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はじめに 

 

特別限定特典をダウンロードして頂きありがとうございます。 

 

このレポートでは、 

マッチングサービスを使って女性と出会い 

その後お付き合いまで進む為の会話の仕方をまとめています。 

 

マッチングサービスで女性と出会えたとしても、 

そこからどうしたら良いのか分からない男性は多いです。 

 

本当は私があなたの隣にいて、 

事あるごとにアドバイス出来たら良いのですが 

物理的にも時間的にもそれは難しいことです。 

 

そこで、あらかじめ… 

 

どういう流れでお付き合いまで行くのか？ 

どういう問題が起こりうるのか？ 

 

それらを学習しておいて、 

対策を立てておこうというお話です。 

 

このレポートの使い方としては、 

今からまずは最後までザッと読んで頂きます。 

 

そしてマッチングサービスを使ってマッチングしたら、 

再びこのレポートを開き 

 

「今自分はどの段階にいるのか？」 

「これからどういうシナリオで行くのか？」 

 

確認しながら進めて行って下さい。 

 

あなたの恋愛を本気で応援しています！ 

頑張って下さい！ 
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お付き合いまでの流れ 

 

1.お付き合いまでに必要なもの(あなたが相手に与えるべきもの) 

 

付き合うには、 

 

「女性があなたのことを気に入る」 

「あなたに必要とされていると感じる」 

 

この両方が必要になります。 

 

前者は誰でも分かることなのですが、 

後者に気付かない男性が多くいます。 

 

あなたがその女性の事を、 

本気で必要としてあげるという事です。 

 

「この人には私が必要なんだ」 

「私じゃなきゃダメなんだ」 

「本当に私の事が好きなんだ」 

 

こういう感覚を感じてもらうことが大切です。 

 

女性は無価値感が強い人が多いので、 

誰かに強く必要とされていたいのです。 

 

これを表現するのは、 

女性があなたの事をある程度気に入ってからが良いです。 

 

2.興味を持ってもらう 

 

興味を持ってもらうには、ありきたりではダメです。 

個性を発揮することが大切。 

 

かと言って「何が女性ウケしそうか？」 

なんてことは考えなくて良いです。 
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あなたの独自性を表現して下さい。 

 

そして、相手の予想を裏切ったり、 

敢えて予想通りにしてみたりと、 

飛んだり跳ねたりして飽きさせないこと。 

 

それが興味を持ち続けてもらうには有効です。 

 

3.信頼してもらう 

 

信頼出来ない人とお付き合いしようとは、 

なかなか思いませんよね。 

 

具体性のある詳細を語ることで信頼してもらいましょう。 

 

家族のこととか、過去の恋愛のことなど 

事細かに語ることで信頼性を上げることが出来ます。 

 

「これは本当です！信じて下さい！」 

 

なんて言ってはダメですよ？ 

詳細に語ることで、自然に信じてもらうのです。 

 

4.相手にとってのメリットを感じてもらう 

 

どんな恋愛が出来るのか？ 

ワクワクするようなことはあるか？ 

楽しみだと感じることはあるか？ 

 

あなたと一緒にいると、どんな良い気分を感じられるのか？ 

 

そんなお付き合いのメリットを 

女性に感じてもらいましょう。 

 

あなたの個性は何ですか？ 

得意なことは何ですか？ 
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どんな事でも良いので、 

それらを使って女性を楽しませる方法は無いか？ 

 

あなたが女性にしてあげられる事を 

出来るだけたくさん考えて、実際に与えましょう。 

 

5.あなたにとってのメリットを明確にする 

 

これは、相手の女性に 

必要としていることを感じてもらう為に使います。 

 

まずは相手の女性の特徴をリストアップして下さい。 

 

・大人しい 

・ゲーム好き 

・インドア派 

・スイーツ好き 

 

などなど、何でも書き出します。 

 

あなたが今までその女性と接してきて、 

知り得た情報からリスト化して下さい。 

 

全部挙げたら、それをメリットに変換しましょう。 

 

その女性の「良い所」「長所」として、 

あなたにとってのメリットを書いていきます。 

 

例えば、 

 

大人しい 

→静かで安心する。一緒にいて癒される 

 

ゲーム好き 

→自分も好きだから一緒に楽しめる 
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インドア派 

→仕事で疲れていても、おうちデート出来る 

 

スイーツ好き 

→女の子らしくてかわいい。ケーキなどをプレゼントして喜ばせられる。 

 

こんな感じです。 

 

「あなたにとってのメリット」ですので、 

あなたの感覚で考えて下さいね。 

 

世間的に～とか、普通は～という考え方はいりません。 

 

6.会話を途切れさせない 

 

また、初メッセージからお付き合いまで 

会話を途切れさせないようにしましょう。 

 

これは、 

 

「メッセージが来たらすぐに返信する」 

「会話で沈黙があってはいけない」 

 

ということではないです。 

そういう意味ではなく、 

 

「この後どうしていいか分からない」 

 

そういう状態にならないように、 

一連の流れや目的を明確にしておくということです。 

 

これらをふまえて会話していくことになります。 
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マッチング後の初メッセージ 

 

マッチング後の初メッセージに関しては 

もう１つの特典である 

 

「マッチング系サービスで理想の女性とデートする為の手順書」 

 

にも書いてありますが、 

「いいね！」に対するお礼と 

相手のどこが気に入ったのかを敬語で伝えます。 

 

長すぎず短すぎずの文字数で簡潔に送りましょう。 

 

そして質問を１つ付けておくのですが、 

ここから既に会話のネタ探しが始まっています。 

 

会話のネタというのは、 

一般的に誰にでも話せる内容もありますが、 

相手に合わせた方がより効果的になります。 

 

相手が楽しいと感じるものや 

話したい内容であった方が、より良いということです。 

 

ですが、最初から相手が 

どんな内容を話したい人なのかは分からないので 

一般的なネタで会話しつつ、それを見つけていくのです。 

 

まずは出来る限りプロフィールから情報を拾っていきましょう。 

 

相手のプロフィールをよく見て、 

その人の好きそうな事や興味がありそうな事を拾います。 

 

そして、それについて質問したり、 

それに関するあなたのことを語って下さい。 

 

相手が乗ってきたら、深堀りします。 
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あなたが疑問に思った事や知りたい事を、 

どんどん詳しく質問してみましょう。 

 

知ったかぶりはする必要ありません。 

 

知らない事は、 

 

「知らないから、良さを教えて欲しい」 

「やり方やコツを詳しく教えて欲しい」 

 

というスタンスで聞いていきます。 

 

２回目以降のメッセージ 

 

そして女性の返信メッセージが短くなったり、 

乗り気じゃないと感じたら話題を変えます。 

 

あとは、マッチングサービスで仲良くなってくると、 

毎日の事や休日遊びに行った話なども出てきます。 

 

その中で、後から話題に出来る事が増えてきます。 

 

「この前友達の結婚式だったんだよね？どうだった？」 

「仕事でミスした話、その後どうなった？大丈夫だったの？」 

「友達が失恋して大変だったね。もう平気なの？」 

 

こんな感じです。 

 

ただ、会話が全然弾まない、苦痛でしょうがない相手もいます。 

 

そういう人は、会話の練習だと思って下さい。 

 

こうやって私のレポートを読んでまで、 

会話を上手くしようと努力されているあなたは、 

ちゃんと頑張っていると言えます。 
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上手く行かないのは、あなたが悪いわけではありません。 

 

でも、そんな厄介な相手ともしばらく会話を続けることが出来たら、 

あなたの会話スキルはかなり上がります。 

 

そして、普通に会話が続く女性が女神に見えてきます(笑) 

 

私がマッチングサービスをやっていて最強だった女性は、 

５００文字くらい送る私に対して、 

３～４日後に返事が来るのですが 

 

「そうなんですね。私は〇〇が好きです」 

 

の一言とかでした。 

 

それが１０往復くらい続きました。 

 

(いっそのこと無視してくれ～！) 

 

そう思いながら、 

半分意地で返信していましたね。 

 

こうしてしばらくマッチングサービスで 

メッセージのやり取りをしていくのですが、 

最初からゴールを考えておく必要があります。 

 

ゴールとは、とりあえずはデートに行く事です。 

 

デートに行く為には、 

 

・あなたに会ってみたいと思ってもらう 

・あなたが信頼出来る人だと感じてもらう 

・心理的距離を近付ける 

 

この３つが大切になってきます。 
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会ってみたいと思ってもらう 

 

「会ってみたい」と思ってもらうのは 

ハードルが高そうに感じますよね。 

 

ですが、初デートなら比較的簡単です。 

 

まだその時点で、 

付き合うかどうか決めるわけではないので、 

会うことの「メリット」があれば結構いけます。 

 

例えば、 

 

・美味しい料理が奢ってもらえる 

・面白い話が聞ける(女性の興味がある分野) 

・女性一人では行きにくい所へ行ける 

 

などのメリットがあれば、 

会う事に対するハードルがかなり下がります。 

 

ですので、そのメリットを 

いやらしくない言い方で伝えておきます。 

 

初デートはランチが良いので、 

特に他に行く場所が無ければランチにして、 

カフェでのランチを奢ってあげるのが良いです。 

 

「この店の〇〇、めちゃくちゃ美味しいから、 

 どうしても〇〇さんに食べさせたくて。 

 ご馳走させてくれないかな？」 

 

こんな感じですかね。 

 

また、あなたの方から、 

あらかじめ時間を区切っておくというテクニックもあります。 
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「２時間くらいしか空いてないんだけどいいかな？」 

 

と区切っておくことで、 

 

「つまらなくても、２時間だけだし」 

 

そう思わせて「YES」をもらえやすく出来ます。 

９０分限定などのお店を予約するというのも良いですね。 

※人気店では時間制限がある場合があるのでそれを逆に利用する 

 

しかも短い時間ならあなたも楽でしょうし、 

盛り上がった所でお別れすれば、次も会える確率も上がります。 

 

信頼出来る人だと感じてもらう 

 

次に、あなたが信頼出来る人だと感じてもらう為には、 

あなたの体験について、超具体的に詳しく話す事です。 

 

体験とは、過去の出来事などですね。 

 

学生の頃どうだったとか、 

家族がどうとか、失恋がどうだったとか、そういうことです。 

 

超具体的に詳しく話すことで、信頼性が上がります。 

 

例えば、 

 

「学生時代は、スポーツ万能でした」 

 

と言うよりも、 

 

「学生時代は、５０ｍを６秒８３で走れたり、 

 水泳では、４２ｍを息継ぎ無しで泳げたりと、 

 スポーツは何でも得意でした。」 

 

と言った方が、本当っぽいですよね？ 
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もちろん本当の事を言わないと駄目ですが、 

詳しく話すだけで信頼性が上がるのです。 

 

こういう話をいくつかしていくと、 

あなたという人の姿がハッキリしてきて 

信頼出来る人だと感じられてくるはずです。 

 

あとは心理的距離を近付けることですね。 

 

心理的距離を近付ける 

 

マッチングサービスでも LINE でもですが、 

色んな事を話していくうちに、 

話題がすごく広がってくることがあります。 

 

例えば、私の場合は離婚経験のある女性と出会ったとき、 

お互いの離婚について少し話したら、その話題が広がっていきました。 

 

相手の話した内容から、興味がありそうな事柄がどんどん浮かんできて 

（例えば、元嫁のひどい言動とか、修羅場のこととか、離婚届を出した日など） 

そのときは話さなかったけど、まだまだいっぱい話すネタがあるなぁと感じるのです。 

 

それがデートへ誘うサイン。 

 

会話のネタが増えて沈黙しないというのもそうですが、 

そうやって話題が広がっていくというのは、 

話が合っているということです。 

 

２人の心理的距離が近付いて、 

心のつながりが出来始めている証拠です。 

 

思い切ってデートに誘ってみましょう。 

 

意図的に相手女性との心理的距離を近付ける方法は、 

下記の記事などを参考にして下さい。 

https://love-tech.net/talk-approach 



14 
 

デートへの誘い方 

 

デートへの誘い方ですが、 

「さりげなく、自然に、軽く」がポイントです。 

 

直接的ではなく、間接的に誘います。 

 

例えばスイーツの美味しい店へ誘うなら、 

あらかじめスイーツの話を振ります。 

 

「甘いものは好き？」 

 ↓ 

「好きです」 

 

「和菓子系？それともパンケーキとか？」 

 ↓ 

「パンケーキも好きだし、洋菓子系かな」 

 

「ワッフルがめちゃくちゃ美味しい店があるんだけど、 

 一人では行きづらいから、一緒にどうですか？ 

 もちろんご馳走させて頂きますよ」 

 

こんな感じで流れを考えておきます。 

 

当然、相手の返事によって、 

誘う場所などは変えていきましょうね。 

 

見事 OK をもらえたら、次はデート中の会話です。 
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デート中の会話 

 

基本的には今までやり取りしていた話題の延長で OK ですが、 

初デートでの会話で重要な点が２つあります。 

 

１つは、会えて嬉しいと伝えること。 

 

そしてもう１つは、２回目のデートの約束をすることです。 

 

１つ目は会って最初の会話で伝えて下さい。 

理由は、女性が安心するからです。 

 

「私の事見てガッカリしてないかな？」 

「ブスだと思われてないかな？」 

 

女性はこういう不安を感じながらデートにやって来るので 

会ってすぐに笑顔で「今日は会えて嬉しいです」と伝えると 

安心して心を開いてくれやすくなります。 

 

あなたもガッカリされていないか不安だと思いますが、 

それは女性に聞かないで下さいね。 

 

「会ってみて、おれのことどう？」 

 

と聞かれても、本人目の前にして 

 

「いや～ガッカリです。ハズレでした」 

 

なんて言えるはずがないので、 

困らせるだけです。 

 

その後の時間、微妙な空気で過ごすことになりますし 

良い事はありません。 
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次のデートの約束 

 

そして２つ目の「２回目のデートの約束」は、 

なるべく別れる直前にして下さい。 

 

これも、一緒にいる時間を辛くしない為です。 

 

会ってすぐ次の約束をしようとして断られたら、 

その後の時間は地獄ですよね 笑 

 

また、一緒にいる間に 

あなたの事をもっと知ってもらって 

その上で次も会うか判断してもらった方が良いからです。 

 

次のデートの約束の仕方は、 

後でもう少し詳しくお話しますね。 

 

初デート中の話題 

 

他に初デートの話題では、 

ウォーミングアップで世間話は良いですが、 

ずっと世間話をしているのはやめましょう。 

 

女性側も貴重な時間を割いて 

あなたに会いに来ているわけです。 

 

そして、マッチングサービスからの出会いなので、恋愛目的です。 

 

これは忘れないようにしましょう。 

 

ですので、恋愛に関する話題は必ず入れます。 
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例えば、 

 

・過去の恋愛(付き合ってなくても、好きになった人の事など) 

・お互い、異性のどんなところが好きか 

・お互い、どんな恋愛がしたいか 

・あなたは女性に対して何をしてあげたいか 

・どんなところへ連れて行ってあげたいか 

 

などなどです。 

 

これらの事を話すと、 

どちらか、もしくはお互いに 

「合わない」と感じることもあるでしょう。 

 

それで終わるなら、長い目で見てその方が良いです。 

 

ただ、それを防ぐ方法として、 

 

「価値観の違いは楽しむものだと思っている」 

「全然違った２つの世界を楽しめるよね」 

「好きになったら、相手のどんな所も愛したい」 

 

などを前もって伝えることで、 

 

「そういう考え方もあるかぁ・・・」 

 

と思ってもらえる可能性があります。 

 

ただ、あなたが本当に 

上記のように思っているならですが。 

 

このように先回りして対策しておく事も出来ます。 

 

それでも予想外の事がたくさん起きるので、 

そこが恋愛の面白い所でもあるんですけどね。 
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次のデートの誘い方 

 

さて、初デートが終わりそうな時間になったら、 

次の約束を取り付けなければいけません。 

 

だいたい終了予定時刻の１５～３０分前くらいに切り出します。 

 

「今日はとても楽しかったので、また会いたいのですが、 

 空いている日はありますか？」 

 

などで切り出して、どこへ行くかは言いません。 

 

OK をもらえたら、後でメールや LINE などを使って 

場所や時間を連絡するようにします。 

 

ただし、 

 

「どこ行くんですか？」 

 

と女性から聞かれる場合もあるので、 

聞かれた場合の答えは用意しておいた方がいいです。 

 

「どこか行きたい所ありますか？」 

 

と聞いても良いですし、 

それで「う～～～ん・・・」と考え込むようなら、 

 

「無ければ、また考えて提案しますね」 

 

と言うのもスマートです。 

 

そして、デートから帰ってきたら、 

その日の夜に「お礼メッセージ」を送って下さい。 

 

「今日はありがとう、楽しかったです」 
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という一言プラス 

その日感じた相手の良い所を１つだけ伝えます。 

 

「今日〇〇さんが〇〇してくれたの嬉しかったです。 

 失敗しちゃったなぁ～と落ち込む所だったのですが 

 〇〇さんのおかげで助かりました。優しいですね」 

 

こうやって「具体的」に 

何がどうだったからどう感じたのかを伝えて下さい。 

 

適当に言っているわけじゃなく、 

本当に感じたことを伝えていると思ってもらう為です。 

 

そうしないと、人の心には響きません。 

 

なかなか大変ですが、もう少し頑張りましょう。 
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２回目デートの場所 

 

次は、２回目のデートの場所を決めるのですが、 

デート中に少し関係性を前に進めたいところです。 

 

ですので、昼間のデートっぽい所。 

 

水族館とか遊園地とかボーリングとか、 

あとは映画館からのカフェも良いですね。 

 

他にも探せば色々あるかと思います。 

 

出来るだけたくさん探し出して、 

全部の候補を一度女性に聞いてみましょう。 

 

「僕が行きたい所はこんな感じだけど、 

 この中だったらどこがいい？」 

 

という感じです。 

 

ただ、「水族館」ではなく、 

「〇〇水族館」と具体的に提示して下さいね。 

 

相手の身になって考えてみて、 

それぞれの選択肢を選びやすいように 

提示してあげることが大切なのです。 

 

例えば「Ａ水族館」と「Ｂ水族館」があり 

 

「Ａは行きたくないけど、Ｂなら行きたい」 

 

という事も有り得ます。 

 

だから具体的に提示するわけですね。 
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２回目デートまでの会話 

 

そうやって次のデートの場所が決まったら、 

その日まで適度に会話を続けることで 

関係性が冷めないようにキープして下さい。 

 

全然連絡が無いと、 

釣った魚にエサを与えないような、 

なんとなく冷たい印象になってしまいます。 

 

忙しくても、なるべく盛り上げていきましょう。 

 

ただしここで注意すべき点は、 

恋人同士のような会話をしないこと。 

 

もちろん、明らかに相手の女性も 

あなたに好意を示している場合は、 

ラブラブな会話をしても全然 OK です。 

 

ですが、相手の気持ちも分からない状態で 

 

「早く会いたいね～？」 

 

など相手に好意の同意を求めるような会話の内容は 

不快にさせてしまったり、困らせてしまいます。 

 

(いや、まだそんな気持ちじゃないんだけど・・・) 

 

そう思われて、返事に困ります。 

 

では、どんな会話が良いのかというと、 

初デートで話した内容を深堀りしたり、 

次のデートで行く場所が楽しみになるような内容です。 

 

遊園地に行くとしたら、 
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「〇〇ってジェットコースター、世界最速なんだって！」 

「１５時から〇〇でパレードあるみたいだよ」 

 

というような情報が 

次のデートが楽しみになる内容です。 

 

初デート前に話していたように、 

相手の興味がある内容を詳しく聞くのも、 

これはずっと使える会話の内容になります。 
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２回目以降デート中の会話 

 

２回目以降は、友達同士のような会話が 

出来る状態にしていかなくてはいけません。 

 

相手の女性との接し方の基本として 

友達同士の軽い感じでいられないと 

お互い疲れてしまうからです。 

 

その為には、冗談をちょくちょく入れていきます。 

 

これには簡単なテクニックがあります。 

 

私がいつも使っている方法を 

あなたにも教えましょう。 

 

それは、常識よりちょっと外れた事を言うのです。 

 

例えば女性が、 

 

「わたし実はかなりいっぱいご飯食べるんですよ」 

 

って言った場合、 

 

「へぇ～どんぶり５杯くらいですか？」 

 

とか言って返します。 

すると、 

 

「ちょっと～そこまで食べないですよ！」 

 

みたいな感じになることが多いです。 
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他にも、先ほどのジェットコースターの話なら 

 

「世界最速で、時速 1200km くらい出るんだって」 

「途中、早すぎてレールから外れちゃうらしいよ」 

「スタートからゴールまで２秒くらいだよ」 

 

こんな感じです。 

 

(ふぅ～ん・・・・え？どういうこと！？) 

 

ってるなるような内容です。 

 

微妙過ぎると気付かない時もありますが、 

それは別にそのままスルーしても良いですし 

「冗談だって！」と笑って伝えても良いです。 

 

このように冗談を言ったり、 

あなたの素の状態を見せて行くことで、 

だんだんと友達同士のように接する事が出来てきます。 

 

日常会話に恋愛感を入れていく 

 

その状態になれたら、恋愛感も入れて行く必要があります。 

 

ずっと友達状態で先へ進まないのも問題ですからね。 

 

「〇〇さんと一緒に居ると居心地が良い」 

「時間があっという間に過ぎてしまう」 

 

などの言葉を、会話の流れを見て 

言いやすい時に挟んでみたり、 

相手を女性として褒める言葉をかけていきます。 

 

「こないだジュースこぼしたとき、 

 サッと拭いてくれて、女性らしくて優しいなって思った」 
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「やっぱり笑った時の顔が一番かわいいですね」 

 

日常会話→誉め言葉→日常会話 

 

のようにサラッと言ってすぐ日常会話に戻すことで 

口説き文句ではなく自然な印象にすることが出来ます。 

 

冗談を言う→女性が笑う→「笑った顔かわいいな」 

→「もっと笑わせる為に体張ろうかな」 

→「何するの？」→「あそこの池に頭から落ちる」 

 

みたいな感じです。例えばですが。 

 

告白のタイミング 

 

こうやって２回、３回とデートを重ねていき 

告白まで持っていきます。 

 

どれくらいで告白したら良いかは、女性によって違います。 

 

そこはあなたが相手の女性をよく観察して 

二人の距離感、女性の気持ちを察する必要があります。 

 

少なくともあなたの中で、 

 

「今告白すれば、ほぼ大丈夫だろう」 

 

という自信があるくらいになってから 

告白した方が良いです。 

 

そこまでなかなか行かない場合は、 

他の女性ともやり取りを進めながら、 

あなたのタイミングで区切りを付けるしかありません。 

 

告白の言葉は、回りくどい言い回しはやめましょう。 
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誤解や勘違いが生まれますし、 

女性が理解出来ないこともありますので。 

 

素直にあなたの気持ちを伝えて下さい。 

 

ここまでの流れを、一人の女性だけでなく、 

どんどん新しい女性と構築していきます。 

 

お付き合いしてから 

複数の女性と会ったりするのは 

絶対やめた方がいいですし、やめて欲しいです。 

 

でも、お付き合いする前の段階では、 

そのへんは自由だと思います。 

 

たくさんの女性と関係を持ち 

(体の関係という意味ではなく、会話したり等です) 

経験を積みながら１人の女性を見つけましょう。 
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終わりに 

 

お付き合いまで進むのは、 

なかなか大変に感じるかもしれません。 

 

しかし、マッチングして会話さえ弾めば 

あとは意外なほどアッサリ付き合えたりします。 

 

大切なのは、勇気と傷付かないこと。 

 

相手の女性に気に入られてるかな？ 

というところに意識が向いていると、 

逆に女性の気持ちが分からなくなります。 

 

自分がどう思われていようと、 

一緒に過ごす時間を素敵なものにする。 

 

そういう意識が成功をもたらします。 

 

「あなたのことを待っていたのに、来てくれなかった」 

 

好きになった女性と、 

そんなすれ違いが起こらないように 

勇気を出してチャレンジを繰り返して下さい。 

 

あなたには出来ます。 

 

あなたにピッタリの素敵な女性と 

素敵な恋愛をして下さいね。 

 

幸せ報告をお待ちしております。 

 

 

このレポートの感想もお待ちしております。 

https://love-tech.net/impressions4 
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作成者 九条竜也 のプロフィール 

 

出身：岐阜県岐阜市 

住所：愛知県一宮市 

血液型：A 型 

星座：おうし座 

身長：175cm 

体重：64kg 

 

趣味：映画、ゲーム、旅行 

 

特技：水泳、ゲーム 

 

音楽：バンプオブチキン、YUI、AI、鬼束ちひろ、中島美嘉 

   Do As Infinity、KOKIA、リンドバーグ 

 

映画：50 回目のファーストキス、PS I love you、ダイ・ハード 

   ミッションインポッシブル、君がぼくを見つけた日 

   オーシャンズシリーズ、パッチアダムス、グッドウィルハンティング 

 

座右の銘：「傷付くならば、それは愛ではない」 

 

詳しいプロフィールと恋愛人生ストーリー： 

https://love-tech.net/profile 

 

運営ブログ：恋愛心理テクニック | 好きな女性に愛される魔法のブログ 

https://love-tech.net/ 

 

メールマガジン：理想の恋人を手に入れる秘訣 

https://love-tech.net/love-master 

 

お問い合わせ： 

https://love-tech.net/inquiry 


