


「モテる男」と「魅力的な男」 

いよいよ、The Ambition!も、残すところあと2回となりました。今回

のテーマは「モテる」と「魅力」の違いです。 

一般的なモテる男のイメージってどんな感じでしょうか？ 

たとえば、街にナンパをしに出かければ、そこそこ可愛い女の子と一夜

を共にしたり、狙った女性を自由自在に口説いたり、複数の愛人や彼女

がいて、毎晩セックスしまくりの生活を送っていたり・・・ 

そんな姿を想像するんじゃないでしょうか。 

これを僕は「狩り」のスタイルと呼んでいます。 

自分から行動を起こし、獲物を探しに行って、ターゲットを見つけたら

攻撃を開始し、着々とダメージを与え、最後には目的を達成するー 

こういう恋愛のやり方をしている人も、多いんじゃないでしょうか？ 



ナンパに行ったり、マッチングアプリを使ったり、街コンや合コンに

行ったり…と、出会いを次々生み出し、次々とデートに誘い、次々と口

説いていく、みたいなね。 

まぁ、このやり方も、女修行の初期は、やるべきだと思っています。 

全くデート経験がなかったり、女性の会話が続かなかったり、口説くコ

ツが掴めていない状態だったり、半年以上セックスをしていないのであ

れば、とにかく狩りに出かけて経験値を積み、レベルを上げるべきで

す。 

ですが、 

狩りのスタイルって、結構大変なんですよね。 

エネルギー(時間、お金、労力、精神etc…)が、ものすごくかかります。

単純に、コスパが悪い。 

なので、ここまで来たあなたには、ぜひ「魅力的な男」を目指して欲し

いと思っています。 



魅力とは 

英語では、魅力のことを「attraction」と言います。 

「引き付ける」の意です。 

自分は何もしなくても、女性の方から勝手に寄ってくる。なぜだかわか

らないけど、その人に惹きつけられる。そして、いつのまにか惚れてし

まう… 

これが「魅力的な男」の姿です。 

実際、僕自身が今、ナンパやマッチングアプリを使っているのかと言わ

れたら、全く使っていません。やる時間がないと言えば、ないんです

が、それ以上に、”使わなくても女性が寄ってくる”という方が、正しい

ですね。 

オーガニック(自然発生)の出会いの中で、気がつけば魅了していて、気

がつけばデートに誘われている…みたいな。 

その中で、自分が気に入った子だけ、遊びに行けばいいのです。 



これが「魅力的な男」が生きている現実です。 

簡単ではありませんが、目指す価値はあるんじゃないかなぁと。ぜひ、

このレポートを読んでくれているようなあなたには、そういう境地まで

たどり着いて欲しいと思っています。 

極上の女性と出会うには 

男なら、誰もが羨むような最高の女性と結ばれたい・・・と思いますよ

ね。まぁ、極上の女性の定義は人それぞれで、 

顔が可愛くて、おっぱいが大きくて、スタイル抜群で… 

という容姿もそうだし、 

話しているだけで沢山の成長があり、人生をいい方向に導いてくれる 

という女神のような存在もそうだと思います。 

(余談ですが、僕の彼女は完全に女神だと思ってます。見た目は”そこそ

こ”ですが、彼女のおかげで、僕の人生が好転し続けているのは間違い

無いですね。) 



じゃあ、そういう運命を変えるような、最高の女性と出会うにはどうす

ればいいのか？ということですが、 

ここで「出会いの秘密」をお伝えします。 

出会いは「徳」を消費する 

前々回に、徳の概念をお伝えしました。 

現実世界で自分が取った行動は、全て「徳」のポイントとして貯蓄され

ていき、しかるべきタイミングで現象化します。 



「新たな人との出会い」は、徳をかなり消費します。 

特に、素敵な女性や、人生を大きく好転させるような人との出会いは、

かなりの量を消費していると思った方がいいです。 

なので、個人的な見解としては、ナンパはあまりオススメできません。 

1日で何度も、新たな出会いを(しかも、人工的に強制的に)作り出して

いるんですから。その徳の消費量と言ったら、半端じゃ無いはず。 

ちなみに、マッチングアプリや街コンなどは、出会いの「対価」を払っ

ているので、徳の消費量が軽減されています。(それでも、ある程度は消

費しますが) 

だから、出会いまくっていると、出会える女性の質も下がってくるし、

だんだんと幸福感も失われていくのです。 

超凄腕のナンパ師さんと、お会いして話したことがありますが「どれだ

け女を抱いても、俺は不幸なんだよね」と、寂しそうな顔で言っていた

のが、非常に印象に残っています。 



ナンパによって徳を消費しまくり、「徳の借金」が膨れ上がっていった

結果、手に入るはずの幸福感や、人生を好転させる出会いや、成功の

チャンスを逃してしまっているのです。 

セックスだけはできるけど、不幸な人生、ってどうなんだろう・・・？ 

と考えさせられましたね。 

ある程度の修行が終わったら、徳を貯めろ 

なので、ある程度の経験値がたまり、会話や立ち振る舞いが磨かれてき

たら、徳を貯める期間を作ることをオススメします。 

女には目もくれず、自分磨きに集中したり、仕事に熱中したり・・・ 

そうやって、自分の才能を磨き、誰かの役に立ちまくっていれば、自然

と徳が溜まっていきます。 

そしてそれは、然るべきタイミングで、現実化されます。 



それが、信じられないような素敵な出会いだったり、人生を変えるよう

な出会いだったり、衝撃的な学びに、変換されるわけです。 

いつまでも、目の前のセックスの刺激の中毒になっている人も多いです

が、(特にアプリやナンパは、セックスが簡単に出来てしまい、刺激的

なので要注意)そのステージに定住していると、ずっとその世界から先

に進むことができません。 

いやだって、考えてみて欲しいのですが、 

女の子と出会い、ご飯食べて、ホテル行って、解散するまでの、約4-5

時間って、全く生産的では無いですよね。 

“セックスのための5時間” 

なんですよ。5時間あれば、このレポート１本仕上がるし、動画だった

ら10本は撮れるし、本だったら2,3冊読めるじゃないですか。 

かなり時間もったいないですよね。 



なので、それなりの経験を積んだら、 

いったん新規の女性は置いておいて(関係がある女性の一人二人はいて

もいいと思いますよ)、より生産的で、自分の未来に貢献するようなこ

とに、エネルギーを割いていくべきだと思います。 

そこで、次のステージの参考になるのが 

「金と女のステージアップ理論」です。 

僕が、いろいろな成功者や、死ぬほどモテる人、圧倒されるほど魅力的

な人たちと出会い、話を聞きまくり、分析した結果、 

「人間は、こういうステップで成長していくんだな」 

という法則が見つかりました。それを、ご紹介します。 



金と女のステージアップ理論 

いつか解説したと思いますが、人間の脳には、本能と理性の２つの領域

があります。そして、それぞれに欲求があります。 

本能(大脳辺縁系) 

・生存欲求…死にたく無い 

・生殖欲求…セックスがしたい 

理性(大脳新皮質) 

・成長欲求…自分の能力や人間性を高めたい 

・貢献欲求…誰かの役に立ちたい 

この４つの欲求(原動力)に、人間は突き動かされているわけです。 

そして、ほとんどの人はこの欲求を、より本能に近い方から順番に、上

がっていきます。 

「生存→生殖→成長→貢献」という感じです。 



生存ステージ(レベル１) 

全ての生物の最優先事項は「死なないこと」です。そのためには、安全

な場所と、最低限の食糧が必要です。 

まずはここが満たされなければ、セックスをする相手を獲得すること

も、安全にセックスを楽しむ場所もありませんよね。 

特に、現代社会に生きる人間、に関していえば、 

最低限の生活費の確保 

が必要です。生きていくために、仕方なく、イヤイヤ働く。みたいな。

そんな次元にいるのが、ステージ１の人たちです。 

まぁ、今の日本は社会保障もしっかりしているので、さすがにこの段階

にいる人はほとんどいませんが。僕が学生時代に、起業しようと頑張っ

ていた時は、常に借金の返済と生活費のことが頭を占めていて、とても

じゃないけど「デート行く」という発想にはならなかったですね。笑 



生殖ステージ(レベル２) 

そして、ある程度生活費が確保できて、人間として最低限度の暮らしが

できるようになれば、次の欲求が顔を出します。 

“子孫を残したい” 

という欲求。すなわち性欲です。 

多くはないけど、デートに行けるお金もあって、家に来れば安全にセッ

クスの快楽に浸ることができて、ちょっと頑張ればラブホにも行ける。 

そんな経済状況になった時、人間は強烈に性欲が増してきます。 

そして、アプリをやり始めたり、出会いの場に行ったり、仲の良い女性

が急に可愛くみえてムラムラしてきたり。 

そういう状態に突入します。 



そして、ある程度女性とのコミュニケーションや、落とし方が分かって

きて、それなりにセックスが手に入り始めたら、次のステージが見えて

きます。 

本能からすれば、避妊は理解できません。 

なので、何度もセックスをしていくうちに「そろそろ、子孫が出来ても

おかしくない頃だな」という判断になるのです。 

すると、次は「出来た子孫を、いい人間に育て、孫が増えるようになっ

てもらう」ということが必要です。子育ての次元ですね。 

そのためには、育てる親自身が、成長していなければいけません。何ら

かの能力に秀でていたり、人間的魅力があって、協力者が多かったり…

という状態を目指すのです。 

これが次のステージ。 

成長のステージです。 



成長ステージ(レベル３) 

より能力を高め、より人間的にも成長する。 

魅力のロジックのテーマでもある「才人と徳人」を目指すのが、この段

階です。仕事でより大きな成果を求めたり、より可愛い彼女を手に入れ

るためにより男磨きに精を出したり、より収入を上げるために副業や起

業にチャレンジしたり。 

そうやって、他の一般大衆とは一歩抜きん出た場所を、目指します。 

実は、この通信講座「The Ambition!」の裏テーマは、 

“生殖ステージから成長ステージへの進化”です。 

ある程度、女性関係を克服してもらい、より己の成長へ集中してもらい

たい。そうすれば、よりその人の人生は前に進むし、関わる人も幸せに

なっていくと思うんですよね。 

そして、ある程度の能力と人間性を獲得した先に、次のステージがあり

ます。 



貢献ステージ(レベル４) 

自分の培ってきた能力や、魅力を使って「誰かの役に立ちたい」と思う

ステージです。人間がこの地球上で最も発展した、最大の理由は、この

貢献欲求にあると思っています。 

「誰かを助け、誰かを喜ばせ、誰かの役に立ち、誰かの成長を助けたい」 

と、心の底から、欲求レベルで思い始めるのです。 

そんな人が、コミュニティの中に数人でもいれば、そのコミュニティは

安定し、発展し、成長し続けます。そうやって、人間は群れの規模を拡

大し続けてきたのです。 

最終的には、みんなにもこの段階に到達して欲しいなぁと。 

そう思っています。 

このレベルになれば、普段生きている中で、めちゃくちゃ徳積めますか

らね。そして、次々といいことが起こり、いい出会いも起こり、自分自

身もより成長していけるのです。 



… 

このステージは「完全移動」というよりは「割合」だと思ってください。 

貢献ステージにいる人が、生殖欲求がないのかというと、そんな事はあ

りません。 

僕も、普段は誰かの役に立つために仕事をしつつ、より魅力的な人にな

るために勉強しつつ、たまにはセックスもします。 

貢献：50% 

成長：40％ 

生殖：10% 

生存：0% 

みたいな、そんなイメージですね。(さすがに生きていくには困ってな

いので、生存は0%ですが) 

この割合を、少しづつ上にシフトしていければ、いいのです。 

そして、この理論をもとに、最重要成功法則をお伝えすると… 



大は小を兼ねる 

実は、上のステージに行けば行くほど、下層の欲求は「いとも簡単に」

達成できるようになります。 

成長ステージにいる人は、セックスくらいはやろうと思ったらスグに出

来るし、貢献ステージにいる人は、生きているだけで成長し続けるし、

女性は勝手に寄ってくる…という現実を生きています。 

そして、自分が所属しているステージに課された課題だけが、とても難

しく立ちはだかっているように感じるのです。 

と、いうことはですよ。 

先に貢献ステージに行っちゃった方が、ラクに成長できるし、ラクにい

い出会いもあるし、最高のセックスも出来るし、快適な家に住み、美味

しいご飯も食べられる。 

と、こういうわけです。 



多くの人は、目の前にある課題を、１つ１つこなそうとします。 

けどそれよりも、遥か先のレベルに先に行っちゃった方が、簡単に欲し

いものは手に入ります。だから僕のお勧めは「先に貢献ステージに行っ

てしまう」ということです。 

とはいっても、実際に行く必要はありません。 

「フリ」 

でいいんです。 

「世のため人のために生きたい！」と思っているフリ、そういう設定で

毎日の行動を選択し、生きていけば、 

“端から見れば貢献ステージの人" 

になります。そして”徳”のたまり方も、どんな思いでやるのかはあまり

関係なくて、行動と結果が全てです。 



貢献ステージの人のフリをしていれば、 

自然と徳が貯まっていき、自然と自分が成長していき、関わる人にも喜

ばれ、素敵な出会いもあり、極上のセックスもあり、美味しいご飯と快

適な家もあり・・・ 

これ、最高じゃないですか？ 

だから、今日から、今から、でいいので 

「もし俺が、心から”誰かの役に立つような人生を送りたい！”と思って

いるとしたら、どういう行動をとるだろうか？」 

と考えながら、毎日を過ごしてみてください。 

(これが、以前お伝えした”Fake it”という考え方です。貢献ステージの

人のフリをして、演じ続けていれば、いつか本当にその境地に到達しま

す) 



なぜ、貢献ステージの人は「釣れ」るのか？ 

冒頭で、モテる男と、魅力的な男の違いを説明しました。 

・モテる男：自分から足を動かし、女を狩りに行く 

・魅力的な男：女性が自然と寄ってきて、それを釣り上げる 

という違いでしたね。 

で、僕が今回お伝えしたかったのは、 

「貢献ステージにいる男性は、魅力的な男である」 

ということです。 

特に”女性が勝手に寄ってくる”という観点からすれば、貢献ステージの

人が最も女性が集まりやすい段階です。そしてありがたいことに、既に

かなり惚れ込んでいる状態で、やってきてくれます。 



社会的証明原理 

メスは、オスの遺伝子の優秀度を判断するときの参考材料として「他の

メスがどんな反応をしているのか？」を見ています。 

だから、女子会で「あの人カッコいいよね」という話になった瞬間に、

その人は急にモテ期が到来するのです。マッチングアプリで、被いいね

が多い男性の方が人気なのもそういう理由です。 

人気YouTuberや、フォロワーの多いインフルエンサーが女性を抱きま

くっているのも「フォロワー数」という分かりやすい指標によって人気

が分かるからだし、 

スポーツ選手や、芸能人も「他の多数の女性が、イイと言っている」か

ら、魅力的に見えてしまうのです。だからモテるのです。 

じゃあ、 

貢献ステージにいる、才人と徳人を兼ね備えた人は・・・？ 



周りからの評価、高いに決まってますよね。 

周りの男性も、女性も、上司も、部下も、同僚も、友達も、あなたのこ

とを高く評価します。それを見た女性は「この人は、最高の男性に違い

ない！」と確信するわけです。 

そして、一瞬でも二人で会話するタイミングがあったり、食事にでも

行った時には、これまでお伝えしてきた「口説きのロジック」により、

完膚なきまでに魅了することができる・・・ 

これは「無敵」だと思います。 

本当に、楽しく幸せな毎日が過ごせます。 

小さな徳を、積み重ねていけ 

けど、やることは単純明快です。 

貢献ステージの人が、日々無意識でやっているような、 

「小さな徳を積み重ねる」ということを実践すればいいのです。 



日々の行動の積み重ねによって貯蓄されてきた徳は、 

・最高の出会い 

・収入UP 

・人間的成長 

・最高のセックス 

・揺るぎない自信 

・真人のオーラ 

などに、次々と変換されていきます。 

日々、コツコツ徳を積んで行って、最高の人生を手に入れましょう！ 

では、今回は以上です。 

ありがとうございました！ 

恋愛屋ジュン
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