
「童貞」「非モテ」とバカにしたヤツらを見返す大逆転物語 

「童貞」「友達ゼロ」「コミュ障」 
「身長162センチ」「年収132万円」 
劣等感だらけの”負け犬”が 
“ナンパで素人美女343人とセックス” 
“最愛の彼女ゲット” 
を達成した奇跡のラブストーリー 

あなたは、このページを読み進めることで、 
「素人童貞」「彼女いない歴＝年齢」「口下手」 
「友達ゼロ」「低身長」「低収入」「低学歴」 
「あがり症」「ブサイク」「薄毛」「40代50代」 
などのコンプレックス持ちだったとしても、 

「ナンパ経験ゼロ」からスタートして 

30日後には 
・あなた好みの美女と「デート」が簡単にできる 
・女性との出会いに困らなくなる 
・ナンパ地蔵をせずにガンガン声かけができる 
・女性に対する恐怖心の克服 



90日後には、 
・寂しくなるといつでも「彼女」を作ることができる 
・1か月間に新規女性5～10人とセックスできるレベル 
・他人から馬鹿にされたり、ナメられなくなる 
・美女の前でも堂々とした態度をとることができる 
・男としての自信が満ち溢れてくる 
※この辺りまで来ると「周囲のレベル」が 
　低く感じるようになります。 

365日後には、 
・「狙った女性を意図的に落とせる」自信が生まれる 
・「結婚を考えるほど魅力的な女性」を彼女にできる 
・美女と好きなだけセックスできるようになる 
・異性同性を問わずに尊敬され、愛される存在になる 
・女性からセックスを求められる男になる 
・1ヶ月間に新規女性10人～20人とセックスできるレベル 
・旅行先でナンパし、各地域の美女とワンナイトラブ 
※男としての余裕が生まれてきて「仕事」「プライベート」でも、 
　他人から「尊敬される」「一目置かれる」状態になります。 

730日後には、 
・「理想の女性」があなたにベタ惚れ状態 
・「彼女」「セフレ」などの関係をコントロール可能 
・女性から「毎月100万円以上」を貢がせることが可能 
・ナンパや恋愛を「ビジネス」にして稼げるレベル 
・ナンパ以外の「仕事」「家族関係」に集中できる 
※男としての「無敵感」が芽生えるようになります。 



という夢のような状態になっていきます。 

調子の良いことばかりいって、 
どうせ興味を引くために話を盛って、 

「嘘」ついて 
「騙そう」としてんでしょ？ 

と思われるかも知れませんが、実際に、 
僕自身がそのような夢物語を達成してきたのです。 

「あなたも女性関係を充実させたい」 
と心の中で思うのであれば、 
このページを読み進めてください。 

これらの現実を達成するための 
「秘密」を公開します。 

僕の物語の始まりは 
「1人の女性との出会い」 
がキッカケでした。 



巨乳女子大生との失恋体験 
僕が18歳の大学生時代、 
同じ大学に通う女性に「一目惚れ」をしました。 

その片思いをしていた女性の特徴は、 

当時の僕と同じ「18歳」で、 
Gカップくらいの巨乳、 
顔も女性らしく可愛く、 
身長155センチくらいの黒髪ストレート。 

真面目そうだけど、 
笑顔が素敵な女の子でした。 

僕自身は 
「童貞」「恋愛経験ゼロ」「女友達ゼロ」 
それどころか「男友達もゼロ」なために、 

「どうやって口説いて彼女にしたらいいのか」 
「デートへの誘い方はどうしたら」 
「髪のセットの仕方、ファッションもわからない」 



という状態で悩む 
「非モテの典型例」 
みたいな男でした。 

・鏡を見たくないほど自分のブサイクな顔が嫌い 
・身長162センチのチビ 
・アトピーで肌が汚い 
・包茎、短小、遅漏の性的コンプレックス 
・自信がなく、ネガティブな暗い性格 
・アガリ症で初対面の人と会話で緊張で顔が赤くなる 

などの「強い劣等感」も持っていました。 

初めての「一目惚れ」だったので 
「どうしても彼女にして、付き合いたい」 
という欲望を強く持っていました。 

土下座してでも、 
セックスしてみたい 
正直なところ、 
こういった男の欲望もありました(笑) 



なので、少しでも成功率を高めようと、 

・インターネットで恋愛ノウハウを調べる 
・恋愛書籍を一通り読んでみる 
・恋愛系のセミナーを受講 

などで「知識」を入れることから始めました。 

「好意を示した方がいい」 
「女の子はいじられるのが好き」 
「服装や髪型などで清潔感のあるルックスを作れ」 
「誠実そうに見せた方がいい」 

といったことを誰もが言っていたので、 
できる限り全てやろうとしましたが、 
この時点では 

「女友達1人もいない」 
「出会いの作り方わからない」 

という状態で「ノウハウを習得する練習」 
をする場所もなかったので、 
ルックスだけ変えて、 



学校内で、勇気を出して 
「タイプなので友達になってください」 
と緊張で声を震わせながら、 
視線もキョロキョロと挙動不審で声をかけました。 

優しい子だったので、 
「電話番号とメールアドレス」を聞いたら 
「連絡先」を教えてくれました。 

ですが、 

相手からの返信も来ていないのに 
鬼のように一方的にメールをして、 
「ストーカー」のように思われてしまい、 
当然の結果として振られました。 

片思いの女の子からのメールで 

「他に好きな人がいるので、 
　もう連絡してこないでください」 

という感情の篭っていない 
事務的なメッセージをもらったのを、 



今でも覚えています。 

デートすら一度も出来ませんでした。 

「初めての失恋」だったので傷つき、 
胸が張り裂けそうに苦しく、 
食事も喉を通らずに8キロ以上痩せました。 

好きな女なんて一生作らない 
と女々しい考えを持ち始めましたが、 

「綺麗な女性とたくさんセックスしてみたい」 
「好きになった女性と情熱的な恋愛をしてみたい」 
「モテモテの人気者になってみたい」 

といった願望が芽生えていたので、 
恋愛をするのを諦められませんでした。 

さらには、 

「彼女持ちの男に”セックス話”などモテ自慢をされる」 
「クリスマスやバレンタインには彼女いないので寂しい」



「モテないことで、舐められたりバカにされるのが辛い」

といった「ストレス」を感じていたので 
前に進むしかありませんでした。 

そのため、 

「モテるためのコミュニケーション術」 
「女性とセックスする方法」 
「女性と出会いを増やす方法」 
「ファッションや髪のセット」 

などを学び始めました。 

少しずつではありますが、 
「出会い系」「合コン」「クラブ」などで 
女性との出会いを増やせるようになりました。 

ですが、 

「男として魅力を感じない」 
「会話が下手くそで、デートが退屈」 
「いい人なんだけど、友達止まりかな‥」 



といった理由で振られ続けていて、 

どうせ俺みたいな 
口下手なチビは一生童貞 
だと何度も心が折れかけました。 

せっかく、女性との出会いを増やしても、 
全く相手にされずに振られ続けることで、 

『俺みたいな生まれながらの非モテで、 
男友達すら満足に作れないコミュ障は、 
30歳、40歳、50歳になっても、 
ずっと「死ぬまで童貞」で彼女もできないんだ。 

一生、可愛い女の子とデートしたり、 
セックスをすることもできず、 
クリスマスやバレンタインも 
「孤独でボッチ」な状態… 

セックス相手もいないから、 
アダルト動画を見て、 



シコシコと右手で自分を慰めるしかないんだ… 

「非モテ」「童貞臭がする」と 
性格の悪いモテる男に見下されて、 
「惨めな人生」を送るしかない… 

万が一、お見合いとかで、結婚できても、 
「男としての魅力が低い」から、 

奥さんと子供にも舐められて、 
生活費を運ぶATM扱いされて、 
家庭にも居場所がない… 

コミュニケーション能力も低いし、 
大した特技もないから、 
「ブラック企業」にしか就職できずに 
収入も低くて、会社の上司や後輩にも 
　 

「仕事ができない役立たず」 
　 
と陰口を言われて、会社でも居心地が悪い… 

「低収入」だから、 



奥さんもアルバイトに出るしかない。 

パート先の店長に手を出されて、 
寝取られて「セフレ」にされて 
「中出し」されてしまう 
　 
そんな仮面夫婦のような状態で、 
両親も不仲だから、子どもも不良になるんだ。 

女の子の子供なら、 
チャラい不良と付き合って、妊娠させられて 
捨てられて、シングルマザーとして出戻りしてくる 
　 
それで、チャラい不良の子供まで 
養わないといけなくなり、 
　 
一生「奴隷のような惨めな生活」 
を送っていくしかないのでは… 

60歳、70歳になって 
”俺の人生ってなんだったんだろう” 
と涙ながらに死んでいくだけではないだろうか…』 

とかネガティブな将来を考えたりしていました。 



こんなクソみたいな人生が、 
リアルに想像できてしまうほど、 

「コミュニケーション能力も低く、 
　見た目もダサく、要領も悪く、 
　童貞臭のする男」 

だったので 
「ここで諦めたら人生が終わる」 
と真剣に考えていました。 

心が折れそうになっても、 
恋愛ノウハウをインプットして、 
実践をし続けました。 

その結果、 

・21歳の時に童貞卒業 
・22歳の大学卒業までに20人の女性とセックス 
・彼女もできる 
・男友達もできる 

と少しずつ人生が好転してきました。 



ですが、 

突然「ある」運命的な出会いがありました。 

大学4年生の時に、 
インターネット・サーフィンをしていると 
ナンパの成果を報告している 
「ナンパブログ」を発見しました。 

「1日10人の女性とセックス」 
「かわいい女の子とのハメ撮り写真いっぱい」 
「1か月に100人の女性とセックス」 
「20代で1,000人斬り」 

といった内容のブログがあり、 
「なんだ！この男の欲望まみれの 
　下品な世界は！！」 
と興味を持ち始めました。 

そういった興味を抱いたのもあり、 
当時住んでいた沖縄で 



「毎日4人の女性とセックスする1万人斬りナンパ師」 
「”総帥”と呼ばれる海ナンパが得意なナンパ師」 
「自分が抱いた女の子だけを雇うキャバクラオーナー」 

といった地元では有名な「カリスマ・ナンパ師」 
と呼ばれる人たちと出会いました。 

彼らの女性関係はゲスいですが、 
面倒見も良い人たちで、性格も明るく 
覇気もあり、男女ともに人気者でした。 

ストリートナンパとの出会い 
が僕の「運命」を大きく動かしました。 

仕事に関しては、 

・大学生の時に就職活動をして 
　内定が決まっていたが断る 
　そして、起業をして、失敗 

・そのあとフリーター生活 

という「負け犬生活」をしていましたが、 



ナンパという行為を知ってしまったばかりに、 

・可愛い女の子とたくさん遊んでみたい 
・タイプな女性に声かけしてセックスしたい 
・自分にベストな運命の女性を探してみたい 

といった欲望が抑えきれずに、 

23歳の時に、 
「俺はナンパを極める」 
と決意して仕事を辞めました。 

当時は、知り合いの会社で働いていて、 
北海道の人口3万人ほどの田舎に 
住んでいましたが、 

まずは、 
ナンパをするために人口が多い 
「札幌市」に引っ越して 
「ナンパ三昧な毎日」を送ることにしたのです。 

仕事を退職して 
「貯金10万円」を握りしめ、 



札幌市に引っ越しました。 

「家賃1.8万円」のボロアパートに引っ越し、 
毎月の生活費を節約して「5万円以内」に 
抑えました。 

生活費は週2回のバイトで確保して、 
ナンパするための「時間」を作るように 
徹底しました。 

「よし！俺のナンパ師人生がスタートだ！ 
　ナンパをやりまくって、 
　可愛い女の子とデートしまくって、 
　セックスと恋愛をしまくるぞ！」 

と気合いを入れて 
「トークフレーズ」を暗記して、 
服装を整えて「準備万端」で 
街中に出かけて行ったのですが、 

女性に声をかけるのが怖い… 



とビビって声をかけることすら 
出来ませんでした。 

タイプな女の子を発見して、 
女の子の横に並び、目を合わせて、 
声をかけようとすると、緊張して 
「声が出ない」という状態になってしまうのです。 

こういう女性に声かけできない精神状態を 
ナンパ業界用語で「ナンパ地蔵」と呼びます。 

こういう状態が「2か月間」ほど続きました。 

毎日「昼2時」から「夜10時」まで 
足がボロボロになるまで街を徘徊して、 
女性に「声かけした人数はゼロ」。 

声かけすら出来ない自分自身が情けなくて、 
悔しくて、泣きました。 

大学卒業したのに就職もせず、 
会社も辞めて札幌に出てきて、 
女性に声かけすら出来ない日々‥ 



俺の人生はヤバイな。 
終わってる 
とお先が真っ暗で絶望的な状況でした。 

「声かけて上手く話せないのが恥ずかしい」 
「周りの視線が気になる」 
「もしも罵倒されたり、冷たい反応されたらと怖い」 
「無視される失敗をイメージしてしまう」 

と色んな「言い訳」ばかりを 
無意識にしてしまうのです。 

それでも、 
この状態を誰も助けてはくれないので 
「勇気」を出して、ビクビクと震えながら 
声かけをしていきました。 

2か月間ほど、 
「毎日のナンパ地蔵生活」を続けるうちに、 
1日1声かけ、2声かけ、3声かけ、と 
少しずつではありますが、 
出来るようになっていきました。 



そんな中で、 

・女性と会話が成立する 
・女性から連絡先を教えてもらえる 
・女性とカフェや居酒屋でデートできる 

などの成功体験を少しずつですが 
積めるようになりました。 

そして、ついに！ 
ストリートナンパを初めて3か月ほどで 
「ナンパで初エッチ」 
をすることができたのです。 

連絡先を聞いて、後日に 
「居酒屋デート」をして 
「ラブホテル」に行きました。 

ナンパって本当に成功するんだ 
と実感し、興奮しました。 



まるで童貞を卒業した時のように、 
「男としての自信」 
がついてきました。 

そこからコツを掴んで、 
ナンパを始めて1年も経つ頃には、 

「25歳の黒髪ロングヘアの美人OLと 
  ”初めての即日エッチ”」 

「モデル系、アイドル系、OL系、などの 
　セフレが5人できる」 

「巨乳で巨尻なのにウエストが細い体型の 
　エロ漫画に出てきそうな可愛い 
　18歳専門学生の彼女できる」 

「1か月間に、ナンパで新規10人の 
　女性とセックスできる」 

と女性関係が充実してきました。 



結果が出たキッカケ 
があります。 

ナンパを始めた当初は、 
インターネットや書籍などで販売されている 
ナンパマニュアルなどを参考にして、 

・トークテンプレート 
・デートマニュアル 
・セックスへの誘い方 

などを真似をしました。 

ですが、テンプレートを使っていると 
上手くいく時は上手くいくのですが、 

「不自然な会話になって失敗してしまう」 
「恋愛経験が少ない子にしか通じない」 
「精神的に幼稚な子にしか通じない」 

というのに気づきました。 



女性を口説き落とす＝ジグソーパズル 

多くの女性とコミュニケーションをとっている内に、 
「女性心理のパターンは決まっている」 
とわかったのです。 

女性心理のパターンに対して、 
「最適な行動選択」をしていけばいいだけだと 
気づいたことが大きく成功率を高めてくれました。 

これに気づいてから、 
自分で「トークパターン」を 
一から構築していきました。 

最初は 
「タイプの女性10人に声かけしたら 
　1人から連絡先を聞ける」 
といった成功率だったのが、 

「タイプの女性10人に声かけしたら 
　3人から連絡先を聞けたり、 
　デートできる」 



といった風に成功率が 
「軽く3倍以上」になりました。 

「セックスへの誘導率」に関しても、 
「3人とデートしたら、1人とセックスできる」 
といった成功率だったのが、 

「5人とデートしたら、 
　4人とセックスできる」 

といった風に「成功率」が 
向上していきました。 

この理論をここで説明をし終えるのは、 
難しいので、簡単に言えば、 

例えば、 
「A」＋「B」＋「C」 
という女性心理の条件を満たしている時は 
「いじる」というのが効果的。 

「B」＋「C」＋「D」 
という女性心理の条件を満たしている時は 
「褒める」というのが効果的。 



などとパターンが決まっているのです。 

声かけトークに関しても 
「上手くいくパターン」 
「失敗パターン」 
というのが存在しています。 

上手くいくパターンを続けて 
失敗するパターンをやめる 
ということを続けていくことで、 
「成功パターンの蓄積」が起こり、 

「成功率が右肩上がりで積み重なっていく」 

という好循環に入って行きました。 

例えば、 
定番「女性のナンパ断り文句」に 
「帰ります」というものがあります。 

女「帰ります」 



男「ならボディガードしてあげるよ」 
女「(笑)」 
男「この辺、危ない人多いからさ！ 
　　危ないのは、俺か(笑)」 

といったパターンがあるのです。 

こういったトークパターンが 
「声かけ⇒連絡先を聞く・その日にデート」 
といった出会いを作るトークを成功させるまでに 

「定番トークで、100パターンほど」 
「全てで、300パターンほど」 

があります。 

成功トークパターンを一度構築してしまえば、 
「同じトークを繰り返し話すだけ」 
でバンバンと成功するようになるのです。 

「デート時のトークパターン」 
も別にあります。 

（この理論の詳細は、別に解説しますので 



　期待して待ってください） 

東京へナンパ修行に出発 
ナンパに興味を持ち始めたのも 
「東京のナンパ師が書いているブログ」 
がキッカケでした。 

僕自身も少しは 
「ナンパの実力」がついたのもあり、 

「1日10人の女性とセックス」 
「かわいい女の子とのハメ撮り写真いっぱい」 
「1か月に100人の女性とセックス」 
「20代で1,000人斬り」 

こんなことができる 
東京の有名ナンパ師とは 
「どんな凄いナンパの技を持っているのか」 
興味がありました。 

そこで 
「ナンパを極めるため」 



「自分の実力を試すため」 
に東京へ引っ越すことに決めたのです。 

東京に行く時も、 
「貯金が10万円」 
しかなかったので、 

東京の新宿にあるシェアハウス運営の 
WEBサイトの運営、掃除などを 
手伝うことで、家賃と光熱費を 
無料にしてもらいました。 

食費も浮かして、ナンパ活動費に 
「お金と時間と体力」 
を全てつぎ込みました。 

札幌でのナンパ修行でやってきたことは 
十分に通じました。東京でのナンパ生活1か月目から 

・1か月間で12人の女の子とセックス 
・街に出てナンパしたら毎回1人以上とセックスできる 

といった結果を出すこともできました。 



そこで「俺はナンパができる」と調子に乗って 

男の欲望を開放する日々 
に入りました。ナンパによりハマっていき 

・1か月間で新規32人の女性とセックス 
・1日最高5人の新規女性とセックス 
・セックスフレンド最大23人 
・自分好みの性格とルックスの彼女と交際スタート 

といった色んな欲望まみれの毎日を送っていました。 



 
※ナンパしていた時のお気に入りの彼女たちとの写真。

　モザイク入りでも公開はしたくありませんが、 
　嘘ではなく真実だという証拠に繋がれば 
　と思って掲載します。 

ナンパ活動をしていたエリアも 
「新宿、渋谷、池袋、などの若者の街」 
だけではなく 

「銀座、有楽町、新橋、六本木、 



　などの大人の街」 

でもやっていたので、 
遊んでいた女の子も多種多様でした。 

「年齢」も 
「可愛い18歳」から「セクシーな35歳」くらい 
までと色んな世代の女性と遊んでいました。 

女性の職業も 

「有名大学の女子大生、美容系の専門学生、 
　合法JK、などの学生系」 

「OL、看護師、美容師、エステティシャン、 
　女社長、保育士、教師、などの昼職系」 

「AV女優、キャバ嬢、風俗嬢、などの夜系」 

「アナウンサー、グラビアアイドル、ダンサー、 
　地下アイドル、などの特殊な職業」 

などと色々と各業界の面白い話を 
聞かせてもらい「世界観」が広がりました。 



女の子の体型も、 

「Gカップのムチムチなエロい体型の巨乳キャバ嬢」 
「148センチAカップのアイドル顔な幼児体型」 
「身長172センチのモデル体型の美女」 
「手に収まらない巨乳のＪカップ巨乳お姉さん」 

など、様々な女性とロマンチックな夜を 
重ねることができました。 

僕は「エロいこと」が好きなので、 

コスプレ、ローションプレイ、SMプレイ、 
リモコンローターで外を歩かせる、青姦、乱交、 
生クリームプレイ、など色んなことをしました。 

1番の思い出は「グレーな行為」なので、 
真似しないで欲しいのですが、 
23歳の雑誌モデルをやっている 
Eカップのドエムな女の子に 

「膝上20センチのミニスカートの 
　女子高生の制服とニーハイ」 



を着させて、 
「朝7時頃の京王線の満員電車」で 
「痴漢プレイ」をやったことです。 

満員電車の中で、 
彼女の下着の中に手を入れて、 
性感帯を責めました。 

オーガニズムに達した時に 
膝をガクガクさせて「電車の手すり」 
につかまっていました。 



オーガニズムの快感で腰が落ちないように 
我慢していた姿を覚えています。 

そのあとに、 
痴漢プレイで前戯をした後は、 
渋谷のラブホテルでエッチな行為をしました。 

こうやってナンパでの出会いを通して、 
多くの女性を抱き、恋愛をしてきて 
「楽しい思い出」がたくさん出来ました。 

「恋愛術」「ナンパスキル」を 
もっと極めたいと思い、 

カリスマホストから 
洗脳術を継承 
してもらうことを目指して 
「ホストの世界」 
に入ることにしました。 

僕は「ビールの中ジョッキ半分」 
で酔えるほど「お酒も弱い」ので、 



毎日吐いて身体がボロボロになりながら、 
ホストの先輩たちから技を学んでいきました。 

アングラでヤバイ世界なのかと思いましたが、 
意外と「面倒見のいい人」が多くて、 
楽しい日々を過ごさせてもらいました。 

2年くらいホストの世界で働いて、 
多少は売れたりして、 
「100万円単位の報酬」 
を得たりもできました。 
 



ホスト時代に「高額シャンパン」を入れて 
もらった時の写真です。 

そんな中で 
「この人、マジでスゲ～」 
と思えるホストの師匠と出会うことができて、 
本来の目的である 

「どんな女性でも意図的に惚れさせる」 
「”あなたがいないとダメ”と依存状態にさせていく」 
「浮気性な女性でも”一途”にさせてしまう」 

といったテクニックを 
伝授してもらった後に引退しました。 

男としてカス、クズ、最低 
10年ほどの「恋愛、ナンパ修行」を通して、 
わかったことがあります。 

最初は、僕自身の「男の欲望」を 
女性にぶつけていました。 

「失恋した復讐心から、色んな女の子にモテたい」 



「色んなタイプの美女を抱きまくりたい」 
「恋愛しまくってモテモテになりたい」 
「女性を惚れさせる技を身につけて女性を支配したい」

といった自分勝手なゲスい願望を体現しようと 
毎日必死に泣きながら恋愛を学んできました。 

軽く数千人以上の女性とデートして、 
数えることもできないほどの女性を 
抱いてきました。 

多くの女性を口説き落として、 
惚れさせてきました。 

ヤバイ人間だと引かれるかも知れませんが、 
「女性を自分の道具かのように 
　考えていたクズ男」 
だと自覚できる過去もあります 

女性を惚れさせて、 
道具のようにセックスをしまくり、 
飽きた途端に「ヤリ捨て」したこともあります。 



女性に「お金」を貢がせるだけ貢がせて、 
最後に不要になったら捨てたこともあります。 

「望まない妊娠」をさせてしまって、 
女性の心も身体も傷つけたこともあります。 
（さすがに、深く罪悪感に苛まれました） 

たくさんの「嘘」もついてきました。 
多くの女性を「傷」つけてきました。 

逆に、 

女性が経済的に困っているというので 
同情して、家賃分の8万円を貸して、 
貸したあとに「音信不通」になったこともあり、 
少額ですが「詐欺被害」にあったこともあります。 

ホスト時代も接客トークが下手すぎて、 
女性に「お酒」を顔にかけられたことも 
あります。 

僕自身は惚れていたのに 
女性に「セフレ扱い」をされて、 



逆に「ヤリ捨て」されたこともあります。 

大好きな女性と真剣に交際し、 
自分の魅力不足のため振られて、 
「失恋」して、心を病んで自暴自棄に 
なったこともあります。 

ナンパも、恋愛も上手くいかなくて、 
「心が折れて」全てを投げ出してしまいそうに 
なったこともあります。 

辛すぎて、死にたくなったこともあります。 

恋愛やナンパ活動を通して、 
僕自身もたくさん傷つき、 
多くの女性を傷つけてきましたが、 

女性から愛、自信、生き方を教わる 

こんなクズ男なのに、 

・僕が辛い現実に直面し、心が折れそうな時は、 
　抱きしめて、癒して、勇気づけてくれる 



・僕が体調を崩して辛い時は 
　優しく看病をしてくれる 

・僕が金銭的に困っていると、 
　援助をしてくれて、 
　生活の面倒を見てくれる 

こういった女性が1人や2人ではなく、 
たくさんいました。 

僕の家庭は少し複雑で、 
10歳から祖父母の家で育てられ、 
「両親の愛情」が欠けていました。 

引き取られた祖父母も過激な性格の人たちで 
夫婦喧嘩の際は「包丁」を振り回して 
怒鳴りあったりしていました。 

そのため、 
中学生くらいから高校卒業くらいまでにかけて、 
思春期だったこともあり「強い孤独感」のため、 
「家出してホームレス生活」「自殺未遂」 
などをしたこともあります。 



「人と深く関わるのが怖い」 
「自分の全てが、嫌いで自信がない」 
「寂しくて死にそうになる」 

人生に希望を持てずに、 
絶望し、心が腐っていました。 

僕のカラッポな心を 
「女性の優しさ、思いやり、愛情」 
が埋めてくれました。 

女性は僕に 

「生きる力」 
「男としての自信」 
「他人と深く関わる喜び」 

を与えてくれました。 

女性たちは僕に 



「男らしく生きることの大切さ」 
「本当の優しさや思いやり」 
「他人とのコミュニケーションの取り方」 

を教えてくれました。 

今となっては、 
女性に「感謝、尊敬、愛情」が溢れています。 

ナンパは人生の一発逆転ツール 
ナンパ、恋愛、を学ぶことで、 
一般社会で生きていくのが困難な状態にいた 
僕の人生は大きく好転しました。 

そこで、 

当時の僕と同じような 
「コミュ障、自信喪失、劣等感の塊、自暴自棄」 
な状態のために「孤独で寂しい人」に向けて、 
恋愛やナンパを教える仕事を始めたのです。 

この仕事を始めて5年くらいになります。 



今まで、嬉しいことに、 
1000人以上の男性を「生徒さん」に 
持たせてもらいました。 

多くの男性に「彼女」ができたり、 
「セックスパートナー」 
ができるようになりました。 

「100人斬り」をして 
「遊び人」になった人もいます。 

僕が把握しているだけでも、 
素敵な女性と出会い、 
「結婚」をした方々も3組ほどいます。 

実際に、結婚式に呼んでもらい、 
参加をしたこともあります。 

奥さんからも「素晴らしい出会いのキッカケ」 
を作ったことで感謝されて照れました(笑) 



 
世間では 

「ナンパというのはヤリモクなチャラい男がやるもの」

「女性との出会いを積極的に求めるのはダサい」 
「恋愛を学ぶとか恥ずかしい」 

といった一般論もあると思います。 

でも、1番ダサいのは 



「自分の心に嘘をついて、見栄や恥ずかしさ、 
　恐怖心などのために行動を起こさないこと」 

だと僕は考えています。 

「自分の心」に「嘘」をついて、 
10年後、20年後に残る感情は 

「あの時に、一歩踏み出して、 
　行動しておけば良かったなぁ」 

という「後悔」だけです。 

そういう人を1人でも減らして、 
ナンパや恋愛を学ぶことで、 
「人生を良い方向に変えて欲しい」 
と思っています。 

あくまでも 

「ナンパは女性や仲間との 
　出会いの手段」 



「恋愛やナンパを学ぶのは、 
　男磨き、成長、進化のため」 

なのです。その結果、 

「彼女やセックスパートナーができる」 
「セックス体験人数が増える」 
「エッチな楽しい思い出」 

なども出来てくると思います。 

最も大事なことは、 

「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、会話力」 
「人間心理、女性心理の熟知」 

といった「深い学び」や「スキル」が身について、 
ストレス少なく「楽に生きていける」ように 
なる事です。 

これらのスキルを活用することで、 
仕事においても 



・出世 
・年収アップ 
・キャリアアップ 
・起業や副業で成功しやすい 

といった好循環に入っていきます。 

とは言っても、ただ闇雲に 
恋愛やナンパを学べばいいわけでもありません。 

色んな「自称凄腕ナンパ師」とも 
交流をしてきましたが、 

女性をバカにするな！ 
と思うことがたくさんあります。 

事例１： 
「精神的に弱そうな子、恋愛経験が少ない子 
　ばかりを狙って1000人斬り、2000人斬り 
　をして自慢している」 



⇒「楽に口説けるからといって 
　　精神不安定な子と遊んで楽しい？ 
　　弱い者イジメして楽しいの？」 

⇒性格もルックスも魅力的な女性を 
　口説いていけるようにならないと 
　ナンパスキルの意味はありません。 

事例２： 
「1日100人以上に声かけする」 

⇒「街中にタイプな女性って、そんなにいる？(笑) 
　　セックスできれば誰でもいいのか？ 
　　1人1人へのアプローチが雑過ぎない？」 

⇒声かけ数は1日10人、20人も 
　声かけすれば十分成果は出ます。 

事例３： 
「自分よりも格下の女の子と経験値を踏んでいけ」 



⇒「格下って、女性は踏み台ですか？ 
　　女性をバカにする人間性の男が、 
　　魅力的な女性から相手にされるか？」 

⇒「タイプだと思うから声をかける」 
　というのが正解です。そこで関係を深めて、 
　性格などの細かい部分がタイプかどうかを 
　選別していきます。 
　　 

などと疑問に思うことが多く、 
「非効率な活動の仕方」 
をしている人ばかりです。 

ナンパの声かけは 

「女性に声をかけて、楽しんでもらったり 
　自分の魅力を伝えていくことで、 
　男として興味を持ってもらう」 

ために行う出会いの手段です。 

だから「自分の魅力」さえ高まっていけば、 



女性への声かけ数は少なくていいのです。 

僕自身も「最大1日50人」ほどしか 
声掛けしたことがありませんが、 
それでも「最大1日12連れ出し（デート）」 
を出来ています。 

僕自身も「ナンパのコツ」を掴んだ後は、 
「ルックスがタイプの女性」を見つけて、 
「3人～5人」に声かけすれば、 
1人とはデートができるようになりました。 

さらに嫌悪感を感じる行為として、 

「女性に中出しして、妊娠させて逃げる」 
「女性とのハメ撮りを無断でSNSにアップする」 
「女性からお金を搾取するだけして捨てる」 

こういった女性を「道具」「オモチャ」 
のように扱う人たちを見ていると 

「頭がオカシイのではないか？」 
「義理も人情もないのか？」 
「人間のクズか。男として情けなくないのか？」 



と思っています。 

ホストをやっていたことがある僕から見ても 
「この人たち人間的に大丈夫か？」 
と思ってしまいます。 

世間のナンパ師よりも、 
まだホストの方がまともな人間性を持っています。 

そして、こういう人たちが、 
「ナンパ ビジネス」 
「恋愛ビジネス」 
といったもので「小遣い稼ぎ」をしています。 

こういったビジネスは、 
僕がナンパに興味を持ち始めた 
「10年以上前」からずっと存在しています。 

その結果、10代、20代、30代の 
将来有望な若い世代に対して、 

「歪んだイビツな女性軽視の考え」 



「他人を見下す思考」 
「自己中心的な考え方」 

といった悪影響を与えてしまうのです。 

一度染み付いた「思考（マインド）」 
というのは取り除いて、新しい思考に 
変えるのには「年単位」で時間が必要です。 

一度染み付いた思考＝洗脳 

と言えるので「脱洗脳」を 
し直さないといけないので大変です。 

こんなクソみたいな教育をして、 
「害虫みたいな男ども」を増やしてしまう 
教材、講習、セミナー、が溢れているからこそ、 

“真面目”で”いい人”ほど 
結果を出せるナンパ学習法 
を公開することにしました。 



僕は「恋愛・ナンパ・心理学の勉強」を 
今日に至るまで「13年以上」してきました。 

「数多くの恋愛やナンパの先輩」に相談し、 
アドバイスをもらってきました。 

・日本でトップのナンパグループの先輩たち 
・歌舞伎町でトップ3に入るカリスマホスト 
・毎月1000万円以上を貢がせる伝説的なヒモ 

といった人たちからもノウハウを 
教わってきました。 

確かに、彼らはスゴいです。 

でも、 

みんな 
「ノリとセンスで学習して結果を出す」 
というタイプばかりでした。 

「恋愛やナンパ系のノウハウは 
　体系化されていない」 



というのが現実です。 

50年以上の歴史があるホストの世界でも 
「先輩を見て学べ」というスタイルが 
未だに続いています。 

だから、 
カリスマホストと呼ばれる人が店を出しても 
そこの従業員たちが売上を伸ばせないので、 
9割以上の店が潰れていきます。 

残った1割の店も大半は、 
「カリスマホスト本人が売上を上げることで 
　なんとか店が存続している」 
というケースが大半です。 

ヤル気があって、真面目に取り組みさえすれば、 

「恋愛初心者が最速最短ルートで、 
　恋愛・ナンパ・ホストの 
　コミュニケーション術を 
　学べる学校があればいいのに」 



という願望から 

「ナンパの学校」 

というオンラインスクールを 
始めることにしました。 

他人のことを「あーだこうだ」言いたくないのですが、

やはり「業界レベルの低さ」に 
「ア然」としてしまうことが多々あります。 

既にスタートはしているのですが、 
他の有名なナンパ講座に入っている人も 
多く参加していますが、 

事例１： 
パンダ   「プレッシャーかけないと、ナンパは成功しませんよ」 
生徒さん「え？プレッシャーって何ですか？初めて聞きました」 
パンダ　「（えー！そんなことも教えていないんだ）」 

事例２： 
生徒さん「トーク・テンプレートを覚えてナンパしています」 



パンダ   「テンプレは逆効果だよ！ 
　　　　　パターン別の女性の口説き方をしないと。 
　　　　　女性は不自然で違和感を感じますよ。」 
生徒さん「え？テンプレしか教わってこなかったです」 
パンダ「（えー！そんなことも教えていないんだ）」 

といったケースばかりでした。 

だからこそ、ナンパの学校では 
「基礎から丁寧に教えていく」 
「段階を踏んで成長していけるカリキュラム」 
を組んでいます。 

人間が成長するシステム 
恋愛やナンパを教えるという「教育」に 
関する仕事をしているので、 
「人間の成長とはなんだろうか？」 
ということをよく考えます。 

今のところの答えとして、成長とは 

１：生存（生きていくため） 
２：繁殖（セックスするため） 



という「人間の本能的な欲求」を満たすために、 
「必要な要素」を身につけることだと考えています。 

ほとんどの男性は 

「生存」するのを楽にするため、 
「お金」「地位」「能力アップ」 
を求めているはずです。 

「繁殖」「モテる」ために 
「年収アップ」「筋肉つける」「地位や肩書き」 
などを求めて仕事やトレーニングを 
していると思います。 

原始時代に近いケースだと 

「”暴力”に通じる肉体の力」 
「狩猟などで”食料”を確保する力」 

が重宝されてきました。 

北海道の先住民であるアイヌ民族などでは 



「金銭などを確保するために木彫などの 
  “彫刻が上手い手先の器用な男”が 
　女性にモテた」 

と言われています。 

両方とも当時の環境において 
「生存・サバイバル」 
に必要な力を持つ男が 
「女性にモテた」ということです。 

現代の文明社会においては、 

「人間心理を熟知した 
　コミュニケーション能力が高い男」 

が「経済力」を手に入れやすいために 
異性同性問わずにモテます。 

うつむいて、 
暗い顔して、 
オドオドして、 
何を言っているかわからない、 
退屈でつまんない、 



といった特徴の人で 
「社会的に成功している人」 
を見たことがありますか？ 

仮にいたとしても、 
「かなり特殊な才能を持っている」 
という珍しい事例だと思います。 

ビジネス、政治、音楽、ゲーム、 
映画や漫画などの作品、などに関しても、 

「他人の心に訴えて、感動させる」 
「他人と共感して、繋がる」 
「他人を癒して、安心させる」 

といった「コミュニケーション」 
「心理」に関するものを提供している人が、 

「人気を集める（ステータス）」 
「高い報酬を獲得する」 

といった結果を手にしやすいです。 



もちろん、現代においても 
「肉体的な強さ」「高い技術力」 
なども魅力の一つですが決め手に欠けます。 

「暴力」は、国家において 
警察や軍隊などの国家権力に集中し、 
一般人の暴力は「法律」などに 
縛られています。 

なので「肉体的な強さ」を 
発揮できる場面は少ないでしょう。 

「手先の器用さ」もパソコンやロボットなどの 
「機械」にとって代わられてきており、 
以前ほどの重要度はありません。 

こういったものよりも現代では、 

「好印象を与えることができる」 
「人のモチベーションを上げるのが得意」 
「男女問わずに人気者」 
「他人の気持ちを理解する能力が高い」 
「感情が安定している」 



といった「コミュニケーション能力の高い男」が 
多くのセックスチャンスを獲得できます。 

コミュニケーション能力＞肉体的な強さ 

が「異性を獲得する魅力」においても 
重要だと言えます。 

少し難しい話になってきましたね。 

簡単にまとめると、 
ここで言いたいのは 

「生存やセックスを獲得するのに、 



　時代に適応できる男になることが成長」 

だということです。 

成長＝時代への適応 
ということは理解したとしても、 
「じゃあ、どうしたら現代へ適応できるのか？」 
というと、 

１：成功している人のパターン 
２：失敗している人のパターン 

を把握することが大切なことです。 

例えば「モテる男性」を観察すると、 
彼らの大多数の場合は 

「トークが上手だったり、 
　聞き上手と会話能力が高い」 

「服装や髪型がオシャレだったり、 
　仕草や歩き方が洗練されていて、 
　視覚的な好印象を与えている」 



「顔が明るく、目に力があり、 
　態度が堂々としており覇気がある」 

などの「成功パターン」を持っています。 

「筋肉が大きい」「彫刻が上手い」 
などもプラス要素にはなりますが、 
それだけでは「女性にモテる」となりづらいのは 
簡単にイメージがつくと思います。 

現代という時代においての 
「成功する理論・ルール」 
を学ぶことが大切なのは 
理解していると思いますが、 

「失敗する理論・ルール」 
もあります。 

「失敗ルール」にハマっているのに 
気づかないで、何年も悪循環に 
入っている人も多いです。 

人によって欲望は違うと思いますが、 



例えば、30歳になって、 

「女性にもモテない」 
「会社で1番の出世コースに乗れていない」 
「同年代の数倍の資産を築けていない」 

といった場合は 
「失敗している人と同じパターン」 
にハマっている可能性は高いです。 

「理想状態」を未達成＝失敗パターンに突入中 

というシンプルな話です。 

全ては「結果」が物語っています。 

「プロセス」さえ「正しい方向性」であれば 
「1年～3年」と時間が経過するたびに、 
周りよりも「ズバ抜けた結果」が 
出てくるのは当然なのです。 

「行動パターン」 
「思考パターン」 



「感情パターン」 

といった「プロセス」が間違っていると 
10年、20年、50年と活動しようと 
ずっと失敗続きの人生になってしまいます。　 

女性にモテたいならば 
「女性にモテるルール」を学んで、 
それを実践で体現していけばいいだけなのです。 

ですが、今の世の中は「情報過多」になって、 
「情報に振り回されている人ばかり」 
なのです。 

ヤル気があって 
真面目な人ほど失敗続き 
ヤル気のやる人ほど、 
熱心に情報収集をするので、 
インターネット上にある 

「ゴミレベルの情報」 



に振り回されてしまって、 
「時間とお金」を損しています。 

情報の良し悪しを見極める目がないと、 
情報販売をしている人の「養分」にされて、 
彼らに「へへへ、バカを騙して儲けてやったぜ！」 
と思われる「屈辱」を味わうことになるのです。 

最初の「ルール」自体が間違っていると 
あなたの「才能」が潰れてしまい、 
全てが上手くいきません。 

極端な事例かも知れませんが、 
「サッカーはボールを手で持って走り回るもの」 
だというルールを信じて10年練習していたら 
どうなるでしょうか？ 

みんなが知っている「サッカー」という 
足でボールを蹴るゲームは一切上達していません。 

世間の恋愛やナンパシーンにおいて、 
これくらいズレているケースが多いので、 
「ヤベーな、このアホな現状は！」 



と思っています。 

例えば、恋愛ノウハウでよく出てくる 

「女性をいじればいい」 
「誠実に振る舞えばいい」 
「女性を褒めればいい」 

これらは半分正しく、半分間違っています。 
（詳しくは講座で話していきます） 

しまいには、 

「筋トレして”色黒”にしろ」 
「俺様な感じで”上から目線”で口説け」 
「1日100人は声かけろ」 
「度胸をつけるのに街中で歌え」 
「キャラをコロコロ変えて女性を混乱させろ」

などなど… 
「え？アホなの？(笑)」 
と言える恋愛ノウハウもあります。 



今回の「ナンパの学校」ではジゴロパンダ自身が 
「数多くの失敗と成功」を積み重ねて、 
「ゼロ」から「成果」を出してきた中で、 

「実際に試して、 
　どんな女性にも効果のあった方法」 

「確実に実戦で効果的なテクニック」 

「だけ」を集中的に教えていきます。 

実際に、僕自身が使用しているものだけを 
教えていくので「机上の理論はゼロ」です。 

「成功パターンと失敗パターン」も 
教えていきますので、 

僕自身がしてきた 
「同じミスや失敗」 
を避けることもできます。 

「13年間以上」かけて学んできたことを 



伝えていきますので、 

無駄なく、最短ルートで 
成果を出していくことが可能となるのです。 

最新の学習システムも学んでいるので、 

・人間の発達心理学 
・プロスポーツで使われるコーチング 
・ハーバード大学などの一流校の学習メソッド 
・NLP（神経言語プログラミング） 
・メンタルトレーニング 
・カウンセリング 

といった手法も取り入れて、 
「科学的な学習プログラム」になっています。 

ホスト時代の師匠に教わった言葉で 

小細工は使うな。王道を行け 
というものがあります。 

「恋愛における王道」とは 



「女性心理を理解して、 
　女性の心を満足させること」 

なのです。 

「女性に嘘をついて騙すこと」 
「小賢しいトーク・テクニックを使うこと」 

そういうことをしても 
「賢い女性」には通じません。 

女性は馬鹿ではありませんので、 
あなたの「下心」「男の欲望」「嘘」 
は全て見抜いています。 

男性と一緒で女性も多種多様ですので、 
「幼稚な女性」「お馬鹿な女性」もいます。 

そういう女性であれば騙すことも 
可能かも知れません。 



賢い女性でも「一時的」に 
騙すことは出来るかも知れません。 

ですが、 

賢い女性は失敗から学んで 
「男の良し悪し」を学習していくので 
必ずバレます。だからこそ、 

「女性心理を理解して、 
　女性の心を満足させること」 

を徹底していく必要があるのです。 

この王道さえ守っていれば、 
女性は自然と惚れてくれます。 

「ナンパの学校」は 
ダサい小細工ではなく、 
「王道」を教えていく学校なのです。 

あなたが「この教え」を実践していくことで、 



男の欲望を満たす”あなたの未来” 
を時系列としてイメージしていきましょう。 

ナンパはしたことがあるけど、 

「ナンパしているけど出撃のたびに 
　デート相手を作れない」 

「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」 

といった「ナンパ初心者」だったり、 
ナンパしたことがなくても、 

「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ずに 
　妥協した女性相手しか抱けないのかもと不安」 



「40代50代だけど若くて可愛い子と付き合いたい」 

といった恋愛初心者だったとしても、 
構いません。 

「ナンパ経験ゼロの完全初心者」 
の成長プランとして、 

30日後には 
・あなた好みの美女と「デート」が簡単にできる 
・女性との出会いに困らなくなる 
・ナンパ地蔵をせずにガンガン声かけができる 
・女性に対する恐怖心の克服 

90日後には、 
・寂しくなるといつでも「彼女」を作ることができる 
・1か月間に新規女性5～10人とセックスできるレベル 
・他人から馬鹿にされたり、ナメられなくなる 
・美女の前でも堂々とした態度をとることができる 
・男としての自信が満ち溢れてくる 
※この辺りまで来ると「周囲のレベル」が 
　低く感じるようになります。 

365日後には、 
・「狙った女性を意図的に落とせる」自信が生まれる 
・「結婚を考えるほど魅力的な女性」を彼女にできる 



・美女と好きなだけセックスできるようになる 
・異性同姓を問わずに尊敬され、愛される存在になる 
・女性からセックスを求められる男になる 
・1ヶ月間に新規女性10人～20人とセックスできるレベル 
・旅行先でナンパし、各地域の美女とワンナイトラブ 
※男としての余裕が生まれてきて「仕事」「プライベート」でも、 
　他人から「尊敬される」「一目置かれる」状態になります。 

730日後には、 
・「理想の女性」があなたにベタ惚れ状態 
・「彼女」「セフレ」などの関係をコントロール可能 
・女性から「毎月100万円以上」を貢がせることが可能 
・ナンパや恋愛を「ビジネスで教える」ができるレベル 
・ナンパ以外の「仕事」「家族関係」に集中できる 
※男としての「無敵感」が芽生えるようになります。 

徐々に、少しずつではありますが、 
あなたの人生が大きく動き始めてきます。 

こういった他の男たちが「憧れる女性関係」を 
あなたが手に入れるための「学習カリキュラム」を 
構築したのが「ナンパの学校」です。 

最新学習システム 
ナンパの学校の「学習システム」は 



どのようなものかというと 

●授業内容 
１：毎週1回届くメイン教材 
２：裏メルマガ受信権利 
３：会話のネタ帳 
４：”映画と本”でモテる男になる教材 

●実践サポート内容 
１：宿題・プレゼント連動システム 
２：ジゴロパンダへのメール質問・相談権利 
３：「ナンパ仲間と交流LINEグループ」への参加権 
４：リアル勉強会・交流会への参加権利 
５：専用メンバーサイト利用権利 

合計「9つ」になります。 

「インプットする授業」 
「アウトプットするサポート」 
の2ジャンルに分かれています。 

・ナンパスキル 
・基本的な会話スキル 
・会話の話題の選び方 



・女性の口説き方 
・セックスへ誘導する方法 

さらに深い技術として、 

・惚れさせて彼女にする方法 
・セックスフレンド関係維持法 
・表情や仕草などのボディランゲージ 
・時間やお金の管理術 
・エネルギーマネジメント 

などの理論やトレーニング方法を 
インプットする教材たち。 

そして、 

教材でインプットした成功理論を 
アウトプットして「体現」していく 
ためのサポート。 

効率よく学習を進めていくために 

・ジゴロパンダからの直接サポート 
・質疑応答サポート 



・ナンパ仲間たちとの交流 
・宿題システム 

などを導入しています。 

「一人で実践し続けることができるか不安 
　なので仲間や先生が欲しい」 

「熟練者にアドバイスをもらって 
　最短コースで成長したい」 

「学んだ知識の理解を最大限に活かしたい」 

といった要望に応えるサポート体制になっています。 

それでは、それぞれの授業やサポート内容が 
どのようなものなのか詳しく説明していきます。 

授業1：最速最短で結果が出るナンパ教材 
～ナンパで成功できるノウハウを凝縮～ 

これがオンラインスクール「ナンパの学校」の 



メイン教材になります。 

ジゴロパンダが実践をして体系化してきた 
「ナンパで成功するための知識・ノウハウ」 
が凝縮された教材を「毎週1回」 
あなたのメールボックスにお届けします。 

「下の画像」のような教材の視聴URLリンクが 
貼られたメールが毎週届きます。 



教材のボリュームは「1回60分前後」。 

・ナンパでの会話の仕方 
・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 

などを「ナンパ経験ゼロ」の状態から 
「段階」を踏んで学んでいくことができます。 

教材は「MP3」「PDF」などのデータで 
お渡ししますので、家族や友人に 
受講していることがバレることは 
絶対にありませんので安心してください。 

・iPhone 
・Android系スマホ 
・パソコン 

などを使用した 
「インターネット通信環境内」 
で視聴可能です。 



データとしてダウンロードも可能ですので、 
「スマホ」「タブレット」「パソコン」 
などに一度ダウンロードをしてしまえば、 
「インターネット環境外」でも視聴できます。 

通勤や通学中に聞けば良いだけなので、 
あなたの貴重なプライベートの時間を 
失うことはありません。 

1日10分視聴すれば、1週間分の授業を 
聴き終えることができるボリュームです。 

通勤や通学などのスキマ時間に学習をして、 
仕事終わりや週末はナンパ活動に集中して、 
女の子と遊ぶことができます。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●発行周期： 
週に１回 

●提供方法： 
①：週に1回、ご指定のメールボックス宛に 
　　データをお届け（教材自体の配送はありません） 



②：メンバー専用ページからも入手可能 

●形式： 
MP3音声 もしくは PDFデータ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

教材2：裏メルマガ受信権利 
～「ナンパの学校」の生徒だけが 
　　受け取ることができる濃厚メールマガジン～ 

例えば、メルマガテーマの極一部ですが、 

・根拠のない自信を手に入れる方法 
・落ち込んだ時の立ち直り方 
・ナンパするヤル気が出ない時の対策12選 
・友達0人から親友を作る方法 
・女性の拒絶ガンシカへ対処するトークフレーズ 
・自由な「時間」と「お金」を手に入れる方法 
・女性の緊張を解きほぐすアイスブレイク術6選 
・即日ゲット実践テクニック 

などなど「80個以上のテーマ」 



について話しています。 

とても価値の高いコンテンツです。 

【補足】 
＃配信は週に1～2回 
＃テキスト or 音声 or 動画でお届け 



●授業3：会話のネタ帳 
～女性を口説く際の会話話題集～ 

ナンパの学校2年目からの教材になります。 
（13か月目～24か月目に配信） 

1か月間に「2テーマずつ」渡していきます。 
（別教材が多い月は1テーマ） 

「女性と何を話したらいいのか教えて欲しい」 
「女性との会話を盛り上げる話題が欲しい」 
「職業別、性格別の口説き方を知りたい」 

といった要望に応えるために、 

・職業別女性の口説き方 
・女性の性格別口説き方 
・恋愛話、下ネタの話題の使い方 
・手相、人相、血液型占い 
・女性のファッション、美容整形 
・流行の音楽 
・グルメや飲食店 

など「21個のテーマ」における 



会話教材を用意しました。 

「会話のネタ帳」というタイトル通り、 
「何を話せば女性との会話を盛り上げて、 
　女性を口説き落とすことができるのか？」 
という悩みを解決する教材です。 



上の画像のようなレポートが 
毎月2テーマずつ配信されます。 

これらを学習することで、 
女性との会話ネタに困ることはなくなるでしょう。 

2年目以降の配信になりますので 
1年目の「1か月目～12か月目」は視聴できません 
ので勘違いしないように注意してください。 

すぐに視聴したい場合は「2年集中受講コース」 
で申し込みしてください。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●発行周期： 
1ヶ月間に1～2回 
※すぐに手に入れたい方は 
「2年間集中コース」に申し込み下さい。 

●提供方法： 
①：月に1～2回、ご指定のメールボックス宛に 
　　データをお届け（教材自体の配送はありません） 
②：メンバー専用ページからも入手可能 

●形式： 



PDFデータ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

授業4：”映画と本”でモテる男になる教材 

ナンパの学校2年目の教材になります。 
（13か月目～24か月目に配信） 

1か月間に「映画と書評を1テーマずつ」 
渡していきます。 

「どの本を読めば成長して成功できるか教えて欲しい」

「モテる振る舞いを視覚で学べる映画を教えて欲しい 

といった要望が一定数あるので、 
ジゴロパンダがオススメする 
「映画」と「本」を読んでもらいます。 

「表情や仕草のボディランゲージの学習」 
「話し方、ジェスチャーなどの伝え方の学習」 
「モデリングの仕方」 



などを学んでもらうための教材になります。 

「映画」と「本」を読みながら、 
楽しく恋愛やナンパを学べる教材です。 
上の画像のようなレポートを毎月お届けします。 



例えば、 

「○○ページの△△という部分を 
　重点的に読んでください」 

「この映画の○○分の△△という部分を 
　重点的に見て真似してください」 

といった紹介をしています。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●発行周期： 
1ヶ月間に「書評と映画の各シリーズ」を1回ずつ 
※すぐに手に入れたい方は 
「2年間集中コース」に申し込み下さい。 

●提供方法： 
①：月に2回、ご指定のメールボックス宛に 
　　データをお届け（教材自体の配送はありません） 
②：メンバー専用ページからも入手可能 

●形式： 
PDFデータ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



ここからが「サポート体制」に紹介です。 

サポート1：宿題システム 
～知識を入れるだけよりも 
　成長スピードが10倍以上に加速～ 

あなたにお渡しする 
毎週1回の「教材」で学んで、 
「インプット（吸収）」をする。 

そのあとに、 
成長スピードを加速させるために、 
「アウトプット（消化）」 
するための「学習システム」になります。 

多くの人が本や教材を読んだり、 
セミナーに参加しても何も変わらなかったり、 
成功ができないのはインプットだけで 
満足してしまうからです。 

結果を出すためには 
アウトプットの「質」が重要になります。 



インプットばかりして 
「結果」がついてこない人は 

「ノウハウコレクター」 

と呼ばれますが、そうならないための 
システムだと思っておいてください。 

「宿題の内容」は毎週の教材に関連した内容を 
「実践のナンパ」で使えるようにするための 



「エクササイズの感想」を送ってもらうものなど 
非常に簡単なものばかりです。 

宿題に取り組む時間も 
「毎週10分程度」 
です。楽しみながら出来る内容です。 

そして、 
あなたの成長や進化を「実感」 
できるような内容になっています。 

提出義務はなく、強制ではありません。 
「提出は任意」です。 

あなたが結果を出す確率を高めるために 
取り入れたシステムです。 

是非、活用してみてください。 

●宿題ポイントについて 
「宿題ポイント」というシステムも 
導入しています。 



簡単に説明すると、宿題を提出すると 
「1～2ポイント」付与されます。 

この獲得したポイントは、それぞれの 
「ポイント専用プレゼント」 
と交換することができます。 

「ナンパの学校」では、メイン教材以外にも、 
下記のような大変ユニークで 
価値の高いコンテンツを提供しています。 

今のところプレゼントコンテンツの一部が、 

・ナンパ地蔵克服12の方法 
・ボディランゲージの見本解説動画 
・ルックス改善コンサル権利／メール・電話 
・女性が必死に求める男になる7つのキャラ 
・不良やヤクザが使っている恋愛心理術 
・ジゴロパンダへの電話コンサル権利／1時間 

※随時追加されていきます。 



これらの教材を入手するためには 
「宿題ポイント」が必要になります。 

宿題を提出するか否かは 
あなた次第ですが、 

「ナンパの学校」に参加してくれた 
メンバーには必ず結果を出してほしい 
という気持ちから導入したシステムなので、 
思う存分に活用してください。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
宿題入手・提出方法： 
・週1回教材をお届けするタイミングで、 
　メンバー専用ページに「その週の宿題」がアップ 
・メンバー専用ページからオンライン上で提出 

提出特典： 
・提出ごとにポイント(1～2ポイント)を発行 
・獲得ポイントに応じて各種プレゼントと交換可能 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



サポート2：メール質問・相談権利 
～専用フォームからいつでも 
　ジゴロパンダへメール送信OK～ 

メンバーサイト内には、 
［質問申請＆相談申請］ 
の専用フォームが設置されています。 

こちらから送信されたものに関しては、 
ジゴロパンダが必ず目を通します。 

「ナンパの学校」で学んでいく上で 
解らないことがあれば遠慮なくメールしてください。 

メール自体は「24時間」いつでも送信可能です。 

参加人数も多いために、 
個別の回答はお約束できませんが、 
「Q&A集」として公開しています。 

・声かけ、トーク編 
・ネットナンパ編 
・女性心理編 
・アポ取り編 



・関係構築編 
・魅力、ボディランゲージ編 
・セックス・ギラつき編 
・自己コントロール編 

などに対して回答したものが 
100個以上の音声としてアップしてあります。 

1本5分～10分程度の音声です。 
合計すると、軽く10時間以上の 
「Q&A集」の音声が既にあります。 



上の画像は『トーク・声かけ編』のものです。 
『トーク・声かけ編』だけで33個の質問に 
回答しています。 

「どうしたら上手くいくのかわからない」 
と1人で抱え込まないで、ジゴロパンダへ 
遠慮せずに相談をしてください。 

【補足】 
＃回数は無制限 
＃ナンパの学校の内容に関する事から 
　個人的な相談までＯＫ。 
＃対応はメッセージのみ。 
　電話相談は別サービスになります。 

サポート3：「限定LINEグループ」参加権 
～レベルの高いナンパ仲間と出会えて、 
　お互いに刺激し合える～ 

「先生」と「生徒」という関係だけではなく、 
「同級生」「先輩」「後輩」といった関係性も 
LINEグループで作っていきます。 



悩み１：女の子に1人で声をかけるのは心細い 
→そんな時に仲間を見つけることができます 

悩み２：ナンパが上手くいかなくて1人で悩んでいる 
→悩みを相談できる仲間ができる 

悩み３：成長スピードが遅くて凹んでいる 
→馴れ合いではなく、 
　お互いに同じ成功ノウハウを共有して 
　応援し合える仲間を作ることができる 

このようなメリットが有ります。 
こうやって盛んに、みんなでやり取りをしています。 
（もちろん、交流は強制ではなく任意です） 

インターネット上には 
「ナンパ仲間募集掲示板」 
「ツイッター」などの 
交流するツールがあります。 

昔、僕もこれらを使ったことがあり、 
30人以上は会ったことがあります。 

正直「適当にナンパをやっている」という 



スキルレベルもモチベーションも 
低い人ばかりでした。 

上の画像のように仲間同士で「交流」をしています。 



この「ナンパの学校LINE掲示板」では 
「女性にモテるようになって人生を本気で変えたい」 
という向上心の塊のような人が集まっています。 

こういう「向上心の高い仲間」と交流をすることで、 
自然とナンパに対するモチベーションやスキルが 
高くなっていくのです。 

●LINEグループの使い方 

①一緒にナンパ活動を行う「合流要請」をすることが 
できる。参加人数が増えたら「関東」「関西」「東北」
「九州」「北海道」などと分けていく予定です。 
「地蔵防止に指名ナンパ」「使える飲食店の情報交換」
「効果的なトークの情報交換」などに役立ててくださ
い。 

②「同じ教材や環境」で学んでいる仲間と 
　一緒に取り組むことで成長はさらに加速します。 
　ディスカッションをしたり、教え合うことで 
　教材の理解も深まっていきます。 

③「結果報告」をLINEグループ内ですることも可能。 



　みんなで応援しあったり、励まし合って、 
　ナンパのスタートダッシュに役立ててください。 
（女の子のハメ撮りなどのアップは 
　無意味な競争心を生むので禁止です） 

④ジゴロパンダが直接回答することもあります。 
　すぐにでもシェアすべき悩みには、ジゴロパンダが 
　直接回答をして、コミュニティ全体のレベルを 
　アップしていきます 

⑤LINEグループで「最新のナンパ情報」をシェア。 
「連れ出し場所」「効果的なトーク事例」 
「オススメのナンパスポットの追加」なども 
　仕入れ次第、追加していきます。 

⑥当たり前ですが「LINEグループ」での交流は 
　強制ではありませんのでご安心ください 

【補足】 
＃コミュニティ運営のためのルールを設定しています。

　例えば「地蔵トークをしないで声をかける」 
「自慢は嫉妬を生むのでNG」 
「お金の貸し借りは禁止」 



「宗教やビジネスへの勧誘は禁止」などです。 
＃ルールは常時追加していきます。 

サポート4：「勉強会」「交流会」参加権利 
～ジゴロパンダからの直接指導＋仲間との交流～ 

・女性との会話トークの具体的な方法 
・セックスへ誘導するテクニック 
・イケメンに見せるヘアセット、ファッション 
などを「直接指導」していきます。 



会場の場所代、セミナー機材レンタル代、 
スタッフ人件費、などがありますので 
基本的に参加は「有料」になります。 

「1か月～2か月に1回くらい」 
のペースで開催しています。 

勉強会と交流会込みで 
「1万円～2万円程度」が多いです。 



もちろん、参加は強制ではなく「任意」です。 

この場では、ジゴロパンダに 
直接ナンパ指導を受けたり、 
質問をしたりできます。 

直接会ってナンパ仲間と情報交換をしたり、 
悩みを共有したりするのも 
ナンパスキルの成長に役立ちます。 

さらに、学生時代の部活のように、 
「本音」で語りあったり、同じ目標に 
向かって協力して立ち向かったりすることで、 

お互いの全てをさらけ出して信頼しあえる 
「本物の仲間」となる「親友」ができます。 

交流会では「飲み会」「食事会」などを 
やったりしています。 

あなたは毎週届くナンパノウハウを学んで、 
それを素晴らしいナンパ仲間と 
共に情報交換しながら「楽しく活動」をする。 



ジゴロパンダとの勉強会や交流会で 
ナンパノウハウを正しく理解して、 
使いこなすことができているのかを確認する。 

こうしていくことで、 
ナンパのスキルだけではなく、 
人生自体も豊かになっていきます。 

「開催場所」は、 
参加者の人数、全体的な利便性を 
考えた場所を選択。 



人数が増えるまでは現段階では、 
「東京」「大阪」がメインになります。 

●参加メリット： 
①勉強会でジゴロパンダに 
　直接指導や直接質問などをすることができる 

②向上心の高いナンパ仲間とお互いに向上点を 
　指摘し合ったり情報交換ができる 

③オンラインではなく直接対面で会うことにより 
　交流が深まる。横のつながりが増える 

④バックグラウンドが多様な人と 
　出会うことができて、価値観が広がる 

サポート5：専用メンバーサイト利用権 
～あなた専用のアクセスIDとパスワードを発行。 
　このサイトに教材やサービスを凝縮～ 

「ナンパの学校」のメンバーになった 



あなたには「専用メンバーサイト」への 
アクセス権利があります。 

参加後、すぐにメンバーサイトにアクセスできる、 
「あなた専用のIDとパスワード」が発行されて、 
あなたのメールボックスに届きます。 

会員サイトで出来ることは、 

①配信済みの教材バックナンバーを 
　確認したりダウンロードできる。 



これから毎週あなたのメールボックスに 
メインコンテンツが届くわけですが、 
このサイトで全てのコンテンツを 
簡単に復習できます。 

内容を復習するのに過去に受信したメールを 
引っ張り出す必要はありません。　 

②宿題提出機能を利用可能。 
　後ほど解説しますが、 
　各週の宿題を提出することで、 
　ポイントが貯まり、 
　サービスを受け取ることができます。 

③質問や要望を送信可能。 

④退会手続きも会員サイトから24時間可能 
参加した後に「もう辞めたい！」 となった場合は、 
こちらから無人で簡単に「退会」することができま
す。 

⑤勉強会や交流会の知らせや最新情報をUP 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
●会員サイト内で出来る事： 
・配信済み講座（バックナンバー）の確認 
・お知らせや最新情報の閲覧 
・宿題の提出、過去に提出した宿題の確認 
・宿題ポイントの確認及び、コンテンツとの交換  
・質問や要望の送信 
・退会申請 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

これらが「ナンパの学校」の 
学習システムになります。 

それでは、実際の 

「ナンパの学校」の授業内容を公開！ 

「どのような内容が話されるか」 
もわからないまま受講を始めるのは 
不安だと思います。 

あくまでも、 



ページボリュームの関係で極一部ではありますが 
具体的な授業の内容を紹介していきます。 

その具体的な内容とは… 

1stカリキュラム：「ナンパの成功法則」 
催眠術師から学んだ芸能人級の美人を 
”緊張せずに”堂々と口説き落とせる 
強靭なメンタル構築法とは？ 

＞「ナンパに引っかかりやすい美女」を98％の確率
で見分ける方法-何万人もの女性をナンパしてきた経
験からナンパ成功率の高い女性のデータ化に成功！あ
なたはこのデータを基準にヤりたい美女を見つけて声
を掛けるだけでナンパが成功するようになるのです… 

＞美女でも緊張しないで堂々と会話できるメンタルコ
ントロール - あなたは性格のキツそうなスタイルの良
い美人だったり、アイドル級の可愛い子だとビビって
ませんか？私が美女をナンパして即日セックスできる
メンタルを手に入れた4ステップ式トレーニング方法
を公開！このトレーニングを「毎日3分」実行すれ



ば、狙った美女の前で堂々とした態度で振る舞えるよ
うになるでしょう 

＞「Fカップ以上の巨乳女性」とだけ出会う方法 - こ
れは「ある」場所で女性にナンパをしている時に、偶
然発見した出会いスポットです。このスポットは声を
掛けても優しい女性が多いので即日セックスも楽勝で、
さらに巨乳の女性が多くて興奮しました！誰にも知ら
れたくはありませんがあなただけにお教えします… 

＞あなたの「声の使い方」を利用し女性を魅了する「耳
と脳」の関係とは？ - ここで教える「声の低さ」で話
してください。おそらく、相手女性は「あなたの話」
を聞いてないでしょう。彼女はあなたの「声だけ」を
楽しんで、性的興奮を覚えるからです。 

＞コミュ障のナンパ初心者でも成功する「出会いスポッ
ト5選」 -恐ろしいほど簡単に魅力的な女性たちを落
とせる貴重な出会いスポットリスト！今現在「穴場」
となっているため「セックス」するための出会いを量
産することができます。ライバルの強豪ナンパ師たち
に知られると一瞬で食い尽くされてしまう可能性があ
ります。絶対に友人や仲間に教えないことをオススメ
します！ 



＞ナンパ地蔵するのは過去の「ある」トラウマが原因
だった！ - この原因を正確に把握することで、緊張す
る事がなくなり、堂々とアプローチする事が出来ます。

＞勃起力もなくなり体型も崩れてきた50歳の男性で
も「20代の若くて可愛い女性」をゲットすることが
可能になる「ハイエナ理論」とは？- この理論を利用
すると、若くて美しい女性ほど「イケメンの20代や30
代の同年代の男」よりも「大人な男であるあなたのこ
と」が気になって仕方がなくなります。 

＞「ナンパ地蔵の7つの克服法」とは？ - これは「心
理カウンセラー」が頻繁に使う手法を応用したナンパ
地蔵克服法です。これを使うことにより「周りの目が
気になる」「恥ずかしい」「美人が怖い」「勇気が出
ない」というネガティブ心理を排除することが出来ま
す。さらにポジティブな心理になるので女性の前で男
らしく堂々と振る舞えるようになります。 

＞ナンパの成功率を高める「10の必殺アイテム」と
は？ - 100人斬り以上の上級ナンパ師ならば必ず持っ
ている10の秘密道具があります。これらを使うこと



により「魅力的な男」だと女性は錯覚してしまいます。
その詐欺的な秘密アイテムを暴露！ 

＞女性ウケ抜群のルックスを構築する「ファッション
の3ルール」とは？ - ファッションはお金をかければ
良いというものではありません。この法則を守った上
であれば「予算3,000円」で、女性から「オシャレ」
だと認識されて「セックス対象」に入ることができま
す。 

＞ナンパ活動で意識すべき4つのトラブル防止策と
は？ - ナンパをしていると「ナンパした女性」「警
察」「キャッチ」「スカウト」「女性の彼氏」などと
のトラブルが起こる可能性があります。それらを未然
に防ぐ4つの手法を具体的に解説！ここで話すポイン
トさえ押さえておけば安全にナンパ活動を行うことが
出来ます。 

＞ブサイクをイケメンに変える「3つの秘密道具」と
は？ - 顔が悪いために女性に連絡先を聞いても嫌な顔
をされる…これら「3つの道具」を使えば、女性から
第一印象でガラッと好感を持たれます。最初から女性
が満面の笑みで接してくれるようになり、女性に声を
かけるのが楽しくなります！ 



＞仮性包茎を「1週間」「2,000円」でズルムケにす
る手法とは？- 僕が仮性包茎を「7日間」でムケチン
にした手法を完全公開！真性包茎ではなく「仮性包茎
レベル」ならば10万円以上の高額の包茎手術をする
必要はありません。余ったお金を洋服やデート費用に
当ててください。 

＞「完ソロナンパ」をガンガン実行する「メンタル構
築法」とは？ - ナンパ仲間がいたりコンビナンパだと
女性に声を掛けることができるが、1人だと心細くて
地蔵してしまう…こんな状態にならずに、完ソロナン
パで堂々と女性に声をかけ続けることができる「自己
催眠術」の手法を伝授！ 

＞セックスできる可愛い女の子と出会える「ベストな
ナンパ時間帯」とは？ - 「活動時間帯」の選択次第で
「連絡先ゲット数」「連れ出しデート数」が「5倍」
変わります。ナンパをするたびに「彼女やセフレ候
補」「セックス相手」を見つけることができるために
は「活動時間」の選び方は必須です！ 

２ndカリキュラム：「ナンパのトーク」 



女性が声をかけられた瞬間に、 
「セックス対象に入る男かどうか」 
を見極めるため「無意識」に使用してる 
「心理テスト」の合格法とは？ 

＞ストリートナンパで女性に「拒絶されない声かけ方
法」とは？ - 女性心理に基づいた声かけ方法なので、
無視されることが極限まで減ります。そのため「超奥
手な男性」に向いている声かけアプローチです。（ヒ
ント：第一声は5文字のフレーズ） 

＞東京で有名な「ナンパ業界のレジェンド」に教わっ
たナンパで成功するための「秘密質問トーク」とは？
- 女性がNOと拒絶できなくなる質問の仕方。この手
法を使えば、狙った女性のLINE、住所、性癖、性感
帯、趣味、スリーサイズ、何でも聞き出せるようにな
ります。 

＞女性からの食いつきが最も高くなる「トークテンプ
レート」 - わざと「見た目をモテなく冴えない男」だ
と見せる事で「女性のゲット率」を3倍以上に向上さ
せる意外な心理テクニック！実際に1,000人以上の女



性に試して効果が明らかになったトークテンプレート
を全て公開！ 

＞一般のライバルナンパ師とは次元が違う「一流ナン
パ師」の声かけテクニックとは？ -もしもナンパで「す
みません」「何しているの？」「道を教えてくれませ
んか？」といった低レベルな声かけをしているなら、
今すぐに止めて下さい！女性が一瞬で笑顔になり、あ
なたに魅力を感じ出す声かけ方法を伝授します。 

＞女性が声をかけられた瞬間に「男性の魅力度」を見
極めるために使用している「心理テスト」の合格法と
は？- あなたがこの心理テストに失格すると女性はあ
なたを「無視」してしまいます。ある「１つの事」を
実行するだけで、このテストの全てに合格をする方法
を伝授します。（ヒント：3秒以内に、身体のあると
ころに意識を集中すること） 

＞「彼氏のいる女性」から連絡先を聞き出す「トーク
台本」 -「この子、可愛いな」と一目惚れしても「彼
氏がいるから」と断られるケースがあると思います。
そのようなケースでも連絡先を教えてもらうトーク台
本を公開！この台本通りに話せば、彼女にできない可
能性もありますが「セックスまで持っていく」ことは



可能です。非道徳な方法かも知れませんが、どうして
も「ヤりたい女性」の場合に使うようにしてください。

＞女性が「あなたのことが好きかも？」という恋心を
抱き始める「催眠術トーク」とは？- あなたから女性
に好かれようとしなくても良いのです。このトークテ
クニックを使えば「女性からあなたに愛されようと必
死に努力をする」ようになります。私はあなたがこの
テクニックを使ってみて、あまりの効果に驚く顔が楽
しみです。 

＞エロい女かどうかを確認する「3つの質問」とは？-
私は女性によっては美人か、ブサイクかに関係なく「出
会ってから30分以内」にセックスに持っていくこと
が出来ます。それは声をかけた時点で「エロい女性か
どうか」を見極めているからです。私がすぐにヤりた
い時にナンパで使っている「3つのエロ女 判別チェッ
クリスト」を公開！ 

＞女性との会話で「何を話したら良いのかわからない」
と「沈黙」してしまうケースで効果的な「5つのトー
クの話題」とは？ - 会話下手、口下手な人のための
「トークの台本」を用意しました。ただ「台本」通り



に「真似」して話せば、あなたは女性との会話を盛り
上げることができます。 

＞女性から「無視をされないトーク」とは？-女性特
有の「幼少期の経験」から必ず反応してしまう「ある」
トークの話題があります。もしも女性に無視をされて
「冷たい態度」をされるのが不安なら、このトークを
使ってください。優しい笑顔であなたと接してくれる
ようになります。 

＞「待ち合わせをしている女性」に有効なトークと
は？ - 彼氏や友人と待ち合わせをしている女性に声を
かけても「待ち合わせしてるので」と断られたことは
ありませんか？待ち合わせの女性に、ここで教えるトー
クを使って誘惑してみてください。彼氏との待ち合わ
せをドタキャンしてでも、あなたと一緒に飲みに行き
たくなるでしょう… 

＞女性の「ある」部分をエロい目で見ることで「性的
な興奮をさせる方法」とは？ - 女性は「ある」部分を
凝視されると子宮がムラムラと、うずいて興奮し始め
ます。これはワシントン大学の生物学チームの研究に
よって科学的に証明されたデータに基づいた手法です。



＞女性を惹きつける「6つの会話テクニック」とは？-
これらを使えば女性は満面の笑顔であなたに接してく
れます。その結果、通常の10倍以上のスピードで親
密な関係になり、即日セックスを達成することが出来
ます。このテクニックを全て公開！ 

＞「片思いの女性」を好きになる気持ちをコントロー
ルする方法 - 気持ちが盛り上がって女性に好意を押し
付けて相手女性に引かれてしまう。こんな精神状態で
は「失恋コース」は当然…「恋愛感情コントロール」
の手法を使えば、あなたが「恋している女性」を前に
しても同性の友人と話すように気軽に会話できるよう
になります。その結果ベッドインして、交際に発展す
る確率が大幅に上がります。 

＞女性の警戒心を解く「エモーション・トーク」と
は？ - 私のナンパ成功率が高いのはこの「必殺トーク」
を使っているからです。女性に「緊張感のある初対面」
ではなく、昔からの親友や兄弟のような「安心感」の
ある心理状態に「すり替える」ことができるのです。
今まで誰にも教えたことのない、このトークの全貌を
公開！ 



3rdカリキュラム： 「ナンパLINE術とデートの誘い方」 

「最大２３人」にまで増やした 
セックスフレンド管理術を伝授 
月曜から日曜日まで毎日違う女性と 
セックスを楽しむ方法を完全公開！ 

＞女性との「デートの約束」を取り付ける「LINEテ
ンプレート」とは？ - このテンプレートは「女性心理
の流れ」に沿ったシステムになっています。そのため
「女性に断る理由」を与えずに、自然な流れで女性と
デート当日まで誘導していくことが可能です！ 

＞連絡先を聞いた女性と「セックス確定デート」にす
るための「5つのチェックリスト」とは？ - このチェッ
クリストを埋めると、女性はあなたに対して好意と信
頼を抱き始めます。その結果、スムーズにボディタッ
チ、キス、セックスまで導くことができるでしょう… 

＞「風俗嬢」を彼女やセフレにする方法 - あなたはお
気に入りの風俗嬢が出来たことはありますか？その風
俗嬢に「お客さん扱い」をされずに「私の奢りでもい



いから、あなたと店外デートしたい」と思われる「風
俗嬢の恋愛心理」を刺激する口説き方を伝授！ 

＞ジゴロパンダが最大23人まで増やせた「セックス
フレンド管理術」とは？ -ジゴロパンダが最大23人の
継続的なセックスパートナーを維持していた時の「セ
フレ管理術」を公開！あなたの場合は、さすがに23
人のセフレは不要だと思いますが、月曜から日曜まで
毎日違う女性とセックスをするために7人のセフレを
同時に作ってみるのは面白いかも知れません… 

＞女性と「LINE」で親密になる「6つの文章テクニッ
ク」とは？ - アプローチした女性からLINEを聞いて
も「既読スルー」「未読スルー」と無視をされて「死
に番」になってしまう…女性から好意的な返信をもら
い「心理的な距離」を極限まで縮めた状態で、デート
できるLINEテクニックを具体的に解説！ 

＞ナンパ活動を継続するための「モチベーション維持
する6つの方法」とは？ - 「無視」「冷たい反応」「舌
打ち」「失敗続き」などで女性に声をかけるのが恐怖
になりアプローチをする勇気が出ない…気持ちが落ち
込んでも、すぐに回復して、あなた自身の「ヤル気」
を高く維持する「モチベーション管理術」を伝授！ 



＞「キャバ嬢」を口説く心理テクニックとは？ - キャ
バ嬢を普通に口説いても「お客さん扱い」されて営業
を掛けられるだけです。僕自身が同じ水商売の「ホス
ト」をしていたからこそ知っているキャバ嬢の心理を
利用して口説く方法を完全伝授！これを使えばお客さ
んではなく「特別な男」のポジションに入り「彼女
化」「セフレ化」しやすくなります。 

＞口数の少ない「口下手な男性にマッチした女性の口
説き方」 - 女性の前で話す話題もないのに「無理」を
して話す必要はありません。女性が「ある」反応をし
た時に、女性の肩を抱き寄せるだけで女性は落ちます。
口下手男性が女性を口説くためには、女性の「ある」
反応を見抜くだけでいいのです。 

＞出会った女性とデートしても「即日セックス」が出
来ない「4つの原因」とは？ - この原因を知らないと、
せっかく「あなた好みの女性」と出会えても、親密な
関係まで発展することはありません。チャンスを逃し
て落ち込まないように、事前に失敗原因を潰しておく
ことをオススメします。 



＞ナンパでの「連れ出し率」が「10％」を超えない
最大の原因とは？ - あなたが10人の女性に声をかけ
て1人以上を連れ出すことができないのは「ある」原
因を理解していないからです。この原因を理解して改
善することで、あなた好みの美女を連れ出して即日
セックスすることができるチャンスが一気に増えます。

＞ナンパで女性に「第一声」を掛けた後に「冷たい態
度」「無視」だった時の対処法とは？ - 見知らぬ男に
声を掛けられるナンパでは「女性の反応が冷たい」こ
とが頻繁にあります。こんなネガティブな状況から、
あなたへの態度を180度変えて「好意的で温かい態
度」で接してくれる対策法とは！ 

＞女性を「いじる」ためのトーク台本とは？ - 女性を
いじることは、心理的な距離を縮めたり、笑顔をもら
える効果的な会話テクニックです。「いじるトーク」
をあなたも使いこなせるように具体的なトークの台本
を用意しました。あなたはこの真似をすれば、 自然
と女性をいじるテクニックをマスターすることができ
ます… 

＞ナンパで「100人斬り」をする最短ルートとは？ - 
ナンパを本格的に始めて1年も経たずに「100人斬り」



を達成した私がその手法を完全公開！この手順に従っ
て、突き進めば1年後には「体験人数100人以上」に
なります。これで「モテる男」「恋愛マスター」「カ
リスマ」として同性の友人や同僚などから「尊敬」さ
れるようになります… 

４thカリキュラム：「ナンパの心理テクニック」 
Gカップ巨乳、モデル体型、アイドル顔、 
スレンダー美脚…「あなたの性的フェチ」 
を完全に満たした女性を厳選し、 
ホテルへ連れ込む心理テクニックとは？ 

＞女性の「性欲」を刺激する「11語のフレーズ」と
は？ - 女性にこのフレーズを発するだけで、女性特有
の感性を刺激し、性的興奮してきます！女性が無意識
であなたに身体を近づけてくるようになるので、容易
に「肉体関係」へ発展させることが出来るようになる
でしょう… 

＞ナンパで「都合の良いセフレ」を作る心理操作と
は？ - あなたに対して「セックス」や「金銭」といっ
た貢ぎ物を笑顔でしてくれる女性に調教（洗脳）する
「非道徳」な手法があります。この手法は「ナンパを



通して人生を逆転したい」と真剣に考えている「あな
たにだけ」に教えます。悪用されたら困るので、ナン
パ仲間や友人などには絶対に教えないでください！ 

＞「スト高で美人女性」ほどナンパ成功率が高くなる
「3つの心理テクニック」とは？-高レベルの美人だけ
に存在する「心の穴」があります。その女性の満たさ
れない「心の穴」を満たすテクニックを使えば、連れ
出しや即日セックスが余裕で出来るようになります。
これは「スト高攻略」には欠かせないポイントです… 

＞女性が勝手に寄ってくる「魅力フェロモンを出す方
法」とは？ - 計算尽くされた「アピール基準」を守っ
てください！それにより、あなたに対して女性が魅力
を感じて、女性から「デート」に誘ってきたり、デー
ト中に「オッパイ」をこすりつけてくるようになりま
す！これはルックスや年齢に関係なく、男性であれ
ば、誰でも実践できる方法ですので安心してください。

＞120分8万円以上する「高級風俗嬢」とプライベー
トで出会って「セフレ化」する3ステップ - 手順通り
に行えば、アイドルやモデル級のルックスをした高級
風俗嬢と出会い、LINEで会う約束をして「無料」で



肉体関係を持つことが簡単にできます。この手順は風
俗嬢が持つ特有の心理を「悪用」したものですのです
ので、彼女たちを利用して搾取するのは絶対に止めて
ください。 

＞女性に連絡先交換をOKさせる2つのテクニック - 75
万円の高額心理学セミナーで教わった「女性があなた
の誘いを断ることに罪悪感を感じさせる」ズルい心理
テクニックをシェア！このテクニックを使えば、女性
から「強制的に」連絡先をゲットすることができます。
もちろん、ホテルに誘う時にも使えますが、少し「卑
怯な手法」なために「罪悪感」を感じるかも知れませ
ん… 

＞なぜ女性は「不良」を愛するのか？ - 秘密の生物的
なメカニズム…女性が不良を愛する構造である「性の
選択理論」を理解してください。そうすると、女性は
あなたに「オスの魅力」を感じて簡単に「セックス対
象」の中に入ることができるようになるでしょう。 

＞男嫌いの女性に「あなただけは特別」だと自動的に
思わせる方法（この方法は、女性が男嫌いになった
「トラウマ」を悪用する手法です。心理カウンセリン



グの技術を応用した非道徳な方法ですので、友達など
に教えて口外しないでください） 

＞見た目を「年齢マイナス15歳」に錯覚させる方法
とは？ - あなたが「50歳なら35歳」「40歳なら25
歳」だと女性に錯覚させて、美人で若い女性をゲット
する方法です。女性の脳の認知機能を歪ませる裏技を
公開！ 

＞ナンパで出会った女性に「食事や飲み代を奢らせる」
心理テクニックとは？ - ナンパ活動において費用を出
来るだけ節約したい人に朗報！ケチな私が女性にご飯
を奢らせて1円でも節約しようと努力してきた手法を
全て公開。これは女性の「ある」心理を的確に理解し
てあげることが成功ポイントです… 

＞初対面の女性にカッコイイ男だと評価される「5つ
の仕草」とは？-女性の前でこれらの仕草をしてくだ
さい。そうすると女性はあなたのことを「カッコ良く
て魅力的な男」だと勘違いし始めます。その結果、女
性は「あなたと一緒にいたい」「一度、抱かれてみた
い」という衝動を抑えきれなくなります… 



＞狙っている女性に嫌われないための「3つの絶対的
ルール」とは？- 女性に嫌われることを無意識にやっ
てしまっている男性が急増しています。それによって
「タイプな女性」に嫌われてしまい、男として相手に
されません。あなたが好きな女性に「冷たい態度で拒
絶」をされないためには、事前にこれらのルールを知っ
ておいてください。 

＞美人に対して「奥手でアガリ症」な状態を克服する
「自己催眠4ステップ」とは？-あなたは「初対面の可
愛い女性や美人の前」だと意識し過ぎて「緊張」して
しまいませんか？…そんな状態を克服して、堂々と女
性を口説けるメンタルを手に入れる手順を具体的に公
開！ 

＞どうしても抱きたい女性に「セックスを了承させる
トーク台本」とは？ - 童顔巨乳、モデル体型、色っぽ
い顔、スレンダーな脚、といったあなたの性的なフェ
チを完全に満たした女性と出会うと、土下座してでも
セックスしたいと思うものです。そういう女性と出
会った時に高確率でヤレるトークを伝授！この方法は
グレーな方法なので「特別な女性」にのみ使うことを
お勧めします… 



5thカリキュラム：「ナンパで美女をゲットする方法」 

「女性の本能」と「対人心理学」を 
”悪用”したナンパ成功テクニック！ 
美女と初対面で出会ってから 
2時間以内に即日セックスする 
ための「3ステップ」とは？ 

＞ナンパで「即日セックス」するために「最も成功率
の高い3ステップ」とは？ - 300人以上の女性とセッ
クスをしてきた成功経験から構築した「セックスに誘
導する具体的な手順」を公開！あなたはこの手順に
従っていけば「自然な流れ」で、出会ってから2時間
後には女性とお互いの肉体を激しく求め合っているこ
とでしょう… 

＞街中で「すれ違う美女」をデートに誘って「80％
の確率」で０Kさせる具体的なステップとは？（ヒン
ト：女性の無意識を利用） 

＞「モデル」や「売れっ子キャバ嬢」などのチヤホヤ
されている「美女」を「即日ゲット」できるトーク台



本とは？- このトーク台本は「美人」であるほどに避
けられないシステムになっています。1流の心理カウ
ンセラーであれば誰もが使う深層心理学の手法をナン
パに応用しました。 

＞初対面の女性と出会ってから「1時間以内」に性欲
を感じさせて、キスをOKさせる心理テクニックと
は？ -このテクニックを使えば、ホテルや自宅に「無
言」で連れて行き、室内で女性の身体にボディタッチ
するだけで女性が性的興奮し出すので、簡単に肉体関
係に発展します。余計なことを喋らないことが成功の
ポイントです。 

＞2020年以降に取り入れなければいけない「最新の
セックス誘導テクニック」とは？ - 社会情勢によって
女性の心理状態が変化しています。そのため、ナンパ
業界では、数年前に実践していた方法が通じなくなる
事もあります。この情報を知って「セックスへの誘い
方」をアップデートしてください！ 

＞毎月新規の美女10人とセックスする「時間管理
術」 - 「ブラック企業」で働く多忙なサラリーマンで
も可能です。この方法を使っている「僕の友人である
ナンパ師」は「毎朝7時から終電まで週6日働く」と



いうデスマーチを行進していましたが、それでも「セ
フレ7人」「毎月、新規女性10人以上とセックス」
といった「セックス中毒」ぶりを発揮しています。 

＞コンビニ、アパレル、カフェ店員を落とす「店員ナ
ンパ」の3ステップ - ストリートナンパに恐怖を感じ
る場合は店員ナンパから始めてください。この3ステッ
プの順番通りに行えば自然な流れで「可愛い制服を着
た女性店員」から「連絡先」をゲットすることができ
ます。ただし効果絶大なので乱用はしないでください。
あなたの行きつけのお店がセックスフレンドだらけに
なってしまいます… 

＞「スト高な美女」ほど落としやすくなる「方程式」
とは？ - この方程式に落とし込んで「美女を口説くだ
け」で、女性から喜んで服を脱いでくる悪魔のテクニッ
クです。「美人だけ」が持つ「ある心理」を利用した
方法ですので、このテクニックを使われた女性は避け
ることは出来ません‥ 

＞女性と「複数人プレイ」「乱交」するための「スイッ
チの法則」 - あなたは3Pや4P、6Pなどの乱交パー
ティーを「人生の中で一度くらいはやってみたい」と
憧れたことはありませんか？女性の「快楽スイッチ」



を押すテクニックを伝授します。このスイッチを押せ
ば女性はあなたの「モノ」をむしゃぶり尽くしたい衝
動を抑えきれなくなります…その流れで「乱交」に持
ち込んでください 

＞ステータス好きな「キャバ嬢」「アイドル系」「モ
デル系」「パパ活女子」の女性と出会ってから「30
秒以内」にやると「簡単に落ちてしまう心理マジック」
とは？ - どんなにルックスランクの高い美女であって
も、この心理マジックを使えば、勝手に落ちてくれま
す。（ヒント：彼女らが持つ「見栄」「虚栄心」を利
用した口説き方） 

＞キャバ嬢などの水商売女性だけが持つ心理を悪用し
た「セフレ化攻略法」- 水商売女性を「彼女化」もし
くは「セフレ化」する取り扱い説明書を公開！ 

＞いきつけの「可愛いコンビニ店員」を確実に落とす
ことができる「3往復ルール」とは？ - コンビニで働
く女性特有の心理があります。その女性心理に基づい
た方法なので、自然な雰囲気で連絡先を教えてくれま
す。コンビニ店員攻略法の必勝法を伝授！ 



＞ナンパした女性と「短時間で親密」になるために「最
もオススメなデート場所」とは？ -「彼女候補・セフ
レ候補とのデート場所」「即日セックス狙いのデート
場所」は異なります。このデート場所次第で、女性と
の関係性は決まります。「目的別デート戦略」を公
開！ 

＞出会った女性と「即日セックス」を成功させる「3
つの極意」とは？ - ナンパで即日セックスを量産する
ために欠かすことができない極意をあなたに伝授！こ
れを使えば毎日違う女性とセックスを楽しむことが出
来るようになります。この極意を使って、私は「1か
月間で最大新規32人の女性」とセックスすることに
成功しました。 

＞「コンビナンパ必勝法」とは？ - 「2対2」「3対3」
などでの複数人ナンパを成功させるためには必勝法が
あります。それを公開！「コンビナンパ必勝法」を使
うことで、あなたの親友と 「3P」「4P」「５P」と
「乱交プレイ」を楽しむことも出来ます！（1人で女
性に声をかけるソロナンパが不安なら、最初はコンビ
ナンパから始めるのもオススメです） 



＞女性に「性的なボディタッチ」を受け入れてもらう
ための3つのポイントとは？ - 女性の身体を触っても
嫌がられるイメージしか湧かない…それは女性に「触っ
て欲しいという欲求」を起こさせていないからです。
女性に「あなたにもっと触れて欲しいの…」という欲
望を抱かせ、おっぱい、太もも、性器などを触るほど
に「あなたに惚れてくる手法」を公開！ 

＞デートした女性を「セックス」まで誘導できない「3
つの原因」とは？ - 女性とデートまで行けるが「肉体
関係」に発展させることができないのには明確な原因
があります。これを知らないと、あなたは女性をいく
らホテルに誘っても振られ続けてしまいます。せっか
くのチャンスを逃さないために失敗原因を知っておい
てください！ 

＞ナンパでセックスした後に面倒なことになる「メン
ヘラ女」「精神病質な女性」を見極める5つのポイン
トとは？（トラブル防止策として必ず知っておいてく
ださい） 

＞あなたが狙っている女性と「付き合って彼女にする
ため」の4ステップとは？ - あなたが片思いをしてい
て「なんて可愛いんだ…」と遠くから眺めている女性



を彼女にして「イチャイチャできる親密な関係性」に
発展させていくための4つの手順を公開！この手順を
知れば、失恋をして、心をボロボロに傷める必要もな
くなります… 

＞その日に「100％セックス出来る女性」のチェッ
クリストとは？ - 美人であろうとブサイクな女性であ
ろうと「ある行動と言動」をしていると「セックスが
したいタイミング」だと見極めることができるチェッ
クリストがあります。あなたの性欲を確実に満たすた
めの判断方法を伝授！ 

6thカリキュラム：「女性を惚れさせる心理テクニック」 
ナンパを絶対に無視しそうな強気美女を 
口説き落として「従順ないい子」に 
変貌させてしまう売れっ子ホストだけが 
知っている本物の「洗脳術」とは？ 

＞彼女の「セックス体験史上、最高に上手な男」と思
わせるためのセックステクニックとは？ - これは40
歳近いブサイクで太った先輩ホストに教わった手法で
す。彼はルックスも悪く、トークも下手、それなのに



多くの美女を惚れさせて貢がせていたのです！ その
秘訣となる「セックステクニック」の全貌を公開！ 

＞女性グループで1番の美女を口説く法則 - 職場や学
校、合コンなどの女性グループの中に必ずいる「ある」
特徴を持った女性1人だけに、ここで話す口説き方を
使ってください。そうすると連鎖的にグループ全ての
女性たちがドミノ倒しのように落ちていきます。気づ
いたら狙っていた美女に惚れられている「優位性の法
則」を公開！ 

＞あなたが狙っている女性にとっての「どうでも良い
男」から「抱かれたい男」「特別な男」にランクアッ
プするための特殊な行動とは？ - これを実行すると
「狙っていた女性」と「あなた」との好意の温度差が
一気に縮まり「女性の方から」潤んだ瞳でデートに誘っ
てきます。その後はホテルや自宅に連れ込むなど好き
なようにしてください… 

＞ナンパで「真剣に付き合える彼女」「結婚相手候補」
を作るための3ステップ - ナンパで出会えるのは軽い
女性だけではありません。この3ステップに従えば、
真剣に付き合いたいと思えるほどの「一途で家庭的」
「優しい性格の女性」「尽くしてくれる女性」と出会



うことが出来ます。もちろんナンパでの出会いなので
「あなたの性的なフェチ」にマッチしたルックスの女
性を選べます。 

＞美人だからこその「心理的な弱点」とは？ - もしか
したら拍子抜けするかも知れませんが、あなたの事を
バカにして見下していた美人が「たった一言」であな
たのことを「魅力的な格上の男」だと認めてしまうトー
クフレーズを公開！ 

＞狙っている女性に直接会わなくても「自動的に」あ
なたのことを好きにさせていく方法とは？ - あなたが
「この方法」を試した瞬間から、女性はあなたのこと
が忘れられなくなり、どうしようもなく「興味深い存
在」になってしまいます。（デメリット：3か月～
6ヶ月間の時間が必要。女性の性格や心理状況などの
ケースによって必要時間が異なります） 

＞新人バイト、新人社員を最短で落とす手順 - あなた
の職場やバイト先で「この子と一度ヤってみたい」と
下半身が反応するような「若くて可愛い」新人女性が
入ってきた経験はありますか？その女性が他の男に取
られる前に一瞬で落として、職場内で誰にもバレずに
「セックスパートナー化」する手順をお教えします… 



＞短足胴長の男性がオシャレに見える「雰囲気イケメ
ンになるコツ」とは？ - 体型のせいで何を着ても似合
わずに「ダサくなる」と悩んでいませんか？私も胴長
短足です。そこで様々な試行錯誤を重ねて編み出した
「体型に依存せず」に「オシャレで雰囲気イケメン」
に見える「洋服選びの法則」を公開！ 

＞彼氏がいる女性を「略奪愛」する4つの手順 - あな
たが狙っていた女性に「彼氏がいた！」という場合に
その女性を彼氏から略奪して「あなたのモノ」にして
しまう方法をステップ-バイ-ステップであなたに伝授！
この方法で辛い嫉妬心から解放されてください…（た
だし、相手男性を傷つけるケースが多いので、本気で
タイプな女性にだけ使ってください） 

＞別れた彼女と「復縁」するための3つの方法 - あな
たが大好き女性に振られてしまった… そんな辛い状
況から関係を修復して、以前よりも「相思相愛のラブ
ラブな関係性」に戻してしまうマジックのような方法
とは？これは「ある」心理学に基づいた手法になりま
す。 



＞「友達感覚のセフレ」を作る方法とは？ - 一緒に楽
しく食事をしたり、服を選んでもらったり、気軽にセッ
クスをしてお互いの性欲も満たす。そんな「都合の良
い関係性」に憧れたことはありませんか？この軽いノ
リの「都合の良いセフレ関係」を構築するための方法
を伝授！ 

＞女性に「セックスしたい男」だと思わせる男とは？ 
- 「ただの良い人・友達」といった関係で終わらせる
のではなく、女性に「性的な魅力」を感じさせて「セッ
クス対象に入る男」だと認識させる心理術とは！この
心理誘導法を使えば、あなたが望む美女とベッドイン
をするのは簡単になるでしょう… 

＞ナンパで「絶対に引っかかりそうもない女性」を落
とす「3ステップ・ナンパ術」とは？ - 尻軽な軽いヤ
リマン女性だけを口説くのは「三流ナンパ師」のする
ことです。「いつもたくさんの男に声をかけられるけ
ど、ナンパについていった経験は一度もない」という
女性に「ナンパでエッチするの初めて」と言わせる
「一流ナンパ師」だけが使うナンパ術を全て伝授！ 

これらは、授業カリキュラムの 
ほんの一部に過ぎません・・・ 



さらに、 

6万円の特別なプレゼント 
あなたには「ナンパの学校」に入学して、 
スタートダッシュを決めて、 
「美女とセックス」「彼女やセフレ作り」 
といった結果を早い段階で出してもらいます。 

そうすることで、 

「ナンパの楽しさ」 
「ナンパの可能性」 
「ナンパの素晴らしさ」 

を感じて欲しいので、 
「有料販売」しようとしていた教材を 
特別に無料でプレゼントすることにしました。 

その特別教材のラインナップとして… 

ボーナス特典1： 



ナンパ実録集 
～バンゲ、連れ出し、即日ゲット～ 
通常価格19700円（今回限り無料） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 

他のナンパビジネスをやっている方々が 
「ナンパ実録」という名称で 
「2万円～3万円」で販売をしています。 

「ケチ」だと思われたくないので、 
今回は彼らが販売している以上の内容の 
ナンパ実録教材を「完全無料」でプレゼントします。 

・連絡先をゲットしている実録音声4本 
・連れ出しをした実録音声3本 
・即日ゲットした実録音声1本 

そして、これらの音声の 
「文字起こし解説レポート」 
「ナンパテクニック解説音声」 
も特別に付属します。 



これらの音声を聞いて 
「ジゴロパンダのトーク」 
を丸パクリしてください。 

それだけでナンパを成功させることが 
できるでしょう。 

あなたは実録ナンパ音声を聞いて、 
「即日セックスの流れ」 
もわかるようになります。 

あなた好みの美女に街中で声をかけて 
２時間後にはセックスに持ち込むことが 
できるようになるでしょう。 
　 

ボーナス特典2： 
ナンパ声かけ成功フローチャート 
通常9700円（今回限り無料） 

「PDFレポート」になります。 

もしかしたら、あなたは 



「ナンパで声をかけた後に 
　どのように会話して、女性を誘えば 
　成功するのかわからない」 

と不安を感じていませんか？ 

それであれば、今回プレゼントする 
「ナンパの声かけ成功フローチャート」 
を活用してください。 

このフローチャートでは 

ステップ１：「女性に声をかける」 
ステップ２：「女性との会話の仕方」 
ステップ３：「女性から連絡先を教えてもらう」  
　　　　　　もしくは「女性を連れ出してデートする」

といったナンパの流れを詳細に解説しています。 

下の図がプレゼントする 
「ナンパ成功フローチャート」です。 



 
この「フローチャート通り」に 
女性をナンパして、 トークや行動を 
していくことで、 

「タイプの美女から連絡先を聞く」 
「カフェや居酒屋でデートをする」 
「お互いを求め合う情熱的なセックスできる」 

という事が現実になるでしょう… 

このフローチャートは「女性心理の流れ」 
に沿ったトークで構成しています。 



そのため、女性は断ることができない 
「心理状態」になるので成功確率が 
高まるという仕組みです。 

ボーナス特典3： 
1セックス1,000円以下に 
抑える”節約ナンパ術” 
通常価格9,700円（今回限り無料） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 

あなたはナンパをしたいけれども 

「収入も少ないし貯金もない」 
「学生だからお金がない」 
「ラブホテルや居酒屋のデート代もない 

といった悩みがあるかもしれません。 

私も全くお金がない状態で 
ナンパをやっていました。 



いつも財布には「1,000円札」が 
「1枚」でも入っていれば良い方 
という貧乏状態でした。 

そんな極貧生活の状態でも、 
ナンパ活動をして女性を 
ゲットし続けてきました。 

それは私が構築した「節約ナンパ術」を 
使っていたからです。 

あなたもこのナンパ術を使えば、 
ナンパで出会った新規の女性と 
セックスをするのに 

「1人当たり1,000円以下」 

で済ませることが可能です。 

この手法を使うことで「余ったお金」を活用し、 
オシャレに見える「洋服」を買ったり、 
ストレス発散に「美味しいもの」でも食べたり、 
疲労回復に「マッサージ」でも受けてください。 



ボーナス特典4： 
ナンパで真剣に付き合える 
”彼女”を作る方法 
通常価格4,700円（今回限り無料） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 

あなたのナンパをする目的は 
「美人とヤリまくりたい」 
ということ以外にも、 

「性格もルックスも理想的な女性と出会って、 
　惚れさせて、彼女にしたい」 

という気持ちもあるかも知れません。 

僕自身も両方の欲望を 
ナンパを通じて達成したいと考えて、 
ナンパに日々取り組んでいました。 

ナンパを始めた当初は 
「タイプの女性とセックスができる」 



ということが達成できても、  

関係を継続したり、惚れさせて、 
「彼女化」することができずに 
悔しい思いをしてきました。 

だからこそ、ナンパやホストの世界で 

「女性を惚れさせるノウハウ」 
「女性の恋愛対象に入るノウハウ」 

などを学び、実践をして身につけてきました。 

そのおかげで、今の彼女も 
「ナンパ」を通じて出会った女性です。 

あなたにとっての「運命の女性」と出会い、 
「真剣交際できる彼女を作る方法」 
をシェアします。 

この方法を使って、素晴らしい女性と 
愛し合う経験を積んでください。 



ボーナス特典5： 
“童貞”から美女20人と 
セックスするアクションプラン 
通常価格4,700円（今回限り無料） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 

ナンパをやってみたくても、 
「何から手をつけたらいいのかわからない」 
という人も多いと思います。 

「どういう具体的な手順を踏んでいけば、 
　20人の女性を抱けるところまで 
　最短コースでいけるのか」 

をステップバイステップで解説していきます。 

この教材を手に入れて、 
最短コースの「手順」に沿っていくことで、 
ナンパが成功しないと 
「悩んで苦しむこと」や、 
「無駄な時間やお金」を 



ロスすることもなくなります。 

ボーナス特典6： 
40代50代の中年男性が 
20代前半の若い女性を 
 ”彼女化・セフレ化”する方法 
通常価格4,700円（今回限り無料） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 

若くて美人の女性と付き合ったり、 
エッチしたいのに「オジさん」と思われて、 
若い女性から「拒絶される」のではないかと 
無意識に恐れていませんか？ 

僕の友人には40代50代といった 
中年期でも「18歳～20代女性」 
と遊びまくっている人たちがいます。 

彼らに教わった「若くて美人な女性」を 
口説き落とす方法をあなたにシェアします。 



アンチ・エイジングが流行っていますが、 
いつまでも若く元気で生きていける 
最高の秘訣は「素人の若い女性を抱く」 
ということです。 

あなたがいつまでも 
若々しく魅力的でいるために、 
お爺ちゃんになっても 

「10代～20代の美しい女性」 

を抱きまくる人生を 
手に入れる方法を伝授します。 

ボーナス特典7： 
“人口3万人”以下の地方都市でも 
毎月5ゲットするナンパの方法 
通常価格4700円（今回限り無料） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 



東京や大阪などの人口の多い地域でないと 
ナンパはできないと思っていませんか？ 

僕自身、田舎に住んでいたことがあり、 

「人口30万人程度の街」 
「人口3万人程度の街」 

でナンパ活動をして「セフレや彼女」を 
ゲットしてきた時期もあります。 

都会でナンパ活動を行う最大のメリットとしては 
「ナンパをする女性の数が膨大」なので 

「声かけ数を増やすことができる」 
「人口の多さに比例して美人も多い」 

というものがありますが、 

逆に、地方都市でナンパ活動を行う 
メリットもあるのです。 

これらのメリットを踏まえた上で 



ナンパ活動を行っていくことにより、 

地方都市でも美人をナンパして 
肉体関係に発展させてセックスしたり、 
彼女やセフレ化することが可能です。 

私が実践してきた具体的な方法を 
あなただけに完全公開！ 

あなたはこれらを手にすることができるのです。 

ナンパスキルマスター 
6ステップ学習 
ここまで授業内容を話してきましたが、 
「どうやって学習を進めていけばいいのか」 
を話していきます。 

ステップ１：授業を視聴 
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 

毎週60分前後の授業内容になっていますので、 
「1日10分」視聴していけば 
聴き終えるボリュームになります。 

※「会員サイト」からもバックナンバーを 
　24時間いつでも視聴可能 

※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」します。 
「好きなテーマの授業から視聴が可能」です。 

ステップ２：LINEグループへ入部 
・「LINEグループ」に入部する 
　（手順は入学時のメールに記載） 

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



もちろん「任意」ですので、 
宿題を提出せずに「ひたすら実践派の人」 
は提出しなくて結構です。 

あくまでも「成長スピード」を上げてもらったり、 
「スムーズに結果を出してもらう」ための 
学習システムの一環です。 

あなたが望む結果を出してもらえればOKです。 

ステップ４：学んだ理論の「実践」 
・LINEグループで「ナンパ仲間」を募集したりして 
　仲間と実践をしていく。 

・一人で実践できる人は、 
　黙々と実践して経験値を積む 

ステップ５：フィードバック 
・LINEグループなどで活動した実践内容を 
「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している 



・実践した上で、現状の課題克服に必要な 
「本編授業」「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：対面アドバイス 

・「ステップ１～5」を毎週繰り返していき、 
　より効率的に成長して、成果を出したい場合は 
　「ステップ6」も取り入れる 

・希望であれば「リアル勉強会」「交流会」に参加。　　　 
　ジゴロパンダから直接、技を伝授される 
（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、 
「実践で理論を体現をしていく」ことで、 
　必然的に「成果」がついてきます。 



「インプット⇒アウトプット」のバランスを 
重要視した学習システムを組んでいます。 

「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」 
というイメージで捉えてください。 

日本の高校を卒業したばかりの学生が 
「実務経験ゼロの状態」から美容師や調理師の 
「専門学校」に入学をすると思います。 

「調理士の専門学校」なら 
「調理理論」「栄養学」「食品衛生学」などの 
理論を学んで、「調理実習」「日本食の実習」などを 
「専任講師」から指導を受けながら学んでいきます。 

「美容師の専門学校」なら 
「美容技術」「ヘアカット」「シャンプー」などの 
基礎理論を学んで、「専任講師」から指導を 
受けながら実技を学んでいきます。 

「ナンパの学校」というネーミング通りの 
オンラインスクールということです。 



ここまで様々な話をしてきたので、 
頭がゴチャゴチャしていると思いますので、 

あなたが受け取るサービスを 
整理整頓してみると… 
ナンパの学校は、 

「”ナンパ経験ゼロの初心者”が 
　結果を最速最短で出せる」 

というコンセプトを元に始まりました。 

「経験ゼロの初心者」でも 
「結果」を出せるように、 
基礎から丁寧に教えていきます。 

「ステップ１、ステップ２、ステップ３、…」 
と「順番に」学んでいける 
「授業カリキュラム」を採用しています。 

ナンパの基礎知識や準備 
↓↓↓ 



女性に声をかけるメンタル構築 
↓↓↓ 
女性への声のかけ方 
↓↓↓ 
女性と会話をする方法 
↓↓↓ 
女性から連絡先を聞く方法 
↓↓↓ 
女性とデートする方法 
↓↓↓ 
… 
↓↓↓ 
女性とセックスする方法 
↓↓↓ 
… 
↓↓↓ 
女性を惚れさせて彼女にする方法 

といった風に 
「順番に」学んでいってもらうので 
「会話センス」や「過去の恋愛経験」に関係なく、 
結果を出していけるスクールになっています。 

数多くの魅力的な女性と出会い、デート、 



セックス、情熱的な恋愛をしていく中で、 
あなたには、 

「ナンパ活動を通して”男としての魅力”や 
  ”コミュニケーション能力”などを向上させることで、

  “交際したい女性”や”セックスしたい女性” 
　を”選べる側のモテる男”になる」 

「“男磨き”を通して身につけたスキルを通して、 
　仕事でも成功し、人間関係も充実させていく」 

「”家族”や”仲間”、”愛する女性”を守れる 
　“強く優しい男”になる」 

という目的を達成してもらいます。 

この結果を達成するための 
「学習システム」として、 

●「ナンパの学校」メインコンテンツ 
１：毎週１回届くメイン教材 
２：専用メンバーサイト利用権利 
３：宿題・プレゼント連動システム 



４：ジゴロパンダへのメール質問・相談権利 
５：裏メルマガ受信権利 
６：「ナンパ仲間と交流LINEグループ」への参加権 
７：リアル勉強会・交流会への参加権利 
８：会話のネタ帳 
９：”映画と本”でモテる男になる教材 

●「ナンパの学校」ボーナス特典 
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人ゲット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 

上記を「ナンパの学校」に入学すると、 
手に入れることができます。 

ジゴロパンダが「13年間」かけて学んできた 
恋愛・ナンパ・ホストのコミュニケーション術を 



「2年間」でマスターすることができる 
「授業カリキュラム構成」になっています。 

2年間は長いと感じるでしょうが、 
「セックス」「彼女やセフレ」ができるのは 
「90日後」には作ることが 
できている可能性が高いです。 

あくまでも、2年間というのは 

「女性を意図的に惚れさせるスキル」 
「男女問わずに魅了するカリスマ的な魅力」 
「レベルの高いコミュニケーション能力」 

といったものを手に入れるための 
期間だと考えていください。 

「物事には順序がある」のです。 

「ナンパの学校」に入学することでの 
成長イメージは「ナンパ経験ゼロ」の状態から 

30日後には 
・あなた好みの美女と「デート」が簡単にできる 
・女性との出会いに困らなくなる 



・ナンパ地蔵をせずにガンガン声かけができる 
・女性に対する恐怖心の克服 

90日後には、 
・寂しくなるといつでも「彼女」を作ることができる 
・1か月間に新規女性5～10人とセックスできるレベル 
・他人から馬鹿にされたり、ナメられなくなる 
・美女の前でも堂々とした態度をとることができる 
・男としての自信が満ち溢れてくる 
※この辺りまで来ると「周囲のレベル」が 
　低く感じるようになります。 

365日後には、 
・「狙った女性を意図的に落とせる」自信が生まれる 
・「結婚を考えるほど魅力的な女性」を彼女にできる 
・美女と好きなだけセックスできるようになる 
・異性同姓を問わずに尊敬され、愛される存在になる 
・女性からセックスを求められる男になる 
・1ヶ月間に新規女性10人～20人とセックスできるレベル 
・旅行先でナンパし、各地域の美女とワンナイトラブ 
※男としての余裕が生まれてきて「仕事」「プライベート」でも、 
　他人から「尊敬される」「一目置かれる」状態になります。 

730日後には、 
・「理想の女性」があなたにベタ惚れ状態 
・「彼女」「セフレ」などの関係をコントロール可能 
・女性から「毎月100万円以上」を貢がせることが可能 



・ナンパや恋愛を「ビジネスで教える」ができるレベル 
・ナンパ以外の「仕事」「家族関係」に集中できる 
※男としての「無敵感」が芽生えるようになります。 

あなたにはこれらの「未来」と「希望」を 
現実のものとして手にすることができるのです。 

“ナンパの学校”に入学禁止 
誰でも「ナンパの学校」に 
入学できるわけではありません。 

どんな人が入学禁止かというと、 

「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」 

こういった人たちは 
「ナンパスキルを覚えること」で 
「社会の害になる男」 
になってしまうので 
参加をさせるわけにはいきません。 



ナンパを始めたばかりの頃は、 
「女性の気持ち」もわからないので 
「悪意」なく傷つけてしまうことも 
たくさんあると思います。 

そんな中でも 
「他人を思いやる心」 
「優しい心」 
を1ミリでも持ってさえいれば、 
少しずつではありますが、 

「女性が持つ痛み、大変さ、悩み」 
を理解していくことで「真に優しい男」 
に近づいていくことができます。 

ですが、 

「他人を傷つけても何も感じない人」なら 
ずっと女性に「害」を与え続けるだけの 
「害虫」みたいな男になってしまいます。 

「女性に許可なく中出しする」 
「女性を妊娠させて逃げる」 



「女性に暴力を振るう」 
「女性に酒を飲ませて強引にセックスする」 
「女性からお金を搾取しようとする」 

といった「女性の心に傷を残して何も感じない」 
というヤバイ男には「ナンパスキル」を 
与えたくありません。 

「ナンパスキル」「女性を惚れさせるスキル」 
というのは「お金」「暴力」といったものと 
同等以上の影響力を持つことができるのです。 

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ます。 

それほど「強いパワー」を持った 
スキルなのです。 

だからこそ、入学させて、 
「ナンパスキル」「恋愛スキル」 
を伝授する相手は選ばなくては 



いけないと考えています。 

入学できる人の条件 
逆に「ナンパの学校」に 
入学した方がいい人もいます。 

これらの「条件」に当てはまる人は、 
高確率でナンパスキルをマスターして、 
簡単に「彼女」や「セフレ」を 
作れるようになります。 

条件１：真面目に恋愛やナンパを学びたい人 

「見惚れてしまうような美人な彼女を作りたい」 
「色んな女の子とセックスしてエロいことをしたい」 
「人気者になれるコミュニケーション力が欲しい」 
「男としての圧倒的な自信を手に入れたい」 

といった「男の欲望」を叶えるために、 
真面目に勉強して、実践できる人には 
是非とも「入学」して欲しいと思っています。 



前向きな欲望だけではなく、 

「モテ自慢するムカつく友人を見返したい」 

「男として自信がなく、見た目やトークも冴えない 
　“劣等感の塊”のような自分を変えたい」 

「落ち込みやすい豆腐メンタル、 
　行動も継続もできない弱い心、 
　を克服して”強靭なメンタル”を手に入れたい」 

といったネガティブな気持ちから 
スタートするのも良いと思います。 

「これまでの俺の人生を180度変えて、 
　女性にモテるようになるんだ！」 

という強い気持ちを持っている人にこそ 
参加して欲しいのです。 

ジゴロパンダ自身も、 
「あなたの真剣な気持ちには応えたい」 
と思って、全力で応援、サポートをしていきます。 



条件２：”時間とお金”をナンパ活動に投資できる 

あなたに 
「ナンパの素晴らしさや楽しさ」 
を体感してもらうために、 
ナンパ経験ゼロの状態からでも 

30日後には 
「あなた好みのルックス女性との出会いを 
　自由に増やせるようになる」 

60日後には 
「ナンパで出会った女の子と 
　1人以上とセックスする」 

90日後には 
「ナンパで出会った女の子5人とセックスする」 

180日後には 
「ルックスがタイプな女性10人以上とセックス、 
　女性と“彼女やセフレ”といった親密な関係を築ける」



という結果を出してもらうために必要な話です。 

最低でも 
「毎週10時間」 
「毎月5,000円の活動費」 
を投資して欲しいのです。 

これさえ投資してもらえれば 
高確率で成果を出すことが可能です。 

ナンパスキルを上達させるために 
毎週10時間ということは 

「平日5日間 × 1時間ずつ ＝ 5時間」 
↓↓↓ 
「週休2日間 × 1日2.5時間ずつ ＝ 5時間」 
↓↓↓ 
合計10時間 

最低限ではありますが、 
これだけの時間を投資してもらえたら、 
どんどん結果が積み重なっていきます。 



「洋服購入費」や「女性とのデート代」に 
最低でも1か月5,000円はかけてください。 
1日平均にすると「約160円程度」です。 

格安ファッションでオシャレにして、 
女性とのデートも、カフェや家を使って 
節約していけば、この予算でも十分です。 

この程度すら投資できない場合は、 
成果を出すのは難しくなります。 

スポーツ、楽器、ビジネス、 
どんな分野であろうと 
「練習」「トレーニング」をしないと 
上達していくことは不可能です。 

最悪、活動費は「0円」でも 
「女性の家」や「公園デート」などを 
活用すれば何とかなりますが、 
「時間の投資」は必須になります。 



「ナンパの学校」 
が選ばれる理由 
インターネットも普及し、 
「恋愛講座」「ナンパ講座」 
がたくさん増えています。 

「恋愛の書籍」「会話スクール」 
などもたくさんあり、 

「他の講座や教材との違いは？」 
「どれを選んだらいいのかわからない」 
「ジゴロパンダの講座を選ぶ理由って何？」 

と混乱しているかも知れません。 

そこで 
「他の恋愛講座、ナンパ講座との違い」 
「ナンパの学校に参加するメリット」 
を話させてもらいます。 



違い1：ナンパ初心者がゼロから 
　　　  段階を踏んで学習できる 

ジゴロパンダ自身が「非モテ」だったので 
「素人童貞」「友達ゼロ」「コミュ障」から 
右往左往しながら、傷つき、悩み、挫折し、 
そんな中で13年以上かけて学んできました。 

そして、 

「恋愛経験ゼロ」「素人童貞」「口下手」 
「コミュ障」「引きこもり」「アガリ症」 
といった悩みを持つ1000人以上の生徒さんに 
指導をしてきました。 

その中で、積み重ねてきたノウハウを 

ナンパ経験ゼロ 
⇒女性との出会いを自由に増やせる 
⇒女性とセックスできる 
⇒彼女やセフレ関係をいつでも作れる 
⇒男の魅力を上げて女性を惚れさせる 
⇒真剣交際できる運命の女性と濃密な関係を築ける 



と段階を踏んで「ステップ・バイ・ステップ」で 
学習していけるように「授業カリキュラム」を 
組んでいます。 

他の方の講座を見ている限りだと 

「セックスをするだけに終始」 
「恋愛やナンパテクニックばかりで初心者向きでない」

「人間関係全般を良くする人格形成が皆無」 

などが多いように思えます。 

違い2：真面目な人ほど成果を出せる 

「ナンパの学校」は 
「真面目でいい人」ほど 
成果が出せるノウハウです。 

僕は見た目はチャラいですが、 
「内向的で真面目な性格」です。 

授業やセミナーに参加してもらえば、 



わかりますが、生徒さんからも 
「本当クソ真面目ですね」と 
いつも言われます。 

「真面目にインプットして実践できる人」 
「人の良さそうな雰囲気の人」 
ほど成果が出やすいです。 

ナンパというと 

「チャラいホスト系」 
「クラブに行くようなパリピ」 
「色黒マッチョな夜系」 

といった人たちではないと成果が出ない 
と誤解をしているかも知れません。 

実際に「ナンパの学校」では 
真面目なルックスや性格の人が 
数多く参加をしています。 

そんな彼らが、 
素敵な女性を「彼女」にしたり、 
魅力的な女性と「セックス」をすることに 



数多く成功しています。 

「真面目な良い人」が成果を出せる 
「授業カリキュラム」になっていますので、 
安心してご参加ください。 

違い3：宿題システムの導入 

授業で学んだノウハウを、 
より深く理解してもらうために、 
毎回10分程度の時間で終えることができる 
「宿題システム」を導入しました。 

この宿題をやることは強制ではなく 
「任意」ですので、やりたくなければ 
やる必要はありませんので安心してください。 

ですが、 

宿題をやることで、 
確実に「成長スピード」は早くなりますので 
毎週「宿題」を提出することをお勧めします。 



僕自身が確認している範囲では、 
宿題を提出している人は、 
ほぼ100%に近いレベルで 

「セフレや彼女作りに成功している」 
「ナンパが上達して自由にセックスできる状態に到達」

という驚異的な結果を出しています。 

違い4：体系化された恋愛・ナンパノウハウ 

「業界初」「世界初」だと言えるレベルで 
ナンパや恋愛ノウハウを体系化させることに 
成功しました。 

僕自身「ホスト」もやっていましたが、 
ホスト業界ですら、恋愛ノウハウが 
確立されていません。 

いまだに「先輩を見て学べ」という 
「なんとなく学んで実践しろ」 
の世界です。 



この業界に長くいますが、 
僕の知る限りでは「再現性」のある 
「理論的」なナンパ・恋愛ノウハウは 
見当たりません。 

「ナンパ経験ゼロ」から「段階」を踏んで 
「ナンパスキル」「恋愛スキル」を 
マスターできるように 

「成功理論を体系化した授業カリキュラム」 

は「ナンパの学校」でしか手に入りません。 

僕自身の目的としては、あなたを 
「ヤリモクのチャラ男」 
「1000人斬りのベテランナンパ師」 
を育てたいわけではありません。 

あなたには「ナンパや恋愛」に 
真面目に取り組んでもらって、 

「セックス相手を好きなだけ作れるようになる」 
「理想的な彼女、結婚相手と出会い、交際できる」 



「仕事ができるコミュニケーション能力の 
　高い男になれる」 

という状態を達成してもらって、 
人間関係や女性関係のストレスを減らして、 
生きるのを「楽」にして欲しいだけです。 

他にも、 

「ジゴロパンダからの直接指導」 
「LINEグループで、仲間やジゴロパンダと交流」 
「声かけチャートなどのプレゼント」 

などの「ナンパの講座」に 
参加するメリットは多くあります。 

生徒数の上限は800名まで 
何人か日々の業務などを手伝ってくれる 
スタッフはいるのですが、 
基本的にはジゴロパンダが一人で 
「ナンパの学校」を運営しています。 



何百人も生徒さんを抱えていると、 

「事務的な雑務」 
「個人的な質問や相談を受ける」 
「個人面談（個別コンサル）」 

などなどといった、 
日々いろんな業務が発生します。 

私の経験上、 
生徒さんの人数が500名を超えた辺りから、 
別のビジネスやプライベートに影響が出てきて、 
「長期間の運営」が「困難」になるとわかりました。 

そこから、もう少し頑張っても 
「800名」が限界です。 

雑務はチームメンバーに 
任せることができますが、1番大事な 

「個人情報の取り扱い」 
「個別サポート」 
「フォローアップ」 



などは僕にしか出来ません。 

だから「常時800名を上限」としています。 

こうやって募集をしていると、 
わりとすぐに「上限人数」に達します。 

「ある日、募集ページに来たら、 
　募集が終わっていた…」 

なんてことが頻繁に起こります。 

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、 
また募集をかけるというスタイルでやっています。 

念のため言っておきますが、 
「募集を行っていない時期」の入会は、 
どんな理由があろうと許可できません。 

「また今度でいいや、と思っているうちに 
　募集が終わっていたのですが、 



　入学させていただくことはできないでしょうか？ 
　やる気はあります！」 

という連絡をたまにもらいますが、 
すべて「お断り」しています。 

僕はこういうルールは大切にしています。 

「これだけの条件にも関わらず、 
　すぐに行動できないというのは、 
　まだ”ナンパの学校”で学ぶステージではない」 

と思うようにしています。 

「これだと思ったらすぐに決断」 
というセンスある人は 
是非このタイミングでエントリーして 
欲しいと思っています。 

そして、おそらくあなたも気になっている 

授業料の話ですが… 



ここまで読んでいただいたのであれば、 
「ナンパの学校」の魅力と価値を理解して 
もらえたと思います。 

そうなると、やはり 
「学費」 
が気になると思います。 

有名なナンパ塾の参加費を調べると、 

・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） 

「ナンパ塾に50万円とか高いですよね？」 

でも、一度冷静に考えてみてください。 

世の中には、 
「色んな女性との出会い方」 
「恋愛を始めるスタイル」 
「自己投資の手段」 
というのがあります。 



●出会い系・ネットナンパ 

ペアーズやタップル、などの 
出会い系アプリは利用料が安いのですが、 

「ルックスが美人だったり可愛い、 
　優しくて思いやりのある女性と出会う」 

までにどれだけの「労力」「時間」が 
かかるでしょうか。 

1人の女性と出会うのにマッチング、 
メッセージのやり取り、LINEのやり取り 
などで「5時間」かかるとします。 

タイプな女の子に出会うまで 
10人以上とやり取りをするとしたら 
「50時間」以上が軽く必要です。 

「50時間」も使うということは、 
1時間の時給1000円で計算をしても 
1人の「タイプの女性」と出会うのに 



「5万円」もコストがかかるわけです。 

1人のタイプな女性と出会うのに 
「5万円のコスト」だとしたら、 
10人のタイプ女性と出会うだけで 
「50万円のコスト」と言えます。 

しかも「出会える」だけで、 
出会った女性を口説ける保証は 
全くありません。 

「時間」や「労力」などは 
「お金」と同等以上の価値があるのです。 

お金は稼げても「時間」は 
絶対に戻ってきません。 

ただし、現状において、恋愛初心者でも 
簡単に成果を出せる出会い方ではあるので、 
最初の一歩としては適しています。 

そのため、 
「ナンパの学校」でも「出会い系アプリ攻略」 



について取り上げています。 

デメリットは、やはり女性と会うまでの 
「時間コスト」「労力コスト」 
が高く、対面ナンパほどスピード感がないため 
得られる経験値が少ないことです。 

●合コン 

「合コン」でも 
「一次会～二次会」に参加すると 
「1万円」くらいは必要でしょう。 

合コンに参加しても 

「タイプでないブサイクな女の子ばかり」 

「可愛い子がいても、数合わせで 
　参加しただけのため出会いに消極的」 

「最初から金持ちやイケメン目当てで、 
　そうでないとわかると、 
　女の子だけで会話して仲間内で楽しみだす」 



といったケースも多々あり、 
「時間とお金」の無駄になります。 

運良く出会いを積極的に求めている 
「魅力的な女性」が合コンに参加してても、 
男のライバルもいるので 

「可愛い子の奪い合い」 

になります。 

よほど「チームプレイ」に長けた仲間が 
いない限りは、成功するケースも数少なく 

「コストパフォーマンスが 
　非常に低い出会い方」 

です。 

合コンに1回参加するのに「1万円」なら 
10回参加したら「10万円」になります。 

10回参加して、 



タイプな女性一人と出会えるとすると 
「1人のタイプ女性と出会うのに10万円」 
のコストだと言えます。 

しかも、その女性とセックスしたり、 
彼女化・セフレ化できるとも限りません。 

●結婚相談所 

2020年10月に調べた「金額やサービス」 
の話にはなります。 

例えば、 
結婚相談所最大手の「IBJメンバーズ」だと 
「年間最大36人の女性を紹介してもらえる」 
サービスで「年間65万円」という 
高額な費用がかかります。 

別の事例として、 
「みずほ銀行」が母体の投資会社が運営している 
「結婚相談所オーネット」の場合だと 
「入会料が約12万円」で 
「月会費1万5000円」なので 



「1年間の活動費」が、 
初期費用12万円＋1.5万円×12か月分＝「30万円」 
になります。 

結婚相談所のメリットは、 
「結婚願望の強い女性」 
が集まっているという点です。 

ただし、 
サポート内容は「結婚カウンセラー」が 
「恋愛経験が豊富なプロではない」 
ただの従業員なので 

「出会いのサポート」 
「メッセージのやり取り」 
「ファッション」 

といった簡単なアドバイスを 
もらうことしかできないでしょう。 

だからこそ、 

「恋愛コミュニケーション能力」 



「高収入、高学歴、高身長」 
「基盤が安定した職業」 

といった「女性が求める条件」を 
元々持っている人でない限りは、 
「ルックスが良く、性格も良い女性」 
と出会い、結婚するのは難しいです。 

●キャバクラ 

1人のキャバ嬢を口説くのに、 
「キャバクラ店」から「プライベート」で 
遊べるようになるのを目指すと、 

順調に口説けても 
「1回2万円」で「3回」通い、 
アフター代なども出すと 

「キャバ嬢1人とセックスするのに10万円」 

は最低でも掛かると推測できます。 

「5人のキャバ嬢」とプライベートで 



遊べるなら「50万円」はかかります。 

最初の入りが「お金を使っての出会い」 
なので「奢る」ことを前提とされやすく 
「関係の維持費」も高額になりがちです。 

あなたが、キャバ嬢に好かれる系統の 
「ルックス」や「キャラクター」 
ならば、コストを抑えることも可能です。 

●風俗 

ソープやヘルスなどの風俗だと 
大衆店でも「1回2万円程度」なので、 
50万円だと25人とのセックス分。 

その中で魅力的な女性がいたとして、 
口説いて「彼女」などに出来る可能性は 
どれくらいあるでしょうか。 

恋愛スキル、コミュニケーション能力を 
磨く前に、そんなことを目指しても、 
「お客さん扱い」をされて 



「お金を搾取」されるだけです。 

●パパ活 

女子大生、専門学生、などとの 
「パパ活」でも1回2万円とかなので 
50万円だと25人分。 

グラビアアイドル、アイドルの卵、モデルの卵、 
などの芸能人クラスとの「交際クラブ」だと、 
1回女性とデートするだけで「5万円」を超えます。 

「1回のエッチで10万円」 
を超えるとも聞きます。 

5回エッチするだけで 
「50万円」のコストです。 

「ナンパでの出会い」は、 
路上などで声をかけたり、 
店員さんに連絡先を教えたり、 
といったものなので、 



「0円で出会いを作ることができる」 

しかも、 

清楚系、モデル系、アイドル系、お嬢様系、 
ロリ系、巨乳系、キャバ系、ギャル系、地味系 
などといった「好きなジャンル女性」 
と出会えます。 

18歳の若い女性だろうと、 
40歳の美熟女だろうと、 
「好きな年齢層の女性たち」 
と出会えます。 

こういった 

「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」 

その中から 
「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のならば、 
なおさら悪い自己投資ではないはずです。 

といった理由から、 
「ナンパ講座や塾などに 
　50万円というコストは高くない」 
と個人的には思います。 

「出会い系のネットナンパ」に 
多大な時間や労力をかけたり、 

合コンに50回以上参加して50万円かけたり、 

などをするなら、 

「50万円のナンパ塾」の方が 
コストパフォーマンスが高いです。 

ナンパスキルを覚えたら 
「毎日3人の女性と出会いを作る」 
というのも簡単にできるようになります。 

毎週ではなく「毎日」です。 



いろんなサービスと比較しても、 
「世間のナンパ塾50万円以上」 
は高いとは言えないと思いました。 

自己投資＝リターンとコストを計測 

することが大切です。 

誰もが行っている「自己投資」という話で言えば 
「大学の学費」 
「専門学校の学費」 
なども高額です。 

・ＤＯＤＡ転職支援サービスに登録（2012年） 
・21歳～59歳 
・ホワイトカラー系 
・約10万人の統計データ（東大卒以外も含めた数字） 
・東大生（男女） 

という条件で「平均年収のデータ」として 



東京大学 卒業者  
平均年収729万円 
・京都大学 卒業者 平均年収677万円 
・慶應義塾大学 卒業者 平均年収632万円 

だそうです。 

年収730万だと「所得税や保険料」を引くと、 
「年間の手取り 約560万円」 
「毎月の平均手取り46万円」 
になります。 

僕の感想だと 
「思った以上に少ない収入だなぁ」 
という印象です。 

東京大学、京都大学の学費だけでも 
4年間で200万円を超えます。 

私立大学は年間120万円越えで、 
4年間で500万円を超えます。 



さらに、 

「1人暮らし」すれば生活費もかかり 
「年間200万円×4年間」で計算しても 
「合計800万円」もかかります。 

つまり、大学に通うことで 
「最低1000万円以上の投資が必要」 
ということです。 

日本の学校業界における 
「最高峰の学校」を卒業しても、 
この程度の「リターン」しか得られないようです。 

実用的なスキルを学べる学校として 
「専門学校」もありますが、 
インターネットで調べてみると、 

・有名な「辻調理師学校」の 
「調理技術マネジメント学」だと 
　授業料、実習料などで 
「1年目1,916,000円」「2年目1,874,000円」 
⇒「2年間で379万円」 



・「東京総合美容学校」の美容科の学費は 
　教材と教科書代などを含んだ金額で 
「1年目1,254,000円」「2年目1,104,000円」 
⇒「2年間で235万8000円」  

ちなみに、 
厚生労働省のデータによると、 
美容師の離職率は 

「1年で50％」 
「3年で80％」 
「10年で92％」 

だそうです。であれば、 

「一生、セックスや恋愛をする相手に困らない」 

「高いコミュニケーション能力、魅力を手に入れて 
　他人に尊敬されたり、一目置かれるようになる」

「心理学に長けることで、 
　セールスやマーケティングなどの 
　ビジネススキルに応用できて、 



　収入が上がったり、出世しやすくなる」 

などの「スキル（能力）」に 
どれだけの価値があるでしょうか？ 

下品な表現だと思いますが、 
直接的な言い方をすると、 

あなたは好きなだけ美女と 
「セックスできる権利」に 
いくらの金額を払いますか？ 
という話なわけです。 

あなたも社会人であるならば、 
学歴以上に 

「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」 



といった実務的なスキルの方が 
出世や収入を上げるのに 
必要だというのは理解できると思います。 

それなら、 
「ナンパ」「恋愛」「トーク力」 
などの実務的なスキルを習得できる 
通信学校に50万円は高くないはずです。 

どんな角度で考えてみても、 
「ナンパスキル」「恋愛スキル」 
を学ぶのは非常にリターンが 
選択肢だと思うのです。 

別のアングルとして、 
「恋愛、結婚に失敗した時」 
のことも考えてみましょう。 

離婚費用1000万円以上 
「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」 



といった「軽い気持ちで結婚」 
みたいなことを考える人も多いように 
思いますが、男性の場合は 
「結婚は経済的に一大事」です。 

あなたの年収600万円で、 
10歳の子どもが1人いた状態で 
セックスレスなどで離婚をすると 
1000万円は必要になります。 

離婚をしたら「経済的に大損失」なので 

「たくさんの女性の中から 
　理想とする女性を選んだ方がいい」 

「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」 

とジゴロパンダは何度も主張しています。 

真剣に選んで離婚をしたならば、 
「最悪、納得もできる」と思いますが、 



「妥協した結婚」なら最悪です。 

ちなみに、離婚費用の内訳は、 

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」 

一般的な「離婚費用の内訳」は、 

１：弁護士費用 
「大体30万円程度」が平均。 

２：慰謝料 
慰謝料というのは、離婚の原因を作った方が、 
「精神的苦痛を受けた側」 
に支払う賠償金のことです。 

不倫や浮気（不貞行為） 100万円～300万円 
家庭内暴力（DV） 100万円～500万円 
モラルハラスメント 100万円～300万円 



セックスレス 50万円～150万円 
悪意の遺棄50万円～150万円 

「悪意の遺棄」というのは、 
「同居しないで別居する」 
「生活費を入れない」 
などのことです。 

「別居する」「セックスレス」などでも 
離婚の原因として「慰謝料」を請求されます。 

３：養育費（子どもがいる場合） 

子どもを育てるために 
支払われる費用としての 
養育費の支払い義務は、 
「子どもが成人になるまで」続きます。 

「夫が給与所得者」で「妻が専業主婦」なら、 

子どもが1人ならば、 
夫が年収600万円のときは月8万円程度、 
年収1000万円ならば月10～12万円程度。 



年収600万円の人は、 
子どもが10歳の時に離婚すれば、 
20歳までの10年間なので、 
96万円×10年間で「960万円」 

４：婚姻費用 
（離婚が決定するまでの費用） 

実際に離婚が成立するまでは、 
夫婦は「相手が自分と同じ生活レベル」を 
続けられるように支援する義務があります。 

「収入の多い方」が、 
少ないほうに必要なお金を 
支払う義務が生じます。 

婚姻費用には、 
生活費、住居費、被服費、食費などの 
衣食住に関する費用、そして、 
医療費、交際費なども該当します。 



平均3ヶ月程度ですが、 
揉める場合は3年以上かかるケースも 
あるらしいです。 

子どもがいなくても 

妻が専業主婦で、 
夫が年収600万円の場合、月10万円程度、 
年収1000万円の場合は、月15万円程度、 
支払う義務が生じます。 

さらに、子どもがいれば、 
1人当たり「毎月2～3万円程度」増えます。 

「恋愛やナンパ」のスキルが無いことで、 

「魅力的な女性とセックスができない」 

「出会いが少なく、口説き方もわからないので 
　恋愛するパートナーを選べないで 
　妥協した相手を選ぶしかない」 

「妥協した結婚をして、離婚したことで 



　多大なコストがかかる」 

こんな辛い状況になってしまうのは 
困ると思います。 

ですが、 
「恋愛スキル」「ナンパスキル」を 
身につければ、これらを避けることができます。 

だから、 

「ナンパの学校」の受講料も 
「50万円」にしようかと思いました。 

ですが、 

僕自身も「親の年収200万円代」という 
比較的裕福ではない家庭で育ち、 
大学も奨学金を借りて進学しました。 

20代前半もお金がなく、 
「毎月の生活費5万円以内」 
の貧乏生活で、 



・家賃1万円代のボロアパート 
・1か月間の食費5000円 
・美容室も1000円カット 

と貧乏な時期がありました。 

たまたま「お金が無い時期」で 
苦しいタイミングの人もいると思います。 

そこで 
「専門学生や大学生」だったり、 
「当時の僕のように生活が厳しい方」も 
安心して参加できる金額にすることにします。 

だったら、 

「30万円」 

にしようとか 

「10万円」 



しようかと色々と考えました。 

ですが、当時の僕のように、 
毎月の生活費5万円という 
「貧乏生活」をしている方でも 
参加できるように 

「破格」 

の金額にすることにしました。 
驚きのコストパフォーマンスが高い金額で、 

月会費4,700円 

にすることに決めました。 

47,000円ではありません。 

4,700円です 
（1日当たり約156円） 
（1週間当たり約1175円） 

この授業料ならば、 
コンビニの時給1000円で5時間働けば 



手に入れることの出来る参加費なので、 
誰でも参加できるはずです。 

毎月たったの4,700円で、あなたは 

●「ナンパの学校」メインコンテンツ 
１：毎週１回届くメイン教材 
２：専用メンバーサイト利用権利 
３：宿題・プレゼント連動システム 
４：ジゴロパンダへのメール質問・相談権利 
５：裏メルマガ受信権利 
６：「ナンパ仲間と交流LINEグループ」への参加権 
７：リアル勉強会・交流会への参加権利 
８：会話のネタ帳 
９：”映画と本”でモテる男になる教材 

●「ナンパの学校」ボーナス特典 
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人ゲット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 

これらのサービスを 
全て手に入れることができます。 

毎週1回あなたのメールボックスに 
「授業音声」を定期的に送ります。 

そして 
毎月1回「4,700円の学費」が 
クレジットカードで決済されます。 

「入学から1か月後に、1回目の決済される」 
という「1か月単位」で課金されるシステムに 
なっています。 

この金額を 
「高いと思うか」 
「安いと思うか」 
は人それぞれの金銭感覚だと思います。 

1年間12ヶ月の受講費用が 
「51,700円」ですので、 



あなたが１年間で100人の女性と出会えたら、 

「1人の美人女性と出会うのに517円」 

のコストと言えます。 

出会い系、合コンよりも 
圧倒的に「コストパフォーマンス」 
が高いです。 

しかも、対面ナンパだと 
「あなた好みのルックスをした女性を選べる」 
ので、こんなコストの安い出会い方は 
他には皆無でしょう。 

「タバコ代」や「松屋の定食」程度の金額で、 
あなた好みの女性と出会えるのです。 

さらに、 

授業の中で教えるナンパ・スキルを使えば、 
「セックスをすること」 
「彼女にすること」 



も簡単にできます。 

女性とのセックスをお金に換算するのも 
「雑かな？」と思いつつ、 
わかりやすく計算をすれば、 

1年間で10人の女性とセックスしたら 
「1人のあなた好みの女性を抱くのに5,170円」 

1年間で20人の女性とセックスしたら 
「1人のあなた好みの女性を抱くのに2,585円」 

1年間で30人の女性とセックスしたら 
「1人のあなた好みの女性を抱くのに1,723円」 

「居酒屋での飲み代」程度のコストで 
「あなた好みの女性1人と 
　エロいことを満喫できる」 
のなら安いものだと思います。 

ちなみに、僕はナンパ師時代に 
1年間に100人以上の女性と 
セックスしてました。 



1年間100人の女性とセックスすると、 
「1人のあなた好みの女性を抱くのに517円」 
です。 

そういうレベルのナンパ師は、 
他にも山ほどいます。 

さらに、 

「その女性と”セックスフレンド”になったり、 
　“彼女”することで何度も会うことで、 
　愛情や信頼を深める関係にもなっていくこと」 

ができるのです。 

他にも、例えば、 

・「合コンや街コン」の1回の参加費用5000円は、 
　「1ヶ月分の学費」に相当 

・「1回の飲み代5000円」は 
　「1ヶ月分の学費」に相当 



・「10日分500円のタバコ代」は 
　「1ヶ月分の学費」に相当 

これらの快楽も楽しいとは思いますし、 
人生を豊かにすると思います。 

しかし、 
あくまでも一時的なものです。 

何が言いたいのかと言うと、 

「リターンの高い自己投資」が 
「あなたの1年後」を決める 
僕の好きな気象学の理論で 
「バタフライ効果」というものがあります。 

「中国で蝶々が１回パサっと羽ばたけば、 
　アメリカでハリケーンが起こる」 

と「1つの空気の流れ」が「時間と空間」を 
置くことで「大きな流れ」になるという話です。 



これは 
「たった1つの決断が大きな結果を生む」 
という教えに繋がります。 

「自己投資」をする際も 
「リターンの高い投資案件」 
を選ぶことで大きな結果を生むわけです。 

先ほど「東大」「京大」「慶應義塾大学」 
などの例を出しましたが、 
「学校も自己投資」と言えます。 

「有名学校に進学しただけでは 
　将来成功できるわけではありません」 

学校に進学した後の 
「リターンを確保する」 
ことで初めて意味があるのです。 

「学費200万円」 
＋「4年間の学校生活の時間と生活費」 
＋「受験の勉強時間」 
＋「塾の費用」 
＝これらの自己投資に対して、 



　どれほどの「リターン」を得られるか？ 

を計算しないといけないのです。 

「東大」「京大」などの有名校であれば、 
日本では「ブランド」になっているので 
「それなりに賢い」というのが伝わります。 

「医者」「弁護士」「税理士」などの 
「高い報酬を得やすい資格」を 
得るのであれば「進学」も場合によっては 
「良い選択」かも知れません。 

「警察官の父親に憧れて、目指す」 
「料理の道を極めるために料理人になりたい」 
「憧れの人に近づくために同じ学校に入る」 

といった「夢」や「強い憧れ」から 
目的意識のある「志」も素晴らしいと思います。 

ですが、 

「明確な目的意識を持つ」 
「リターンも計測する」 



ということをせずに 

「中途半端な大学に行くのは、 
　最悪な自己投資」 

と言えます。 

学費も高額ですので、 
そんな大学なら行かなかったり、 
退学した方がマシです。 

「他のライバルたち」よりも 
「高い年収」「高い地位」 
を確保しながら生きていくためには、 

「学校進学」「就職」「資格試験」などにかけた 
「お金・時間・労力」などのコストに対して、 

「結果というリターン」 

を計測しないといけないのです。 

ジゴロパンダは、13年以上かけて 



様々な女性との出会い、ナンパ、ホストなどの 
世界を経験し「数多くの失敗」 
そして「成功体験」をしてきました。 

「ナンパの学校」では「13年以上の経験」から 
「実践で使える技術・マインド」だけを凝縮して、 
すべてを伝えていきます。 

つまり、 

あなたが「同じ失敗体験」「無駄なプロセス」 
をせずに済むので13年間もかからずに 
「1年～2年」でジゴロパンダと似たような成果を 
出すことができるようになります。 

あなたの”時間”と”お金”の節約 
になるということです。 

10年悩むことが1年で解決したら 
「9年間の時間、体力、お金を得した」 
ことになります。 



あなたの年収がいくらか知りませんが、 
「年収300万円」であれば、 
「9年間分で2700万円も得をした」 
と言えるでしょう。 

早く結果を出すほどに、 
「余った資源を、他の対象に対して 
　時間、体力、お金を投資できる」 
からという考え方です。 

お金は稼いだり、節約できますが、 
「時間」を取り戻すことは 
絶対にできません。 

時間＝人生そのもの 

なのです。 

さらに、ナンパという 
「女性との出会い方」を通して、 

「仕事、恋愛、などで 
　役立つコミュニケーション能力を高めていく」 



「女性に愛されることで、 
　男としての自信を身につける」 

「生きている間ずっと恋愛やセックスを 
　自由にできる男になる」 

こういった結果を得られることで、、 
「人間関係全般」が良くなります。 

幸福感も強くなるので 
「堂々とした頼り甲斐のある男らしい態度」 
になり、仕事なども順調になります。 

ナンパで身についた 

１：強靭なメンタル 
２：高いコミュニケーション能力 

はあなたが人生を勝ち抜くための 
「武器」になります。 

私は「ナンパの学校」が 
あなたの人生にとって最高に役立つものにする 
という気持ちで真剣に運営していきます。 



だからこそ、 

是非とも参加して欲しいと思っています。 

最悪のケース… 
もしも、ナンパの学校に参加しない場合でも、 
「あなたのお金」を一時の快楽に使わないで、 
「あなたの将来」のために使って欲しいのです。 

ナンパの学校に参加してもらえないのは、 
残念ではありますが、 

「ナンパスキル」 

に興味があるのであれば、 
それを全力で追い求めてください。 

私の元でなくても構いません。 

Ａ：ナンパスキルをマスターして 
　　女性に困らない人生を手に入れる 



Ｂ：今の人生の延長のままで 
　　40代、50代、60代と老いていく人生 

どちらの人生が良いのかと言えば、 
間違いなく「Ａ」の人生でしょう。 

ナンパスキルは、僕の人生を 

「女性に愛されることで 
　自分を好きになることができた」 

「コミュニケーション能力が上がり、 
　仕事と人間関係が充実した」 

「セックスも恋愛も自由にできるようになり、 
　幸福感を感じることが出来るようになった」 

といった「心の幸せ」につながり、 
人生が良くなりました。 

あなたの人生にも必ず「役に立つ」と信じています。 



とは言っても、ジゴロパンダのことを 
いきなり信用できないと思いますので、 

30日間の無料お試し入学制度 
をつけることにしました。 

「良いこと、メリットばかり言っているけど、 
　本当に役立つ授業やってくれるの？」 
　 
「お金を儲けたいから、 
　調子良いこと言っているだけじゃないの？」 

「ジゴロパンダに会ったこともないし、 
　怪しいし、胡散臭い。騙されそう」 

「話を聞いた感じは良さそうではあるけど、 
　自分に合わないかも知れない」 

と疑っている人もいると思います。 
それは当然なことです。 

こんな、あなたの不安を取り除いて、 
「ナンパの素晴らしいメリット」 



を体感して欲しいので、 

「30日間 無料お試し受講制度」 

を設けることにしました。 

まずは「完全無料」の「0円」で 
1か月間だけ試してから、 
本格的に受講をし続けるか決めてください。 

追加で費用が掛かることは 
一切ありません。 

今のところ「95%以上の生徒さん」が 
「2か月目以降」も継続して 
参加してくれています。 

嬉しいことに、20名いたら19名は 
価値を感じてくれているということです。 

「30日間 完全無料お試し受講キャンペーン」 
もいつまで継続するか決めていません。 



「上限800名まで」と決めていますので、 
十分な生徒数が入ってきて 
「サポートの質が下がってくる」 
と感じたら 

入学する生徒数をコントロールするために、 
「1か月目から受講料を課金する」 
という変更を考えています。 

1番お得な「今のタイミング」で 
参加されることをオススメします。 

授業料以外にも費用はかかるの？ 
という質問をもらうことがあります。 

「最初だけ、格安の参加費にして、 
　後から課金されるのではないか？」 

という不安を持っている人もいると思います。 

「ナンパの学校」の費用は「授業料だけ」ですが、 
あなたに安心して参加してもらうために、 
入学した際に考えられる「他の費用」 



に関しても明確にしておきます。 

１つ目：女性とのデート代 

当然ではありますが、 
女性とのデートするのに 
「カフェ」「居酒屋」「ラブホテル」 
などの費用がかかります。 

当然ですが「自己負担」になります。 

活動の仕方次第で「節約」も可能です。 

僕自身が「1か月3万円程度」の活動予算で 
「毎月10人以上とセックスしていた」ので、 
節約法さえ知っていれば、いくらでも 
コストダウンができるのを実感しています。 

例えば 
「カフェ⇒家デート（あなた or 女性の家） 
のデートコースだと「デート代500円」で済みます。 

「公園⇒家デート（あなた or 女性の家）」 



のデートコースだと「デート代0円」で済みます。 

など色んなやり方があります。 

他にも様々な「ナンパコスト節約法」を 
授業で紹介していきます。 

2つ目：ファッション・美容室代 

恋愛シーンにおいて 
「第一印象」となるルックスを磨くのも 
「最短コース」で成果をあげるのには重要です。 

女性からの好感を獲得しやすくするために、 
「ファッション」「美容室代」などが必要です。 

と言っても 
「ハイブランドの服を買え」とか、 
「1回数万円もする美容室に行け」とか 
は言いません。 

・毎月2000円の美容室 
・毎月の平均3000円くらいの服代 



でも十分です。 

あなたも 
「髪を切りに行く」「洋服を買う」 
ということを元々していたと 
思いますので、その行動を 

「女性にモテるファッションを選ぶ」 

という選択肢に変えて欲しいだけです。 

可能な限り「格安」で、 
「最大限カッコ良く見えるファッション」 
「イケメンに見える髪型」 
なども教えていきますので御安心ください。 

3つ目：リアル勉強会・交流会 
（任意参加） 

勉強会、交流会の開催にもコストがかかるので 
「セミナー会場費」「飲み会の飲食費」などを 
一部「負担」してもらいます。 



その分 
「授業料を格安にしている」ので、 
ご了承いただければと思います。 

「2か月に1度の開催」になり、 
1回につき「1万円～2万円程度」 
の金額になります。 
（内容によって変わります） 

あくまでも「自由参加」ですので、 
安心してください。 

「女性を惚れさせるトーク術」 
「女性を満足させるセックス講座」 
「初心者向けナンパ声かけ講座」 

などテーマ毎で分かれますので、 
「あなたの悩んでいるテーマ」 
「興味が強いテーマ」 
だけ参加してもらえたらと思います。 

4つ目：別途オススメサービスへの参加費 



（任意参加） 

「あなたがコミュニケーション能力、 
　ナンパスキルを高めていって、 
　女性関係を充実させるのに必要なもの」 

として「厳選した教材やアイテム」などを 
紹介することもあります。 

「ネットナンパ講座」 
「基礎的な恋愛ノウハウ教材」 
「ファッション講座」 

など、あなたに必要なテーマの別教材を 
オススメすることもあります。 

もちろん、 
参加は「自由」になりますので 
安心してください。 

「ナンパ」は最も「お金」のかからない 
「ローリスク・ハイリターンの恋愛活動」 
です。 



もしも、 
この程度のコストも出せないのであれば、 
女性にモテることなど考えずに、 
無料AVでオナニーでもして、 
アルバイトや仕事に精を出した方が良いでしょう。 

こういう風に「ナンパの学校」を紹介しても、 

どうせ”金儲け”のために 
やってるんでしょ？ 
という風に、 
あなたは思っているかも知れません。 

これは正しいです。 
お金は大好きです。 
たくさん欲しいです。 

と言っても、 
「ホストやヒモ時代」 
に贅沢は飽きたので、 



他の人たちのように、 

「グッチやエルメスなどの高級ブランドを買い漁る」 
「フェラーリやベンツなどの高級車を買う」 
「キャバクラや風俗に通いつめる」 

などに対して「欲望」を感じていません。 

おそらく、 
男性が大金を手に入れることで、 
最も多いお金を使うケースは 
「酒、女、高級ブランド、高級車」 
などに使うことが多いと思います。 

ですが、僕の場合は、 

「ホスト時代に吐いてまで飲んでたから 
　わざわざ酒も飲みたくもない」 

「女もナンパだと0円コストで出会えて 
　セックスできるのでお金使ってまではいいよ！」 

「高級ブランドものも持っているものを 
  “大事に長く使いたい派”だから今ので十分！」 



「車は運転が嫌いだからタクシーでいいよ」 

って気持ちです。そのため、つまんないことに、 

・自分の生活費（毎月20万円程度） 
・ビジネスへの広告費、人材教育費、などの再投資 
・親孝行、家族を養う 
・自分自身の勉強代（人脈作り、書籍代など） 

くらいにしか使うものもありません。 

そもそも「物欲」「見栄」が弱いので、 
お金を使うところがないのです。 

僕自身の「直近の夢」は 

「東進、明光義塾、などの 
　大手学習塾のように47都道府県に 
　”恋愛、コミュニケーション、ビジネス” 
　を教える男女両方のスクールを作る」 

日本中、家庭でも、学校でも、 



恋愛に関する教育がないのが 
一般的だと思うので、 

男性、女性ともに 
「恋愛」「コミュニケーション」 
で満たされたら寂しい人も減って、 
日本の幸福レベルも上がると考えています。 

そうやって 

「人材を育てるノウハウ、集まった資金を元に 
　日本の捨て子、不要だと扱われている子供達を 
　引き取って、エリート教育を仕込む」 

というものです。 

そして、いつか、 

これらの「大家族コミュニティ」を土台に 
様々なビジネスを拡大して、大企業以上の 
何千億円、何兆円という「経済圏を構築する」 
ということが出来たらという「夢」を持っています。 

1人じゃ無理だけど、 



数千人、数万人という仲間を集めれば、 
可能だと思うのです。 

そうしたら 

「未来への希望も感じず、 
　クソつまんねー雰囲気になっている 
　日本も面白い国になるのではないかな！」 

という期待をかけています。 

というのも、 

中学生、高校生、などの思春期の頃に 
「周りの大人たちを見ても退屈そう」 
と感じていました。 

僕自身の生活自体が、 

・学校で「友達ゼロ」 
・「学校の授業」も無意味に感じて「退屈」 
・「家」も祖父母の喧嘩などで居心地が悪い 
・特に熱中するものもない怠惰な日々 



明るい希望も見えず、 
人生に絶望していました。 

殻に閉じこもりたくても、 
気性の荒い身内なので 
「引きこもる場所」もありません。 

「不良仲間」を作る”コミュ力”や”気の強さ”もない。 

漫画やアニメを見たり、ゲームをして、 
時間を潰すだけの日々。 

「非リア充」というか 
「孤独」で「退屈」でした。 

「自分の居場所」もなく、 
誰からも求められることもなく 
「孤独感」に押しつぶされそうでした。 

人生に何も明るい希望が持てずに「絶望」し、 
「やりたいこと」も「居場所」もないので、 
生きていても辛いだけだと感じたので、 



「もう死のう」 

とマンションの高層階から飛び降りようとしたり、 
リストカットをしてみて、 
自殺未遂をしたこともあります。 

「飛び降り自殺」しようとした時に、 
このまま何もしないで 
「死ぬ」のも「もったいない」と思って、 

25歳で自殺しようと決断 
25歳まで「全力で我慢せずに」 
心のままに好きに生きてみて、 
そこで人生に意味を感じないなら 
「もう死んでしまおう」と決めました。 

この時に、 
「生きる覚悟」 
が決まりました。 

そこから 
「バスケ」「バンド活動」 



などをしたり、 

「恋愛」「ナンパ」「ビジネス」 
に取り組んでいくうちに 

「失敗」して悔しい思いをしたり、 
「成功」して達成感や充実感を感じたり、 
「仲間」ができて居場所ができたり、 
人生が楽しくなってきました。 

たった1つの「覚悟」から 
大きく人生が好転しました。 

「ストレス」を感じても行動や努力をし続け、 
「嫌なこと」から逃げずに立ち向かい、 
「自分の弱さ」と向き合うことで 
全てが変わり始めました。 

運良く、 
「素晴らしい仲間、女性たち」と出会えて 
人生に希望が見えてきたのです。 

こういった経緯もあり、 



「たった一度の人生だから、思いっきり生きたい」 
「自分にできる最大限のことを成り遂げたい」 
「世間が面白くないなら、面白くしたい」 

といった信念が出来上がり、 
これらを土台に生きています。 

キレイ事のようですが、 
僕自身の幼少期、青春期が 
「精神的に孤独、退屈、自信喪失、劣等感」 
などで心が病んでいたからこそ、 

「これからの日本に住む子供たち、孫の世代が 
　愛情や絆を感じて、楽しく、安心して 
　生きていける国にしたい」 

「日本に住む子供たち、大人たちも、 
　自分の力で、人生を力強く楽しんでいけるように 
　ビジネス、コミュニケーション力、健康、 
　などの”強さ”や”能力”という武器を 
　身につける環境を提供したい」 

と思うようになりました。 



「退屈」「孤独」「劣等感」などで 
心が荒んでいるのは辛いものです。 

僕はセックスも好きですし、 
恋もしたいし、 
美味しい食べ物も好きだし、 
温泉旅行も行きたい、 

のですが「適度」で十分なのです。 

このページを読んだり、 
メルマガや講座の内容から 

僕自身の過去のエピソードを 
聞いてもらえたらわかると思いますが、 
お金がない貧乏な時期に 

「可愛い女の子とセックスしまくって、 
　恋愛を楽しんだ」 

「女の子に物欲、食欲、などの 
　贅沢をさせてもらった」 



といったことをしてしまって 
「個人的な欲望」 
は満たされてしまったのです。 

だから、今の僕にとっては 

「夢を持って、熱く、楽しく生きたい」 

という欲望のためには 
仕事に力を注ぐのがベストな選択肢なのです。 

あくまでも「お金」は 
そのための道具に過ぎません。 

嘘くさいかも知れませんが、 
心の底からの本音です。 

元の話に戻りますが、 

支払い方法 ＆ 支払いプラン 
支払い方法は、 



１：クレジットカード決済 
２：銀行振込決済 

の2種類で対応しています。 

支払いプランとしては、 

１：月謝制（毎月払い） 
２：１年間集中受講コース（一括払い） 
３：２年間集中受講コース（一括払い） 

の3コースがあります。 

毎月課金制の場合は、 
システム上の制約があり、 

「”月謝制”はクレジットカード決済のみ対応」 

これが基本となります。 

毎月払いでの「銀行振込」は 
対応していませんので、 
ご理解ください。 



何らかの理由で 
「クレジットカードを使用できない」 
という人の場合は、 

「VISA」などのクレジットカードと 
同様に使える「デビッドカード」 
というサービスを銀行などで申し込んで 
「月謝制」に対応してください。 

クレジットカードの場合は「後払い」ですが、 
デビットカードの場合は、 

「使ったその場で、 
　銀行口座から引き落とされる」 

という決済サービスです。 

僕の方に「デビットカードの作り方」を聞かれても 
専門家みたいに詳しくないので困ります。 

「Google」などで作り方を検索したり、 
銀行に聞いてください。 



中には、 

「私はジゴロパンダさんの事を信頼しているので 
　無料お試しとか別にいいよ。 
　まとめて受講料を払いたい」 

こういう嬉しいことを言ってくれる方も 
中にはいます。それなので、 

１年間集中受講コース（一括払い） 
／クレジット決済・銀行振込決済の両方対応 

２年間集中受講コース（一括払い） 
／クレジット決済・銀行振込決済の両方対応 

この２つの支払いプランも用意しています。 

「1年まとめ払い」 
「2年まとめ払い」 
と覚悟を決めることができる 
「ヤル気がある人」を僕は好きです。 

それに応えるために 
「１年間集中受講コースなら”2か月分割引”」 



「２年間集中受講コースなら”3か月分割引”」 
にします。 

さらに、 
「1年分の授業」「2年分の授業」を 
一気にまとめて視聴可能になります。 

既に、何年もナンパ経験があったり、 
集中的に学んで「セックスや彼女作り」を 
1日でも早くできるようになりたい場合は、 
なおさら「一括払い」がオススメです。 

具体的な金額にすると、 
「ナンパの学校」の参加費が 
「月額 4,700円（税込）」 
である事は先に述べた通りですので、 

●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」が毎月課金される 

※日割返金はしていません、1ヶ月毎の授業料 



※退会は24時間いつでも可能 

●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年目の更新案内があり 
「2年目の支払い」を「月謝制 or 一括払い」か選べ
ます。 

●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） 

ただし、一括割引で申し込まれる場合、 
「お試し期間はありません」ので、 

すでにジゴロパンダの事を 
十分に信頼してくれている方のみ 
申込みをしてください。 



「ナンパの学校」に入学することで、 
「既に成果を出している方」も多く出ていて、 
「授業内容も業界で一番」だと自信があります。 

一括払いでも後悔はさせません。 

個人的には「絶対に成果出してやる！」と 
「覚悟決まる」ので「一括払い」が 
1番オススメです。 

という強い気持ちもありますので、 

一括払いだと”実質無料” 
ジゴロパンダのことを信じてくれて、 
「一括払い」してくれたら 
僕も人間ですので嬉しいです。 

なので、 
そういう嬉しいことをしてくれる方には、 
さらに「特別なボーナス教材」をつけます。 



●「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9700円（今回限り無料） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 

「ナンパの学校に参加したい」と思っていても、 
様々な個人的な事情のために、 
「受講費を払うことができない」 
と悩んでいるかも知れません。 



せっかく人生を変えるチャンスがあるのに、 
手に入れられないのは残念なことです。 

1人でも多くの男性が「女性関係」を充実させて、 
「心から満たされた人生」を生きて欲しい 
という動機から始めたスクールです。 

そこで今回は、私がお金に苦労して 
超絶貧乏していた時代に 
「どうしてもお金が必要」 
という場面で使っていた方法を話します。 

ここで話す方法を使って 
「ナンパの学校」の受講費だけではなく 

「ファッションなどへの自己投資代」 
「女性とのデート代」 

などの「ナンパ活動費」にも自己投資することで 
スムーズに成果を出すことができます。 



●「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） 

「MP3音声ファイル」と「PDFレポート」 
のセットになります。 

2年間の受講料を一括払いの場合には、 
『ナンパ活動費と受講費の10万円を 
　30日で稼ぐ方法』 
もプレゼントします 

それに加えて、さらに 

「可愛い女の子から貢いでもらえるヒモ講座」 

もプレゼントします。 

自慢できることではありませんが、 
僕は「ナンパ師の後半のヒモ時代」 
「ホスト時代」などに、女性から 
少なくとも「3,000万円以上」を 
貢いでもらっています。 



（現金3,000万円の画像） 

しかも、 

「結婚詐欺、DV、嘘といった手法を使って 
　女性を騙して搾取する」 

といった犯罪スレスレの方法でもなく、 
　 
「デブス、オバさん、メンヘラ、ゲイ、などの 
　一般的な男性なら相手にしたくない女性相手に 
　ストレスまみれになりながらヒモをする」 

といった肉体的、精神的に 
辛い手法でもありません。 



「あなたが彼女にしたい 
　と思える可愛い女の子」 

から女性を騙す方法ではなく、 
現金などの貢ぎ物を「笑顔」で 
渡してもらえる方法です。 

一般的なサラリーマンの手取り 
「毎月30万円以上」 
を渡してもらうことも簡単です。 

可愛い女の子とデートして、セックスして、 
美味しいご飯を作ってもらって、 
生活の面倒を見てもらえる奇跡のような手法。 

この方法を使っている人は、 
「ホスト」でも「プロのヒモ」でも、 
ほぼ皆無な 
「極めてレアなノウハウ」 
ですので、是非手に入れてください。 



せっかく、 
女性にモテる人生を歩むことができる 
キッカケを逃さないためにも、 
この方法で「お金の作り方」を手に入れてください。 

途中退会 365日24時間可能 
このパートは 
「一括払い」の方は「無関係」ですので 
読み飛ばしてもらってOKです。 

「月謝制」の方にのみ関係のある話です。 

実際に、 
あなたが「ナンパの学校」に 
参加をしてみたけれども、 
何らかの理由で退会をしたくなった場合は、 
簡単に「退会手続き」をすることが可能です。 

「解約できない」ということは 
一切ありませんので、御安心ください。 

それまでに「受け取った教材」も 



「返品」しないで大丈夫です。 
「あなたのモノ」です。 

「ナンパの学校のメイン教材」 
はもちろんのこと「ボーナス特典教材」の 

●「ナンパの学校」ボーナス特典 
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人ゲット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 

これらも全て「あなたのモノ」になります。 

せっかく、ジゴロパンダを信じて、 
入学してもらったので、 
これらはすべてプレゼントします。 

1ヶ月のお試し期間を通して 



「ナンパは向いていないなぁ～」 
と思ったら、退会してもらって結構です。 

無料期間に退会をしても 
「得しかない」のです。 

もちろん、途中退会する人もいて、 
その理由もポジティブなものなら、 

・大好きな彼女ができた 
・結婚することになった 
・起業することになって多忙になった 

といったものだったり、 
ネガティブよりのものなら、 

・交通事故で両足骨折したので数ヶ月以上入院する 
・両親が亡くなってしまい気力がなくなった 
・持病が悪化して外に出られない 

といったナンパや恋愛どころじゃなくなった 
「退会理由」も報告として上がっています。 

もしかしたら、 



世の中にはいい加減な商売を 
やっている人もいますので、 

「キャンセル時にごねる」 
「メールや電話を無視してキャンセルできない」 

という心配もあるかも知れません。 

そこで、ジゴロパンダに電話したり、 
メールをしなくても退会できるように、 

「24時間365日いつでも退会できる 
　無人キャンセルページ」 

を用意しました。 

「退会処理が面倒臭い」 
ということもありませんので、 
安心して申し込んでください。 

この「無人キャンセルページ」へは 
「ナンパの学校会員サイト」 
から飛ぶことができます。 



 
このページで「入会」から 
「次回更新日の1日前」までに 
退会の手続きを完了してください。 

毎月のクレジットカードによる 
「月謝制」でお支払いの場合は、 
課金タイミングがありますので、 
気をつけてください。 



 
「ナンパの学校」に入会後に、 
「会員サイトの退会ページ」にアクセスし、 
上記の「解約する」というボタンをクリックすると 
１秒もかからずに一瞬で退会が完了します。 

安心して「お試し受講」をしてください。 

全てを受講する必要はありません 
途中で退会をしたとしても 
「女性を魅了するナンパスキル」 



が残ります。 

例えば、 
6か月目で途中退会をしたとしても、 

あなたの脳内と身体には 
6か月間で身についた 

「ナンパ・スキル」 
「コミュニケーション・スキル」 

が残り続けます。もっと具体的に表現すると、 

・初対面の女性と仲良くなるスキル 
・女性のセックス対象に入るスキル 
・女性と楽しく会話をするスキル 
・女性を惚れさせるスキル 
・タイプの女性から連絡先を聞くスキル 

などの様々なスキルをあなたは、 
「ナンパの学校」を通して 
身につけることができます。 



このナンパスキルを通して、 

「女性と好きなだけセックスする」 
「彼女やセフレを作る」 

といった男の欲望を満たす結果を 
自由にコントロールできるようになります。 

それは途中で「中退」をしたとして 
「一生あなたのモノ」になります。 

スキル＝能力 
ドラゴンクエストやファイナルファンタジーで 
「ベギラゴン」「ホイミ」「ファイガ」 
「正拳突き」などの色んな技がありますよね？ 

それと同じように、 
人生という「戦い」を生きていく上で、 
「手に入れたスキル」というのは 

「多くの報酬を得るのを簡単にしてくれる」 
「生きていくのを楽にしてくれる」 
「自分をより高いレベルに上げてくれる」 



といった効果・リターンがあるのです。 

一度、あなたが身につけた 
「知識」や「経験」は 
他人が奪うことが一切できない 
「あなただけの財産」です。 

特に「心理学」「恋愛」「コミュニケーション」 
「自己管理」といったスキルは 
「ジャンル」や「時代の変化」を問わずに、 
使えるのでリターンが非常に高い。 

最高レベルでリターンの高いスキルを 
「仕事」や「家族関係」「恋愛」 
で使い続けることができるのです。 

途中で辞めたとして、 
「あなたの人生にプラスしかない」 
ということです。 

あなたに10万円の 
謝罪金を払います 



あなたの「時間」と「お金」を頂いて、 
学んでもらうからには、 
僕自身も責任を負わなくてはいけません。 

僕自身の「覚悟」や「責任感」が、 
このビジネスを継続していくために 
必要なことだと信じています。 

だから、 
「あなたに１ミリもリスクを 
　取らせたくはありません」 

ですので 
「結果保証」 
「返金保障」 
もつけることにしました。 

【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 



毎月4700円の授業料ですので、 
2年間で約10万円になります。 

生徒さんによって「月謝制」「一括払い」 
とバラバラの支払額のため確認が大変なので、 

「10万円の謝罪金」 

という同じ金額で勘弁してください。 

謝罪金制度により、あなたが 
どの支払いプランで授業料を払っていたとしても、 
「ほぼ全額の授業料が返金される」 
ということです。 

毎月の教材を学び、勉強会にも参加して、 
教えたノウハウを実践し、ヤル気満々で 
学習してくれたのに、結果を出させることが 
できなかったら「僕自身の責任」です。 

この「謝罪金制度」は、男として成長もなく、 
あなたに女性との楽しい思い出を 
作らせることすらできなかったことに対して、 



僕が「罪悪感」を感じるために作った制度です。 

結果が出なかった場合は、 

「謝罪金10万円」を握りしめて、 
可愛い女の子がいるエッチなお店で、 
スッキリとストレス発散でも 
してもらえたらと思います。 

【”謝罪金”制度の申し込み手順】 
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」の申し込む 

※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 

「1か月間の完全無料お試し入学」 

によりサービス内容を 



「0円」で無料お試しできて、 

「謝罪金10万円制度」 

により実践して結果が出ない場合の 
「結果保証」もある。 

これらの保証により、 
あなたが損をすることは 
１ミリもなくなりました。 

友人や家族に入学したことは 
絶対にバレません 
万が一でも、 
あなたが「ナンパを学んでいる」とは 
家族や友人にバレたくないと思います。 

だからこそ、 

あなたの個人情報を守るために 
「徹底的な個人情報管理」 



「セキュリティ」 
で守っていきます。 

「クレジットカード決済」 
「銀行振込」 

という2つの決済選択肢がありますが、 
どちらでも安心して活用してください。 

●「クレジットカード決済システム」 
「ISM」という信頼できる代行会社に 
依頼していますので、情報漏洩はありません。 

「クレジットカード明細」には 
「UNIVA JGLOBE」と表示されますので、 
何を購入したかはあなた以外には不明です。 

●「銀行振込」 
あなたの通帳への記帳は 
「ISM」という会社に 
振込したことしかわかりません。 



●教材配信システム 
「ナンパの学校 教材」も 
あなたの「メールボックス」に 
「MP3やPDFなどのデータ」を送付したり、 
「会員サイト」へアクセスをして手に入れるものです。

受講がバレる可能性が唯一あるのは、 

１：あなたの「ナンパの学校」の 
　「登録メールボックス」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 

この2つくらいですので、 
これらには注意してください。 

「ナンパの学校」に参加していることが 
あなたの周りの家族や友人にバレて、 
恥ずかしい思いをすることは決してありませんので 
安心して参加してください。 



ISMって会社は知らないから怖い 
「ISMって何？」 
「個人情報とるの怖い」 

と思われているかも知れませんが、 
「決済代行サービス」の一種ですので 
安心してください。 

ホリエモン、落合陽一、西野亮廣、などが 
参加している日本の大企業「DMM」が 
提供しているサービス「オンラインサロン」 
のようなものです。 

最近だとコンテンツをシェアする 
「note」というサービスも流行っていますが、 
これとも似たようなものです。 

その中のマイナーなサービスが 
「ISM」なのです。 

ジゴロパンダは、 
「通信講座のシステム」 
「宿題システム」 



が気に入って「ISM」を採用しています。 

もちろん、セキュリティは 
しっかりとしていますので 

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」 
が届くこともありません。 

そんなことをしたら、 
「信用」を失って、僕自身も、 
「ISM」もビジネス的に損をします。 

いい加減なことをしても、 
メリットはありませんので、 
まっとうなビジネスを運営しています。 

安心して利用してください。 

ここまでの話を聞いてどうでしょうか？ 

「ナンパスキル」への 
興味は芽生えたでしょうか？ 



1つ目の道：天国 
あなたには 
「選択できる2つの可能性」 
が存在しています。 

僕自身の実体験だったり、 
周りのナンパ仲間たち、 
生徒さんたちの事例を交えた話です。 

あなたに完全に当てはまるわけでは 
ありませんが、イメージを持って、 
話を聞いてもらえたらと思います。 

●1つ目の可能性 

「ナンパの学校」へ入学をすることで、 

「あなたはナンパスキルを 
　手に入れることができます」 

「ナンパスキル」を覚えることで、 



街中で見かけた美人、可愛い、オシャレ、 
といった魅力的な女性たちとのデートをする 
チャンスを好きなだけ獲得できます。 

「スキル（能力）」なので、 
ドラゴンクエストなどのRPGゲームのように、 
一度マスターさえしてしまえば、 
「一生の武器」として使えます。 

コミュニケーションスキルは 
人間関係全般で使えるので、 
生きるのが「楽」になってきます。 

「女性の年齢」も18歳以上であれば、 
「18歳キャピキャピしたギャル」でも、 
「20代後半のセクシーなOL」でも、 
「30代後半の美熟女」でも選び放題です。 

「女性のジャンル」も、 
可愛い系、美人系、黒髪清楚系、キャバ系、 
ギャル系、童顔巨乳系、美人OL系、 
など「好きに選び放題」です。 

「出会える女性の職業」も、 



女子大生、専門学生、美容師、保育士、看護師、 
学校の先生、エステティシャン、OL、漫画家、 
女社長、アナウンサー、アイドル、モデル 
キャバ嬢、風俗嬢、AV女優、など、 

様々な女性たちと出会っていくでしょう。 

何百人、何千人もの魅力的な女性と 
出会っていく中で、 

「真剣交際の恋愛」に発展するかも知れないし、 
「セックスだけのワンナイト」かも知れないし、 
「セックスフレンド」になるかも知れない。 

100人、200人、300人、… 
と数多くの素敵な女性とセックスをし、 

様々な「エロいこと」を体験し、 
数多くの燃えるような「恋愛」を 
体験していくでしょう。 

「あなたが寝る前にヤりたいと妄想した女性」 
「彼女にしたい理想のルックスや性格の女性」 



を惚れさせて、あなたに尽くしてくれるように 
仕向けることも可能になります。 

あなたの人生が華やかに、 
楽しく、有意義になっていきます。 

結婚願望のある方であれば、 
そんな、100人、1000人の中から、 

「あなたにとって最高の女性を選んで、 
　真剣に向き合い、信頼関係を築き、 
　愛情を育み、家族になっていくでしょう…」 

「ナンパや恋愛の活動」を通して学んだ 

・男としての自信 
・頼り甲斐のある人格 
・高いレベルのコミュニケーション能力 
・ズバ抜けた高いレベルのトーク力 
・時間やお金のマネジメント 
・信頼関係を築く力 



・初対面の人と仲良くなる力 

などを通して、仕事やプライベートの 
人間関係も充実し、 

「後輩からは憧れの先輩」 
と呼ばれ、 
「上司からは1番頼りになる後輩」 
と評価されます。 

職場に行くのも楽しい。 

ナンパを通して様々なスキルがアップしていくので、 
「会社での出世」「年収アップ」 
も簡単になり、 

・ミシュラン3つ星レストランなどの 
　美味しいご飯を可愛い女の子と食べる 

・シモンズなどの高級ベッドを購入して、 
　広くて快適な寝室で熟睡する 

・1泊5万円以上する大人の温泉宿で 



　風呂つきの部屋でスタイル抜群の 
　巨乳美女とイチャイチャしながら疲れを癒す 

といった人生になっていき、 
生きるのが楽になります。 

仮に、起業や副業に取り組んだとしても、 

「心理学を熟知しているので、 
　セールスやマーケティングが簡単にできて、 
　売上も簡単に上がる」 

という「無敵状態」になります。 

年収1000万円、2000万円と 
収入も右肩上がりになり、 
経済的にも余裕ができるので、 

「タワーマンション」 
「ベンツなどの高級車」 
「ロレックスなどの時計」 

なども簡単に買えるようになります。 



有名な芸能人とも出会えるようになり、 
フライデーに撮影されてしまうかも知れません。 

実際に、僕のナンパ仲間には 
国民的なアイドルグループのメンバーと 
恋人関係になり、フライデーに掲載されて 
しまった人もいます。 

中学、高校の「同窓会」に行けば 
「学生時代に好きだった女の子」が 
あなたの魅力的になった姿に魅了され、 
言い寄ってくるようになります。 

男の同級生たちは、 
あなたのカッコイイ見た目や仕草、 
トークが上手い、といった情報から 
「成功者のオーラ」を感じ取ります。 

過去にモテ自慢をしていた 
「同級生」や「友人」「同僚」などが、 
あなたを「ボス」「リーダー」かのように 
扱ってきて、あなたに媚びてくるようになります。 



親に温泉をプレゼントしたりして、 
親孝行をしたり、可愛い孫の顔を 
見せてあげることもできるのです。 

やりたくもない仕事をして働かなくても 
良いくらいの資産額になり、 
「セミリタイヤ」することも 
可能になるかも知れません。 

30年ローンではなく「一括払い」で手に入れた 
「立派な庭付きマイホーム」で、 
「美人な奥さん」と可愛い子供たちと 
バーベキューをしたりもできます。 

これは実際に「ナンパ」というリターンが高い 
「たった一つのスキル」を手に入れることで、 
手に入る未来なのです。 

2つ目の道：地獄 
逆に、 
「たった一つの選択肢」 
「所持スキル」が異なるだけで、 



こういう道も存在します。 

●あなたの2つ目の可能性 

ナンパスキルを覚えないことで、 
「女性との出会いがない」 
という状態が続きます。 

女性との出会いがないために 
「会話やデートの経験値を積めない」 
といった悪循環に入っていきます。 

「トーク」や「女性の口説き方」を 
練習する場所がないので 
「コミュニケーション能力」 
が伸びません。 

「成功体験」を積んで「自信」を 
手に入れることもできません。 

ナンパスキルが身につかないことで、 

「セックスするチャンスがない」 



「彼女候補ができない」 
「自分に合う女性を見極める目が身につかない」 

という悪循環に入ります。 

「出会い系」「クラブナンパ」などを 
やってみたとしても、なかなか可愛い子と 
出会えるチャンスがない。 

可愛い子がいたとしても、 
「イケメン」「高身長」「高学歴」などの 
ステータスある人に奪われてしまいます。 

人によっては、 

・「年齢＝女性経験無し」という「童貞」のまま 
　30歳、40歳、50歳、と年を重ねていき、 
　老化と共に、どんどんモテなくなっていきます。 
　たまに風俗に行ってお金を払って、 
　恋愛やセックスの疑似体験するだけの人生 

・多少は「女性関係」を持てるようになったとして、 
　女性のルックス、性格などが「ビミョー」な 
　女の子ばかりで「妥協した恋愛」をしている 



・口説けてセックスできる女性は 
「タイプでない」「ブサイク」「性格が悪い」 
　などの「妥協」ばかりで 
「美人」「芸能人級」の女性を抱けない 

といったことになってしまうのです… 

仮に、たまたま出会った女の子と付き合って、 
結婚できたとしても、 

「女性の扱い方がわからない」 
「女性と信頼関係を築くことができない」 
「男としての魅力が備わっていない」 

ために、どんどん奥さんとの関係も悪化し、 
奥さんとも「セックスレス」になります。 

そのため、無料AV動画でシコシコと 
「オナニーするだけ」 
が唯一の楽しみのセックスライフになります。 

「子どもがいるから離婚しないだけの仮面夫婦」 
「奥さんに生活費を運ぶだけのATM扱い」 



「離婚して慰謝料、養育費を払うだけの関係」 

と「不幸な結婚生活」になってしまう。 

結婚して、奥さんに給料も握られて、 
「お小遣い」も「毎月3万円」しかなくて 

・朝食は、コンビニのコーヒーとパン 
・ランチも、吉野家の牛丼大盛りにするのか悩む 
・夜は家に帰っても、冷たい残り物の食事 
・お酒も、ビール200円は高いから、100円の発泡酒 

といった「頑張ってるのに報われない日々」。 

家庭生活が最悪なので、 
他の女性に慰めてもらおうと思っても、 

・40代、50代と年をとり、 
　顔もシワ、タルミ、で老けて、シミも増え、 
　髪の毛も薄くなり、お腹も出てきて、 
　ファッションセンスも古くてダサい 

・女の子が「好む会話の話題」もわからないために、 
　会話で楽しませて口説く方法もわからない 



・恋愛から遠ざかり「勃起力」も弱くなり、 
「中折れ」をしてしまいそう。 
「男としての性的な自信」もないので、 
　デートやセックスに誘うのも不安 

といったネガティブ要素が増えてきて、 
出会いを増やしても女性に相手にされない。 

「キャバクラ、風俗」などの女の子の店に行っても 
「お客さん止まり」「お金にしか見えない」 
と思われているだけで、しまいには 

「あのお客さん、臭くてキモかったよね」 

と悪口を言われる始末。 

「仕事」に逃げても、 
コミュニケーション能力が低いから 
社内の上司や後輩、お客さんとも 
信頼関係を築けずにむしろ 

「仕事ができない男だと同僚から舐められる」 



「あんな風になりたくないよなぁと 
　後輩にバカにされて悪口を言われる」 

「頼り甲斐がなくて、 
　退屈でつまんない男だと 
　上司や会社で評価される」 

「可愛い女子社員から 
 ”キモいオッサン”だと舐められて 
　バカにされたり、煙たがられて、 
　会社内も居心地が悪い」 

といった最低最悪な状況に入ってしまいます。 

ただ毎日、 
死んだような顔して起きて 
死んだような顔して通勤して、 
死んだような顔して仕事して、 
死んだような顔して食事して、 
死んだような顔してyoutube見て、 
死んだような顔してオナニーして、 
死んだような顔して寝るだけ。 



誰からも認められたり、愛されない。 
感情的にも、寂しく、虚しい。 

仕事も上手くいかずに、 
得意なスキルもないので、 
希望が見えずに、不安な日々。 

職場でも、家族からも、 
バカにされ、舐められるので、 
男としても自信がない。 

結婚をしても「好きでもない女」の生活を養い、 
住宅ローンで支払い地獄に入り、 
辛いだけの毎日で、今後の人生に絶望。 

こんな人生を 
30歳、40歳、50歳、と生きていって 
70歳、80歳、となった時に病院のベッドで 

「俺の人生って辛いだけで、 
　虚しいことばっかだったな」 

と孤独で、誰にも介護をされることもなく、 



寂しいだけの人生になってしまうかも知れません。 

人生はたった一つの決断で決まる 
僕は「恋愛コミュニケーション」を 
教える仕事を通して、生徒さんが 

「今まで毎日が退屈で 
　暗闇のような人生だったのが、 
　自分を好きになれて、 
　人生が楽しくなった」 

ということを言ってくれる時があります。 

どんな仕事でも当たり前だと思いますが、 
世の中には「意地悪な人」「ワガママな人」も 
一定数いますからもいるのでストレスを感じて、 

「この仕事をやめたいな！」 

とネガティブな気持ちになる事もあります。 

ですが、 



教えた事を体現しようと前向きに頑張って、 
「素敵な女性」と出会い、交際をスタートしたり、 
結婚した、といった報告をもらえた瞬間に 
ジゴロパンダは 

「この仕事を選んで、本当に良かったな」 

と報われた気持ちになります。 

「男」にとって 

「魅力的な女性とデートしたり、 
　交際したり、セックスしたりするのは、 
　生きていく自信や幸福に繋がる」 

と思うのです。 

今現在、あなたが自分の人生に 
満足をしているのかどうかまでは 
話を聞いてみないとわかりませんが、 
少なくとも 

「女性関係においては不満が大きい」 



というのは事実でしょう。 

今日この瞬間に、 
ナンパや恋愛の不満や恐怖を乗り越えて 
「女性に愛される人生を選ぶ」 
ということを決意してください。 

あなたと同じように悩んでいる状況から、 
勇気を出して、一歩踏み出して、 
新しい人生を手に入れている方は 
既にたくさんいます。 

あなたも「理想の女性関係」を 
築くことが出来るのです。 

ジゴロパンダがあなたを 
全力で”応援”と”サポート” 
僕自身が 

「童貞で、セックスする相手すらいない」 



「友達も恋人もいないので孤独で寂しい」 
「女性にモテずに、男として扱われない」 
「彼女の作り方、女性の口説き方がわからない」 

などで悩んできました。 

顔や身長などにコンプレックスを抱き、 
男としての自信を持てずに、 
自分のことが大嫌いでした。 

「恋愛や性的な悩み」を持つ 
辛さ、苦しみ、痛み、を理解できます。 

そういった悩みを解決してもらうために、 

「ナンパ学校」 

というオンラインスクールを 
開校することにしました。 

あなたは 

「俺にナンパなんて出来るかな。 
　声かけすら恐怖なのに。」 



「本当にナンパ成功するのか不安だな。 
　とてもじゃないけど自信が持てない」 

「俺なんかが可愛い女の子とセックスしたり、 
　彼女にできることなんてあるのか」 

と不安や迷いを感じているかも知れません。 

そういった悩みや不安、ストレスを 
一人で抱え込んでしまわないでください。 

「あなたの恋愛、セックス、ナンパ、女性関係、 
　人間関係、コミュニケーション能力、人生、 
　をサポートするために」 

「ジゴロパンダ」と「ナンパの学校」 
は存在しています。 

是非、魅力的な女性たちと 
「素晴らしい人生」を歩んでいく未来を 
手に入れるために「ナンパの学校」に 
参加してください。 



具体的な参加手順5ステップ 
それでは「どうすればナンパの学校」に 
入学することができるのか 
具体的な「参加手順」を示していきます。 

●ステップ１： 
　申込みページへ移動をしてください 

下の「緑のボタン」をクリックすると、 
「申込み確認ページ」へ移動をします。 
 

申込みページに 
「あなたが受け取るサービス一覧」 
「入学の条件」 
をまとめていますので、 
読んで決意を固めてください。 

今すぐ参加する！

https://jigopan-nampa.com/ns-order/
https://jigopan-nampa.com/ns-order/


●ステップ２： 
　支払い方法を決めてください 

●月謝制 
クレジットカードでの毎月4700円引き落とし 
（初月30日間は完全無料お試し0円） 

※銀行振込での月謝制は「不可」 
※クレジットカードを作れない場合は 
　デビットカードを作ってください 

●一括払い 
「クレジットカード」もしくは「銀行振込」で 
「1年分の学費」「2年分の学費」をまとめて支払い 

※1年分の学費払いだと「2か月分の学費無料付き」 
※2年分の学費払いだと「3か月分の学費無料付き」 
※「限定ボーナス教材」が別途配布 
※一気にまとめて授業視聴が可能 



●ステップ３： 
申込み確認ページのボタンをクリック 

この段階で「支払い手続き」は完了されません。 

「申込み確認ページ」のボタンをクリックすると、 
「ISMという決済代行サービス」の 
「WEBページ」へ移動をします。 

安全なサイトですので、 
安心してクリックしてください。 

●ステップ４： 
「ISM」から支払いを完了させる 

ナンパの学校は、 
「ISM」というサービスの 
「データ配信サービス」「決済システム」 
をレンタルして授業配信などの運営をしています。 

イメージしやすくすると、 
有名どころだと「DMMのサロン」 



に近いシステムです。 

「ISMを初めて利用の場合は、登録」 
「ISM会員の場合は、ログイン」 
をしてください。 

ISMから「支払い方法」を選んで、 

「クレジットカード」 
「銀行振込」 

のどちらか一方を選んで、 



支払いを完了させてください。 

「1か月無料お試し制度」 
「10人セックス保証」 
「10万円 謝罪金制度」 

といった制度もあり、 
「リスクゼロで入学可能」ですので 
安心して申し込んでください。 

●ステップ５： 
「ナンパの学校」入学メールが届く 
　 
支払い確認が取れて「入学」が完了したら、 
「ナンパの学校」への「入学メール」として 
下の画像のようなメッセージが届きます。 

「入学の案内メール」 
「会員サイトへのログイン情報」 
「LINEグループへの誘い」 

などが書いてあります。 



 
入学が完了後に、 

毎週1回ずつ「本編の授業」 
毎週1～2回「裏メルマガ」 

が「あなたの登録メールボックス」に届きます。 

ナンパの学校「本編の授業」は 
毎月4回の配信が「2年間」続きます。 



「ボーナス教材」を手にすることもできます。 

他にも、 

「LINEグループ」 
「勉強会や交流会」 
「Q&Aサポート」 

でジゴロパンダから直接指導を受けたり、 
仲間と雑談できます。 

それでは、あなたに 
「LINEグループ」「勉強会や交流会」 
でお会いできるのを楽しみにしています！ 

追伸１：「ナンパの学校」の先輩たちの声 

「34歳童貞からナンパで女子アナ風の美人と 
　結婚して、”美人な奥さん”と”可愛い子供”と 



　幸せな家族を作る」 

「ナンパ歴10年で成功ゼロの失敗続きだったのに、 
　いきなり5人とセックス成功」 

「ナンパ経験ゼロの50歳男性が、 
　23歳の”中出しできるセフレ”をゲット」 

など多くの成功者が続出しています。 

下記の「青いリンク」をクリックすると 
先輩たちの体験談を視聴することができます。 

『ナンパの学校 先輩たちの体験談まとめ』 

追伸２：ホスト時代の極悪テクニック 

「クズ男」「人間のカス」「卑怯者」 
と悪口を言われたくはないので 
ホスト時代に使っていたテクニックを 
公開したくはありません。 

ですが、 

https://panda-nampa.com/user-voice


せっかく習得した技術を隠すのも 
勿体ないので、ヤル気のある人には 
「3,000万円以上の現金を貢がせたテクニック」 
を伝授することにしました。 

「ある条件」を満たした人にのみ 
「ホスト時代にマスターした極悪テクニック」 
をプレゼントしています。 

もしも、興味がある場合は、 
このWEBページを上に戻って、 
丁寧に確認してください。 

追伸３：”完全無料”お試し受講制度 

「ナンパ経験ゼロの初心者が最短コースで、 
　あなた好みの美女と出会い、デートして、 
　セックスするナンパスキル」 

そして、 

「あなたが気に入った女性だけを 



　彼女化、セフレ化していく恋愛テクニック」 

をステップバイステップで 
「恋愛経験ゼロ」「ナンパ経験ゼロ」から 
学習していけるカリキュラムを組みました。 

実践していきやすいように、 

・LINEグループ 
・勉強会 
・交流会 
・Q&Aサポート 
・ナンパ実録プレゼント 

などの「高確率で成功できる環境」 
を用意しました。 

しかも、 

「1か月間の完全無料お試し受講制度」 
「10人セックス保証」 
「10万円の謝罪金制度」 

といった保証制度もあります。あなたは 



「1ミリも損をすることなく、得しかない」 

という「リスク無し」で参加できる 
ありえないオンラインスクールです。 

「業界で一番のクオリティ」 
「業界で一番のコストパフォーマンス」 
だと自信を持って言える内容に仕上がりました。 

「ナンパの学校」の問い合わせは下記へ 
メール： info@nampa-school.com  
　　　　(24時間対応）

mailto:info@nampa-school.com?subject=

