
イルティ/自分革命🦊🐻さんの 
全ツイート分類してまとめてみた 

～動画・HP・記事～ 

✅イルティさんはこちら 
→https://twitter.com/yep_ilty 

✅マネージャーのジョイさんはこちら 
→https://twitter.com/joy_jolty 

✅イルティさんのYouTubeチャンネルはこちら 
→https://www.youtube.com/channel/
UCT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw/videos 

過去のHPや記事、動画を見たい方 
専用の動画まとめ集です！ 

いくつかリンクが切れていたり、 
非公開になっている動画もあるかと思いますが 
そこはご了承ください… 

ここから動画まとめ👇 
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１、 
【tiktok動画】 

・私は生まれてこなければ良かった！ 
・産んでほしいなんて頼んでない！ 

そう思う方に見て欲しいです。 

※イルティは頑張る女性と子供の味方です。 
#救いたい #お悩み相談 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1175011740502769664?
s=20 

２、 
【youtube動画更新】 

悩みの本質！ 
まずは悩みの歴史を紐解いていこう！ 

https://youtube.com/watch?v=n-oE_AaXflc 

これを知れば、 
今悩んでる悩みの正体がわかるかも٩( 'ω' )و 

ぜひ、観てね✨  
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３、 
【youtube更新】 
みなさん、お待たせしました！ 

本日の動画です！ 
https://youtu.be/gWCCd9AHKNE 

浮気について、その仕組みを解説しました(‾▽‾) 

４、 
【youtube動画更新】 

今日の動画は 
人生の悩みと向き合う前に 
『自分に時間をプレゼントした方がいいよ！』 

って内容です。 

ここの意識があるかないかで、人生大きく変わるので、ぜひ参考にしてみて
くださいね✨  

https://youtu.be/h9NRHXvze78 

５、 
【youtube更新】 

悩みの本質シリーズ４弾が登場✨  

『悩み』に関して、 
原点にて頂点である内容です！！ 
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ぜひ、見てね✨  
https://youtu.be/HdAFsvr6B4w 

６、 
【youtube更新】 

イジメ問題について『心の仕組み』を通して、僕なりの意見を説明しまし
た！ 

https://youtube.com/watch?v=wZC8U5rIxv0 

いじめに悩んでる方がいれば、ぜひみて欲しい動画です！！ 

イルティも小中高とイジメられてきたので、僕は弱いものの味方でいます✨  

７、 
【youtube動画更新】 

お悩み相談で、もっとも多い内容である 
『私は嫌われてる』『私には味方がいない』 

という方の『心の仕組み』を解説しました！ 

https://youtu.be/94nrBotkvz0 

８、 
【youtube動画更新】 

離婚したい！ 
離婚しそう！ 

 / 4 46

https://youtu.be/HdAFsvr6B4w
https://youtube.com/watch?v=wZC8U5rIxv0
https://youtu.be/94nrBotkvz0


という夫婦仲がやばい人は必見の動画です！笑 

『離婚の教科書』 

https://youtube.com/watch?
v=3olZKK4GcQM&list=UUT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw 

９、 
【youtube動画更新】 

今すぐ、誰でも！！ 
幸せを取り戻せる方法を大公開✨  

ぶっちゃけ、幸せって根本これです！！ 
https://youtube.com/watch?v=9Itj_UwexVc 

１０、 
【youtube動画更新】 

うつ病の治し方！ 
というちょっと踏み込んだ内容の動画を出しました！ 

『心の仕組み』を通して、心を鬱を改善する方法などを紹介したので、参考
にして今後の生活に取り入れて欲しいと思います✨  

https://youtu.be/oi71dGx9oXI 
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１１、 
【youtube動画更新】 

◆人って実は悩んでません！ 
と言われたら 
『えっ！！』と思いますよね(　ﾟдﾟ) 

実はこれが悩みの本質！！ 
悩んでるわけじゃなくて、本当は◯◯に悩んでるだけ… 

今回は、ここの部分について解説したので、ぜひ今の悩みの参考にしてみて
くださいね✨  
https://youtube.com/watch?v=x4mTSdkYD9w 

１２、 
【youtube動画更新】 

男に大切にされない『残念な女性の特徴』を解説しました。 

ちょっと私って男運がないかもー！ 
って思う人は必見の動画になります(‾▽‾)笑 

https://youtu.be/umu324FBnwI 

１３、 
【youtube動画更新】 

恋愛や仕事、あらゆる場面で失敗が怖いです！！ 
という相談を多くいただくので、動画にしてみました。 

失敗って、 

 / 6 46

https://youtube.com/watch?v=x4mTSdkYD9w
https://youtu.be/umu324FBnwI


そもそもどうゆう意味づけなのか？？ 

そこに気付けた時、 
本当の意味で失敗をしなくなるようになるので、ぜひ参考に見てね✨  

https://youtube.com/watch?v=LXnZyzAxmEE 

１４、 
【youtube動画更新】 

とうとう来ました！ 
悩みの本質シリーズのファイナル！！ 

この動画を見れば、 
あなたの長年の悩みの真の正体がわかる！？ 

今回は自分と向き合う動画になるので、閲覧注意です！笑 
https://youtu.be/kXAfj57yIuQ 

１５、 
男女問題について、たくさん相談いただくので動画にしてみました✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1186226317533990914?
s=20 

１６、 
今日の動画は『不登校』について！ 

原因や解決方法は？？ 
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なぜ、自分の子供が不登校になってしまったのか？？ 
そこと向き合う方法などを、ぜひこの動画を通して向き合って欲しいと思い
ます！！ 

#不登校  
#学校サボる  
#引きこもり 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1186612183855034370?
s=20 

１７、 
【youtube動画更新しました】 

今回から『子育て』についても動画を出していきます✨  

今日の動画は 
『過保護』についてです。 

今、自信がない、自分が嫌い、我慢して生きてる 

と言う方は要チェック！ 

これから母親になる女性もぜひ観てね♪ 

https://youtu.be/9ofgb5DYm8Q 
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１８、 
【youtube動画更新】 

前回の動画に引き続き、過保護についてより掘り下げて解説をしました。 

なんで母親は過保護をやめられないのか？？ 
にフォーカスしてみたので、ぜひ自分事として観てね♪ 

https://youtu.be/QXhvmfJ1aw0 

１９、 
【youtube動画更新】 

基本的に相談者の９割は 
『自分が嫌い！！』という人ばかり 

そんな人に向けて 
『自分好き♡』ってなれるテクニックを解説しました。 

自分に価値がない 
自分ってダメ人間だ… 

と思い込んでる人も要チェックしてね✨  

https://youtu.be/stv9UFQceZs 

２０、 
【youtube動画を更新】 

あなたにとって 
『運命の相手』っていますか？？ 
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今のパートナーは運命の相手ですか？？ 

今回は、恋愛に悩む方から 
運命の相手の探し方の相談をいただいたので 

イルティなりに解説してみました！ 

https://youtu.be/L4QzzcFV63o 

２１、 
子育てシリーズ 
好評なら続きなどもたくさん作って行きまーす✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1189131164784574464?
s=20 

２２、 
【youtube動画を更新】 

今日のテーマは 
『悲劇のヒロイン』を演じたがる女性について解説をしました。 

それを続けてると 
一生不幸で終わってしまい、 

せっかくの人生がもったいないので、 
ぜひその特徴や『心の仕組み』を参考にしてほしいです✨  

https://youtu.be/roQF1rbjt9Q 
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２３、 
【youtube動画を更新】 

あなたにとって今でも許せない！ 
って相手はいますか？？ 

なぜ許せないと思うのか？？ 
嫌な事をされたから？？ 

違います。。 

ぜひ、今日の動画で許せないという感情の本当の恐ろしさを知ってほしいと
思います。(　ﾟдﾟ) 

https://youtu.be/e4gj7BDS2M0 

２４、 
【youtube動画を更新】 

みんな必見！ 
『自信』について心の仕組みを通して解説しました。 

今回の動画を見れば、 
二度と『自分に自信がない！』って言えなくなるかも(*ﾟ▽ﾟ*)笑 

覚悟してみてね♪♪ 

https://youtu.be/BOoSPW4yJmc 

 / 11 46

https://youtu.be/e4gj7BDS2M0
https://youtu.be/BOoSPW4yJmc


２５、 
離婚したいけどできない… 
と悩める方には必見の動画！！ 

 　　　↓ ↓ 

【離婚の教科書】 

youtubeでも『離婚』と検索したら、 
検索上位にも上がるぐらい話題の動画✨  

この動画で離婚できないと感じる悩みは払拭間違いなし！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1190794530322178048?
s=20 

２６、 
久しぶりにtiktok投稿したけど、 
みんなジョイ君のことが大好きなんだな！(笑)#TikTok 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1191372405534380032?
s=20 

２７、 
【youtube動画の更新】 

今日の動画は、 
『男性が自分の事を好きなのか？？』 
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それを確認する方法を紹介します！ 

男性の気持ちなどを踏まえながら解説しているので、ぜひ参考にして活かせ
てもらえると嬉しいです✨  

https://youtube.com/watch?v=9DRSPqyGJs0 

２８、 
【堀江貴文さんを盗撮した年配女性について】 

・なぜ炎上してるのか？ 
・なぜ盗撮した側が逆ギレしたのか？ 

『心の仕組み』を通して動画で解説しました！ 

盗撮され注意したホリエモンさんは100%正しいし 
逆ギレした女性も悪意はなく仕方なかった 

って前提の動画です。 

https://youtu.be/ckjxT7BY9qA 

２９、 
【youtube動画を更新】 

バチェラーもシーズン３まで来て、 
多くの反響を生み出してますが、 

今回の動画は、そんなバチェラーを通して 
『女性が男性から結婚したいと思われるポイント』を解説していきました。 

愛される女性と、利用される女性 
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この違いも紹介してます！ 

https://youtu.be/SlxUKsBU73w 

３０、 
【youtube動画を更新】 

『誰も私のことをわかってくれない』 
って嘆いてる方に向けて解決策を解説していきました。 

理解されたい、 
でも理解されてないから悲しい 

わかってもらいたい、 
でもわかってくれない 

そんな気持ちがある方にぜひ見て欲しい動画です✨  

https://youtube.com/watch?v=HjU5GJv-pkk 

３１、 
【youtube動画を更新】 

恋愛相談で、 

『彼が誕生日や記念日を祝ってくれない、むしろ忘れてるんです…私って遊
ばれてるんすかね？？』 

って相談をいただいたので動画で解説しました。 

けっこうシビアな部分に感じますが 
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男性目線も意外と重要になってくるので参考にしてみてくださいね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1193456963847245824?
s=20 

３２、 
【youtube動画を更新】 

悩みのメリットについて解説しました♪ 

人って悩み続けることにもメリットがある！ 
という内容のお話です✨  

内容を知れば 
『あーー！！なるほど！！』って唸るはず！ｗ 

自分自身と向き合うきっかけにもなるので 
ぜひ参考にされてみてくださいね♪ 

https://youtu.be/0pJQh-L8znU 

３３、 
【youtube動画を更新】 

失恋の教科書！ 
というテーマで失恋した時の対処方法を解説しました！ 

意外と失恋って引きずって悩み続けてしまうイメージがありますが、『心の
仕組み』を知って活用すれば 
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意外と1日、長くても1週間ほどで失恋の苦しみって消えるものです！ 

ぜひ動画を参考にしてね♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194190476607229952?
s=20 

３４、 
【子育ての悩みを解決します】 

ライン＠では 
・子育てに悩む 
・子供との向き合い方がわからない 
という相談も多いです。 

子育ての仕方もわからず親を始める方も多いので 
この動画を見て、『子供の本音』を知ってください。 
 http://youtu.be/nHPj-EC63SQ 

#旦那デスノート #旦那嫌い #子育てママ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194618340104273921?
s=20 

３５、 
イケボのジョイ君がゲーム実況やります✨  

お時間ある人は覗いてみてね♪ 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1194947240776753153?
s=20 

３６、 
youtubeの動画を更新！ 

実はめっちゃ簡単！ 
最短で夢や目標を叶える方法！ 

というテーマです♪ 

いかにも怪しそうな感じですが 
『心の仕組み』を通して理屈的にわかりやすく解説したので、参考にしてく
ださいね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1195279720562098179?
s=20 

３７、 
youtubeの動画を更新！ 

https://youtu.be/yeFMzXO2P58 

３８、 
◆本日のyoutube動画はこちら！ 

メンヘラ男性を彼氏にするな！ 
特徴からわかる見抜き方を知っておこう！【イルティ仙人論】  
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https://youtu.be/5COR0PzjbrE 
  
男性にも恐ろしいメンヘラーは多いです！ 
事前に見抜けていれば、ある程度のトラブルは回避できるので、参考として
知っておいてくださいね✨  

３９、 
◆youtube動画を更新！ 

今回から『魅力的な女性』をテーマとした 
１本目の動画がこちらです！ 

【恋人と長続きするには？すぐ別れるカップルの特徴から見える秘訣】 
https://youtu.be/zQkdkMtuM10 

今の恋人と別れたくないけど、どうやって関係を良好にしたらいいか？ 
という悩み解決の動画です！ 

４０、 
【仙人イルティによる女子力向上委員会】 

今回の動画は、 
どうやったら女性が魅力的な女性になれるか？？ 
という『核』となる部分を紹介してます。 

全ての女性に伝えたいメッセージです✨  

魅力的な女性になるには？必要な条件はたった１つだけ  
https://youtu.be/Tjuy5fp67E4 
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４１、 
シェアありがとうございます✨  

不安と向き合うのって怖いけど、向き合って人生激変させていく方もいるの
で、 

イルティは、そのような女性を応援します✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1198550064173441037?
s=20 

４２、 
◆youtube更新 

今日の仙人イルティの動画は一味違いますよ✨  

　↓ 

【男の本音】 
マジで人から嫌われる女性の特徴とは？【女子力向上委員会】  
http://youtu.be/fu22TItG0Swより 

動画を観てもらえればわかりますが、 
つい出来心で遊んでしまいました(笑) 

#フェルミ研究所 
#リスペクト 
#漫画動画 
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４３、 
youtubeの動画を更新！ 

今日の動画は 
かなりこだわって作った力作です！ 

自分に自信をもっと付けたい！ 
堂々と生きたい女性にむけたお年玉みたいな感じです！笑 

自尊心を高めて自信をつける最も簡単な方法 
【女子力向上委員会】 
https://youtu.be/4k6HYTFb6Xk 

４４、 
恋愛系などたくさん動画を出してますが、 
意外とイルティファンの方にオススメしたい動画はこちら！ 
→https://youtu.be/fcme1DuISao 

人間関係の全てはコミュニケーションなので、 
恋愛する前にこっちも意識していくと女子力あがります✨  

４５、 
過去に浮気された経験がある女性は必見！(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1227904583218761729?
s=20 
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４６、 
バレンタインの感謝御礼✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1228207065102831619?
s=20 

４７、 
なぜ彼からLINEを送ってきてくれないのか？ 
https://youtu.be/6EvJrm1UDao 

４８、 
関係も順調なのに告白してこない男性に告白されるには？ 
https://youtu.be/yZxbY7EM0fk 

４９、 
こうゆう家庭って最高じゃない？✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1253154523922620417?
s=20 

５０、 
【脈ありは作るもの】 
想いやりと駆け引きの使い方をマスターせよ！ 

https://youtu.be/Aal244YMMBU 
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５１、 
【実は損してる】 
マジで好きな彼に嫌われてしまうNG行動！ 
※これ知れば防げます 
https://youtu.be/Jb7xZ4kOk88 

５２、 
【拡散希望】 

親子問題や子育てで絶対に知らないと後悔するNG行動！ 
※これは全ての女性に絶対見て欲しい！ 
https://youtu.be/n0cdl5CZQ6s 

#毒親 #離婚 #旦那デスノート 

５３、 
【実は簡単】 

彼が私の事を好きなのか確認する 
チェック項目は３つだけ！ 

https://youtu.be/zaXDQv_zABo 

５４、 
全ての子供が 
『大嫌いなお母さん』に伝えたい事 
https://youtu.be/fxyc3gsXxCg 
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５５、 
【真実の愛】 
コロナ離婚や破局で後悔する前に 
これだけは確認してほしい事！ 
https://youtu.be/IYzKHMlZ9CI 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1256101146646605824?
s=20 

５６、 
あえて自分でも投稿してみる！ 
このキツネって無駄にいい事いうよなー 

#イルティの名セリフ集 

名言だしてる動画はこちら 
https://youtu.be/aEVpBTJb6pI 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1256780378615934976?
s=20 

５７、 
【仙人イルティの自己紹介動画】 

• 人間不信で転職２０回 
• 尊敬する人に裏切られ”ホームレス”に転落 

そこから、仙人イルティとなり 
”頑張る女性と子供の味方”として 
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活躍するまでの『軌跡』を動画にしました。 
https://youtu.be/95gHYk9BE3Q 

５８、 
と、とうとう。。。 

仙人イルティもエンタメ記事デビュー✨  
https://towa-jyoshi.com/irutexi-sennin-rafaeru-ikemen-
busaiku-daigo-niteru/ 

トレンドブログって、 
僕も昔めっちゃやってました笑 

なので僕も書かれる側になったし 
しかも、細かい所まで調べてる内容で 
すごく嬉しい！笑 

※これは非公式の記事です！ 
一種のエンタメとして楽しんでね♪ 

細かいことを言うなら 
・ブランディングはラファエルさんをほぼパクってる 
※初めて好きなったyoutuberなので尊敬から 

・ダイゴさんの動画はめちゃくちゃ参考にさせてもらっている。（表現力を
主にパクってるｗ） 

•プロレスラーっぽい体型なのは 
昔、ガチでプロレスラーを目指してたから 

 / 24 46

https://youtu.be/95gHYk9BE3Q
https://towa-jyoshi.com/irutexi-sennin-rafaeru-ikemen-busaiku-daigo-niteru/
https://towa-jyoshi.com/irutexi-sennin-rafaeru-ikemen-busaiku-daigo-niteru/


５９、 
こうゆう風に紹介してもらえるだけでも 
イルティ、めっちゃ嬉しい☺ ✨  
https://note.com/hikaru0427/n/ne6d6a511ea2e 

この活動を頑張ってよかったなー！ 
としみじみ思えます♪ 

６０、 
【男性心理】 

本命女性と遊び相手では 
『男性の態度』は全く違う！ 

↓その違いはこちら↓ 
https://youtu.be/wp8vR0nrHAk 

６１、 
ホントに西野さん 
こうゆう所がステキ✨  

命が救えても希望がないと 
死んだ顔で生きる人だけが増える。 

その希望を率先して作ってくれる想いやりに感動😂  

このニュース記事でめっちゃ活力湧いた✨  

キングコング西野亮廣、ホリエモンのロケット事業に1000万円の支援  
https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/
12278-654304/ 
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６２、 
【脈ありLINE】 
男性心理から確実に好意を見抜けるポイント  

https://youtu.be/C4PeHHFrWVg 

６３、 
【男性目線】での 
美人、可愛い、ブサイクの 
境界ってどこで決まる？ 
https://youtu.be/MzzQfUx7Nrs 

６４、 
これからの時代 
あげまん女を目指す女性に 
絶対に知ってほしい事 

https://youtu.be/Lwb9LJw4sVM 

６５、 
【誰も教えてくれない】 
最後にはいつも嫌われてしまう女性の特徴 

https://youtu.be/F2RTFznUssg 
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６６、 
すごい！ 
イルティよりも解説がわかりやすい！(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1264890207624548353?
s=20 

６７、 
昨日の神崎メリ様との 
インスタライブのコラボ動画、 

youtubeにもアップしました！ 
https://youtu.be/DFKSRqY7ETc 

こちらは視聴者のコメントも付いてるので 
リアルな感じで楽しんでもらえたら嬉しいです✨  

#メリティ 

６８、 
メリさんの動画は目線下げてくれてるから、ホントにわかりやすい✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1269088897436270592?
s=20 
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６９、 
本当にこれはむっちゃ大事ー！ 

目先の欲に負けやすい女性は意識すべき考え方ですね！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1270317153812545536?
s=20 

７０、 
普段、イルティは女性の味方として 
youtubeなどで男性心理を動画で解説しててます！ 

今回、不倫浮気について 
男性心理を解説してるので 

良かったらこちらも合わせて見てね♪ 
https://youtu.be/uerU0ccYZu0 

７１、 
懐かしい動画見つかったw 
tiktok時代はこんな事ばっかやってたな～☺ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1270738012754739200?
s=20 

７２、 
こんなのあるんだ！ 
みんなぜひイルティに清き一票を✨  
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1271478216683749376?
s=20 

７３、 
女性向けのマッチングアプリ対策ってあるようでなかったりするから 

こちらはアプリ派の女性にオススメですね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1271775620574240768?
s=20 

７４、 
読みやすいしわかりやすい記事✨  

悩める女性にオススメです😊  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1273124979471790082?
s=20 

７５、 
うちのクマがゲーム実況始めました。 

普段より喋るジョイ君を観たい方はこちらオススメです！ 

俺との撮影の時より 
イキイキしてないか？w 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1273930683379924992?
s=20 

７６、 
このゲームは 
映画を見てるようですご過ぎる(〃ﾟ艸ﾟ) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1276830420236005378?
s=20 

７７、 
ジョイ君オンリーの生配信なので、 
僕はその間冬眠して過ごします(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1281567756437975040?
s=20 

７８、 
スナックジョイ開催中は、 
僕はブラック企業(甥っ子と戯れ)でくたばってる可能性があるので、参加さ
れる皆さんは僕の無事も祈っててください(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1285622465884979201?
s=20 
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７９、 
かわゆすぎる(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1287144263239655424?
s=20 

８０、 
明日はジョイくんをみんなで罵りに行こう(｀・∀・́) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1288806481983225858?
s=20 

８１、 
悠さんのおかげで救われる女性が増えそう！！ 

尊敬✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1290352100753330176?
s=20 

８２、 
まとめありがとうございます✨  

part2で大丈夫です！😄  

ツイート元： 
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https://twitter.com/yep_ilty/status/1290649728653430787?
s=20 

８３、 
今日の悠さんは 
いつもより”見えない気合”があって楽しかったです！笑 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1291790344552501248?
s=20 

８４、 
アーカイブからも文字起こししてくださるとは✨  

悠さん、さすがっす！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1292177756633968640?
s=20 

８５、 
あの長編すらまとめるとは！ 
悠さん、おそろしや✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1292715810473926656?
s=20 
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８６、 
いつもお時間使ってまとめていただけて助かってます✨  
悠さんの向上心最高っす！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1293268323799449601?
s=20 

８７、 
ラジオ出演が決まりました✨  

応募者の中からプレゼントもあるので、興味がある方は一度覗いてみてね♪ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1299698702836146176?
s=20 

８８、 
懐かしい動画があったｗｗｗ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1301576796970692609?
s=20 

８９、 
失恋をされて辛い日々の方に是非見て欲しい動画です✨  

失恋って引きずるものじゃなくて 
解消して次に素敵な恋愛をする為のポジティブな感情ですね！ 
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ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1308455319945670657?
s=20 

９０、 
今夜、ラジオに登場します✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1310501576889348096?
s=20 

９１、 
【生放送中】仙人イルティの毒舌相談室  
https://youtu.be/iMlrzSoYqJs 

９２、 
やったるでー！！！ 
プライベート感丸出しになるのでお楽しみに✨  

※チャンネルはジョイ君のチャンネルでやります！ 

https://youtube.com/channel/
UC5MwwXsdCfYaDuWFhbkmvUw 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1321758803465916417?
s=20 

 / 34 46

https://twitter.com/yep_ilty/status/1308455319945670657?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1308455319945670657?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1310501576889348096?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1310501576889348096?s=20
https://youtu.be/iMlrzSoYqJs
https://youtube.com/channel/UC5MwwXsdCfYaDuWFhbkmvUw
https://youtube.com/channel/UC5MwwXsdCfYaDuWFhbkmvUw
https://twitter.com/yep_ilty/status/1321758803465916417?s=20
https://twitter.com/yep_ilty/status/1321758803465916417?s=20


９３、 
22時からメリさんのニコニコ動画に出演します✨  

リンクはこちらです！ 
https://sp.live.nicovideo.jp/watch/lv328981756 

男の本音を大暴露しまくります(笑) 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1326458820093075456?
s=20 

９４、 
確かに！！ 

これは未来の我が子のために 
女性には見て欲しい動画です✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1346483334688301056?
s=20 

９５、 
かなり該当する方や地域などは限られますが 

離婚やシングルマザーでちょっと悩まれてる方は、一度このようなサービス
があるのも知識として知っておくと役に立つかも！✨  

イルティに相談される方の中には 
・離婚したくてもできない 
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・シングルに自信持てない 

という方もたくさんいますが、このように支援してくださるサービスは世の
中あったりします 

悩む前に情報を自ら取りに行く！ 
ってのは、すごく大事なので色々調べて安心できる日々を取り戻していきま
しょうね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347760437253660672?
s=20 

９６、 
動画すごくわかりやすかったです✨  
なんとなくボヤけていた思考が言語化され、今後のネタ作りのヒントになり
ました😄  

無料でこの内容は本当に感謝です！！ 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1347887075429736451?
s=20 

９７、 
【メンバーシップ動画のお知らせ】 

以前から告知していた『親と向き合うシリーズ』の動画を２０本更新しまし
た。 
残りの２０本は来週更新するのでお楽しみに✨  
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気になっていた方はこちらのコミュニティから↓ 
https://youtube.com/channel/UCT1olH_Me8E55EW0xZjpjzw/
community 
※視聴はメンバー限定なのでご注意ください！ 

「youtubeのメンバーシップ」や「ノート術」に関してご質問がある方は、
DMかライン＠でも直接ご相談受け付けてます🦊 ✨  

９８、 
【悩み相談】仙人イルティのリアルタイム相談室 
 https://youtu.be/libeizZ02vY 

９９、 
新刊予約しました❗ 🦊 ✨  

SNSでメス力あげるぞー✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1354732886528643073?
s=20 

１００、 
【先着順】仙人イルティと生電話相談できます！  
https://youtu.be/D2re1KYJ5F0 
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１０１、 
マッチングアプリで苦労されてる女性は全員見ないと損するレベルの内容で
す❗ ❗  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1364794812126298113?
s=20 

１０２、 
ピンチをチャンスにってこうゆう事かぁー❗ ❗  

めっちゃ勉強になる内容です✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1369131732847398913?
s=20 

１０３、 
実は毎週【イルティ通信】というものを書いてます。 

ファン向けに書いてるブログなので、イルティの事をもっと深く知りたい方
だけ見てね🦊 ✨  
https://ameblo.jp/ilty02/entrylist.html 

１０４、 
今回のテーマは『学ぶ前に遊べ！』という内容です。 

https://ameblo.jp/ilty02/entry-12664247210.html 
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１０５、 
今週のイルティ通信を更新しました。 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12665939223.html 

１０６、 
【恋愛神社】 
イルティが今から全力で質問に答えます🦊 ✨  

https://youtu.be/T1zuWULdP5I 

１０７、 
今週の「イルティ通信」を更新しました 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12667198768.html 

１０８、 
盗撮さいくぅぅぅぅぅ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1381613087611002880?
s=20 

１０９、 
今週のイルティ通信を更新しました。 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12668632412.html 
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１１０、 
皆様に重大なお知らせがあります。 

この動画は２２日２１時からプレミアム公開されます。 
https://youtu.be/TNujd0Kqh64 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1384112135765069831?
s=20 

１１１、 
世良さん(https://twitter.com/serasatoshi?s=20)の本スゴい✨  

LINE返信1つでも、脳をバグらせる場面がてんこ盛りだった！！ 

これは異性に好かれる為のバイブル本で活用できますね☺  

パクろww 
http://amzn.to/3tiJpth 

１１２、 
イルティ通信を更新しました 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12671278452.html 

１１３、 
イルティの生放送が見事に切り抜かれてるｗｗ 

ありがたや～✨  
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✅ イルティの幸せマインド 
→https://www.youtube.com/channel/
UCH5gdp2w3hEKaKgJ360RL6A 

１１４、 
こちらも切り抜き✨  
自分でもこんな事を話してたんだーと勉強になりますww 

https://m.youtube.com/channel/UCisGa3kU39ReYBd8tb1VeJA 

１１５、 
今から始まります✨  

【有料級？】恋愛系ユーチューバーにお悩み相談してみる。水分をとりなが
ら。ひろゆかない×世良サトシ×イルティ  
https://youtu.be/bM22cyqMu3Y 

１１６、 
我慢してる女性に知って欲しい内容✨  
https://www.youtube.com/watch?v=7D8LXTMEFRI 

１１７、 
こちらも 
人生が生きづらい女性に知って欲しい内容✨  
https://www.youtube.com/watch?v=dz_4tmXVCYY 
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１１８、 
リクエストがあったので作成しました✨  

イルティが自分の親と向き合った時の体験談です❗  

なんだかんだ３８分超の音声と、文字数は10000文字超えで超大作になって
しまいましたｗｗ 
https://ilty.thebase.in/items/45146794 

１１９、 
このキツネ、良いこと言うわ～✨  

【イルティ】私の不幸は親のせい？【切り抜き】  
https://youtu.be/eWnt8H8e42Y 

１２０、 
実はこっそり、 

子供のいるお母さん向けに絵本チャンネルもやってます🦊 💓  
https://youtube.com/watch?v=lYuWy34BGRk 

西野さんファンなので、次回は『みにくいマルコ』も紹介していきます✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1399948925964931074?
s=20 
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１２１、 
俺の名言が炸裂するぅぅぅう❗ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1400691433875513346?
s=20 

１２２、 
体とお金も繋がってるという大切なお話しでした✨  

もっとお金を稼ぐために動画内の学びも取り入れていきます☺  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1402104776565788674?
s=20 

１２３、 
お褒めの言葉ありがとうございます✨  

不倫をしてる方は何かしらの目的は達成しても、人生の充実は満たされない
ですよね。 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1402624805371662338?
s=20 
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１２４、 
結婚記念日おめでとうございます✨  

これからも全力で応援してます‼  

晶さんの一聖さんスタンプも買いましたｗ 
これからもたくさん使います♪ 

https://store.line.me/stickershop/product/15336273/ja?
ref=lsh_stickerDetail 

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1402632569049341955?
s=20 

１２５、 
観ていただきありがとうございます❗ ✨  

僕の動画が後押しになったようで、めちゃくちゃ嬉しいです😊  

一緒に激アツな人生にしちゃいましょうね✨ ✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1404372190984695809?
s=20 

１２６、 
イルティ通信を更新しました！ 
https://ameblo.jp/ilty02/entry-12683335105.html 
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１２７、 
クラファン開始3日目で、総支援者数が160人を超え、目標金額も250%超え
で達成しました❗ ✨  

応援メッセージもたくさんもらい、皆さんから愛されてる実感もでき、嬉し
すぎますか😭 ✨  

本当にありがとうございます！！！ 
https://ilty.thebase.in 

更に皆さんに還元できるようにパワーアップしていきます！！ 

ぬいぐるみ製作も、工場見つけて商品化する予定なので、お子さんのいる家
庭に『無料プレゼント企画』などもやっていきますね✨  

ツイート元： 
https://twitter.com/yep_ilty/status/1412001493301923843?
s=20 
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… 

… 

… 

以上、１２７個の動画や記事をまとめました 

是非、振り返って 
何度も見てみてください！ 

また、宜しければ 
Twitter、公式LINE、YouTubeをやっておりますので 
ご登録＆フォロー頂けたら嬉しいです！ 

✅ Twitter 
→https://twitter.com/hairyonokami?s=21 

✅公式LINE 
→https://lin.ee/9PrxMB0 

✅YouTube 
→https://youtube.com/channel/UCxcJ2MuFYt5-BsjF3yORqBQ 

幸平📕 しゃべるPDFデザイナー 
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