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【①交際初期1か月。ランチデート】マメに短く  

 

1人あたり費用4000円位をめどに休日ランチからデートを始めましょう。時間も休日の午後。 

初回から1か月ほどは毎週1回は食事、お茶のみのデートにしましょう。 

お互い緊張してますが、初回は特に少しおしゃれなお店に行きましょう！ 

そしてランチの後にショッピングや散歩を取り入れて3時間ほどで切り上げましょう。 

★名古屋駅周辺お勧め店・・・すべてミッドランド4F 帰りにショッピングもできます。 

 美食 米門  一押し！   【和食4F】 

究極の食材が饗宴し美食をライヴ感いっぱいに提供する新しいスタイルの和食店。料理

人と食材と料理法、おもてなしの心が混然一体となった美食のエンターテインメントを

体感できます。 和食 TEL:052-533-9933 

 

 紗羅餐   病みつきになります。  【おそば4F】 

地元・名古屋の"物作りの心"を受継ぐ手打ちそばの名店。素材と手間を惜しむことなく

丁寧に打たれたそばは、昼はもちろん夜も、酒と肴とともに大人の小粋な時間を演出し

ます。※ カウンター席の他に、4名様席が4テーブルございます。TEL:052-527-8871 

 

バル デ エスパーニャ ムイ  【スペイン4F】 

東京丸の内 TOKIAで人気を博すスペインバルの2号店。窓に面したロングカウンターや

個室など臨場感溢れる店内で、最高級の生ハムハモンイベリコデベジョーダや豊富なタ

パス類等、本物のスペイン料理を堪能できます。スペインバル TEL:052-527-8821 

 

南翔饅頭店    【中華4F】 

小籠包専門店として上海随一の知名度と美味を誇る老舗「南翔饅頭店」が遂にミッドラ

ンドに登場!世界の VIPが立ち寄る本場の厨師たちによって作り出された極上の味をご

堪能ください。中国料理 TEL:052-527-8823 

 

その他それぞれとても雰囲気のあるお店です。お昼は予約がしにくいので少し早めの時間に直接行ってください。 

松山閣 松山  京料理 TEL:052-527-8841 

バロン ザ ステーキ ステーキ TEL:052-589-0808 

宴 ハゲ天 天ぷら TEL:052-527-8895 

築地寿司清 江戸前寿司 TEL:052-588-0266 

今井屋本店 比内地鶏やきとり TEL:052-533-9922 

ピッツェリア イゾラ ピッツェリア TEL:052-527-8820 

食事のみのランチデート 費用4000円位 休日の午後 おしゃれに奮発しよう！ 

https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=402
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=412
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=4032
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=406
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=405
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=407
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=409
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=410
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=411
https://www.midland-square.com/shop/shop_guide_check.php?store_code=4031
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【お勧めデートコース②交際中期2か月目】攻め  

 

少し慣れてきたころです。相手の普段の生活やお金の使い方などが見えてきます。 

将来の話や仕事・転勤・子供など条件の確認をし、何でも話せるバランスのいい方を見つけてくださ

い。 

1人あたり費用3000円位をめどに休日から平日夜デートを始めましょう。飲食店はカウンターのお店

に行ったり、時間帯を変えたりしながら相手を見極めてください。お互いの趣味を生かした身近なと

ころへドライブもいいと思います。 

 

そして休日ランチから夜まで1日デートをしてみてください。また、1週間に1度は会いたいので忙しい

時は仕事帰りのご飯だけでも一緒に食べて時間を共有しましょう。 

 

 

【お勧めデートコース③真剣交際】両親に紹介しよう 

 

3か月近く付き合うと居酒屋等飲食店もカジュアルなお店が増えてきますが、 

真剣交際は「1人に絞って交際してください。」という告白をするわけですから、少し気取ったお店に

行きましょう。普段は1人あたり費用3000円位になっていると思います。 

 

デートも結婚を意識した式場見学やドレス試着会などどんどん出かけましょう。形から雰囲気を作っ

ていきます。 

 

 

【お勧めデートコース④プロポーズ】 生活を考えて 

 

相手がプロポーズをするのが解るというシュチュエーションを作りましょう。ここは奮発して1人あた

り費用10000円位をめどに、予約できる店で決めましょう。名駅ならタワーズ最上階・ミッドランド

最上階のお店など予約し張り切りましょう。IBJの婚シェルジュも活用しましょう。 

 

他にも「海で」・「彼女の好きな場所で」というのもありました。 

 

この後は結婚に向けてやることが沢山あります。 

 

早めにご両親にお会いして家族ぐるみのお付き合いをしましょう。 
 

趣味のデート 食事費用3000円位 休日・夜 おしゃれに 将来の条件の確認 

本気デート 食事費用5000円位 休日・夜  自然に  何でも話せるか？ 

結婚に向けた生活デート  告白は食事費用10,000円位  休日・夜しっかり  
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【お見合いペナルティ】 *重要*  

  

1.お見合いペナルティ（共通規則） 

①お見合い決定後、お見合いをやめると罰金1万円 

②前日１８時以降は当日欠席とみなされ罰金２万円。 

③遅刻１５分以上＆連絡なしのドタキャンは３万円。 
 

 お相手だけでなく、相手の仲人も遠方から一緒についてくるケースもあり、 

 遅刻・ドタキャンは大迷惑をします。そして保証しなければならなくなります。 

 相手が家を出る開始２時間前くらいには体調が悪い等の理由をつけてお電話を

ください。 

 上手くいくとお許しがでることもあります。 

 ただ相手が気分を損ねるとこれで破談になります。 

 こちらからのお申し込みの時、特にお気を付けください。 

  

 

  

2.ちよの規則では 

①席取りをする時は３０分前、通常でも15分前に着いていましょう。 

 ②原則、お見合い当日キャンセルはお電話で。前日はメールで。 

 ③お見合いの返事は基本当日中に、遅くとも翌日１３時までに 

 規則では翌日１３時までに返事を出し、折り返しの返事は１8時頃までにあり、 

 ＯＫが出た場合当日・翌日２０時以降に男性側からお電話をする。 

出なければショートメールに一言入れておく。 
 

ですがちよのでは印象をよくするために出来るだけ当日中に返事を出しております。 

3.その他お茶代は男性側が仲人の分を含めお支払いください 
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異性に「もてる」テクニック① 

年収・見た目・性格変える必要ありません。 

変えるのは観察力。できる限りの笑顔で雑談し、相手

の興味がある話の深堀をしよう！  ★モテてく①参照 

 

モテテク① 男女の違い編 

大きい単位になるほど男女にはつり合いが取れるようにできてい

ます。ほんとは同じくらいの人がいいのですが、貴方は１０点中何

点だと思いますか？ 人間にも市場価値はついています。 
 

優位に立つ男は浮気をしても良心の呵責を感じません。劣等感を持つ女性は我慢しようとします。 

①ひと目ぼれさせるには視線から。にっこり笑う。 
 

②相手の反応を見ながら会話をしよう。 

顔・・つまらなそうなら話題を変える 

頭の向き・・飽きてくると頭を動かします。乗っている時は前のめりになるはず。 

手・・手を動かすのは考えている証拠。 

 *飽きて来たら、相手の名前を呼びかけ、個人的な質問をしましょう。 

 

③相手の話のキーワードを拾って話を膨らませよう。結論も考えて 

*特に女性は話をしているようで最初は内容でなく、貴方の人柄や性格を観察していま

す。よって「今日はいい天気だねーー。」から、雑談でＯＫ．真面目からなごみを入れて。 

「休みはどこか行かれました？」「京都に行ったの。とてもたのしかったわ」→「ネイルをしてきた

の。」「どちらでされたんですか？とても素敵ですねー」「自分でしたのー。栄の○○でー。」  

 

④相手と同じ反応をしよう。同じ程度の言葉で返そう。 

 同じ価値観・信念・感覚・人生観のアピール 

 

⑤相手がどちらか感じよう。べったり愛 or 自立愛 

*自分勝手じゃいけません。相手に合わせた攻め方をしよう 
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⑥即座にほめよう・頷こう。あだ名で呼び合おう！ 

相手を褒める習慣を作ろう。相手を褒め返してください。  

「ヘアスタイル素敵だね。」「気づいてくれてありがとう。いいとこが見つかったのよー。あなたもい

つもかっこいいわ。」  

⑦女性はおしゃべりをすることで信頼関係を築こうとします。 

 男性は一緒に同じ活動を楽しんでほしいと願っている。 
 

⑧いい女と思わせるには？ 美人であると思わせてください。美人は自信のあ

る振る舞いをします。不美人は下を向いて歩いたり、しかめっ面をします。  

 

⑨男女の違いを知ろう。 

男性は論理的。物や構造についてが好き。 

女性は感情的。互いを知り、親しくなるのを好みます。 

男性は車や道具の構造、教養がある方は思想や政治。勝ち負けが好き。女性は心理が

好き。他、人間関係や健康・アート。男性をたてて、男性より頭のいいところを見せ

ないように。 

 

⑩男性が女性に使う言葉「どうお考えですか？」「僕に話してみな

い？」アドバイスはしないこと。でも女性の悩みは聞いたげましょう 

 

⑪女性が男性に使う言葉「話したいのならそばにいるから」 

男性は基本的には自分で解決したがります。手伝ってはいけません。洞穴から出てく

るまで待ちましょう。悩みに巻き込まないことで貴方に尊敬の念を示しています。 

 

⑫男性は道を聞かない。女性は聞く。 

男性は手短に直接的を好み、女性は感動的を好む。 

男性に道を聞くと「ただこのまま真っ直ぐに行って左に曲がって下さい」女性に聞くと「あの眺めの
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いい道ねー。ここを３キロ位、いえ、４キロはあるかしら。途中の並木道が美しくて、道はくねくね

してるけど、真っ直ぐに行って白いお屋敷が見えたらー・・」 

 

⑬男性は信頼してほしい。女性は気にかけてほしい。 

男性は失敗したら謝ろう「ごめん」 

 

⑭男性には直接的に言おう。女性には遠回しに言おう。 

Ａ，男性「何んか食べたいな。」女性「コーヒー飲みたくない？」男性「いや。」女性「コンビニある

かしら」男性「さあー。」とうとう女性が怒り出しました。そうです女性はコーヒーが飲みたかった

んです。男性「何で言わないのさ？」男性は気を使いましょう。 

 

Ｂ，男性「何んか食べたいなー。」女性「おなか減ってるのー」 

男性「実はペコペコ。何が食べたい？」まず彼女に聞いてあげましょう 

 

⑮「ここまで行ける？」「ここまで行ってもらえる？」 

「ここまで行ける？」というと挑戦的に聞こえ、「行けるに決まってるだろ。」と言い返します。もし

行けなくても人に聞きもせず自分の力で行こうとします。女性はこう言いましょう。「ここまで行っ

てもらえる？」すると紳士的なところを見せようとします。 

 

⑯男性と女性はどちらがロマンチックか？ 

先に恋に落ちるのは？ 男性 

恋愛に理想を求めるのは？ 男性 

別れ話を切り出すのは？ 女性 

別れて落ち込むのは？ 男性 

相手をより深く愛しているのは？ 男性 

 

 

⑰女性はロマンスを求めている 

言葉の駆け引きをしよう。相手と同じ言葉を返しましょう。 
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口説き文句を教えてくれという人の多くはマニュアル本でも読んでシャキッとして自

信を持って１回に１つでも行動してみましょう。 

一言一言をハッキリ話しましょう。→品のいい話し方に聞こえます。 

後は、実践あるのみです。 

 

モテテク② 

 

【１】聞き上手になってはいけない 
 好感であって、恋愛感情には結びつかない。自分をアピールしましょう。 

 

【２】多くの人から好かれる技を会得すべし 
 お目当ての子以外には嫌われてもいいと思っている人は、結局誰からも相手にされませんし、この先も一生モテ 

ることはありません。 自分の好きな人にだけ好かれたいという、ムシのいい理論は通用しないのです。 

 

【３】コントロールできない男と思われてはいけない 
 

【４】うなずき・共感 聞く力を養う。質問力 

 

【５】自分のことを話し、相手に聞く。 

   情報収集後→接点をいかに増やすか？ 
 僕はフットサルしてるけど君は？ 地下鉄は朝ラッシュがひどくて、君は何線？ 

【６】相手に合わせすぎてはいけない 

つまり、相手に合わせるということは、自分の劣位をアピールしているのとあまり変わらない行為なワケです。 

 

【７】モテる男の声とは  

「低音で明瞭で深みがある声」そしてゆっくり話しましょう。 

【８】相手を１分褒めよう 
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【９】恋愛のにも市場原理が働く 

恋人選びには実際の物々交換の市場で起こることと、ほぼ同じことが起こるという理論です。 

①価値の高い物を持ち寄った者同士の間で、真っ先に交換が成立する。 

②普通程度の物を持ち寄った者同士の間で、交換が成立する。 

③価値の低い物を持ち寄った者同士の間で、交換が成立する。 

④まったく価値のない物を持ち寄った者は、誰とも交換できない。 

カップルが成立するためには、お互いの魅力レベルが均衡している必要があるということです。 

恋愛市場では、その時期によって、価値が上がったり下がったりするという点です。 

例えば女性であれば、２０才前後の時期が最も価値があり、 恋愛という市場での交渉を優位にすすめることができ

ますが、３０才の足音が聞こえてくると交渉は思うようにいかなくなり、４０才を過ぎてしまうと・・・ 

従って、女が３０才で結婚しようと思えば、２０才の頃に付き合っていた彼から数段レベルを落とさなければなら

ないことは明白です。 

しかし、現実にはそのことを分かっていない人が、あまりにも多いといえます。 

この点において、男性は恵まれています。 

 男の価値は、女ほど急激に下がるものではありませんし、たとえ５０才になったとしても、経済力や社会的地位な

どの資質を手に入れれば、その価値は再び一気に上がります。 

 

【10】「人は考え方や環境に関しては自分と似ている人

を好きになるが、見た目や身体的特徴に関しては、自

分と似てない人を好きになる」 
 

【11】女性のセリフの真の意味【完全翻訳ガイド】 

合コン・コンパ編 

• 合コンなんて久しぶり → 毎週行ってるなんて言えないわ 

• 彼氏…？微妙かな → 乗り換える気があるから来てるのよ 

• 先週も●●美と遊んで… → だから彼氏とはうまくいってないって 

• ほしのあきって可愛いですよね → 巨乳好きなの？ 

• ＡＫＢ４８って可愛いですよね → ロリコンなの？ 

• モテそうですよね → 遊んでそうですよね 

• マイペースだよね → 私とは合わないかも 
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• 個性的だよね → 我が強すぎるのよ 

• どんな子がタイプなんですか？ → 私はあなたがタイプよ 

• お酒は一応飲めますよ → ガンガン飲めますよ 

• どんなお仕事してるんですか → 年収はいくらかって聞いてるの 

• お仕事楽しいですか → 出世する気はあるかって聞いてるの 

• 私から電話するね → 電話はしてこないで 

• じゃメアドだけなら → メールもしてこないで 

• 終電、まだ大丈夫？ → そろそろ帰りたいかな 

• 最近、太っちゃって → 痩せる気はあるのよ 

• 今は恋愛する気になれないの → タイプじゃないの 

• 元カレが暴力男だったの → 暴力男だけはカンベンよ 

• 好きになった人がタイプかな → まだ決めかねてるわ 

• 名刺ちょうだい → ヤリ逃げはさせないわよ 

• お会計半分払います → まさかワリカン？ 

• じゃお友達から → まだヤラせる気はないわよ 

• もうお肌がボロボロ → 今、生理中なの 

• 犬とか飼ってるんですか？ → 家に行く理由が欲しいのよ 

• マッサージは得意なの → お持ち帰りＯＫよ 

 

いい感じのとき・恋人編 
 

• 私服だと雰囲気違うね → 私服ダサッ！ 

• 服とかあんまりこだわらない人？ → ちょっとはこだわれよ 

• 今日はあんまり歩きたくないかな → 今、生理中なの 

• そろそろお腹すいたんじゃない？ → 私がすいたのよ 

• ご飯？なんでもいいよ → オシャレなところにしてね 

• ラーメンでもいいよ → 本気で連れてく気？ 

• その話、好きね → その話、もう飽きた 

• ガム食べる？ → 息がクサイのよ 

• デパート寄っていい？ → 買ってほしい物があるの 

• 自分じゃ決められないよ → 一番高いのをあなたが買えばいいのよ 

• 明日、仕事でしょ？ → 今日は早く帰りたいの 

• 私のこと嫌いになったの？ → こうなりゃ泣き落としよ 

• 連絡ないから心配したよ → まさか浮気してないでしょうね 

• 友達の話なんだけどね… → ホントは私の話なんだけどね 

• 別にハゲてもいいよ → 他をちゃんとしてくれればね 

• もう、知らない！ → あなたが悪いんだから謝って！ 

• 友達がハワイに行ってね… → 私もハワイに行きたい 



 - 10 - 

モテテク① 男女の違い編 

大きい単位になるほど男女にはつり合いが取れるようにできてい

ます。ほんとは同じくらいの人がいいのですが、貴方は１０点中何

点だと思いますか？ 人間にも市場価値はついています。 
 

優位に立つ男は浮気をしても良心の呵責を感じません。劣等感を持つ女性は我慢しようとします。 

 

①ひと目ぼれさせるには視線から。にっこり笑う。 
 

②相手の反応を見ながら会話をしよう。 

顔・・つまらなそうなら話題を変える 

頭の向き・・飽きてくると頭を動かします。乗っている時は前のめりになるはず。 

手・・手を動かすのは考えている証拠。 

 *飽きて来たら、相手の名前を呼びかけ、個人的な質問をしましょう。 

 

③相手の話のキーワードを拾って話を膨らませよう。 

*話をしているようで最初は内容でなく、貴方の人柄や性格を観察しています。 

 

④相手と同じ反応をしよう。同じ程度の言葉で返そう。 

 同じ価値観・信念・感覚・人生観のアピール 

 

⑤相手がどちらか感じよう。べったり愛 or 自立愛 

*自分勝手じゃいけません。相手に合わせた攻め方をしよう 

 

⑥即座にほめよう・頷こう。あだ名で呼び合おう！ 

相手を褒める習慣を作ろう。相手を褒め返してください。「ヘアスタイル

素敵だね。」「気づいてくれてありがとう。いい美容師さんが見つかったのよ。あなたのもいつもかっ

こいいわ。」「休みはどうでした？」「有難う。おぼえていてくれて、とてもたのしかったわ」 

 

⑦女性はおしゃべりをすることで信頼関係を築こうとします。 

 男性は一緒に同じ活動を楽しんでほしいと願っている。 
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⑧いい女と思わせるには？ 美人であると思わせてください。美人は自信のあ

る振る舞いをします。不美人は下を向いて歩いたり、しかめっ面をします。  

 

⑨男女の違いを知ろう。 

男性は論理的。物や構造についてが好き。 

女性は感情的。互いを知り、親しくなるのを好みます。 

男性は車や道具の構造、教養がある方は思想や政治。勝ち負けが好き。女性は心理が

好き。他、人間関係や健康・アート。男性をたてて、男性より頭のいいところを見せ

ないように。 

 

⑩男性が女性に使う言葉「どうお考えですか？」「僕に話してみな

い？」アドバイスはしないこと。でも女性の悩みは聞いたげましょう 

 

⑪女性が男性に使う言葉「話したいのならそばにいるから」 

男性は基本的には自分で解決したがります。手伝ってはいけません。洞穴から出てく

るまで待ちましょう。悩みに巻き込まないことで貴方に尊敬の念を示しています。 

 

⑫男性は道を聞かない。女性は聞く。 

男性は手短に直接的を好み、女性は感動的を好む。 

男性に道を聞くと「ただこのまま真っ直ぐに行って左に曲がって下さい」女性に聞くと「あの眺めの

いい道ねー。ここを３キロ位、いえ、４キロはあるかしら。途中の並木道が美しくて、道はくねくね

してるけど、真っ直ぐに行って白いお屋敷が見えたらー・・」 

 

⑬男性は信頼してほしい。女性は気にかけてほしい。 

男性は失敗したら謝ろう「ごめん」 

 

⑭男性には直接的に言おう。女性には遠回しに言おう。 
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Ａ，男性「何んか食べたいな。」女性「コーヒー飲みたくない？」男性「いや。」女性「コンビニある

かしら」男性「さあー。」とうとう女性が怒り出しました。そうです女性はコーヒーが飲みたかった

んです。男性「何で言わないのさ？」男性は気を使いましょう。 

 

Ｂ，男性「何んか食べたいなー。」女性「おなか減ってるのー」 

男性「実はペコペコ。何が食べたい？」まず彼女に聞いてあげましょう 

 

⑮「ここまで行ける？」「ここまで行ってもらえる？」 

「ここまで行ける？」というと挑戦的に聞こえ、「行けるに決まってるだろ。」と言い返します。もし

行けなくても人に聞きもせず自分の力で行こうとします。女性はこう言いましょう。「ここまで行っ

てもらえる？」すると紳士的なところを見せようとします。 

 

⑯男性と女性はどちらがロマンチックか？ 

先に恋に落ちるのは？ 男性 

恋愛に理想を求めるのは？ 男性 

別れ話を切り出すのは？ 女性 

別れて落ち込むのは？ 男性 

相手をより深く愛しているのは？ 男性 

 

 

⑰女性はロマンスを求めている 

言葉の駆け引きをしよう。相手と同じ言葉を返しましょう。 

口説き文句を教えてくれという人の多くはマニュアル本でも読んでシャキッとして自

信を持って１回に１つでも行動してみましょう。 

一言一言をハッキリ話しましょう。→品のいい話し方に聞こえます。 

後は、実践あるのみです。 

 

 



 - 13 - 

初お見合い標準プラン・・いい質問の仕方をしよう 
 

【1】まず相手を１分褒めよう 
何か思うはず、服装やヘアなどおしゃれしてきてるはずですので、よく観察し褒めましょう！ 

お相手は自立型なのか、依存型なのか、どこが長所なのか。上手くできないときは世間話から・・ 

 

【2】自分のことをまず話し、その後相手に聞く。 

   情報収集後→接点をいかに増やすか？質問力 
 

 僕は○○に住んでるけど 地下鉄は朝ラッシュがひどくて、君はどこに住んでますか？ 

 僕は○○が好きだけど、君は何が好きですか？ 

次に共通点を探す。僕はテニスをしてるけど、あなたもしているんですねーー。 

家もお近くなんですねーー。じゃあこんなお店知ってます？ 

*質問責めにしないように適度に話を膨らませながら相手のことをゆっくり聞いていく。 

早口ではなく、ゆっくり目に話しましょう。ガツガツした感じにならない用に。 

 

【3】うなずき・共感 聞く力を養う。 
 

オーバーな位のゼスチャーをし、しっかり相手の目を見てうなずきましょう。 

相手が話すタイプならできるだけ聞き、話さなければこちらから質問しましょう。 

話に詰まったら３秒くらい相手を見つめましょう。 

 

 

【4】次回・将来私と付き合うとこんなメリットが・・ 
 

今までの集めた情報を判断して、最後に相手に次が見えるように話をしよう。  

次回はこんなところに連れていくよ。だからまた会ってねーー。 

今、大名古屋ビルヂングはやっているからねー。 ん、もつ鍋好きなんですか？ じゃ、本場の博多

もつ鍋の店がありますので次回連れていきますよ。 と、具体的に言いましょう。 

自分の将来の夢・希望をどんどん語ろう。 家は将来名古屋の1戸建てに住んで、家の中はプロバン

ス風で、明るく楽しい家庭を作りたい。そしてお庭もあるのさー。 他に何か希望はありますか？  

何かにつけて質問して相手の希望を聞き出そう。解らないことはどんどん聞きましょう。 

*どこへデートしたらわからないので、何ならデートの前の打ち合わせとして次回もう一度会って下

さい。 変化球でもいいので積極的に攻めましょう。 
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意中の相手をゲットする婚活必勝法！ 

お相手の「愛の表現タイプ」を理解しないと振られるぞ！ 

 

 

★男女の「愛の表現タイプ」は５タイプに分かれます。 

相手のタイプを見抜いて順調に交際を続けよう！ 
 

１：言葉タイプ 

「好きだ」「愛している」など言葉によってしっかり愛情を表現するタイプ。逆に言葉で愛情を表現されたいと

思っている外国人タイプ。毎日でも言われたい・・・ 

２：スキンシップタイプ 

いつも触れ合っていたい。「キス」「ハグ」など肉体の触れ合いによって愛情を感じたり表現するタイプ。自分

自身もスキンシップで愛情を表現されたいと思っているイタリア人タイプ 

３：時間共有タイプ 

一緒の空間で「映画を観たり」「一緒にショッピングを楽しんだり」と同じ時間を共有する事が愛情だと感じる

タイプ。逆に時間を共有することで静かな愛情を表現されたいと思っている大人なタイプ。 

４：奉仕タイプ 

「何か食べる？」「◯◯してあげようか？」と相手を気遣い、サービスする事で愛情を伝えるタイプ。自分も尽

くしてもらう事で愛情を感じる尽くしタイプ。 *尽くしタイプは騙されないように、、、 

５：プレゼントタイプ 

「手紙」「ハンカチ」「アクセサリー」など物のプレゼントによって愛情を伝えるタイプ。自分自身もプレゼントをも

らう事で愛情を感じる中国人タイプ。 *プレゼントからの話がはずみますよ・・ 

★人間はこの5つの愛情表現のうち、2つくらいの強い要素があると言われています。相手の求めているのと

違う愛情表現をしてもあまり通じません。ここはしっかり見極めて確実に相手に響く表現の仕方を考えてみて

は？ 

*「すぐに結婚できる人」と「いつまでも結婚できない人」に自然と分かれてしまいます。 
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交際が長続きしない方へのアドバイス！ 

交際が長続きしない原因の NO1は「金銭感覚の違い」 
 

「交際してから彼女が借金まみれだと発覚した！」「優しい彼女が実はギャンブル依存症だった‥」 

「同棲してから彼女の金遣いの荒さが判明した‥」 

結婚を考えている人にとっては、絶対に避けたい状況だと思います。 

 

それは「付き合う前に」相手の金銭感覚を知る方法を知らないせい 

 

で大変な目に遭うケースは実際によくあります。 

結婚を前提に付き合っていた最愛のパートナーが浪費癖が激しい「ダメ女だった」と発覚した時ほど、精神的

ダメージを受けることはありません。時間もお金も無駄にしてしまいます。 

 

これからお話する方法を使うことで、出会った初日から相手の 

潜在的な金銭感覚や要領の良さを瞬時に見抜き、長期的に付き合う価値があるかを判断 できるように

なります 

 

実は、離婚の70%は金銭感覚のズレが原因といいます。 

必死に働いてお金を稼いでくる現代の男性が考えるのは、このお金を誰かに使わせたくないということです。 

結婚をしたら、自分が知らない所で買い物に使われてしまうわけです。 

しかも、自分の意思で使う分にはまだいいですが、必要じゃないものを勝手にポンポン買われる可能性がある

のが嫌なのです。 

「俺が必死に働いて稼いだお金だぞ！！」 

と叫びそうになるのを必死に耐えている旦那さんは多いものです。 
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では、相手の金銭感覚を「付き合う前に」知る方法はあるのでしょうか？ 

  実は、あります。 

 

それは彼女候補に「二人分のお湯を沸かして、お茶入れて」 とお願いします。 

すると彼女候補はキッチンに行き、お茶を淹れます。 

そのときの彼女の動作を、さりげなくチェックするのです。 

では、何を見るのか？ 

 

『やかんに入れる水の量』 を見るのです。 

 

2杯のコーヒーを淹れるのに1リットルの水は要りません。 

ガスも無駄になり、水も無駄になります。 

そして、彼女候補がお茶を淹れて持ってきたらチェック終了です。 

やかんに残ったお湯の量が多いほど赤信号です。 

 

家庭的アピールする女性に限って「ドバドバーーーッ」と無駄に大量の水を入れる傾向があるので注

意です！ 

潜在的な節約思考や金銭感覚は、普段の生活の中に色濃く出ます。 

その中でも、このお茶テストが最も精度高く簡単にチェックできる方法です。 

財布にお金があれば、あるだけ使ってしまう浪費癖がある人などは、この方法で90%以上の確率で見

破ることができます。 

 

真面目に婚活をしようとしているあなたにとって、一番向いているのは「結婚相談所」です。 

婚活パーティーや街コンでは肉食系の男女「だけ」がモテる構造になっているのでオススメしません。 

「運任せにしていては、いつまでたっても結婚できない！」 

と感じているなら、仲介型の結婚相談所が短期決戦の婚活には有利です。 

ふつうに生活していたら絶対に出会えないような女性とも会うことが出来ます。 


