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はじめに 

今回『恋愛LINE徹底解剖』を購入していただき、誠にありがとう 

ございます。恋愛で多く使われる「LINE」ですが、多くの男性がLINE

の使い方を間違っていることに気づき始めました。現代では情報社会と

なりつつありますが『嘘』の情報も多く存在しています。嘘の情報を 

鵜呑みにして今までの努力が「LINE」によって水の泡になってしまう

可能性が十分考えられます。私も何度もLINEで悔しい思いをしてきまし

た。それはインターネットに落ちている『嘘』の情報を信じきった結果

です。あなたが『嘘』の情報に惑わされないためにも、このマニュアル

を作成いたしました。このマニュアルを見て新たな発見やあなたの知識

になれば幸いです。今回お伝えする内容は私の経験や知識、科学的根拠

に基づいて作成しております。必ず、途中で読み終えずに最後まで読ん

でいただくことをおすすめしております。 



既読無視をされてしまう原因 

「ラリーが続いていたのにいきなり既読無視された」 
「数回ラリーをしたら既読無視された」 
「気づいたら既読無視された」 

あなたはこう言ったことはありませんか？ 

私はよくありました。 

しかも好きな人、気になる人になればなるほど、 
既読無視の回数が頻回になりました。 

「何故なんだろう」 

と思った時に過去３年間に既読無視をされた女性のLINEを 
見返したことがありました。 

そこで共通していたことは 

・返信する頻度、速度が早い 
・返信する文章が長い 
・質問ばかりしている 
・そもそも、そこまで仲良くなっていない 

この４つが当てはまっていることが多くありました。 

「好きになると盲目になる」というはこのことで、普段何も考えないで
LINEを送っていても、いざ好きな人にLINEを送る際、 
絶対的に「時間をかけて考える」ことをしているのです。 



無意識にしていることを意識的に行っているので、 
「不自然」になりやすいのです。 

女性はいろいろな男性からアプローチを受けているので 
「不自然さ」を敏感に感知しやすいのです。 

女性は非常に敏感なので 
 
「この文章は考えている」 
「私のことが好きでこんなに丁寧に送ってきている」 

など文章だけでみて判断できるのです。 

★送りすぎの法則 
→相手より文字数が多い。返信速度が早い、 
　質問が多いことを言います。 

思っている以上にあなたが、女性に対して 
好意が剥き出しになっている可能性があります。 

普段からLINEで長文、即レス、質問だらけになっている場合は 
女性に避けられる可能性が十分にあります。  

～その他の原因～ 
・会話が終わったから既読無視になった 
・相手が忙しい、または夜遅くだと寝ている 
・返信が面倒になったから既読無視になった 
・そもそもあなたが苦手で既読無視をした 



今すぐ解決する方法としては 
”相手の返信速度より遅く返信して、相手より文字数を少なくする” 
ことで女性を追いすぎないようにしていくことです。 

また、無闇にラリーを続けることは自殺行為です。 

必ず”あなたでラリーを終える”ことを意識してください。 

あなたからラリーを終えると女性も 

「既読無視をされた」 
「どうしてだろ」 

と思い始めます。 

あなたがされてて 
モヤモヤすることは案外、女性にも効果があります。 

ただ【女性と親しい間柄】ということが前提となります。” 



デートを誘う際に使って良いのか？ 

今までLINEでデートに誘うことは無かったでしょうか？ 

私は学生時代、常日頃からLINEで女性をデートに誘っていました。 

しかし、デートに来てもらえたことは指で数えられるほどです。 

あなたはどうですか？ 

LINEで誘っても 
「この日は予定があって…」 
「その日は忙しいんだよね…」 

結局、断られて再度誘っても同様の結果になってはいませんか？ 

これは『簡略化の原理』が働いている証拠です。 

人は「楽」をしたい生き物です。 

私もなるべく「楽」をしていたい人間です。 

この原理は 
「楽にできることは全て省いき、最大の見返りを得る」 
法則です。 

しかし欠点があります。 

それは 
「相手に使うと相手も同じ様な思考になる」 
ということです。 



なのでLINEでデートに誘う場合は送るのが簡単で便利なのですが 
裏を返せば「断るのも簡単」になるのです。 

直接誘う場合は「気を遣う」ことが加わりますが、 
LINEの場合は「気を遣うことがない」のでリラックスして 
返事をできるのです。 

気軽にできることが 
『簡略化の法則』によって目に出ることも 
多くあります。 

～あなたが今できること～ 

今すぐ、デートに誘う場合はLINEの使用を控えましょう。 

直接、学校や職場などで会える場合は 
『対面で誘う』ことをおすすめします。 

対面で誘われる方が相手も断りにくいのです。 

それは「断ったら申し訳ない」という思考になるからです。 

日本人はとても謙虚です。 
謙虚だからこそこの考えになっていくのです。 

また余談ですが、直接会えているのにLINEで誘うこと自体が 
女性の好感度を下げる原因の一つとなります。 



女性からも 

「直接会えてるのになんでLINEで誘うんだ？」 
「恥ずかしいのか」 
「あ、これって私のことが好きだからか」 

とあなたの好意が女性に筒抜けになってしまい、 
女性に主導権を握られ、あなたがどうもがこうとも 
女性に響くことはありません。 

主導権を握られてしまった場合、 
あなたから行動することはまずできません。 

全て、相手主体でことを進めなくてはなりません。 

例外として 
「マッチングアプリ」や「直接会える機会がほとんどない」 
場合はLINEで誘うのは問題ありません。 

ただし、一回断られた際はすぐに誘うのではなく 
必ず『一ヶ月以上開けて再度誘う』ことをしてください。 

そうすることで、相手に主導権が 
握られずにことを進めることができます。 



LINEでのやりとりと適切な頻度 

LINEのやりとりって、結構面白いですよね。 

気づいたら友達とラリーして 
１時間を超えていたなんて多くあると思います。 

狙っている女性であれば尚更、楽しいと思います。 

でも、ラリーを続けなくても女性と付き合えることを 
知っているでしょうか？ 

文字でのやりとりって実は、 
女性にとっては「時間の無駄」になるのです。 

女性は思っている以上に「時間」を大切にします。 

・この日のこの時間は友達の○ちゃんとご飯 
・その後に、買い物して～と～を買って帰る 
・帰ってきたら洗濯物をして夜ご飯を作る 
・LINEの返信が来てたからこの時間に返信しよう 

といった感じで無駄な時間がほとんどないのです。 

男は行き当たりばったりな生活をする人が多いですが、 
女性はほとんどありません。 

なので、あなたが女性にとってどうでも良い存在の場合はLINEを 
送ったとしても「面倒だから返信は後回し」にされてしまいます。 



なので、LINEのやりとりをする適切な頻度は 

【女性のあなたに対しての好感度によって変わる】 

ここを意識してください。 

・あなたが、話しかけても無視される。 
　または素っ気ない場合、LINEを送ると逆効果です。 

・普段から自分から 
　話しかけないと話してくれない人であれば１ヶ月に1回。 

・相手から話しかけてくる間柄であれば2週間に1回。 

・毎回、相手から話しかけられてLINEがくるのであれば 
　毎日でも問題ありません。 

ここの頻度を厳守しないと必ず嫌われます。 



LINEで送るべき内容 

あなたは、LINEでどう言った内容のラリーをしていますか？ 

例えば 

・今日あった出来事 
・趣味の話 
・仕事の話 
・今、流行のこと　 

など様々な内容のLINEをしていると思います。 

でもそれは、女性と付き合うためには必要ありません。 

そもそも 
”LINEで女性は恋に落ちません”。 

重要なので再度、お伝えしますが、 

『LINEだけで彼女ができるは真っ赤な嘘』 
です。 

理由は簡単です。 

「文字」を打っているだけなので”感情がない”のです。 

特に歳を重ねれば重ねるほど、理性がうまく働きます。 
※理性とは：理性感情に溺れずに道筋を立てて物事を考えて判断する能力 

なので女性は感情第一の生き物なので、 



「文字」だけでは感情を動かされるなんて絶対にあり得ないのです。 

理性を崩して女性の感情を動かさない限りは 
あなたのことが好きになるのはあり得ないのです。 

動物であれば理性がないので求愛すれば子孫を残すことができます。 

でも、人間は「理性」が 
あるからこそ恋愛をしてお互いを深め合うのです。 

なので、LINEで送るべき内容は 
「事務的な連絡」のみで問題ありません。 

集合時間、必要な持ち物、仕事や学校で伝えておくべき内容など。 

基本は業務連絡のみです。 

むしろ、会っている時に日常会話をするのがベストです。 

LINEで話してしまったら 
直接、デートに行った際に 
話す内容がなくなってしまいます。 

それではデートに行けたのに会話が続かず、 
お通夜状態になってしまうことが考えられます。 

それでは女性からこう思われてしまいます。 

「LINEではあんなに 
　盛り上がったのにデートに来たらこんなに話せないのか」 

と思われ幻滅されます。 



期待していたのに一気に裏切られる感覚に女性は陥ります。 

そうしたら付き合うどころか、 
狙っている女性と2回目以降のデートに 
行くこともできなくなります。 

なので、はじめに伝えましたが 
「事務的な連絡」のみに抑えておきましょう。 
  
例えば 

・デートが決まっているのであれば集合場所や時間の連絡 
・仕事や学校でわからないことを質問して聞く 
・急ぎの用事を伝える　 

など、LINEを使う場合はこれらで問題ありません。 

むしろ、LINEを乱用してしまう男は 
いつまで経ってもモテません。 

「LINEしてる暇があったらもっと他のことに時間をつかえよ！」 

女性からこう思われるようになります。 



LINEの返信速度 

あなたは、LINEの返信速度を気にしたことはありますか？ 

これは、恋愛においては非常に重要となります。 

一番やってはダメなことをお伝えしますが、 
それは「即レス」です。 

※即レスとは：相手の発言に対して即座に返信すること。 

これが、何故NGなのか説明していきます。 

女性は昔から 
「強い遺伝子を残せる男」を求める習性があります。 

例えば 

・クラスの中心に立てる男子 
・部活で活躍できる男子 
・仕事ができる男性 
・お金持ちの男性 

など、世間で言われる 
「地位」がある男性を好きになる傾向にあります。 

それは女性から見ると 

「この男は強い」 
「この人であれば良い子孫を残せる」 



この様に本能では感じ取るのです。 

なので、例で挙げた男の周りに 
女性が群がることってありますよね？ 

それがモテる証拠です。 

話を戻しますが、あなたがLINEを 
「即レス」した場合、女性がどう思うかと言うと、 

「この男はスマホをいじることしかやることがないのかな？」 
「暇人なのかな？」 

と思われてしまい、男として「クソ雑魚」という 
レッテルを貼られてしまうのです。 

先ほどもお伝えしましたが、 
女性は「強い男」を求める習性があります。 

アニメやゲームで言う、”主人公”や”ラスボス級”の男を欲しがります。 

”村人A”みたいなモブキャラは相手にされないのです。 

なので、そうならないためにも。 

適切な返信速度は 

【相手と同じかそれより遅く返信する】 

ここがベストです。 

はじめは、ここが本当にできません。 



特に”好きな人”からのLINEであれば尚更です。 

思い返してもらいたいのですが、 
相手から返信が遅いと気になることはないですか？ 

「何かあったのかな？」 
「なんかまずいことでも送っちゃったかな？」 

と気になりますよね。 

実は女性も同じで返信を遅らせることで、 
あなたのことを考える時間が増えていくのです。 



ラリーが続いたら脈ありなのか？ 

いままで、LINEのラリーが続いて 

「これって脈ありなのか」 

と思ったことはないでしょうか？ 

私も、半年以上毎日LINEを続けていた女性がいました。 

その子に思い切って気持ちを伝えましたが 
答えは「ごめんなさい」でした。 

何なら、その女性には彼氏がいたのです。 

これでわかると思いますが、 

毎日LINEが続いている＝あなたのことが好き 

というわけではありません。 

ただ「好感度が低い」わけではありません。 

普通に話せる間柄といった感覚です。 

なのでその段階で 
「彼氏候補」として女性から見られていません。 

ただの友達、暇つぶしの相手としているのです。 



男であれば勘違いしがちな部分ですが、 
ここで勘違いをしてしまったら狙っている女性と 
付き合うのは半年以上先になってしまいます。 

ここで、脈ありを判断したい場合。 

どうすれば良いか簡単にお伝えしますが、 
脈ありを見分けたいのであれば 
「デートに誘う」ことをして見てください。 

デートに誘い、相手がOKするのであれ 
ば脈ありの可能性が高いです。 

ここで断られる様であれば 
「ただの暇つぶし」でLINEをしていた、と言うことになります。 



相手からすぐに返信があった場合、好意があるのか？ 

相手からすぐに返信が返ってくることはあるでしょうか。 

「LINEを送った途端に既読がつく」 

私は何度か経験したことがあります。 

「これは好意があるのか…？」 

このように考えてしまい、 
気づいたらその子に好意を持つ様になっていました。 

あなたはそういった経験はありませんか？ 

私の場合、結果は惨敗でした。 

返信が早い場合考えられることは下記の３つです。 

①：本当にあなたのことが好き 
②：たまたまスマホを見ていてすぐに返信できた 
③：普段から誰にでも返信が早い 

この３つがほとんどです。 

私の場合は③に当てはまっていた女性だったので 
私には異性としての好意は持っていませんでした。 

もし、あなたが”デートに行ける間柄”なのであれば 
①に当てはまることが十分考えられますが、 
それ以外の場合は②、③の考えが妥当です。 



親しくもないのに①になることは残念ながらあり得ません。 

現実は残酷です。 

よほどのイケメンか権力を 
持っている人ぐらいでしか当てはまりません。 

まずは、上記３つのどこなのかを 
正確に判断することが重要になります。 



絵文字、スタンプは使用していくべきか？ 

いまや、多種多様になっている絵文字やスタンプですが 
あなたは使用しているでしょうか？ 

無料のスタンプでもクオリティーは非常に高く、 
可愛い系、面白い系、真面目系など、 
様々な感情を表せる様になっています。 

基本的に、女性はスタンプや絵文字を使う人が多いですが、 
基本的には使用しなくても問題ありません。 

使用しなくても女性から嫌われることはまずあり得ません。 

相手から 

「絵文字も使って欲しい」 

と言われたと場合のみ使用していくことがベストです。 

こう言った話を聞いたことはないでしょうか。 

「相手と同じことをすることで 
　好感が得られる【ミラーリング効果】が有効ですよ～」と。 

確かに 
「相手の行動を無意識に真似る人を相手は好きになる」 

という心理学を用いた 
行動になりますが実はこれには落とし穴があります。 



それは… 
「どうでもいい人に真似されたら気持ち悪いと思われてしまう」 
ということです。 

あなたに考えてもらいたいのですが、 

生理的に受け付けない 
様なデブやブスに同じ行動をされたらどうですか？ 

怖いですよね？ 
不快な気持ちになりますよね？ 

それは女性も同じなのです。 

気になる人、ある程度仲がいい人にされるからこそ 
成り立つテクニックなのです。 

なので、無理に相手の女性と同じ絵文字やスタンプを 
わざわざ購入して使用しなくても問題ありません 



LINEでの告白はありか？ 

一昔前はラブレターを下駄箱や机の中にい入れて告白するというのが 
主流でしたが、いまではLINEで告白する人が急増しています。 

それはなぜか。 

理由は明白で「簡単」だから。 

この一言です。 

「直接告白して振られたらどうしよう…」 
「緊張して直接言うのは恥ずかしい…」 

今の男性はこの様に 
「失敗」を恐れてしまいLINEに頼ってしまうのです。 

確かに、文字で考えて送れるので簡単です。 

でも基本的には「なし」です。 

女性からしたら 

「直接告白して欲しい」 
「文章だけで告白するのって本当にあり得ない」 
「告白する度胸もない男と付き合うのは無理」 

と考えています。 

やはり、言葉で表現するからこそ相手の心に響くのです。 



でも、本当の真実を言うと 

【告白しても相手の気持ちが180度変わることはない】 

と言うことです。 

告白は「すでに」結果は決まっています。 

相手の女性があなたのことが好きであれば、 
どんな告白をしても成功するに決まっています。 

逆に、あなたのことが好きではない場合は 
「絶対」に断られます。 

ここを抑えておかないと告白は成功しません。 

女性があなたに対してどれほど 
好感を抱いているかを見分けることが重要です。 



LINEで好感度を上げる方法 

「簡単お手軽に好きな子の好感度を上げる方法はないかな…」 

こう思ったことはないでしょうか？ 

簡単に好感度を上げれるのであれば苦労しないですよね。 

LINEで好感度を上げる方法は存在します。 

それは、至って簡単で 
【今までお伝えしてきたNG行動をやらない】 
これだけです。 

・相手から既読無視される前にこちらから既読無視をする 
・相手の返信速度と同じかそれより遅く返信する 
・相手の文章より少ない文で返信する 
・LINEで送る内容は最低限にする 
・ラリーが続いていてもキリがいいところでこちらから切り上げる 

ここをできるだけで、多くの男性と「差別化」できます。 

同じことをやってくる男に女性は「魅力」も「強さ」も感じません。 

他の人がやらないような行動をとってこそ、 
あなたがその女性に認識されるのです。 

その辺の男たちと同じ様な行動をしている間は 
「ゴミと同等の扱いをされている」と思ってください。 

今すぐにでもできるので必ず行動して見てください。 



最後に 

ここまで「恋愛LINE徹底解剖」を見ていただきまして誠にありがとう

ございます。私が今まで経験してきた内容や学んできたことをまとめて

いきました。また、誰もが悩むであろう内容を今回は挙げて解説してき

ました。基本的には、LINEというのは「連絡ツール」として開発され

たものです。恋愛で使える小技はありますが「あくまでも小技」です。 

一発逆転を狙いたいのであれば「恋愛テクニック」を習得する必要が 

あります。ここではお書きできない内容の恋愛テクニックが数多く存在

します。その「恋愛テクニック」を元にLINEへ応用しています。 

なので、大元の「恋愛テクニック」を知らない限りはLINEで恋愛を 

進めるのが極めて困難になってしまいます。 

「恋愛テクニック」を知りたい場合は、現在無料のメルマガを限定配信

しているので下記のリンクから登録してみてください。 

あなたと“また”お会いできることを心からお待ちしております。 

ミッチー 

無料メルマガに登録するには下記をクリックしてください。 
→https://my73p.com/p/r/gkb7bL2K    

【恋愛処方箋　公式note】 
 →https://note.mu/hope_    

【恋愛処方箋 公式Twitter】 
→https://twitter.com/hope_renai
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