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出 会い系サイトで出会えない、セックスレス、セックスの相手がいない…、 そんな 
悩みを抱えた多くの男性たちが " ツイッターでセフレを量産する教科書 " を見て、次々 

とセフレを作ることに成功しています。 

このレポートでは、 

ツイッターでセフレを作る具体的な6ステップ 

なぜセフレという関係が成立させることができるようになるかの根拠 

実際にセックスの約束が確定した証拠の数々 

などを紹介していきます。 

まずは、私がどのようにツイッターで女性からセックスを誘われて、即日セックスを 

しているのか？その証拠をご覧ください。 

上手く出来過ぎた話しにしか見えないと思うのが正常なリアクションですので、無理 

に信じなくても大丈夫です。 

私は 2014年 から 2021年 の現在に至るまで、ツイッターのダイレクトメッセージ 

（通称:DM）というメッセージ機能だけを使いセフレを量産しています。 

いかがでしたか？ 

あなたに自慢をしたくて、こうした証拠をお見せしているわけでありません。 

ただ… 

を、あなたに知ってもらいたいのです。 

このレポートでは、今まで私がひた隠しにしてきた、一般常識で考えられないような 

ツイッターを活用したセフレ量産テクニックを書き記しています。 

先ほどの証拠DMでご覧になったと思いますが、一般常識では考えられない夢のような 

ことが現実となってしまうのがツイッターなのです。 

私はツイッターの『ダイレクトメッセージ（DM）』というメッセージ機能を使って、 

女性からセックスを誘われています。 

女性からセックスを誘われて、仲良くなるためのメッセージのやり取りは一切せず 

に、会う日程を決めるだけのやり取りだけで、セフレを量産しています。 

女性から誘ってきているので、 実際に会った時にセックスを拒絶されることはありま 

せん。 いつも駅前で待ち合わせをして、そのまま即ラブホテルに直行できます。 

一般的にネットを使ってセフレを作ろうとすると… 

という問題がありました。 

しかし、私が密かに実践しているツイッターでのセフレ作りは違います。 

という、金銭的なリスクも少なく、メールや会話でのコミニュケーションスキルな 

ど、女性を楽しませる必要もないので、詳しい方法さえ知ってしまえば未経験者でも 

簡単にセフレが作れてしまうでしょう。 

ツイッターでのセフレ作りは完全に現実離れした夢のような方法です。でも、それは 

『夢』ではなく実際に起こっている『事実』です。 

今まで、あなたが知らなかっただけでツイッターでは、女性がセックス目的で男性を 

逆ナンして、即セックスするということが日常的に行われているのです。 

では、どのようにすればツイッターでセフレつくれるのか？ 

私が行っている手順をシンプルに紹介いたします。 

ツイッターでセフレを量産するには、あなたのプロフィール文が重要で 

す。セフレ量産に特化した、女性をムラムラさせる特殊なプロフィールに 

します。 100文字前後なので5分もあれば余裕で書き終わります。 （具体的 

な書き方をお教えするので安心してください。） 

あなたのツイート（つぶやき）を読んだ女性がオマンコを濡らしてセック 

スしたくて、たまらない状態になる欲情ツイートをして、性欲に火をつけ 

ます。 

ほとんどコピペでするだけの簡単な方法 も存在するので、頭を使って考え 

る必要はありません。 

これを読んだ女性は興奮して本当にオマンコを濡らしてしまい、あなたと 

セックスしたい気持ちになってしまうでしょう。 

ただエロいをことを書いても女性からは「変態」だと思われるだけなの 

で、特殊な書き方をする必要があります。 

欲求不満な女性フォロワー（ツイッター上の友達）が増えると、あなたの 

欲情ツイートを読んでくれる女性が増えるので、それだけ逆ナンされる確 

率が増えていきます。 

あなたのツイート（つぶやき）を読んでくれる女性フォロワーが増えれば 

増えるほど、 あなたが欲情ツイートを投稿する度に女性から逆ナンされる 

状態になる ことが可能です。 

欲情ツイートと女性フォロワーが増えると、あなたとセックスしたい気持 

ちになってしまうでしょう。 （この事例はクンニされたい女性からの逆ナ 

ンを意図的に誘発させたときのものです。） 

誘われたら、無駄な話しは一切せずに速やかに会う日程を決めましょう！ 

当日は駅前で待ち合わせてからラブホテルに直行します。これは恋愛関係 

ではなくて、最初からセックスが目的の人間関係なので食事とかする必要 

はありません。 

ラブホテルに直行して、純粋にセックスだけを楽しんでください！女性も 

それを望んでいます。 

あなたのカチカチに力強く勃起したペニスをオマンコにズボズボしてもら 

うことを望んでいるのです。 

シンプルに説明すると、私がツイッターで行っているのは、これだけです。 

これらの手順を踏むことで最初にご覧いただいたようなメッセージが女性からきて、 

セックスの約束をする流れになります。 

ツイッターは中学生や高校生でも普通に使っているSNSですので、操作が難しいと 

か、使い方が難しくてわからないといったことはないはずです。 

もし今、ツイッターを使った経験がなかたっとしても心配はいりません。初心者でも 

簡単に使えるのがツイッターです。 

私はそんなツイッターを使って… 

もし、あなたがインターネットの出会いの場を利用して、今まで女性と出会ったこと 

がないのだとすれば、 『逆ナンなんて嘘に決まってる！』 と感じるのが当然です。 

仮に出会ったことがあったとしても、女性からセックス目的の逆ナンとなると、信じ 

がたい話しに聞こえるのではないでしょうか？ 

この話しを親しい友人に話しても信じてもらえなかったので、あなたが信じられない 

のも納得できます。 

私はツイッターで19歳の巨乳女子大生から52歳の中出し懇願の淫乱人妻まで、数多く 

の女性からセックス目的で逆ナンをされて即日セックスしてきました。 

先ほど、実際のメッセージのやり取りをご覧頂きましたが、女性から単刀直入に 『私 

とセックスしてくれませんか？』 と誘ってくるので、 『はい、いつがいいですか？』 

と会う日程を決めるだけのやり取りです。 

本当に信じられないような話しですが、たったこれだけのメッセージのやり取りでセ 

ックスする約束が確定してしまったのです。 

つまり… 

これが、あなたの近い将来となるでしょう。 

もし、あなたがセフレを作ってお互いにセックスだけを楽しむ関係性を作りたいので 

あれば、私が実践している方法をそのままソックリ真似するだけです。 

平均12通ほどの、会う日程を決めるだけの簡単なメッセージ交換でセフレを作ること 

が可能です。 

先ほどご覧頂いたメッセージのやり取りからもわかると思いますが、特別なメールの 

テクニックなどは一切必要ありません。 

メールで仲良くなったり、メールで女性を楽しませる必要もありません。 

通話をすることもないので会話力も必要ありません。 

会話で女性を楽しませる必要もないので口下手でシャイな方でも、最速でセフレを作 

ることが可能です。 

多くの男性はセックスに困っています。 

好きな時に自分が本当に満足できるセックスができる男性は本当に稀です。 

彼女がいればセックスをすることができます。結婚して奥さんがいればセックスをす 

ることができます。 

でも、現実はそうではありません。 

彼女や奥さんがいても本当に満足できるセックスが出来ない場合があります。 

30代夫婦の35％はセックスレスというデータもあります。 

それだけではなく性の不一致というのがあります。 

私はクンニが好きなのですが、女性がクンニ嫌いということもあります。男性がフェ 

ラされるのが好きでも、女性がフェラ嫌いの場合もあります。性欲に差があり、セッ 

クスしたい頻度が違う場合もあります。 

このようにお互いの性的な好みが一致しないと、本当に満足のいくセックスはできま 

せん。 

付き合いが長くなってくると、相手に『オンナ』を感じてこなくなりセックスレスに 

なるのはよくあるパターンです。 

恋愛や結婚関係は上手くいっていても、セックスが上手くいかないことがあるので 

す。これは意外と切実な問題です。 

女性との出会いに恵まれず彼女を作ることが出来ない人の場合は、風俗や出会い系サ 

イトでセックスする相手を探そうとします。 

そして、多くの男性が… 

こんな状況に陥ってしまいます。 

あなたも風俗に何度か行った経験があるならわかると思いますが、 明らかに写真と違 

う女性が出てきたり、事務的な接客態度をされたり… 、不本意な女性に遭遇してしま 

うことがあると思います。 

出会い系サイトでも、課金して使っているのに思ったように出会えずに、気がつけば 

大金を注ぎ込んでしまうケースもあります。 

純粋に満足できるセックスがしたいだけなのに、風俗では嫌な経験をしてお金は減 

り、出会い系サイトではサクラを見抜くことができずに騙され疑心暗鬼になってしま 

うのです。 

ツイッターは完全に無料で使うことができるサイトです。 

2013年のデータでは日本人のツイッター利用者は約2,175万人となっています。 

詳しい男女比はわかりませんが、半分が女性と考えても約1,000万人の女性がツイッ 

ターを利用している計算になるのです。 

これだけの人数の女性が利用しているツイッターなので、セフレ作りに特化した方法 

でツイッターを活用すれば簡単にセフレを作ることが可能です。 

女子大生もいれば、20代のOLもいます。 

30代の美人人妻もいれば、40代の美熟女もツイッターを利用しているのです。 

あなたが童貞だろうが、50代の中高年だろうが関係ありません。 

女性が1,000万人もいるのです。童貞好きのお姉さんもいれば、中高年のおじさまが 

好きな女子大生もいます。 

住んでいる地域も関係ありません。ツイッターの利用者は日本中の至る所にいます。 

私は東京に住んでいますが、大阪や名古屋、九州、東北の女性からもセックスを誘わ 

れています。その中には、わざわざ東京までセックスするために会いにきてくれる女 

性もいます。あなたが田舎に住んでいたとしてもセフレを作ることは可能です。 

お金を一切かけることなく女性から逆ナンでセックスを誘われ、当日は駅前で待ち合 

わせをしてラブホテルに直行して、思う存分に肉体関係を楽しんでください。 

多くの人は、セフレが欲しい！と密かに思いながらも、それを実現することができま 

せん。 

セフレを作ることができない一番の原因が、セフレの正しい作り方を知らない。とい 

うことです。 

あなたがモテないからだとか、年齢とか、住んでいる地域の問題ではなくて、誰も正 

しいセフレの作り方法を教えてくれないから出来ないだけなのです。 

学校の勉強も、社会人になってからの仕事も、車の運転も、必ず誰かが教えてくれま 

すよね？ 

誰かが教えてくれたから私たちは出来るようになったと思いませんか？ 

よく考えてみれば当たり前のことですが、女性関係のことを教わるという習慣がない 

ので、私たちはその当たり前のことに気がつかない傾向があります。 

セフレ作りも正しい方法さえ知ってしまえば、初心者の方でも実践可能です。 

難しいことではありません。 

これは意外と思われるかもしれませんが… 

であることがほとんどだったりします。 

『セフレ』という関係に、あなたがどのようなイメージを持っているかはわかりませ 

んが、ツイッターで知り合う女性は本当に普通の女性です。 

誰とでもすぐにセックスするヤリマンとか、頭の悪い尻軽女などのイメージがあるか 

もしれませんが、そのような女性がセックスを誘ってくるわけではありません。 

何らかの事情でセックス、性生活に満足できていない女性たちです。 

例えば、旦那や彼氏の自分勝手なセックスに嫌気がさし、本当に自分が満足できるセ 

ックスを求めている女性。 

旦那のセックスが淡白すぎて満たされない場合や、旦那がEDでセックスがしたくても 

できない状態の人妻。セックスレスでこのまま女として終わりたくないと真剣に考え 

ている女性。 

30歳を目前にしても処女で悩む美人エリートOLもいました。今まで勉強と仕事しかし 

てこなかったので男性と付き合う機会がなく、年齢的に処女だということに悩み男性 

にも積極的になれない女性でした。 

このようにセックスに対して何らかの悩みや事情を抱えて悩んでいる女性がとても多 

いです。 

だからこそ真剣にセックスのことを考えて、恋愛関係を抜きにしたカラダの関係を持 

てる男性を探しているのです。 

セフレというと世間一般的には、都合良くヤラせてくれるヤリマンを見つけて、都合 

良く呼び出しセックスする。といったイメージがあるかもしれませんが、ツイッター 

に集まってくる女性は、そのような ヤリマンで不健全な女性ではありません。 

性に対して真面目でピュアな女性が多いのが事実なのです。 

しかし… 

があります。これは否定できません。 

私もツイッターで簡単に女性とセックスができると知った当時は、とにかく『数』を 

追い求めてしまった経験があります。 

真面目な女性の気持ちを逆手に取って、都合良く性欲のはけ口のようにマンコを使っ 

たオナニーを繰り返してしまいました。 

私たち男性には、 『経験人数が多い＝偉い』 といった価値観がなぜか知らないうちに 

刷り込まれているように感じます。 

経験人数が多ければ、人間的に優れているわけではないのですが、どうしても無意識 

にそう考えてしまう傾向があります。 

ですので、その判断はあなた自身にお任せします。 

あなたの価値観にお任せします。 

理想的なセックスができるセックスパートナーを数人見つけて、その女性たちと長期 

的な関係を築くのもいいでしょうし、経験人数を追い求めて一度きりの関係を量産す 

るのもいいと思います。 

が、最終的にはお互いが満足するセックスができるセックスパートナーを探して欲し 

いというのが私の考えです。 

綺麗事に聞こえるかもしれませんが、それが一番に精神的にも肉体的にも満足度が長 

期的に得られるはずです。 

『元々、モテるから簡単にセフレが作れるんじゃないですか？』 

と、勘違いをされると困りますので正直に告白します。セフレがたくさんいても、私 

は女性関係が苦手です。 

極度の人見知り、口下手なので、普段の生活で知り合う女性と仲良くなることがほと 

んどありません。 

女性から話しかけてきたとしても、とにかく会話のキャッチボールが苦手というか、 

そもそも女性と会話をすることに興味がないので、会話が続かないのです。 

いい感じの仲に発展してデートを繰り返しても、どのタイミングで手をつなげばいい 

のかや、どうやってホテルに誘えばいいのかがわかりません。 

タイミングを間違えて嫌われたらどうしよう…、という不安や恐怖心があるからだと 

思います。 

だから私は、女性から 『セックスしよ♡』 と積極的に言ってくれたら、スムーズに関 

係が発展するのに！と真剣に考えていました。 

そんな事もあり、私は世の中の男性の誰よりも真剣に… 

私は人一倍、性欲が強いのかもしれません。 

女性と会話をしたり、デートをしたりすることは苦手で、あまり興味がないのです 

が、セックスがしたい！という強い欲がありました。 

恋愛関係を抜きにして、純粋にセックスだけを楽しめる女性がいればいいと真剣に考 

えていました。 

そこで閃いたの『セフレ』です。つまり、セックスフレンドです。 

でも、どうすればそのような関係性になることができるのかがわからなかったので、 

インターネットで検索しました。 

・街に出てナンパをする 

・出会い系サイトなどで引っ掛ける 

検索した結果、この2つがセフレを作るのに有効であることがわかりました。 

でも、私にはナンパをするほどの度胸も話術も、優れた容姿もないので、後者のネッ 

トを使ったセフレ作りを試してみることにしました。 

私はツイッターにエロい女性が大量に登録しているという情報をキャッチしました。 

早速、ツイッターを覗いてみると情報通り、本当にセフレを募集している女性がたく 

さんいるのです。 

ツイッターで『セフレ募集』などのキーワードで検索をすると、このようにセフレを 

募集している女性を大量に見つけることができます。 

入れ喰いの予感がしました。 

女性が自分から『セフレ募集！』と言って、セックスする相手を募集しているので 

す。たくさんの女性と簡単にセックスができると思いました。 

しかし、彼女たちは… 

だったのです。 

同時進行で複数のセフレ募集女性にメッセージを送りまくりアプローチをしました 

が、ほとんど相手にされることはありませんでした。返事すらもらうことができませ 

んでした。 

無視され続けました。 

彼女たちは、そもそも初めからセフレなんて募集していなかったのです。 

『セフレ募集』と書いてエロ写メを晒すことで、それに釣られて男達が反応する様子 

を見て楽しんでいるだけなのです。男の下心をもて遊ぶ単なる暇つぶしのゲームに過 

ぎないのです。 

これはよく考えてみると当たり前のことです。 

なぜ、彼女たちが平気で自分のエロ写メを公開してるかと言ったら、初めから絶対に 

リアルでは会わないと決めているからです。 

もし、本当にツイッターで実際に男性と会い、連絡先を交換してしまった場合、 『お 

前のエロ写メ、職場にバラすからな！』 と、エロ写メをネタに脅される危険性だって 

あるのです。 

このように冷静になって考えてみると、納得がいくと思います。 

でも、たまに返事が来て、メッセージのやり取りが続く事がありました。 

その場合、最終的には 『ここのサイトに登録してるから、こっちでお話しよ♡』 と出 

会い系サイトに誘導されます。 

つまり… 

ということが身をもってよく理解できました。 

ツイッターで『セフレ募集！』と書いている女性は、そもそも完全にリアルで会う気 

がない女性か、出会い系業者のどちらかなのです。 

ツイッターで出会いを模索している男性の多くが『セフレ募集女性』にアプローチを 

します。試行錯誤をして、いろいろなメッセージを送ります。 

でも、上手くいくことはありません。 

なぜなら、先ほどお伝えしたように、そもそも初めから会う気がない女性か、出会い 

系業者を相手にしているからです。 

そして… 

という事も判明しました。 

従来のネットでの出会いのように、 

自分から複数の女性にメッセージを送って、返事が返ってきた女性と何度も 
メッセージのやり取りをして仲良くなり、仲良くなったら誘う。 

このような、ネットで女性と出会うために必要とされている常識的な方法はツイッタ 

ーでは通用しません。（俗に言う、ネットナンパの手法のことです。） 

それどころか、自分からアプローチするネットナンパの方法をツイッターでやってし 

まうと、高確率で女性から嫌悪感を抱かれて嫌われるという結末を迎えます。 

その理由は簡単で、ツイッターは出会い系サイトではないので、見ず知らずの男性か 

ら出会い目的のメッセージが届いてもウザいだけなのです。 

女性はウザい男と会いたいと思うわけがありませんし、ウザい男とセックスしてみた 

いと思うわけがないのです。 

しかし、私はツイッターに可能性を感じていました。 

なぜなら… 

ことを知ってしまったのです。 

もし、あなたが 『女性は男性のようにセックスに積極的ではないし、男みたいに性欲 

がない！』 と考えていたなら、信じられないようなことに聞こえると思います。 

私も初めはそう思っていたので、その気持ちはよく理解できます。 

ですが、私たち男性が考えている以上に世の中の女性たちは、セックスに積極的でセ 

ックスを求めているのです。 

例え、彼氏がいようが、旦那がいようが、処女であろうが、セックスがしたくてした 

くてたまらないのです。 

これは単なる私の妄想ではありませんので、その証拠を今からお見せします。 

以下はQ&Aコミニュティサイト『教えて！goo』に投稿されている悩み相談です。 

（参照元：http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6069023.html） 

まだ21歳の処女の女性であっても、このようにセックスがしたくて、恋人ではな 

く純粋にセックスだけが出来る関係を求めているのです。 

＊ ＊ ＊ 

ー石井の体験談ー 

私は、このように悩んでいる処女の女性が絶対にツイッターをやっているはず 

だ！と確信したので、処女の女性を引き寄せる『欲情ツイート』を連発して、逆 

ナンを誘発させ、複数人の処女貫通のお手伝いをしてきました。 

（参照元：http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4941476.html） 

彼氏がいなくて欲求不満を解消したい。でも、どうやってセフレを見つければい 

いのかわからない。といった悩みです。 

＊ ＊ ＊ 

ー石井の体験談ー 

冒頭でご覧頂いた『証拠DM１』のクンニされたがっていた女性もこのタイプの女 

性です。彼氏と別れて半年以上もセックスをしていなかったため欲求不満に絶え 

られずに逆ナンで私のことを誘ってきました。 

（参照元：http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7141510.html） 

旦那さんとセックスレスだけど、セックス自体はしたい！と考えている人妻さん 

はとても多いです。 

＊ ＊ ＊ 

ー石井の体験談ー 

実際に、このタイプでツイッターを利用している人妻さんは多いです。私は人妻 

さんを敏感に反応させる『欲情ツイート』を連発して、数多くの人妻さんと出会 

ってきました。 

人によっては妊娠しずらい年齢になっているので、激しく中出しを求められたり 

することもあります。 

いかがでしたか？ 

この3つだけではなく、教えて！gooに代表される悩み相談サイトには、このような女 

性からのセックスに関する悩みがたくさん投稿されているのです。 

つまり、私たち男性と同じように、 

このように、女性たちも私たち男性と同じように、セフレの作り方わからずに困って 

いるのです。 

上記の『教えてgoo!』の相談内容を見て、私はセックスをしたがっている女性がツイ 

ッターには大量にいるはずだ！と考えました。 

しかも、ツイッターはFacebookのように本名公開ではなく、完全匿名で利用できるサ 

イトです。先ほどの、教えて！gooもそうですが、匿名で利用できるからこそ、性的 

な悩みをオープンすることができます。 

セックスに興味がない女性と仲良くなり、あの手この手で口説いてセックスに誘導す 

るのではなく… 

お互いがセックスをする相手を求めている状態なので、うまく巡り会うことができれ 

ば簡単にセフレの関係になれると私は確信してきました。 

それと同時に、私が密かに不安に感じていた部分も解消することができました。 

それは… 

これまでの人生で一度もセフレの関係なんて持ったことがない私は性病が一番心配で 

した。 

セフレになるような女性は、誰とでも簡単にセックスをしてしまうヤリマンで、性病 

を持っているのではないか？ 

そんな不安が密かに私にはありました。 

【 セフレ女性 ＝ 不特定多数とセックス ＝ 性病 】 

このように図式が私の頭の中にあったからです。 

でも、これはセフレを一度も作ったことがない私の単なる妄想だということに気がつ 

きました。 

あなたが、ここまで私の話しを聞いてくれているということは、セフレを作ることに 

興味があるはずです。女性側から見ると、あなたは『セフレになるような男性』とい 

うことになります。 

『セフレになるような男性』である、あなたはヤリチンで不特定多数とセックスをし 

ていますか？性病をもっていますか？ 

恐らく、その逆でセックスする相手がいないとか、どうやってセフレを作るんだろ 

う？と考えていると思います。 

実は女性もまったく同じです。 

セフレを欲しがっている女性というのは、ヤリマンで不特定多数とセックスをしてい 

るわけではないのです。 

むしろ、その逆です。 

先ほどの、教えて！gooの相談をもう一度、見てもらえればわかりますが、 『セック 

スする相手がいないからセックスがしたい！セフレが欲しい！』 と考えています。 

セックスがしたくても出来ないから悩んでいるわけで、ヤリマンではないのです。 

世の中にはセックスを真剣に求めていて、真剣に悩んでいる女性が数多く存在する事 

実を知った私は、 

女性と仲良くなるためにメッセージのやり取りを何度もしない。 

メッセージのやり取りはセックスをする日程を決めるだけの内容。 

この2つの条件でセフレができると確信したのです。 

つまり、風俗店の予約のようなものです。 

風俗に行った経験がある方ならわかると思いますが『○月○日の○時から予約できま 

すか？』とお店を予約することがあると思います。 

これと同じ感覚で『○月○日の○時から私とセックスしてもらえませんか？』と女性 

から予約の連絡がくるようになるのではないかと私は考えました。 

私たちが風俗店を予約するときに、まずは店員さんや風俗嬢と仲良くなってから予約 

の連絡をしよう！とかは考えません。なぜなら、目的は店員さんや風俗嬢と仲良くな 

ることではないからです。 

エッチな行為をしてスッキリすることが目的です。 

セフレの関係はこれと同じだと思いました。 

目的はセックスです。女性と仲良くなることではありません。 

それは女性も同じです。 

先ほどの、教えて！gooを見てもらえればわかりますが、 彼女たちは男性と仲良くな 

って恋愛気分を楽しみたいのではなくて、純粋にセックスがしたいのです。 

性欲を発散させたいのです。 

男性器をペロペロと舐め上げて、男性にオマンコをペロペロと舐めてもらって、トロ 

トロにしてもらって、そしてカチカチのオチンチンを激しく出し入れしてもらって気 

持ちよくなりたいのです。 

恋愛関係ではなく、カラダの関係。肉体関係を求めているのです。 

そんな女性たちとツイッターで知り合うには… 

これがセフレ作りでもっとも重要なポイントになります。 

ツイッターでセフレを作るのに重要なポイントはアプローチ方法ではなく、どんな内 

容をツイートするかに全てが掛かっているのです。 

ツイッターでセフレを作ろうとしている男性が上手くいかないのは、自分からアプロ 

ーチをしてしまっているからです。 

ツイッターは自分から女性にアプローチしたら出会えないのです。 

『どんなアプローチをしたらセフレになれるんだろう？』 

この悩み自体がそもそも的外れな悩みで、 

『俺がどんなプロフィールや、投稿をすれば、女性は俺とセックスしたくなるんだろ 

う？俺を性欲処理の都合のいい男として見てくれるんだろう？？』 

と考える必要があるのです。 

その答えが、女性の性欲に火をつけるプロフィールとツイートなのです。 

あなたのプロフィールやツイートを読んだ女性をムラムラさせる必要があります。 

読んでいるうちに、どんどんエロい気分になり、興奮してきて自然とワレメをグチョ 

グチョにさせることがポイントです。 

女性をセックスしたい気分にさせるのです。 

そうすることで… 

あなたも、ネットでエロサイトや風俗店のサイトを見ていたらムラムラしてきて、性 

欲が我慢できなくなり、突発的に風俗に行った経験などがあると思います。 

その原理と同じです。 

あなたのツイートを読んだ女性はムラムラしてしまい、その性欲を我慢できなくな 

り、あなたに『私とセックスしてもらえませんか？』と連絡をしてしまうのです。 

もう一度、冒頭で紹介した証拠DMを見てみてください。女性が性欲を我慢できずに誘 

ってきている様子がよくわかるはずです。 

連絡をもらったら『いつがいいですか？』と女性に聞いて、セックスをする日程を決 

めるだけです。 

たったこれだのメッセージのやり取りで、簡単にセックスすることが可能です。 

メッセージのやり取りを何度もして仲良くなるとか、そんな面倒で非効率なことは一 

切不要です。 

くり返しになりますが、女性はセックスする肉体関係を求めています。 

恋愛関係は求めていません。 

『欲情ツイート』を効率的に活用して、女性の性欲に火をつけることができれば、以 

下のように簡単にセックスする約束を取り付けることが期待できます。 

ご覧いただければわかりますが、信じられないほどシンプルな流れでセックスする約 

束が確定します。 

何度も繰り返しになりますが、女性と仲良くならなくてもセックスする約束ができる 

でしょう。 

つまり、女性は…… 

これが知りたいのです。 

女性は恋人を求めて恋愛を楽しみたいわけではありません。セックスする相手を探し 

ているのです。 

あなたが会話で楽しませてくれるとか、イケメンだとか、そんな事はどうでもいいの 

です。 

女性が知りたがっているのは、あなたが信頼できる人間で、すぐにセックスができ 

て、会える距離に住んでいるのか？それを知りたがっています。 

ですので、仲良くなるためにメッセージのやり取りを何度もするとか、デートに誘う 

とか、食事に行くとか、そんな事はどうでもいいし、彼女たちはそんな事を求めてす 

らいません。 

ツイッターでセフレを量産する上で最も大事なポイントは、女性にどうやってアプロ 

ーチをするかということではありません。 

ツイッターは出会い系サイトではないので、男性から積極的にアプローチをすると高 

確率で嫌悪感を抱かれてしまいます。 

くり返しになりますが、ツイッターでセフレを作るのに大切な事は、プロフィールと 

性欲を刺激する『欲情ツイート』です。 

たったこれだけで、あなたがツイッターで女性からセックスを誘われるようになりま 

す。あとは実践するだけなのです。 

もしかすると… 

という質問があると思いますが、その心配は一切ありません。 

なぜなら、私のツイッターセフレ量産法では… 

私が試行錯誤の上に編み出した『キラーフレーズ・メソッド』と呼んでいるテクニッ 

クを使うと、自分が狙ったタイプの女性からのみ逆ナンされるようになるのです。 

例えば、あなたが女子大生をセフレにしたいなら、女子大生用のキラーフレーズをツ 

イート（つぶやきを投稿）します。 

そうすると自動的に女子大生から 『あなたとセックスしてみたいのですが…』 と誘わ 

れるようになります。 

人妻のセフレが欲しいなら、人妻用のキラーフレーズをツイートするのです。 

処女がいいなら、処女用のキラーフレーズ。 

パイパンがいいならパイパンのキラーフレーズを使用してください。 

外見レベルが高いS級美女をセフレにするなら、美女専用のキラーフレーズをツイー 

トします。 

このように『キラーフレーズ・メソッド』を活用すると、逆ナンしてくる女性をこち 

らで意図的に選別して、狙ったターゲット層の女性からのみ逆ナンされることが可能 

になります。 

そして、覚えておいていただきたい事が1つあります。 

それが… 

ということです。 

私たち男のスケベ心で、セフレを求めて逆ナンしてくる女性は、エロい画像を公開し 

ていたり、『セフレ募集しています♡』とか書いていると無意識に思い込んでいる傾 

向が強いのですが、実際は真逆です。 

逆ナンでセックスを誘ってくる女性は、プロフィール画像もエロくないし、ツイート 

している内容もまったくエロくありません。 

ツイッターでセフレになれる女性は、エロとは無縁の印象を与える普通の女性である 

場合がほとんどです。 

このように実際にツイッターでセフレを量産しまくったからこそわかる、いろいろな 

見分け方やテクニックが無数に存在します。 （ここまでで公開した内容は全体の4% 

ほどにすぎません。） 

ネットで検索しても絶対に出てくることがない、私が編み出したオリジナルのノウハ 

ウです。机上の空論ではなく、実践から生まれたノウハウなのです。 

そのため、あなたが自己流でセフレを作ることは不可能とまでは言いませんが、1日3 

時間以上はツイッターに向き合い、半年以上は試行錯誤しないと無理な状態だと言え 

ます。 

そこで、今回… 

することを決意しました。 

なぜ、いきなりこんな展開になったかと言うと、セフレ作りに興味がある、あなたに 

正しい方法を知ってもらいたいというのが、まずあります。 

自己流でセフレを作るのは不可能に近いので、現実的で理にかなった セフレの作り方 

を知ってもらいたいのです。 

インターネットで『セフレ 作り方』などと検索しても、残念ですが正しい方法は出 

てきません。本当の意味で『セフレ』を理解しているサイトは皆無です。 

検索して出てくるのは出会い系サイトに入会させることを目的としたバックマージン 

狙いのアフィリエイトサイトか、女性に恋愛感情を持たせてセックスするという、こ 

の2パターンなのです。 

出会い系サイトで運良くセックスできたとか、女友達と飲みに行って酔った勢いでセ 

ックスしちゃった…。とか、それは偶然セックスできただけで、女性は定期的に会っ 

てセックスをしたいとは思っていません。 

ですので、まぐれで1回セックスできても、2回目はないのです。 

セフレの関係とは、そのような関係のことではない事を理解してほしいです。 

セフレというのは恋愛感情を抜きに、お互いが初めからセックスをすることを目的と 

して、合意して、定期的に会いセックスをする関係です。 

現状では、どうすれば『セフレ』の関係をゼロから構築できるのかを解説したサイト 

が私の知る限り存在していません。 

ですので… 

しかし、『ツイッターでセフレを量産する教科書』を所持していることがバレてしま 

うのは問題ですので、パソコンやスマートフォン、タブレットから閲覧できるメンバ 

ーサイトを作りました。 

このメンバーサイトでは、ツイッターで女性からセックスを誘われる（逆ナン）ため 

に必要な全ての具体的な手順をステップバイステップで公開しています。 

不特定多数の人間に、このセフレ量産ノウハウが知れ渡ってしまうとライバルが増え 

てしまうので、 メンバーサイトはパスワードを入力しないと閲覧できないように厳重 

に守られています。 

あなたは、メンバーサイトに書かれている通りに行動をするだけでセフレを作ること 

が可能になります。 

ツイッターは全世界で約2億7,100万人（2014年調べ）に愛用されているSNSです 

が、そのツイッターを使いセフレ量産しているのは世界規模で見ても、恐らく私ただ 

一人だけだと思います。 

しかも、自分から一切アプローチすることなく、女性から単刀直入にセックスを誘わ 

れるという、極めて機密性の高いノウハウです。 

メンバーサイトで正しいセフレの作り方を知った人たちが、次々にセフレを作ること 

に成功しているので、その成果をご覧ください。 

その後、LINEで… 

その後、LINEで… 

いかがでしたか？あなたも正しいセフレの作り方を知ることで、上記のメンバーのよ 

うに簡単なメッセージのやり取りのみでセックスする約束が確定してしまうのです。 

難しいことは何もありません。彼らは以下の内容を知ってツイッターで実践しただけ 

です。 

第1章では、なぜ女性から逆ナンでセックスを誘われることが可能になるのか？その 

女性心理のメカニズムを徹底的に解説します。メカニズムが理解できることで、確信 

を持ってスムーズに実践することができるようになります。 

この情報のほんの一部を公開すると… 

60〜70％の男性が無視している致命的な盲点 

あなたも恐らく、この要素を無視する結果になると思います。セフレ化に成功す 

る勝ち組が最も『重要視』し、負け組は『軽視』する社会人として常識的だが盲 

点になっている要素を公開！他の負け組が苦労しているのを尻目にあなただけは 

勝ち組になることができるでしょう… 

恋愛弱者がツイッターでセフレを作るべき理由とは？ 

素人童貞、恋愛経験が少ない…。そうですか、でも安心してください。ツイッタ 

ーでセフレを作るのは小学生レベルの読み書きが出来れば大丈夫です。見た目の 

要素や会話などは一切不要です。２つの玉が空っぽになるまでデイリーSEXライ 

フを満喫してください。 

97％の男性が見落としている秘密のツイッター活用術 

多くの男性は何も考えずに下心むき出しでツイッターを利用しています。あなた 

は残りの３％に入り欲求不満な女性から逆ナンでセックスをおねだりさせること 

が可能です。ペニスを根元まで深く挿入して、恥骨で女の子のクリトリスを刺激 

してあげてください。 

ホテルに誘う勇気がなくても自動的にセックスできるノウハウ 

普通の女性をホテルに誘うには勇気が必要ですが、セックス目的の『逆ナン』の 

場合、そんな心配は無用です。ペニスと膣粘膜がニュルニュル擦れ合う感触を楽 

しみ、汗だくになりながら腰を降り続けてください。 

最短ルートで肉体関係になれるツイッター活用術 

出会い系サイトやネットナンパでは考えられないこの仕組みを打算的に悪用し 

て、都合のいい関係に発展させるステップを公開。あなたにも毎日、違う女のワ 

レメにカチカチの肉棒を出し入れする生活が到来します。 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開... 

第1章で、逆ナンを誘発させることがなぜ実現可能なのかのメカニズムが理解できま 

す。この女性心理を知っただけでツイッターに限らず、あなたが女性と即セックスで 

きる確率は巷のヤリチン野郎を一瞬で追い抜いた状態です。 

この第2章では、あなたが狙うターゲットを明確にします。女子大生がいいのか、OL 

がいいのか、巨乳がいいのか、人妻がいいのか…、どんな女性とセックスがしたいで 

すか？ 

あなたがターゲットにする女性がピンポイントでビクンビクンと反応してしまう『秘 

密のポイント』をネットカンニングをして、こっそりと暴き出します。この『秘密の 

ポイント』を突かれた女性は、性欲を抑えられなくなり、あなたとの激しい性行為を 

想像してしまうのです。 

ツイッターをやればやるだけヤレる法則 

あなたがこれらのテクニックをマスターレベルまで習得すると、たった一回ツイ 

ートしただけで、複数の女性からセックスを誘われる可能です。100文字程度ツ 

イートするだけで自分好みの美女をセックスが可能です。 

女性がセフレ対象の男性に求める『秘密』の要素 

どうすればセフレが出来るかわからない？では、彼女が本能的に欲しているポイ 

ントを暗記してください。ツイート後に彼女たちの反応が激変していることに気 

がつくことになるでしょう… 

恋愛弱者がツイッターでセフレを作りやすい理由 

もしかするとツイッターでセフレを作ることは難しいと感じているかもしれませ 

ん。しかし、出会い系サイトより遥かに難易度が低いのです。実践で裏付けされ 

た明確な理由を公開！ 

欲求不満な女性の心理を悪用する少しだけ恥ずかしい方法 

想像してみてください。ムラムラしてセックスがしたくてたまらない状態の彼女 

たちの事情は複雑です。この心理を利用してセックス目的で『逆ナン』させるこ 

とが可能です。（脅迫ではない紳士的な方法です。） 

女性心理を逆手に取りあなたを『逆ナン』させる卑怯な方法 

彼女たちの弱みを意識してツイートするだけで、あなたのことを理想的な男性と 

勘違いします。この状態になれば都合良く扱うことは容易です。リズミカルに腰 

を振って最高に気持ちいいピストン運動をしてください。 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開... 

実は、あなたが狙うターゲットによってプロフィール内容がまったく変わってきま 

す。女子大生を狙うなら、女子大生用のプロフィール、人妻を狙うなら人妻用のプロ 

フィールにすることが重要なポイントになります。 

第3章では、ターゲットに特化したプロフィールの作成方法を伝授します。この作成 

方法を知ってしまえば、ネット上の出会いに困ることはありません。もちろんツイッ 

ター以外の出会い系サイトでも抜群の効果を発揮する方法です。 

あなたがネット上で一人勝ちするための内容の一部を公開すると… 

プロフィールから即セックスを意識させる第一ステップ 

彼女たちは男性のプロフィールを見て2つのタイプにカテゴライズしていること 

はご存知ですか？ここで『あるカテゴリー』に入ることができると彼女たちは自 

ら進んでセックス目的で『逆ナン』をしてくるようになります。亀頭と膣壁を夢 

中になって擦り合わせ、最高に気持ちいい行為に没頭してください。 

セフレを量産する男性が必ずチェックするべき5大要素とは？ 

あなたはこの5つを疎かにしているかもしれません… この要素を無視すると 

93％の確率でフォロワー女性から絶望的に嫌悪感を持たれる結果になることが 

確認されています。取り返しがつかなくなる前に重要な5つ要素を教えますの 

で、大至急で確認してください。 

あなたへの好感度が最大4倍になる『名前の付け方』の重要な注意点 

もし、あなたがこのポイントを無視しているようであれば、『キモい男だな』と 

嫌悪感を抱いている可能性が高いです。あなたが致命的なミスを犯さないための 

重要な注意点を公開！ 

女性の心を鷲掴みにするプロフィール画像の秘密 

第一印象が勝負の分かれ目です。他の男性が無視している要素をいち早く取り入 

れ、ごく自然に『逆ナン』を誘発させるためのシンプルな方法を公開！ 

あなたの人間性の良さを120％感じさせる自己紹介文テクニック 

メタボでブ男だから自信がない？そうですか。では、このテクニックを使って内 

面の良さをアピールしてください。あなたは女性に好印象を与えて、他の男より 

一歩も二歩も抜出ることが可能になります。 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開... 

女子大生を狙うのと、人妻を狙うのとではツイートするべき内容がまったく違いま 

す。『欲情ツイート』とは単純にエロいことを書けばいいわけではありません。エロ 

いことを書いても女性からは『変態野郎』だと思われるだけなので逆効果です。 

自己流では絶対に思い浮かぶことのない、緻密に計算されつくしたツイート方法をす 

べて公開します。実は『欲情ツイート』以外にも3つの重要なツイート法が存在して 

いるのです… 

99％の男性が知ることのない内容の一部を公開すると… 

セフレ量産を狙う人間が必ずブックマークしておくべきWEBサイトとは？ 

このサイトを7日に一度、30分チェックしておいてください。何も考えずに習慣 

にすれば、セフレが増え続ける事になるでしょう… 

一般大衆とは『真逆』のツイートでセフレを量産するテクニック 

このツイートをし出すと、あなただけは頻繁に逆ナンをされ即セックスを楽しめ 

ます。そして、一般人は今まで通り一向にに出会えない結果になるのです… 

処女から逆ナンされてしまう奇想天外なツイート法 

ウブで清純な処女を自分色に染めてやりたい願望はありますか？…そうですか、 

では処女専用のツイートを定期的にして『処女喪失依頼』をされてください。 

ドタキャンを完全に防止する心理誘導ツイートテクニック 

人間には理性では逆らう事のできない原始的な本能が存在しています。このメカ 

ニズムを活用することで、あなたとセックスすることが道徳的だと錯覚してドタ 

キャンなど考えられなくなり、ペニスを膣に出し入れさせるのが当然の行為だと 

思い込み始めます。 

ツイートだけで女性をコントロールするキラーフレーズ・メソッドとは？ 

人間の深層心理を利用したキラーフレーズを使用することで女性をツイートだけ 

で都合良くコントロールできるようになります。人妻から逆ナンされたい場合、 

女子大生から逆ナンされたい場合など、それぞれに適したフレーズを使用するこ 

とで狙ったターゲットからのみ逆ナンされることが可能になります。 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開... 

第5章では、あなたのセフレ候補女性をどんどん増やす具体的な方法を伝授します。 

全国規模で増やしていくので、あなたがどこに住んでいるかは気にする必要はありま 

せん。私は都内に住んでいますが、茨城や仙台などから片道1時間以上もかけて、わ 

ざわざセックスだけをしにくるセフレが数人います。 

相手が他県に住んでいようがまったく関係ありません。あなたが出向くのではないの 

です。女性から逆ナンをされるわけなので、女性たちがあなたに会いにくるのです。 

セフレ候補の淫乱女性をツイッター上で簡単に探し出す方法 

あなたのセフレ候補の女性は『あるメッセージ』を発しています。このメッセー 

ジを敏感に察知してフォローしてください。自宅から一歩も出ずにバーチャル上 

でセフレを探し出す次世代の方法を公開！ 

あなたにセックスを提供し続ける都合のいい女性フォロワーの探し方 

インターネット上の『あるサイト』の『ある部分』を見ることでセフレ化しやす 

い女性の特徴を知ることができます。多くの人が利用しているサイトですが、こ 

の方法を知らないがためにセフレ化するチャンスを逃しています。あなただけが 

こっそりと使用して、誰もが羨むデイリーSEXライフを実現させてください！ 

プロフィールページで必ずチェックする見逃してはいけない項目とは？ 

女性のアカウントで『ある部分』のチェックを怠ると、依存性の強いストーカー 

寸前女性なのかを判断できます。この特徴のある女性を絶対にフォローしてはい 

けません。あなただけはこの要素に注目して健全なセフレを手に入れてくださ 

い。 

効率的に逆ナンされるためのフォロワー増加7つの要素 

この単純な7つの要素に注意するだけで加速的にフォロワーが増えます。この要 

素を無視してフォローすると78％の確率で女性に嫌悪感を持たれる結果になる 

ことが確認されているので、取り返しがつかなくなる前に重要な7つ要素を教え 

ます。大至急で確認してください。 

最先端のテクノロジーでフォロワーを完全自動で増やし続ける方法 

楽をして完全自動で淫乱女性フォロワーを千人単位で増やしたいのであれば、率 

先してこの手法を取り入れてください。時間と労力を無駄にすることなく楽して 

セフレを大量に確保することが可能です。 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開... 

第4章でマスターした『欲情ツイート』をして、第5章でセフレ候補を増やすと、当然 

のようにセックスの誘いを受けるようになります。ここでの致命的なミスを避ける方 

法を伝授するので、その通りにメッセージのやり取りをして、即セックスの約束を確 

定してください。 

約束が確定すれば、あとは当日にセックスをするだけです。セフレ候補が増えれば増 

えるだけ、逆ナンされるようになりますので、調子に乗ってセックスの約束をしすぎ 

ないように気をつけてください！ 

メール下手が有利になる即セックス確定DM術とは？ 

この単純なDMのパターンさえ知ってしまえば初心者でも即セックスの約束を確 

定させることが可能です。文章で女性を楽しませる必要はありません！彼女たち 

は自然とあなたとセックスする結果になるでしょう… 

DMで自動的に性的テンションを高める方法 

DMで何を話せばいいのか悩む必要はありません。『定番のパターン』を使えば 

いいのです。そのパターンにハマった女性は堰を切ったように興奮してアソコを 

濡らしながら夢中になってあなたと会う日程を決めてようとしていきます。 

女性と仲良くならずにセックスの約束をする単純な3つのステップ 

この単純なスッテプ通りにDMをするだけで、女性はスムーズにあなたとセック 

スする約束をしてしまう結果になります。特別なスキルは一切必要ありません。 

私が愛用している秘密のDMパターンを特別にシェアします！ 

無口なのに話しが合う男と印象づけるDMテクニック 

女性との会話に自信がありますか？…そうですか。ではこの方法を使って素直に 

DMをしてみてください。他の男とは一線を画した好印象を植え付けることが可 

能です。 

即セックスを確定させるための模範解答DM事例 

女性はあなたにDMして、あなたがどんな人物なのかを密かにチェックしている 

のはご存知ですか？『ある解答』をするだけで女性はあなたとの激しいセックス 

を妄想し半身を疼かせ、すぐに挿入できるようにワレメを潤します。 

他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開... 

メンバーサイトで公開しているセフレ量産ステップ1〜6を順調にこなすだけで最小の 

労力でセフレを作ることが可能です。 

しかし、それだけでは足りないと思いましたので… 

ラブホテル代として5,000円プレゼントします！ 

女性から逆ナンをされて頻繁にセックスをするようになると、意外とラブホテル代が 

バカにならないことに気がつきます。 

風俗に通うことや、出会える保証もない出会い系サイトに課金するよりかは格段に安 

上がりなのですが、週に3回も4回もラブホテルを利用するようになると出費がかさん 

でくるのが事実です。 

ですので、私からささやかですが ラブホテル代として現金5,000円をプレゼントする 

ことにしました。 （1人の女性につき一度限り。10人まで。10人とセックスできたら 

現金50,000円がゲットできます。） 

女性と会う約束が確定してセックスしてきたら、私が先ほどからお見せしているよう 

な証拠DMと感想レポートをメンバーサイトからお送りください。 

土日、祝日を除く48時間以内に指定の銀行口座に現金5,000円をお振込いたしますの 

で、お金の心配はせずに思う存分、女性と濃厚なセックスを楽しんできてください！ 

また、希望者には… 

安心してください。あなたは何も心配する必要はありません。 

メンバーサイトで全てを公開しているので手順通りに実践していただければセフレは 

作れます。 

しかし、1人で実践していくことに不安を感じる方もいるのが事実だと思います。 

例えば、 

『俺のプロフィール画像って、これで大丈夫ですか？』 

『逆ナンのメッセージが来たけど、返信内容って本当にこれでいいのかな？』 

『人妻を狙うための自己紹介文ってこれで合ってるかな？』 

など、実践していく上での疑問や不安が出てくることもあります。 

そこで、私がマンツーマンでサポートする『VIPコース』を特別に用意しました。 

このVIPコースは、サポート回数は無制限、サポート期限も無期限で私が直接あなた 

の質問に答えながら、女性から逆ナンされてセックスできるまでサポートいたします 

ので安心です。 

無駄な心配や悩み・不安、必要のない行動を完全に排除して、最短コースでセフレ獲 

得を目指します。 

チャットで私と常に連絡がつく状態になりますので、聞きたいことがあれば何度でも 

質問してください。 

ソープランドでセックスをするには1回2〜3万円も支払って、その場限りの関係です 

が、セフレは定期的に会って何度も何度も『無料』でセックスをする関係です。 

たった1人セフレができるだけで、月に2回、3回、4回と何度も何度もトロトロのオマ 

ンコに出し入れをして気持ちよくなることができるのです。 

セフレとのセックスを金額に換算するのもおかしな話しですが、セフレが1人できる 

だけで数十万円分のセックスをすることが可能です。 

では、この『VIPコース』で私のマンツーマンアドバイスを受けて、数十万円分のセ 

ックスを手に入れている方の生の報告をご覧ください。 

このように私からのアドバイスを受けて、愚直に実践をしていただければ文字通りセ 

フレを『量産』することができるようになるはずです。 

メンバーサイトで公開しているセフレ量産ステップ1〜6を順調にこなし、私からの直 

接アドバイスを受けて、自分では気がつかないミスを修正することで、最小の労力で 

セフレを作ることが可能です。 

セフレを作るために出会い系サイトを利用するよりも… 

ナンパをするよりも… 

婚活・お見合いパーティーに参加するよりも… 

モテるテクニックを学ぶよりも… 

であると確信しています。 

なぜなら… 

従来の出会いでは、まずメールやLINE等でコミニュケーションを取って仲良くなり、 

デートに誘い、いい雰囲気になったらホテルに誘うという、非効率極まりない方法が 

一般的でした。 

セックスができる保証もないのにデート代やカラオケ代を支払い、最終的にセックス 

できずに終わってしまうケースも多いです。セフレ作りが目的なら確実にセックスが 

できなければ意味がないのです。 

しかし、私のツイッターセフレ量産法は女性からセックスを目的に誘われるので、デ 

ートや食事をすることなくセックスをすることが可能です。 

出会い系サイトを利用するにしても、風俗に行くにしても、婚活パーティーに行くに 

しても、数千円から数万円の出費が必要です。 

しかし、ツイッターは完全に無料で使えるサイトなので金銭的なリスクが一切ありま 

せん。 

手っ取り早くセックスをすると考えると『お金で女を買う』という選択肢がありま 

す。しかし、それはセフレの関係とはいえませんし、毎回お金を払わないと関係は持 

続しません。 

私のツイッターセフレ量産法は、女性に1円もお金を支払わない健全な方法なので、 

あなたの出費が増えるということは考えられません。 

風俗や割り切り（援助交際）では、その都度『お金』を支払わないと関係を続けるこ 

とができません。 

また、出会い系サイトなどを使って運良くセックスができたとしても、２回目に続か 

ないケースが非常に多いです。これは相手がセフレを求めていたわけではないく、た 

またま運が良くセックスが出来ただけだからです。偶然なのです。とてもセフレの関 

係とは呼べません。 

私のツイッターセフレ量産法では、女性からセックスを目的で逆ナンされますので、 

初めからお互いがセックスすることを合意の上で会います。お互いにセフレを求めて 

いるからこそ、長期的にセックスをする関係が持続するのです。これは偶然ではな 

く、必然の結果です。 

一般的に、女性とセックスをするためには、まず仲良くなり、デートをしたり、食事 

をしたりしながら関係を深める必要があると信じられています。これは恋愛経験が低 

い方や、コミニュケーションが苦手な方にとってはハードルが高過ぎます。 

その結果、恋愛弱者は、風俗にお金を払うこうとでセックスを手に入れたり、オナニ 

ーで性欲を処理する虚しい人生に陥ってしまうのです。 

しかし、私のツイッターセフレ量産法では、自分から女性にアプローチもしなけれ 

ば、メッセージのやり取りで仲良くなることもせずに、セックスする日程を決めるだ 

けなので、コミニュケーションスキルは一切不要です。 

女性は恋愛関係ではなく、純粋な『肉体関係』だけを求めているので、恋人同志がす 

るようなデートや食事も不要なのです。 

女性とデートができてもセックスに発展しない、どうやってホテルに誘っていいのか 

がわからない。そんな悩みを抱えている男性が多いです。 

安心してください。私のツイッターセフレ量産法では、女性もラブホテルに行く事を 

理解した上で、会う約束をするので、当日は当たり前の流れでラブホテルに向かいま 

す。誘い文句とか考える必要は一切ありません。 

田舎に住んでいると出会えないんじゃないかと、心配してる方がいますが安心してく 

ださい。 

ツイッターの利用者は全国に2,175万人もいるのです。 あなたの住んでいる地域にツ 

イッター利用者が1人もいないなんてことは考えられません。 

恋人探しマッチングサイトの大手である『Yahoo!パートナー』の利用者数は約150万 

人、『マッチドットコム』の利用者数は約200万人なので、 ツイッターは巷の婚活サ 

イト、出会い系サイトよりも10倍以上も出会える可能性が高いのです。 

私は東京に住んでいますが、大阪や名古屋、九州、東北、北海道の女性からもセック 

スを誘われています。 

あなたが田舎に住んでいたとしてもセフレを作ることは可能です。 

年齢の心配をする必要もありません。あなたが20代でも50代でも大丈夫です。 

若い男の子や童貞くんが大好物な淫乱お姉さんもいますし、自分の父親と同じ年代の 

オジさんとエッチしてみたい！と考えている女性もいます。 

あなたの年齢は出会える確率に関係ありませんので安心してください。 

を、あなたに手に入れてもらいと思います。 

メンバーサイトを見ることで女性心理が手に取るように理解できるようになります。 

ネット上で知り合った見知らぬ男性と即セックスをしてしまう女性心理です。 

これからは確実にインターネットの時代です。 

インターネットで女性と知り合い、即セックスができるスキルはこれからの時代、最 

強の武器になることは間違いありません。 

例えば、私の場合は現状で週に2回、月に８回ほどツイッターで知り合った女性と性 

行為を楽しんでいます。 

もしこれが、セフレの作り方を知らない男性で、彼女もいない男性だったらどうでし 

ょうか？ 

同じ結果を手に入れるために月8回セックスするには、ソープランドに行かなくては 

なりません。 

1回2万と計算しても月に16万円の出費です。年間192万円の出費になります。 

これが5年続けば、約1,000万円の出費です。 

あなたがあまり風俗を利用しない方だとしたら、大袈裟な話しに聞こえるかもしれま 

せんが、このようなペースで風俗に通っている方というのは大勢いるのです。 

しかし、セフレを量産する方法さえ知ってしまえば、このように風俗に大金をつぎ込 

む危険性は皆無になります。 

セフレを作り、セックスに困らない生活を手に入れれば毎年192万円も余分にお金が 

余ってしまうのです。 

セフレ作りというのは、金額で換算するとこれだけの莫大なメリットがあります。 

メンバーサイトですが、参加人数が少なければ少ないほど、参加した方はライバルが 

少ない状態で出会える確率が高まり、どんどんセフレを量産してセックスに困らない 

未来を勝ち取ることが可能です。 

ですので、真剣にセフレ作りを学んで自分の人生を変えたい！と真剣な方だけに参加 

して欲しいと私は考えています。 

で、気になるのは参加費だと思います。 

当初は192万円にしようと考えました。 

月に8回、風俗に行った場合の1年間の金額です。 

セフレを2人作れば、週1回ずつで月8回のセックスができるようになりますので、 

192万円でも1年でペイすることが可能な金額です。 

私のノウハウをきちんと実践してくれた方たちは、三ヶ月以内に自分好みの4〜5人の 

女性からセックスを誘われ、セフレの関係になっています。 

例えば、30歳の都内在住の方は2ヶ月で9人から逆ナンされました。風俗は支払った金 

額に対して一度きりの関係ですが、セフレは違います。9人もいたら年間100回以上の 

セックスを目指せます。風俗と違ってお金もかかりません。 

しかしながら、参加費192万円は決して安くはない金額だと思います。 

ただ、あまりに気軽に興味本位で参加できる金額だと、大勢が参加してライバルが増 

えてしまいます。逆に高いと誰も参加できなくなってしまいます。 

その丁度いいバランスをいろいろと悩んで考慮した結果…、 

参加費はセフレ量産コースが39,700円、VIPコースを99,700円とすることにしまし 

た。 

ですが、あなたが本気でセフレを作りたいという強い欲望があるのなら、興味深い提 

案があります。 

もし、あなたが今すぐ24時間以内に参加するのなら… 

セフレ量産コース24,700円（15,000円もお得！！）、VIPコース77,400円 

（22,300円もお得！！）にすることにしました。 

風俗1〜4回分程度の料金で参加できるようにしました。 

恐らく、今後の人生で風俗に行くことがあるはずです。写真とかけ離れたスタイルや 

容姿の地雷嬢が出てきて、数万円を無駄にするくらいなら、風俗を数回我慢してセフ 

レの作り方を学んでみるのも悪くない選択ではないでしょうか？ 

『石井さん、参加費についてはわかりました。 でも、誰ともセックスできなかった 

ら…、と不安です。』 

確かにそうだと思います。不安なお気持ちはよくわかります。 

ですので、メンバーサイトで解説しているノウハウを手順通りにすべて実践してみて 

誰とも出会えなかった場合は、参加費を全額返金いたします。 

365日間、ノウハウ通りに忠実に実践したのに結果が出なかった場合は、365日経過 

後から30日以内にメールにて返金要請してください。7日以内に指定の銀行口座にお 

振込みいたします。(※1) 

では… 

代金決済完了後、infotopユーザーマイページより案内書をダウンロード頂き、 

案内に沿って記載のURLよりメンバー登録をお済ませください。 

メンバー登録が完了すると、あなた専用のメンバーサイトのユーザー名とパスワ 

ードが記載されたメールが届きます。 

メンバーサイトにアクセスしてください。 

メンバーページに記載されている、5つのプロフィール例を参考にしてセフレ量 

産に特化した、女性をムラムラさせる特殊なプロフィールを書きます。100文字 

前後なので5分もあれば余裕で書き終わります。 

メンバーページの例文を参考にして『欲情ツイート』を書きはじめます。これを 

読んだ女性は興奮して本当にオマンコを濡らしてしまい、あなたとセックスした 

い気持ちになってしまうでしょう。 

ツイート数は多ければ多いほど効果を発揮するので、例文を参考にして日常的に 

どんどん増やしていきます。 

ツイートがある程度書けたら、女性フォロワーを増やす作業に入ります。あなた 

のツイート（つぶやき）を読んでくれる女性フォロワーが増えれば増えるほど、 

あなたが欲情ツイートを投稿する度に女性から逆ナンされる状態になることが可 

能です。 

欲情ツイートと同様に、日常的にどんどん増やしていくことが重要なポイントに 

なります。 

あなたの欲情ツイートと女性フォロワーが増え始めると、このように女性から逆 

ナンでセックスを誘われる確率が高まります。（この事例は、クンニされたい女 

性からの逆ナンを誘発させた時のものです。） 

『証拠DM1』で紹介したように、その日の朝に誘われて夕方からセックスとい 

うスピーディーな展開もあります。 

※スタートからどれくらいの期間で誘われるかは、あなたのツイートの質や数、女性フォロワー数に左右されま 

す。私がツイッターを始めたときは試行錯誤の連続でしたので14日ほどかかりました。1日にツイッターが出来 

る時間は人それぞれ違ってきますので、1日10分しかできない人と、3時間できる人とでは、当然ですが逆ナンさ 

れるまでのスピードも違ってきます。 

当日は駅前で待ち合わせてからラブホテルに直行します。これは恋愛関係ではな 

くて、最初からセックスが目的の人間関係なので、ホテルに行く前に女性と一緒 

に食事などをする必要はありません。 

ラブホテルに直行して、純粋にセックスだけを楽しんでください！女性もそれを 

望んでいます。 

あなたに正しいセフレの作り方を知ってもらい、セフレを量産してセックスに困らな 

い人生を体験して欲しいと願う気持ちもあります。 

しかし、この方法が一定数以上の人間に知れ渡ってしまうと、ライバルが増え過ぎで 

出会えなくなってしまう可能性があります。 

例えば、駅前にコンビニが1件しかない時は、そのコンビニにお客さんが集中します 

が、その周辺に2件、3件と増えて行けば、お客さんは分散してしまい、最初からある 

コンビニに来るお客さんの数は減ってしまいます。 

ツイッター内でもこれと同じ現象が起きてしまうのです。 

多くの人がこのセフレ量産法を実践してしまうと、いろいろな男性の元へと女性が分 

散してしまい、出会える数が減ってしまいます。 

ですので、メンバーサイトに参加できる人数は制限させていただく予定です。具体的 

な人数は決まっていませんが、参加メンバーの活動状況を見ながら判断するので、場 

合によっては参加募集を突然打ち切る場合も考えられます。 

それが明日になるか、一ヶ月後になるかはわかりません。 

確実に言えることは、今この場で参加申込みをすれば100％メンバーになれるという 

ことです。 

これは綺麗事に聞こえるかもしれませんが… 

先ほど、教えて！gooの悩み相談を見てもらいましたが、行き場の無い性欲をどうし 

ていいものか、真剣に悩んでいる女性が多いのです。 

ヤリマン女性のようにチャラチャラしてノリでセックスしてしまうのではなく、真面 

目にセックスがしたくて悩んでいる女性が多いのです。 

現代は、女性も男性と同じように社会に出て、男性と平等に仕事をすることが求めら 

れてきている社会です。女性の『男性化』が始まっています。 

そんな女性たちが唯一『オンナ』に戻れるのがセックスです。 

男性に抱かれることで『オンナ』であることを実感できるのです。 

お互いに生まれたままの姿になり、ギュッと強く抱きしめ合い、異性の温もりを感 

じ、お互いの性器をペロペロ舐め合い、男性器と女性器を合体させて1つになってく 

ださい。 

お互いの性器を擦り合わせて快感を得てください。 

あなたは相手の女性的な柔らかさを感じ、女性はあなたの男性的な硬さを感じること 

で、自分の『性』を強く実感することができるのです。 

ただの性欲発散なら風俗でいいと思います。 

ツイッターで知り合った女性とのセックスはこのように、本当に精神的にも肉体的に 

も満足できるものしていく必要があると個人的には思います。 

ぜひ、理想的なセックスができる女性をセフレにして、常にセックスが出来る人生を 

手に入れてください。 

では、参加希望の場合は以下より手続きをお願いします。 

初回アクセス24時間限定の割引価格は、 

23 49 26 あと 時間 分 秒 で終了します。 

メンバーサイト（ノウハウ解説 101ページ・参加者の事例 538ページ） 
代金決済完了後、infotopユーザーマイページより案内書をダウンロード頂き、 

案内に沿って記載のURLよりメンバー登録をお済ませください。 
メンバー登録後、メンバーサイトのログイン情報が発行されます。 

カード決済・銀行振込・コンビニ決済・ちょコムeマネー・BitCashがご利用いただけます。 

クレジットカードの請求名に商品名が記載されることはありません。 

個人情報の保護もされていますのでご安心ください。 
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■LINEナンパ師 のび太 氏のプロフィール 

LINEを舞台に活躍するナンパ師。最近はビジネスマン向けにレクチャーも行 

う。その実力が認められ、週間SPA!に3度に渡り特集される、LINEで女性を落 

とすスペシャリスト。 

LINEナンパ師のび太です。 

僕は、あらゆるネットの出会いを研究し、 ネットで出会って即日セックスするこ 

とにかけては、プロ中のプロだと自負してきましたが、このツイッターで出会う 

方法には驚きました。 

まず、僕が普段行っていることは、 

・LINEやFACEBOOKのアプリで出会う 

↓ 

・やり取りをする 

↓ 

・電話をしてセクロスを確定させる 

↓ 

・会ってホテルでヤる 

というステップを基本は踏んでいくわけですが、やはり、トークスキルや電話で 

のスキルなど、マスターしなければならない項目はそれなりに必要になります。 

しかし、このツイッターで出会う方法は、遥かに楽な作業でセックスをする事が 

出来るので驚きでした。 

・ある法則に従いツイッターアカウントを作る 

↓ 

・欲情ツイートを投稿する 

↓ 

・美女から逆ナンされセックス達成！ 

シンプルにこれだけです。 

話す必要も無ければ、トークスキルも不要。 

単純に女性の性の悩みをリサーチし、その悩みを解決することで、向こうからイ 

ヤラシイ変態プレイを懇願してくるという、まさに、逆転の発想だと思いまし 

た。 

僕のやり方は、あくまで男性の欲望を解決するためのノウハウであり、攻めのや 

り方です。 

しかし、このノウハウは女性の性欲にフォーカスを当てており、完全に受身のノ 

ウハウですので、こちらから行動を起こす必要も無く、勝手に淫乱な美女から逆 

ナンされるというトンデモなノウハウでございました！ 

ツイートを自動化すれば、日替わりで美女とセックスできますねww 

これは、やばすぎワロタ状態ですww 

今年は、このツイッターノウハウで、僕も密かに出会いまくろうと思っておりま 

すww 

自分のトークスキルに自身が無い方や、あらゆる恋愛ノウハウ（僕のノウハウも 

含めw）を実践しても結果が出ていない方は、彼のノウハウを実践すれば、楽に 

セックスが量産できるようになると思います。 

これで、セックスできない訳がありませんw 

Q.申し込みボタンを押しても反応せず申し込みが完了できません。 

スマホのメールアプリ上で閲覧している場合、申し込みボタンが反応しないこと 

があります。SafariやChromeなどのWebブラウザーからご覧ください。 

Q.童貞でもセフレを作ることはできますか？ 

はい。童貞の方でもセフレは作れるでしょう。すでに参加しているメンバーの方 

には、ツイッターで童貞を卒業した人が大勢います。 

Q.私は50代なのですが中高年でも出会えますか？ 

はい、大丈夫ですので安心してください。すでに参加メンバーの方には53歳で 

女子大生など20歳前後の女の子38人と会っている方もいます。『中高年が好き 

な女子大生』を狙えばいいだけですので簡単です。年齢がハンデではなくメリッ 

トになります。 

Q.地方に住んでいても出会えますか？ 

はい、地方に住んでいても出会えます。私は都内在住ですが、地方からわざわざ 

会いにきてくれるセフレが数人います。自分が住んでいる地域まで女性に来ても 

らう、ということもできるので、住んでいる地域は気にしないで大丈夫です。 

Q.顔に自信がありませんイケメンじゃないとダメですか？ 

顔の善し悪しに関係なくセックスできます。先ほどお見せした『証拠DM4』や 

『メンバーの成果1〜3』をもう一度ご覧になってみてください。写メを交換し 

なくてもセックスの約束が確定する様子がハッキリとわかります。 

Q.どれくらいの期間で逆ナンされるようになりますか？ 

私がツイッターを始めたときは、やり方がわからずに試行錯誤しながらでしたの 

で逆ナンされるまでに14日ほどかかりました。しかし、メンバーに参加された 

方は、試行錯誤することなく『答え』をすぐに知ることができますので、私と同 

じペースでツイッターをやれば早く結果が出るはずです。 

もちろん、1日にツイッターが出来る時間は人それぞれ違ってきますので、1日 

10分しかできない人と、3時間できる人とでは、当然ですが逆ナンされるまでの 

スピードも違ってきます。 

また、当商品は教材となっていますので、教材の内容を理解せずに実践していた 

り、理解していると勘違いをして間違ったことを実践している場合は、どんなに 

期間が経っても出会えません。 

Q.他の参加者に差を付けるような特別なオプションプランのような物はありま 

すか？ 

この教材で解説している内容だけで出会えるようになりますが、さらに出会いを 

加速させたい方、ノウハウを極めたい方のためにツイート集や高度なテクニック 

を解説したオプション教材も多数ご用意しています。 

Q.サポートはついていますか？ 

サポートはVIPコースに参加された方が対象となります。 

Q.セフレ量産コースとVIPコースの違いを教えてください。 

サポートの有無です。スタンダードコースにはサポートはついておりません。 

VIPコースにはサポートがついていますので、教材をみてわからない部分の質問 

やプロフィールやツイート内容の添削などを受けることが可能です。教材を見な 

がら一人で実践するのに不安を感じる方はVIPコースがおすすめです。 

Q.セフレ量産コースを購入後、VIPコースに変更はできますか？ 

追加料金で変更という制度はございませんので、もう一度新たにVIPコースにお 

申し込みください。 

Q.セフレが出来なかったら本当に返金してくれますか？ 

365日間、メンバーサイトで解説している通りに実践しても、1人とも出会えな 

かった場合は全額返金いたします。しかしながら、メンバーサイト通りに実践し 

てもセフレが出来ないということは、過去のメンバーの実績を見ても、まず考え 

られないと思います。詳しい返金条件につきましては特定商取引に基づく表示を 

ご確認ください。 

Q.トラブルに巻き込まれたりしませんか？ 

私も最初はこれが一番に心配でした。セックスしてホテルを出たら、怖い人が出 

てきて脅されたらどうしよう…、と勝手に想像していましたが、まったく心配あ 

りません。私は数々の女性と会ってきましたが、一度も怖い経験をしたことがあ 

りませんし。性病にもなっていません。 

Q.自宅に何か届いたり、カード明細から参加したことがバレたりしません 

か？ 

自宅に郵送物が届くことは一切ございません。クレジットカードの請求名に商品 

名が記載されることもございませんので、メンバーに参加されたことがご家族に 

バレてしまう事は絶対にありません。 

Q.申し込みの際に住所の入力が必須になっているのはどうしてですか？ 

決済システムの仕組み上、住所の入力項目を削除することができません。自宅に 

郵送物が届くことはありませんので住所の入力に抵抗を感じる場合は架空の住所 

をご入力ください。 

初回アクセス24時間限定の割引価格は、 

23 49 26 あと 時間 分 秒 で終了します。 

メンバーサイト（ノウハウ解説 101ページ・参加者の事例 538ページ） 
代金決済完了後、infotopユーザーマイページより案内書をダウンロード頂き、 

案内に沿って記載のURLよりメンバー登録をお済ませください。 
メンバー登録後、メンバーサイトのログイン情報が発行されます。 

カード決済・銀行振込・コンビニ決済・ちょコムeマネー・BitCashがご利用いただけます。 

クレジットカードの請求名に商品名が記載されることはありません。 

個人情報の保護もされていますのでご安心ください。 

参加メンバーの方たちが本当にセフレを作ることに成功しているのか？一番気になる 

部分ではないでしょうか。つまり、すでに参加メンバーがセフレ作りに成功している 

ということは、あなたもセフレが作れるという事を証明しているとも言えます。 

冒頭でもご覧いただきましたが、簡単にセックスの約束が可能です。 

その後、LINEで… 
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カード決済・銀行振込・コンビニ決済・ちょコムeマネー・BitCashがご利用いただけます。 

クレジットカードの請求名に商品名が記載されることはありません。 

個人情報の保護もされていますのでご安心ください。 
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その後、LINEで… 

このように参加メンバーの方たちから続々と成果報告が届いています。 

すべてを掲載してもいいのですが、ページがあまりにも縦に長くなってしまうので、 

この辺りでやめておきます。 

どの事例もそうだと思いますが、会話の流れはワンパターンです。 

メンバーサイトでは詳しいコツや注意ポイントを解説していますが、『即セックスに 

結びつく流れ』というのが存在しているので、その流れに乗れば簡単にセックスの約 

束が期待できます。 
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カード決済・銀行振込・コンビニ決済・ちょコムeマネー・BitCashがご利用いただけます。 
クレジットカードの請求名に商品名が記載されることはありません。 

個人情報の保護もされていますのでご安心ください。 

初回アクセス24時間限定の割引価格は、 

23 49 26 あと 時間 分 秒 で終了します。 

メンバーサイト（ノウハウ解説 101ページ・参加者の事例 538ページ） 
代金決済完了後、infotopユーザーマイページより案内書をダウンロード頂き、 

案内に沿って記載のURLよりメンバー登録をお済ませください。 
メンバー登録後、メンバーサイトのログイン情報が発行されます。 

カード決済・銀行振込・コンビニ決済・ちょコムeマネー・BitCashがご利用いただけます。 
クレジットカードの請求名に商品名が記載されることはありません。 

個人情報の保護もされていますのでご安心ください。 

追伸1： 

最後に重要な要点をまとめます。 

ツイッターは無料のサイトなので金銭的なリスクはありません。セフレ作りに特化し 

た特殊なプロフィールを作り、女性を欲情させるツイートをして、セフレ候補の女性 

フォロワーを増やす。 

たったこれだけで逆ナンされてセフレを量産することができるようになります。 

出会い系サイトではないので自分から女性にアプローチをする必要もありません。 

自分からアプローチすると女性から嫌悪感を抱かれてしまう理由は、このレポートで 

説明しているので、すでに知っていると思います。 

追伸2： 

参加手続きが完了しましたら、案内のPDFをダウンロードして手順に沿ってメンバー 

登録をお済ませください。 

あなた専用のログイン情報が発行されますので、メンバーサイトにログインして実勢 

を開始しましょう！ 

追伸3： 

何度もくり返しになりますが、このセフレ量産法は多くの男性に知られるとライバル 

が増えて、私自身を含め、参加メンバー全員が出会いにくい状況になってしまう可能 

性があるため、すぐにでも募集を停止する可能性があります。 

セフレを作り、セックスに困らない人生を手に入れたい方は、今すぐに申し込みをす 

ることを強くおすすめいたします。募集停止になってから『あの時、参加しておくべ 

きだった…』と後悔のない決断をしてください。 

初回アクセス24時間限定の割引価格は、 

23 49 26 あと 時間 分 秒 で終了します。 

メンバーサイト（ノウハウ解説 101ページ・参加者の事例 538ページ） 
代金決済完了後、infotopユーザーマイページより案内書をダウンロード頂き、 

案内に沿って記載のURLよりメンバー登録をお済ませください。 
メンバー登録後、メンバーサイトのログイン情報が発行されます。 

カード決済・銀行振込・コンビニ決済・ちょコムeマネー・BitCashがご利用いただけます。 

クレジットカードの請求名に商品名が記載されることはありません。 

個人情報の保護もされていますのでご安心ください。 

(※1)詳しい返金条件につきましては特定商取引に基づく表示をご確認ください。 

特定商取引に基づく表示 プライバシーポリシー 
Copyright (C) 2021 ツイッターでセフレを量産する教科書 All Rights Reserved. 
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