成功率を気にしてしまう 

→ネットなどの情報を鵜呑みにし過ぎ、そんなに簡単には上手くいかない。 

最初は数だけを目指して声かけをするのが良い。 

目安は１時間に１０人～２０人 

 

成果を出すというのは相手があることなのでコントロールできないが、 

回数を決めて声をかけるというのは自分の行動なのでコントロールできる。 

 

どストライクじゃなくても「まあいいかな」というレベルだったらどんどん声をかける。 

声をかけたら喋りも上達する、女性の分母が大きくなるので結果が出やすくなる。 

  

止まらない方が良い 

止まると地蔵になりやすい、動き出すときにエネルギーが必要だから。 

人の流れに沿ってやったほうが周囲からもナンパだと思われにくい。 

 

【ビデオ２】 

 １０分間ストレッチ →成果を気にせず１０分間で５人に声をかける 

 

【ビデオ３】 

会話の３つの視点（スポットライト） 

１ 相手（質問） 

２ 自分（説明、オファー） 

３ 状況（描写）客観的な状況の描写、質問でもオファーでもないネタなど 
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これをバランスよく切り替えていくイメージを持っておく。 

ギャグとか挟んだり客観的な描写を入れていくと、余裕があるように見える、 

会話している空気が、知り合いと会話しているような空気になりやすい 

この３つだけ意識してやってほしい 

 

ナンパは成功することよりも、断られたり成果を得られないことの方が多い 

→断られたりしたときにクセになる動作をしない 

カラダの動きから条件づけられてしまう。 

カラダの動作は何事も無いように過ごすこと。 

→成功した時は条件付けする動作をする、ガッツポーズなど 

 

第一声は事前に決めておく 

考えると辞める理由が出てくる、行こうと思ってから行くまでの時間は短い方が良い 

 

【ビデオ４】 

ナンパ＝ただの出会いの一つ 

やるからには女の子を楽しませる、女の子を幸せにするという意識 

 

街に出た女の子は予想以上に大量に声をかけられている。 

声をかけられた時点で警戒しているから、警戒心を解いてあげる。 

 

ナンパに適しているキャラクター 

分かりやすい人、思ったことをその場で言うような人 ⇒ 裏表が無い 

失敗しても痛々しくないし、女の子から見ても警戒されにくい 

ナンパをする時だけこういう人格になってもよい。 

きっかけになる動作を試すのもあり。 

 

女性に好意を伝えることについて 

好意を伝えたからといって、女性との力関係でステータスが下がるわけではない 

媚びているかどうかが問題。 

好意を伝えたりする側に自信があるかどうかが重要。 

自信がない状態で伝えると媚びたりするように見えるが、 

自信がある状態で好意を伝えることは、女性に価値を提供することになる 
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自信を付けることが大切 

どうすればいいのか？ 

自分がコントロールできることを全力でやる 

成果を出すというのは相手があるから仕方ないが 

数をこなすなど、自分の努力だけでできる最低限のノルマや目標はクリアする 

成果を出すために全力を尽くす。 

目標を設定して、評価基準を決めて、 

どんな手を使ってでも成果を出すという気持ちで取り組む。 

それを繰り返していけば成果が出るし自信もつく。 

 

 

『だからおまえはモテないんだ、やれ』ＰＤＦテキスト 要点まとめ 

 

ステップ１：イメージトレーニング 

ナンパで成果が出なかった時のイメージトレーニング 

⇒ナンパして、女性から拒否・拒絶の反応が出るのは安心の証拠 

 日本が健全である証拠、ナンパの安全運転の第一歩 

 

ステップ２：潜在能力を引き出す 

アドレナリンラッシュ、ゾーンに入る 

⇒『１０分間ストレッチ』 

街に出て１０分以内に６人以上の女性に声をかける 

 その際、一切、女性を選ばない 

 

ステップ３：エモーショナルな会話の成立 

１ 女性が受け入れやすい設定 ←あなただから声をかけたという理由 

２ 笑いによる心のこじ開け  ←意識的に笑いを入れる 

３ ３つの視点によるエモーショナルな会話 ←自分視点、相手視点、状況視点 

 

地蔵にならない鉄板ルール 

１ 止まらない  

２ １秒ルール 考えるのは声をかけてから 

 

泥臭くても手順を実行し結果をもぎ取る！！ 

 

 


