
ペアーズを始めて6日間で 
予定がパンパンになった秘訣 

こんにちは、とっちゃん です。 

久しぶりにペアーズを始めました。 

そしたら、1週間もしないうちに何人もの 
ペアーズで知り合った子とLINE交換をし、 
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こんな感じで、僕のスケジュール帳がバンバ
ンとペアーズの子との約束で埋まって行きま
した。 

ということで、このレポートでは 
「どうすればペアーズでマッチする数を増や
せるのか？」「どうすれば自分がタイプの女
性とマッチすることが出来るのか？」という
ことについてお伝えしていきます(́ｰ｀) 

まず何よりも大事なのは 

「マッチする」 

ということですよね。 

マッチしなきゃメッセージも出来ないし、 
出会うこともできません。 
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そして、超当たり前のことですが、マッチす
る（女性からいいねを貰う）ためには魅力的
なプロフィールにする必要があります。 

女性からいいねをもらうためには 

「写真と自己紹介文を見て魅力的だと思った
から話してみたい」 

と思われることが重要なので、 
それを満たすことを考えましょう。 

魅力的 ＝ ”世界観”です。 

”あなたが持つ魅力を複数枚の写真で表現す
ることによって、あなただけの世界観を表現
する” 

これが大切になってくるんですね。 
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女性側の視点に立つと、ペアーズで膨大な数
の男性からいいねをもらい、一人一人写真を
見たとしても、 

「みんな一緒に見える。」 

と、思ってしまうんです。 

もちろん、一人一人の顔は違うのですが、
ざっくり見た時に、雰囲気や顔の印象が 
みんな似ているんです。 

僕たち男性も女性を顔のパーツではなく、 
雰囲気とかイメージとか、ざっくりした印象
で捉えますよね。 

それと同じです。 
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今回、ペアーズを再開して改めて気づいた、
ペアーズを活用するに当たって大事なことを
２つ、お伝えしようと思います。 

それが、以下の２つです。 
 

ペアーズを活用する際のポイント 

①写真で９割が決まる 

②自己紹介文は常に他者の視点で考えること 

まず、①について。 

女性は写真を見て「アリかナシ」かを0.2秒
で決める。 
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ということを覚えておいてください。 

これは男性にも同じことが言えますが、プロ
フィール写真を見て直感的に「アリかナシ」
かを決める人が圧倒的多数なんです。 

仲の良い女性に本音で聞くと、 
「いいねを返すのは、50人に1人」 
とみんな口を揃えて言います。 

特にモテる可愛い女性はそうです。 

そこで、僕はどんな男性がいるのか気にな
り、女の子にペアーズに登録している男性を
見せてもらったところ・・・ 
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・髪型が整っていない、浴衣なのにサングラ
ス、しかも自撮り 

・加工しているのがバレバレなのに盛れてい
ない、しかも口がポカンと空いている 

・ナルシスト感満載で、いかにも危ない匂い
がする 

・キメ顔で顔パックを付けているのが思いっ
きり滑ってる自撮り 

・表情からして不自然。しかも、なぜか風呂
上がりの髪の毛。 

などと、大きく改善点のある男性が多いこと
に気がつきました。 
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ちょっと酷すぎましたね（笑） 

明らかなマイナス点が目立っている人もいま
すが、パッとしない人も多いです。 

いやぁ～本当に勿体無いです、、、 

というか、マジで勿体無い！！ 

女性アカウントから何十人もの男性アカウン
トを見て、感じたことは 

「ファッションと髪型変えて、いい感じの場
所で撮れば絶対いいね伸びるやん笑」 

ということです。 
写真が良いと・・・ 
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・嫌でもマッチングしてしまう 
・いいねが沢山くるので女性を選べる 
・メッセージの食いつきが違う 
・会う前から勝手に良い妄想を膨らませてく
れる 

と、良いことしかありません。 

そして「モテなそうな写真を載せないこと」
も超重要です。 

こう言うと決まって 

「ありのままの自分を出した方がいいと思い
ます！！」 

というモテない男性がゾロゾロ出てきますが 

そんなんだからマッチしないんです。 
 14



その純然たる気持ちは素晴らしいですが、そ
んなことを言って1人とも出会えずに金と時
間だけを失う男性が沢山いるのが現実です。 

ありのままの自分を出すのは付き合ってから
でいいんです。 

そんなんで、出会えるはずの女性と出会えな
い、結ばれるはずの女性と出会えない、とい
う機会ロスをする方が勿体無いと思いません
か？ 

というか、ペアーズをやれば分かると思いま
すが、女性は写真を盛りまくってます。 

盛りに盛ってます（笑） 
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ペアーズをやっていて、 
「お、めっちゃ可愛いじゃん！」 
と思い、いざ2枚目の写真を見ると、 

「え？顔全然違うやん。これ詐欺やん。」 

と思ったことありませんか？（笑） 

今の時代、特に女性は写真を加工してとにか
く盛ってるんです。 

盛って後悔するのはその女性本人なのです
が、僕たちにとって大事なことは、 

「モテなさそうな写真は一枚足りとも載せて
はいけない」 

ということですね。 
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モテなさそうな写真とは 

・自撮り、自分の部屋で撮ったキメ顔 
・表情が硬い 
・髪型やファッションがダサい 

などです。 

いずれにしても、自分で判断することは極め
て困難です。 

僕自身も自分ではどの写真が写りが良いのか
分からないので、仲の良い女性５人くらいに
選んでもらいました。 

写真についての具体的なことは、またの機会
に譲ろうと思います。 
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さて、次は②の「自己紹介文は常に他者の視
点で考えること」ですが、 
 

・仲良くなることでのメリットが見えない 
・関わることでの未来のイメージが描けない 
・わざわざ言わなくても良いこと、ネガティ
ブなことを平気で書いている 

という人が多数見受けられました。 

例えば、こんな自己紹介文です 
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ONE PIECE(ワンピース)好きの大学生です。 

ONE PIECEは、テレビでしょっちゅう見て
ますが、まだグッズ集めを本格的にやってま
せん。 

一緒に、ONE PIECEのイベントやゆかりの
地巡りなどに出掛けませんか？ 
ONE PIECEのキャラでは、ナミが一番好き
なので、一緒に話ができる子がいたらいいな
と待ってます。 

メッセージもしくはいいね！を待ってます
(#^^#) 

これはかなりあからさまな例ですが、 
モテなそうなオーラがプンプンしますよね。 
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これじゃ、ワンピースが好きな女性ですら、
あまり食いつかないと思います。 

目的が「ワンピース好きな女友達が欲しい」 

ならいいですが、恋人が欲しいのであれば白
紙からプロフィールを書き直した方がいいで
しょう。 

では、自己紹介文を作る際に大事なことは何
でしょうか？ 

それは、 

女性にとって魅力的だと思う情報や 
エピソードを載せること 

です。 
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相手の女性が自分の自己紹介文を見て、 
どう思うか？ 

これを意識して第三者的な視点で書くと、 
ズレた自己紹介文になりにくくなります。 

女性は男性以上に自己紹介文をチェックしま
すので、魅力的な自己紹介文が書けるだけで
「序盤から戦いを圧倒的に有利に運ぶ」こと
が出来るようになります。 

女性からガッツリ食いつかれるのでご注意く
ださい（笑） 
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ペアーズ攻略の基礎 

僕のペアーズ攻略の基本スタンスは 

「いいねの数よりも、可愛い子（自分好みの
子）とマッチングできるペアーズの攻略法」 

です。 
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お金をかければ「いいね」の数を増やすこと
は出来ます。 

でも、例えばの話、いいねの数が500あった
としても、その500人が全員、顔もスタイル
も全く好みじゃないオバさんだったら・・・ 

嫌ですよね。 

だからこそ僕は、「いかに、いいねをもらう
か？」よりも、「いかにタイプの女性とマッ
チするか？」ということを重視しています。 

というか、僕自身の性格的にタイプじゃない
女性とのメッセージが苦痛すぎて飽きてしま
うのです（笑） 

マッチしても、その女性があまりタイプじゃ
ない子だったり、めんどくさい子だったら 
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無視しちゃいます、、、。 

なので先ほど見せたデート決めのLINEは 
全員可愛いくて超タイプの女性だけです。 

というわけで、 

「ペアーズでタイプな子と好きなだけマッチ
ングしたい！」 

「ペアーズを攻略して、俺もバラ色の人生を
送りたい！」 

という方は是非参考にしてくださいませ。 
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ペアーズ攻略の基礎① 
メッセージの既読は不要 

ペアーズにはメッセージの既読機能があり、
送ったメッセージが読まれたか確認ができる
機能があります。お相手1人につき一回使用
でき、退会するまで有効です。 

この前、頂いた質問で 
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ペアーズで自分のメッセージが既読になった
か気にするのはやめた方がいいでしょうか？ 

というものがありました。 

こちらについての回答は 

「そうですね。女性の立場で考えても、既読
になったかな？何でメッセージが返ってこな
いんだろう？とメッセージが既読になってい
るかどうかをいちいち確認する男性は自分に
自信が無い男、女々しい男と思われるので、
メッセージの既読を逐一確認しない方がいい
ですね。」 

女性がメッセージを見てくれたかどうかを確
認したい気持ちは分かりますが、これは百害
あって一利なしです。 
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モテる男性はいちいちメッセージが返ってこ
ないことで一喜一憂しませんし、何も気にせ
ず他の女性にいきます。 

返信が来ないことなんて、しょっちゅうあり
ますから、気にせず次へ行きましょう。 

ペアーズ攻略の基礎② 
メッセージ付きいいねは不要 

ペアーズにはメッセージ付きいいねといっ
て、1いいねと３ポイント（294円相当）を
消費することで、メッセージを添えていいね
を送る機能があります。 
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ペアーズのアプリ内では 

メッセージ付きいいねを送ると返信率UP♪ 

的なよく分からないことが書いてあります
が、無視してください。 

あなたがめちゃくそイケメンで、多くの人か
らいいねを貰っているなら話は別です。 

しかし、そうでないのであれば、メッセージ
付きいいねはやめましょう。 

お金とポイントを無駄に消費し、全く報われ
ないことになります。 

メッセージ付きいいねは手紙のようなもので
す。 
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手紙って、気のある人からもらうと嬉しいで
すが、興味のない異性からもらっても「別
に・・・」と嬉しくはないはずです。 

極端な例を言えば、体重100kgのパンパン
な腹をしたサザエさんみたいな髪型で、ラー
メンや唐揚げが大好きな30代の女性に 

「気になってます♪良ければ連絡下さい♪」 

と言われるようなものです。 

なのでメッセージ付きいいねはやめておきま
しょう。 

僕もメッセージ付きいいねは使ったことあり
ません。 
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ペアーズ攻略の基礎③ 
「見てね！」のアピールは 

強者が使うもの 

見てね！とは3ポイントを使用し、オススメ
枠に掲載してくれる機能のことです。 

つまり、一度いいねをした相手に３ポイント
を使用することで、もう一度いいねをするよ
うな機能のことです。 

「みてね」は既に「いいね！」を送っている
異性にアピールできる機能なので、告白をし
てフラれた相手にもう一度告白をするような
ものです。 
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基本的に「みてね」も使う必要ありません。 

どうしても諦めきれないくらいの超絶タイプ
の美女であれば「みてね！」をしてもいいで
すが、よほどこちらに魅力がない限りはス
ルーされてしまうのがオチです。 

これはマッチングアプリの運営側がモテない
男性の執着心を上手く利用したマーケティン
グなので、上手いこと乗せられないように！
（笑） 

このレポートを読んでいるあなたは 
引っかからないでくださいね。 
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ペアーズ攻略の基礎④ 
毎日無料で８いいねする 

ペアーズを攻略するにあたって、 
毎日の日課というものがあります。 

朝と夜に歯を磨くように、PCと携帯でペ
アーズにログインして無料でいいねをするこ
とです。 

それは、ペアーズをやっている人なら誰もが
知っていると思いますが、「今日のピック
アップ」という一日に無料で女性にいいね！
をアプリで４人、パソコンから４人の計８人
に無料いいね！が出来る機能があります。 
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携帯とパソコンの二台でログインすること
で、1日に計８人出来るので、これをやらな
い手はありません。 

これは、無料でいいね！が出来るので、全て
の女性にいいね！をしてください。 

なぜなら、いいね数が極端に低い、例えば
「いいね数10」だと、女性に 

他の女性からも相手にされてないしょぼい男 

と思われる可能性があるからです。 

なので、ある程度のいいね数を稼ぐために
も、毎日の無料いいねは全員にして下さい。 
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ペアーズ攻略の基礎⑤ 
魅力的な男を演出する 
コミニュティの選び方 

ペアーズにはたくさんのコミニュティがあり
ます。 

ペアーズのコミュニティはあなたの価値観を
表すものであり、人となりの鏡です。 

自分の性格や趣味を表すのはもちろん、 
「イケてる男」「モテそうな男」と女性に思っ
てもらえるようなコミュニティを選ぶのが 
ペアーズ攻略のカギになります。 

なぜなら、女性はモテそうな男に価値を感じ
るからです。 
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ただし、本来の自分と著しく乖離がある場合
は、キャラとしてズレるので注意が必要にな
ります。 

男性は女性の顔やスタイルばかり見ています
が、女性は男性の細かい部分までプロフィー
ルを見ているため、コミュニティも重要にな
ります。 

コミュニティに入っているものが被れば被る
ほど、「波長が合う」と思ってもらえます。 

参考までに、僕のペアーズ参加コミュニティ
を公開します。 
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こんな感じです。 

どのコミュニティに入るかも重要ですが、 
コミュニティの画像も重要です。 

画像がダサいとその人までダサく見えてしま
いますので、見栄えが良い画像のコミュニ
ティを選ぶのがオススメです。 

これは「画像を選ぶセンス」 
＝「その人のセンス」に直結するからです。 

人間の認識メカニズムに基づいて言えば、 
コミュニティの名前の文字だけを目で追うの
ではなく、なんとなく目に止まった写真の印
象でイメージを決めてしまうからです。 

 39



 
この画像を見た時、文字よりも先に目に飛び
込んでくるのは画像ですよね？ 

そんな感じです。 

女子ウケの悪い男性っぽい趣味、もう少し言
うと、オタクっぽい写真のコミュニティや 
アニメの画像がそのコミュニティの画像に
なっている場合は、絶対に参加しないように
しましょう。 
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ペアーズ攻略の基礎⑥ 
メッセージの目安は女性に合わせる 

ペアーズを攻略するにあたって、メッセージ
を攻略することも重要になります。 

返信の頻度も重要なことの１つです。 

極端にこちらの返信が早いと「ガッツいてい
る」「他の女の子がいないのかな？」「私の
ことが好きって分かったから興味がなくなっ
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た」と女性に冷められてしまい、反対に返信
が遅い場合、「もういいや」「めんどくさく
なった」「別の男の人とやりとりしよ」と興
味・関心が他の男性に行ってしまうため、
メッセージの返信の目安は女性に合わせま
しょう。 

ペアーズでモテる人とは？ 
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ペアーズに限らず、 
マッチングアプリでモテる人とモテない人の
違いの１つに、「視点の違い」があります。 

モテる人は 

「相手がどう受け取るか？どう思うか？」 

を考えて、文章を打ったり、会話をします。 

モテない人は 

「ただ、自分が言いたいことをそのまま言っ
ている」 

傾向にあります。 

よく女性から聞くことですが、 
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・聞いてもないのに自分のことを話し出す人 
・自分の会社名や住んでいる場所、家を自慢
する人 

が多く、そういった人は話せば話すほど女性
が不快感を覚え、「早く帰りたい」と女性に
思われてしまっています。 

注文をしていないのに、料理が勝手に運ばれ
てくる感じですね（笑） 

「相手が何を求めているのか？」 

が決定的に大事であり、それが相手にとって
のストライクゾーンであり、そこにボールを
投げることでストライクになりますが、それ
以外はボール、最悪の場合はデッドボールな
わけです。 
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自己紹介文もこれと同じで、 

・相手から見て魅力的か？ 
・自分みたいな人がいたとして、仲良くした
いと思うか？ 
・自分の自己紹介文を読んだ人が、関わるこ
とでメリットがあって幸せになれるか？ 

を客観的に、第三者の視点で作り込むことが
重要です。 

いや、そうは言っても、 

「自分で客観視して改善することができてい
たら、既にペアーズを活用できていますよ」 

と思われる方もいるでしょう。 

その通りです。僕も同じ考えです。 
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「1人で改善していくことの難しさ」 

は、僕にも見に染みてて分かっています。 

長い間いいねが付かなくて、自分では限界ま
で魅力的だと思えるくらいまで写真や自己紹
介文を作り込んだにも関わらず、結果が出ず
に苦しんだ過去があります。 

あの虚無感は本当に地獄です（笑） 

なので、今回の教材は 
 

ペアーズで出会えない状態 

↓ 

出会いに困らなくなる状態 
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になるための方法はもちろん、一人一人に
合った攻略法を使ってもらうためにも、 

個別での相談 

も設けようかなと思っています。 

恋愛という分野は、1人で悩みを抱えている
人が非常に多く、一般の社会的活動と比較す
ると仲間を見つけにくいです。 

その性質上、周りに相談することが難しく、
どうしてもネットで検索して情報を仕入れる
というルートをたどることでしか、解決の方
法が見つかりません。 

友達に恋愛コンサルタントなんて人がいた
ら、即座に飛びついているでしょう。 
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ネットで検索しても、胡散臭いものがほとん
どで、ちゃんと地に足をつけて改善を図っ
て、自分を魅力的に育てていくような解決法
を教えている人がいません。 

だからこそ、僕の元には何百人もの人が恋愛
の相談をしてくれます。 

動画や教材を丁寧に読み込んでも、どうして
も1人で解決するのは難しいですよね。 

普段、多くの方からメールを頂きます。 

・写真 
・自己紹介文 

たった２つを整えるだけで、 
劇的に出会いに困らなくなります。 
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あなたは、出会いに困らなくなったら
何がしたいですか？ 

世の男性のほとんどが、出会いに困って目の
前の女性にがっついてしまい、自信と余裕が
持てない中で、悩み、苦しんでいます。 

本当は早く、 

「可愛い子とデートがしたい」 
「美人な彼女が欲しい」 
「自分のタイプな子を満足させたい！」 

と思っていませんか？ 

その思いを実現するために、本当に必要な方
だけに、とっておきのプロジェクトを紹介し
ていこうと思います。 

それでは！
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