
「ナンパ初心者専門」

ジゴロパンダ

ナンパの学校



ナンパ初心者とは？
「ナンパ経験ゼロの完全初心者」 
「ナンパしているけど出撃のたびに成果を作れない」 
「セックス相手すら作れない」 
「緊張して女性に声をかけることができないナンパ地蔵状態」 
「美人だとビビって上手に会話できない」 
「女性と何を話して、口説けばいいのかわからない」 
「死ぬまでタイプの女性とセックスできないかもと不安」 
「40代50代だけど若くて可愛い子と付き合いたい」

「それでいてナンパスキルに興味のある人」



“ナンパ経験ゼロ”からの成長スピード目安
30日後：ナンパでの「出会いの作り方」に慣れる。 
　　　　 連絡先を教えてもらう、デートするが当たり前のレベル

90日後：ナンパで「3人の女性」とセックス経験する 
　　　　 男としての自信が満ち溢れてくる 
　　　　 美女相手に「堂々とした態度」で接することができる

120日後：「彼女候補やセックスフレンド」が3人以上が出来る

180日後：ナンパを通した出会いで10人以上とセックスを経験 
　　　　「セックスしたければ、好きなタイミングで出来るレベル」



730日後：「理想の女性」と良好な関係を築いて、あなたにベタ惚れ状態 
　　　　　女性と「彼女」や「セフレ」などの関係性をコントロール可能 
　　　　　女性から「毎月100万円以上」の大金を貢いでもらうことも可能 
　　　　　男としての「無敵感」「余裕」が芽生えていてモテるオーラがある 
　　　　　ナンパ以外の活動「仕事」「仲間や恋人との関係」に集中できる

365日後：ナンパを通した出会いで50人以上とセックスを経験 
               ルックスも性格もタイプの「美人な彼女」ができる 
　　　　　1か月間に「新規女性10人～20人」とセックスできるレベル 
　　　　 「狙った女性を意図的に落とせる」という自信が生まれる

“ナンパ経験ゼロ”からの成長スピード目安



ナンパの学校を開校する理由

１：当時の自分のような「コミュ障、自信喪失、劣等感、自暴自棄」 
　   になっている人に「夢や希望」として「ナンパスキル」を伝授したい 
　⇒女性がいないと「孤独で寂しい」

・「生活費」「遊び」や「ビジネスを大きくする」などのため 
　「お金が欲しい」という理由もあるけど…

２：「優秀でビジョンを共感できる仲間」を増やしたい 
　⇒直近の目標として「全国47都道府県」に恋愛ビジネスを広めたい 
　「女性にモテる」「コミュ力高い」「仕事できる」男を増やしたい
３：男らしく、カッコイイ男を増やしたい 
　⇒女性に感謝をしている。最高のカップルを増やせば幸せな家族も増える



ナンパとは？
１：女性や仲間との出会いの手段

２：恋愛やナンパを学ぶのは、男磨き、成長、進化のため 
ex.男らしさ、人格形成、思いやり、トーク力、気遣い、などを身につけていく 
　 小賢しいテクニックを身につける手段ではない

「男としての揺るぎない自信」 
「圧倒的に高いコミュニケーション能力、会話能力」 
「人間心理、女性心理の熟知」 
⇒「優秀な人間」には「行動」さえ起こせば「結果」は勝手についてくる 
　「スキル・能力を高めることで、生きていくのが”楽”になる」



“ナンパの学校”学習システム
●授業内容 
１：毎週1回届くメイン教材 
２：毎週1～2回配信の「裏メルマガ」受信権利 
３：会話のネタ帳（13ヶ月目から24ヶ月目に配信） 
４：”映画と本”でモテる男になる教材（13ヶ月目から24ヶ月目に配信）

●実践サポートシステム 
１：専用メンバーサイト利用権利 
２：宿題システム（提出は任意） 
３：メール質問・相談権利 
４：「LINEグループ」への参加権（仲間やジゴロパンダとの直接交流） 
５：2か月に1回開催「リアル勉強会・交流会」への参加権利（東京、大阪がメイン）



授業カリキュラム
・本編の「1回60分前後」授業の「MP3音声」「PDFレポート」が 
「毎週1回」「あなたのメールボックス」へ届く

・「ナンパ経験ゼロ」から「成長スピードの目安」と同じように 
　「段階」を踏んで「ステップバイステップ」で結果を出していってもらう

「ナンパの会話の仕方」「女性から連絡先を教えてもらう方法」 
「女性とのデートの仕方」「セックスへの誘導方法」 
「女性を惚れさせる方法」などの 
「ナンパ・恋愛理論」を授業内で丁寧に教えていく



効率的な学習の仕方
ステップ１：「毎週届く”授業”を視聴する」＋「他のコンテンツの視聴」 
～iPhoneなどの「スマホ」にダウンロードして「隙間時間」に視聴が 
「時間の節約」になるのでオススメ。「平均1日10分」で視聴を終えるボリューム

ステップ２：「宿題」を提出する（任意） 
～インプットした知識を整理して理解を深める

ステップ３：実践で「ナンパ理論」を体現 
～実際に女の子との会話、デートで口説く、セックスに誘う

ステップ４：「弱点補強」「フィードバック」 
～「LINEグループで活動報告」「リアル勉強会」「質問＆相談」など



入学ボーナス特典

【ボーナス特典の内容】 
１：ナンパ実録集（バンゲ、連れ出し、即日ゲット） 
２：ナンパの声かけ成功フローチャート  
３：1セックス「1,000円以下」に抑える節約ナンパ術  
４：ナンパで”真剣に付き合える彼女”を作る方法  
５：童貞から美女20人とセックスするアクションプラン  
６：40代50代男性が20代の若い女性を彼女化・セフレ化する方法  
７：人口3万人以下の地方都市でもナンパを成功させる方法  

・「有料販売（総額6万円）」する予定だった教材たちを 
　入学者限定で「特別特典」として「無料」でプレゼント



他のナンパ講座との違い
違い1：ナンパ初心者が「経験ゼロ」から「段階」を踏んで学習できる 
～ステップ・バイ・ステップで「出会い⇒デート⇒セックス⇒惚れさせる」 
　という方法を2年間かけて学んでいける授業カリキュラムを組んでいる

違い２：真面目な人ほど成果を出せるカリキュラム 
～「真面目にインプットして実践できる人」「優しい、いい人」ほど 
　成果を出していける「ナンパ理論」を提供していく

違い３：宿題システムの導入 
～毎回10分程度で終えることができる。ノウハウ理解が深まり、成長スピードが増す

違い４：体系化された恋愛・ナンパノウハウ 
～業界で唯一というレベルで成功理論を体系化に成功



入学禁止な人
「相手を傷つけても何も思わない冷酷な性格」 
「思いやりのない自己中なワガママな性格」 
「他人の痛みを理解しようとしない残酷な性格」 
⇒「社会の害になる男」にナンパスキルを伝授はできない
・ナンパスキルを悪用しようとすれば 
「女性との出会いを増やして、セックスもお金も奪い放題」  
　という状態になることもできる（権力者と似た力） 

・最初は「悪意なく」「女性を傷つけること」もたくさんある 
⇒「他人を思いやる心」「優しい心」を1ミリでも持っていれば 
　「女性の痛み、大変さ、悩み」を理解して「真に優しい男」に近づいていける 



入学して欲しい人
条件１：真面目に恋愛やナンパを学びたい人 
～あなたの真剣な気持ちには応えたい 
　ポジティブな気持ち、ネガティブな気持ち、であろうとも。

条件２：「時間とお金」をナンパ活動に投資できる 
～「毎週10時間」「毎月の活動費として最低5000円以上」を投資できる 
　 家に引きこもっていても、セックスできない、トーク力も向上しない

どんな分野でも「トレーニング」「練習」をしないと上達は無理。 
「成功する理論」を「実践の中」でトレーニングして「体現」していく 
⇒「（成功）理論」が間違っていると「失敗パターン」に入ってしまう



ナンパの学校「授業料」
・他のナンパ講座やナンパ塾の「相場」 
「零時レイ スパルタ部 6か月間 50万円(税込) 」 
「草加大輔 ナンパ塾 1年間64万円(税込) 」 
「佐藤エイチ ハーバードナンパ塾 約50万円」 (2020年8月調べた金額)  
・色んな恋愛サービスが存在しているが「50万円」で何ができるか？

ex1. 出会い系アプリ 
～「出会うまでのと時間と労力のコスト」「可愛い子が少ない」がデメリット 
　1人と出会うのに「マッチング⇒メッセージ⇒LINE」などで「5時間」はかかる 
「時給1000円」でも「1人出会うのに5000円（可愛いかわからない）」 
⇒メリットは「成果を出すだけなら楽」（ナンパの学校でも取り上げている）



ナンパの学校「授業料」
ex2. 合コン 
～「タイプでないブサイクな子ばかり」「可愛い子が人数合わせ」 
　「可愛い子がいてもライバルと奪い合い」「金持ちやイケメン目当て」 
⇒チームプレイに長けたメンバーで挑まないと成果を出しづらい 
⇒1回1万円なら50回の合コン参加で50万円

ex3. 結婚相談所 
～「IBJメンバーズは年間最大36名と出会えるプランで年間65万円」 
　「オーネットは、入会金12万円、毎月1.5万の会費で年間30万円」 
⇒メリットは「結婚願望の強い女性」が集まっていること 
⇒恋愛カウンセラーは「恋愛経験豊富なプロではない」のでアドバイスは期待できない



ナンパの学校「授業料」
ex4. キャバクラ・風俗 
～「キャバ嬢は飲み代やアフターで1人と最低10万はかかる」 
　「風俗嬢は1回最低2万として25回通える。その中でプライベートで会えるか？」  
⇒キャバ嬢や風俗系の女性に好かれるルックスやキャラでないと  
「お客さん扱い」をされてしまうだけで虚しい

・対面ナンパは 
「ルックスがタイプな女性と0円で出会いを作ることができる」 
「好きなルックスジャンル」「好きな年齢層」の女性たちと出会える 
⇒「出会いの数が膨大」なので「性格の好みでも選べる」



ナンパの学校「授業料」
・「あなた好みのルックスや性格の女性たちと好きなだけ出会えて、 
　　セックスできる という”スキル”を学習できる」  
さらに「真剣に付き合える彼女」「結婚相手」なども見つけることができる  

・「スキル」「能力」だから一度マスターすれば 
　生きている間「ずっと」「武器」として活用できる 

⇒「要領の良さ」「他人に好かれる技術」「他人と仲良くなるトーク力」 
　「女性をセックスへ誘導する技」「女性を惚れさせる方法」など 
⇒「ナンパ・恋愛スキル」を学べる学校に「いくら払いますか？」 
　ex. 国立大学の学費「年間50万円以上」、美容や調理士学校「年間100万円以上」



ナンパの学校「授業料」
・「周りが結婚している人が増えた」「結婚した方がいい年齢な気がする」 
　と軽い気持ちで結婚する人が多いが「離婚費用は1000万円以上」

・例えば、年収600万円で「10歳の子どもが1人いた状態」「セックスレス」　 
　などの条件で「離婚」をすると、子どもが成人まで養育費払うので 
弁護士費用30万円＋養育費960万円＋セックスレス慰謝料100万円＝1090万円 
⇒しかも、夫婦仲が悪いと「月に1回しか子どもと会えない」とかなる

⇒恋愛スキル、ナンパスキルを最大限にまで高めて、 
　「理想的なパートナーをできる限り選んで、 
　　その女性と一生涯付き添った方がいい」



ナンパの学校「授業料」
毎月の月謝「4,700円」（1日あたり約156円、1週間あたり約1175円）

「ジゴロパンダに会ったこともないし、怪しい、胡散臭い、騙されそう」 
「自分には合わないかも知れない」 
「調子いいことばかり言って嘘でないのか」と不安かも？ 
⇒「1ヶ月目の授業料」は「完全無料0円」でお試し入学できる

・まずは実際に受講をしてみてから「継続」するかを「判断」をして欲しい 
　今のところ「継続率95％以上」（20名入学したら19名は継続している） 
⇒入学生徒数が上限800名に近づいたら「1か月目から授業料が発生」



別途必要な費用
１：女性とのデート代 
～「1セックス1000円以下」の「ナンパコスト節約法」も伝授！

２：ファッション・美容室代 
～「第一印象」を最大限にまで磨くのは「成果」を早めに出すのに重要。 
　「毎月2000円の美容室代」「毎月平均3000円の服代」でも十分 
⇒ 格安ファッションで「オシャレ」「カッコイイ」に見える方法も伝授！

３：リアル勉強会・交流会（任意参加） 
～「授業料を格安」にしている分「会場代」「飲食費」を一部負担（1回1～2万） 
　「興味の強いテーマ開催の時のみに参加したらOK」（毎回10名前後の少人数制）

４：別途オススメサービスへの参加費（任意参加）





生徒数の上限
・生徒数の上限は「800名」 
⇒「決済確認」「事務的な雑務」「個人的な相談やサポート」 
　「個別コンサル」などといった日々の業務が人数と共に増えて、 
　「500名を超えた辺り」から負担が大きくなる理由から

・意外と「あっという間」に「上限人数」に達するケース多い 
「30日間のお試し制度」もあるので、 
　参加に迷っている方は「すぐの入学」がオススメ

・募集が埋まった後でも、途中退会者や卒業者により、 
　ある程度「生徒数」に余裕ができれば「再募集」をかける予定



支払い方法 ＆ 支払いプラン
【支払い方法】 
１：クレジット決済（月謝制 or 1年間集中受講 or 2年間集中受講） 
２：銀行決済（1年間集中受講 or 2年間集中受講）

【支払いプラン】 
１：月謝制（毎月払い、クレジットカード決済のみ） 
２：1年間集中受講コース（一括払い、クレジットor銀行振込） 
３：2年間集中受講コース（一括払い、クレジットor銀行振込）

※クレジットカードが諸事情で作れない、持っていない場合は 
「デビッドカード」という手段もある（Googleなどで検索して欲しい）



一括まとめ払いが”お得”
●月謝制コース 
 「4,700円(税込)」で参加可能  
　初月はお試しで「無料参加0円」 2か月目から「4,700円」が毎月課金 
　※日割返金はしていません、1ヶ月毎の授業料になる 
　※退会は24時間いつでも可能。メールも電話も無しの「無人」で退会手続き可能 

●1年間集中受講コース(一括払い)  
 「47,000円(税込)」※2ヶ月分割引で参加可能  
　 (月謝制よりも最終的に4,700円お得)  
※12か月目に2年目の更新案内あり 。 
「2年目の支払い」を「月謝制 or 一括払い」か選べる 



一括まとめ払いの”得”
●2年間集中受講コース(一括払い)  
 「98,700円(税込)」※3ヶ月分割引で参加可能  
　 (月謝制よりも最終的に9,400円お得) 

・「一括払い」の方が「絶対に成果を出してやる！」と覚悟も決まるので 
　　行動力や忍耐力もアップして、より高確率で成果を出せる

・「1年間集中受講コース」「2年間集中受講コース」の場合は、 
　「1ヶ月目の完全無料お試し入学制度」が無いので、 
　「ジゴロパンダを信用している」「本気の覚悟がある」方のみ申し込むこと

・「1年分」「2年分」の「本編教材」「会話のネタ帳」 
　「映画と書評シリーズ」をまとめて一気に視聴可能（裏メルマガは随時配信）



「一括まとめ払い」限定ボーナス
・「実質無料」で参加可能になる「ボーナス特典」をつける

●「1年間集中受講コース」申込みのボーナス特典： 
『ナンパ活動費と受講費の10万円を30日で稼ぐ方法』  
　　通常価格9,700円⇒今回限り無料 

●「2年間集中受講コース」申込みのボーナス特典： 
『可愛い女の子から貢いでもらえるヒモ講座』  
　　通常価格29,700円⇒今回限り無料 （1年集中受講時のボーナス特典も一緒にプレゼント） 
⇒ 「3000万円以上」を貢がせてきた手法を公開！ 
　 女性を騙す方法でもなく、可愛い子から笑顔で貢いでもらえる安全な手法 
　 一般的なサラリーマンレベルの手取り「毎月30万円以上」を渡してもらえるのも簡単



途中退会 365日24時間可能
・「無料期間内」での退会も可能 
⇒「1か月目の本編授業」「ボーナス」は返品不要「あなたのモノ」

・解約手続きは、会員サイトの「無人退会ページ」から可能 
　※電話やメールも不要

・「退会のタイミング」「課金のタイミング」は次のページを参照

・もちろん、退会する人もいる。理由も様々。 
⇒「彼女ができた」「結婚をする」「起業で多忙になった」 
⇒「交通事故で両脚骨折」「親が亡くなりモチベダウン」「持病の悪化」





結果・返金保証
【あなたとジゴロパンダの約束】  
もしも、あなたが2年間「ナンパの学校」で教えるノウハウに、 
真剣に取り組んだのに「10人の女性とセックスすらできなかった」  
という場合には「謝罪金10万円」を支払います。

・「なぜ10万円なのか？」というと大体2年間の受講料だから。 
⇒「月謝制」「一括払い」で、支払い金額バラバラなので統一したい

・「1ヶ月目の完全無料お試し入学制度」で授業を無料で試せて、 
　「謝罪金10万円制度」もあり「実質リスクゼロ」で参加可能



結果・返金保証の申し込み手順
【返金保障の手順】 
ステップ1:「ナンパの学校」を2年間受講する  
ステップ2：教わった内容を実践する 
ステップ3：それで結果が出なかった場合は 
　　　　　  会員サイトから「謝罪金」の申し出を行う 
※申し込み期間はナンパの学校への参加から730日後~800日 
※実践しているかはLINEグループや勉強会などを見てればわかります) 

・返金申し出をしてもらったら即座に「あなたの銀行口座」に10万円を送金します。  
　2年間でLINEのやり取りしたり、勉強会や交流会で、お互いに何度も会話してるので 
　活動状況も把握しています。謝罪金申し出を確認次第「48時間以内」に振り込みます



整理整頓すると…
●授業内容 
１：毎週1回届くメイン教材 
２：毎週1～2回配信の「裏メルマガ」受信権利 
３：会話のネタ帳（13ヶ月目から24ヶ月目に配信） 
４：”映画と本”でモテる男になる教材（13ヶ月目から24ヶ月目に配信）

●実践サポートシステム 
１：専用メンバーサイト利用権利 
２：宿題システム（提出は任意） 
３：メール質問・相談権利 
４：「LINEグループ」への参加権（仲間やジゴロパンダとの直接交流） 
５：2か月に1回開催「リアル勉強会・交流会」への参加権利



整理整頓すると…

【ボーナス特典の内容】 
１：ナンパ実録集（バンゲ、連れ出し、即日ゲット） 
２：ナンパの声かけ成功フローチャート  
３：1セックス1,000円以下に抑える節約ナンパ術  
４：ナンパで”真剣に付き合える彼女”を作る方法  
５：童貞から美女20人とセックスするアクションプラン  
６：40代50代男性が20代の若い女性を彼女化・セフレ化する方法  
７：人口3万人以下の地方都市でもナンパを成功させる方法  

・「有料販売（総額6万円）」する予定だった教材たちを 
　入学者限定で「特別特典」として「無料」でプレゼント



【支払い方法】 
１：クレジット決済（月謝制 or 1年間集中受講 or 2年間集中受講） 
２：銀行決済（1年間集中受講 or 2年間集中受講）

【支払いプラン】 
１：月謝制（毎月払い、クレジットカード決済のみ） 
２：1年間集中受講コース（一括払い、クレジットor銀行振込） 
３：2年間集中受講コース（一括払い、クレジットor銀行振込）

※クレジットカードが諸事情で作れない、持っていない場合は 
「デビッドカード」という手段もある（Googleなどで検索して欲しい）

整理整頓すると…



整理整頓すると…
●月謝制コース 
 「4,700円(税込)」で参加可能  
　初月はお試しで「無料参加0円」 2か月目から「4,700円」が毎月課金 
　※日割返金はしていません、1ヶ月毎の授業料になる 
　※退会は24時間いつでも可能。メールも電話も無しの「無人」で退会手続き可能

●1年間集中受講コース(一括払い)  
 「47,000円(税込)」※2ヶ月分割引で参加可能  
　 (月謝制よりも最終的に4,700円お得)  
※12か月目に2年目の更新案内あり 。 
「2年目の支払い」を「月謝制 or 一括払い」か選べる 



整理整頓すると…
●2年間集中受講コース(一括払い)  
 「98,700円(税込)」※3ヶ月分割引で参加可能  
　 (月謝制よりも最終的に9,400円お得) 

・「絶対に成果を出してやる！」と覚悟も決まるので 
　　行動力や忍耐力もアップして、より高確率で成果を出せる

・「1年間集中受講コース」「2年間集中受講コース」の場合は、 
　「1ヶ月目の完全無料お試し入学制度」が無いので、 
　ジゴロパンダを信用してたり、本気の覚悟がある方のみ申し込むこと

・「1年分」「2年分」の「本編教材」「会話のネタ帳」 
　「映画と書評シリーズ」をまとめて一気に視聴可能（裏メルマガは随時配信）



整理整頓すると…

【あなたとジゴロパンダの約束】  
もしも、あなたが2年間「ナンパの学校」で教えるノウハウに、 
真剣に取り組んだのに「10人の女性とセックスすらできなかった」  
という場合には「謝罪金10万円」を支払います。 

●「1年間集中受講コース」申込みのボーナス特典： 
『ナンパ活動費と受講費の10万円を30日で稼ぐ方法』  
　　通常価格9,700円⇒今回限り無料 

●「2年間集中受講コース」申込みのボーナス特典： 
『可愛い女の子から貢いでもらえるヒモ講座』  
　　通常価格29,700円⇒今回限り無料 （1年集中受講時のボーナス特典も一緒にプレゼント）



参加する前の注意事項

・「個人情報保護」も徹底 
～クレジット決済も「ISM」という代行会社に依頼。 
「迷惑メール送信」などの悪用はしても信用を失って「長期的」に損なだけ

・家族や友人などにも「ナンパの学校」へ入学していることはバレない 
～「クレジット決済」でも明細には「UNIVA JGLOBE」 と表示されて購入商品不明 
　「銀行振込」でも「ISM」という会社に振込したことしかわからない 
　「教材配信」も「データ」なので書籍など実物はない 
⇒ スマホの中身を見られないようにだけ気をつけて欲しい

・参加人数は「800名まで」なので注意してください

・「宿題の提出」「勉強会と交流会の参加」「LINEグループ参加」 
　は強制ではなく「任意」「自由参加」なので安心してください



具体的な参加手順
ステップ１：販売ページにアクセス 
ステップ２：「30日間、無料トライアルします！」ボタンをクリック 
ステップ３：申し込みページに移動し「受講内容」を確認 
ステップ４：希望の「支払いコース」を選択しクリック（一括払いオススメ！） 
ステップ５：ISMに「会員登録 or ログイン」（決済代行会社） 
ステップ６：ISMから「支払い手続き」を行う（クレカ or 銀行振込）  
ステップ７：支払い完了後に「ナンパの学校」入学メールが届く

・入学メールには「会員サイトへのログイン情報」 「LINEグループへの誘い」  
「ボーナス特典を手に入れるリンク」が記載されている

・ISMの採用理由は「通信講座システム」「宿題システム」を利用するため



「ナンパの学校」の進行手順
ステップ１：入学が完了後に 
「毎週1回 本編授業」「毎週1~2回 裏メルマガ」 
「あなたのメールボックス」に届くので視聴（会員サイトからも視聴可能） 
※一括払いの場合は「1年分or2年分の教材をまとめたPDFレポートを個別送信」 
　するので「好きなテーマの授業から視聴が可能」

ステップ２：「LINEグループ」に入部する（手順は入学メールに記載）

ステップ３：毎週届く教材をインプットして「宿題提出」 
　　　　　（毎週10分で終えるボリューム）

ステップ４：LINEグループで「ナンパ仲間」を募集したりして、実践をしていく。 
　　　　　　活動したら「報告」して仲間と情報共有 
　　　　　　ジゴロパンダもLINEグループでアドバイスをしている



「ナンパの学校」の進行手順
ステップ５：必要に応じて「ボーナス教材」「会話のネタ帳」などを視聴していく 
　　　　　「Q&Aサポート」でジゴロパンダに質問をする 
　　　　　（既に、100個以上のQ&A集もあるので、そこも視聴する）

ステップ６：必要に応じて「リアル勉強会」「交流会」に参加 
　　　　　（参加の募集はLINEグループ、メールで随時行う）

※「成功理論」を学び「実践で体現をしていく」ことで、 
　必然的に「成果」がついてくる学習システムを組んでいる 
「インプット⇒アウトプット」のバランスを重要視している

※「ナンパや恋愛経験ゼロ」からでも成果を出していける 
　「ナンパの専門学校」というイメージを持ってほしい   
　　ex.調理士、美容師



“ナンパ経験ゼロ”からの成長スピード目安
30日後：ナンパでの「出会いの作り方」に慣れる。 
　　　　 連絡先を教えてもらう、デートするが当たり前のレベル

90日後：ナンパで「3人の女性」とセックス経験する 
　　　　 男としての自信が満ち溢れてくる 
　　　　 美女相手に「堂々とした態度」で接することができる

120日後：「彼女候補やセックスフレンド」が3人以上が出来る

180日後：ナンパを通した出会いで10人以上とセックスを経験 
　　　　「セックスしたければ、好きなタイミングで出来るレベル」



730日後：「理想の女性」と良好な関係を築いて、あなたにベタ惚れ状態 
　　　　　女性と「彼女」や「セフレ」などの関係性をコントロール可能 
　　　　　女性から「毎月100万円以上」の大金を貢いでもらうことも可能 
　　　　　男としての「無敵感」「余裕」が芽生えていてモテるオーラがある 
　　　　　ナンパ以外の活動「仕事」「仲間や恋人との関係」に集中できる

365日後：ナンパを通した出会いで50人以上とセックスを経験 
               ルックスも性格もタイプの「美人な彼女」ができる 
　　　　　1か月間に「新規女性10人～20人」とセックスできるレベル 
　　　　 「狙った女性を意図的に落とせる」という自信が生まれる

“ナンパ経験ゼロ”からの成長スピード目安



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

