
ジゴロパンダ

口説きメカニズム
～狙った女性を惚れさせる心理学～



女性を口説き落とす取扱説明書
「職場や学校で狙っている魅力的な女性を 
　”彼女やセックスフレンド”にしたい」　

「性格も、ルックスもタイプな女性を惚れさせて、 
　イチャイチャ恋人関係を作りたい」

「巨乳、モデル系、美少女アイドル系、キャバ系、など 
　色んなタイプの女性とハーレムのように 
　毎日セックスして、派手に遊びまわりたい」

「コスプレ・SM・オナニーさせる・NTR・パイズリ・乱交・ 
　イマラチオ・中出し・ごっくん・痴女プレイ・シックスナイン、 
　などのAVみたいなエロいプレイをしたい



大逆転物
コミュニケーション能力を高めて、
「街で見かける美女に声をかけて、楽しくデートして、   
　情熱的に求め合えるセックスができる凄腕ナンパ師になってみたい」
「サラリーマンの月の手取り30万円以上を貢いでくれるお金持ちの女性を 
　確保して、会社を辞めて、好きなことだけをやって自由に生きたい」

「職場や学校などの集団の中で、自然とリーダーやボスのポジションになり、 
   尊敬され、人気者になれる高いコミュニケーション能力を手に入れたい」

「会社で”同期”や”同僚”よりも”出世”して、   
　トップクラスの高収入を手に入れたい」



ジゴロパンダの惨めな過去
「クリスマスやバレンタインは”一人ボッチ孤独”。可愛い女の子を連れて、　　 
　街中を歩く男を見ては”嫉妬”で ”殺意”が芽生えたり、“寂しくなる”」

「好きな女性に連絡をしても  LINEを既読無視されて、   
   告白をしても”男に見えない”と振られて失恋する」

「せっかくデートできる女性ができても、口説き方がわからずに   
　相手を”退屈”させてしまい”二度目のデート”に繋がらない」  

・モテるための活動を始める前、初期は、

「”バカにされる””舐められた”といったことなどがあっても、 
　ヘラヘラ笑って嫌われないように誤魔化していた気弱な性格」



原因：口説ける方法を知らない
・失恋したタイミングでもあり、モテる男になって 
『受けた屈辱をいつか晴らしてやる！』と誓った

・結局のところ「どうしたら口説けるのかイメージすらつかず」に 
「ノウハウコレクター」になる　　　　　　 
ex.「1万円~3万円もする恋愛商材」「30万円以上する恋愛塾」「10万円のナンパ講習」

・今だからこそ、わかるのは「恋愛の仕方」「女の口説き方」 
　を知らない「赤ちゃんレベル」だった　　 
　ex. 職場、学校、友人、先輩、親、から教わらない

・ノウハウを探しては学んで、実践をして、失敗続きだった



ノウハウ構築時代
・失敗続きで不安で何度も諦めようかと思ったけど、 
「ここで諦めたら、30歳、40歳になろうと、孤独な独身の童貞だろう」  
という絶望感があったから前向きに行動をし続けた

・出会い方を学び「デートするチャンス」を手にしても振られてばかり 
⇒21歳の時に「童貞卒業」 
⇒色んな出会いを求めて、30人くらいとセックスして調子に乗る 
⇒女性との関係性をコントロールできなくて運頼み。 
　付き合っても振られる。付き合いたいのにセックスだけで終わる。 
⇒思いっきり女性と遊んでみたくて「ナンパ修行」のため札幌、東京へ



24時間、金、酒、女の日々
・「最低100人斬り」が入会条件で「推薦者」がいないと入れない 
　東京のカリスマナンパ師グループへ入会 
　ex.「1000人斬り」が当たり前 、毎年1億円以上を貢がせるプロのヒモ  
　　　有名芸能人を彼女やセフレにしている

・ナンパスキルを一通りマスターした後には、 
　ホスト生活をして、 毎日浴びるようにお酒を飲んで、  
「有名ホストの先輩たち」から 恋愛ノウハウを学んできた　　

・「女性を惚れさせる方法」「美女との出会いを量産する方法」 
　「スムーズにセックスへ誘導する方法」などの理論を構築



13年間に及ぶ恋愛研究
初恋からの失恋。恋愛ノウハウを学び始める 
童貞卒業 （2年はかかった） 
　　　　　↓↓↓ 
出会い系、合コン、クラブナンパ、 職場恋愛、 
などの一般的な出会いで 女性経験を増やしていく時期（約2年間） 
　　　　　↓↓↓  
札幌と東京でのナンパ修行時代(約3年間)  
　　　　　↓↓↓  
歌舞伎町ホスト修行時代(約2年間)  
　　　　　↓↓↓ 
一途に恋愛する時代(約5年間) 、恋愛を教える仕事(約5年間)



13年間に及ぶ恋愛研究の成果
「LINE一本で、家やホテルに来てエッチできる 
　都合の良いセックスフレンドを20人以上作る」

「女性から数千万円以上の現金を貢がせる」

「女性に”あなたとずっと一緒にいたい””結婚したい、子供欲しい” 
　と求められるほど惚れさせる」

「ストリートナンパだけで出会ったタイプな女性を 
  “最高1日12連れ出し””1日5即”できるようになった」







実際に試した上での話
・「自慢話」をしたい訳ではなく、 
　これから伝えることは「実際に試した上での話」だと理解して欲しい 
　ダメダメな時期⇒失敗続き⇒童貞卒業⇒ナンパ師⇒ホスト⇒一途に恋愛

・「出会いの増やし方」「女性との会話の仕方」「セックスへ誘導法」 
　「彼女にする方法」「セフレにする方法」「ファッション」「ナンパ」など 
　経験上、世に出回っている恋愛ノウハウの99%は 
「現実的に使えないものばかり」13年前からレベル上がってない 
⇒全体的には「参入」が増えた分レベル下がってる？  
　ex.レベルが低すぎて詐欺的



女性を惚れさせる答えを発見
・「ジゴロパンダ式の恋愛ノウハウは結果が出る！」と自信を持って 
　言える理由は「人体の構造は基本的に変わらない」「地球が存在する」　 
　のと「同じレベル」の話

「女性がセックス相手の男性を選ぶルール」 
「女性が彼氏にする男を選ぶルール」 
「尽くす価値のある男だと認識するルール」 
「女性が結婚する男を選ぶルール

などの「不変の一定法則」が存在している





“5段階”の恋愛ノウハウ
①恋愛の原理原則（心理学、本能、脳の構造、成功哲学、など）

②モテる男のマインド（思考パターン、目標、信念、など）
↓↓↓

『一度学べば、一生使えるノウハウ』だけを学んだ方が効率的』

③恋愛の戦略（口説き戦略、惚れさせる戦略、など）
↓↓↓

④モテる男の行動パターン（会話の癖、デートのエスコート習慣、キャラクター、など）
↓↓↓（ここまでが「不変で成功法則」で決まっている）

⑤恋愛テクニック（1つ1つの行動やトーク、心理テクニックなど）
↓↓↓



最強の恋愛ノウハウ
「彼女やセフレを作り放題」 
「最短コースで美女とセックスできる」 
「イケメンや金持ちの男を圧倒できる」

これらの結果に繋がるノウハウだけを凝縮した「最強の恋愛システム」として、

「口説きメカニズム」
というノウハウを公開することした

『お金・時間・体力の無駄にせずに、最短コースでモテるようになる』 
ことを達成してもらうためのカリキュラム



口説きメカニズムのカリキュラム
・「2020年7月」に行ったテレセミナーを録音した内容
第0部：チュートリアル 
（MP3音声：1時間10分）（PDFレポート：13P）

第2部：女性が男に自動的に惚れるスイッチ 
（MP3音声：2時間28分）（PDFレポート：68P）

第1部：「恋愛と人生」の成功者が持つ共通点 
（MP3音声：1時間11分）（PDFレポート：28P）

第3部：女性を惚れさせるアクションプラン 
（MP3音声：3時間32分）（PDFレポート：96P）

合計：8時間21分のMP3音声、PDF205ページ



"口説きメカニズム"視聴システム
１：ウェブセミナーを録音した「MP3音声ファイル」（ex.スマホ、PC、タブレット） 
２：「PDFのレポート資料」も付属（視覚的に学習が可能） 
⇒「データ」として教材を渡しますので「いつでも24時間視聴可能」 
⇒ ダウンロードをして「iPhoneなどのスマホ」や「パソコン」などで視聴できる

・通常バージョンが長いと感じる人のために、 
「要約だけ」を話した「ショートバージョン」も作成 
⇒「約3時間」で「口説きメカニズム」をインストール可能



“会員サイト”へのログイン権利
・会員サイト内で出来ることは

１：教材の視聴 
２：特別教材のプレゼントを受ける 
３：バックナンバーの視聴 
４：問い合わせフォームの使用

などを行うことができる



効率的な学習モデル
ステップ１： 
「iPhoneなどのスマートフォン」に「口説きメカニズム」の「mp3音声ファイル」 
　をダウンロードして「iTunes」や「Google Playミュージック」などに入れる

ステップ２： 
通勤中や通学中の電車内や歩いている「移動時間」「隙間時間」に「30分」と決めて 
「スマートフォン」に入れた「口説きのメカニズム音声」を聞く

ステップ３： 
通常バージョン8時間21分（501分）ならば「約16日」 
ショートバージョン約3時間（180分）ならば「約6日間」で視聴し終える
※「仕事終わり」にスタバ、ドトールなどのカフェでコーヒーを飲んで、 
　  くつろぎながら視聴するのも優雅な時間でオススメ



他の教材との違い
違い①： 
「3段階の恋愛ステージ」を踏まえた内容 
　多くの女性と出会い遊び、女性を知る⇒恋愛⇒家族構築

他の人の恋愛講座①： 
・最も多い層は「セックスするだけ」「ヤリモク系」に終始 
　ex.「ヤリマンにしか通じない心理テクニック」「体験人数だけを増やす」
・「真面目な恋愛系」のノウハウの場合は、 
　恋愛初心者に「恋愛ステージ」のことばかりを話す 
⇒「人間の成長段階」を無視している恋愛ノウハウ教材が多い



他の教材との違い②
違い②： 
真面目で「理論的」な内容 
⇒「素直な気持ちとヤル気」さえあれば、誰でも「望む女性関係」を 
　手に入れて欲しいと考えて「講座やプログラム」を作っている 
⇒「一つ一つの理論」を理解して、再現しやすいようにじっくりと丁寧に解説

他の人の恋愛講座②： 
・心理テクニック、トークフレーズ、ファッション、などに 
　終始しているケースが多い（テクニックだけを覚えるのはキリがない）
・ジゴロパンダは無駄が嫌いなので、年齢、キャラクター、ルックスレベル、 
　に関係のなく「誰でも、一度学べば、一生使えるノウハウ、理論だけ」 
　を丁寧に、論理的に教えている



他の教材との違い③
違い３： 
恋愛だけではなく「男」として強く生きていける教育 
⇒僕が運営する恋愛講座では、10代、20代の若い世代も学んでくれている 
⇒これからの日本を背負う若い世代が「恋愛」「人間関係」「仕事」「健康」 
　と人生の大事な項目で成功できるように教材カリキュラムを組んでる
⇒「魅力的な男になること」「強く生きていける人格形成」がテーマ
⇒ジゴロパンダの講座は「ステージ1～3」まで上がるのに必要だから 
「男として頼り甲斐のある人格を手に入れる」 
「高いトーク技術、コミュ力を手に入れる」「強靭なメンタルを手に入れる」 
といった「自己成長」「魅力的な男になる」要素が強い講座



他の教材との違い④
他の人の恋愛講座③： 
・心理テクニック、トークフレーズ、ファッション、などに 
　終始しているケースが多い（テクニックだけを覚えるのはキリがない） 
⇒恋愛経験が「3年」とか少ないのに教えているので、本質が見えていない

・世間の多くの講座は「セックスすること」に終始しているだけで、 
「一般の人間関係で弊害が出る悪いマインド」を話していることが多い 
　ex.「ルックスレベルの低い女と経験値を積め」「女性を見下す」 
 　　「女性を重要視し過ぎる」「性奴隷化・貢がせる・合鍵をもらう」



視聴してはいけない人
「女性のことはセックスの道具にしか見えない」 
「女からは財布と穴だけもらえたらいい」 
「女ってバカだから、適当に扱えばいいんだよ」 
「女性は見下した方がモテるんだよ」

というゲスな方は、僕とは「価値観が合わない」ので参加は止めた方がいい

⇒女性とたくさんデートして、セックスして、恋愛して欲しい目的は、 
「彼女や奥さんを運頼みで選ばずに、 
　色んな女性を知った上で理想の女性を選んで欲しい」 
「恋愛やナンパを通して、コミュニケーション能力、男の魅力、 
　人格形成を通して、仕事など人生自体を充実させて欲しい」



視聴して欲しい人
●参加条件１： 
たくさんの女性を相手にデートやセックスを楽しみながら、色んな女性を 
知って、最終的には『理想的な女性』と出会って真剣に交際をしたい
●参加条件２： 
人間心理、女性心理、行動心理、会話術、NLPなどを学んで 
「男としての魅力」「コミュニケーション能力」「人間的な魅力」 
を高めて「仕事」で活躍したり「人間関係全般」を良くするのに役立てたい

●参加条件３： 
恋愛活動やナンパ活動を通して「色んな女性や仲間との出会い」を経験し、 
自分を成長させていって「人生を充実させたい」



「無料」で提供
・「無料」で提供をした経験 
⇒「無料」のものは価値を感じないので視聴しない、実践しない

・この体験から「無料」にするほど 
「質が悪い人間が増える」と学ばせてもらった 
⇒「参加費をもらった方がヤル気のある人が集まる」 
　と気付いたので「有料」でサポートをすることにしている

・「ビジネス」自体も「資金」がないと継続できない 
ex. 生活費、資料代、広告費、会場費、などのコスト、 
　  チームメンバー、デザイナー、税理士、弁護士への報酬



通常サービスの価格
・僕のセミナーは「2時間で安くても3万円以上」 
⇒8時間のセミナー音源なので「参加費は10万円」だと考えた

・「口説きメカニズム」という教材は、 
　「あなたが生きている限り使える理論」なので 
　「非常にリターンが大きい 
⇒「10万円でもコスパ最強」な教材だと思っている

・「自己投資」なので「ただの数字の大きさ」ではなく 
　「投資したものに対して、どれだけリターンを得られるのか？」 
　という思考で判断して欲しい



10万円あれば何ができるか？
「合コン1回参加する5000円」 
「出会い系アプリ使用料1か月3000円」 
「クラブ入場料1回2000円」 
⇒10万円あれば「合コン20回」「出会い系3年」「クラブ50回」 
⇒「口説けないと意味ない」「タイプな子と出会える保証はない」

・デート代でも一般的なコストは、 
「女性に奢ったら1回5000円～1万円」「割り勘でも3000円くらい」 
⇒20人とデートもすれば「10万円」以上が必要 
⇒「口説きが成功しない」なら「時間」「お金」「労力」の全てが無駄



自分ルール：価格の10倍の価値を提供する
・「女性を口説いて、惚れさせるメカニズム」を丁寧に解説した教材なんて 
　世の中にはない。「唯一のもの」とも言えるレアな情報ノウハウ

「あなたが狙った女性を惚れさせて彼女にする」 
「都合の良いセックスフレンドを作る」 
「多くの美女と遊びまくれる」 
　といった結果を得られるのだから「10万円」でも安くない？

・「10万円」という費用だと「参加できる人」も 
　「既にジゴロパンダのことを信用している人」 
　「現時点の貯金がたくさんある人」などと限られる 



今回は価格の”100倍以上の価値”
・通常のセミナーの最低金額として「3万円」にしようかとも思ったけども、 
　僕自身もナンパやホストの下積み時代は「お金が無い時期」が長く、 
　経済面では苦労してきた

・特に、この教材に関しては「恋愛」「女性の口説き方」「ナンパ」 
「コミュニケーション会話」などの全ての「土台」になる教えを 
　徹底解説した教材なので「1人でも多くの人に手に入れて視聴して欲しい」

・僕の教材を購入するのが「初めて」。今までこういったノウハウ教材を 
　買ったことがなくて「胡散臭い」「騙されそう」と「不安な人」もいると思う 
⇒今回はお試し価格というのも含めて、 
　特別価格「700円」で手に入れることができる



「値上げ」の予定
・正直なところ、この金額では全くもって儲からない 
「内容の質」を考えても「3万円」にはしたい 
　ex. 100本売れても「7万円」

・一定数の購入者が出たら、僕も儲けたいので 
　一気に「値上げ」をする予定 
⇒まずは「1700円」。その次は「2700円」「4700円」「9700円」。。。

・1番お得な価格で手に入れることができる 
「今」という最高のタイミングで、決断することをオススメ！



90日間の無条件”返金”保障
・「教材の中身」を見ることもできないので、 
　いくらお得な参加費だとしても「購入に不安な人」も中にはいると思う

・特に、今回は「女性を口説くのに必須レベルの教材」なので 
「1人でも多くの方が口説きメカニズムを手に入れて欲しい」 
⇒購入から90日以内に「サポートセンター」まで 
「返金の申し出メール」を送っていただければ参加費を「全額返金」



返金の申し込み手順
ステップ１： 
ウェブセミナーを購入し「内容が不満足」だと感じた

ステップ２： 
「会員サイト」のトップページに 
記載されている「返金申し出フォーム」 
へのリンクをクリック



返金の申し込み手順②
ステップ３： 
「返金の申し込みフォーム」に必要情報を入力する



返金の申し込み手順③
ステップ４： 
「返金の申し込みフォーム」に必要情報を入力し終えたら、 
「確認」と書かれた「青いボタン」をクリックする。 
内容を確認して問題がなければ「送信」ボタンをクリックする



返金の申し込み手順④
ステップ５： 
あなたからのメッセージを確認次第、 
だいたい2週間程度で「あなたの銀行口座」へ700円を返金

※「振込手数料」もこちら側が負担しますので、 
　あなたには「1ミリ」も「リスク」がありません

※教材やサービスの改善のために「3項目くらい」の 
　簡単なアンケートへの協力だけお願いします



友人や家族に絶対バレない
・あなたが「女性の口説き方を学んでいる」とは 
　家族や友人に万が一でもバレて、恥ずかしい思いをしたくないはず

・あなたの家族や友人には「口説きメカニズム」 
　を手に入れたことは絶対にバレないために、 
「徹底的な個人情報管理・セキュリティ」で守っていく

●「銀行振込」のケース 
「ジゴロパンダの本名 コジマ ケイタ」 
という個人に送金したことしか情報としてはわからない



友人や家族に絶対バレない②
●「クレジットカード決済システム」のケース 
　カード明細には「PAYPAL EN」と表示される

●教材データ 
「口説きメカニズムの教材はMP3やPDFなどのデータ」 
　としてスマホやパソコンなどで視聴する形式

●受講がバレる可能性があるケース 
１：”口説きメカニズム”に登録をしたあなたのメールボックスを見られる 
２：スマホなどに入れた教材音声ファイルを直接聞かれる



Paypalって何？
・「Paypalって何？」「個人情報とるの怖い」 
⇒「決済代行サービスの一種」（paypal口座間、クレジットカードでの送金、入金）

・「クレジットカード」での支払いに関しては 
　「Paypal」という決済システムを使用 
⇒「Paypal」は世界的に有名なアメリカの大企業 
⇒ユーザー数１億人以上、世界190カ国、25カ国の通貨に対応

・Visa、Master、JCB、Amexとほとんどのクレジットカードに対応 
「支払い情報の授受」「金銭の授受」はPaypal内で行われている 
⇒ジゴロパンダの方に「あなたのクレジットカードの情報」は残らない 
⇒クレジット支払いの場合の「明細表記」も「PAYPAL EN」 
⇒個人情報が流出したり、売られたりして「迷惑メール」「詐欺メール」が届くこともない



まとめ。

●「口説きメカニズム」商品内容 
１：セミナー音声プログラム（合計8時間21分） 
２：セミナーのレジェメ資料（PDF205ページ） 
３：セミナー音声のショートバーション（約3時間） 
４：会員サイトへのログイン権

　　金額：700円（税込） 
　　保証：90日間の全額返金

『女性を口説いて惚れさせるメカニズム』を最短最速コースで 
　学べるセミナー音声



チャンスは平等に存在する
・そのチャンスを「あなたのモノ」に出来るかどうかは 
　常に「準備」にかかっている

・ユダヤの格言で、 
「人に知識が無いのは良くない。足で急ぐものは道に迷う」 
⇒「成功している先輩の知識を得て、時間や労力の無駄を省き、 
　  合理的に最短ルートで成果を出そうぜ！」

・「独学」で「無駄な時間・お金・労力」を投資して、 
　「損」をするのではなく、多大な経験で蓄積された 
　「成功ノウハウ」を最初に学んだ方が効率的



一度きりの人生、楽しまなきゃ損
・「女性が男に惚れるメカニズム」という 
　「女性の取扱説明書」を手にいれることで、 
　「女性にモテる人生を手に入れる最短ルート」を歩んでほしい

・「女性にモテる人生」と「女性にモテない人生」だったら、 
⇒「女性にモテる人生の方が楽しいに決まってる！」

・恋愛経験の少ない時は、色んな女性とデートし、セックスし、交際し、 
「女性心理」「あなたが求める女性像」を知っていく 
⇒最終的には「あなたの理想とする女性と愛し合う日々」 
　を築き上げて欲しい



“口説きメカニズム”取得の4ステップ
●ステップ１.「申し込み確認ページ」へ移動 
「申し込み確認ページ」に移動し、 
「口説きメカニズム」の内容を「最終確認」してください

●ステップ２. 支払い手続きを行う 
「申し込み確認ページ」の内容を確認後に、ページ内の「申し込みボタン」を 
　クリックして「必要な情報」を入力して「購入手続き」を進めてください
⇒支払い方法は「１：クレジットカード決済」「２：銀行振込決済」
⇒「700円ポッキリ」で追加料金は一切掛からない
⇒内容が不満足の場合は「90日間の返金保障付き」なので安心して参加できる



“口説きメカニズム”取得の4ステップ②
●ステップ３. あなたのメールボックスをチェック 
「入金確認」を終えた後に、申し込みの際に登録をした 
「メールアドレス」のメールボックスに「口説きメカニズム」の 
「視聴URLが掲載されたメッセージ」が届く 
⇒届かない場合は「迷惑メールフォルダ」を確認（たまに紛れてしまうこと有り）

●ステップ４. スマホやパソコンで視聴 
「口説きメカニズムの視聴URLが掲載されたメール」 
　のURLをクリックすると視聴できる（会員サイトにログインしての視聴も可能）
⇒「iPhone、Androidなどのスマートフォン」「windows、macなどのパソコン」 
　「iPadなどのタブレット」などにダウンロードして視聴もできる





人生はたった一つの決断で決まる



ジゴロパンダが 
あなたを全力で応援・サポート



質問があれば遠慮なくどうぞ 
⇒yuu@narimiya.xsrv.jp 

（販売ページにより詳細情報も記載）

mailto:yuu@narimiya.xsrv.jp

