
今回のセミナーは３部作！！

元 No.1 ホステスが

グッときた

モテ要素満載 の

「初めまして」からの「初デート」、

そして「告⽩」までの流れを

３回のセミナーでまるっと全部

お伝えします。



[~紳⼠恋活カレッジ~]

懇親会参加率１００％！

満⾜度 MAX セミナー！！



※４⽉３０⽇に⾏われたセミナーの様⼦

過去のセミナーでは

⼥性に対しての⽴ち振る舞い、

男として好かれる⽅法をお伝えしてまいりました。

参加者の⽅々には、

毎回懇親会に１００％参加いただき、

５０％以上の⽅が三次会（セミナー含め合計１０時間！！）まで残っ

てくださりとても濃い内容をお送りしてきました。

セミナー後⽇には、多くの⽅から

熱いメッセージや喜びの声を

いただいております。

過去セミナー感想⼀覧









セミナー参加後、

異性関係に変化が︕︕

実際にセミナーに参加された⽅に起きた変化を挙げると、、

☑ 週⼀ペースで異性からのお誘いが来るようになった

☑ ⾃然に⼥性と LINE 交換ができるようになり、しかも相⼿から連
絡が来るようになった

☑ 忙しくて連絡してないだけなのに体調やメンタル⾯を⼼配してく
れる⼈が増えた

☑ 仕事をやめる際、ハーレム送別会（⾃分以外全員⼥性）をし
てもらえた



☑ いきなり職場の⼥性から下の名前で呼ばれるようになった

☑ 今まで⼥性友達がほぼいなかったのに１０⼈くらいの異性とや
りとりするようになり、逆に来過ぎて困るほどになった

☑ 男社会の職場からオシャレな外資系企業にキャリアチェンジが
できた

☑ 『年齢＝お付き合いナシ』から１カ⽉でお付き合い、４カ⽉で
結婚できた

☑ セミナー直後実践し、彼⼥との関係が急激に良くなった

☑ 以前は⼥性に⾒向きもされなかったが、今では逆に追いかけら
れるようになった

☑ 失業し、就職すらままならなかったのが正社員に就職できた

☑ 今まで⼀切の誘いがなかった職場の呑み会に誘われるようにな
った



などなど、
異性はもちろん

同性との⼈間関係も良好になり、

⾃分がしたい理想の恋愛やライフスタイルが

送れるようになった⽅も数多くいらっしゃいます。

『年齢＝⾮モテ』

でも変われる︕︕

こうしてみると

『元々モテの才能があったのでは？』とか

『⾒た⽬が良いんじゃないの？』
と思うかもしれませんが、



結果を出された⽅の多くは、

男社会で全く⼥性との接点がなかった⽅や、職場で呑み会にすら誘われないほどコ

ミュ障な⽅、失業して就職すら出来なかった⽅、ちょっと⼥性と関わるだけで惚れてし

まい毎度おなじみ LINE 爆死する⽅など、お世辞にもモテないであろう⽅ばかりでした。

また、これは私のコンサル⽣のお話ですが、

『年齢＝⾮モテ』で異性の友達も全くいない、、

という絶望的な状況からたった⼀カ⽉で恋⼈が出来、

４カ⽉⽬で結婚というハイスピード婚を果たした⽅も

いらっしゃいました。

こうしてみてもわかるように、

モテるようになる上で

『いま現在モテているか？』

というのは全く関係ないのです。



⾒た⽬がアレでも

年齢がアレでも

収⼊がアレでも

変われる理由とは︖

ではなぜ、

私のセミナーでは

⾒た⽬、年齢、収⼊関係なく変わることができるのか？

というと、実は⼥性が男性に惹かれる理由は

⾒た⽬、年齢、収⼊といった

⼀つのステータスではなく、

・髪型

・眉⽑



・ヒゲ

・⽖

・服装

・姿勢

・⽬線

・⾔葉づかい

・お店の店員さんに対する態度

などの複数の項⽬を無意識レベルで判断しているからです。

男性は⼥性に対して

『スタイルが良い』とか
『顔がいい』だけで好きになったりするかもしれませんが、

⼥性は男性とは判断基準そのものが違うのです。

『こんなに項⽬があるのか…』
と⼀瞬思うかもしれませんが、

よく項⽬を⾒てみると

『⾮モテ』というのはある種のクセのようなものであり、

モテるクセさえ付けてしまえば全て克服可能なことなのです。



男も⼥も知り尽くした

No.１ホステスの真の実⼒。

あなたはNo.1 ホステスというと

どんなイメージですか？

おそらくは

『男との付き合いばっかりで
⼥性のことはあまり知らないんじゃないの？』

と思うかもしれませんが、全くの逆です。

ナンバーワンホステスは

同じ時間帯に指名が被ることも多いため、

指名客に⾃分が付けない間、

不快にさせないような⼥の⼦を選んで付ける必要があります。



つまり、同僚のホステスの好みの男性の服装、

雰囲気、会話などの好みを把握したうえで

付けなければいけないのです。

その為、普段接している男性客のデータはもちろん、

同僚であるホステスの⼥性データもすべて、

頭に⼊っているのが当然なのです。

巷にいる『⼥性の本⾳を教えます』的な

⼥性恋愛コンサルタントのほとんどは

『⼥性の本⾳』と⾔っても

せいぜい⾃分か友達や知り合いくらいしかしりませんし、

⼤概が同類の⼥性だけです。

そんなことで⼗⼈⼗⾊な⼥性の落とし⽅を

教えられるわけがありません。

私が当時働いていたホステスの⼥の⼦は

系列を含めると数百⼈単位でいますし、

⾒た⽬、年齢、性格なども様々です。



それらのデータを頭に⼊れ、
適材適所で配置していくことが
ナンバーワンホステスにとっての

”当たり前”なのです。

3か⽉後には

モテることしか

出来なくなります。

⾔い過ぎかもしれませんが、

私のお伝えする実践⽅法を基に



”クセ”になるまで落とし込んでいただければ、

セミナーを終える頃には”脱⾮モテ”が完了し、

⼥性にモテることしか出来なくなります。

しかもただモテるだけでなく、

⾃分の理想に合った恋愛スタイルを築き上げ、

⼥の⼦の予期せぬワガママに振り回されたり、
気まぐれにホトホト疲れ果ててしまったり、
ということがなくなります。

多くの恋愛塾ではモテる⽅法”だけ”に終始しており、

⼀番⼤切な”お付き合い後の恋愛スタイル”にいては

何も語られておりません。

本セミナーでは

あなたが⼥性、男性と問わず

周りから慕われるよう存在になり、

⼥性友達が⾃然と増え、
理想の⼥性とお付き合いし、



⾃分だけの恋愛スタイルを築き上げるまでをゴールとし、

１部〜３部を通じて着実にレベルアップをしていただきます。

今回は"実践"

さて、いよいよ内容に⼊りたいと思いますが、

過去のセミナーでは知識や理論が中⼼でしたが、

今回はよりステップアップし、

⼥の⼦に喜ばれて使える具体的な実践内容をお届けします。

セミナーはみっちり３部作！



１部

〜出会い編〜
可愛い⼥の⼦に初対⾯１秒で嫌われないために！

実は⾒られている、⼥の⼦が無意識に視覚で判断するところを全部、

元No,1 ホステスが細かくお伝えします♡

①⾻格別、あなたに合う

⼥性にモテる髪型

モテる髪型は

⾻格や顔つきによって全く異なります。

これを間違えてしまうと、



いくらカッコいいタレントの髪型を真似しても、

流⾏りのトレンドヘアにしても意味がありません。

そんな失敗をしないよう、

かずみんが直接あなたをチェックし、

モテるためのベストな髪型をご提案させていただきます。

②⼥の⼦が気になる

姿勢のチェックポイントとは︖

⼥性は男性が思っている以上に”姿勢”を⾒ています。

過剰に前のめりであったり、

椅⼦にもたれかかっているような姿勢では

⼥性から好印象を持たれることはありません。

そんな姿勢のチェックポイントについて

詳しくお話します。



③⾔葉よりも⼤切な

好印象な表情の作り⽅

あなたは普段、表情をちゃんと意識できていますか？

全く同じ⾔葉でも
表情によってガラリと印象が変わります。

モテるためには男 対 男と同じ考え⽅ではいけません。

そんな、⾔葉よりも⼤切な表情の作り⽅を

レクチャーいたします。

④お顔のお⾁のケアって

ちゃんとしてる︖

男のための顔のメンテナンス⽅法︕



『男が肌とか気にするとかダサい！』と思ってるなら、

その考えこそがダサいってことに

気づいてください。

今の時代、

男でも肌のメンテナンスやスキンケア、
脱⽑などは珍しくもなんともありません。

特に顔のお⾁のケアは必要不可⽋。
その理由とやり⽅をお伝えします。

⑤No.1 ホステスも納得のTPO別、

服装パターン

『⾃分で選んだ服なんだから認めて欲しい！』
とか思ってませんか？



⾮モテなクセに

そんなことを⾔っている内は

⼀⽣モテないと思ってください。

モテるためには
服装をケースによって
分けるのが常識です。

もしも、初デートなのに

ユニク〇のステテコパンツに
ダルダルの T シャツ、
登⼭家レベルのでかいリュックを背負って

デートの待ち合わせにいたら、、、

⾒るや否や⼥の⼦は遥か遠くへ逃⾛するでしょう。

モテる男はさりげなく

TPO に応じた格好を⼼掛けています。

今回はパターン別の



『外さない服装パターン』
をお伝えします。

⑥⼥の⼦がキュンとしちゃう

デートのエスコート⽅法♡

デートの際、

つい緊張しすぎて早歩きになったり、

全く休憩も⼊れずにデートを進めてしまったりしていませんか？

そんな時、⼥性は表⾯上では『⼤丈夫♡』と⾔っていても、

内⼼では『コイツないな…』

と思っている可能性⼤です。

セミナー１部では



あなたの印象をあげっぱなしにする
デートのエスコート⽅法をお伝えします。

２部

〜⼥友達編〜
⼥友達が作れない奴に
彼⼥ができるわけないだろ！！

まずは彼⼥を作る前に

⼥友達からの⽀持を確実に得ましょう♡

そしてデートにお誘いしましょう♡



①⼥友達の増やし⽅

⾮モテの男性に共通するのは

『いきなり彼⼥を作ろうとする』
ことです。

正直、⼥友達も出来ないのに彼⼥を作るのは、

スープがないのにラーメンを

ゆでるようなモノです(´；ω；`)ｳｯ…

確実に失敗します。

物事には順序があり、

まずは⾃然に⼥の⼦と接することが出来るようになってから、

彼⼥を作るための⾏動をしていく必要があります。

そんな彼⼥づくりのための第⼀の障壁
『⼥友達』の増やし⽅をお伝えします。



②⼥友達の気を惹きつける⽅法

⼥友達ができて接点が増えてきても、

それだけでは異性として⾒てくれません。

そこから⼥の⼦の気を惹きつけ、

あなたのことが気になる状態にする
必要があります。

セミナーでは、

実際に毎⽇男性に⼝説かれ続けた経験を基に、

No.1 ホステスが認める

⼥の⼦の気の惹きつけ⽅
をレクチャーします。



③友達から昇格し

”男”としての信頼を積み重ねる⽅法

ただの⼥友達から

彼⽒候補に成り上がるには、

単なる友達関係ではなく

”男としての信頼”
を積み重ねることが必要不可⽋です。

その信頼の積み上げ⽅法をレクチャーします。

④⼥の⼦を⾃然に

デートに誘うには︖︖

⼥の⼦を誘うために

アレコレ理由を付けたり、



LINE で⻑⽂を送り付けたりしていませんか？

アレは完全に重いですし、

誘おうとしているのが⾒え⾒えなのでやめましょう。

⾃然にデートに誘うためには
重くなってはいけません。
そこで今回、⼥の⼦に重さを感じさせない

⾃然な誘い⽅を伝授します。

⑤ちゃんとやってる︖︖

デート前⽇・当⽇・翌⽇のフォロー

デートは前⽇、当⽇、
翌⽇も含めて戦略が必要です。

前⽇、翌⽇にフォローを⼊れることでより



⼥の⼦との距離を近づけることができます。

⑥絶対に気をつけて欲しい︕

意外と⾒られている

店員さんへの対応☆

これはたまーに⾒かけますが、

店員さんへやたらと偉そうな態度を取ったり、

無駄にクレームを出すのを⾒ると⼥の⼦はげんなりします。

本セミナーでは

あなたの好感度が⾃然と上がる
店員さんへの対応パターンをお伝えします。



３部

~告⽩・お付き合い編~

⼥の⼦との距離をより深めましょう♡

告⽩に⼤切なのはシュチュエーションじゃなくて

”タイミング”なんだ！！

無駄⾦使っちゃダメだよ！！

なんなら、⼥性から告⽩してもらえるように
持って⾏きましょう♡

そして告⽩が成功しても

いつも短命な恋の奴！！

なんで短命なのか？

どこでこじらせているのか？？



⼥の⼦が男性にハマる⽅法を

教えます♡

①告⽩までの

タイミングの⾒極め⽅

『告⽩はデート３回⽬です！』
とか意味のわからないことを⾔う⼈がいますが、

絶対に信じないでください。

⼥の⼦は⼗⼈⼗⾊ですから
決まった法則などありません。

そんな告⽩のタイミングを⾒極める⽅法を

レクチャーします。



②男性キャラ別、告⽩の仕⽅

⾼層タワー５０階の⾼級ディナーに連れてって、

夜の景⾊を眺めながら告⽩をする、、、

というのがすべての⼥性にとって良いとは限りません。

男性のキャラによって

適切な告⽩の仕⽅やパターンは違います。

ここでは

男性のキャラに合う告⽩の⽅法
をお伝えします。



③OKもらったら

それで終わりって思ってない︖

これからがスタートだお♡

もしかして⼥の⼦と付き合えただけで

『よっしゃあ！付き合えたー！めっちゃうれしい！』
と舞い上がってませんか？

お付き合いは

付き合うことがゴールではなく、
付き合ってからがスタートです。

何も考えずに⼥の⼦と付き合うと、

過剰に振り回されたり、
気づけない内に熱がどんどん冷めてしまい、
失敗に終わります。
ここではどこの恋愛先⽣も教えてくれない

『お付き合い後の付き合い⽅』



をレクチャーいたします。

④交際して

⼥の⼦にやり逃げされないための

対策とは︖←w

これはたまにあるパターンですが、

やり逃げの⼥バージョンです。

せっかくお付き合いが始まったのに

⼥の⼦がただのビッチだったら悲しいですよね。

そんな事態にならないための具体的な対策を伝授します。



⑤彼⼥とずっと

ラブラブ状態を保つ⽅法

付き合っているからって

記念⽇や誕⽣⽇を忘れてしまったり、

付き合う前なら必ずしていたはずの気づかいが
おろそかになったりしてませんか？

⼥の⼦は冷めたら⼆度と戻ってきませんし、
そこで後悔しても時すでに遅し！

そんな悲しい事態を防ぎ、

ラブラブ状態をキープする⽅法
を教えます。



今回のセミナーでは

かずみんを相⼿に

実践
してもらいます。

さてさて、内容をざっくりとお伝えしましたが、

これらの内容を実践を中⼼に

各回２時間〜３時間でお伝えします。

そしてなんと！！

今回の内容は

実際の⼥の⼦を相⼿にして⾔えないと意味がないので



私、かずみんを相⼿に実践
をしていただきます♡

頭ではわかっているつもりでも

いざ、やってみようと思うようにいかないもの。。

せっかくのチャンスなのに

緊張のせいでうまくいかないと悲しすぎますよね。。

そんな事態を防ぐためにも

かずみんを相⼿に実際にアプローチをかけていただきます！！

セミナーではビシビシと

本⾳を包み隠さずお伝えするので、

反論の余地もないほど叩かれ、

プライドがバッキバキに折られることもあるかもしれませんので

『それでも変わりたい！』

という強い意志を持った⽅のみ

ご参加ください。



※下⼿な誘い⽅をした場合、

即刻ダメ出しが出ます。ご了承願います。

「セミナー詳細」
・セミナー名：紳⼠恋活カレッジ

・場所：東京都内

・⽇時

⼀部：６⽉１８⽇（⽇）１５：００〜１８：００

⼆部：７⽉２３⽇（⽇）１５：００〜１８：００

三部：８⽉２０⽇（⽇）１５：００〜１８：００

・受講費

１〜３部セット 69,000円→58,000 円

バラ参加（1 部）23,000円



お申し込み⽅法
下記のメールアドレス宛に以下の情報をご⼊⼒いただき、送信して

ください。

送り先：admin@kazuminmin.net

※件名に「セミナー〇部参加希望」とご記⼊ください。

例：「セミナー３部すべて参加希望」「セミナー１部参加希望」等。

本⽂に「お名前」

お⽀払い⽅法：銀⾏振込・クレジットカード払い。

（お申し込みから３⽇以内にお⽀払いをお願いいたします）

また、懇親会の参加の有無（参加費 5,000 円）をご明記ください。

※バラ（１部のみ）参加も可能ですが

毎回それぞれで⼤切なことをお伝えしますので

ぜひ１〜３部セットでのお申し込みを

強くお勧めいたします。

より理解が深まりますし、

その都度かずみんから意⾒をもらえるので

３ヶ⽉を通して”脱・⾮モテ”が完了します♡

mailto:admin@kazuminmin.net


※セミナーに⾏きたいけど遠⽅だから

参加できない(ノω；｀)という⼈のために今回は、

セミナー⾳声とテキスト PDF を

セミナー後に販売いたします。

恋愛トレーナーかずみん


