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こんにちは！リンこと高尾真理子です。“ネットでダンナを見つける方法”にご登録ありがとうござ

います。実はこのタイトルとこれから毎日 10 回に渡ってお届けするメールの内容は少し違ったも

のです。正確に言うとあなたがお相手を見つけるのではなく、あなたの将来のパートナーにあなた

を見初めてもらう方法を私の成功体験に基づいてご紹介したいと思います。 

 

自分で相手を探して見つけるわけではないので、今現在オトコを見る目に自信がない人でも大丈

夫です。素敵な男性に自分から声をかけられない内気なあなたも大丈夫。最後の選択さえ間違え

なければうまくいきます。あなたを選んでくれた素敵な男性達の中から自分にぴったりの人、自分

が一番輝く相手を選ぶだけです。 

 

思考は現実化する。どんな女性であっても幸せな結婚を望み、それを得るために行動すれば不可

能ではないと思います。私自身、再婚相手の男性はインターネットで出会う予感がありました。そ

して苦労もあったけれど楽しみながら出会いを研究し、約1年前、ネットを通じて現在のパートナー

に出会いました。 

 

幸せな結婚をするのにだれもがうらやむ美貌や沢山のお金は必要ありません。必要なのはゆる

ぎない意志とほんの少しの勇気と行動力そして出会いのコツ（やり方）を知ることです。 

 

私がご紹介するやり方を押し付けるつもりはありません。全部を実行しなければ出逢えないという

わけでもありません。人それぞれ、成功する方法は有るかと思います。私の体験談をお話するこ

とによって、パートナーが欲しいけれど、どうしたらよいか分からない。なかなかパートナーにめぐ

り合えなくて焦っている。1人で寂しい日々をすごしているあなたに智恵と勇気と希望と笑顔を与え

られればうれしいです。 

 



１． 幸せな結婚をすると宣言しよう！ 

結婚するのって難しいことじゃないけど、幸せな結婚をするのは意外と難しかったりします。続か

ない幸せもあるしね。だから結婚するなら幸せな結婚。今のままでも幸せだけどもっと幸せになる

ためのパートナーに出会う必要があるのです。 

 

『いい人がいたら今すぐにでも結婚したいわ。。。』 

よく聞くみんなの本音だけど、私から質問。 

あなたの幸せな結婚相手は今どこにいると思う？いなかったら（出逢えなかったら）一生結婚しな

いの？？ 

『どこにいるですって？それが分からないから一人で寂しくしているんじゃないの。この世界のどこ

かにきっといるはず。まだ神様が出会わせてくれないの。。。』 

 

もし彼が存在するんだったらなんですぐに会おうとしないのでしょうか。彼に早くあなたを見つけて

もらわないと他の人と結婚しちゃうかも。だって素敵なひとなんだもん。他の女性がほっておくはず

がない。いくらあなたと赤い糸でつながっていたとしても、もしかしたら他の人ともつながっている

かもしれないですよね。あてにならない神頼みより努力をしたほうが、早く出逢えるはずだよね。 

 

今は仕事に夢中。やりたいことがあるからまだ結婚したくないという人。 

結婚する時期は相手に出会ってから決めるのがいいのではないでしょうか？出会ったときにお互

い完璧である必要はなく、二人で成長していけばいいのでは？ 

運命の人に出会ってしまえば探す必要もなく、不安になることも寂しくなることもなく、安心してやり

たいことに集中できるでしょ？ 

 

結婚に対してネガティブなイメージを持っているといつの間にかネガティブな結婚になっていること

に気がつきます。幸せな結婚ができないなら独身でいたほうがいい。そう思っている人もいると思

います。私は一度離婚をしていますが、離婚してすぐ「私また結婚したい！もっと幸せな結婚をす

る」って周りに宣言していました。最初の結婚は若さゆえに周りが見えず、色々な人を傷つけてし

まいましたが、自分で決めた大好きな人と結婚できてある意味では幸せでした。別れはとてもつら

かったのですが、私にとって必要なことでした。そして再婚できた今はよりいっそうの深い幸せを満

喫しています。 

 

時代が大きく変わる中で家族の形も変わってきています。幸せな結婚生活を送るために努力して

駄目だとおもったら、２回、３回やり直しをするのも良いかと思います。結婚するときは多少なりとも

舞い上がって考えもしないのだけれど、結婚するということは離婚の可能性も有るわけです。結婚

しなかったら離婚もできません。 

だから戸籍に×印がついていることより、今の生活が幸せで◎がついているほうが人生の勝者だ



と思いませんか？やらずに後悔するよりやって後悔したほうがいいと思います。なにもしないであ

きらめモードの人生を自分で切り開くから素晴らしいのです。 

もちろん結婚制度にとらわれずに、独身のままパートナーと過ごすのもいいと思います。自分自身

が幸せになることをまず考え、自分、そして周りの人も幸せになるようにどんどん進みましょう。 

 

今すぐ宣言しましょう。 

「私は近い将来ソウルメイトとめぐり合い、めくるめく恋をして、毎日笑顔でウルトラハッピーなこの

うえない最高の結婚生活をおくる！」 

ここでインターネットでと限定しないのは出会いの可能性は無限だからです。ネットで相手を探しな

がら、お見合いパーティや人の集まる場所にどんどん出て行くのは大賛成です。ネットはあくまで

出会いを見つける方法の一つ。365度あらゆる角度で出会いの可能性を広げてください。 

私は一生結婚できないんじゃないか。。。なんて思っている暇があったら即行動ですよ。始めから

やらずにあきらめないで。 

 

今すぐ来年の手帳を開いて 1ページ目に自分自身の言葉で書きましょう。そして是非とも利用して

いただきたいのが、夢メールです。http://yumeml.com/ 

私の運営しているインターネットショップ月のわしょっぷのアドバイザーでもあるインターネット成功

プロデューサー、ダイアログジャパンの後藤さんが企画したこのメール配信システムは夢をどんど

ん叶えてしまう魔法の自動販売機です。利用料はなんと無料！  

PC版とケイタイ用とあります。 ちなみにこのネットでダンナを見つける方法のメール配信もダイア

ログの開発したオートメールを使って配信しております。 

私のお客様の中でもこの夢メールを使って夢がかなった方が沢山います。自動的に夢がかなっち

ゃうんです。登録しただけではもちろんだめですよ。登録してから夢に向かってあらゆる努力する

こと。もし夢がかなわなかったら？今までと何も変わりはありません。登録料は無料です。失うもの

は何もないのです。http://yumeml.com/ 

 

2003年 1月 1日私は夢メールに登録しました。 

鈴木真理子さんの今年の目標 

「ウルトラヤングリッチな男性とめくるめく恋をする年収 1000万円の強運美女」 

 

登録から 5 日後、まじめな出会い系サイトに登録されていた私のプロフィールを見てメールをくれ

た男性がいました。それが私の現在のパートナーです。 

******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★思考は現実化する。幸せな結婚をする！と確信して宣言すること。そこからスタートです。 

http://yumeml.com/


★ネットに限らず、365度あらゆる角度から出会いの可能性があるとイメージする。 

★出会いがない、結婚できないんじゃないかと悩む暇があったら行動してみよう。待っているだけ

じゃないも起こらない。やらずに後悔するよりやって後悔しよう。『命短し恋せよ乙女！！』 

 

明日のテーマは “運命の人は何人いる？”です。転送･宣伝大歓迎です。お友達に教えてあげて

くださいね。 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

☆強運美女御用達のお店 月のわしょっぷ （高尾真理子） 

http://www.tukinowashop.com rin3@tukinowashop.com 

tel&fax:0533-84-3276  

〒442-0841愛知県豊川市代田町 1-42-3 

 

☆ケイタイで簡単ショッピング 月のわしょっぷスマイル店 

http://www.tukinowashop.com/smile.htm 

 

☆とってもクマシー日記 

http://plaza.rakuten.co.jp/kumasy/ 

 

☆あなたを探している運命の人と出会いませんか？ 

http://www.click-click.com/dstation/enter.asp?id=F5229 
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２． 運命の人は何人いる？ 

 

     さま。リンです。楽しい夢メール届いてますか？さて今日は目から鱗のお話。 

 

運命の人は 1人って誰が決めたんでしょうか？ 

ソウルメイトって素敵な響きですよね。自分の分身。魂がふるえるような恋。 

 

小学生の頃「白い馬に乗った王子様が私を迎えに来てくれるの。」って母親に言ったら笑われまし

た。夢見がちで早熟な私は 16歳のとき短編の小説を書きました。それはこんな内容でした。 

 

運命の男性を探している私が、電車の中である男性に惹かれ、目と目があって恋に落ちる。でも

その人は自分の本当の相手とは違うことに気がつき、また運命の人を探しはじめる。いつか私を

見つけて欲しい。私の全てを愛してくれる私のアダム。 

 



私の最初の結婚相手はその後 4年後偶然乗った電車の中で出会いました（実話）。というとあまり

にドラマチックで私でなくても「運命の人」って思いますよね。でも以前小説で書いたものが潜在意

識の中にインプットされ、それが出てきただけのことだったんです。 

白のベンツに乗ってる彼を白馬の王子様と勘違いしたこともありました。（笑） 

ドラマチックな恋や電撃結婚もいいですが、いずれ終わります。電撃結婚したカップルはドラマチッ

クな恋が終わり、離婚して別の新しい恋をしたり、ドラマチックな恋を変容して、落ち着いた関係に

なります。 

 

ソウルメイトって沢山いると私は思います。生涯たった一人の人しか愛さないっていうのはそういう

人もいるかもしれないけど少数派なんです。多情で結構。好きな人が沢山いるっていいことです。

その沢山のソウルメイトの中からあなたがそのとき自分に一番ふさわしい結婚相手を選ぶだけな

んです。 

ちょっと背伸びをした恋のお相手。ドラマチックな恋愛向きのソウルメイト。セクシュアルな結びつき

のソウルメイト。そしてドラマチック度は低いけれど毎日ゲラゲラ笑って過ごせる、あなたがリラック

スして安心して付き合えるお相手。 

 

あなたが望む数だけこの世界には運命の人がいます。どの運命の人と出会いますか？ 

 

毎晩夜 1 人でベットに入って寝るときに、あなたが結婚する人（今そばにいてパートナーになって

ほしい人）をイメージして彼とコンタクトをとってみてください。一瞬でできます。どうやってやるかと

いうと、世界のどこかにいる彼の魂（肉体に付随しているエネルギー体）に向かって体全体から自

分のエネルギー（気）をバーンと飛ばすのです。同時に彼のエネルギー(気)を感じてみてください。

彼と一体化します。そして伝えます。『あなたが大好き。愛しているわ。早くあいたい。』そして彼の

エネルギー体からメッセージを全身に受け取ります。『大丈夫だよ。僕もきみが大好きで愛してい

る。』彼の暖かいエネルギーに抱かれているのを感じながら眠りにつきます。 

毎日やるとだんだんと感じがつかめてきます。あなたの魂（ソウル）が彼の魂（ソウル）を引き寄せ

ます。そして現実世界に肉体をもった彼と会うことができるのです。顔も知らない相手でもエネル

ギーはイメージできるでしょ。そのうち夢でメッセージを受け取ったりできるようになります。 

 

相手も寝ている時間だとなおコンタクトがとりやすいのでいいです。遠距離恋愛の人にも有効です。

彼が寂しくなったとき、電話がつながらないとき、会えないときなど 

特に寂しくてどうしようもなくなったときはコレをやってください。効きますよー。 

 

次回の配信は明日 “イイオトコ達はどこにいる？”です。転送･宣伝大歓迎です。お友達に教えて

あげてくださいね。 

 



******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★運命の人は 1人ではない。その中から誰を選択するか決めるのは自分である。 

★彼と意識の上で一体化する。お互いの魂が引き合って肉体をもった彼を呼び寄せる。 

 

明日のテーマは“イイオトコ達はどこにいる？”です。お楽しみに。転送･宣伝大歓迎です。お友達

に教えてあげてくださいね。 
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☆強運美女御用達のお店 月のわしょっぷ （高尾真理子） 

http://www.tukinowashop.com rin3@tukinowashop.com 

tel&fax:0533-84-3276  

〒442-0841愛知県豊川市代田町 1-42-3 

 

☆ケイタイで簡単ショッピング 月のわしょっぷスマイル店 

http://www.tukinowashop.com/smile.htm 

 

☆とってもクマシー日記 

http://plaza.rakuten.co.jp/kumasy/ 

 

☆あなたを探している運命の人と出会いませんか？ 

http://www.click-click.com/dstation/enter.asp?id=F5229 
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３.イイオトコ達はどこにいる？ 

 

      さま こんにちは！リンです。 運命の彼と一体化できましたか？ 

 

あなたの結婚相手としてふさわしいお相手の男性達はどこにいるでしょうか？ 

あなたの勤めている職場？それとも繁華街の居酒屋？毎日通勤する電車の中？ 

それともすでに他の人のもの？（既婚者？） 

狭い範囲で考えないで、普段使わない部分の頭を思いっきり広げましょう。（ぐわっ）笑 

 

独身で仕事のできる、リッチで若くて、家庭的でハートのある感性が豊かなイイオトコ達はどこにい

る？ 

 



本田健さんの本にでてくるような成功した幸せ小金持ち男性。経済的にも精神的にもレベルが高

い男性はどこにいるのか？あるいは今はそれほどリッチではないけれど、若くてエネルギーにあ

ふれていてこれから幸せ小金持ちになる過程にあるイイオトコ予備軍はどこに行けば会える？ 

行ったこともない高級クラブ？祇園？それとも海外？ 

 

私がまだパートナーの相手を探してインターネットの出会い系サイトの攻略に試行錯誤していると

き私のメンターからこういわれました。 

「真理ちゃんが、結婚したいと思うリッチなイイオトコ達はどこにいるの？そこにあなたが行かない

と話になんないでしょ。出会いサイトで探しているのなら、そいつらにパソコンと携帯電話買わせて

インターネットをやらせなさい。」 

 

複数の恋人候補をイメージして作りなさいって私に言うのね。コレは目から鱗だったよね！複数で

すよ複数。結婚するのはもちろん 1人だよね。でも用意していたのが 1人だと駄目になった場合ど

お？他にないのよ。立ち直れない。。 

お洋服を買いに行って 1着しか服がなかったらどうでしょうか？1着しかないけど 1点ものだし、デ

ザインも色もとても気に入って試着してみたらサイズが合わない。。。沢山の種類があれば他のデ

ザインであなたにぴったりな服が有る可能性が高いよね。 

 

何度も言うよ。あなたが結婚相手に選ぶのは 1 人だけど、運命の人は 1 人じゃない。かぐや姫の

ように沢山の素敵な男性から求婚されて、その男性達を競わせてそのなかから、あなたが自分に

一番ふさわしい人を選んで決めるの。 

 

どう？考えただけでよだれが。。。。ニヤニヤしているあなたの顔が浮かびます。 

 

じゃ早速ノートを出して彼等の絵を描いてみて。その横には箇条書きであなたの好みの男性の条

件をいくつも書こう。こんな具合に。。。 

 

・経済的にも精神的にもリッチで余裕がある 

・30代～40代、見た目が若くてエネルギッシュ 

・健康でセクシー 

・女性と子供が好きで優しい 

・たばこを吸わない 

・お酒を沢山飲まない 

・身長 170センチぐらい。中肉･中背 

・忙しすぎない人 

・マメな人（コミニュケーションがとれるひと） 



・明るくてポジティブ 

・仕事ができる。話が面白い。 

・ハートのある人 

・腹が据わっている人 

 

イイオトコ達はやみくもに探すのではなく、自分の頭の中で作るもの！思考は現実化する。あなた

が想ううことで世界中のどこかにいるあなた好みのイイオトコ達が引き寄せられて現実に現れる。

というウソみたいなお話でした。 

 

******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★あなたの結婚したいイイオトコ達がいそうな場所を考えてみる。 

★イイオトコ達にパソコンと携帯電話を買わせてインターネットをやらせる。 

★恋人候補を複数イメージしリストアップする。 

 

次の配信は明日 テーマは“かくれんぼのオニにみつけてもらう”です。お楽しみに。 
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☆とってもクマシー日記 

http://plaza.rakuten.co.jp/kumasy/ 
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４． かくれんぼのオニに見つけてもらう。 

 



           様 こんにちは！リンです。理想の男性リストわくわくどきどきしながら作れました

か？ 

 

あなたの結婚する相手はあなたのことを探しています。相手はかくれんぼのオニです。彼等は探

すのはあまり上手じゃありません。彼等はあなたのいない見当違いなところを探しています。 

だからあなたを見つけることができません。彼等が探すであろうところにあなたがいたらどうでしょ

うか？彼等はあなたを見つけることができます。 

 

もう一度いいます。かくれんぼのオニに見つけてもらうには作戦が必要です。 

あなたの理想の男性達が出没すると思われる場所に行き、探すであろうところにいるのです。そ

れで見つけてもらうのね。 

 

かくれんぼのオニの彼が誰だか分かればいいのですが、あなたから彼等はだれだかわかりませ

ん。それらしき人は沢山います。他の人に声をかけてしまって時間をムダにしないように。 

 

これは私がインターネットではじめてのお客様に商品を売るときにも当てはまります。かくれんぼ

のオニは私の売っている商品を買いたいという人達。そして私はオニの行動を考えて、くもの巣を

張ります。彼らが検索エンジンに入力するであろうキーワードを考えてそのキーワードで商品紹介

ページがヒットするように HP を作ります。そしてそのページを見にに来た人達がスムーズに商品

を購入できるようにしておくのです。お客様は見えない糸に誘導されて商品を購入してくれます。 

私は訪問営業が苦手です。商品を買ってくれるお客さんを直接コンタクトを取って探しに行きませ

ん。お客様がいそうなところに隠れた糸を張っておくのです。 

 

あなたも彼に見つけてもらいましょう。 

 

******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★かくれんぼのオニは自分で探しても見つからない。相手に見つけてもらえる努力をしよう。 

 

次回の配信は明日テーマは “かくれる場所の選び方”です。転送･宣伝大歓迎です。お友達に教

えてあげてくださいね。 
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５． かくれる場所の選び方 

 

さてインターネットで運命の彼と出逢うとしてあなたはどのサイトを選びますか？ 

共通の趣味がある彼がいいなら、自分の趣味のサイトの掲示板などで知り合う方法もあります。 

また暇つぶしに誰でも入れるチャットなどもすぐに男性と知り合える場所です。 

楽天日記なども沢山の人に見てもらうという点ではいいでしょう。 

 

でもあなたの目的は、パートナーと出会って幸せな結婚をすることですよね。だったら目的がパー

トナーを探している人、結婚したい人が集まる場所というのが手っ取り早いですよね。 

 

出会い系サイトには誰でも抵抗があります。毎日のように送られてくるセックス目的のアダルト出

会い系サイトの沢山のスパムメール。毎日のように出会い系サイトでの犯罪がテレビのニュース

で報道されています。こんなところに登録したらモテナイ女と思われるのではないか？いい年して

って思われるのでは？プライベート情報の流出。結婚詐欺。いろんな不安があります。でも実際イ

ンターネットでなければ出会えなかった出会いが存在し、運命のパートナーにめぐり合った人も沢

山います。 

 

数多くの出会い系サイトの中でどれを選ぶか。トラブルに巻き込まれない、リスクのないサイトはど

う選ぶか。サイトをよく見ます。運営者を確認します。システムを読みます。登録されている人のプ

ロフィールを読みます。登録したいと思えるサイトでしょうか？自分が男性になったと仮定して、こ

こで自分が結婚する運命の女性を見つけたいと思うサイトでしょうか？最後の決めてはなんといっ

てもフィーリングです。頭で考えずに体で感じてください。なんかここに登録するのやだなーと思っ

たらそのサイトは貴方との相性が良くないと思います。 

 



無料だったり有料だったりまじめな出会い系といっても色々なサイトがあります。 

私 が 登 録 し た い と 思 っ た の が 出 会 い ス テ ー シ ョ ン と い う サ イ ト で す 。 →

http://www.click-click.com/dstation/enter.asp?id=F5229 

他にも良いサイトあると思うので不十分と感じた方は探してみてください。 

 

出会いステーションを利用するのを決めた理由はとにかく沢山の人が登録している。一人一人の

情報量が多く内容が良い。個性が出せるプロフィールがかけるということ。一人一人が真剣にまじ

めに相手を探している感じがした。地域別にプロフィールを検索できたり、お断りメールの配信が

できたり、値段も手ごろで安心して利用できるシステムというがありました。でも最後の決め手はこ

こに登録したらなんか楽しいことが起きそうと思ったのね。いろんな男性から申し込みをされるの

は楽しいですよ。 

 

まじめな出会い系サイトってどんなところ？とりあえず見学してみてはいかがでしょうか？ 

 

******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★自分と相性のいいかくれる場所をみつける 

 

明日のテーマは“印象に残るプロフィールの書き方”です。転送･宣伝大歓迎です。お友達に教え

てあげてくださいね。 
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６． 印象付けるプロフィールの書き方 

 

やっとハウツーらしくなってきましたね。 

沢山のプロフィールの中から好みの彼（かくれんぼのオニ）に興味をもって申し込んでもらわなけ

ればなりません。 

 

アイドマの法則って知っています？私がビジネスの短大で習った消費者が商品を買う行動を分析

した法則でそれって当てはまるかなと思うのでご紹介したいとおもいます。 

 

A アテンション （注目） あなたのプロフィールに注目する。 

I インタレスト （興味・関心） プロフィールを読んで興味、関心を持つ 

D デザイヤー（欲求） お付き合いを申し込みたいという欲求が生まれる。 

M メモリー（記憶） 印象に残った言葉、あなたの特徴を記憶する。（他の女性との差別化） 

A アクション（行動） メールを送信して申し込みをする。 

 

実際にメール送信するまでの行動を考えてみると数多くのプロフィールの中で目立って、興味を持

つ内容で印象に残るものを書く必要があります。 

それにはある程度長文である必要があります。 

それは情報量の法則というものがあって情報量の多い女性のほうが親近感がわくし、イメージし

やすいのです。とはいえあまりに長すぎるのは敬遠されるので、いくつかプロフィールをみて平均

より少し長めぐらいのボリュームがベストです。 

 

プロフィールは自己紹介（自己 PR）とどんなお付き合いを望んでいるのか、好みの男性のタイプ。

（お断りの男性のタイプ）です。 

その前に同じサイトのほかの女性のプロフィール、男性のプロフィールを読んで十分に研究してく

ださい。どんなプロフィールにあなたは惹かれますか？これいいなと引かれるプロフィールを印刷

して研究してみましょう。まずはマネからはじめます。 

 

あなたが申し込んで欲しい男性はどんなことを知りたいんだろうと考えてみてください。 

 

あなたのプロフィールが他のプロフィールの中に埋没しないで輝くためにはどんな文章がいいと思

いますか？ 

イイオトコの目を引き、興味を持たせ、口説きたいと思わせ、印象に残り、メールで申し込みさせる



ためにはどうしたらいいか考えてください。 

 

モテモテオンナになるためには男性の心に止まるキーワードが必要です。 

気取って書く必要はありません。言葉遣いも変にお嬢様っぽく丁寧にする必要はなくナチュラルが

いいです。話し言葉に近い方が読みやすい場合もあります。文章からあなたの人柄がイメージで

きればばっちりです。 

自分を表現するキーワードを書き出しておくと文章の組み立てに役立ちます。どんなことを毎日考

えているか、将来の夢、パートナーシップについて、仕事について、結婚について、趣味や好きな

こと、夢中になっていること。どんなお付き合いがしたいか、自分の生き方のポリシーなど限られ

たスペースの中で熱く語りましょう。 

私は子供と一緒に住んでいたので、前の結婚のこと、子供のことなども詳しく書きました。 

ウソはつく必要はないのですが、自分の全てのことはとてもそのスペースにかけないので特にイ

ンパクトのある、削れない部分をセレクトしてうまくつないでみてください。全部完成している必要

はありません。説明が足りない部分は申し込みをしてもらった後日メールをやりとりして理解しても

らえばいいのですから。 

 

それから男性は女性と比べて女性と会ったときに視覚による快感（キレイな女性だな。。。というよ

うなこと）を期待する傾向があります。いくら心や人柄で選ぶといっても、ルックスについての記述

がなかったらあこがれの女性をイメージしにくいのです。抽象的な言葉より具体的に書くといいと

思います。絶世の美女です。って書く必要はありません。芸能人の○○さんに似ているとか、脚が

キレイでミニスカートが似合うとか、胸が豊かとか、横顔がきれいとか、自分の美しさをさりげなく、

どんどん自慢しちゃってください。 

 

あなたらしさをあらわすキーワードを盛り込んで文章を作ります。 

まだ見ぬパートナーへのラブレターです。情熱的にアピールしてくださいね。 

 

それからもてもてになるのは楽しいですが、ターゲットが広すぎると大変です。 

グレードのあるレベルの高い男性をひきつけるためには男性に対するリクエストもしっかり書いて

おくことが必要です。以前作った理想の男性リストのノートを出してもう一度確認します。 

リッチな男性を希望ならリッチな男性と必ず書いてくださいね。それを書くことによって経済的に豊

かな男性が申し込みをしてきます。（もちろん例外もあります。）こういう男性はお断りとして、駄目

オトコを排除するのも重要です。 

 

出来上がったらなんどか読んでみてください。自分が男性になった気分で。なんだかすごく楽しい

な。この女性に申し込みしたい！(笑)と思えば合格です。男性は女性とのお付き合いに楽しさを求

めています。あなたもデートは楽しいのが一番でしょ。 



 

素敵な女性。面白そう。お話してみたいと思われれば◎です。 

 

******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★印象に残るプロフィールを書く。個性の輝きがあなたの美しさ。 

 

明日のテーマは“リスクをどう回避するか”です。お楽しみに。転送･宣伝大歓迎です。お友達に教

えてあげてくださいね。 
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７． リスクをどう回避するか。。 

 

様。こんにちは！リンです。ラブレター沢山届きましたか？ 

 

ネットでの出会いはリスクが付き物です。 

出会う男性が必ずしもいい人だけとは限りません。 

とはいえ、恋をしたり、その先に発展するためにはあなたも、彼もオープンハートになる必要があり

ます。警戒心を持ちつつオープンハートで行きましょう。 

傷つくことを恐れて、リスクを恐れて行動しなかったら何も変わりません。 



世の中には自分と相性の悪いひねくれた心の持ち主もいます。 

あなたにメールを送ってきた男性の中で嫌がらせをしてくる男性もいるかもしれません。 

ヤバイ男性を引き寄せてしまった場合どうすればいいのか。 

 

結論から言うとすぐに身を引くことです。 

なんかヘンだな、違うなと思ったらメールの交換をやめること。メールアドレスは 2つ以上持って出

会い用のメールアドレスを用意して使うというのもいいでしょう。 

出会い系サイトのサポートセンターに相談してもよいですね。 

1人で抱え込まないで信頼できる人に相談しましょう。 

 

メールを交換して電話をして会うタイミングですが、個人差もありますが、1ヶ月～3ヶ月ぐらいで思

い切ってみましょう。もちろん相手の名前や住んでいる所、仕事（会社）などはあらかじめ聞いてお

きましょう。自分からなんか会いたいと思わない男性にはしつこく誘われても会わないでメール交

換を思い切ってやめます。男性は彼だけでなく沢山います。 

 

会うときも人の多い場所でオープンハートかつ警戒心をもっていきましょう。 

ハズレの男性だったら誠意を持ってお断りの対応してすぐに次に行きましょう。 

 

自分の感覚を大事にしてください。自分が幸せになる結婚です。自分が幸せになれなかったら相

手も不幸にしますので、たとえ身近にいないタイプのイイオトコだったとしても、自分に合わない男

性だったら笑顔でさようならをいいましょう。 

 

複数の理想の男性をイメージしたのだから複数の男性をセレクトして会ってみます。たった 1 人で

理想の人に出会える確立はすごく低いです。何人かと会ううちに出会いのコツや自分の好みが分

かってきます。失敗を恐れずに、ステップアップして大きな成功をつかみましょう。 

******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★オープンハートで、でも警戒心の楯を用意しておこう。 

★リスクを恐れてなにもしなければ何も変わらない 

★誠意をもってお断り、ヤバイ男には関わらない。一人で悩まない。 

★一度で上手くいこうと思わないこと、ステップアップして成功をつかむ 

 

明日のテーマはついてる人からパワーをもらうです。お楽しみに。転送･宣伝大歓迎です。お友達

に教えてあげてくださいね。 
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８． ついてる人からパワーをもらおう！ 

 

幸せな人を見て心から喜べますか？ 

素直に心から喜べるという人はすぐに幸せを引き寄せられます。 

ところが自分に余裕がなかったり、不幸だと感じていると他人の幸福がなかなか喜べません。特

に身近な人だったらなおさらです。 

 

親友が幸せな結婚をした。自分も結婚したいけど BFすらいない。。。 

 

幸せを人と比較しないことです。これからあなたの幸せを発見し、自分で作っていくことが大事な

のですから。 

 

出会いサイトのプロフィールはハンドルネームを使います。私のリンという HN は仕事用の名前で

すから、私は出会い用のハンドルネームを考えました。 

 

いくつかHNを考えたのですが、一番気に入っていたのが、新婚で幸せ絶頂の歌手の宇多田ヒカ

ルちゃんの名前からもらったヒカルという名前でした。 

彼女の幸せパワーを拝借したのでした。 

 

プロフィールを更新するたびヒカルという名前を見るたび私も彼女のように幸せになる！とイメー



ジして想ったものでした。なんだか元気が沸いてくるの。 

 

あなたの好きなついている人のパワーをもらいませんか？タダでものすごいパワーもらえます。 

私はインターネットで使うパスワードもポジティブで元気がでるラッキーワードにしています。 

なんども入力するパスワード。心の中で何度も言ってますよね。いい言葉を繰り返し使うと本当に

いいことが起きます。 

 

なんだか楽しくなってきたでしょう。 

 

友人や親戚の結婚式やお祝いパーティなどもできるだけ参加したほうが得です。ご祝儀など大変

ですが、心からお祝いした分だけ自分にも幸せが帰ってくるのです。人の幸せパワーをもらうと自

分が幸せな結婚をしたい！という気持ちも高揚します。やる気も出てきます。 

 

自分の好きな人、物、ついている人からさりげなくパワーをもらいましょう。1 人ではとてもできない

ことも助けてくれる人がいればできることもあります。元気を出して笑顔で前に進もう！ 

 

******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★ついている人から幸せパワーをもらおう。自分だけでなく周りの人からも手助けしてもらおう。 

 

明日のテーマは“強運美女９つのチェック”です。お楽しみに。転送･宣伝大歓迎です。お友達に教

えてあげてくださいね。 
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http://www.tukinowashop.com/smile.htm 

 

☆とってもクマシー日記 

http://plaza.rakuten.co.jp/kumasy/ 

 



☆あなたを探している運命の人と出会いませんか？ 

http://www.click-click.com/dstation/enter.asp?id=F5229 
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９． 強運美女９つのチェック 

 

この人だ。。と思う魂が触れ合うような男性に出会っても、結婚まで上手くいかないときがあります。

縁がなかったといえばそれまでですが、非常につらくて猜疑心で一杯になってしまいます。 

そんなときはもっともっと自分にふさわしいいい人がいると頭を切り替えて次に進むことです。スペ

アはまだあります。そしてなぜ上手くいかなかったか反省して、ただでは転ばないこと。 

 

『いつまでもいると思うないい男』 

 

イイオトコを引き寄せておくにはあなた自身が女として天才になる必要があります。 

 

女としてツメが甘いということが、いい男に出会ってもずっと彼を引き寄せておけないという原因に

なっているのです。 

 

ちょうど 1年前私は強運美女スタートキッドというものを作りました。そこに紹介した強運美女 9つ

のチェックをご紹介します。私はコレを壁に張って毎日読んで女として天才ということを意識してい

ました。人それぞれ考える女の天才は違うでしょうが、参考にしてみてください。 

 

強運美女９つのチェック 

１． 私は女の天才である。 

２． 私の魅力は私が作る 

３． 彼の好みの女になるのではなく、私が好み（女性として申し分ない）という彼を選ぶ 

４． 私は自分自身に正直である。演歌の女（耐えてしのぶ、待つ女）にならない 

５． 人と比較しない（持っているもの、容姿など） 

６． 自分自身だけにしかない美しさ、魅力を知っている 

７． 自己評価が高い 

８． この上ない最高の人生を生きる。その人生を選択する勇気とその能力がある 

９． 自分の思考・意識が人生をつくるということを完全に理解し、理想を明確にイメージとして描き、

実感することができる。 

 

どうでしょうか？女として天才になれそうですか？これは他でも応用ができてお母さんの方は母親

として天才。とやってください。そうすると自分の育児に対して肯定的・積極的になれます。 



******************************************************************************* 

本日のおさらい 

******************************************************************************* 

★イイオトコを引きつけておくには女として天才になる必要がある。 

 

明日の配信が最後になります。最後に。。。リンから皆様へのメッセージです。転送･宣伝大歓迎

です。お友達に教えてあげてくださいね。 
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１０．幸せのおすそ分け 

 

      様 リンです。いよいよ最後の配信になりました。未来の旦那様に見つけてもらうために

自分ができることすべてやってみようという気になりましたでしょうか？ 

 

ちょうど 1年ほど前、寂しく 1人で寝ているとき、私はあるビジュアルをメッセージとして受け取りま

した。 

 

グリーンのシーツのダブルベット。うすーい色のカーテンが光の中揺れていて、私の右側に男性が

いました。私は彼の腕に抱きしめられていました。暖かくて気持ちが良くて、思わず暖かい涙が出

て流れました。そしてああなんか（まだ出会っていないけど）大丈夫だなって感じました。 

 

それから私は現在のパートナーと出会い、素敵なベットを買い、グリーンのベットカーバーをつけ



ました。そして毎日彼の左側に寝ています。 

 

現在のパートナーが最初に紙に書いていた理想の男性の条件を全てクリアしていたかというとそ

うではないのですが、なんとなく感じるものがあり、結婚して、ああやっぱり自分にぴったりの人だ

なと毎日確認しています。愛し愛される関係。とても居心地がいいし 2 人が中心になり発展・成長

していく世界があります。理想の男性はどこかにいるのではなく自分と相手との関係の中で作って

いくものだなと私は思います。 

 

どの男性を選ぶ？本物はどれ？自分がパートナーを選べるかどうか不安な方も多いかと思いま

す。私が思うのには本物は無理矢理な部分がない関係だと思います。条件がいいから無理矢理

好きになっていない？？無理矢理の正体は自分のエゴです。“この人”という思い込みも大事です

が、どっか力が入って無理していないかな？とチェックしてみて。本当にパートナーとしてあなたに

ふさわしかったら問題があったとしても無理矢理になんとかしようとしなくても、二人で協力して努

力してナチュラルにクリアできるはず。そしてその結びつきが二人の関係を深めます。 

 

あなたがつらく寂しい思いをしているのなら彼もつらく寂しい思いをしています。彼は自分の鏡の

相手です。 

 

あなたが楽しく前向きに出会いを探しているのなら、お相手もきっと前向きに出会いを探している

でしょう。 

 

うまくいかないときもあります。気弱になるときだってあります。ずーっと探し続けなければ会えな

いというものでもありません。調子が悪いときやうまくいかないときは少し休んでまた元気になった

ら努力をする。 

プロフィールも一度書けばいいってもんでもないです。もっといいものを。。。と毎日少しずつでもバ

ージョンアップして更新してみてください。そのうちにコツがつかめて楽しくなります。サイトを変え

てみたり、ハンドルネームを変えたり、やり方も色々自分で工夫してみるのです。必ず反応があり

ますから楽しくなります。申し込んでくる男性のレベルもあなたのプロフィールによって変わってき

ます。 

 

人によってすぐに出会える人、そうでない人がいます。私は出会い系サイトの攻略をはじめてから

現在のパートナーに出会うまで約10ヶ月かかりました。彼の方は4ヶ月ほどで私と出会いました。 

 

決してあきらめない。あなたには幸せな結婚をする能力があるのです。今自分のできることを淡々

とやっていく。そんな積み重ねが素敵な出会いを運んでくるのではないでしょうか？ 

 



一番いいタイミングで一番いい幸せな出会いを。。。そして出会ってからの努力ももちろん必要で

す。幸せでいつづけるためにはたとえ物理的な条件が変わってしまっていても幸せでいるというゆ

るぎない意志と努力が必要です。 

 

幸せになるための努力を惜しまない人はきっと素敵なお相手を見つけることが出来ると思いま

す。 

 

あなたにこのメールメッセージを送ることができて大変うれいしいです。人は幸せになるとその幸

せを自分の大好きな人にも感じて欲しいと思うようになります。 

 

まずはあなたがもっともっと幸せになってあふれた幸せを周りの人に分けてあげてくださいね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

このメールは転送･宣伝大歓迎です。お友達に教えてあげてくださいね。 

 

リンからお願いがあります。すでにパートナーに出会って幸せを満喫されている方。あなたの出会

いの成功体験を教えてください。成功体験は人に勇気を与えます。あなたの幸せを皆さんとシェア

しませんか？ 

 

これからもリンは HPやメルマガでポジティブな情報を発信していきたいと思います。 

応援よろしくお願いいたします。 
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