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▼🎁「上杉 LINE 友達ギフト＆メルマガ」のご案内 
 
１：下記の【LINE 友達追加ボタン】ですぐにギフト入手＆登録出来ます↓ 
https://ad.risel0.com/adtrack/l/?55ty0u9xyw 
🎁
「LINE 友達追加」で配信している２つのギフト↓ 

LINE 友達ギフトＡ：【初対面１０分で魅力を与える４つの話題】 
LINE 友達ギフトＢ：今すぐ彼女候補と出会うテキスト 
 
 
 
２：下記の【メルマガ登録ギフトボタン】ですぐにギフト入手＆登録出来ます↓ 
https://ryuuesugi.com/p/r/BqS6uO99 
🎁
「メルマガ登録ギフト」で配信している２つのギフト↓ 

メルマガ登録ギフト A：コピペ文章で女性５人をデート確定させた【LINE 実録集】 
メルマガ登録ギフト B：おじさんが女子大生と付き合えた【恋愛マニュアル】 
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～著者紹介～ 

 
 
はじめまして 
上杉りゅうです。 
 
良い笑顔でしょう？ 
身バレ防止の加工画像ですら、もう分かってしまったと思いますが、 
オレは恋愛講師なのに容姿に自信がありません（汗） 
 
上記は、オレが人生で最もモテなくて悩んでいた若い頃の自撮り写真ですが、 
パッと見るだけでも以下のような短所にまみれた才能無き男でした↓ 
・10 代で前髪が薄くなり、「ハゲ始める」 
・あだ名が「歯茎」と呼ばれるほどの「出っ歯＆ガミースマイル」 
・顔の輪郭が丸くなるくらいのだらしない「デブ」 
・身長 162ｃｍの「チビ」 
・ソバカスとニキビ、そして加齢で開いた毛穴が作り出す「老けた肌」 
・上記の短所から形成された「内向的で口下手な性格」 
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～短所だらけのオレがモテるようになった理由～ 
 
しかし、オレには１つだけ長所がありました。 
 
それは、 
【容姿が短所だらけの自分を素直に認め、 
「努力」でカバーしようと決心することが出来たこと】 
です。 
 
オレは、先天的にどうしようもない容姿のことは捨て、全力で 
＜後天的に努力出来ること＞ 
を本当に狂ったように徹底しました 
 
あなたには、あとで、 
もっと手軽で、努力のいらない裏技をお伝えしていきますが、 
当時のオレはそんなもの知らなかったので、 
以下のようなつらい試行錯誤＆実験の結果、 
かなり強引に外見も、内面も、改善していきました↓ 
 
・借金して恋愛マニュアルを100万円以上買い、徹底的に会話力を磨く 
・食欲中枢を麻痺させる薬を飲み、絶食してとにかく痩せる 
・シークレットブーツとO脚矯正整体で身長を伸ばす（ように見せる） 
・毎月３万円以上かけて服装と髪型をオシャレにする 
・女性受けするデートコースを150パターン以上検証する 
・パーマやヅラ、発毛促進薬でハゲをごまかす 
・サプリメントや化粧品、美顔ローラーで「老い（おじさん化）」に抵抗する 
・ダイエット、眉カット、筋トレ、歯の矯正など美容を徹底する 
・合コン、パーティー、ネットなど、あらゆるジャンルで出会いを増やす 
・男女問わず友達を増やす（会ったことのある連絡先の件数が1500人を超えるまで） 
・路上ナンパを始める（最盛期は不眠不休で24時間続けた） 
・出会いアプリで1000人の女性と出会ってみる 
・１０歳以上年下の若い彼女を作ってみる 
・処女、ギャル、OL、女子大生、人妻、外国人、など色々な女性と付き合ってみる 
・出会いパーティーを自分で開催してみる 
・女性から、毎回の食事代やブランド品、バイクを貢いでもらってヒモ男になってみる 
・女性経験１００人達成まで遊ぶ（今は真面目に１人の女性とお付き合いしてます）  
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～女子高生やガールズバー嬢の彼女が出来始める～ 
 

相当な年月と労力はかかりましたが、前ページのような決死の努力の結果、 
なんとかモテるようになり、女子高生やガールズバー嬢など、 
容姿も性格も可愛い女性 100 人以上と幸せに付き合ってきました↓ 

↑18 歳なので合法的に付き合えた高校生の彼女   ↑貢いでくれるイベントコンパニオンの彼女 
 

 

 
 ↑小柄な Gカップ巨乳のOL 彼女           ↑六本木の高級ガールズバー嬢の彼女  
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～LINE もアプリも【女性に好かれるのが日常】になる～ 
街コンも合コンもナンパも出会いアプリも、色々な女性が優しくしてくれます 

 ↑セックス好きな 18 歳のギャル系彼女      ↑初彼氏を喜ぶ 20 歳の清楚系彼女 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ↑気軽に遊べる 28 歳のお姉さん系のセフレ    ↑その他 1205 人の彼女候補とアプリで出会う  
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～「女性にモテること」が【全てを解決した具体例】～ 
 
実際、オレ自身の体験として、「女性にモテるようになる前と後」で 
比較すると、以下のような【変化】がありました↓ 
 
▼「モテるようになる前」に悩んでた問題 
・お金：年収 216 万円（サービス残業込み、パワハラで休日出勤を強制される） 
・仕事：つまらない。やりがいも無い。毎朝の通勤ラッシュがつらい。 
・学校：生きる気力が沸かないので、浪人と留年を繰り返す。 
・年齢：18 歳を超えたあたりから「オレずっとこんな人生なの？・・・」と絶望する。 
・趣味：休日はゲームと漫画。楽しいけど、時々猛烈に寂しくなる。 
・家族：ケンカばかり。母親に「あんた、彼女の１人くらいいないの？」と心配される。 
・友達：男友達に彼女が出来ると、やはり「差をつけられた感じ」がして、どこか苦しい。 
・見た目：ブサイクで、髪型や服装に興味が無く、ダサいので、初対面で格下扱いされる。 
・欠点：チビで、口下手で、出っ歯なので、女性以前に、まず人と話すのが嫌になる。 
・健康：上記のような生活のせいで、性格も暗くなり、うつ病で精神科のお世話になる。 
・セックス：出会いが無いのでオナニーばかり。キャバクラや風俗に行くお金も無い。 
・将来：仕事も恋愛も失敗ばかりで、「老人になって孤独死する」しかイメージ出来ない。 
・人生観：目の前のお金や、女に振り回されて、人生を考える余裕なんて無い。 
 
▼「モテるようになった後」に解決した問題 
・お金：年収１０００万円 
・仕事：楽しい。やりがいがある。午前 10 時に起きて、自宅で気が向いた時だけ働く。 
・学校：彼女が勉強を教えてくれたり、心の支えになってくれて、どうにか卒業。 
・年齢：30 歳を超えても、彼女が 16～22 歳ばかりなので、身体も心も老けない。 
・趣味；休日はゲームと漫画。でも、それを一緒に遊べる彼女や友達が出来た。 
・家族：会話力が上がり、家族関係も修復された。 
・友達：男友達に可愛い彼女が出来たり、結婚しても、素直に喜べるようになった。 
・見た目： オシャレな髪型や服装を彼女が教えてくれるので、かなり改善された。 
・欠点：チビで、口下手で、出っ歯なのを、彼女が「そこも好き」と言って救ってくれる。 
・健康：上記のような生活のおかげで、うつ病が治り、性格も明るくなった。 
・セックス：常に 20 歳前後の可愛い彼女４～５人とHが出来る。風俗もキャバも不要。 
・将来：貯金も彼女も一生分作ったので、「その先の幸せ」をイメージ出来る。 
・人生観：お金や女に飽きて、「人のために何かをする大切さ」に気付けた。  
 
→恋愛が、人生の全てを豊かにしてくれる【最高の学び】になった。  
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～「モテる裏技」を教材にして人にも伝えてみました～ 
 
 
・・・・しかし、 
＜これを読むあなた＞ 
にとって「上杉がモテてどうなったか？」なんてどうでも良いですよね？ 
 
大事なのは、オレがモテるようになったことではなくて、 
【オレがこれからノウハウを伝える 
「あなたが」モテるようになるかどうか？】 
ですからね。 
 
では、実際に教わったメルマガ読者や 
直接指導した生徒は本当にモテるようになったのか？ 
 
実は、オレがノウハウを教えていると、こういう感想や成果報告を頻繁にもら
います↓ 

 
↑会話教材のノウハウを使って結婚した奥さんとの記念写真を送ってくれた３７歳のGさん 
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～童貞、オジサンの生徒にも「若い彼女」が出来た～ 
 
 

 
 

 
 
                                            
   
 
 
 
 
 
 

  

 ↑自分はぽっちゃり体型で痩せないまま、 
細身の美人をゲットした２５歳の Tさん 

 ↑口下手を克服して 20 代の年下彼女と誕
生日をお祝いした 35 歳のゼミ生 Rさん 
 

↑オススメしたネットアプリで会った 
その日に彼女が出来た 37 歳のゼミ生Nさん 

↑「ノーリスク LINE 術」で誘った 28 歳の 
初彼女と童貞を卒業した 41 歳の Oさん 
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～手書きアンケートやメールでも「感想＆成果報告」をもらいます～ 

 
↑童貞で「恋愛ゼミ」に参加して初めての彼女が出来た 24 歳の学生：S.M さん 
 

 
↑4３歳で数年ぶりに彼女が出来たジェイさん 
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↑活動開始後６９人目のセックス成
果報告を上げてくれた52歳の Iさん 
 

↑40 歳で 18 歳年下の女子大生とHし、さ
らに別の彼女も出来たゼミ生の Kさん 
 

↑色々な女性とデート出来るようになり、 
教材の感想を LINE してくれたHさん 
 

↑４１歳で既婚者なのを隠さずに 
女子大生をセフレ化した Aさん 
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 ↑「以前から狙ってた女性と H してた」と     ↑ナンパ実習会でゼミ生の S さんが 
  報告してきた O さんとゼミ生達のグループ LINE  処女の看護師をホテル連れ出しした時の報告 
 

 
 ↑詐欺的な恋愛教材に騙された過去を変え、行動するマインドになった Tさんからの感想 

 
↑女子大生と不倫出来るほどモテる既婚の読者から「恋愛以外にも役立つメルマガ」と評された感想 
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↑あと２人セフレを作るために会話実地を受講した25歳のSさんからの感想 
 

↑その他、載せきれないほど成果報告を読者からもらうので、時々データ整理しています 
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～童貞でも、ブサイクでも、オジサンでもモテた理由～ 
 
これまで載せた成果報告や感想をくれた男性達の多くは、 
おじさん、童貞、ブサイク、チビ、などの短所を持っています。 
 
そんな彼らが、なぜここまで成長を実感出来て、モテるようになったのか？ 
 
それは、オレが 
【才能の無い弱者でも女性に好かれる裏技】 
ばかりをノウハウ化して伝えているからです。 
 
オレは自分自身にモテる才能はありませんでしたが、 
＜某大手学習塾で東大志望の 
高校生に数学を教える主任講師だった＞ 
ので、 
【人に物事を教える才能】 
はあると思っています。 
 
それは、恋愛ノウハウを教えることにおいて、 
例えば、以下のような能力を意味します↓ 
・具体的に何を話すかフレーズをテンプレート化して教えられる 
・自分が女性を口説き落とせた理由を全て説明出来る 
・手つなぎ、キス、ベッドインなどの動作手順を言語化して伝えられる 
・生徒の会話を添削し、より女性ウケする話し方に改善出来る 
・服装、靴、髪型など選択にセンスが必要な要素を「これがベスト」と明確に提示出来る 
・LINE や出会いアプリのやり取りにおいて、ほぼコピペの文章でデートまで持っていける 

 
 
しかし、講師としての信頼性なんてものは、 
あなたがオレのメルマガを読んで確かめればすぐ分かることです。 
 
わかりやすくするために、一応、読者や生徒からの成果画像を色々載せました
が、 
オレのノウハウはとにかくすぐ実行出来る具体性を重視しているので、 
たとえ恋愛経験０の男性でもすぐに役立つことがハッキリわかります。  
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～「恋愛講師」ってどんな仕事？～ 
 
オレが全国１万人以上の読者に恋愛ノウハウを教えている手段は 
いくつかありますが、メインは以下で示す４つの手段になります↓ 
 
１，無料メルマガや、そこで配信される各無料教材 

 
↑このメルマガはおそらく、すでにあなたも読み始めてますね 

 
↑こういう動画も無料で公開していますが、時々10 万人以上の人に視聴されてビックリします 
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↑熱心な読者は動画や LINE にこういうコメントをくれるので励みになります 

 
 
２，セミナー（普段はこんな感じ↓で生徒に教えてます） 
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３，教材（評判が良いせいか電子書籍ランキング１位↓を何度も獲得させてもらいました） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑情報教材販売の最大手：インフォトップで会話教材が売上げランキング１位になった時 
 

 
↑恋愛メール教材レビューで LINE 教材が「人気上位６教材」の中で１位になった時 
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４，恋愛ゼミ（恋活男性がこんな感じ↓で少人数集まって、オレが対面で教えています） 

 
 
・・・・以上、 
１，無料メルマガやそこで配信される各無料教材 
２，セミナー 
３，教材 
４，恋愛ゼミ 
の４つを作成、開催、コンサルすることがオレのメインの活動になります。 
 
しかし、趣味ではなく、仕事で、プロとして、恋愛講師をやっているので、正直、 
無料のメルマガや無料ノウハウ教材は全く利益にならないタダ働きです（汗） 
 
 
オレは、容姿だけじゃなく、性格も悪いので、 
「あなたをモテさせるのが私の使命なんです！！」 
とか言う、偽善講師みたいなことは絶対言いません。 
 
そんな綺麗事を言う奴はうさんくさいだけです。 
 
 
オレの場合、もちろん、仕事のやりがいとして、 
無料教材で読者がモテるようになって感謝されるのも嬉しいのですが、本音を言うと、 
【無料教材は、それを 100 倍パワーアップさせた有料教材の威力を 
知ってもらうための体験版として、試食販売的な役割を持っている】 
ので、強力なノウハウでも無料で配信出来るのです。 
 
オレは、この「人をモテさせる仕事」に誇りを持っているので、 
ちゃんと、フェアにビジネスするために、メルマガでも本音をどんどん言っていきます。  
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～無料教材だけでモテても全然OK～ 
 
 
しかし、実際、無料だからこそ、お試しノウハウを読者に知ってもらい、 
「おいおい・・・マジでこれはモテるようになるかもしれない」 
と効果を実感出来れば、 
それがそのまま有料教材の人気にもつながるはずじゃないですか？ 
 
そんな気持ちから 
「１，無料メルマガ」や「無料ノウハウ教材」 
を配信しています。 
 
実際、あなたがすでに読み始めた 
１，無料メルマガ 
のノウハウを読んでいくだけでも、 
すでに 500 人以上の男性が彼女を作ってきました。 
 
 
登録するだけで数万円の費用をとられる結婚相談所が存在する今の時代、 
【タダで 500 人以上の男性が彼女や奥さんを作れたノウハウ】 
というのは、すごく意義のあるものだと思うのです。 
 
そういう現象が起きるくらい、 
気合を入れてメルマガを書いているので、あなたも 
「絶対モテるようになるぞ！」 
と思って、読んでもらえたら嬉しいです。 
 
 
 
それではこれからよろしくお願いします！ 
 
 

 

上杉りゅう  
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～あなたに理想の彼女が出来る「30 日４ステップ」～ 
 
さて、それでは、あなたに、過去、オレのメルマガや教材で彼女を 
作ってきた先輩達の「行動手順」を解説していきます。 
 
「行動手順」と言っても、 
以下の行動を 30 日間実行するだけなので簡単です↓ 
 
＜＜95％の非モテ男性に彼女が出来た「30 日４ステップ」＞＞ 
１：最初の 30 日間だけは、メルマガを毎日必ず読む 
→ここで彼女が出来る男性の割合 15％ 
 
２：最初の 30 日間だけは、メルマガ内で配布する無料教材（PDF,動画など）を必ず読む 
→ここで彼女が出来る男性の割合 30％ 
 
３：もし 2で彼女が出来なかったら、メルマガ内で紹介される有料教材を買って実践する 
→ここで彼女が出来る男性の割合 75％ 
 
４：もし３で彼女が出来なかったら、恋愛ゼミで「恋愛の真理」と「上杉の直接講義」を学ぶ 
→ここで彼女が出来る男性 95％ 
 
上記は、これまでオレのノウハウをきちんと実行してきた人の 
【彼女が出来る確率目安】 
になります。 
 
前述の通り、無料教材だけでもモテるようになる人はいますが、それはやはり 
＜元々容姿やステータスなどの才能のある男性が多い＞ 
といえます。 
 
しかし、それ以外の、 
＜オジサンで、口下手で、童貞・・・というタイプの、才能の無い男性＞ 
であっても、 
【最終ステップの恋愛ゼミまで 
参加した男性は、ほぼ確実に彼女が出来ている】 
ので、まずは「メルマガ登録」して、「30日４ステップ」を確実に 
実行することだけに集中するようにしてみてください↓ 
 
▼【メルマガ登録ボタン】ですぐにギフト入手＆登録出来ます↓ 
https://ryuuesugi.com/p/r/pT5BD1aa 
 🎁
「メルマガ登録ギフト」で配信している２つのギフト↓ 

メルマガ登録ギフト A：コピペ文章で女性５人をデート確定させた【LINE 実録集】 
メルマガ登録ギフト B：おじさんが女子大生と付き合えた【恋愛マニュアル】 
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～上杉りゅうの著書＆無料公開ノウハウ一覧～ 
 
 
===上杉りゅうの恋愛教材================== 
 
【会話で惚れさせる】 
テンプレ会話術～女性に好かれる会話のテンプレート～ 
http://kaiwadesign.com/template-kaiwa/s2.html 
 
【出会いアプリのコピペ文章で好みの彼女候補とデートする】 
コピペ！LINE 出会いテンプレート：スマホとアプリを用いた出会い術 
http://kaiwadesign.com/line-deai/sl2.html 
 
 
===上杉りゅうの恋愛塾（対面指導＆電話での個別相談含む）===== 
 
【オジサン、口下手、童貞でも理想の彼女を作る】 
上杉恋愛ゼミ 
https://ad.risel0.com/adtrack/l/?531b170a12 
 
 
====無料公開中のノウハウ=================== 
 
上杉と LINE で友達になって【裏ノウハウ】を学ぶ（LINE で恋愛術を勉強したい人向け） 
http://kaiwadesign.com/?p=977 
 
恋愛メルマガで【非モテが 100 人斬りしたノウハウ】を学ぶ（初心者向け） 
http://kaiwadesign.com/lp1/ 
 
恋愛ノウハウ動画講座で学ぶ（動画セミナーで恋愛術を勉強したい人向け） 
http://kaiwadesign.com/?s=%E5%8B%95%E7%94%BB 
 
会話ブログで学ぶ（文章で恋愛術を勉強したい人向け） 
http://kaiwadesign.com/ 
 
=============================== 
 
問い合わせ 
uesugiryu@kaiwadesign.com 
 
株式会社ライズ 
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～お知らせ：オレ（上杉）と LINE 友達になりませんか？～ 
 
最後に１つだけお知らせです。 

現在、オレと LINE で友達になった時に配信される 
＜上杉 LINE メルマガ＞ 
では、 
 
LINE 友達ギフトＡ：【初対面１０分で魅力を与える４つの話題】 
LINE 友達ギフトＢ：今すぐ彼女候補と出会うテキスト 
 
などの LINE 友達に公開している限定恋愛ノウハウが入手出来るので、 
LINE メルマガの登録がまだ済んでいない方は、 
以下のURLから友達追加してください↓ 
 
▼「LINE 友達追加 URL」から登録する↓ 
https://ad.risel0.com/adtrack/l/?55ty0u9xyw 

 


