
こんにちは、ゆいぴです❤

この度は、私の公式LINEに登録してくださってありがとうございま

す！

こちらは、登録後3日間限定の無料プレゼント「一撃で、彼を虜にす

る愛されフレーズ集」になります。
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突然ですがこんなこと思ったことはありませんか？

・彼は、私のこと本当に好きなのかな？

・なんか・・わたしの方が好きが大きくない？

・私ばっかり尽くしてる・・・

・彼に愛されたくてなんでも彼に合わせてしまう

・私だって本当は溺愛されたい！！

これらは、過去の私が抱えていた悩みです。自己肯定感が低く恋愛

知識も全くなかった頃のわたしが、恋愛するたびに思っていたことな

んです。

でも、恋愛心理学を学んでから、

・いままで、1人も長続きしなかった彼がわたしにどっぷりハマる

・自立した男性と付き合い結婚することができた

・ホテルでなんでもない日に花束のサプライズ

・車道側を絶対に歩かせないようにしたり、重い荷物は持ってくれる

2



気が効く男性に育てることができた

・家事や育児など喜んで積極的にやってくれる

など、真逆な恋愛を送ることができます。

（周りがみたら「あなた誰？」ってくらい、

別人に見えますっw）

そしてこの違いが何で起こっているかというと、

「知識を持っているか、持っていない」

だけなんです！

今回は、本当はあんまり教えたくない（私の策士が全開にバレてしま

うためw）恋愛心理学に基づいた恋愛術を公式LINE登録者限定に

公開します＼(^o^)／

これから話す内容を習得してもらうことで
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彼が喜んで積極的に尽くすようなる

彼を完全にハマらせることができる

ダメンズに尽くさないで良くなる

ことが叶うでしょう。

傷ついたり苦しんだり疲弊した恋愛から、日々「女性として」大事に

扱われるようになるので、ぜひ実践してみてくださいね！

（※ただし、悪用することもできる恋愛術なので、くれぐれもモテ遊ぶ

ような「悪女」にはならないようにお願い致します！笑）
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免責事項

　「愛されフレーズ集（以下、本コンテンツ）」を

　ダウンロードされた方は、以下の契約に同意するものとします。

1. 本コンテンツの著作権は、私、一宮優衣に帰属します。

2. 当コンテンツを再配布したり、全く同じタイトル及び内容的にコピーし

たりしたものを再配布しているところを発見した場合、弁護士と相談し

たのち

法的処置を取らせていただきます。

3. 上記の内容以外の場合でも、当コンテンツの利用に関し、私が「あま

りに悪質である」と判断した場合、たいへん不本意ですが、警察に通

報するなどの処置を取らせていただきます。
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では、早速ですが本題に入ります！

愛されフレーズは、前提条件として自ら要望を伝えるスタイルになり

ます。

「え？ワガママ言ったら嫌われるじゃん・・」

「何で私からなの？言わなくても男性からするのが当たり前で

しょ！」

なんて思っているなら、それは大きな間違いです。

なぜなら、

🔳『人を動かす』（著者デール・カーネギーより）
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『人を動かす』の中で、

他人を動かすには、他人の自ら動きたいと思う欲求・感情に働きか

けること

と心理学で証明されているからです。人間の原理原則は大昔から何

も変わっていません。そして、心理学は私たちが生きている今も効果

は絶大なんです。

なので、

・愛されたい

・特別扱いされたい

・好きと言われたい

・かわいいと言われたい

・尽くされい

と思っているなら、主体性（彼のやる気）を引き出すために、人間の

本質を知って伝え方を習得し、彼が自ら動きたくなるように働きかけ

る必要があるんです！！
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ちなみに、愛情表現が苦手だった旦那に試したところ、１週間で次々

効果がでました。

（※効果はの日数は人により異なります）

逆に恋愛知識を知らないと、

「お店を予約してもらえなかった」

「1回目のデートで大◯屋だった」

「私の気持ちを全く汲み取ろうとしないじゃん」

「彼に伝わるような仕草をみせても全然わかってくれない」

「彼に対して、されたことで不機嫌になっているのに気づかない」

なんて不満を抱き、

「全然、わかってくれなーーーい！！！」

キィィィィィーーーーーーーー怒
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と過去の私のように、怒り爆発を繰り返してしまいます。笑

なので、今日から察してちゃんは辞めて彼に大事にされて愛される

人生を送れるために、どんどん実践していってくださいね💖✨

フレーズの中には、相手に働きかける３つの要素があります。
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「感謝」「喜び」「褒める」

これらを踏まえて、実践していきます！

この３つの要素は、男性の存在感（承認欲求）が満たされます。する

と、「また満たされたい！」と欲求が働くので、あなたに尽くすことでも

う一度味わおうとします。

その頃には、あなたに喜んで積極的に尽くしてくれるようになり、あ

なたに完全にハマっているでしょう！

では、STEPごとに解説していきます。

STEP１：職場編・損することがないあなただけ職場で
特別扱いされる
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①高いところにあるモノを取ってもらうとき

☆脚立を使って取れそうな場合も、男性に頼って取ってもらいましょ

う。

　

ここでは、なんでも自分でこなそうとせず頼るを習得してみてくださ

い！男性って頼られるの嬉しい生き物なので、心配する必要はあり

ません💖✨
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的：「すいません！あそこの棚の上にある資料とってくれませんか＞

＜？」

感謝１：資料を取ってもらったら

「ありがとうございます！！届かなかったので、助かりました＾＾💖」

感謝２：資料を使ったあと

「〇〇さんのおかげで、無事にプレゼン資料作成できました✨あり

がとうございます＾＾」

☆目を見て笑顔で言えると印象が良いです。

☆〇〇さんと名前呼んで、「〜おかげで」と言うのは効果的！

感謝３：帰り際　

　

「〇〇さんが背が高いおかげで助かりました。また、お願いします💖

」
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②重い荷物を持ってもらうとき

的：「〇〇さん、これ重くて・・腕も痛いし指もとれそうなので（笑）、

こっちに来て運ぶの手伝ってもらえませんか＞＜？」

☆大袈裟なくらいがちょうどいいです！

感謝１：一緒に運ぶとき

「〇〇さん軽々と持ち上げてすごい✨ありがとうございます💖」

感謝２：運んでもらったら

「〇〇さんがいなかったら、指とれてましたよ（笑）　手伝ってくれてあ

りがとうございます💖」

感謝３：帰り際
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「〇〇さんの力持ちのおかげで運ぶことができました＾＾ありがとうご

ざいます💖」

ちなみに…

【断られた場合】

お仕事中であれば色々な状況があるかと思います。なので、決して

あなたに冷たくしたわけでなく、「今」手が離せない場合もあることも

理解しておきましょう！

また、そんなときは、

「〇〇さん、あとでお時間あるとき一緒に運ぶの手伝ってくださ

い〜！」

と言ってみましょう！
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③分からないところを教えてもらう

的：「〇〇さん、ここが分からないので、お時間あるとき、教えてくれ

ませんか＞＜？」

感謝１：教えてもらっているとき

「すごい✨なるほど、そうすれば良いんですね！教えてくれてありが

とうございます💖」

感謝２：教えてもらって、できるようになったとき

「〇〇さんの教え方が上手でわかりやすかったので、自分でできる

ようになりました！ありがとうございます💖」

感謝３：帰り際

「〇〇さん、今日はわからないところを教えてくださって 本当にあり

がとうございました✨また、わからないところあったら教えてください

ね💖」
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【補足】

わざわざ、あなたのために相手の時間を使って教えてもらっていこと

になるので、しっかり感謝の気持ちを伝えましょう！

これからあなたが尽くされたときも、あなたのために時間を使ってく

れていることを、頭に入れておけば自然と感謝ができるようになるは

ずです！

また、男性があなたの要望に対して行動してくれたおかげで、あなた

がどうなったのか、

具体的に言えると効果絶大です💖✨

🔳例

→〇〇さんの教え方が上手で分かりやすかったので

STEP２：デート編・彼や旦那に甘えちゃおう
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☆必ず１週間以内にこの中の1つでもいいのでやってみましょう！

☆あなたがやってほしい要望を素直に言える伝えかたを習得しま

しょう。

①行きたいお店に連れてってもらうとき

的「このあいだ言ったイタリアン料理のお店行ってみたいな〜✨！」
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感謝１：行くことが決まったとき（予約してもらったとき）

　　　

「いいの？（予約してくれたの？）ありがとう！楽しみ💖✨」

感謝２：ご飯中に

「ここのパスタ麺が太くてモチモチして美味しいね！連れてきてくれて

ありがとう💖」

感謝３：帰り際

「今日のクリームパスタすごく美味しかったな〜！ごちそうさまでし

た、また行こうね🍸✨」

ここまで具体的に、感謝や喜びを伝えたことありますか？

（私は、求めるばかりでできていませんでした。）

日常の会話の中には、たくさんの感謝や喜びを伝えられる場面があ

ります＾＾
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ただ、１回だけ言えても尽くしかたがわかる男性以外は効果は感じ

にくいので、１回よりも２回、２回よりも３回と言えると、相手に好印象

を与え記憶にも残りやすいですよ。

特別な才能やスキルなんて一切入りません。あなたのためにやって

くれたことに素直に感謝や喜びを伝えるので、誰にでもできます。

あ！ちなみに、女性慣れしている人は尽くすことで女性が喜ぶことが

わかっているて、自然に女性に対して「尽くすこと」ができます。なの

で、喜ぶだけではあまり効果を感じません。

「じゃあどうしたらいいの・・？」

はい！心配ご無用です＼(^o^)／イェイ

あなたがどんどん要望を伝えてください！

そうすると

「この子はこういうことしてほしんだ！よし、やってあげよう！」
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と男性は新しい発見ができるのでどんどん尽くしはじめます💖✨

この感覚は、尽くすことに慣れてる男性にとっては新しい感覚なので

新鮮です。なので、女心がわかる人ほど受け取るだけでなくて、あな

たからも要望をどんどん伝えましょう✨

②行きたいところのお店を予約をしてもらうとき

的：「ここのイタリアンレストラン人気だから、 休みの日だし混みそう

…寒い中は辛いから、お店予約してほしいな〜＞＜！」

感謝１：予約してもらったとき

　　　　

「予約してくれたの？仕事はや〜い！ありがとう💖」

感謝２：着いたとき
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「やっぱり混んでるね、〇〇くんが予約してくれたおかげで、並ばず

に入れて助かる！嬉しい〜ありがとう💖✨」

感謝３：帰り際

「デキる男は違うね！スムーズにエスコートしてくれてありがとう

👗👠✨」

ちなみに…

可愛くないワガママの選別って何だと思いますか？

私は、可愛いワガママには「素直さ」があり、可愛くないワガママには

「自分が得する要求だけ満たさればいい」というような考え方や行動

をしてしまっている強制的な要素があると思っています！

一緒になると、甘えることや意見を言うことに臆病になってしまうの

で、間違えないようにしっかり理解しておきましょう！
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③行きたい場所じゃないところを提案されたとき

的：「〇〇かぁ〜！私は、あんまり行きたくないな〜△△なら行きた

い！」

感謝１：行き先を変えてくれたとき

「わ〜い！ワガママ聞いてくれてありがとう！」

感謝２：あなたの行きたいところに着いたとき

「△△行きたくて楽しみにしていたんだ✨△△にしてくれてありがと

う💖✨」

感謝３：帰り際

「今日は、△△に連れてってくれてありがとうね❤💖✨」
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嫌なこと我慢し続けると不満が溜まりますよね？

その不満を抱えたままいても、相手にも伝わってしまいます。人はネ

ガティブには反応しやすいですし、ましてや彼の大切なあなたなら尚

更です。

せっかくの楽しい思い出作りが、台無しにならないためにも、相手に

思っていることはきちんと伝えましょうね！

（わたしは何度も台無しにしてきたから、声を大にして伝えたいぐらい

大事なところだから、気をつけましょうね！！）

④旅行に連れてってもらう

的：「〇〇の雑誌に乗ってる〇〇リゾートの〇〇ホテル素敵じゃな

い？次の日の連休に連れてってほしいな〜！」

☆雑誌や携帯画面を見せながら彼とイメージ共有しましょう。
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（※ただ温泉に行けばいいと思われたら、コスパ重視されてしまう可

能性があります）

☆行きたいところ、ホテルの名前など明確に伝えましょう。

感謝１：予約してくれたら

「予約してくれたの？本当？嬉しい！ありがとう💖✨」

感謝２：あなたの行きたい目的地に着いたとき

「わぁ〜！やっぱり素敵だな〜こういうところ！1度きてみたかった

の、連れてきてくれてありがとう💖✨」

感謝３：旅行終わり

「念願のデートだったのありがとう！いい思い出になったね！また行

こうね🚂」
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⑤自分の買い物に付き合ってもらうとき

的：「友達の結婚祝いの下見したくて、買い物行きたいんだけど、１

時間ぐらい付き合ってほしいな＞＜」

☆ただのショッピングだと男性は疲れてしまう可能性があります。

目的を明確に伝えましょう。

→友達の結婚祝いの下見したくて

感謝１：いいよ！と言われたとき

「ありがとう！行く日ここしか空いてなくって焦ってた！！助か

る！！」

感謝２：買い物中

「男性の意見も聞けるからすごく参考になるの！ありがとう💖✨」
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感謝３：帰り際

「迷っていたけど、買いたいもの絞れた！ありがとうね💖✨！」

☆あなたがいてくれたおかげで助かるといった表現があります。

→男性の意見も聞けるから参考になる

→迷っていたけど、買いたいもの絞れた

このように、存在感を与えるのも効果的です。

⑥記念日に思い切って高級レストランに連れってても

らうとき

的：付き合って１年の記念日に〇〇レストラン行きたいな〜！

☆倹約家の場合は具体的に理由づけするのが効果的

→付き合って１年の記念日に

感謝１：いいよと言われたとき
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「本当にいいの？本当に？ありがとう！可愛くして行くね👗💖」

感謝２：ご飯中

「すごく行きたいところだったの✨連れてきてくれてありがとう❣可

愛くしてきてよかった〜👗💖」

感謝３：帰り際

「念願のデートだったのありがとうね💖✨また、行けたらいいな〜！

今日は本当にありがとう❣❣これからもよろしくね🌹✨」

倹約家の方は、この要望はあまり魅力に感じていないものに、お金

や時間など労力をかけることになります。

その場合は、彼好みのメイク、服装、いつもより素直であるとか、気

が利くとか、

相手の男性にとって別のメリットを提示しましょう！
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そうするととで「またやってあげたい」と自ら尽くしてくれるようになり

ます。

⑦なんでもいいは言わないで彼に選んでもらうとき

的：「私、クリームパスタ食べたいな。ピザは〇〇くんが選んで！」

１：選んでくれたら

「私も、それ気になってた！食べた〜い🍕✨」

２：料理が届いたら

「わ〜やっぱり美味しそう🍕〇〇くんが選ぶものセンスいいね✨」

３：食べ終わったあと
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「今日は楽しかったし美味しかった✨ごちそうさまでした🙏また行き

たいな💖」

これまでのフレーズをいろいろ試しても彼がやってくれなかった場合、相

手が的をキャッチできるようになるまで、誰でも簡単なメニューを選ぶと

ころから始めましょう！

喜ぶ姿を見れば、彼はやってあげたい気持ちが高まり、自ら尽くしてく

れるようになるでしょう！

ちなみに…

美味しくなかった場合は、指摘は絶対しないようにしましょう。

なぜなら、彼もわかっているし反省しているケースが多いからです。
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そんなときは、

「これ！美味しくなかったねwww」

なんて笑って言ってあげることがポイントになりますよ！

STEP３：愛情表現・満たされる愛されフレーズ
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ここでは3回もありがとうと感謝してしまうのは、オーバーリアクションになりすぎてし

まうので（笑）照れながら嬉しそうに笑顔でお礼を伝えましょう。！

①かわいいと言われたいとき

「髪型ロングからショートヘアに切ったんだ〜！似合ってるかな？か

わいい？」

●かわいいよって言ってくれたら

「ありがとう✨ー可愛いって言ってくれて嬉しい！」

言葉で愛情表現できない男性からしたら、自ら言うのって難易度が

高すぎます（笑）また、今まで言ってこなかった人が自ら言うなんて不

可能。

（わたしの旦那がまさにですww）
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なので、あなたから言わせるように仕掛けるのか肝心です。

（もちろん、今でもわたしも言いまくってるよww）

例）かわいい？好き？

男性が尽くせるようになれば、この先、生涯、男性からあなたが言っ

てほしいあま〜いセリフを言い出してきますから。そうなるまでは、こ

ちら側から仕掛けていきましょうね！

②電話・声が聞きたいとき

的：「今度、時間があるとき電話したいな〜〇〇君の声が聞きたい

📞💖」

１・いいよと言われたとき
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「えぇ〜！本当？ありがとう💖✨金曜日の9時以降なら電話でられ
るよ📞✨」

２・かかってきたとき

「電話してくれてありがとう！」

３・10分後

「これ以上話してたら会いたくなっちゃうな。 電話かけてくれてありが
とう！」

②電話・好きと言ってほしいとき

的：「あ！切る前に好きって言って欲しいな💖✨」

１・好きと言ってくれたら
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「言ってくれて嬉しい！照れる、ありがとう❤」

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿次の日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２・「〇〇くんが言ってくれたおかげで今日の仕事頑張れたよ！ また

仕事頑張れるか魔法の言葉（おまじない）頂戴❤」

女性に比べ男性は、電話やメールが愛情表現や重要なものという

認識が薄い人が多いですよね。また、 電話が苦手な人もいますよ

ね。

なので、 最初の時間の目安は、 １０分未満で心がけるようにしま

しょう。！

何で声が聞きたくなるのか、 具体的に伝えられるといいです◎

→声聞いたら安心するから
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→仕事頑張れるから

🔳心理学の１つに「カチッサー効果」

というものがあります 。

カチッサー効果とは、 自分が他人にして欲しいことや頼みたいことを

要求するときに、 何かしらの理由づけすることにより、 相手から承

諾されたり承諾されやすかったりする効果のことを指します。

なので、 相手に頼みごとや要求がある際は、具体的に明確に理由

づけして伝えましょう💖✨
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そうすると、 あなたの要望を聞き入れてくれるようになるでしょう！

③LINEをしたいとき

的：「次のデートまで会えないの寂しいからLINEしてほしいな〜」

☆ここも我慢しないで思っていることは伝えましょう！

１・いいよと言われたとき

「ありがとう！何時頃だったらLINE送ってもいい？」

２・LINE時

「〇〇さんの言ってた観たい映画もう観た？」

※会話の主人公は「相手」であることが望ましい！

３・返事後

「観たんだ！私も観たいな！私にも貸して欲しいな」
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４・返事後

「やったー！ありがとう💖✨！今度感想いいあう会しようよ！」

☆話題を広げるために相手の興味のある話をしましょ

う。

☆ナチュラルに次の予定を立てると◎

また、共通の話題があればそれも効果的だと思いま

す！

さいごに

以上が、一撃で男性に愛されるフレーズ集でした！ 今回はこの

PDFを最後まで読んでいただき、 本当にありがとうございます！
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参考になりましたでしょうか？

今日から誰でも取り組めるので、この先生涯尽くされ続け愛されるた

めにも、 必ずやってみてくださいね！

愛されフレーズ集はこのまま使っていただいても、 多少ニュアンス

が変わってしまっても、

・３つの要素「感謝」「喜び」「褒める」

・可愛いワガママと可愛くないワガママの違い

を抑えていれば問題はありません。

もともと尽くしてこなかった人は、尽くし方がわからない男性もいるも

のです。 こういったタイプの人は、 1回ではなかなかできません。

人が新しいこと始めるとき、 いきなりできる人なんてそうそういませ

んよね。
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でも、 こちら側から要望を伝え、感謝や喜び、褒めることで、 男性の
本質の承認欲求が満たすことで、自ら尽くしてくれるようになります。

小さなことから少しずつ始めてみてください。

「大人になっても、人は成長できる。」

大丈夫、 昨日までのあなたとはちょっと変わっているはずだから。

ここまで読んでいただいたあなたは、 愛され続ける扉の前まで来て

います。

あなたも不安や不満の疲弊する恋愛から解放されて、 ありのままで

大事に愛される恋愛が送れるようになる幸せループが、この先ずっ

と続いけますように。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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