
追わせる女になるための思わせぶりテクニック 

今回の情報は 
恋愛に悩んでる女性のための恋愛戦略をお伝えします。 

恋愛に悩んでる女性は 
・男性と関係を進展させる答えがわからない 
・相手が好きかどうかで行動できない 
・進展させたいけどテクに自信が持てない 

このような悩みを抱えていたりします。 

その悩みが続いてしまい 
・進展しない時間がもどかしい 
・間違った方法で関係を壊してしまう 
・やってしまった行動に後悔する 

そのような現状に陥ってる女性も多いです。 

その為に 
今回の恋愛戦略では、効果的な方法と 
そのメカニズムまで理屈的に紹介するので 
恋愛に自信が持てない方でも再現性がある内容でお届けします 

ぜひ、どこに行っても教えてもらえない 
心の仕組みの本質をゲットして欲しいと思います。 

最終的にお伝えするテクニックは 
不確実性を演出して確実に恋を実らせよう作戦です。 



テクニックに入る前に 

そもそも、なぜ男性には 
不確実性のテクが有効なのか？ 
その心の仕組みを解説していきます。 

このメカニズムを知らずに、 
心の仕組みを理解せずにテクニックを使っても 
逆効果になる場合があるので要注意です。 

この不確実性というのは 
「好きなのか、好きじゃないのか」 
という曖昧な表現のことをさしています 



男は下心と恋心で女性を見ている 

男性と女性の違いとして 
女性は男性との恋愛を恋心を中心にできますが、 

男性は女性との恋愛は 
下心と恋心が混ざった状態で恋愛をしようとします。 

そして、やっかいなのが 
男性はこの恋心と下心が理解できない傾向です。 

なので、男性という生き物は 
好きになった女性とはすぐに一線を超えたい！ 
と思うような男性もいたりします。 

なので、この男性の傾向を逆に利用するために 
・思わせぶり 
・あざとさ 
・駆け引き 

そのような方法は男性に効いたりします。 
そうすると、男性はあなたのことを２４時間考えるようになり、 
より追いかけさせる状況を作れたりします。 



追いかけさせるメリット 

男性に追いかけさせるメリットとしては 
自分から追わなくて楽になる 

失敗に怖がることもないし 
安心して恋愛を楽しむことができる！！ 
という方もいると思います。 

ですが、実は 
追いかけさせる真のメリットは他にもあります。 

追いかけさせる＝あなたのことを考える 
ということなので、 

会ってない時でも 
あなたのことを考えるようになります。 

すると、脳内で単純接触効果という 
勝手に好感度が上がっていく仕組みを作れます。 

そうすると、男性の心に変化が起きて 
だんだん下心が消えていき恋心だけが残っていき 

その結果、 
その男性はあなたと素敵な関係、素敵な繋がり 
最高のリレーションシップを築こうとします。 

過去、不誠実な男性に適当に扱われた経験があり 
もうそのような辛い思いをしたくない女性に 
この方法はすごくオススメだったりします 



追いかけてしまう女性 

この恋愛戦略を実践する前に 
女性の皆さんには押さえてほしいポイントがあります。 

それは 
自分に自信がないから 
男性を追いかけてしまってませんか？ 

これは人によると思いますが 
・追いかけてる自分に満足できる 
・追いかけることで他の現実から逃げれる 
・追いかけてゲットできたら自分に価値があると思える 

だから、今までの恋愛は 
自分から追いかけてしまった。 

追いかけないとしても彼のことばかり考えてしまい 
勝手に苦しんでしまっている 
という方もいるのではないかと思います。 

今回の情報を見ている 
あなたに理解してほしいこととして 

相手に追わせるというのは 
自分に余裕があって、 
その上で相手と愛と繋がりを作れる状態だと言えます。 

その前提で 
今回の情報を活用してほしいと思います。 



追いかけてしまう状況 

恋愛をする女性の中には 
やはり追いかける方が楽しい！！ 
と思ってる女性もいると思います。 

・むしろ追われると冷める 
・追う方が生きてる心地がする 

ですが、一旦 
追う、追われる、というのを客観的に見てみましょう！ 

冷静に見ると 
「鬼ごっこ」のように見えませんか？ 

追いかける方は楽しいですが、 
追われる方はすごい形相で、すごい暗くて、 
すごく顔の表情も死んでいて焦って、不安そうで、苦しそう 

そんな相手から追われたらあなたはどうでしょうか？ 



このように追う方は楽しくても 
結局、誰から追われるかによって 
追われる側はすごく怖い気持ちになる可能性があります。 

なので、男性が追われると逃げてしまう 
というパターンになってしまうかもしれません。 

ここで狙った男性を追わせたいなら 
「この指、とーまれ！」 
というような余裕感がまず大事です。 

実はこちらの方が 
意外と男性を確実に落とすこともできたりします。 



追いかけてしまう心の仕組み 

ここからは、他では教えてもらえない 
本当に深い心の仕組みを解説していきます！ 

僕たち人間には欲求というものがあります。 
その中には 

・自分を重要だと思いたい「自己重要感の欲求」 
・誰かと愛を築いて繋がりを作りたい「愛と繋がり」 

この２つの欲求が存在しており 
この欲求は矛盾する、相反する欲求でもあります。 

自己重要感を満たしたい！ 
というのは 

・自分は特別に見られたい 
・自分は必要とされたい 
・もっとすごいと思われたい 

そのように 
自分には価値がある！ 
という他人よりも上にいきたい欲求だったりします。 

その前提があるので 
自分の重要感を満たしたくなります。 

もっと簡単にいうと 
・人よりも優れたい 
・人よりもすごい場所にいたい 
・人よりも特別でいたい 



そのような気持ちでもありますが、 
これをネガティブに満たそうとした場合 

・私は誰よりも不幸だ！ 
・私は自分に自信が持てない！ 
という謙虚風アピールをされる方はこちらに該当します。 

でも、そのような発言をしてる時でも 
不幸な自分は特別だ！という自己重要感が満たされてます。 

このように 
自己重要感を満たそうと思うと 
相手や周りの人たちと上と下で離れていきます。 

なので、 
自己重要感を満たそうと思えば思うほど 
その本人は「孤独」を感じるようになります。 

あなたにまず理解して欲しいのは 
自己重要感ばかりを満たそうとする人ほど 
愛と繋がりが足りなくなっていき 
孤独を常に感じる人生になっていきます。 



恋愛を成功させたいなら 

先ほどは、自己重要感の解説をしましたが、 
次に皆さんに理解して欲しいのは 
「愛と繋がりの欲求」です。 

この愛と繋がりの前提は 
相手と対等で平等な仲の良い関係を作りたい欲求です。 

なぜなら、 
相手と上とか下とかで見ると 
相手と心から繋がれなくなるので 

肩書きとか、権力とか、年齢とか 
それらは関係なく相手と仲良くしたい気持ちです。 

※釣りバカ日誌のような関係ですね！ 

このように 
相手に威張ることもなく 
相手と対等に良い関係を築こうとする欲求こそ 
この愛と繋がりだったりします。 



矛盾する欲求の落とし穴 

先ほどお伝えしたように 
この「自己重要感」と「愛と繋がり」の欲求は 
ものすごく矛盾した関係です。 

自己重要感が高まるほど立場として上にいきます。 
そうなると愛と繋がりが途絶えます。 

愛と繋がりを満たそうとすると 
私は特別扱いされなくなった！と感じてしまいます。 

 



例えば、 
男女が結婚して夫婦になり 
愛と繋がりをしっかり作れていた夫婦だったが 

夫婦生活が続いていくと 
すごく優しくて何でも平等に接してくれる旦那に対して 

「もう私のことを特別だと思ってない」 
「昔ほどレディー扱いされない」 

そのような不満を感じてしまうパターンもあります。 

このように 
愛と繋がりが満たされていても 
自己重要感を奥様が満たされておらず 

「もう私のことを昔ほど特別だと思ってない！」 
「だからもう私のことを愛してないんだ！」 

そうやって喧嘩に発展して 
お互いに愛し合っていたのにすれ違いをする男女も多かったりします。 

優しい旦那様は 
そこから反省をして奥様を特別扱いし始めたらどうなるか？ 

高嶺の花扱いをして、 
プレゼントもしっかり送り 
すごく女性扱いをする 

そうなると 
これまで対等に横並びで繋がっていたけど 
心の繋がりが薄く感じてしまうようになります。 



その結果、 
特別扱いを望んでいたのに 
実際にそのようにされ始めると 
次に心から繋がりを感じなくなって孤独感を感じます。 

じゃあ、どうすればいいの！？ 
と思ったかもしれませんが 

そのぐらいこのように欲求というのは 
相反する特性があることを理解するべきです。 



一番厄介なパターン 

現代社会の影響により 
恋愛をする男女の多くの方が 

自己重要感を満たしたいから恋愛をする！ 
という傾向がかなり増えました。 

つまりは彼が好きだから恋愛したいのではなく 
彼に好かれたり、彼氏を作れれば 
自分で自分を肯定できるようになる。 

そうしたら、自己重要感を満たすことができる！ 

そのような下心を満たしたくて 
勝手に悩んで苦しんでる女性も多いです。 

言い方を変えれば 
自分のために彼を利用しているだけの状態です。 

最初の前提がそれなので 
そこから本当に恋心が芽生えて好きになっても 
そもそもが特別感を満たしたいばかりなので 

彼とどうやって心の繋がりを満たせばいいかわからず 
いかに自分を特別だと思わせるかばかり考えてしまい 
変な方向に失敗してしまう女性が多いです。 

それが変に追いかけて鬼ごっこ状態になります。 



不確実性で恋愛を実らせるには？ 

ここで本題に入っていきますが、 
不確実性ということなので 

まず押さえてほしいことは 
好きだとバレてはいけない、ということ 

なぜ好きバレをしてはいけないのか？ 

実は好きバレをした瞬間に 
相手と自分とでポジションができるからです。 

そのポジションというのが 
追う側、追われる側、ということ 

男性からすると 
この子って俺のことが好きなんだ！ 
とわかってしまった瞬間に選択肢が生まれます。 

それが、 
・自己重要感を満たすための関係でいるか？ 
・愛と繋がりを満たすための関係でいるか？ 
これを無意識に考えるようになります。 

そうなると、どうなるのか？ 

この女性とは愛と繋がりがいらないから 
俺の重要感を満たすために都合のいい女でいい 
と思う可能性もあります。 



・俺のことを好きな女性 
・勝手に追いかけてくれる 
それだけで男はちょっと自己重要感が満たされるので、 

変なことをしない限りは縁を切ろうとか 
自ら振ろうなんて思わない可能性があります。 



どんな女性と繋がりを作りたい？ 

ここで覚えておいて欲しいのは 
男性が繋がりを作りたい女性というのは 
常に「成長」をし続ける女性です。 

・成長しないでいつも人のせい 
・言い訳ばかりで行動しない 

そのように成長が止まってる女性に対して 
男性は魅力を感じなかったりします。 

魅力を感じない女性とは 
仲良くはしますが、深い繋がりをつくろうと思わない傾向です。 

この成長というのは 
自分を高めていくということです。 

自分を高めることを放棄して 
・男性のことばかり 
・自分が愛されることばかり考える 
・不幸アピールばかり 

そのようなことばかりをしてしまうと 
・彼が世界一です！ 
・彼のことしか考えれない！ 

と愛を語ったとしても 
結局、一番相手にされないパターンだったりします。 

ここで思い出してほしいのは 
そのような女性に「追われる男性の気持ち」です。 

自己重要感を満たしたしたくて 
追いかけてくる女性を男性は怖かったりします。 



勇気を出せない理由 

ここまで少し厳しい内容で伝えてきましたが 
・成長するべきだとわかっても 
・それでも勇気を出すのが怖い 
・無視されるのが怖い 
・見放されるのが怖い 
・自分の素をだして嫌われるの怖い 

そのような気持ちを抱えてる方もいると思います。 

その気持ちはすごくわかります！ 
僕もそのような時期があり、すごく辛い日々を送ってました。 

なので、そんな頑張る女性を救いたいという気持ちがあるので 
すこし心苦しいですが、頑張って欲しいと思います！！ 



僕たち人間には 
恐れを感じる２つの理由があります。 

それが 
・私は不十分であると思ってしまう 
・私は愛されてないと感じる 

この２つを頭によぎっただけで 
人は恐れを感じてしまう傾向です。 

それによって 
恐れを感じてしまう状況になり 
自分に価値があると思えなくなってしまいます。 

そして、その価値を補うために 
自己重要感を満たしたくなる、という流れです。 

※ここに関する詳しい心の仕組みは 
イルティが年１で開催しているコーチングスクールの中で 
さらに深掘りをして体験型で教えてる部分になるので 
今回、この情報を見ている方は「そういうもんなんだ」って 
ノリで読んでいただけれ大丈夫です 



男性と確実に実る恋愛戦略 

ここまでの話を踏まえて 
ここからどうやって恋愛を実らせるのか？ 

それはズバリ 
【好意をコントロールしよう】 

というのが 
今回、イルティがお勧めしたい戦略になります。 

最初の方でお伝えをした 
・愛されてるか、愛されてないか 

ここをうまく活用することで 
男性側に「俺は愛されてないかもしれない」 
という認識を作ることができるということです。 

そのために、やってほしい具体的な行動が 
以下のテクニックになります。 

・同じ有料スタンプを買う 
・〇〇君みたいな人がタイプ 
・他の男性の話を出してみる 
・ラインをわざと送り間違える 
・SNSを活用して匂わせる 
・会ってる時は押す、合わない時は引く 

これらを意図的に行うことによって 
男性に対して、俺のことが好きなのか、そうじゃないのか？ 
というのを演出できたりします。 



・え？俺のことが好き！？ 
・いや、好きじゃないかもしれない… 

という緩急を作ることによって 
先ほど解説をした恐れを感じる２つである 
・私は不十分であると思ってしまう 
・私は愛されてないと感じる 

これによって男性側は多少なりとも恐れを感じます。 
すると、人は安心感を求めたくなります。 

安心感を得るために 
『そのことしか考えられない状態』になります。 

あなたも経験ないですか？ 
ちょっと不安を感じると平気で何時間も 
問題解決をするために情報を集めようとしませんか？ 

その状況の時こそ 
自分の不安を解消したくて、安心感を求めてる状態です。 

これを男性に行うことができれば 
冒頭で説明をした「脳内での単純接触効果」を作ることができます。 

そうなると、 
男性はすごく妄想が働いて 
あなたのことを２４時間考えるようになります。 

これこそが 
男性を追いかけさせる方法のメカニズムだったりします。 



最後に 

この方法というのは 
必ず成功するわけではないですが、 

基本的にうまくいく人と、うまくいかない人 
その違いというのは 

成長してる or 成長しようとしてない 

の違いだと思います。 

そもそも、男性とステキな恋愛をしたいと思っても 
なかなかうまくいかずに悩んでる女性ほど 

【自分は男性が食いつくほどの女か？】 
というのを意識できてる女性は少ないです。 

人生を幸せそうに最高に楽しんでる女性には 
男性は幸せを感じやすいので食いつきやすいです。 

しかし、必死にもがいて、苦しんで 
心から笑顔が作れていない女性には 
男性は魅力を感じないので離れやすいです 

そのような女性は 
多くの場合、恐れに負けてメンヘラを爆発させ気味です。 



あなたに見ていただいてる 
『イルティの恋愛革命ch』は 

女性のみなさんが根本から 
本来のありのままの自分を取り戻して 
堂々とした余裕感のある人生を生きて欲しい！ 

そのようなテーマで活動しています。 

なので、今回の情報も 
小手先だけで活用するのではなくて 
「何のために」という部分を忘れないでくださいね！ 

　そんな頑張る女性を 
　 これからも応援していきます！！ 


