
こんにちは、ジゴロパンダです。

今回は、「ペアーズ」というフェイスブックアプリを使って、
女性との出会いを増やす攻略法をお教えしていきます。

ペアーズを使っていくことで、あなたが

肌寂しい夜にメールを１通送って誘えば、
一緒に食事をしてくれ、ベッドを共に

してくれる女性関係を作ることができます。

一途に愛せる女性が欲しいとは言っても、こういう関係の女性が
欲しいと思ったことが一度でもありませんか？

別に、人間はキレイなことだけを考えている生き物では
ありませんので、全く問題ない考えです。

てか、普通の思考です。

女性との出会いがないのは寂しいことです。 
ジゴロパンダも女性にモテなくて寂しい時期はクリスマスや
バレンタインなどの恋人の時期はモテない友人と飲みに
行ったり、オナニーをして寂しさを紛らしていました。



そんな日々はあまりにも虚しいものです。

「たった一度しかない人生」でそんな寂しい日ばかりが続くなんて
堪え難い現実だと思っています。俺は実際に耐えることはできなくて
もがき、人生を少なからず変えることができました。

どうやって寂しい現実を変えたのかと言うと、
やはり女性との出会いを作って、女性を口説き、メール一本で
家に好きなタイミングで来てくれる女性を作ったのです。

あまりこういう言い方は好きではありませんが、

都合の良い女性にするのも、真剣に交際する彼女に
するのも、出会いさえ作ることができれば、

いつでも可能なのです。

そして、女性は一途に愛される以外にも、そういうライトな関係を
望んでいる女性も多いのも事実です。

心底、熱い恋をしている時期以外は女性も一緒に楽しめて、
寂しさを紛らわす相手を求めている生き物なんです。

真剣な恋愛というのは快楽が強い一方、大きなストレスを
味わうものだと女性は知っているのです。だから、ライトな
関係も求めている訳です。

そこは男も女性も同じ思考回路をしています。

もちろん、真剣に付き合える彼女を作ることもできます。

この「ペアーズ」という出会いアプリを使って女性と出会うことで
真剣に恋愛ができる彼女を作ることも可能です。

結局、男と女が出会うということはお互いが、
「どういう関係を構築していくのか」というのを選ぶことです。

例えば、あなたが真剣に結婚を望んでいても、交際をしている女性が
結婚を望まなければできないのと同じです。



逆に、あなたが女性との遊びの交際を望んでいたとしても、
相手が真剣であれば、その交際は破綻するでしょう。

みんな、恋愛に対する価値観は異なるのだから、
それは変えようがない現実なのです。

あなたがどういう関係を望むにしろ「女性との出会い」がなければ
全てが成り立ちません。

「女性との出会いがない」ということは
一生彼女も女友達もできないということです。

これは当たり前のことですよね？

女性と出会わなければ、手を繋ぐことも、セックスすることも、
可愛い寝顔を見ることもできない訳です。

以前、ジゴロパンダのメルマガでお話しした
「彼女を作る４ステップ」をお伝えしましたが、

ステップ１：女性と出会う 

ステップ２：女性と仲良くなり好意を与える 
　　　　　 （ポジティブ感情を与える段階） 

ステップ３：女性の好意があるかどうかのサインを 見極める。
　　　　　　 まだ好意が少なければ ステップ２に戻る 

ステップ４： 好意があればラブラブして 
  一気に距離を縮めて、告白をする

このステップを見てもらえればわかりますが、
「女性との出会い」がスタートとなっています。

女性との出会いがなければ

• 彼女や女友達を作るチャンスすらない
• 恋愛ノウハウを学んでも身に付かずに忘れていくだけ



• 恋愛に対するモチベーションが下がっていく
• ムラムラしているときでもセックスすることができない
• どんどんモテない悪循環に入っていき男としての自信がなくなる

などのネガティブな状況に落ち入っていくだけです。
なにも良いことなんかありません！逆に

出会い方を一つマスターすれば、 
彼女ができるだけではなくて、 

女に困らない人生が待っています。

女性と出会う方法さえ覚えれば、彼女を作ったり、
女性関係を充実させていくのは意外と簡単です。

もちろん、超絶美人をベタ惚れにさせて、「一緒にいてください」
とお願いされるような風には、ただ出会いを増やす方法を
覚えたくらいじゃなれませんよ。

でも、

ただ女友達や彼女候補を作ったりするというくらいなら
出会い方さえ覚えれば、余裕でできるようになります。

もちろん、少なからず努力は必要ですけどね（笑）

ただ、今回紹介する「ペアーズ」というフェイスブックアプリを
使う方法は

「彼女を作るのに最も難易度が易しい女性との出会い方」

といえるものの一つです。ということは、

今回紹介する出会い方で女性と出会いを
増やすことができなかったらヤバいよ（笑）

ってことですね。

それくらい難易度のハードルは低くて、実際に出会う前に



女性と仲良くなることができるので、女性を口説くハードルを
簡単にすることもできます。

この出会い方をマスターするのに、３０日ほどじっくりと
取り組んでもらえれば、高確率で女友達や彼女候補を
３人作ることができるようになるでしょう。

もちろん、最低限の努力は必要です。

ジゴロパンダから送られてくるペアーズ攻略ノウハウを
知識として入れる時間と実行していってもらうのに
最初は２０〜３０時間程度は時間を費やして欲しいと思っています。

平日の移動時間や休日にまとめて時間を費やしても構いませんが、
その程度の努力もできないのであれば、彼女を求めるのは
そもそも止めた方が良いでしょう。

そういう自分を磨いたり、自分自身の人生を良くしようと
いうことに時間やお金を投資できない人間は何をやっても
上手くいきません。

ただし、１回ノウハウを身につけてしまえば、ちょっと移動時間に
女性と連絡を取るだけでいくらでもデートをする相手を見つけることが
できるようになるでしょう。

また、こういうインターネットを使った出会い方を紹介すると、
「どうせ、ブスしかいないんだろう。」と思われているかも
知れませんが、そんなことは全然ありません。

学生時代にクラスで１番可愛いと思っていたレベルの
女の子とは普通に出会えます。

実際に、ジゴロパンダが使ってみて思ったのは、
ペアーズに登録している子の中には可愛い子も多い、
ということです。

これは意外でした。

一般の出会い系サイトなら、上手に攻略をしていかないと
可愛い女の子とは出会えないのですが、ペアーズには可愛い女の子も



多いのでビックリしました（笑）

それでは、実際にどうやってペアーズを攻略していくのかと
いう話に入っていきましょう。

ペアーズ攻略の５ステップ 

ペアーズに参加してからの攻略方法として、

ステップ１：女性ウケ抜群のプロフィールを作る
ステップ２：ペアーズ内で出会える女性を見つける
ステップ３：狙ったターゲット女性にアプローチ
ステップ４：ターゲット女性から返事をもらう
ステップ５：女性と LINE や電話番号を交換する

という５ステップをこなしていってもらいます。

この５ステップの具体的な手順をメール講座で丁寧に易しく
解説をしていきます。その講座を通して、ジゴロパンダが女性を
口説くノウハウも一緒にお伝えしていくので、出会い方を学ぶと
同時に女性の口説き方も上手くなっていくでしょう。

ジゴロパンダ式ペアーズ攻略法のポイント

ジゴロパンダがネットナンパで重要だと思っているのは

１：反応が良く可愛いターゲット女性を絞り込む
２：女性に魅力的な男だとイメージさせる

ということをしっかりと行っているからこそ、ネットナンパで
１ヶ月に２００通以上のメールを女の子から当たり前のように
もらうことができる訳です。

２００人の女の子からメールをもらえたら、その中で最もルックスも
性格もタイプの女性を３人ほど選んで、実際にデートをすればいいだけです。

２００人の中から選んだ女性なら、彼女にしてもいいと思える
女性と出会えそうですよね。



あなたもネットナンパのコツさえ掴めば、２００人以上の女性から
メールをもらって、最愛の彼女候補を選ぶことができるのです。

このジゴロパンダのネットナンパ攻略法をメール講座でお伝えします。

ペアーズ攻略ジゴロパンダが
赤ペン先生のように添削します。

ペアーズ攻略には作成してもらうものが２点あります。

１：プロフィール
２：写メ

あなたは、この講座を受講することで、ペアーズ内で知り合った
女の子とのメールのやり取りやサイト外での LINE のやり取りなども
するようになっていきます。

その際に、

「せっかく女の子と知り合ったのに連絡先を聞けない」
「LINE を聞いたのにデートに誘えない」
「女の子と LINE をしていても反応が薄い」

といった場合に、あなたが御希望であれば、ジゴロパンダが
進研ゼミの赤ペン先生のように丁寧に解決策をアドバイスします。

ジゴロパンダの講座はあくまでも、あなたと一緒に

「女に困らない人生」
「満足のいく女性関係」

を目指していくものなのです。

結局、参加料はいくら掛かるの？

と思われていることでしょう。この企画への参加料は

３，２４０円（税込）



となります。

支払いは現在は銀行振込のみとなります。
（１ヶ月以内にクレジットカードにも対応予定です。）

⇒　yuu@narimiya.xsrv.jp

こちらのアドレスに「申し込みをしたいです」という
ご連絡を頂ければ、あなたにメールを返信します。

その中に、ジゴロパンダの銀行口座の番号を記載しますので、
そちらに振込をお願い致します。（恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください）

ジゴロパンダの銀行口座は

１：ゆうちょ銀行
２：北洋銀行（北海道にある地方銀行）

とさせて頂きます。

振込を確認次第にペアーズ攻略講座に参加案内をお送りします。

ペアーズには無料会員と有料会員があります。

ペアーズ自体は無料で登録をして使うことができるので、
まずは無料登録をして女の子に出会うための準備をしてもらいます。

１：プロフィール
２：写メ

の２つを講座の内容に従って作ってもらったら、
あとは女の子と確実に出会える状況を作ってもらいます。

ジゴロパンダ式のペアーズ内で女の子を探す方法もお教えします。

その段階になって初めて「有料会員」になってください。

有料会員はクレジットカード支払いの場合は、
1ヶ月 2,980円（税込）となります。

mailto:yuu@narimiya.xsrv.jp


その 1ヶ月でデートの相手をたくさん作ってしまえばいいのです。

別に、３ヶ月、半年といった長期間の会員になる必要はありません。

１ヶ月だけの会員になって、その間に女性との出会いを増やしたら
いいだけです。そして、１ヶ月で退会をして、また女性との出会いを
増やしたくなったら有料会員に再入会すればいいだけです。

まずは、ペアーズの攻略法を学んで、ネットナンパの醍醐味を
味わって欲しいと思っています。

それでは、ここまでの間に、いろいろと言い過ぎて、頭の中が
こんがらがってしまっているかも知れませんので、一度整理しましょう。

この企画に参加した場合のサービス内容をまとめます。

サービス内容を軽くまとめると、

①１ヶ月で可愛い女友達と彼女候補を３人以上作ることができる
　　　　「ペアーズ攻略のメール講座」を受講することができる。

② そして、参加料は３２４０円（税込）になっている。
　　　　支払いは現在のところ銀行振込。１ヶ月以内にカード払いにも対応。

　　　③ジゴロパンダがペアーズ攻略の手助けを直接する

という３点になります。

女性と攻略法に加えて、アドバイザーまでついてくるのだからお得ですよね。

ゲームを買ったら、攻略本もサービスで特典でついてくるのと同じです。

３２４０円と言えば、なにができるでしょうか？

・居酒屋１回分の飲み代
・タバコ約８個分、
・５００円ランチが６回分
・映画２回分



他にも色んなことができるでしょうが、それよりも女の子と
遊んだ方が楽しんじゃない？

というジゴロパンダからの提案な訳です。

その一つの方法を今回は特別にご案内している訳です。

ペアーズ攻略法への参加手順は以下になります。 

ステップ１：ジゴロパンダのアドレス   yuu@narimiya.xsrv.jp　
                           に「ペアーズ攻略講座を申し込みたい」とメールを送る。

ステップ２： ジゴロパンダから銀行口座を教えてもらい、
　　　　　　　　　３２４０円を振り込む

ステップ３：振り込んだことをジゴロパンダにメールで教える。
　　　　　　　　　それを３日以内に確認次第、講座がペアーズ攻略講座がスタート

という流れになります。

参加申し込みする宛先は、
いつものメルマガに掲載しているアドレスと同じでです。

⇒　yuu@narimiya.xsrv.jp

になります。このメール講座さえ読んで、ペアーズの攻略法を学べば、

あなたがペアーズで女性と出会うまでの
流れは以下になります。

ジゴロパンダの攻略講座を元にあなたに行って頂くことは

ステップ１：ペアーズの「無料会員」に登録をする。
　　　　　　ジゴロパンダの講座でペアーズで出会うための下準備をする

mailto:yuu@narimiya.xsrv.jp
mailto:yuu@narimiya.xsrv.jp


ステップ２：ペアーズの「有料会員」に登録する

ステップ３：実際に女の子にアプローチをして連絡先をゲットする

ステップ４：出会った女の子と連絡先を交換してデートの約束を取り付ける

といった流れになります。この流れを確実に行ってもらうために
「ペアーズ攻略講座」を受講して成功ノウハウを学んでもらい、
実践してもらいます。

さらに、「ジゴロパンダの添削サービス」を活かして成功確率を
高めていってください。目標を達成するには、

学んで　⇒　実践　⇒　改善　⇒　目標達成

という過程が必要ですが、この中の「学んで」と「改善」を手伝わせて
もらいますので、あなたにしてもらうことは「実践」だけです。

目標に向かって行動をしていくだけで良いのです。

この企画に参加して欲しいのは
こういう現状にある人です。

「彼女候補や女友達が欲しいがどうしたら良いのかわからない」
「出会いを求めてる活動はしているが、上手くいっていなくて現状打破したい」
「恋愛に自信がなくて、はじめの一歩を踏み出したい」

といった方に参加してもらえたらなぁと思っています。

ただ、女の子との出会いを増やすのには難易度は易しい方ですよ、
と伝えているだけで、少し上手くいかないくらいで諦める人は
参加しない方が良いですね。

ジゴロパンダとしても、あなたに結果を出して欲しくて、
こういう企画を練ったので、是非役立てて欲しいのです。

だからこそ、多少上手くいかなくても諦めずに一緒に頑張って
いける人を募集しています。

そのために、ジゴロパンダの赤ペン先生サービスもやりますので。



上手くいかなくて挫折しそうなら、愚痴くらいはいくらでも聞きます（笑）

女性と出会って彼女を作るのは、
奇跡や偶然ではなくて当たり前のこと

と思えるようになります。たった、これだけのことで
人生は大きく変わります。

「女友達や彼女候補ができて、週末にデートをしたり、
　セックスをすることができるようになります」

「大好きな彼女ができて、あなたの仕事や学問や夢を
　応援してくれて、モチベーションが高まります」

「真剣に付き合える彼女ができて、その女性と
　結婚して、幸せな家庭を築くかも知れません」

「メール１通で遊べる女性ができるので、
　寂しさを紛らわすこともできるようになります」

出会いを増やすことができるようになるだけで、
人生は華やかになり、大きな変化を感じるようになると思います。

そして、この変化によって、今までと違い、
女性に対して気持ちの余裕を持って接することができるようになります。

まずは、あなたに、この企画に参加して
「女性との出会いを作るなんて余裕だぜ！」
と思えるようになって欲しいと思っています。

自信満々で満たされた未来のために一緒に頑張りましょう！

お申し込みはこちらのアドレスからどうぞ。
⇒　yuu@narimiya.xsrv.jp

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジゴロパンダ

mailto:yuu@narimiya.xsrv.jp

