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【推奨環境】 

このレポート上に書かれているURL はクリックできます。 

できない場合は最新のAdobeReader をダウンロードし 

てください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

著作権について 

本書は著作権法で 

保護されている著作物にあたります。本冊子の取扱に 

ついては以下の点にご注意下さい。 

本冊子の著作権は発行者である蓮獅子(れんじし)に属しま 

す。発行者の事前許可なく本冊子の一部、または全てを 

印刷物、電子ファイル、テープレコーダ、ビデオ、 

ＣＤ、ＤＶＤ、ＷＥＢサイトのあらゆるデータ蓄積 

手段により、複製、流用、転載、転売（オークショ 

ンを含む）などすることを禁止いたします。 

このような行為が発覚した場合は法的手段を取らざるを得 

ませんのでご了承下さい。 
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■年の差恋愛の本質 

 

ここで言う年の差恋愛とは、１歳や２歳の年の差ではありません。 

いわゆる１０歳、２０歳というひとまわりくらい年の離れた恋愛のことを指

します。 

 

いきなりですが、あなたに質問です。 

 

あなたは年の差恋愛はハードルが高いと思いますか？ 

３０を過ぎたいいおっさんが、ハタチそこそこの若い女と 

付き合えるなんて無理に決まってるとお思いですか？ 

 

 

 

もしあなたが本気で無理だと思っているのなら 

このレポートは読む必要がありません。 

直ちに、ゴミ箱へ捨ててください。 
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あ、まだ読んでくれるのですね＾＾ 

 

では話を続けます。 

年の差恋愛というと、一見難しそうに感じますが、 

実を言うと、年の差があればあるほど、恋愛は簡単になってゆくのです。 

 

どういうことかというと・・・ 

ちょと下のグラフを見てください。 
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女性の結婚時の年齢差を表したグラフです。 

グラフを見ると 

女性の場合、年齢と共に夫との年齢差が少なくなって行きます。 

 

 

若いときは年上の男性を好み、年を取ると年上も、年下も関係なくなって 

くるということです。 

 

男の側から見ると、若い女性ほど年上の男を求めていると感じられる結

果になっています。  
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また逆の場合は 

 

 

 

男性でも、年齢の増加と共に女性との年齢差が拡大していることがわか

ります。 

男は、結婚が遅いほど相手の年齢に こだわり、年下を求める傾向が 

 強くなっていると言えます。  

 

このことから考えると、年の差恋愛というのは 

ごくごく当たり前のことだということがお分かりいただけたでしょうか。 
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もちろん、これは結婚時のデータですので、女性が男性に経済力を求め

ているからこその結果です。 

 

「じゃあ恋愛ではどうなんだ？」 

「自慢じゃないが、俺はそんなに経済力はないぞ！」 

という方、安心してください。 

 

男性にいきなり経済力だけを求めてくる女性は基本的にある程度の年齢

がいっているか、お見合いなどで出会った女性に限ります。 

 

もちろん中には常に経済力で男を判断する女性もいるでしょうが、 

そんな女はほんの一握りですし、万が一そんな女性と付き合っても 

面白くありません。 

 

ここでお話しするのは年下女が年上男性に、本能的に求めてくるものを

与えて、虜にする方法です。 
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付き合う段階で経済力なんてものはこれっぽちも必要ないのです。 

あ、もちろん普通の経済力はあったほうがいいですよ。 

全くないのは論外です。 

 

 

 

■年上の男性を求める女の子の特徴 

 

では年上の男性を求める女の子とはどんな女の子なのでしょうか？ 

ここで年上の男性が好きな理由を集めてみました。 

 

・経験豊富で楽しいし、少し位の下ネタなら大丈夫 

・寒い話しも、上手くかわす、余裕のある雰囲気？が魅力的 

・一緒にいて無理しなくていい雰囲気がめっちゃいい 

・安心して頼れる甘えられる感じがする 

・頼りがいあるし包容力ありそうなのが惹かれる理由 

・小さいときから兄の友達とかと遊んでたから 

・大人の色気が好き 
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・年上の兄弟がいたので 

・年上と多く絡む環境になってから 

 

さて、これらの理由から年上好きの女の子が求めているものが浮かび上

がります。 

 

 

それはなんでしょうか？ 

 

答えは「安心感」です。 

 

年上好きな女の子は基本寂しがり屋でファザコンです。 

 

そして、男は常に子供でありたいと思う生き物ですが、女性は常に大人

でありたいと思う生き物なのです。 

 

 

これは女性が決して歳をとりたいと思っているわけではなく、若いままで
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いたいけど、気持ちは少しでも大人になりたいと心の奥底で思っていると

いうことです。 

 

つまり女性は常に大人な自分をイメージしているということになります。 

 

よくイメージは現実化すると言われますが、これこそが、世間で言われる

女性の方が精神年齢が高いということなのです。 

 

要するに男性よりも、女性は背伸びをしたがるということです。 

 

男が常に子供でありたいと思っているのに対して、 

女性は常に大人になりたいと思っている。 

 

要するに女性はいつでもあなたの意識に近づきたいと思っているので

す。 

 

こう考えれば、年の差を埋めることなんて、あなた自身が若いという気持

ちを保つだけで自然に出来てしまうのです。 
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実は、年の差恋愛はあなたが思っている以上にたやすいことなのです。 

 

 

 

 

■年上好きな女を見分ける方法 

 

さて、ここでは少しでもあなたが年下女をゲットする確率を上げ 

るために、年上好きな女を見分ける方法をお話します。 

 

年上好きな女の特徴（外的要因） 

 

・年上の兄弟がいる 

・年上と多く絡む環境で生活している 

 

年上好きな女の特徴（内的要因） 
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・味にうるさい 

・やたら大人びた発言をする 

・寂しがりやである 

・気が強い 

 

 

味にうるさいというのは、どこか、食事行くのにも店の雰囲気よ 

りも味を重視するということです。要するに雰囲気のいいオシャレなダイ

ニングバーより、カウンターだけの居酒屋など、そういうところを好む女性

というのは、常に自分は大人なんだという意識が強いということです。 

だから、そういうところへ連れて行って喜ぶような女の子は 

間違いなく年上好きということになります。 

 

 

やたら大人びた発言をする女性というのは、常に自分が大人 

でありたいという願望が人一倍強く、大人への憧れが同年代の 

女性より強いということになります。 
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例えばおやじギャグを連発する女の子とか、日本酒についてウ 

ンチクを語りだす女の子などは年上好きということになります。 

 

 

寂しがりやの女性は、基本的にファザコンです。 

誰かに甘えたいという願望が人一倍強く、特にすぐお願いをしてくるよう

な女性は、年上好きな可能性が高いです。 

 

気が強い女性というのは少し意外かもしれませんが、年上好き 

である可能性が高いです。 

なぜなら気が強い女性というのは、普段からリーダーシップを 

取りたがります。いつもいつも自分が周りから頼られる存在で 

あるため、気を抜くヒマがありません。 

 

そこでずっと年上で甘えられる存在が必要になってきます。 

 

普段、強いと思われている分、「いつも頑張ってるよね」とか、 

「もっと甘えてもいいんだよ」という言葉をかけてあげるだけでも 
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かなりの落せる確率があがります。 

 

 

 

■ステージを降りる 

 

ステージを降りるとはいったいどういうことかというと、あなたが今いるス

テージから彼女がいるステージまで降りていくということです。 

 

人間はそれぞれのマインドステージというものを持っています。 

 

もっと簡単に言えばレベルと言ってもいいかもしれません。 

 

これは決して人間としてのレベルが高いとか低いとかということではあり

ません。今まで生きてきたその時々の人間的レベルです。 

（以後ステージと記述します） 
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例えばあなたが子供の時のステージ、そして学生時代のステージ、 

社会人になってからのステージ、親になってからのステージ、還暦を越え

てからのステージ 

 

細かく分ければもっとステージはあります。 

 

社会人を例にとると、 

 

①新入社員時代のステージ 

②２年目で先輩になった時のステージ 

③ある程度仕事で結果を出し始めた時のステージ 

④役職に初めて就いた時のステージ 

⑤管理職のステージ 

 

 

簡単に書いてもこれだけあります。 
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あなたも今まで経験してきたと思いますのでそれぞれのステージの時の

ことを一度考えていただきたいのですが、あなた自身が①のステージの

時と、④のステージの時の人間的魅力や、考え方、立ち振る舞いは同じ

でしたか？ 

 

おそらく１００％の人が違うと答えるでしょう。 

ここで言うステージとはそういうことです。 

 

あなたの狙っている女性が新入社員だとしたら彼女のステージまで 

降りていってあげるということです。 

 

 

決して自分のステージに彼女を上げようとしないで下さい。 

 

あなたがあなたのステージに彼女を上げようとしなくても彼女は勝手にあ

なたのステージまで上がってくるのです。 

 

女性は常に大人でありたいと思う生き物だと言いましたが、 
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女性とはそういう生き物だからです。 

 

 

 

 

■歳の差を埋める錯覚 

 

年の差を埋める錯覚というのは、ようするに 

 

あなたが子供のように彼女に映る。 

彼女が大人になったように彼女自身が感じる。 

 

このように彼女の中で年の差が埋まったときのことを言います。 

これを戦略的に行うのが年の差を埋める錯覚です。 

これは、先でもお話しましたが、相手のステージまで降りていく 

ということ、そして母性本能をくすぐるということです。 
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大人だと思っていたのに、「そんな少年ぽいところがあったなん 

て・・・」と思わせることが重要になってきます。 

 

これはギャップを利用した方法ですが、普通の恋愛や初期の段階では 

「ギャップ」と言えば負の感情からプラスの感情が効果的ですが、年下が

相手である程度仲良くなった時点での場合は「大人だと思っていたけど

意外と・・・」と思わせる特殊なギャップを用います。 

 

しかもこの特殊なギャップは「大人だと思っていたけど意外と・・・」と母性

本能をくすぐるだけでなく、「子供の一面を見せたかと思ったら、急に大人

の雰囲気に・・・」という大人になりたい女性の本能もくすぐることができま

す。 

 

普通の恋愛の「負の感情からプラスの感情」のように一方通行だけでなく、

大人から子供、子供から大人と、どちらにも移動することが出来るという

ことです。 
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負の感情からプラスの感情へのギャップは１回きりしか使えませんが、 

このギャップはどんなときでも、何回でも使うことが可能です。 

 

それによって女性の感情を揺らし続けることが出来るのです。 

 

 

 

 

■最後に 

ぶっちゃけ、年下の女の子があなたを恋愛対象と見る前に 

年上の男って、 

説教くさいんじゃないだろうか？ 

同年代の男にやきもちを焼くんじゃないだろうか？ 

そもそもこんな年上と付き合って面白いんだろうか？ 

束縛されるんじゃないだろうか？ 

このように思うのが自然です。 

最初はネガティブなイメージで見られるのが自然だと思ってくだ 

さい。 
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しかし、あなたにはこのレポートを読んでステージを降りるということを理

解してもらいました。 

 

それは決して単なる上から目線でなく、同じ目線で考えるということです。 

 

 

よく芸能界などで、年の差カップルが注目されますが、そのカップルをよ

ーく観察してみてください。 

 

あるひとつの共通点が見えると思います。 

 

分かりましたか？ 

 

それは・・・ 

男性が必ずと言っていいほど、実年齢より若く見えるということです。 

よく男は女より精神年齢が３歳若いと言われますが、その通りです。 

男性が思っているよりも女性は年齢差を感じないものなんです。 
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ただ、世間体や周りの意見を気にしているだけでなのです。 

 

ですので、年が離れているから・・・と思って諦めていたらもった 

いないです。 

 

あなた自身がいつまでも若くいられるために、年の離れた女の子と付き

合うことにチャレンジしてみてください。 

■年の差恋愛攻略バイブル 

http://sfmakes.com/s/toshinosabible.html 

（たろすけ特典付きリンク） 

そうすることで、その先には、今のあなたでは想像もつかない究極恋愛 

が待っているかもしれません。 

あなたの勇気あるチャレンジをお待ちしています。 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

 

 

 

info@renjishi.biz 
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年の差恋愛攻略バイブル～年の離れた女の子を虜にして彼女にする方法～ 

（たろすけ特典付きリンク） 

  

当サイトからご購入されますと、 

たろすけオリジナル特典が全部自動でプレゼントされます。 

詳しいダウンロード方法や、特典の内容はコチラをご覧ください。 

  

  

⇒  たろすけ特典一覧・受け取り方法 
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