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★婚活会で上手くいく方法 3つ 

＊とにかくコミュニケーションの練習です。 

 

1.マニュアル本を読んでまず 1つ実行して

みる 
（頭で理解して、実行しない人がほとんどです。1回に 1 つずつ実

行して自然に出来るよう工夫してみましょう。ちよの教本も参考） 

 
 

2.最高の笑顔で、相手の話の深堀をする 
（自分のことではなく、相手の好きなこと、話したいことを引き出

しましょう。） 

 

3.話の仕方の組み立てをする。 
 

目的何か？ 次回にデートにつながる時間配分を考え

た話し方をする。（女性は誘われるように話す）  

 30分雑談→60分情報収集→最後 30分次回の話 
 

 

 

★婚活パーティは男性がリードしてください！ 

30 分雑談→60 分情報収集→最後 30 分次回の話 
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★相手を口説くテクニック 

皆さんの中には話しべたで異性との会話になれていない方のいると思います。そんな方のための相手

を口説くテクニックをお教えします。 

 

1.男性モテるテクニック編。 

もしあなたが自分は緊張してまともに女性を口説くのが難しいと分かっている場合は、女性と向き合

う時真正面を向いて座るのではなく ちょっとナナメ向きに座りましょう。そうすれば会話に詰まっ

た時や気まずい時に自然に目線をはずして落ち着く間を作れます。 
 

会話の基本はお互いの共通点を見つけてそれを広げていくことですが、話べたな場合は女性の話の聞

き役に徹しましょう。 女性は大抵話したがりで自分の話を聞いてくれる人に好感を持つものです。 

 

テクニック 

話を聞くときのコツですが、女性の話には基本的には同調してください。心ではそれは違うと思って

いても 口には出さず「そうですよね」と調子を合わせるのです。そして要所要所で相づちを打ち、

そして大きくうなずきましょう。 そうすると女性は自分の話をしっかり聞いてくれていると思って

安心します。そしてうなずいた後は、その話のキーワードとなる言葉を 使って話を返してください。 

 

口説くときはそうすることでより一層一体感が生まれやすくなります。 

しかし、もしも何の質問も話題も思い浮かばない時は、とりあえず相手を褒めましょう。そうすれば

女性の気もなごんで 話のきっかけが出来たりします。 

 

 

2.女性モテるテクニック編。 

女性の場合、プライドがやたら高いとか容姿が悪いとかよっぽどのことがない限り男性に比べて立場

的には優位に立っていると言えるでしょう。 ですから男性がリードしてくれるのを待っていても構

わないと思います。しかし、意中の人が必ずしもあなたを引っ張って くれるとは限りません。中に

は話しべたな方もいるでしょう。そんな時相手の興味を引く方法があります。 

 

テクニック 
それは相手を見つめるです。これで通じなければ上手くいきにくいのです。さらに話をしながら時々

笑顔で男性のひじやひざに触ることです。 男性は基本的に自分に興味のない女性には興味を示しま

せん。ですから女性に笑顔で自分の体に触られると、 この女性は自分に好意を持ってくれていると

思ってしまうのです。そして体を触った後のリアクションが良ければ 成功です。まあ、やり過ぎな

いようにしてください。 
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★パーティーで初対面の女性との会話 

合コンやパーティなどに参加するチャンスも増える時期ですが、華やかな席で初対面の女性と向かい

合うと、「何を話せばいいんだろう･･････？」と悩んでしまう男性は多いのでは。うっかり口をつい

た話題が場にそぐわなければ、女性を嫌な気持ちにさせてしまうかもしれません。そこで実際に集ま

ったコメントを参考にして、「パーティで初対面の女性に聞いてはいけない質問８パターン」をご紹

介させていただきます。  

 

１.「彼氏はいますか？」と最初に確認する 

「いるなら用はない」と言われてるような気がします。（東京都 20 代女性） 一番多かったコメント

です。恋人の有無で会話相手を「選別」している印象を与えてしまうようです。  

 

２.「今何歳ですか？」と取り急ぎ確認する 

「あなたが何歳なの？」と聞きたくなります。気を使って欲しい。（埼玉県30代女性） 女性の年齢を

ストレートに聞くのは、いつの時代も変わらぬタブーです。20代後半～の女性から多くあがったコメントです。 

 

３.「どんなタイプの男が好きですか？」と好みを聞こうとする 

・自分が好みと違ったら他をあたるのかな、と考えてしまいます。（東京都 20 代女性） 恋愛関係の

話ばかりしたがる男は、女性からは「ガッついた態度」に見えるようです。  

４.「今日は何しに来たんですか？」と目的を聞いてくる 

・「出会いを探しに」とは答えづらいし、返答に困ってしまいます。（千葉県 20代女性） 趣旨のはっ

きりしたパーティでは、無神経な質問になってしまいます。  

 

５.「前の彼氏はどんな人でした？」と過去の恋愛話を聞こうとする 

・時と場所を考えて欲しいです。（東京都 20 代女性） 「なんで別れちゃったの？」などと掘り下げ

るのはさらに NGです。  

６.「今日は何時ごろまでいられるの？」と帰宅時間を妙に気にする 

・しつこく聞かれると、狙われてる？ と不安になります。（東京都 20 代女性） 住所を聞かれるの

が不安という意見も。女性に身の危険を感じさせる態度は断然 NGです。 

  

７.「とりあえずメアドを教えて」と連絡先を確保しようとする 

・強く聞かれて断るのは大変。自然なタイミングで聞いて欲しい。 出会いを次につなげるためには

必要な質問ですが、早急すぎれば悪印象。しっかり会話を盛り上げてから聞くのがマナーです。  

８.「（今の仕事の）お給料はどれくらい？」とやたら収入を気にする 

・普通に考えて、自分が聞かれたら嫌だと思うんですが･･････。 聞く人がいるのか？、と不思議に

なるほど意外なコメントです。お金だけに限らず、個人情報を深掘りしすぎるのは避けましょう。  
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★婚活パーティ種類★ 

恋愛❤結婚相談所  全国約 60万人利用 

①理想が高い人。②１年位で本気で結婚したい方。③沢山の方と

出会いたい方 ④口下手・おとなしいなど恋愛力を高めたい人 

ブライダルちよの理念は「1年成婚★少数精鋭★積極指導」 仲人の徹底

サービスが売り。積極指導。身元保証付き。 初期費用 5万円位～ 

★正式婚活パーティ★ おみあい型  
有名ホテルで開催するフォーマルな会です。各相談所を通した身元補償

の一番確かな婚活。カップルになったら入会してお見合いをします。 

正式ホテル婚活❤ＩＢＪ・ホテル婚活❤良縁会  
 

★カップリング婚活会★   

 

カップリング会・手相で占うカップリング会 
 ★前半で 1対 1でトーク。後半で気に入った３人の番号を書いて結果を出す会。 

★交流婚活会★ 1対 1トーク型  

フレンチ・ピザ・ハワイランチ婚活会 

★陶芸お皿作り会・とんぼ玉 

スポーツ婚活・ボルダリング・フットサル・テニス 
 ★前半で制作。後半でプロフィールカードを使って 1対 1でトーク。 

 

★独身交流会★ 自然トーク型  

ワイン・日本酒交流会 

陶芸ろくろ会★サンド交流★ピザ作り交流会  
★前半で制作。後半で交流会・自然グループトーク  
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★アプローチ編 

一目見て嫌なら以下のことを実行するまでもありませんが、

いい人だと感じたら積極アピールをしてください。次回の会

う約束をする位に。「聞く力」「いい質問力」を養おう！ 

 

★かなり攻めなきゃ次がない！→1 分褒める。 

 洋服のセンスがいい。笑顔が素敵！ 

お互い相手からアプローチされるのを待っている状態が多いです

が、お見合いでは、好きな気持ちが少しでもあれば、どんどん相手

を褒めて好きだという意思をアピールしよう。 

そして話の中から、次回行く店を相談し約束を取り付けよう。 

「お会いできて光栄でした。必ずＯＫ出すので、お受

けくださるなら次回○○のお店にお連れしたい」 

など積極的に言ってみよう。・・想われて悪い気はしません。 

 

★ホストでトップになる人をまねしよう。 

お見合い・デートで自分の話ばかりでは相手に飽きられる。 

センスある質問で、面白い話を引き出すように！  

「聞く力」「いい質問力」を養おう！ 
 

「今日はいい天気ですねー」「暑いですねー」 

「お見合い何回目ですか？」「お仕事は忙しいですか？」 

月並みで表面的な質問ばかりでも飽きられる。 
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「モテる人になる婚活スクール」開催中 交流会マニュアル 

今日は異性への話し方、きっかけがつかめない、婚活の仕方が解らない、交際が続かない・・・そんな人たちの

思いに応えて「モテる人になる婚活スクール」をして行きたいと思っています。パーティモテる実践編です。 

 

ちよのイベントはパーティの内容・司会・男女の比率合わせなど大手パーティ業者に比べると

劣るところも多々あります。ただ、大手との違いを出すために、他所でやってい

ない「異性にモテる秘訣を教えたいと思います。」これは異性のお相手だけで

なく、会社の上司や目上の方にも気に入られてしますやり方です。 

 

異性への話し方、きっかけがつかめない、婚活の仕方が解らない、交際が続かない、そんな思

いに応えて 

「モテる人になる婚活スクール」をして行きたいと思っています。 

昨日までの自分の性格・行動を受け入れ、今の目標に対して何をしたらいいか？を教えてい

きます 

 

名古屋は男性のカップリング率が日本1低いです。知ってました？理由は２つ。 

１つは女性の参加率が全国最低だからです。２つ目は名古屋女性は最初の攻略が難しいと言

われています。 

 

私は今日は特に男性を応援したいと思います。 

高い費用を払らってもらっている男性にモテ方を教えたいと思います。聞きたい方だけきい

てもらえたら結構です。 
 

【モテ流れ】イベントの最初の３０分はあいさつです。内容はどうでもいいです。それより満面の笑顔で笑って

話ましょう。 

笑顔、しぐさ、声の抑揚、爽やかさ。そんなところを女性は見ています。 

その後、話がはずんだら、女性の話を深堀して話題を広げ、好みの人を見つけましょう。 

最後の３０分でその人だけを誘うか、グループで誘うかを考えながら、この後どこに飲みに行くかを踏まえた

話をして次に繋げましょう。 

 

あいての食事の好みを聞き出す→なぜここを選んだのか、話す→あなたの？お店のメリットはどこ→将来・

次回の話 

 

【あるある失敗のパターン。】 

イベントが終わるとささっと女性だけ先に帰る  ・・・男性の話し方が良くなかったということです。 

あまり話してない人にいきなり連絡先を聞いて返信がないという人 

年収・見た目・性格がダメだから・・・という人もいますが  変える必要なし、必要なのは観察力！よく見て表

情を読み取ろう。 

 

【あるある成功のパターン。】 

一緒にご飯に行く→連絡先を聞く→ラインでいいイメージを作る→次回会う→ライン→会う 
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アンケートはすぐに書く、終わったら急いで荷物を取りに行き、ライン等を聞く準備。 次の店に誘う準備→ 

失敗したらちよのに今、相談してください。 本気の婚活相談は後日で。軽いのは今してください。 

今日は異性への話し方、きっかけがつかめない、婚活の仕方が解らない、交際が続かない・・・そんな人たちの

思いに応えて「モテる人になる婚活スクール」をして行きたいと思っています。パーティモテる実践編です。 

 

ちよのイベントはパーティの内容・司会・男女の比率合わせなど大手パーティ業者に比べると

劣るところも多々あります。ただ、異性にモテる秘訣を教えたいと思ってま

す。やり方を覚えれば「モテモテ」です。 

これは異性のお相手だけでなく、会社の上司や目上の方にも気に入られてしますやり方です。異性への話し

方、きっかけがつかめない、婚活の仕方が解らない、交際が続かない、そんな思いに応えて「モテる人になる

婚活スクール」をして行きたいと思っています。 

もっと本気の人は「結婚相談所ちよの」でお待ちしてますが、、、 

 

性格は１００人全員違いますので、貴方の昨日までの自分の性格・行動をすべて受け入れ、今の目標に対し

て何をしたらいいか？を教えていきます。 

 

名古屋は男性のパーティカップリング率が日本1低いです。知っ

てました？理由は２つ。 

１つは女性の参加率が全国最低だからです。男性が多いんです・・・ 

２つ目は名古屋女性は最初の攻略が難しいと言われています。慣れると情には熱いんですが・・ 

 

よって私小崎は今日は特に男性を応援したいと思います。 

常に日本一高い費用を払らってもらっている男性にモテ方を教えたいと思います。 

 

【パーティモテる流れ】イベントの最初の３０分はあいさつです。内容はどうでもいいです。それより満面の笑顔で

笑ってどんどん話ましょう。 
笑顔、しぐさ、声の抑揚、爽やかさ。そんなところを女性は見ています。 
その後、話がはずんだら、女性の話を深堀して話題を広げ、好みの人を見つけましょう。 
注＞話が盛り上がらないと何ともなりません。そんな人はちよのマニュアル本を読んできましょう！イベントに２０分早く

来て読むのがベターー。少しは努力しましょう！ 
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そしてメインの陶芸・ガラス等物つくり、飲食会、ピザ会などするのですが、大体何をやっても女性

の方が上手いんです(｡＞0＜｡)。だから、ポイントは素直に女性を褒めましょう！よく見て褒めまくり

です！お世辞じゃなく褒めてると本心からそう思うはずです。 

*ここ難しいので当日教えます。聞いてください！ 

それで最後の３０分で1人だけを誘うか、グループで誘うかを考えながら、この後どこに飲みに行くか 
踏まえた話をして次に繋げましょう。 
*あいての食事の好みを聞き出す→なぜここを選んだのか、話す→あなたの？お店のメリットはどこ→将来・次回の話  

何にでも使える論法です。 

 

*意味が解らない方、パーティ終了後に小崎に聞いてください・・・ いつも言ってますが、、、 
あと、終わって女子が待っているのに、誘わない男子はなんで？何のために来たの？いつも思います・・・ 

【あるある失敗のパターン。】 

イベントが終わるとささっと女性だけ先に帰る  ・・・男性の話し方が良くなかったということです。 
あまり話してない人にいきなり連絡先を聞いて返信がないと文句いう人 
年収・見た目・性格がダメだから・・・という人もいますが  変える必要なし、必要なのは観察力！よく見て表情を読み

取ろう。 

【あるある成功のパターン。】 

一緒にご飯に行く→連絡先を聞く→ラインでいいイメージを作る→次回会う→ライン→会う 
アンケートはすぐに書く、終わったら急いで荷物を取りに行き、ライン等を聞く準備。 次の店に誘う準備→  失敗し

たらちよのに、相談してください。 本気の婚活相談は後日で。軽いのは今してください。] 

以上を踏まえてイベントに出てください。必ずできます。フォローしますよ。ヽ(゜▽、゜)ノ 

ということでこれらも、ちよのの婚活パーティ前に、参加者に読んでいただける「モテる為のテクニッ

ク本」に乗せてますので、気になる方は読んで技を磨いてからパーティに臨んでください！ ちよの

はあらゆることで参加者様を応援してます(*^▽^*) 

 

それでも女性の気持ちはわからない！ 

出会いがない・彼女や彼氏もいない・そもそも恋愛の仕方が解らない・・・等 

そんな方に無料の恋活・婚活グループ相談会をしてます。 

毎月第1・第３ 日曜日に 

１６時～グループ婚活相談会１７時～個人相談会をやってます！ 

１４時～はカップリング会・ランチ会です。イベントは月10回はしてます。 

まだ早いと言われる今、正統派の結婚相談所で相談してみませんか？？ 

*こっそり小崎に相談したい方は日曜日１０時～１4時頃まで受けつけてます 

女子会・グループ婚活・婚活相談会のお申し込みは→http://chiyono.shop-pro.jp/ 

または代表小崎の携帯ショートメールまで 080-5159-0787 

名駅店でやってますのでいつでもいらしてください。 

個性の違う６人のカウンセラーがお待ちしてます。１日たっぷり話し合いましょう。 
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★婚活会に参加して自分に合う人がいない 

 という方へ （3つの解決方法教えます。教本より） 
 

＊ターゲットを絞り過ぎていませんか？ 社会人としてどんな方

ともお話ができスマートに行動できない方は、本気の時にもモテま

せん。 こんな方へモテる方法 3つ 

 

1.婚活恋愛度を上げよう*潜在意識で見よう 
 貴方は人の悪いところ、あら探しから入ってます。良いところを

探してみましょう。少々のことは気にならなくなるはずです。！ 

 

2.仮氏を 3人作ろう 
 何でも練習が必要です。本命の人に出会ったときに、うまく話せ

るよう。練習し、自分の婚活度を上げましょう 
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1.参加者は、各イベントの要項に記載している内容と本規約を読み、承諾していただいた方に限ります。 

2.天候や会場環境の都合により、内容の一部が変更になる場合があります。（特にランチ会場） 

3.主催者は傷病や携行品の紛失、その他の事故に際し、いっさいの責任を負いません。 

 

4.イベント開催中、事故・怪我・急病は自己責任にてお願いいたします。体調が悪くなりましたら個人の判断にて

辞退又は途中で棄権をお申し出ください。また、他人に怪我を負わせた場合も当事者間で解決願います。 

5.参加費に保険料は含まれておりませんので、保険は適用されません。 

6.万が一の事故や傷害に遭遇した参加者が出た場合には、その時点でプログラムの一部または全部を中止する場合

があります。また、二次災害の予防と傷病者の救済・手当に協力していただく場合があります。 

7.大雪警報・暴風警報が発令されますとイベントは中止になります。 

 

雨や雪でも基本的には開催いたしますが、プログラムの遂行に影響がある場合や、強風や視界不良、足元のスリッ

プなどの恐れがあり主催者が危険と判断した場合は運動を伴うプログラムを中止する場合がございます。 

（屋内等を確保できる場合出会いイベント自体はできるだけ進行いたします） 

8.キャンセルの際は必ずご連絡願います。パーティー開催日の５日前からキャンセル料が全額発生致します。 

1. ※イベント開催５日以内のキャンセルは、参加料全額（正価）のキャンセル料を頂きます。 

 

9.開始時刻を過ぎてからの欠席連絡は、参加費全額を徴収させていただきます。 

2.10.開始時刻を過ぎてからの途中参加は、かまいませんが、イベントは進行してしまいますので、ご理解ください。

イベントの進行につきましては、スタッフの指示に従っていただきます。円滑な進行の妨げや、他の参加者への迷

惑となる行為が見られる場合には、開催途中であっても退場を勧告させていただくことがあります。 

 

3.また、主催者が行う今後の行事への参加をお断りいたします。 

4.11.イベント中の待機や休憩は、体調不良や障害の場合を除き、決められた時間、場所にておとりいただきます。 

5.12.イベントに適した準備、飲料は各自でご用意いただきます。（陶芸・ガラス・ピザ作り等のエプロン持参） 

6.13.開催中に撮影した画像・映像の掲載権は主催者に属します。 

7.14.イベント時に弊社で撮影しました映像・画像は、弊社の管理の元、広報宣伝に使用いたします。（画像加工等

を行ない、個人が特定できない様に配慮しております） 

8.15.ネットワークビジネス・他イベント・商品販売・宗教活動等の勧誘行為を目的とする方、反社会的勢力関係者

の方のイベント参加は規約にて禁止しております。 

 

9.16.営業目的や同業者の入場や参加、同業者類の偵察・潜入の入場や参加、摸倣開催の為の情報収集や準備等が発

覚した場合には、悪質と認識し、最低300万円ほどの慰謝料や損害賠償を請求しますのでご注意ください。 

10.17.既婚者の参加が発覚した場合、当社イベントの信用を著しく損なう行為として、身分証のコピーを取らせて

頂くとともに、最低100万円ほどの慰謝料を請求しますのでご注意ください。 

11.18.同時に上記の違法行為や禁止行為が発覚しましたら、あらゆる情報を提供して頂くと同時に、弊社が知りう

る情報を行使して、被害軽減や賠償の手続きに許可なく利用いたします。 

 

12.19.参加申込をされた方には、個別にお申し出がない限り、不定期にイベントのご案内をお送りすることがあり

ます。アンケートの婚活診断・婚活ご相談会は興味がある方にのみお声掛け・メール相談等をさせてもらっており、

興味がないと書いてある方には連絡はいたしませんのでご安心ください。 

13.20.参加申込をされた方には、ランダムに参加イベントのメール交換成功率、交際になったか、その後など 

14.メール等で追跡調査をお願いすることがあります。成功率を出してよりよい婚活に役立てております。 

 

15.以上お守りくださり楽しい婚活パーティをお楽しみください。   ちよの代表 小崎陽一 

「ブライダルちよの」は婚活事業者資格（CMS 認定適応マーク・経済産業省管轄 152320 号）

を取得しています。安心・安全の会として運営致しますので、以下のことをお守りください。 


