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彼女いない歴40年のひろし君が
たった８ヶ月で友達がうらやましがるお相手を
見つけた秘密を知りたい方は他にいませんか・・

～ひろし君の秘密の8ヶ月婚活物語～

もし、あなたが8ヶ月後に理想のお相手が見つかるなら・・
そう考えたことはありませんか？

あなたは「どこかにいい人いないかなあ・・」「早く家庭を持ちたい
なあ・・」そう思いながら、職場の女性を眺めたり、時にはパーティー
に出かけたりされていると思います。

そんな中で8ヶ月後に、確実にお相手が見つかる方法があれば興味ない
ですか？

このプログラムは、これまでの実績をもとに、確実にあなたを結婚に
導くために考え出されたプログラムです。

8ヶ月後にあなたの横にお相手がいる幸せ

どうでしょう、いま想像がつくでしょうか？
「そんなことあり得ない」「そんな簡単に相手が見つかれば苦労しな
い」と今は思われているかも知れません。

しかし、私がこの手紙でお伝えしたいのは、理想論や空想の話ではあ
りません。

私があなたにお伝えしたいことは・・

みなさまのような悩みを抱えられている方々が実際に取り組まれて成
果が出ている「事実」について詳しく、簡単にお伝えしたいのです。
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先着20名限定で
体験することができます

私は、待ち人来る 代表の飯田毅と申します。京都の宇治で
心理学を活かした結婚相談所を営んでおります。

私どもは適齢期を迎えた婚活者様を専門に、8ヶ月以内の早
期成婚支援を行っております。

現在多くの婚活者は、「時間」や「出会い」が不足している
ため、婚期がどんどん遅れる傾向にあります。生涯未婚率は男
性で22%・女性で13%(2015年現在)を超え、ますます結婚は
難しい状況となっております。

しかし、そのような環境に置かれていても素敵なお相手を見
つけ、幸せな家庭を手に入れた方もいらっしゃるのです。

彼らが特別「時間」や「出会い」が豊富にあったわけではあ
りません。これまでずっと、会社と自宅の往復で、休みは自宅
でお昼まで寝ているような生活をしていた人達です。

むしろ、友だち付き合いや人間関係が苦手で「自分は一生結
婚はムリ・・」「どうせ自分なんか結婚できない・・」と結婚
を半ばあきらめかけていたような人達です。

ではなぜ、結婚を半ばあきらめていたような方が、たった
8ヶ月でお相手が見つかったのか？

その秘密を20名の方だけに明かそうと思います。

※なぜ20名限定にしないといけないのか。その答えは後半に述
べます。

事実私たちが取り組み
8ヶ月で成果が出ているプログラムを・・



なぜ、秘密をあなたにお話しするのか

今回私がどうしてこの秘密を明かそうと決心したのか。
それは本当の意味で「正直」で「誠実」な婚活業者を選んでほしいから

です。もっと率直にお話しすると、婚活における悪徳業者からみなさまを
守りたかったからです。

彼らは、例えば「初期費用0円」とか「成婚率○%」などという売り文
句であなたに近づいてきます。そして、言葉巧みにあなたを入会へと誘い
ます。しかし、そのような良い部分だけをチラつかせて誘導する業者には、
必ず裏があるのです。

もし、あなたが一度でも婚活業者を利用した経験があるのならお判りで
しょう。料金はオプションで吊り上げられ、成婚率などあなたの婚活には
まったく関係の無いことを・・。

つまりこれらは、会員を獲得するいわば“エサ”なのです。

実際このような業者が婚活業界には非常に多いのです。

こういった現実と向き合い、「正直」で「誠実」な経営とは何かを考え
た結果、今回の秘密を明かそうと思ったのです。

これが、秘密を公開しようとした嘘偽りのない理由です。

実際、私どものプログラムを活用していただくと、彼女いない歴40年の
男性でも8ヶ月後にはお相手を見つけることができるのです。

つい数ヶ月前までは、結婚について悩まれていた方が

□毎日、彼女からのLINEが届いていないか楽しみになりました。
□同窓会や親戚の集まりに行く事が苦痛じゃなくなりました。
□自分より親の方が喜んでいます。いい親孝行になりました。

と言うように、人生が好転するようになったのです。

今でこそ、この心理学を活かした『心のケア付き8ヶ月成婚プログラ
ム』が成果を出すことができるプログラムとして確立できましが、そこに
至るまでは30年に及ぶ成功や失敗の経験がありました。その核となった経
験をこれから3つ紹介いたします。



高校中退から這い上がった経験

そうなのです。私はもともとは高校もろくに卒業できなかったダメダメ

人間だったのです。

当時県立高校の3年生であった私は、「他人からどう思われるか」とい

うことに支配されていました。カッコ良くて頭が良ければ他人は振り向い

てくれると思っていました。

しかし現実は違いました。カッコ良さはどうしても手に入らないし、勉

強をいくら頑張ってもだれも振り向いてもくれません。逆に他人は私から

離れていきました。

私は燃え尽きてしまい。すべてのやる気を失いました。そして高校を退

学しました。今から思うと自分の心の寂しさに気づいてあげれば良かった

のですが、当時はその余裕もありませんでした。

しかし、退学のお陰で私の運命を変えるカウンセラーと出会いました。

その先生は何も言わず、自暴自棄になっていた私の話を聞いてくださいま

した。何度も何度も・・。心がスッと楽になったのを覚えています。そし

て不思議なことに大学に挑戦する気力が湧いてきたのです。

その後は、独学で大学入学資格検定に合格し、受験した大学は全て合格

することができました。大学合格の報告を先生にした時、先生は一言「君

なら出来ると思っていた」と言ってくださいました。自然と涙が出てきま

した。

『人間万事塞翁が馬』

私は、高校卒業の称号は失いましたが、それ以上に人間はもう立ち上が

れないと思うほどの苦しい状況下でも、人から信じてもらうことで、もう

一度立ち上がり、やり直すことができることを体験できました。

失ったものより、得たものが大きい経験でした。



みなさんの中には、かつての私のように
「もう結婚なんてどうでもいい・・」
「どうせ自分なんて誰も興味を示さない・・」
と思われ、婚活へのやる気を失っている方もいると思います。

そんな自暴自棄になっているあなたでも、心からあなたを信じ、正しい

サポーができる人物がそばにいると、そこから立ち上がり、もう一度走り

出そうという気力が湧いてくるのです。

あなたは決して結婚へのやる気を失っているのではないのです。

私は、その証拠を知っています。

それは、今あなたがこの文書を読んで下さっているからです。

ぱっと見た瞬間「長い文章だなあ」と思われたに違いないこの文章をここ

まで読み進めて頂けてるのは、結婚へのやる気が残っているからに他なら

ないのです。

実は結婚に限らず自分自身が成長するためのやる気は全ての人が持って

いるのです。しかし、そのやる気に覆いかぶさって見えなくしているもの

があります。それが「不安」や「悩み」です。

カウンセリングには、その「不安」や「悩み」を吐き出させ浄化する作

用があります。その結果、隠れていたやる気が姿を現すのです。これが、

心のメカニズムです。

そのため、あなたがやる気を起こすためには、あなたのことを信じ、正

しいサポートができる人物が必要なのです。

そのことを体を通して経験した人間だから明言できます・・

次は、私の考え方に大きく影響を及ぼした経験を紹介します・・



成功に導く考え方を学んだ経験

子供のころから魚に興味があった私は、近畿大学農学部水産学科に入学

しました。あのマグロのところです。

この大学の特徴は常識に囚われない自由な発想です。それは建学の精神

である「実学」に由来します。要するに学びは机の前でするのではなく現

場でするという考え方です。そして固定概念をぶっ壊し、常に進化をとげ

ています。

この考え方は、「マグロ研究」だけでなく、「つんく♂プロデュースの

入学式」などにも見られます。つまらない儀式的な入学式を楽しいコン

サートに変えたあのセンスです。現在5年連続志願者数日本一の大学に

なっているのもうなづけます。

マグロ研究を身近で体験できたことで、成功に導く考え方や発想力が学

べました。つまり私たちが常識と思っている外側に大きな成功があるので

す。それは「マグロなんて養殖できない」と思っている常識に囚われず、

現場での観察を続けた成果だと思います。

こうした観点で婚活業界を見ると、いくつもの疑問が湧いてきました。

例えば『婚活はよく考えて行動しなさい』という言葉、常識的ですごく的

を得た考え方です。

しかし現場を見ていると、よく考えている人の方が結果が出ずに婚活が

長引いている傾向がみられるのです。そして、その方たちの特徴は悩んで

いる時間が圧倒的に長いのです。

こうした背景には「考える」ことは「迷い」生み、結果「行動」を抑制

するメカニズムがあることが推測されました。

婚活業者を探している男性を例にとってお話しします。



彼は「どの婚活業者がいいのか？」と懸命に考えています。そしてネッ

トで良い情報を探しているのですが「いっぱいあり過ぎてどこが良いのか

分からない」と混乱し迷われます。そして「まあ、とりあえず今はいい

か・・」と行動を延期されるのです。

どうでしょう、みなさんも心当たりがあるのではないでしょうか。

ではどうすれば良いのかをここからお話しします。

それは「ここかな？」と思った婚活業者数社に、あまり深く考えずに会

いに行くのです。むしろ、失敗するくらいの気持ちで会いに行った方が良

いと思います。そして会った後で考えるのです。

つまり、「思考」してから「行動」するのではなく、「行動」してから

「思考」するのです。この方が、はるかに短時間で良い業者が見つかる可

能性が高いのです。

このような、成功に導く考え方や発想力はプログラムの中では「婚活業

者選び」だけに限らず「お見合い時の会話術」「お相手選び」「プロ

フィールの書き方」にも盛り込まれております。ぜひご注目下さい。

先の例のように、私たちの婚活の中では間違ったことを常識として習慣

化していることがたくさんあります。それを少し正すだけであなたの婚活

は加速されるのです。

常識に囚われず、現場を重視しながら原因と対策を考察していく、この

考え方の礎を築いてくれたのは、マグロ研究の経験なのです。

そして、その考えは私どものプログラムに引き継がれ、あなたを最速で

成功に導いてくれると確信しております。

最後は、コーディネーターとしての経験についてお話しします。



コーディネーターの経験

大学を卒業した私は食品会社に就職しました。しかし、そこで目にした

ものはメンタル不全や夢を失った従業員の存在でした。会社の中に心のプ

ロの必要性を感じ34歳の時にカウンセラーになる決意をしました。

私は、日本産業カウンセラー協会の産業カウンセラーとキャリアコンサ

ルタントの資格を取得しました。その資格を活かし労働局で「人」と「仕

事」の架け橋になる仕事に就きました。

そこではコーディネーターとして個別指導を担当し、約500名の若者を

就職に導きました。最初は試行錯誤の指導でしたが、結果を出すには3つの

ポイントがあることに気づきました。その３つとは・・

◆カウンセリングによる心の指導

◆「就活マニュアル」の作成

◆ロールプレイ(模擬練習)の導入です

この指導法を活用するようになってから就職率は50%から70%に伸びま

した。さらに変化があったものは就職のスピードでした。平均4ヶ月かかっ

ていた就活が半分程度で結果が出るようになったのです。

このように労働局での経験は、リアルな現場でさまざまな課題に直面し、

その都度解決策を模索していく機会を私に与えてくれました。その結果、

来所者様に対して適切な指導が徐々にできるようになりました。

こうした就職支援の内容は婚活支援と重なる部分が非常に多く、この指

導法は婚活にもそのまま応用できました。なかでも、面接模擬練習を進化

させた「お見合いロールプレイ」は大きな成果をあげています。

労働局での経験は、私のコーディネーターとしての実務能力を向上させ、

みなさまをより「早く」「確実に」成功に導けるという『私の自信』の源

となっています。



苦悩から生まれたプログラム・・

結婚相談所開設当初には、私は今とは異なる『婚活プログラム』を使っ

ていました。ネットで調べた婚活マニュアルをまとめた形式でした。

・写真は上半身無帽のもの、6ヶ月以内の撮影で男性はスーツ着用

・プロフィールの書き方は、挨拶、趣味、休日の過ごし方、二人でやりた

い事の順に書くなどです。

「これを使って婚活を進めれば大きなミスはしないだろう」というくら

いの気持ちで作ったのですが、このプログラムは全く機能しませんでした。

というより誰も見向きもしませんでした。

友人に評価を聞くと「ネットで調べればわかる内容だ」「なんか固い感

じがする」「良くもなく悪くもなく」と言われました。

「せっかく2週間もかけて作ったのに・・」と落ち込む日々が続きました。

しかし、その時点ではどの様に手直ししていいか解らず放置するしかあり

ませんでした。

そんな時、ある会員が伝えてくれた言葉に解決のヒントがありました。

「私たちが知りたいのはこんな内容じゃないんです。いつも話して下さっ

ている飯田さんからしか聞けない内容なんです」

バットで頭を殴られたような気持になりました。あれだけ現場重視と言

いながら、会員の要望を聞かずに私はプログラムを作っていたのです。

その言葉を聞いて「自分がいつも言っていることは何なんだ」ともう一

度考え直しました。すると先の例とは全く違う観点で話をしていたのです。

写真については、「カメラを意識した証明写真にならず、生活の一部を

切り取った自然体の写真を選びなさい。さらに、自分の趣味や特技を上手

く表現できている写真を選びなさい」と話しています。



また、プロフィールについては「良いことばかり書かず自分の失敗談を

盛り込みなさい。自分の凄さをアピールするより人間臭さや親近感を表現

した方がいいです」と話しています。

さらに「プロフィールは自己紹介文として書くのではなく、ラブレター

として書きなさい。だからマニュアルを見て書くのではなく、将来の妻の

顔をイメージして書きなさい」とも話しています。

「あっ、これをまとめるべきだったんだ・・」

方向性が決まった瞬間でした。

そこからは、会員の「悩み」と「要望」を聞くことを徹底しました。

「どんなことが知りたいのか？」「どの部分で悩んでいるのか」などです。

すると会員の要望として見えてきたものがありました。それは・・

①初心者向けの分かりやすい内容にしてほしい

②飯田のこれまでの経験を盛り込んだオリジナルの内容にしてほしい

③成功談や失敗談を交えてわかりやすく説明してほしいでした

つまり高度な内容ではなく実際に使える内容を例示などで、できるだけ

わかりやすく教えて欲しいということでした。

また、私のオリジナルの経験についても整理し直しました。そこで出て

きたのが先述の「高校中退から這い上がった経験」「成功に導く考え方を

学んだ経験」「コーディネーターの経験」です。

これらを盛り込み、婚活者目線で全面的に書き直したのが今回の

『心のケア付き８ヶ月成婚プログラム』です。

失敗があったからこそできた自慢のプログラムです。

さて次は、このプログラムの威力についてお話したいと思います。



ひろし君の婚活物語

このプログラムの実践者で最も成果が出たのは。表題にもあった「ひろ

し君」(仮名)です。なお、内容は本人の了解のもと掲載しております。

ひろし君は、お母様からの「婚活相談」の電話をきっかけに入会されま

した。彼は「早く結婚して、子供が欲しい」という希望を持たれた40歳の

男性でした。

身長175㎝で体重60kg、スタイルは良い方でした。見た目はかっこよく

ナイナイの矢部に似ていました。性格はおとなしく真面目、自分から女性

に声をかけるタイプではありませんでした。

最大の特徴は言葉数が少ないことでした。こちらからの質問に対しては、

10文字ぐらいの短文で必ず答えてきました。

例)婚活は何かしてた？⇒「特に何もしてません」と言う具合です。

それ以外の特徴は、

◆趣味・・空手(初段、20年経験あり、精神鍛錬のため親に習わされる)

◆特技・・東京ディズニーランドのアトラクションがすべて言える

◆仕事・・病院の夜間警備(人間関係の必要が無く気楽だから)

彼に交際経験を尋ねると、「生涯で女性と2回デートしただけで、交際経

験はゼロ」と言うことでした。事実上「彼女いない歴40年」の方でした。

みなさん、何となくひろし君のイメージ湧きましたでしょうか・・

(イメージ)



私の第一印象は「正直、ちょっと結婚は無理かな・・」でした。

ただ彼には面白い特技がありました。それは東京ディズニーランドにや
たら詳しいことでした。個々のアトラクションはもちろん、どのコースで
回ると効率的かなど、まるでツアーガイドレベルで説明ができました。

さらに不思議なことに、その話題の時だけは流ちょうに話せるのです。
理由を尋ねと、「警備の暇な時間にガイドブックを読んで、全部覚えたん
です」と言うことでした。「これは使える・・」とひらめきました。

この情報をもとに、彼の見立てを行いました。

【見立て】
〇ストロングポイント
・見た目はよく写真でアピールできる
・空手、ディズニーランドなどオリジナルの特技がある
・ディズニーランドネタは語れる

〇ウィークポイント
・会話が苦手
・交際経験がない
・自分の好みの女性が分かっていない

こうした見立てからプロフィルの作成は容易に出来そうでした。しかし、
最大の課題はお見合であることが予想されました。そこで、プログラムを
もとに婚活計画を立てました。工夫点を箇条書きにまとめます。

①『自然体の写真』
提携先のスタジオに依頼して、証明写真ではなく自然体でいる時の一部

を切り取ったような写真になるよう依頼しました。

内容は、1枚は上半身のノーマル写真、1枚はスタイル重視の全身写真、
1枚は特徴重視の空手の型の写真でバリエーションを持たせました。いずれ
もイメージ通りの出来栄えでした。(以下はイメージ写真)

あなたのお見合いの成功率を高くするには写真の工夫が一番です。
ありきたりな写真ではなく、生活の一部を切り取った写真にすべきです。



②『あなたの魅力を引き出すプロフィール』
プロフィールに関しては、空手とディズニーランドネタを中心にラブレ

ター調でまとめました。空手の練習で、家のまな板を割ってしまい弁償さ
せられた失敗談なども盛り込みました。

ディズニーランドネタは以下のようにまとめました。
『私はディズニーランド博士です。スプラッシュマウンテンからドナルド
のポートまでアトラクションのことなら何でも聞いてください。あなたが
希望するルートも提案できます。詳しくはお見合いの時に・・』

ポイントは最後の「お見合いの時に・・」と言って余韻を残すところで
す。これは心理学のツァイガルニク効果を応用しています。

プロフィールを書くコツは読み手の立場で書くことです。「ラブレター
調」「失敗談」「余韻」などは全て読み手を意識している工夫です。

③『お見合ロールプレイ』
さて、次は最も課題のお見合です。「話す」ことは改善できる余地が無

かったので「聴く」ことを伸ばす作戦を取りました。そこで「ど」を使っ
た質問法を伝授しました。「どんな」「どれだけ」「どうして」などの質
問で相手の話を引き出すのです。

またお見合いの時は東京ディズニーランドのパンフレットを持ち込み、
話を膨らますパターンも練習しました。これらをロールプレイで何度も繰
り返しました。

ロールプレイは技術の習得以上に、「いざとなったらこれがある」と
いう自信と安心感をあなたに与えてくれます。

～こうした準備を経て、ひろし君の婚活が本格的に始まりました～

お見合ロールプレイ



～婚活初期は『敢えて失敗するお見合』を徹底～

最初の２ヶ月はプログラムの「敢えて失敗するお見合」を徹底しました。
とにかくお見合いの場数を踏むことを優先しました。結果は5名とお見合い
して全敗しましたが、「舞台度胸がついた」「やんちゃ系の女性が好み」
「ディズニーランドネタがうける」と言う気づきがありました。

またこの間には「相手のお名前間違い」「ラウンジの階数間違い」
「10分間の沈黙事件」などの失敗がありました。その都度、対策を考えハ
ンカチでカンニングペーパーを作るなどの工夫もしました。

また「毎月120分カウンセリング」でメンタル支援も行いました。

婚活初期は、失敗して経験を積むことを徹底します。うまく行くことよ
り失敗して学ぶことの方がはるかに多いからです。

～婚活中期は『運命を変える100のキーワード検索』でお相手探し～

その後3～4か月頃はプログラムの「運命を変える100のキーワード検
索」を活用しました。希望する女性をキーワードをもとに検索するのです。

例えば、彼の場合「やんちゃな女性」が好みと言うことで「アクティ
ブ」「活動」「活発」「行動」などで検索しました。

また、婚活初期のデータから、彼のお見合承諾率（お見合OK数/お見合
申込数)が9%だと分かりました。そこから逆算してこの期間に8人とお見合
いするために80～90名にお見合申請をするよう指示しました。

こうしたお相手検索やデーター解析により「理想の相手」を「早く」見
つけることが可能になるのです。

～運命の出会い～

こうして彼は4ヶ月で通算12人とお見合いをしました、その中で2名の方
と交際までが進みましたが数回のデートで断られる結果となりました。

そして、13人目に運命の人が現れました。彼女は35歳のバツ1の女性。
子供はいない方でした。私が最初に彼女の写真を見た時「きれいな人だ」
と思いましたが「なんでこんな人が・・」とも正直思いました。

そしてお見合当日、いつも以上に頑張るように伝え彼を送り出しました。



お見合後、彼に感想を聞くと「ものすごく楽でした」と返ってきました。

さらに「どんな人だったの？」と聞くと「大阪のおばちゃん」と返って
きました。彼の話を要約すると次の通りです。

彼女は見た目と異なり、ざっくばらんな人でした。出会った第一声も
「緊張してはんのん？」と言われ驚いたようです。お見合中も終始彼女が
リードしてくれました。お見合いと言うより雑談に近かったようです。ま
た、彼女は離婚の背景も隠すことなく教えてくれました。

彼女は1年前に離婚。元旦那の女性関係が原因でした。嘘をつかれること
が多く、そのことで喧嘩する毎日が続いたとのことでした。元旦那は、い
わゆるチャライ系の人でした。そのため次は武道家などの硬派な人がいい
と考えていました。そんな時お見合いの申請があったということです。

彼女との交際の意思を聞くと「はい、交際したいです」と返ってきまし
た。翌日相手相談所に伝えたところ何と相手も交際希望でした。少し意外
だったので理由を尋ねると「クールで落ち着きがあり、嘘をつかない方
だったので」という回答でした。

言葉数が少ないのは、私には短所と見えていたのですが、彼女にはクー
ルと見えていたのだと感じました。

こうして、二人の交際が始まりました。デートはもっぱら彼女が計画し
て、彼が付いていくスタイルでした。彼女は自分の行きたい所に彼を連れ
て行くのが好きでした。また彼は、新しい世界が見れるのが新鮮でした。

性格的にも、彼女の活発さと彼のおとなしさがぴったり合って、お互い
楽な関係が築けて行けました。交際中もカウンセリングは続けましたが、
トラブルなどの相談は全くなく、唯一相談を受けたが「誕生日のプレゼン
トは何にしたらいいですかね」ということだけでした。

そして、交際3ヶ月が経ちプロポーズの日がやってきました・・

みなさんはひろし君がどのようにプロポーズしたと思いますか？
実はこうでした・・

その日は二人は彼女の家で夕食の準備をしていました。台所で野菜を
切っていた彼女は「なあ、そろそろ結婚届出してもいい？」と尋ねました。
すると、ひろし君は「いいで」と答えました。

たったこれだけです。それも彼女から・・。



派手な演出も指輪もないプロポーズでしたが、最も二人らしいプロポー
ズだったと思います。

その数日後、彼女のご両親に挨拶に行くこととなりました。彼は「飯田
さん、その時何と言ったらいいんですか」と聞いてきました。そこで、い
つものようにロールプレイで数度練習しました。

そして本番、座敷に通されるとお父様が座っていらっしゃいました。お
父様は開口一番「よう来はったなあ、娘のこと頼んまっせ」と言われたよ
うです。彼は「はい」と答えるだけでした。それで終わりでした。

彼女もそうなのですが、この家には堅苦しい挨拶など不要なようです。

こうしてめでたく二人は夫婦となりました。
結婚式も挙げず、指輪だけ彼女が選びました。写真だけは残しておこうと
写真館に行かれました。そこではオプションなしの既製品コースと言うの
があり3万円の割安で撮影したことも教えてくれました。

彼女曰く「レンタル衣装代より安い写真なんです」と笑われていました。

いかがでしたでしょうか「ひろし君の婚活物語」
彼が結婚を勝ち取ったStoryを、私どもの「心のケア付き8ヶ月成婚プログ
ラム」と共に紹介させていただきました。予想に反することも多々ありま
したが、彼は真面目にプログラムをこなしてくれました。

8ヶ月やり抜いた彼には「自信」と「責任感」が付いているのがはっきり
とわかりました。

ひろし君に今回の婚活の勝因を尋ねたところ3つ挙げてくれました。
①思い切って入会したこと
「年齢的に崖っぷちだったので迷っている時間がありませんでした。結

果としてそのことが良かったと思います」

②伴走型の相談所だったこと
「ノウハウを持った仲人さんが伴走して下さったから結婚できたと思い

ます。仲人さんの手前頑張らないといけないという気持ちも湧きました」

③ゴールにつながるプログラムがあったこと
「プログラム内容は『さすが心理学の先生が考えたものだ』と思うとこ

ろが多くありました。特に最初の『敢えて失敗するお見合い』は自分では
絶対思いつかなかったと思います」

と振り返っていただきました。しかし最大の勝因はひろし君が行動を起
こす決断を自らしたことです。



心のケア付き8ヶ月成婚プログラムを
実践された方々の驚きの声をお聞きください

結婚に導くナビゲーション

「結婚できないと思っていた私でも7ヶ月でお相手が見つかりました。プログ

ラム通りやっていけば必ずゴールにたどり着けると思いました。こちらに来
るまでは我流でやっていたのでかなり遠回りをしていました。私のように婚
活の方法がそもそも分からない人間には車のナビゲーションのようで、と
てもありがたいプログラムでした。初心者でも簡単にできると思います。と
にかくあれこれ悩まなくて済むのです。やっぱり婚活は戦術が必要です。
我流ではダメだった理由が分かりました」 (35歳/男性/会社員)

仲人のサポート力が違う

「このプログラムで一番いいと思ったのは仲人さんのサポート力でした。前
に入会していた相談所は事務的なお相手紹介だけでした。こちらのように
毎月会ってカウンセリングなどしてもらえませんでした。勉強に例えるなら、
通信教育と家庭教師くらい違いました。特にお見合いがうまく行かずへこ
んでいた時は、悩みを聞いて気持ちを修正してもらえました。サポートがな
いといつもこの時点で心が折れてしまうのです」 (30歳/女性/営業)

最初から相談所にすべきでした

「結婚相談所は、値段も高いし、カッコ悪いので婚活の最後の手段だと考
えていました。そこで婚活パーティーに一年間通っていました。合計25回ほ
ど行きましたが、カップリング後がなかなか続きませんでした。結果20万円
以上使ったと思います。やむなく、こちらの相談所に入会したところ4か月

で相手が見つかりました。パーティーと違ったところは『会員の結婚への真
剣度が高い』『サポート付のプログラムがあった』ことです。費用も28万でし
た。こんなことなら最初から相談所にすべきでした」 (38歳/男性/会社員)



あなたが一番欲しい未来は何ですか？

先にも述べましたが、私のスタートは高校中退の挫折からでした。

しかし、そのお陰でカウンセラーの先生と出会い、そこから「マグロ研
究」や「コーディネーター」の扉が開きました。

そして今では、それらの経験をもとに「人」と「人」のご縁を結ぶ仕事
に就くと言う自分の理想の未来を得ることができました。

当時の自分では、想像できなかった未来です・・

次はあなたが欲しい未来を勝ち取ってください？

もしあなたが今「自分は一生結婚はムリ・・」「どうせ自分なんて結婚
できない・・」そんな気持ちであったとしても、あなたは理想の未来を手
繰り寄せることができるのです。そのことを信じていただくために今回ノ
ウハウを公開いたしました。

そして、言葉巧みにみなさんに近寄ってくる悪徳業者に挑むつもりで、
『心のケア付き8ヶ月成婚プログラム』を公開することを決意したのです。

『心のケア付き8ヶ月成婚プログラム』
彼女いない歴40年のひろし君が
たった8ヶ月で結婚できた方法

『心のケア付き8ヶ月成婚プログラム』には、私たちの30年に及ぶ経験
がまとめられています。「お相手探し」「メンタル支援」「目標管理」の
ノウハウが盛り込まれた、他店には絶対真似できないプログラムです。

「でも、内容が難しいんじゃないの？」と心配されるかも分かりません。

ご安心ください。内容については婚活初心者でも実践できるよう、お見
合いや心理学の基本的なスキルを集めた形で構成しております。
また、表現についても専門用語は使わず中学生でも理解できます。



では、ここでその一部をご紹介したいと思います。
先の「ひろし君の婚活物語」でも一部を紹介させていただきましたが、そ
れはまだ全体の20%程度にすぎません。今回はそれ以外の部分についてご
紹介します。

しかし、紹介する前に一つ約束してほしいことがあるのです。それは他
の相談所にこのノウハウを絶対に漏らさないでほしいのです。私どもの３
０年に及ぶ研究が一瞬にして他店に漏れることが本当に怖いのです。

そのお約束を前提に一部をご紹介させていただきます。

▶▶データーで見る今どき結婚事情紹介
みなさん、４０歳の独身男性が５年後に結婚できる確率知っていますか。

こちらではいろいろな統計データーをもとにあなたの今置かれている状況
を客観的に判断します。データーを通して婚活への取り組みが具体的に見
えてきます。

▶▶ネット婚活と結婚相談所の違いとは？
ネットで「婚活」と検索すると、「ネット婚活」「〇〇情報センター」

「〇〇相談所」「〇〇パーティー」など出てきますが、その違い分かりま
すか？おそらく「さっぱり分からない」と言われてるでしょう。こちらの
章では、その疑問にわかりやすく回答いたします。

▶▶業者を見分ける２つのポイントとは？
あなたを悪徳業者の「ぼったくり」や「ほったらかし」から守る方法を

解説いたします。「入会金０円でオプション70万円」とか「入会時は親切
だった担当者が入会後は連絡なし」などの被害にあう前に、この方法で
しっかり悪徳業者を見分けましょう。

▶▶成功者が持つ4つの共通点とは？
私はこれまで5000人を超える方の相談を受けてきました。その経験から

物事がうまく行く人にはある4つの共通点があることに気づきました。この
共通点を真似するだけであなたも確実に成功に近づけます。

▶▶先輩婚活者の成功・失敗事例紹介
これまでの先輩婚活者の成功事例や失敗事例を紹介いたします。「初お

見合コーヒー代4,512円」「お相手は別人28号」「左ハンドルが近付けた
二人の距離」「スピード違反で決めた彼との結婚」などこれまでのエピ
ソードを笑いと涙を交えて紹介いたします。



これで満足しないでください。
これでも全体の40%程度にしかすぎません。

ここまで読み進めていただいただけでも、婚活に於ける戦術の必要性を
感じ、それを自身の婚活に取り入れることで結婚への可能性が大きく広が
ることがご理解いただけたのではないでしょうか。

これまで「出会いが無くて結婚のチャンスに恵まれなかった方」「婚活
への一歩を踏み出す勇気が無かった方」「どうやってお相手を探していい
か分からなかった方」「パーティーや合コンでは結果が出なかった方」そ
んな方々でもこのプログラムを使えば悩みは一掃されるのです。

このプログラムを使えば「お見合いした誰と交際しようか迷ってしま
う」と言うような未来が待っているのです。

あなたがこれまでやってきたのとは全く違う、圧倒的に結果の出る方法
をお伝えします。

ここでお断りしておきます・・・

『心のケア付き8ヶ月成婚プログラム』は難しいノウハウや技術は全くい
らない、とてもシンプルはプログラムです。

あなたはただ、このプログラム通りに真似すればよいのです。

プログラム体験者はこの婚活を次のように釣りに例えてくれました。

「鯛を釣るには、釣り場所と釣り方が大事だと分かりました。そういう
意味では、このプログラムは漁師の作った釣竿のようです。素人では思い
つかないノウハウが入っています」そして更に・・

「以前の私は、近くの海で我流の竿を使い鯛を釣ろうとしていました。
今から思うと釣れなくて当然だったと思います。しかし、こちらの相談所
での婚活は鯛の生け簀で漁師の作った釣竿を使い釣りをしている安心感が
ありました。8ヶ月で結果が出たのもうなずけました」

みなさん、こういった感想をお持ちになられます。

半年前までは「自分なんて結婚はムリだ」と言われていた方でも、もう
その時点に後戻りすることはありません。



では、このプログラムを利用するには
一体いくらかかるのか・・・

さて、気になる料金です。

これだけのノウハウをつぎ込んでいるのだからかなりの金額をチャージ
してもいいと思います。

今まで婚活がうまく行かなかった人でも8ヶ月でお相手が見つかる、とっ
ておきのプログラムです。そしてすでに多くの方が結果を出しています。

前置きはこのくらいにしてズバリお答えします。

『心のケア付き8ヶ月成婚プログラム』の料金は「先行投資プラン」の場合
40.4万円(税別)となります。

あなたは8ヶ月後理想の方と結婚できるようになるのです。安すぎるで
しょうか？高すぎるでしょうか？

想像してください、あなたの横には友人もうらやましく思う女性がいる
のです。また、口うるさかった両親にも親孝行ができるのです。

繰り返しますが、このプログラムは「自分なんて結婚はムリだ」と思っ
ていた人でも最高の結果に導いてくれる魔法のプログラムなのです。

それでも、あなたはまだ決断ができないでしょうか・・？

では、この手紙を読んで下さって、私を信用して下さった方に、私から
一つプレゼントがあります。

それはどんなものか・・

私を信用して下さり、当日入会をお決めいただいた方限定で
40.4万円の金額を10万円引の30.4万円にいたします

ではなぜそこまで割引きするのか？

それは先述した悪徳業者の存在です。私はこのプログラムをみな
さんに安価で使っていただき、結果はもちろん、私どもの「正直
さ」や「誠実さ」を体験していただきたいのです。

そして、そのことを周りの人に伝えて欲しいからです。



先述の「成功者の4つの共通点」のなかの一つに、

まずは行動してみる

というものがありました。思考してから行動するのではなく、行動して
から思考するというものでした。今まさにそれを実践すべき時なのです。
「どうしよう」と考えるのではなく、思い切って行動を起こすことが成功
への第一歩なのです。

あなたが行動を起こし、私どもの仲間になってくださればこれほどうれ
しことはありません。

だからこそ、行動の早い人はメリットを手に入れて欲しいのです。

という訳で、今回は先着20名限定で、当日入会者には10万円割引という
サービスをお付けしたのです。

20名以上に売るつもりはありません。仮に売ったとしても割引価格には
なりません。それは、すぐに行動を起こして下さった方に失礼になるから
です。

どうか、今すぐこのチャンスをつかんでください・・

う～ん、どうしようかなあ・・

「そうは言っても、いきなり30万円は高いし・・」
「先ずは、プログラムを少し体験してから決めれないかなあ・・」
「本当にいい人と出会えるのかなあ・・」

と思われていますか。確かに、一度も体験することなく高額の料金を払
うのはかなり抵抗があるとことだと思います。そう思うのも仕方ないこと
です。

わかりました。そんな、あなたのために少額でこのプログラムを体験で
きるもう一つ別のプランを準備いたしました。

それは・・



『安心お試しプラン』

こちらは、先ずはプログラムを体験していただくための、2ヶ月限
定のお試しプランとなっています。

通常40.4万円のプログラムが、8,000円／月でお試しができます。

もしプログラムが合わなければ、1ヶ月または2ヶ月での退会も自
由です。しかし、以下の3点についてはお守りいただきます。

①2ヶ月経過後は、正規プランへの移行が前提
②期間内に交際まで発展した場合は、翌月より正規プランに移行
③本プラン経由の正規プラン入会の割引は10万円ではなく5万円

いかがでしょうか。このプランだとあなたのお財布に負担をかけず、プ
ログラムを体験していただけます。

もちろん、全国の会員のプロフィールも見ることもできます。期間内な
ら何度お見合いしても追加料金はかかりません。

これだけのサービスが、たった8,000円／月で受けられるのです。一般
的な相談所だと月会費1万円、お見合5千円／回が相場です。それだけでも
かなりメリットがあります。

「でも、本当に出会いがあるか心配です・・」

えっ・・用心深いあなたはそこまで心配されますか、お試し入会しても
出会いが無いことを心配されるのですね。

そこまで心配されるのなら最後に、固い保証を付けましょう。

それは・・

お見合い保証

『安心お試しプラン』の2ヶ月経過時点で、プログラムの指示どう
りに行ったにもかかわらず、お見合いが一度も無かった場合は、2ヶ
月分の料金(8,000円×2ヶ月)全額返金いたします。
ただし、相手側からお見合いの申し込みがあり、本人が断った場

合はお見合ありとしてカウントします。



これであなたのリスクはすべて私が肩代わりできたと思います。

このプログラムを試した結果、お見合いが無ければ、あなたは1円のお金
も払う必要はないのです。

これでも満足がいかないと言われるのなら、それは仕方ありません。

しかし、どうしても結婚したい、それもできるだけ早く・・

と考えられるのであれば、ぜひ『心のケア付き8ヶ月成婚プログラム』を
実践してください。

会ったことのない私の話を信用してくださいとは言いません。ただ、試
して欲しいのです。

あなたに起こることは決して想像の世界の話ではありません。

「自分なんかは結婚はムリ」と半ば諦めかけていた人でも、8か月後には
希望のお相手と出会われているのです。

だから、真剣なあなたには、20名の枠が埋まる前に行動してもらいたい
のです。

今すぐご連絡下さい・・

飯田 毅

結婚相談所 待ち人来る



追伸1
あなたの結婚の夢をかなえるために、私はこのプログラムに全ての経験

をつぎ込みました。そして今回20名に限りこのノウハウを公開させていた
だきます。つまり20名になり次第締め切らせていただきます。

人生を変えるのは案外簡単です。これまで成功してきた人のやり方を応
用すれば良いのです。

今までの苦しい婚活にはサヨナラを告げましょう。そして、以前の私の
ように「どん底からでも、もう一回頑張ってみよう」と思う方は、今すぐ
私に知らせてください。

もう一度言いますが、このプログラムは20名限定です。20名が埋まった
時点でストップいたします。

今決断することで後悔はありません。でも、今決断しないでする後悔は
とてつもなく大きいものになるかもわかりません・・

追伸2
人生には分岐点がいくつかあります。そして、決断しないといけない時

があります。その決断の先にあなたの結婚相手が待っているのです。

成功はどこからか降ってくるものではありません。自分でつかみ取りに
いくものです。

このプログラムは、あなたを成功に導く、今私が考えられる最高の内容
になっています。もし私に後継者ができれば、絶対に伝えておきたい重要
で真剣な内容なのです。

それを、今あなたに全て公開します。
あなたは飯田毅を信じるという決断をしてくれますか・・？

何かお困り事・ご質問がありましたら遠慮なくご連絡ください

✉hamkoro244@yahoo.ne.jp

📱０９０-７３４０-9162(待ち人来る 代表飯田まで)

営業時間：１０：００～22:00(水除く)



■使用許諾契約書■

この契約は、個人・法人（以下、あなた）と待ち人来るとの契約です。

パッケージを開封することをもって、あなたはこの契約に同意した事にな
ります。あなたがこの契約に同意できない場合は、直ちに本書を待ち人
来るまでご返品ください。

第一条本契約の目的

この契約書は、待ち人来るが著作権を有する本書に含まれる内容、文
章、ノウハウ、アイデア等を、本契約に基づいた上で、あなたへ非独占的
な使用許可をするものとする。

第二条複製使用・コピー・転売・公開等の禁止

本書に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護され、また秘匿
性の高い内容である事から、権利保有者である待ち人来るに対しての許
可を得ずして、内容、文章、ノウハウ、アイデア等の複製使用やコピー・
転売・公開等を禁止とする。本書の内容は、無料登録いただいたあなた
個人だけが使用できるものとします。

第三条損害賠償

あなたが本契約の第二条の規定に違反した場合、本契約の解除ととも
に、待ち人来るへ、違反金１００万円及び不当利得による損害賠償請求
金を支払うものとする。

第四条責任の範囲

本書は、あなたの婚活の情報提供を目的としておりますが、期待通りの
効果が得られず、万一如何なる損害が生じた場合においても、待ち人来
るはその結果に責任を負うものではありません。

第五条その他

本契約の規定のない事項、または本契約において生じた論議について
は待ち人来るとあなたとの協議のうえ解決する。協議の整わないときに
は、民法上の規定に従うものとする。


