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男から都合よく扱われる女性 

僕に相談に来られる女性の中には 
・都合のいい扱いをされることが多い 
・その状況から抜け出したい 
という相談が多いです。 

その中で、一番気になったのは相談されてきた本人は 
自分は都合のいい女だと気付いてない 
ということ。 

明らかに男性から都合のいい女認定をされてるのに 

女性側は、 
『私って明らかに愛されてますよね？』と、 
イルティに背中を押されたくて相談されてる方もいます。 

ですが、相談内容によっては 
背中を押せない状況の女性も多いなと感じるので 

そんな男女の関係に切り込んだ上で、 
・女性がどうやったら一発逆転できるのか？ 
・気になる相思相愛になれるのか？ 

を解説していこうと思います。 

意外と、都合のいい女性（セフレ、２番目）からでも 
お付き合いが始まり、結婚されてる男女もいます。 

なので、現状がどんな状況だろうと、まだ可能性があります。 
100%じゃないとしても、０％ではありません。 

このPDFが、悩まれてる女性の励みになるように 
解説していくので、ぜひご自身の糧にしてもらえたら嬉しいです 



本命女性の特徴 
本命の女性になる前に確認してほしいことは 
・男性にとって居心地の良さを提供できているか？ 

よくあるケースとして、 
最初はド本命彼女だったけど、付き合いが続くと 
男性に居心地のよさを提供できずに居心地の悪さを提供し続けてしまい 
最終的には破局してしまうカップルは多いです。 

このように、男性性と女性性を理解せずに 
苦しんでしまう女性が本当に多いです。 

そもそも、女性の皆さんに知ってほしいのは 

男性性の根本として、 
男は常に自由を感じたい生き物です。 

縛られると感じる 
閉鎖的だと感じる 
支配されてると感じる 
居心地の悪さを感じる 

このような感覚を覚えてしまうと 
窮屈さを感じてしまい 
反射的に離れたい、逃げたい…と思います。 

セフレなど都合のいい関係からでも結婚してる女性は 
男性に対して、男性が求める理想のパートナーシップを築けています。 

そして、失敗する女性の多くは 

男性に対して 
・あなたは私の為に尽くしなさい！ 
・私をもっと大切にしなさいよ！ 
という雰囲気や、態度を出してしまってます。 

それが悪いわけじゃないですし、 
そのような方法しかわからないだけだったりしますが 



先ほど、説明したように 
男性は自由を奪われるのを、とことん嫌うので 
そのようなことをしてしまう女性にすぐ飽きる傾向があります。 

ですが、相談をいただく女性の中には 
本人は悪気がないですが、無意識に 

・損得で男性を見てしまってる 
・どうやって利用して寂しさを埋めるかばかり 

そのような考えを常に持ってしまってます。 

ここに関しては、本当に無意識なので 
その本心を持っていながら「私は彼のことが好きです！」 
という相談をいただきますが、 

やってる行動は 
ただ、男性の自由を奪ってるだけの女性が多いのが現実です。 

よく話ですが、 
馬を無理やり湖までは引っ張れるけど 
馬に水を飲ませるのは不可能 

という話があるように 
水のを飲むのは本人（馬）の意志次第です。 

他にも『北風と太陽』のお話も似てます。 
悩まれる女性は、一生懸命、風を起こして根性で頑張るだけです。 

本当に愛される女性、一発逆転できる女性は 
太陽のように男性の本質を理解して、男性と素敵な関係を楽に築けています。 

なので、ここで理解してほしいのは 
自分の為だけに男性をコントロールしようと考えてしまっている 
そのような自己中心的な思考を持っている女性は 
かなりの確率で愛されにくい傾向です。 



今、愛されてると感じていても 
時間が経てば、確実に冷められていきます。 

都合のいい女性の共通点として 
・文句ばかり言う 
・文句ばかりを溜め込んでいる 
のどちらかです。 

そのような女性は、 
・いつも不機嫌 
・いつも態度がよそよそしい 
・機嫌を取るように顔色伺う 
・様子見ばかりしてくる 

このようなことが何回も続くと 
男性は一緒に居て楽しくなくなる＝不自由を感じます。 

だからこそ、 
余裕感のある女性だったり、堂々と輝いてるセフレだった方が 
最終的には結婚したり、逆転されてる可能性が高いです。 

ちゃんと寄り添う、相手の理解に努める 
言いたいことは言う、思ったことは言い合う。 

ここが土台としてすごく重要ですが、 
・そんなことをして彼から舐められませんか？ 
・そんなことをして彼から嫌われませんか？ 

というように、 
・自分が嫌われたくないが優先される 
・自己防衛することばかり考える 

そうやって、私が、私が、私が、という思考から 
男性は「俺のこと愛してないじゃん」と悟られ 
冷められてしまう原因に繋がっていきます。 



このように、 
逆転を狙ったり、都合のいい女止まりの女性は 

『彼から愛されたいだけ！』 
と思う方が本当に多く感じられます。 

相談を聞いていても 
・彼を愛したい！ 
・彼を幸せにしたい！ 
という価値観がなかったり、 
たまにはそのような発言をされますが、 

内心の優先順位は 
『彼からどうやったら愛されるか？』 
という、彼の愛情を奪うことしか考えてないです。 

それが悪いということではないですが、 
そのような女性を見て男性は何を感じるかというと 

いつか裏切る女性で信用しない方がいい 
というように感じる方が多くて 
一緒にいるのが怖いし、居心地が悪いと感じます。 

このような様々な理由から、 
男性が感じた違和感が、時間とともに大きくなり 
突然、男性から離れていく、というケースが発生します！ 

それに、男性からすると 
そんな女性には心を開いては自分が大変な目に遭うと思い 
ちょうどいい距離を保ち、都合のいい女性として扱うようになります。 

このように、 
愛されたい”だけ” 
の女性は、適当に扱われるようになります。 



都合のいい女性の特徴としては 
「一歩踏み込むのが怖い」 
という気持ちがあるので、このような仕組みで 
ずっと都合のいい女で生きてしまう傾向だと言えます。 

ちょっと、暗いお話ばかりが続いて 
悲しい気持ちにさせてしまって申し訳ないです 

ですが、ここで皆さんに希望を与えるなら 
一歩踏み出せば、勇気を出せば人生は変わる。 
ということ 

あなたはどれだけ 
普段から自分を押し殺して、できない理由を繰り返してますか？ 
できない自分を責めてしまい、自己嫌悪に陥ってますか？ 

都合のいい女性の発言として、 
・彼以上の人はいないんです！ 
・彼を失いたくないんです！ 
・私にとって彼は世界一なんです！ 

と言われることが多く感じますが 

結局、言ってる言葉の真意は 
自分は傷つきたくない！！ 
という裏返しでそのように自分を正当化しようとしてませんか？ 

依存している時点で 
・彼を愛したいではなくて、彼から愛されたいだけ 
・満たされない人生なので、彼に満たしてほしいだけ 
というのが裏の根っこだったりします（無意識なので仕方ないです。） 



一発逆転のたった１言 

やっと本題に入ってきました。 
ここまで長いのと、グサグサきてたりしてメンタルは大丈夫ですか？笑 

もういきなり、直球でお伝えしますが、 
都合のいい女から、たった１言で逆転させるためには 

「ちょっと離れるね」 

というのを伝えてほしいと思います。 
※直接、相手に伝えるよりはラインの方が効果的 

人間というのは追いかけると離れていき 
離れるから追いかけてしまう 
というバランスを取ろうとする傾向があったりします。 

ですが、ここで重要なのは 
「ちょっと離れるね！」と伝えるだけじゃなくて 

その後の男性の反応 
を確かめてほしいです！ 

⚠ ここがすごく重要になります⚠  

興味がなければ 
追いかけてこない、男性もあなたから離れる結果になります。 

いやいや、イルティさん！ 
そんなことを言ったら、 
・彼を失うかもしれません。 
・彼と縁が切れたらショックで立ち直れません 

と思うかもしれませんが 
あなたに興味がないから、そうなるのは必然です。 

あなたに興味がないから、その反応を示すのは当たり前です。 
ですが、その事実や現実を受け止めない女性が多かったりします。 



失って初めて気づく大切さ 

ここで男性心理について、１つ伝えたいことがあります。 

熟年夫婦がいた場合、 
旦那を先に亡くした女性は立ち直りは早いですが 
奥さんが先になくなった男性はすごく引きずります。 

本当にビビるくらい男性は引きずる傾向なんです！ 

それはなぜか？？ 
男は後悔から引きずり続けてしまうのです。 

そのような男性は、奥さんがご健在の時は 
適当にしてしまい、亡くなられてから大切な存在だったと気付く。 
というのが理由だそうです。 

このように、 
男は当たり前意識が強い生き物です。 

女性は逆に 
悩みながらでも、恋愛にも仕事にも全力で挑む！ 
ここは女性が本当に素晴らしい部分だと僕は思います。 
恋や、楽しいこと、悲しいこと、全部に全力で取り組む女性が多いです。 

しかし、男は悩んでることすら、 
悩んだふりをして、手を抜いてしまいます。 
悩むことすら手を抜くほど、自由を優先する傾向だということです。 

なので、男性は 
失って始めて、後悔する傾向が強い 
という言です。 



理想の流れとしては、以下のようになります。 

①都合がいいと思っていた女性から 
「色々考えたけどあなたからちょっと離れるね。今までありがとう。」※簡潔が望ましい 

②いつでも都合がつく相手だと思って、適当に扱っていたけれど、 
なんか寂しくなってきた、、、 
「あ、俺にとって居心地のいい女性だったのか…」 
「うわぁぁぁ、やっちまったーー！！！」 

という状況にするのが理想だということです。 

このような状況になると 
初めてあなたの存在の大切さを理解し始めます。 

そうして、 

・あなたの存在を再確認する。 
　　↓ 
・寂しくなり追いかけてくる。 
　　↓ 
・男性から連絡きたり、デートの誘いがくる 

男は失いかけて大切な存在だと認識をした場合 
・取り戻したい！ 
・本当は俺の方が必要としてたんだ！ 

これが、男性から追いかける構造です。 

 



相手の当たり前意識を壊す 

今回、イルティが伝えたいことは 
このように、男性の当たり前意識を壊してほしい、ということです。 

その為に、女性のみなさんには 
白黒をつけるために一歩勇気を出して踏み込んでほしい！ 
という思いがあります。 

嫌われるのか、愛されるのか、というのは 
正直、都合よく扱われているこちらから 
率先して行動しないことには分からないです。 

この白黒をつけることを避けて 
恐れにだけ負け続けて、言い訳だけ繰り返して 
悩むだけの時間を優先しているのはもったいないです。 

逆転させたい女性から相談はたくさんきますが、 
やはり、怖くて私のはできません。。。 
と言われる方も多いです。 

確かに、自分が傷つくかもしれない、 
存在を否定されるかもしれない恐怖に負けそう、 

そのような気持ちもあると思います。 

だからこそ、 
女性の皆さんには勇気をだしてほしいと思ってます。 

あなたも、携帯や冷蔵庫などいつも使ってるものが 
急に壊れたりしたら、ありがたみをいつも以上に感じますよね？ 
あぁ、こんなことになるなら、もっと大切に使えばよかった…と後悔したり 

なので、このような『心の仕組みを』活用して 
男性に後悔させてやりましょう！ 



そうやって後悔させることで、 
初めて男性はあなたに対して、 
ド本命の道には走ります！ 

いろんな恋愛系の動画や記事では 
・男性には追いかけさせよう！ 
・女性に追わせるように仕向けよう！ 

と言われたりしますが、 
根本的な理由というのは、このような『心の仕組み』があるので 
男性には追わせるように仕向けるのが大事だよねという意味です。 

ここをわかってる女性はセフレからでも結婚できます。 

恋愛を制する女性は 
手に入りそうで、入らない…という状況を演出できます。 
※ルパン三世の峰不二子ちゃん的な！ 

なので、女性の皆さんはこの一言を試してみて 
・あなたに対して不愛想な対応をするのか？ 
・あなたに対して焦りの対応をするのか？ 

ここを勇気をだして、確認してほしいなと思います。 

・自分の人生を取り戻すためにも！ 
・自分自身の手で本当の幸せを掴むためにも！ 
男性にこの確認をしてほしいと思います。 

相手がどのような状況であろうと 
白黒は必ず結果はでます。 

白黒の結果は、どちらに転んでも受け止めるしかありません。 



人生は一回きり！ 

女性の皆さんに、本当に伝えたいことは 
人生は本当に１回きりなので、 

もっと堂々と自由に生きていいんだよ！ 
ということです。 

なんで適当に扱ってくる男の奴隷に成り下がってたんだろう？？ 
と自覚されたのなら、それは本当に素晴らしい気付きです。 

自分を大切にするからこそ、 
自分を大切にしてくれない男からは離れることもできます。 

都合よく扱われても 
その彼を好きなのはいいいことだし、愛してるのは素晴らしいことです。 

ですが、この「たった一言」も試せないくらい 
相手に遠慮してしまう程度の愛しかないのであれば 
あなたはその男に支配されてるだけです。 

・人生の主導権をいつまで他人に譲るの？ 
・他人軸の人生でいつまで生きるの？ 

改めて、考えてほしいのですが、 
自分以外のために時間を奪われて、ストレスを溜めてるのって 
ものすごくもったいなくないですか？ 

僕は、そのような自分の意志もなく 
奴隷のように生きてるだけの人は 
ものすごくダサい生き方をしていると思ってます。 



ちょっと厳しい内容になってしまい申し訳ないですが、 
ここまで読んでくれたあなたを信じて言わせてもらいます。 

「彼から大切にされずに都合のいい関係で悩んでます…」 
そんなダサい生き方をいつまで続けたいの？？ 

そもそも、将来の自分の子供にそんな生き方を教えたいですか？ 
「お母さんはね、昔、都合のいい女だったんだ！」 
「勇気出せなくて、ずっとダサい恋愛しかしてこなかった」 

そんなことを我が子に教えたいですか？ 
『あなたも勇気もって自分の人生を切り拓きなさい！』 
って言えるような親になりたいと思いませんか？ 

そんなのは嫌だ！！！ 
と思うのであれば、 

・あなたはいつまでダサい生き方をしますか！？！？ 
・いったい、いつまでそのような生き方を続けますか！？ 

口では 
・幸せな家庭を築きたい 
・将来は子供を大切にしたい 
と言いながら、都合のいい関係で悩んでいるなら 
無自覚にでも自分に嘘をついてる状態です。 

楽な方向に逃げるのは逃げちゃダメ！！ 
そろそろ、自分の幸せくらい自分で取り戻そうぜ！！ 

そうやって、自分の根っこと向き合い 
勇気を出した女性は幸せを取り戻すことができます。 

それが一発逆転の方法です。 
ぜひ、勇気を出して頑張ってほしいです！！ 



ここまで読めたあなたなら 
絶対に勇気を振り絞ってできるよ！！ 

大丈夫、あなたは自分で 
自分自身を取り戻す力は絶対に持ってるよ！ 

もっと自分を信じて大丈夫だからね！ 
全力で応援してる！！ 

けど、それでも怖かったり、勇気が出ない時は 
イルティが背中を押してあげるから 
その時は遠慮せずにライン＠に連絡してきてね！


