
ひた隠しにしてきた反則スレスレなホテル＆家連れ込み率

９割を超える 

 

ＧＥＴ率を最大限に上げる行動と言動をノウハウ化 

狙った女とガチでヤレる９個のトリガーとテンプレート 

 

今まで公開を踏み止まっていましたが、ついにバンバンＧＥＴできる秘密のノウハウを公

開！これでもうあなたはお金と時間を無駄にすることなく、狙った女とヤれるようになり

ます。 

 

「嘘だろ？」 

 

と思う気持ちもわかります。 

誰もが最初はそう思いました。しかし、このノウハウを教えた男たちが次々と狙った女を

立て続けにＧＥＴしてしまったのです。 

 

１回のデートで平均１万円無駄にする 

 



私の元に来る質問でもっとも多いのは 

 

「１回デートしたが次がない」 

 

という悩みです。 

 

１回デートして次がないということは 

 

 

出会った時にかかったお金と１回目のデート代がかかります。 

これらを合わせるとだいたい１万円ぐらいは平均してかかっているということです。 

 

何人もの女性と初デートをして、嫌われてしまう・・・ 

 

これでは意味がないわけです。 

 

 

私が恋愛を教えている人たちにはお世辞にも男前と言えない平均以下の見た目の悪いブサ

イク、お金もないというような男性も大勢います。 

 

当然のように恋愛力や会話力も低いから女性経験も少ない・・・ 

 

そのような男性に私のＧＥＴノウハウを教えたら次々とＧＥＴできるようになったのはな

ぜか？ 



 

才能などなくてもＧＥＴできる 

 

私は嘘が嫌いだから正直に言います。 

 

顔が良い、身長が高い、経済力がある方が女性はＧＥＴできます。 

当たり前です。 

 

それが現実なんです。 

 

私も顔、身長、経済力がなかったら女性にモテないと思っていました。 

 

 

でも、顔、身長、経済力がなくても体系化されたＧＥＴノウハウを知ってしまうと 

ブサイク、チビ、貧乏でもガチでヤることはできます。 

 

しかも、ノウハウを体系化しているから真似するだけでＧＥＴできてしまいます。 

毎回同じやり方を繰り返すだけで次々と女性を抱けます。 

 



ハッキリ言いますが、このＧＥＴノウハウほどヤレるノウハウは存在しません。 

 

 

 

いい加減気付いてください 

 

婚活ブームで今は昔に比べ、恋愛ビジネスに参入する人が増えてきたため、 

恋愛書籍、恋愛サイト、恋愛アプリなどが無数に存在しますからあなたももしかしたら 

それらをご覧になり、実践したりしてるかもしれません。 

 

しかし、結果はどうだったでしょうか？ 

 

答えは言わなくてもわかります。 

 

ほとんどの人が悲惨な結果だったはずです。 

世の中のモテている男性のほとんどは顔が良い、身長が高い、経済力がある男たちだから

です。 

 

だから、そういう男性にしか使えないノウハウな場合がほとんどなのです。 

 

世の中には間違ったノウハウが溢れています 

 

 

間違い 1  好きにさせないとセックスできない 

 

これはほとんどの男性が間違っていることですが、好きにさせないとセックスできないわ

けではありません。セックスして好きにさせることもできます。 

 



 

 

間違い２ 会えば会うほど好感度が上がる 

 

これは心理学でも単純接触効果、ザイアンス効果と言われており繰り返し会えば好感度が

上がるということなのですが、恋愛においては通用しません。 

 

何度も会えば、恋愛対象ではなく、ただの友達になってしまう場合がほとんどだからです。 

 

残念ながら 

 

 

 

間違い３ デート代は男が奢らないといけない 

 

デート代を全額奢ってばかりいたらかなりのお金を使ってしまいます。それなのに、デー

トが終わった後にＬＩＮＥの返事がなくなってしまったり、次回のデートができなくなっ

てしまいます。男性が奢らないといけないと思ってるのは一部の女性だけで女性の大半は

奢らなかったからといってマイナスに思いません。 

 

 

まだまだ世の中には間違ったノウハウが溢れています。 

 

私は長年恋愛コンサルタントをしてきて、 

思考錯誤の末にほぼ誰にでもヤレてしまうノウハウを完成させてしまったのです。 

 

ヤることに特化した極悪ノウハウ 

 

ブサイクでも美人とヤる 

モテない男でもかわいい女とヤる 

 

というようにとにかくヤることに特化した反則スレスレのノウハウなのです。 

 

女性に優しくしろ 

女性は褒めろ 



女性をいじれ 

下ネタを言え 

手を繋げ 

 

などのようなありきたりな恋愛ノウハウではなく、 

ヤるためのテンプレートを教えます。 

 

ヤレるテンプレートです。 

 

 

正直、私は今までヤレるテンプレートのようなＧＥＴノウハウを今まで公開してきません

でした。 

 

なぜなら、ただ性欲を満たすための道具にされる可能性が高かったからです。 

 

しかし、童貞、素人童貞、女性に馬鹿にされてきたような男性にとって 

簡単に女性とヤレるようになれば 

 

自分の実力でセックスできる 

セックスまでの手順がわかる 

女に困らなくなる 

 

その結果、自信がつきます。 

 

非モテ・コミュ障・童貞のためのＧＥＴノウハウ 

 

世の中にはそこそこモテている男性がさらにモテるようになる恋愛ノウハウは 

大量に転がっていますが、非モテ・コミュ障・童貞などのモテない男性が 

ＧＥＴするための恋愛ノウハウはほとんど語られていません。 

 

だから、モテない男性はいつまで経ってもＧＥＴすることができませんし、 

運良くＧＥＴできることはあってもコンスタントにＧＥＴすることができません。 

 

メンへラなどの精神が病んでいるような即系などしかＧＥＴできなかったりもします。 

 



でも、私のＧＥＴノウハウの手順通りにすれば、 

ガードが固い女性でさえも股を開けてしまいます。 

 

 

ガードが固い女性でも股を開く９個のトリガー 

 

女性をＧＥＴするためには９個のトリガーを与えないといけません。 

今までの経験上、女性をＧＥＴするために必要なトリガーが９個あることに気付きました。 

 

 

この９個のトリガーは全部必要ではありません。 

ですが、数多く持ってる方が有利になります。 

 

これらを知っているだけであなたのＧＥＴ率は急上昇します。 

その結果、 

 

「まだ早い」 

「まだ２回しか会ってないし・・・」 

 

と言う女性、友達期間が長くないと落とせない惚れにくいタイプの女性 

何度会ってもＧＥＴできないようなガードの固い女性 

 

もすんなりＧＥＴできるようになります。 

鉄のパンツを履いた女性もすんなり落とせるようになれるんです。 

 

 

女性本能を刺激し、発情させセックスしたくなるように 



仕向ける９個のトリガーとテンプレート 

 

このノウハウは、口下手、ブサイク、童貞などの女性に相手にされないような男が試して

結果が出せる再現性の高いノウハウです。 

 

あなたはただテンプレート通りの手順で女性と接し、女性の性欲を高めるトリガーを使っ

ていくだけで良いんです。 

 

毎回同じ言動、行動をするだけでセックスに辿り着くことができるのです。 

このテンプレートでは、たった一度のデートで女性との距離を縮め、手を繋ぎ、セックス

するまでをノウハウ化してあります。 

 

どんな内容なのか実際に見ていきましょう。 

 

 

 

  

■女性を惚れさすために優しくしたり、褒めたりすることよりも優先しないと

いけないこととは？ 

 

ほとんどの男性は彼女がほしい、セックスしたいなどの気持ちを優先し、大切なことをし

ていません。これは何なのか？その答えを楽しみに知ることでＧＥＴ率が急上昇します。 

 

■いい人だけど友達止まりで終わってしまう男の間違った思考とは？ 

 

ある思考のままでいると女性に一生モテることがありません。ここであなたに今までの価

値観を変えていただき、モテる価値観を手に入れていただきます。これであなたはモテま

くることも可能になるのです。 

 

■自然にやるだけでセックスに繋がる５つの行動とは？ 

 

急激に距離を縮めることができる５つの性欲を刺激する行動を教えます。この内容を知り、

実行するだけでセックスできる確率が一気に上がります。 

 

■セックスに持ち込む４つのステップとは？ 



 

いきなりセックスしようと言ってＯＫしてくれる女性なんてほとんどいません。セックス

するためには手順があります。そのセックスするまでの手順をあなたにお伝えさせていた

だきます。 

 

■家やホテルだけがセックスする場所ではない！セックスに適した場所とは？ 

 

普通はセックスといったら家かホテルだと思います。ですが、セックスに適した場所はそ

れだけではありません。いろんな場所を知っておくことで選択肢が広がり、セックスでき

る確率が上がります。 

 

■セックスするための２つの戦略とは？ 

 

女性のためを思ってデート代を奢って、おいしい物を食べさせてもセックスできなかった

男が２つの戦略通りにデートしたらいとも簡単にセックスできてしまった。その戦略を特

別に教えます。 

 

 

■高確率でセックスできる９個のヤレるトリガーとは？ 

 

女性とセックスするためには９個のヤレるトリガーを知ることです。９個のトリガーを知

ってさえしまえばあなたがセックスできる確率は大幅にアップすることをお約束します。 

 

■７つの絶対に選んではいけないデートプランと女を落とす鉄板デートプラン

とは？ 

 

普通の人は当たり前のようにやっている王道デートプランを公開否定しました。あなたも

今でもやっている可能性が高い王道プランよりも私が考えた極悪なデートプランを選べば

お待ち帰り率が大幅に上がります。 

 

■これぞまさしく情報商材！日本全国ヤレる店＆ヤレる場所を初公開 

 

北海道から九州までヤレる店の情報を私の知り合いや仲間から聞き出し集めました。東京

や大阪などのヤレるスポットは実際に私も利用している場所ばかりです。この情報だけで

もかなりの価値があります。 

 



■口説きに適した場所とは？ 

 

夜景スポットや観覧車、夜の海などではない口説きに適した場所はどこなのか？その答え

をここで暴露します。適した場所で口説くことで成功率が大幅にアップします。 

 

■女性を酔わすための反則スレスレのお酒の飲ませ方とは？ 

 

酔わせやすいお酒や飲ませる必勝法などを暴露します。反則スレスレの極悪法ですから悪

用厳禁です。この方法を使われて酔っぱらわない女性はいないでしょう。 

 

■４つのヤるために必要な鉄板トークとは？ 

 

女性とセックスするためにやるべきトーク内容を教えます。私の教えた通りのトークを女

性にしてください。そうすればほとんどの女性が股を開き、あなたのおちんちんを求める

ようになります。 

 

 

■女性が脈があるのは確かめる２つの方法とは？ 

 

女性が脈があるとわかった方がホテルに誘いやすいですよね。ですので、脈があるのかど

うか確かめる２つの方法を教えます。 

 

■普通に誘うよりも３０％ホテルに誘える確率が上がる２段階オファー戦略と

は？ 

 

ラブホテルの前でグダグダすることを回避するために考え出したラブホテルに高確率で入

るための誘い方を伝授します。この誘い方をするだけで成功率がグンと上がります。 

 

■連れて行くだけで高確率でキスできる秘密の場所とは？ 

 

数えきれないぐらいの女性たちとキスをしてきた秘密の場所を公開します。この情報は絶

対に知っておいていただきたいです。 

 

 

 

■家に誘う鉄板の行動と言動とは？ 



 

女性を家に誘うと思っても普通警戒してなかなか家に来てくれませんよね。でも、女性が

家に行きたくなる行動と言動があります。それをこれからあなたに特別にお伝えします。 

 

■ラブホテルに誘う鉄板の行動と言動とは？ 

 

女性が断れないオファーを出せば女性はラブホテルに行くしかなくなります。じゃあ、断

れないオファーとは何なのか？その答えを教えます。 

 

■家・ラブホテルでもなくある場所へ誘導してセックスする方法とは？ 

 

言え・ラブホテルだけでないある場所でセックスする方法を教えます。もちろんカラオケ

や車などでもありません。 

 

 

 

 

これらはノウハウのほんの一部です。 

 

大金をドブに捨ててきた過去 

 

普通は女性との１回のデートで５０００円から１万円ぐらいは使いますし、使う人なら２

万円とか使うかもしれません。 

 

それで女性をセックスできたら良いのですが、ほとんどの方が奢って終わり、２回目、３

回目に繋がらないなんていう悲惨な状況です。 

 

実は私もそういうモテない過去があります。 

 

デート後に音信不通になることが多々あり、その度に落ち込んできました。 

 

せっかく女性とデートできたのに、デート後に音信不通になることの辛さあなたならわか

りますよね？ 

 

このようなデートして音信不通になるというお金と時間を無駄にしていた状態を打破する



ために開発したのが今回、あなたに伝授するノウハウの狙った女とガチでヤレる９個のト

リガーとテンプレートなのです。 

 

 

ＧＥＴ率を上げることができれば無駄な出費が減る 

 

狙った女とガチでヤレる９個のトリガーとテンプレートのノウハウは再現性を最大限まで

高めてあります。 

 

だから、誰が使っても再現性があります。 

東京や大阪の人だけが使えるノウハウではありません。 

 

どこに住んでいても使える再現性の高いノウハウです。 

 

このノウハウを使えばＧＥＴ率が上がりますから、 

デートで失敗する確率がグンと減ります。 

 

デートで失敗するほどお金をドブに捨てることになりますが、 

お金をドブに捨てることが減るわけです。 

 

私はほぼ初回のデートでＧＥＴできますからそれだけデート代を節約することができてい

ます。 

 

このノウハウを使って１人の女性とセックスするのと、一般的な方法で１人の女性とセッ

クスするのとではどちらの方がお金がかかるのかあなたもわかりますよね。 

 

あまり大勢の人には教えたくありませんが、 

私のメルマガを読まれているメルマガ読者さん限定で１９，８００円でノウハウを公開さ

せていただきます。 

 

 

狙った女とガチでヤレる９個のトリガーとテンプレート 

１０月限定公開 



１９，８００円 

 

 

 

ガチヤリ動画３時間３８分 

ガチヤリ音声３時間３８分 

ガチヤリマニュアル１０５ページ 

一目で理解できるガチヤリマップ 

 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170 

 

 

 

 

 

さらに今なら 

３つの豪華な特典がつきます！ 

 

 

【特典１】３６５日間回数制限なしのメールサポート 

 

 

分からないことや悩みなどあればいつでも質問してください。あなたの質問に丁寧にお答

えし、あなたが結果を出すまでキッチリとサポートいたします。 

 

【特典２】最新情報をお届けします 

 

女性を口説きやすいデートスポットや口説き方などを新しく発見した場合などは特別に情

報をお届けします。 

この狙った女とガチでヤレる９個のトリガーとテンプレートは実際に結果を出している方

法です。 

 

トークが下手な人でも技術を駆使すればＧＥＴはできるんです。 

 

【特典３】最新情報をお届けします 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170


 

 

 

 

狙った女とガチでヤレる９個のトリガーとテンプレート 

 

１９，８００円 

 

 

ガチヤリ動画３時間３８分 

ガチヤリ音声３時間３８分 

ガチヤリマニュアル１０５ページ 

一目で理解できるガチヤリマップ 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170 

 

 

 

 

このガチヤリテクニックをじっくりご覧になり、１８０日間ゆっくりで構いませんのでガ

チヤリテクニックを試してみてください。 

 

もし、１８０日間あなたの満足がいくまでやってみても、 女性をとヤルことができなかっ

たという場合は、私にメールを一通送ってください。 

 

その後、あなたが指定する銀行口座にあなたがお支払いになったガチヤリテクニックの代

金１９，８００円を返金いたします。 

もし返金を申し出られたとしても、ガチヤリテクニックは全てあなたのものです。 

返品する必要は一切ありません。 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170


 

私を信用して、ガチヤリテクニックをご購入いただいたあなたへの感謝の気持ちです。 

 

この保証を悪用すれば、あなたは完全にタダでこのガチヤリテクニックの全てを手に入れ

ることができます。 

 

しかし、私に全く恐れはありません。 

 

なぜなら、私はこのガチヤリテクニックに絶対的な自信を持っているからです。 

あなたが女性に困らない人生を送れるようになれる自信があるのです。 

 

だからこその返金保証なのです。 

 

あなたにご購入していただいたのは、"縁"だと私は考えています。 

ですから、返金を申し込まれた後でも、 

私とあなたは"仲間"のままであることを約束いたします。 

 

Ｑ＆Ａ 

 

 

Ｑ会話が苦手でもＧＥＴすることはできますか？ 

 

Ａはい、もちろんです。 

 

女性と話す会話内容も具体的にお伝えしていますが、ＧＥＴするための戦略や手順も具体

的にお伝えしているため、会話が苦手でも安心してデートすることができます。 

 

Ｑ童貞で女性と接すると緊張していまいますがそれでも使いこなせますか？ 

 

Ａはい、使いこなすことができます。 

 

このノウハウでは会話内容やあなたがすべき行動をステップ化して完璧なノウハウにして

あります。ですからどんなに自信がない草食系男子でも真似するだけで結果を出すことが

できます。 

 



 

 

狙った女とガチでヤレる９個のトリガーとテンプレート 

１０月限定公開 

 

 

１９，８００円 

 

 

ガチヤリ動画３時間３８分 

ガチヤリ音声３時間３８分 

ガチヤリマニュアル１０５ページ 

一目で理解できるガチヤリマップ 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170 

 

 

追伸 

 

あなたも今までにネットで検索したり、恋愛アプリや恋愛本を読んだり、 

デートの教材や口説き方の教材を学んだりしてきたかもしれません。 

 

でも、それで女性をＧＥＴできましたか？ 

 

ＧＥＴできても成功率はそこまで高くないのではないでしょうか？ 

 

女性に振られるということは 

 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170


合コンなどの出会い代を無駄にする 

デート代を無駄にする 

 

さらにその女性に使った時間を無駄にするということになります。 

 

いつまでも同じようなことを繰り返して、 

本当に好きになった女性が現れた時も同じように失敗しても良いのでしょうか？ 

 

女性との１対１のデートでの成功率を最大限に引き上げることが、 

どれだけ価値あることかわかっていただけましたでしょうか？ 

 

この価値がわかる方は決断してください。 

 

 

狙った女とガチでヤレる９個のトリガーとテンプレート 

１０月限定公開 

１９，８００円 

 

 

ガチヤリ動画３時間３８分 

ガチヤリ音声３時間３８分 

ガチヤリマニュアル１０５ページ 

一目で理解できるガチヤリマップ 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170 

 

 

 

http://www.infotop.jp/order.php?iid=61170


 

 

販売業者 株式会社 ICA 

販売責任者 前田雅則 

所在地 

〒541-0059 

大阪府大阪市中央区博労町4-3-1 ディアコートセンバ902

号室 

電話番号 

06-6121-2495 

※お問い合わせはメールでお願いします。 

メールアドレ

ス 

support@success-mote.com 

販売 URL http://moteo100.com/2014.pdf 

申し込み方法 ご注文フォーム 

http://moteo100.com/2014.pdf


お支払い方法 

・銀行振込（先払い） 

・クレジット決済 

・コンビニ決済（先払い）  

・ビットキャッシュ  

・郵便振替 

・ちょコム eマネー 

販売価格 1９，８００円 

返品・不良品

について 

弊社の商品にはメールサポート（無制限）が含まれます。如

何なる内容を送られても、あなたが納得いくまで後藤孝規が

直接アドバイスいたします。このメールサポートをマニュア

ル実践確認のため、１８０日以内に一回は受けてください。

１８０日以内のメールサポート確認ができた場合に限り、お

申し込みから１８０日以降であれば常時全額返金可能です。  

返金の受付は１８０日以降となります。  

なお、弊社の返金保証は一度だけになります。 

一度返金を申し出られた方については、以後弊社の商品を購

入いただいても、返金保証は適用されませんので、ご了承下

さい。 

不良品、または明らかに商品説明と異なる商品は返品・交換

に対応致します。 

個人情報の保
定員の制限がある商品の為、決済後のキャンセルは原則いた

しかねます。ご了承お願いいたします。 



護 

商品の引渡し

時期 

代金決済完了後、14日以内に infotopユーザーマイページよ

りダウンロード。 

表現・及び商

品に関する 

注意書き 

商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利

益や効果を保証したものではございません。 

 


