
復縁フォーミュラ 
どうも、羽森です、 

このレポートでは、「別れた元カノと復縁するにはどうしたらいいか？」について、 
徹底的に解説していきます。 

なぜ、「LINEブログ」を運営している私が「復縁」を取り上げたのか？ 

実を言うと、私個人的には「復縁」という選択自体、あまり好きではありません。 

私自身が「ナンパ畑出身」で、 
常に新しい出会いやより魅力的な女性との時間を求めているからというのもあります。 

また、「一度別れた。」という答えが出ている二人が、 
また戻っても同じことを繰り返す可能性が高いからです。 

人生の面から言えば、それは進歩がないことではないのかな？　とさえ感じています。 

でも、自分の思考を度外視して考えてみると、 

「別れた原因が、何か別の要因で、あなたの精神状態がおかしかっただけで、 
　今はもう完全に立ち直っている」 

「例えば、他に女性の影を疑われてしまい、完全に誤解を受けての離別だった」 

「別れてから色んな女性と関係を持ったけど、やっぱりあの女が最高だった」 

など、 

「復縁する」ことが最良の選択だと本心から言えるのであれば、 
それは復縁する価値があるのかもしれません。 



それに、好きな女性に既読無視や未読スルーされて、追撃LINEを送ってしまったがため
に、嫌われたり、告白して振られてしまった男性にも「共通している部分」や「今の関係
性に活かせる部分が大いにある」と考えたわけです。 

警察に通報します。 
実際に、 
以下のような復縁についての相談メールを、私のメルマガ読者の方から頂きました。 
　↓ ↓ ↓ 

＝＝＝引用ここから＝＝＝＝＝＝＝＝ 

いつも楽しみにさせて頂いております。 
一つ質問させて頂いてよろしいでしょうか？、、、 
付き合ってて振られた後に、復縁したくてすがってしまい、既読未読スルーどころか連絡
やめてくださいと言われ、これ以上続くようなら警察、会社に連絡するとまで言われまし
た。 
彼女とは四年一緒にいましたが、離れたりくっついたらい繰り返していましたがここまで
のは初めてです。 
戻れるようになる可能性はあるのでしょうか、、、 

＝＝＝引用ここまで＝＝＝＝＝＝＝＝ 



この相談者の方のように、 
このレポートを読んでいるあなたは、すでに多くの人に復縁の相談してきたかもしれませ
んね。 

私自身は、「復縁経験者」ではありません。ですが、累計3000人以上の魅力的な女性と
肉体関係を築いている「男女関係のプロフェッショナル」から学びながら、365日中
360日くらい、街行く女性をナンパしてきました。 

女子大生、OL、水商売の女性、キャビンアテンダント、などあらゆる美しい女性たちと
濃い時間を過ごし、関係を深めていくなかで、「女性からの相談」も増えてきたのです。 

そこには、「元カレから言い寄られている」といった、まさに復縁に関する生々しい意見
や体験を聞いてきました。 

復縁することを決意した女性、 
復縁を拒んだ女性、 
復縁に否定的だったのに、何かがきっかけで復縁を望んだ女性。 

そして、毎日のように送られてくる男性読者からの相談内容。 

悲しいかな、そこに潜む「元カレ」と「元カノ」の「すれ違いやミスマッチ」を知ってい
る私だからこそ、何かお役に立てるのでは？　と考えたので、こうしてレポートを書くこ
とにしました。 



本レポートでは、 

レ・ヤンキー生徒のギャップから分かる、復縁が「険しい道のり」である理由、 
　　女性の脳構造の仕組みとは？ 

レ・元カレが受け入れ難い、別れを決意した女の本音と建前とは？ 
　　 
レ・「絶対にiPhoneは買わない！」と断言した女性の決断を変える、復縁戦略とは？ 

レ・99%の元カレは気づかない、あなたの魅力を10倍良くする「復縁のメリット」とは？ 

レ・元カノを引き寄せる、復縁にあたって重要な4つのマインド 

レ・元カノの脳内にこっそり侵入し、相手があたかも「自分で選んだ」かのように 
　　錯覚する、悪用厳禁なアプローチとは？ 

レ・最終的にあなたから「笑いが出てしまう」ほどバレバレな「復縁希望のサイン」とは？ 

について、元カノと復縁するために必要なプロセスの全てを公開していきますね。 

それでは、以下から本題に入っていきます。 



復縁は、険しい道のり 
復縁は、二人の現在の状況にも寄りますが、険しい道のりであると思います。 

なぜなら、二人の中で「はっきりした答え」が一度出てしまっているからです。 

その答えを元カノがどう受け止めているか？　によって、 
復縁までの期間や難易度が変化してきます。 

例えば、「喧嘩別れ」であれば、電話一本で詫びを入れれば、寄りは戻るかもしれませ
ん。突発的な感情の乱れからくる別れだからです。 
他人から見れば、「別れた」にも入らないレベルだったりしますよね。 

でも、 

「二人で真剣に話し合って別れた、急遽はっきりとした言葉でフラれたなど、 
　決定的な状況がある場合」は、 

復縁するのにかなり時間が要るのです。 

なぜなら、「一人の決断させた感情を動かして、変えさせなければならないから」です。 
特に女性は、自分で決めた感情を無理に動かそうとされると、反射的に拒まれます。 

それは、脳の仕組み上、構造的理論で意思を動かされることが理解できないためです。 
これについては、後で詳しく解説しますね。 



 

復縁の基本 
まず、復縁の基本について解説していく前に、 
「なぜ、別れたのか？」を真に理解する必要があります。 

真に理解するとは、どういうことなのか？ 

あなたは、元カノと別れ際に 
彼女に何と言われたか覚えていますか？ 

「あなたにはもっと素敵な人がいる」 
「私と付き合っても、あなたにとっても良くない」 



このような「あなたのことを思って別れた」 
といった言葉を聞かされたかもしれません。 

しかし、大前提として、 
女性は別れると決めた男に対して、決して「本音」は伝えない。 
ということを十分に理解してください。 

「あなたにはもっと素敵な人がいる」 
「私と付き合っても、あなたにとっても良くない」 

ぶっちゃけ言ってしまえば、これは「建前」です。 
「本音」は何かと言うと… 

「この人と別れたいから」 
「この人と付き合っても、メリットがないから」 
「この人から何も得るものがないから」 
「この人と付き合うのは、むしろマイナスだから」 
etc 



つまり、 

「この人と別れた方が、私の人生において、前向きである」 

と判断しから別れたのです。 

辛い現実かもしれませんが、 
「元カノの本音」を理解しないことには 
復縁は厳しいと思ってください。 

それについては、後述していきますね。 

まずは、NG戦略を、知る 
まずは、正しい復縁の戦略を学び、実践する前に 
「間違った行為」を知る必要があります。 

偉大なバスケットボールの神様でもある、 
マイケルジョーダン選手も言っていますが 

「間違ったフォームのまま、 
　シュートの練習を10000回行っても 
　間違ったフォームが身につくだけだ。」 

つまり、正しい知識や技術を身につけるよりも 
間違った考え、やり方を正していく必要があるのです。 

で、復縁を失敗してしまうNGな戦略とは 

「別れた理由を理解して、それを改善するから」 



とアピールをしてしまう、低俗で短期的なアプローチです。 

これは、「モノ」に例えてみるとわかりやすいと思いますが、 
例えば、一度買わないと決心した濃度が濃ければ濃いほど、 
絶対に買わないのです。 

例えば、「もう私は、iPhoneを絶対に買わない」と決めた人に対して 
「改善したから買ってくれ！」と言われても、なかなか買わないはずです。 

じゃあ、次の場合はどうですか？ 

他人がiPhoneを使っているのを見て 

「これ、液晶画面が見やすくて、めちゃくちゃ使いやすーい！」 

「毎日YouTubeを観ても、全然速度制限がかからない、素晴らしい！」 

と言っているのを見たらどう感じますか？ 

恐らくですが、少し後悔すると思います。 

短期的な戦略では通用しない相手でも、 
複合させた戦略をもって臨めば、相手の感情を動かすのは容易いのです。 

つまり、復縁の基本戦略とは 
「復縁活動によって、あなたが魅力的になる」ことです。 



 

復縁活動のメリット 
「羽森さん、僕は今すぐにでも彼女と復縁したいんです！」 

「そんな、複合させた戦略じゃなくて 
　手っ取り早く元カノを引き寄せるテクニックを教えてください！」 

と思うかも知れませんが 
復縁活動を行うことで以下のようなメリットがあるのです。 

・今まで同じ経験をしてきた他の男性との差別化 
・別れて初めて知る、あなたの人間性 



なぜかと言うと、 
これは復縁活動に限った話ではないのですが 

「別れた後」とか「下手を打った後」 

などの直後の行動とは 
あなたの本質的な人間性を判断されている期間 
だと言われてるからです。 

これは凄く大事なことで、 
「一番辛いときに、自分をコントロール出来るかどうか」 

要するに、あなたの真価が問われてるんですね。 

なので、別れ話を告げられてから、 
無視を決め込むのではありません。 

自分の気まずさや怒りばかりを尊重して 
これ見よがしに元カノを避ける行為は 
絶対にしてはいけません。 

元カノに「小学生か？」と思われ 
「やはりこんな小物とは別れてよかったな。」 
と思われてしまいます。 

そうではなくて、 

相手の気まずさを考慮して 
普通に接してあげる優しさを持つ 

ということです。 



もちろん、それを押し付けてアピールしてはいけません。 
「俺は平気、いつも通り接するよ」 
と言葉で言われても、気持ち悪いだけですから。 

そうではなくて、 
「本音は色々言いたいこともあるだろうに、 
　強い人なんだな。」 

と、元カノや元カノの周辺の人間が 
感じるように自然に振る舞う、 

ということです。 

つまり、もしあなたが彼女の立場だったら 
どのように接すれば、一番楽なのか？ 

を考えて、その通りに接してあげてください。 

これから解説していく、復縁のステップ作業を成功させる 
最低限の要素になりますので、必ず意識して欲しいのです。 

もし今、それを意識せずに復縁相手と接していた場合は 
今すぐ変える必要があります。 



復縁にあたって 
重要な4つのマインド 

それでは、具体的なテクニックや戦略の前に 
復縁にあたって重要な4つのマインドをご紹介します。 

なぜなら、マインドが正しくセットされていなければ、 
元カノを引き寄せるどんな効果的なテクニックも 
正しく活用することができないからです。 

マインドもテクニックもどちらも大事なのですが、 
まずあなたが学ぶべきは、マインドです。 

最初にマインドを手に入れれば、 
あなたが身につけたテクニックや知識を 
正確に、迅速に、活用することができるためですね。 

いわば、テクニックは『料理』で 
マインドとは、『器』なのです。 

どんなに良質な素材を集めて料理を作っても、 
土台となる器にヒビ割れてたり 
穴が空いてたら文字通り、『台無し』です。 

で、です。 

復縁にあたって重要なマインドは 
以下の４つになります。 



１．必ず、冷静になること 
２．復縁に焦らないこと 
３．他の女を作るくらいの余裕を持つこと 
４．相手の立場に立って考える事 

まずは、全体像をお話ししますが、 
ジワジワと具体的に解説していきます。 

必ず、冷静になる 
復縁を成功するにあたって、必要な要素とはなんですか？ 
と聞かれれば、私は間違いなく『冷静さ』だと答えます。 

「元カノと復縁したい！」 

という復縁願望を持っている人は 
必ず、「強い意志」を持っているはずです。 

「復縁できたらラッキー！」 

という宝くじを買うような軽い気持ちで 
復縁を望む男性はあまりいません。 

なぜなら、あなたの中で 
復縁とは、もはや恋愛の延長ではなく、 
自分の後悔の念を埋めるための、必須事項のようになっているためです。 

「それを成し遂げなければ、俺はもうダメだ…」 



といった、一種の義務感のようなモノを背負って 
思いつめてしまっているわけですね。 

ですが、そういった復縁したいという 
強い願望とは裏腹に 

『自分をどれだけ俯瞰して見れるか？』 

が、非常に重要なのです。 

「俯瞰」とは何か？ 

例えば、あなたはディズニーランドに遊びに来ているとします。 
あなたの視界に映る、アトラクション、景色、ディズニーキャスト、 
それらは全て「夢の国の住人であり、世界観」です。 



ウキウキしますよね。 
鮮やかな青空に、そびえ立つファンタジーなお城。 
愉快な行進曲でも聴こえてきそうじゃないですか？ 

夢の国に来たので、日常のストレスや鬱憤なんて 
あなたの記憶の中から抹消されてしまいますよね。 

じゃあ、今度はあなたは「白い鳩」になったつもりで、 
その場所から、ぐーーーーーーーんと空高く飛んでみてください。 

・・・ 

飛びました？ 

では、その高さから、あなたの居た場所を見下ろすと 
 



はい。この赤い丸で囲った部分が「夢の国」です。 

多少の濃い緑色の部分と、建物が密集している感じですよね。 
あなたが人間ではなく「鳩」だったら、 
周りにある建物との違いがわかりません。 

何が言いたいかというと、 
俯瞰するとは、上空から見下ろすイメージです。 

そうすることで、あなたは冷静になって 
物体そのものを眺めるので「夢中の状態」から「解放」されます。 

つまり、「復縁に夢中」になって 
周りの世界が見えなくなるのではなく、 
冷静にあなたの現在地を認識することができるわけですね。 

これは、簡単に聞こえますが 
ほとんどの男性にとって、非常に難しい事なんです。 

「復縁したい」という強い願望 

「今の自分を俯瞰してみる」冷静な思考 

を両立させなければならないからです。 

車で例えるなら、 
復縁願望とは「アクセル」であり 
冷静さとは「ブレーキ」とも言えます。 

アクセルだけ備わった車に乗っていては 



スピードは出ますが、事故を起こしますよね。 

時速200km/hで高速を走り 
急にハンドルを切れば、とんでもない事故になりかねません。 

だからブレーキダウンが必要なのです。 

復縁願望と冷静な思考を持つことで 
復縁のための戦略作りができます。 

多くの復縁失敗者は 
感情と思考を分断ができていません。 

「失いたくない」という感情が 
爆発してしまい、 

「僕の悪いところを直すから、お願い！ 
　もう一回付き合って！」 

「警察沙汰になりそうなストーカー行為」 

など、低俗で短絡的なアピールをしてしまうのです。 

また、もう一つ重要なことを話すのですが、 
これを聞くと、強く反発したくなるかもしれません。 

ですが、一つ大人になって冷静に受け止めてくださいね。 

「別れるということは、相手にはもう他に男がいる。」 

「すでに好きな人がいたり、他に彼氏がいたりする。」 



このレベルまで、冷静に悟って欲しいのです。 

そんなことは 
絶対にありえない！ 

「僕は彼女のことは一番知っているんだ！」と、 
あなたが自信を持って言えるとしても、です。 

なぜ、こんな話をするのかと言うと 
2つの意味があります。 

１．「最悪値を想定して、精神的に安定する」 
２．「相手から見たあなた、を冷静に分析しやすいようにしておく」 

つまり、最悪のケースを心に準備しておくことで 
いざ元カノと対峙したり、予想外の情報が他から 
入ってきたときでも、マインドがブレない準備しておく。 

と言うことです。 

また、「他の男がいて、元彼に復縁を迫れられている」 
という状況で、元カノが何をするかと言うと 

「精神が壊れているあなた」と 
「精神がまともな今の彼氏」もしくは、「いいな、と思っている男性」 



とを、潜在的に比較します。 

だからどんどん、冷めていく気持ちがブーストしていくのです。 

このことも冷静に自覚しておいて下さいね。 

復縁に焦らない 
つまり、短絡的なメッセージやアピールを行わないという事です。 

「あ、これが悪かったんだ」 
「この悪いところを直すから、お願い！　もう一回つきあって！」 

このアプローチでは、 
あなたの男としての価値を下げてしまい 
相手からすると、ウザいだけなのです。 

別の言い方をすると 
どんどんあなたのステータスが下がっていきます。 

嘆いたり、泣いたり、焦っていたりする 
元彼を見ると、どんどん彼女の気持ちは冷めていきます。 

元カノの感覚で言うなら、 
「あ、私が選んだ男は、この程度のモノだったのか」 
と落胆し、軽視します。 

昔怖かったはずのヤンキー生徒を 
アルバムで見たときに、 



「あ、こんな子供だったんだ」みたいな感覚です。 

・他の女を作るくらい、余裕を持つこと 

これに付いては、追い追い解説していきますので、 
今は「そうなんだ。」程度で受け取って頂いて構いません。 

相手の立場に立って 
物事を考える 

本レポートでは何度か登場している言葉ですね。 
これが本当に重要です。 

そもそも、相手に別れを告げることは 
相手を傷つけるわけですから、 
つらく、体力がいることなんですよね。 

彼女も何かあなたに伝えたいメッセージあるから 
別れを告げた、ということを忘れないで下さい。 

あなたが復縁を望む限り、 
男として、そのチャンスを活かさないということは 
恥なのですから。 



女性の感情が動く 
ポイントとは？ 

次に、「一度、決断させた感情を変えさせる」ために 
どのようにして、女性の感情が動くのか？　について解説していきます。 

と、ここで、少しおさらいしますね。 
女性感情が動かす”間違ったポイント”とは何か？ 

・他人から押し付けられる価値観 

・他人から説得される言葉 

ではありません。 

・情を動かす 

これも、感情を動かすという観点から言えば 
正解と言えます。 

ですが、あくまで一時的なものなので 
結局は長く続きません。 

では、答えは何か？ 

それは、女性自身の直感です。 
女性は自分自身の直感を絶対的に信じます。 



論理的に物事を判断する男性とは異なり、 
与えられたイメージから得るフィーリングによって 
物事を判断するのが女性です。 
 

そういった特性から、女性自身が 
「こうかもしれない、きっとそうだ！」と感じたことに関しては 
全ての女性たちは周囲からどう言われようと 
絶対的に信じ続ける傾向にあります。 

それが、心から大切にしたいパートナーであれば 
全世界の人間を敵に回してでも、 
パートナーを信じ続ける絶大なパワーを発揮します。 

「自己マーケティング」能力 

「羽森さん。直感が重要なら、 
　僕はどうしようもないんじゃないですか？」 



「人間の脳内に入るなんて不可能ですよね。 
　特に相手が異性なんであれば・・・」 

こんな意識から 
こんな声もわずかに聞こえてきそうです。 

私が、恋愛において大切していることは何か？ 
それは「自己マーケティング」能力です。 

マーケティングとは、 
ビジネスをやっている方なら 
おなじみの言葉だと思います。 

マーケティングの定義とは、 
人それぞれ若干異なると思いますが、 
私が思うの男女関係における「自己マーケティング」とは 

「女性が直感を感じやすいポイントを理解して 
　そのポイント達に対して、わざとらしくなく、 
　さりげない演出でイメージを与えてあげる作業」 

です。 

あなたは、この作業を行なっていく必要があるのです。 

あくまで、こちら側としては 
意図的な作業なんですが、 

彼女達からすると 
自身のフィーリング。直感。だと錯覚してしまう作業です。 



それによって、ポジティブなフィーリングを 
感じやすいイメージを与えてあげる事です。 

平たく言えば、 
説得ではなく、感じさせてあげる。 
という事ですね。 

これが、後に解説する 
あるステップで非常に重要なメカニズムなので 
よーーく理解しておいて下さい。 

これが出来れば、 
女性感情をコントロールすることができます。 

復縁の唯一の方法 
繰り返しになりますが、「なぜ別れたのか」 
この理由を自己認識したからといって 

「あ、これが悪かったんだ」 

「この悪いところを直すから、お願い！　もう一回付き合って！」 

と短絡的なメッセージやアピールを安易にしてはいけません。 

で、結論から言ってしまうと、「元カノに後悔させること」が、 
復縁の唯一の方法です。 

なぜなら、離別という決断を下した人間が、最も恐れる感情だからです。 
解りやすい例で言えば、先ほどの「iPhone」を買わなかった、 



という決断をした人が 

「決断が間違っていた」 

という後悔の念です。 

ですから、あなたがやらなければならないのは 
元カノを「あなたと別れたこと」に対して 
後悔させることなのです。 

今はまだ、別れの言葉を思い出して 
あなた自身が過去の振る舞いに対して 
後悔ばかりしているかもしれません。 

しかし、本当に復縁を勝ち取りたいのであれば 
あなたが後悔している暇はありません。 

むしろその逆で 

「あの人と別れなければよかった…」 

と元カノ側に感じさせることが 
何よりも最優先で必要なのです。 



復縁フォーミュラ 
５ステージの全体像 

まずは、全体像から解説していきますね。 

ステージ１：別れた理由を書き出す 
ステージ２：改善可能と改善不可能を見極める 
ステージ３：自己マーケティングで、元カノ特有の女性感情を動かす 
ステージ４：元カノからのサインを、待つべし 
ステージ５：そっけなくして、追わせながら、復縁する 
 



後悔の念を生ませる 
アプローチ 

「後悔の念」 

と言うと、少し後ろめたい気持ちになるかもしれませんね。 

これには、6つのメリットがあります。 

１．彼女の感情に訴える事ができる。 
２．イメージで伝達しているので、ステータスが下がらない。むしろ上がる。 
３．嫉妬心や後悔の念を与えられるので、あなた上位でヨリを戻す事ができる。 
４．ヨリを戻す前に、経験値を上げる事ができる。 
５．女性感情のコントロール方法を体現出来るので、 
　　復縁したあと遊びたくなった場合、この経験が武器となる。 
６．勝手に彼女が感じたイメージなので、復縁した後同じ原因が再発しても、 
　　別れにくい。 

では、 
どうやって元カノの感情のなかに「後悔の念」を生ませる事ができるのか？ 
について、先ほどの５ステージに沿って解説していきますね。 

#ステージ1 
別れた理由を書き出す 



ステージ１の作業目的は、 
元カノから見た「あなたの悪いところ」を自己理解するためです。 

なぜなら、復縁活動の上で大切なスキルである「冷静さ」を持って、 
自分自身を俯瞰して見れるからです。 

書き出す作業をすることで 
復縁一筋になりすぎてしまっているあなたに 
冷静さを取り戻させる事が出来ます。  

「なぜ一度付き合うことができたのに、今別れてしまったのか」 

という理由を感情を入れることなく 
明確に書いていく作業を行うのです。 

自分の至らない部分を直視するのは 
人によってはつらい作業かもしれません。 

ですが、この書き出し作業を行い 
さらに、女性心理を理解する、というステップを踏むことで  
あなたは、自分を客観的に見れている。ということになります。  

その時点で、 
振られた時のあなたよりも一つ「魅力的な男」になれるので 
必ずこの作業は行なってください。 



#ステージ2 
改善可能なことと 

改善不可能なことに、分ける 
なぜか？　あまりにも思いつめていると、 
改善不可能なことまで、直そうと無駄な努力をしてしまったり 
それがストレスになり更に精神的に弱くなってしまうからです。 

好きな女性とのデート当日に雨が降って来て、 
「なんで天気は言うこと聞かないんダァぁあ！」 
とは思いませんよね。 

改善不可能なことに対しては、「肯定的な諦め」が必要です。 

また、「改善可能な悪い点」というのは 
相当な確率で本当の理由に該当しています。 

それは、「変えられるのに、変えなかった」という事が 
元カノの怒り感情に繋がっているためです。 

例えば、あなたの会社で部下が英語できなかったとします。 
でも、ソレに対して、あなたは腹を立てる事がありませんよね？ 

「何でお前は英語ができないんだ！」 
とは言わないと思います。 

もともと英会話能力がない人が 



英語を突然話せるようになる、ということ自体が難しいからです。 

しかし、「字が汚い部下」だったらどうですか？ 
大切なお客様への手紙も乱雑な字で書いていたら、 
怒りがこみ上げてくるはずですよね。 

少し気を使えば、それなりに丁寧に書けるからです。 

つまり、「少し努力すれば出来るのに、やってない」ことに対して、 
人は怒りを覚えたり、諦めを感じてしまいます。 

一言で言えば、配慮に欠ける。 
そういったケースは決定的な原因になります。 

これも、「相手の立場に立って、物事を考える」 
マインドが大切です。 

#ステージ3 
自己マーケティングで 

元カノ特有の女性感情を動かす 
このステージから、 
いよいよ女性のフィーリング部分に当て込んでいく作業になります。 

具体的にどうやって、 
女性のフィーリングの部分に当て込んで行くか？ 



例えば、あなたが思いつく別れ理由の中に 
「昔ほど優しくなくなってしまった」 
という理由があったとします。 

第三者から、元カノに対して 
「あの人、こういう風に、ちょっと優しくなったんだよ」 
と聞いたりであるとか、 

他人に優しくしているをしている所を見たりすると、 
彼女はあなたが変わっていることを感じます。 

また、「最近、どこにも連れて行ってもらえない」 
という原因が考えられる場合に 

あなたが他の人とデートをしているところを目撃したり、 
誰かとデートしたなどの話を他人から聞いた場合に 

昔、元カノが嫌だったことを 
新しい女の前ではしていないという事実を知ると 

「私が悪かった、っていう事なの？？」という嫉妬感情だったり 
「なんで私の時は、ああだったのに、今はこうなのよ！」 

という感情を芽生えさせます。 
つまり、元カノとしてのプライドが燃えてくるわけです。 

究極を言うと、 
「復縁したいのであれば、他に女を作れ」 

ということです。 



他に彼女を作って、元カノを嫉妬させる。 

ただ、これだけ聞くと 
非常に雑に聞こえるかもしれませんね。 

大失恋をしてしまったり 
最愛の彼女から捨てられたあなたに 
男友達が言葉を掛けて鼓舞するのはよくある話です。 

「他にも女はたくさんいるよ。 
　もっといい女を見つけて、見返してやれ」 

この、何とも悲壮感を漂わせる人間からすると 
一見無責任に思えるような言葉は 
実は、あながち的を得ているのです。 

新しい彼女を作るなかに、 
「嫌だった部分が改善されている」 
「私の時より、いい恋愛をしている」 
という感情を元カノが持ってしまうイメージ要素が入っていること。 

このルールを守れば 

「この人、実はこんな人だったんだ」 

「もしかして、早まった・・？」 

などという感情が、元カノから自然と芽生えてくるのです。 

また、別れた理由が恋人関係に特化することではなく 
人間性の部分の問題だった、ということもあります。 



例えば、 
「高圧的過ぎて、優しさがない」とか 
「人の話を全く聞かない」 
ということが理由なのであれば、 

男性を含め、あなたが他人と接している時の言動、 
しぐさ、雰囲気から、イメージを与えて感じさせます。 
 

その結果、 

「なんか、私と別れてからの方が、 
　魅力的なんですけど・・・」 

という思いを自然と持ち始めるのです。 

そうなってくると 
別れを切り出してきた時から、 



好きな人や今の彼氏が存在していようが、 
逆にそういう存在がいなかろうが 

彼女が「生まれ変わったと錯覚しているあなた」と 
現在の好きな人や彼氏、 
はたまた自分と付き合っていた頃の「過去のあなた」と 
潜在的に比較してしまい、 

どうしても、 
今手にしている方が劣って見えてくるのです。 

「隣の芝生は青い」っていうやつですよね。 

それはまあ冗談として、 
どうしても「現状の私」より「今のあなたといる私」の方が 
よく見えてくるものなのです。 

感情が動いただけでは 
復縁できない 

誤解しがちなのですが、 

ステップ１で、元カノから見た「あなたの悪いところ」を自己理解した 
ステップ２で、改善できる部分とできない部分を明確にした 
ステップ３で、女性のフィーリング部分に当て込んでいった 

これまでの作業に従い、女性感情を動かしたからと言って 
まだ復縁には直結はしません。 



「ある程度、イメージを植え付けたぞ。 
　そろそろアプローチしてみよう」 

これだと、結局 
「お願いします、ヨリを戻してください」 

というスタイルになってしまいます。 
女性は説得されている、という感覚を持ってしまい 
反射的に拒否してしまいます。 

そうならないためにも、 
感情が動いた女性の典型的な行動パターンを事前に知って 
その行動パターンをあなたに対して行ってくるまで 
じっくりと待つ必要があります。 

そして、その行動パターンこそが 
元カノが「復縁を感じ始めたサイン」となるのです。 

なので、あなたはそのサインが出てくるまでは 
どん！と構えて待機する。 
というマインドを強く持ってください。 

#ステージ4 
復縁希望のサインとは？ 

感情が動いた女性の復縁希望のサインとは、 
主に「LINE」で判断します。 

なぜなら、 



「しらじらしいLINEを送ってくるから」ですね。 

例えば、以下のようなパターンです。 

・間違いLINEを装ったLINE 
・最近どうよ？系 
・なんか楽しそうらしいじゃん系 
・彼氏できました系 

一つ一つ解説していきますね。 

・間違いLINEを装ったLINE 

訳のわからない内容のLINEが送られてきた後に 
「さっきの間違いだから気にしないで」 
というパターンです。 

この場合、一通目の訳分からないLINEの内容は 
少しあなたのことに触れてある内容であることが多いです。 

女友達とあなたのことを話している内容のLINE、 
みたいな感じですね。 

・最近どうよ？系 

これは、私のブログで普段伝えている 
「重くない、気軽な質問系のLINE」 
というやつです。 

これは、私の記事で何度も解説していることですから、 
相手の女性の意図は、手に取るように解るはずです。 

・なんか楽しそうらしいじゃん系 



今のあなたの状況をストレートに、 
やや挑発的な文章とともに送ってくるパターンです。 

なぜ、こんな文章を送るかというと 
「そんなことないよ」 
という返信LINEを得て安堵感を感じたいためです。 

あなたのことが気になってしょうがない状況ですので、 
この場合もサインと判断してOKです。 

・彼氏できました系 

こちらは、聞いてもない情報を与えてくるケースです。 
この文章を送る女性心理は、 
あなたの嫉妬感情が欲しい、 
あなたに後悔して欲しい 
あなたに不幸になって欲しい 

という、濃い思いが含まれているのです。 
●●して欲しい。という欲求願望は含まれていますので、 
若干歪んではいますが、サインと判断できます。 

これらのように、 
女性の方が男性よりも、何倍もストレートで解りやすいです。 

しかし、不器用とも取れる遠回りな方法にて 
コミュニケーションを行ってくるのです。 

なぜなら、女性は「誰かを口説く」という経験が 
男性より少ないにもかかわらず、感情で物事を判断しますから 
「惚れやすいけど、経験値の少ない男性」に 
近い行動パターンをとってくるわけです。 

これらのサインに対して 



確実に復縁を行うためにあなたが行うことは、 

#ステージ5 
そっけなくして 

追わせながら、復縁する 
です。 

「そっけなく」というのは 

「今更なんだよ」 
という、これみよがしでステータスが低く、 
相手を傷つける言葉をぶつけるのではありません。 

逆に、元カノの期待や予想に反して 

「どした？」 

というような、ライトな返信を出してください。 

今までのねちっこい感情なんかは全て切り捨て、 
人懐っこいけれども、恋愛感情は冷めている 
と取れるLINEにて対応する、です。 

つまり、元カノからすると 

「この人はもう、私に恋愛感情はないのかしら？」 

と思わせるような態度を貫くのです。 



余談ですが、女性にとって一番の恐怖とは何か？ 

それは、 

「メスとして認識してもらえなくなること」 

です。 

これは動物的本能に由来するもので、 
メスの本能は、「より優秀な遺伝子を残す」ことです。 

であれば、優秀な遺伝子を持ったオスに選ばれることが 
メスにとっては必要なのです。 

だから、着飾ったり、香水にこだわったりして 
オスに選ばれる努力をしています。 

つまり、オスに選ばれなければ、 
メスとして生き残れないわけですよね。 
だから恐怖なのです。 

妊娠して出産した後の女性が 
精神的に弱くなったりするのは、 
「女として価値がなくなったのでは？」 
という感情が湧いてくるからですね。 

要は、元カレから 
「私に恋愛感情はない」 
と感じるような態度で接せられると 
ある種の恐怖心に近い感情を 
与えることができるというわけです。 

さて、話を戻します。 



「この人には、もう私に恋愛感情がないのかしら？」 

と思わせるような態度を貫く理由は、 
ただ一つです。 

それは、「過去との比較をさせる」ということ。 

「あの頃に戻りたい」 

「恋人として受けていたLINEが欲しい」 

別れるまではそこま価値を感じていなかった 
あなたのLINEや言動一つ一つが 

今のあなたのリアクションにより 
より美化されて、非常に価値のあるモノだった 
という実感を湧かせるためです。 

この状態まで陥った女性に生まれる感情は 

「もう一度、好きって言って欲しい」 

「私の事を必要だと、思わせたい」 

といった欲望感情です。 
この感情が生まれたら、 
彼女はあなたからのそっけないLINEにもめげず 
あらゆる角度からコンタクトを求めきます。 

具体的には、 
妙に送る必要もない日常的なLINEが増えたり 
積極的なコンタクトが増えてきたり。 

この状態になった際の大切なことを 



一つだけあげるとするなら 

「諦めさせないこと」です。 

いくらステータスを保つと言っても、 
全く隙を見せなければ 
流石の彼女もこれ以上傷つくの嫌だという思いから 
諦め、記憶から抹消作業に入ってしまいます。 

私のブログでもよく言う話す内容ですが、 
「この世で、最も価値のあるものは何か？」 

それは、お金でも高級品でも、 
イケメンでも美女でもありません。 

「手が届きそうで、手が届くもの」です。 



なぜなら「手が届きそうで、届かないもの」だと 
追いかけはしますが、結局手が届かないので 
諦めてしまいます。 

有名人や芸能人よりも 
YouTuberが人気になるのはこのためです。 

ですので、そのさじ加減に配慮しつつ 
温かく包み込むつもりで、対応してあげてください。 

この段階まで来れば、 
あなたの意のままに 
元カノをコントロールできるようになります。 

あなたのステータスを下げることなく 
男性上位でヨリを戻すことができます。 

なお、最終的なきっかけは、相手からでもあなたからでも 
どちらでも構いません。 

むしろ、最後の復縁の言葉に関しては、 
女性から求める恥ずかしさを配慮してあげて 
あなたから言ってあげてもいいと思います。 

この時点であれば、あなたのステータスを下げるよりも 
むしろ器の大きさを感じて、ステータスを上げる事になります。  

こういった段取りを踏むことで 
女性はあなたを失ったときの焦燥感を鮮明に感じますから、 
別れる以前よりも、圧倒的男性上位のステータスで 
彼女との恋愛をリスタートする事が出来ます。  



今すぐ現実的なアクション 
では、ここまでのまとめに入りながら 
現実的に今すぐあなたが行える、アクションをご紹介していきますね。 

アクション１：別れた理由を書き出す 

別れた理由を「書き出す」作業は、今のあなたにとって、 
つい感情的になってしまう作業かもしれません。 

なので、作業に入る前の準備として 
コップ一杯の水を飲んで、深呼吸をしてください。 
あくまで冷静に、リラックスしてから、行うようにしてくださいね。 

ノートでもなんでも良いですが、 
私のオススメは「付箋」です。 

付箋なら、書いてパッと捨てられるし、 
書き出す行為に最も適したツールだと思います。 

また、書き出す際には主語を「あなた」にすると客観的に見る力が養われます。 

例）あなたが浮気性であるから 
例）あなたにお金がないから 
例）あなたは必ずデートに遅刻するから 
例）あなたのセックスが下手だから 
例）あなたが結婚を意識していないから 
例）あなたが前より優しくなくなったから 
例）セックスの回数が減ったから 
例）あなたが男友達とばかり遊ぶから 



例）忙しくて会えないから 

アクション２：改善可能と改善不可能とを見極める 

アクション１で書き出した「別れた原因」が浮き出てきたら、 
今度はそれらを「改善可能」と「改善不可能」とに分けます。 
改善可能なものに対しては、「どうしたら良いか？」を書きます。 

正しい答えを導き出せなくてもOKです。 
今のあなたが考えられる解決案を書いてください。 

それでも解らなければ、私にメールしてください。 

例）あなたが浮気性であるから 
　　→女遊びを卒業、バレないような配慮が足りなかった、教育不足 

例）あなたにお金がないから 
　　→仕事で価値を提供していく、副業、転職 

例）あなたは必ずデートに遅刻するから 
　　→見積もり不足、遅刻する原因を突き止める 

例）あなたのセックスが下手だから 
　　→教材、調べる、女性経験を積む 

例）あなたが結婚を意識していないから 
　　→結婚を匂わせる 

例）セックスの回数が減ったから 
　　→スキンシップを増やす、性欲の減退→運動 

アクション３：自己マーケティングする方法を「行動レベル」で計画する 



まだ計画段階で大丈夫ですが、 
ここでのポイントは、あくまで説得ではなく、感じさせることです。 

以下の行動パターンの参考事例を見ながら、 
あなたのアプローチ計画を立ててみてください。 

■原因 「あなたの浮気」の場合 

⇒新たな女を作るわけでもなく、フリーで楽しく男友達と遊んでいる。 
⇒新たな女を作り、真面目に付き合っている。 

■原因「あなたの優しさの欠如」 

⇒今までとは違う感情で、他人と接して円滑に生活している 
⇒新たな女を作り、優しい彼氏と言われている。 

■原因「仕事ばかりで遊んでくれなかった」 

⇒ONOFFを上手く使い分け、楽しいアフター5を謳歌している 
⇒新たな女を作り、以前よりコマメにデートしているらしい 

■原因「あなたが結婚を考えていなかった。私は 30 代なのに!!」 

⇒次付き合う女とは結婚するつもり、という話を人伝に聞いた。 
⇒新たな女を作り、結婚前提でつきあっているらしい。 



Q&A 
Q.他に彼女を作りたくても、出会いがない場合はどうしたらいいですか？ 

A.厳しいことを言いますが、今の時代、出会いは腐るほどあります。 
　 
出会いパーティ、 
街コン、 
合コン、 
マッチングアプリ、 
ナンパ 
etc. 

「出会いがない」のではなく、 
「異性と出会う機会が少ない」んだと思います。 

であれば、「機会を増やせばいい」だけのことです。 

心理的ハードルも低く、今すぐにでも始められるのは、マッチングアプリです。 
一昔前の出会い系サイトのような怪しい雰囲気はなくなり、 
クリーンな業者が増えています。女性登録者も多いです。 

もし、やってみたけどなかなか上手くいかない、 
マッチングしても、メッセージを既読スルーされる、 
デートの約束まで取り付けることができない、 
彼女の作り方が分からない、 

などあれば、現在私が共同企画している 
「1日30分、スマホをポチポチするだけで美女をトイレにする方法」 
をチェックしてみてください。 

女性から「いいね」をもらえるプロフィールのパクリ権利 



女性から求められるメッセージのテンプレートを 
無料でプレゼントしています。 

https://line-master.com/line-revoluiton-lp2/ 
(美女をトイレにする方法の登録はコチラ) 

何かのご縁でこのレポートを読んでいるあなたには、 
ぜひ最高の人生を送っていただきたいなと思います。 

最後に 
復縁に悩んでいる人の中には、 
 多くの人に相談している、という方もいると思います。  

その相談の中で必ず出てくるキーワードが、 
「もっといいやついるよ」 という言葉だと思います。  

その人がいう言葉と、私がこれから話していく  
「もっといいやつがいるよ」では、意味が違います。  

実は、彼女と別れることがなくて、 
今もラブラブな状態だったら、 
新しい出会いを求めなくていいかというと、そうではありません。  

なぜかというと、あなたが油断をしていると、 
 あなたは簡単に振られてしまうからです。  

https://line-master.com/line-revoluiton-lp2/


だから、あなたは日々、魅力的な男に変わっていって、 
どんどん経験値をあげていかなければならないのです。  

「この人、どこでこんなセックステクニックを身につけたんだろう?」 

「この人、本当はよそに女がいるんじゃないかしら?」  

と、女性を不安にさせるぐらいの魅力を持っていたら、 
女性から振られることはないのです。  

あなたの全てが欲しい、と常に思いますから。  

ですので、何も努力をしないで 
ただ、女に振られてしまう男にはならないでください。  

女がどうしても、あなたにしがみつくぐらいの男になるために、 
常に新しい出会いを求め続けてください。  

おそらくあなたは今、別れを告げられてすごく辛いと思うのです。  

そういう辛い気持ちを、 
二度と味あわないためにも、 
これを機に、本当の意味での魅力的な男を目指してください。  

彼女と復縁を目指す過程の中でも、 
そのための経験として、他の新しい女を知り、  
ヨリが戻っても、もう二度とこのつらい気持ちを味合わないように、 
魅力的な男になることです。  

次々と魅力的な出会いを増やして、 



経験値を増やしていって、彼女にとって、最高の男になることを目標として、  

いろんなアプローチ活動に励んでいくように頭を切り替えていけば、 
あなたの人生を豊かにできると思います。  

あなたを振った女を見返してやるという感情を、 
新しい出会いを求める答えとして、 
モチベーションアップに使うことは有効です。  

「見返してやる」=「向こうからよりを戻したがるようになる」です。  

それがあなたの一番のモチベーションになるのであれば、 
今あなたを振った女よりも100倍いい女を捕まえてください。  

そして、そのいい女と一緒にいるあなたを見て、 彼女に後悔させてください。 

  
結局、必ずつながってくるので、 
その後悔が彼女に新しい気持ちを芽生えさせます。  

「もう一回よりを戻したい」 
「わたしから振ったけど、ちゃんと謝るから、よりを戻してもらいたい」 

と思うようになってくるのです。  

そのときに、それでもあなたが、 
あなたを振った女の方がいいと思うのであれば、 
それはあなたにとって本当に最高の女だと胸を張っていいと思います。 

  
だから、ひとつ上のレベルで 
その元カノが、本当にあなたの感情を揺り動かす程の価値がある女であるのかどうか。 
という答えもわかるので、 



積極的に、この新しい出会いを求めてもらえればいいと思います。  

それでは、 
最後までお読み頂き、ありがとうございました。 

羽森タカ 


