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はじめに 

今回は、LINE 復縁術①ということで、LINE でのアプローチ方法に絞ったノ

ウハウをお伝えしたいと思います。LINE でのやりとりはメールでのやり取り

と似ている部分も多いですが、全く同じではありません。 

 

また、メールではなく、相手とのやり取りを過去 LINE でしかしていなかった

という人も結構多いと思います。そこで、LINE に特化したアプローチ方法

について本書で説明していきたいと思います。 

 

しかし、その前に LINE でもっとも陥りやすいワナについて説明したいと思

います。LINE でやり取りを進めていくと、気がついたら相手のペースに乗

せられてしまったり、ついつい楽しくて、雑談で盛り上がってしまう。 

 

結果として、「アプローチしているつもりだったのが、気が付いたら、別の流

れになってしまっていた」ということが、大変多いです。 

 

ですが、このように返事が来ている場合はまだ良いです。 
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ですが、もっと多いのが、連絡を入れたい。でも、 

「アプローチをしようとしているのか、それとも、印象を高めるのが良いのか

そもそもよくわからない。」 

「事務的な連絡だけじゃ、もったいないから、雑談を盛り込んでみよう。」 

「とりあえず、思いついたことを送ってみよう。」 

 

勇気を出して送信しても既読スルーになってしまった。待てども待てども返

事が来ない。さらなる恐怖が襲いかかってしまう。返事が来ないどうしよう

… 

 

こうして、どんどん LINE でのやり取りが怖くなってしまうのです。 

今回、こうした LINE でのやり取りによって恐怖を感じなくする方法。 

どういうタイミングならば、アプローチをしていけばいいかについて説明し

たいと思います。是非、本書を活用して、アプローチを成功させ、復縁に

つなげていきましょう。 

※ 無料メールセミナー登録受付中 未公開コンテンツも多数！ ※ 

https://fukuendaigaku.com/mailseminar/ 
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第１章：LINE の基礎知識 
 

LINE でのアプローチの基本を見て行きたいと思います。 

「LINE もメールも同じなんだから、全然気にしないでいい」ということは 

ありません。やはり、LINE で失敗しないための基礎が大切です。 

見て行きましょう。 

 

１：LINE での 2 つの心がけ 

LINE での心がけは２つです。 

 

それは、 

・無難であること 

・地雷を踏まないこと 

です。 

 

ＬＩＮＥではグイグイアプローチをしたり、積極的にＬＩＮＥをするよりも無難

に進めていったほうが良いです。 

 

例えば、相手にＬＩＮＥを送って１日待って返信がなかったとします。 
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あなたは、気になると思います。 

 

でも、そこで追いかけＬＩＮＥはしないで待ってください。 

１週間待って、返信がなかった。 

 

そこで初めて２通目のＬＩＮＥを送るというように考えてください。 

ＬＩＮＥでがつがついくとマイナス印象に繋がりやすいのです。 

 

ＬＩＮＥは我慢との戦いです。少しでもリスクのありそうなＬＩＮＥは送らない

でください。 

 

※ 地雷となる LINE 文例は、５：送らない方が良い LINE で確認して下さ

い。 

 

ＬＩＮＥでの目的は好きにさせることではありません。そうではなく、相手と

の感性にズレがないことや、少しの興味を持ってもらい、そこから、ちょっと

会ってみたいというような気持ちにさせるために活用することです。 
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これがＬＩＮＥでの心がけになります。 

 

２：LINE での文章量と絵文字の量、スタンプの量 

 

ＬＩＮＥでの文章ボリュームは相手よりも少し短めが良いです。 

例えば、相手のＬＩＮＥが３行なら返信内容は３行以下ということです。 

 

もし、相手が３行なのに、あなたのＬＩＮＥが１０行だったら、どうでしょうか？ 

ちょっと考えてみてください。 

 

熱意が伝わる？ 

いいえ。そういうふうにはなりません。 

 

文章が長かったり、絵文字が多すぎると 

「気持ち悪い」 

「未だに思いが強すぎるままで怖い」 

 

と思われやすくなります。 
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次に、絵文字・顔文字の量ですが、相手よりも少なめにしておけばＯＫで

す。スタンプをいっぱい送ってくる相手とＬＩＮＥをしている時にあなたは全

くスタンプを送らないと温度差ができます。 

 

だから、そういう場合は相手より少ない数スタンプを送れば良いです。 

笑いも「(笑)」、「w」、「わら」など相手によって違います。 

こういうのもできるだけ合わせるようにしてください。 

 

３：LINE の返信速度 

 

すぐ返さないほうが良いです。 

すぐ返したほうが、印象が上がりそう。喜ばれそう。 

 

と思いがちですが、実際には、 

 

「もしかして暇なのかな？」 

「この人、まじめに仕事してるのかな？」 

「がっついている。」 
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と思われやすいです。 

 

したがって、基本は相手の返事の速度に合わせるのがいいです。 

例えば、相手が１日後にＬＩＮＥの返事をしてきたらあなたも１日後にＬＩＮ

Ｅの返信相手が３時間後にＬＩＮＥの返事があったら、３時間後という風に

してください。 

 

ただし、早朝深夜は、深夜などの場合は次の日に対応しましょう。 

 

尚、相手から、 

 

「何してる？」 

「今日、暇？」 

 

などの緊急性のあるＬＩＮＥや悩みを聞いてほしそうなＬＩＮＥなどが送られ

た場合には、すぐに対応しても大丈夫です。 
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４：LINE の頻度 

 

頻度にこだわってしまうと質の低い内容を送り続けてしまったり、形式化し

て、相手から飽きられてしまうのでやめてください。頻度ではなく、目的か

ら逆算して、段取りを考えそれに基づいて進めることが大切です。 

 

LINE を自分から送る場合には、必ず、ゴールを決めてから送るようにして

ください。何気なく、雑談をするためであったり、 

「寂しいから・・・」 

「なんとなく・・・」 

 

という理由でやり取りを開始しないようにしてください。 

 

具体的には、 

 

「明日ご飯でもどう？」 

「今度みんなで飲み会するから、こない？」 

 

というように、相手を誘い出すことを目的にするというように考えてください。
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とにかく目的を持ってすすめてください。改めて思い出してもらいたいので

すが、あなたの目的は、感情的に LINE のやりとりを往復したいだけです

か？違うでしょう。 

 

復縁するには、ＬＩＮＥで誘いをかけ会って会話をし、良い雰囲気を作り、

変化を感じてもらい、相手の心を動かす必要があるのです。 

そうして最終的には復縁を果たすのです。 

 

このゴールを、今一度思い出してください。 

 

 

５：送らない方が良い LINE 

 

１：LINE での心がけ  でお伝えしたように、失敗しないこと。 

つまり、地雷を踏まないことが LINE でのアプローチ成功のためには大切

なことです。 

 

LINE を送って、成功するルールが表の成功法則ならば、間違った LINE

をしないことは裏の成功法則と呼べるでしょう。 
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では、裏の成功法則について説明したいと思います。 

LINE でのやり取りというのは気軽にできてしまうこと 

そして、すぐに既読や返信が来るということで、こちらの気持ちの整理がつ

かないままにどんどん往復してしまうところに難しさがあります。 

 

そして、何より、返信が来ると、脳から、麻薬がでるような快楽になり、本能

的に考えなしに送ってしまいたくなってしまうのです。 

 

そうして、LINE のやり取りの流れに翻弄されてしまい、気がつけば、失敗。 

地雷を踏んでいた。ということはよくあります。 

では、そうならないための方法について説明していきたいと思います。 

 

LINE には、大きな地雷が２つあります。この地雷を踏まないだけでも、相

手に好印象を与えたり興味を持ってもらうというゴールにたどり着きやすく

なるので、是非、覚えておいてください。 

 

では、これから、失敗を招く２種類の地雷メッセージについてお伝えしたい

と思います。 
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それは以下の２つです。 

 

■地雷メッセージ１：印象をあげられそうで、実は殆ど上がらない LINE。 

■地雷メッセージ２：マイナス印象を与えやすい LINE 

 

では順に説明します。 

 

 

■地雷メッセージ１：印象をあげられそうで、実は殆

ど上がらない LINE 

 

・誕生日などのお祝い系メッセージ 

    

これをしたからといって相手はあなたを好きになることはほぼありません。

むしろ、重いと思われるリスクがあります。 

ですので、迷ったら送らないほうが良いです。 

 

送る場合には、極めてあっさり友人として送るに留めることが大切です。 

友人としてのスタンスを維持していれば、返信を得られる場合もあります。 

もし、どうしても誕生日のお祝いを進める場合には、 
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□相手と何度か、あえている 

□相手が、あなたに誕生日メッセージを伝えてくれている。 

□冷却期間ではない。 

 

この３つを全て満たしている時だけにするようにしてください。 

 

・ダラダラしたやり取り 

相手から好印象を持たれている場合には好意が上がる場合もありますが、

基本的に、やりとりを続けているだけで相手があなたを好きになるという 

ことはありません。 

 

・好意をアピールするような文章 

温度差を感じさせるばかりで、裏目に出ることが多いです。 

 

・失礼にならないように下手に出すぎてしまうような文面 

相手に対して、気まずさやこちらが、怖がっていることを感じさせてしまうた

め、やり取りの方向性が良くない形に進むことが多いです。 
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・１分～５分以内のレス（即レス） 

相手にがっつきを感じさせます。相手が暇そう、もしくは緊急を要している

場合以外には即レスはひかえましょう。 

 

■地雷メッセージ２：マイナス印象を与えやすい

LINE 

 

・相手に好かれようと思うような内容 

 

ＬＩＮＥで好意を向けさせようと意図する内容は、相手との温度差が出や

すく、返信を失わせたり反応を悪化させることがほとんどです。 

そのため、相手の距離感に基づく対応を進めることだけ、考えてください。 

 

例：☓☓（災害など）で心配で LINE しました。大丈夫？ 

なんでも相談してね。私はいつでもあなたの味方だからね。 

 

・寂しさや、マイナスの自己開示 

 

こちらの魅力を感じさせないようなネガティブな自己開示は相手を引かせ
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るばかりです。同情から、近づいてくれるということはまずありません。 

 

例：私、今の仕事くびになっちゃって、明日からどうしていいかわかんな

い・・・ 

 

・ネガティブ（重い）ＬＩＮＥ 

 

こちらが一方的に、相手が怒りなどの良くない感情を持っているのでは？ 

と疑うような内容は冷めさせるだけで、逆効果です。 

 

例： 

また無視？ 

もしかして既読スルー？ 

無視しないでー！＞＜ 

怒らないで。 

（大したことをしてないのに）ほんとにごめんなさい！ 

 

・自信がなさそうな文章、 
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（例：明日のプレゼンうまくいきそうもない。。。） 

 

・頼りない印象をあたえるような文章 

（例：多分、無理だと思うけど） 

 

・意味不明なよくわからない文章 

（例：主語がない文章。感情的に書き殴ったような内容。詩。とてつもない

長文） 

 

全般的にネガティブ、弱々しい、よくわからない内容を伝えてしまうと、そ

の後のやり取りにマイナス影響をあたえることしかありません。また、酔った

時にもくれぐれも LINE を送らないようにしてください。 

 

今回お伝えした、２種類の地雷メッセージ、すなわち 

地雷メッセージ１：印象をあげられそうで、実は殆ど上がらない LINE。 

地雷メッセージ２：マイナス印象を与えやすい LINE 

 

になっていないか、送る前に確認してから、送信ボタンを押すということを
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習慣づけるようにしてください。 

 

第２章：信頼残高でアプローチを見極める方法 
 

相手にいきなりアプローチをかけてしまうとそれだけで、好意やガッツキを

見せてしまい、警戒されてしまうということも少なくありません。 

 

そこで、アプローチをかけるべきかどうか、見極める必要があります。 

もし、まだアプローチをかけない方がいいと判断した場合での LINE のやり

取りはどうすれば良いでしょうか？ 

その方法について説明していきたいと思います。 

 

１：信頼関係を構築する方法 

 

・相手に連絡を取るときの返信率を高めたい 

・誘いをかけて OK をもらいたい。 

・相手に復縁を考えてもらいたい。 

 

そのために何をすれば、いいのか？というと信頼関係を構築することです。
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大切なことなので、繰り返し言います。重要なことは、相手との「信頼関

係」なのです。では、信頼関係を構築するためにどうしていけばいいので

しょうか？ 

 

そのためには、『信頼残高』という言葉を理解することが大切です。 

「あなたと私」という人間関係においても、「あなたと復縁したい相手」とい

う人間関係にも、『信頼残高』という大切な概念が存在しています。 

 

では、信頼残高とは何か？ 

簡単にいうと、銀行の預金残高の人間関係バージョンです。 

 

すなわち、 

・返信がある、会えている状態＝信頼残高が貯まっている 

・別れを言われてしまった直後や、返信がない、相手にあってもらえていな

い＝信頼残高が貯まってない状態です。 

 

信頼残高があるかどうかがこの明暗を分けると言っても過言ではありませ

ん。極端に言ってしまえば、信頼残高がある程度貯まっていればどんな内
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容を伝えても返事が返ってきます。 

 

なので、信頼残高がある状況ならば、直接的に誘いをかけても OK も出や

すいですし「ちょっと会おうよ」でもすんなりあってくれるものです。 

すぐ会えない場合でも、日程を調整してくれるでしょう。 

 

ですが、信頼残高がない方に送ったら、返事が無かったり断られる可能性

が高まります。それだけではなく、信頼残高がない状態で誘いをかけたり

LINE をし過ぎると、相手に与える印象を下げてしまいます。 

注意してください。 

 

せっかく冷却期間をとったり、慎重にメールを進めていって、人間関係を

構築できたのに、 

 

・たった１通のメールで返事がなくなってしまう。 

・ブロックされてしまう。 

こんな恐ろしいことはありませんよね。 
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信頼残高がない状態でメールを送る場合には基本は、冷却期間をとった

り、年賀メール、暑中見舞い、事務的な連絡にとどめ、短いやり取りの往復

にとどめてください。 

 

それだけでも、徐々に信頼残高は積みあがっていきます。 

なぜなら、復縁における信頼関係を構築する上で大切なことは、 

 

・相手の現実に脅威を与えないこと、 

・不快な存在ではないこと 

を認識してもらうことだからです。 

 

いきなり、相手は今すぐには、あなたの大きな愛情を受け取る土壌ができ

ていないですし、あなたが自分との距離感を把握しているかどうかを気に

します。 

 

相手には「あなたが相手の距離感を把握できていますよ」 

ということを実感してもらうことからスタートしてください。 
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そこから、徐々に信頼残高を積み上げていきます。 

 

あなたが、今、相手との間に信頼残高が貯まっている場合には、誘いをか

けたり、アプローチを開始しても大丈夫です。 

 

ですが、信頼残高が溜まっていない状況では、時間をあけるか、提供の

精神で進めていくことが大切です。 

 

信頼残高を上がった段階で、アプローチを進め、会ったり会話を進め、変

化を感じてもらい、相手にもっと興味を引き、距離を縮めていきながら、復

縁を果たしていくのです。 

 

そうすれば、 

 

「次はいつ会えるかな？」 

「今度、私の誕生日なんだけど～。」 

「今年のクリスマスは…」 
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・・・信頼残高が貯まってくると、逆に相手から、誘って欲しいサインを出し

てきたり誘ってくれるようになります。 

 

こうなると、復縁活動も楽しくなり、相手の反応も昔付き合っていた頃のよう

な雰囲気になっていたりします。あなたも是非、こういう状況を目指してい

きましょう。 

 

２：信頼残高が少ないとどうなるか？ 

 

あなたにちょっとした質問をしたいと思います。 

「信頼残高が少ない状態で、誘いをかけたり、連続して LINE を送るとどう

なるでしょうか？」 

 

答えは、相手から、あなたの信頼残高が減少し、返事をくれなくなったり、

ブロックされてしまう危険性が高まります。 

 

たとえば、 

 

誕生日 LINE を送ったのを皮切りに、いきなり、こちらから 
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定期的な連絡を、相手の返事を待たずに送りつけたら、どうなるでしょう

か？ 

 

相手は、怖がる可能性が高いです。 

そうなれば、ブロックされたり、返事を返してくれなくなります。 

 

これは、 

 

「やっぱり、何も変わってないな…」とか 

「やっぱり、未練たらたらなんだ…」などなど 

 

いずれにしても、あなたの LINE をまた読みたいとは思わなくなってしまい

ます。 

 

あなたにはそういう気持ちがなくても相手から見れば、 

「自分を見て欲しい」 

「かまって欲しい」 

というような売り込みを受けるに近い感覚を相手は覚えてしまうものなので
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す。そうなったら、返事を返す気持ちも減ってしまいますし、LINE を歓迎

するムードではなくなってしまいます。 

 

逆に、信頼残高を高めてから、誘いをかけたり、なにか魅力的な提案をす

れば、相手は、「売り込み」のようには思わず、「誘ってくれてありがとう」と

いう気持ちを持ってもらいやすくなります。 

 

ちょっと前の話になりますが、アップル社の iPhone が発売された時、販売

店では何時間も並ぶ行列ができましたよね。あっという間に完売してしまっ

て、手に入れた人は、「喜び」と「感動」の笑顔を浮かべていました。 

 

おそらく、並んだ人は、 

 

「発売日に iPhone を入手できた！こんな凄い商品を作ってくれてありがと

う。 

早く入手できた自分はとってもラッキー♪」 

と思っているはずです。これはアップルの商品だからという信用力がなせ

る技です。 
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「あなたが誘ってくれたから。」 

「あなたがいうから。」 

そう思ってもらいたいですよね。 

 

信頼残高を積み重ねていくと信用力＝プラスのイメージとして定着するよ

うになります。そういうイメージを定着させていくと、過去のトラブルや良くな

い出来事を払拭しつつ、記憶をプラスのイメージで上塗ることができます。 

 

そうなると、 

「△△さん（相手）は、爽やかで親切な人だよね。」 

というイメージが大きくなり、過去に与えてしまったマイナス印象よりも、 

プラスのイメージであなたを見たり考えてくれるようになります。 

 

この信頼残高という考え方は、とても大切なものですから忘れないようにし

てください。では、この信頼残高どうやって確認するのでしょうか？ 

これからお伝えしたいと思います。 
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３：信頼残高を確認する方法と LINE について 

 

では、簡単に信頼残高を確認する方法についてみていきたいと思います。

相手の LINE 返信の有無・早さを見てください。 

 

●ケース１：相手からの返信が届く。返信も早い。 

 

信頼残高はかなりたまっていると思います。なので、アプローチを進めても

うまくいく可能性が比較的高いといえます。 

 

●ケース２：何通かに１度は返してくれる。または、毎回かなり返信が遅い。 

 

信頼残高は少し残っていますが、すぐに誘いをかけても会ってもらえない

ことも考えられるので、信頼残高を高めるような内容をおくってから、アプ

ローチを進めていきましょう。 

 

●ケース３：返事を何度送っても返してくれない。 

 

信頼残高は、かなり低い状態です。このまま働きかけを取れば、もっと信
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頼残高が下がってしまう可能性があるので、時間をあけることを検討しま

しょう。 

 

４：信頼残高を確認する LINE 

 

信頼残高を確認する LINE のタイミングは、ある程度時間をあけた後の１

通目の LINE で判断するのが良いです。 

 

なぜなら、時間をあけた直後の LINE というのは、返信率が高いからです。

LINEというのは基本的にやり取りを続ければ、続けるほど返信率が下がる

ので、手短に切り上げることが大切です。 

 

そのため、やり取りを続けている中で、唐突に信頼残高を確認する LINE

を送っても信頼残高の確認が難しくなるので、やらないほうが良いです。 

 

信頼残高を確認するLINEを送ってみて、１通目の返信がすぐに届くような

ら、アプローチを進めて良いと思います。この場合には、ケース１にあたり

ます。 
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信頼残高を確認する LINE を送ってみて、返信が来なかったが２通目の

LINE には返事が来た。この場合には、ケース２にあたります。 

 

信頼残高を確認する LINE を送ってみて、返信が来なかったが２通目の

LINE にも返事が来なかった。この場合にはケース３にあたります。 

 

では、次からはケース別に見て行きたいと思います。 

    

☆ケース１：信頼残高が残っている状態 

    

アプローチを進めていって問題ないでしょう。 

 

デートの誘い方や対応方法は  

LINE 復縁術② 第１章：デートの誘い方・対応法 

１：デートの誘い方 

２－１：デートの誘い方具体例１「相手の得意分野を質問する」 

２－２：デートの誘い方具体例２「お土産を口実にする」 

２－３：デートの誘い方具体例３「食事の話題から食事の誘いをかける」 

２－４：デートの誘い方具体例４「相手の好きなモノに誘う」 
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３－１：予定の詰め方（会話編） 

３－２：予定の詰め方（電話編） 

を見てください。 

 

☆ケース２：信頼残高が十分ではない状態 

 

このまま、アプローチを進めていくと、相手から警戒されてしまったり 

拒絶されてしまう可能性があるので、信頼残高を積み上げる LINE を進め

ていきます。 

信頼残高が積み上がった段階で、ケース１を元に進めていきましょう。 

 

１：盛り上がる話題を提供する。 

相手の趣味や興味を引く話題で質問を投げたり、食いつく話題を出す。 

相手が好きな話題や興味を引く話題は、相手の話したい欲求を満たすこ

とにつながり、 

相手に楽しさや癒やしを与えることになり、信頼残高が増える LINE になり

ます。 

 

２：相手が喜ぶ情報や役立つ情報を与える。 
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相手の試験合格に役立つ情報を送ったり、相手が欲しい物が手に入る方

法を教える。 

これを伝えることで、相手の成功を支援できたり、欲しい物を手に入れるこ

とに 

貢献できれば、その分信頼残高が高まります。 

 

３：ほんわかする写メや喜びそうな画像をおくる。 

相手が好きそうな風景の写真や、美味しそうな食べ物の写真を送る。 

あなたが実際に旅行に行ったり美味しい食事を食べているような内容を

見て、 

その場所に興味を持ったり、旅行が楽しそうという雰囲気から、 

興味を持ってもらうことにつながりますし、一緒にいたら、楽しそうだと 

思わせられるので、信頼残高 UP につながります。 

 

４：相手を勇気づけられるような話題をおくる。 

あなたの成功報告など。あなたが毎日を楽しんでいることを知り、 

安心感を感じさせたり、ちょっとあってみたいという興味を引くことにつなが

ります。 
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またあなたが幸せであればあるほど、信頼できる人物とみなしやすくなり

ます。 

逆に、あなたが縋りつくような内容やネガティブな状態を伝える内容は 

信頼残高を下げることにつながります。 

 

☆ケース３：信頼残高が少ない状態 

 

連絡を取ること自体がマイナスになってしまうことも予想されるので、時間

をあけることを視野に入れましょう。時間をあけたらケース２の内容を元に

進めるか、もう一度、信頼残高の確認をするかして、今後の進め方を判断

しましょう。 

 

第３章：デートの誘い方・対応法 
 

LINE 復縁術①第２章のノウハウをもとに、アプローチを進めていいと判断

した場合の進め方についてみていきたいと思います。 

 

デートの誘いに応じてもらえれば、あなたの変化を見てもらえ、そこから一

気に距離を縮めることも可能です。このノウハウを元に是非有効に誘いを
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かけて行きましょう。 

 

１：デートの誘い方 

 

相手に変化を感じてもらうためには、会う誘いをかけないといけません。 

しかし、相手はあなた以上にデートに行くことに抵抗を感じていることが多

いです。 

 

・会うための準備が面倒 

・待ち合わせ場所に行くのが面倒 

・時間が拘束されるから面倒 

・何か変なことをされるかもしれない 

・つまらなかったらどうしよう 

 

そういった抵抗をできるかぎり排除する必要があります。 

以下、抵抗をなくす方法をお話ししていきます。 

 

成功のポイント１：好印象を持ってもらう 

 

出来る限り良い印象を感じてもらい、興味を引いたら、 
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誘いをかけた時に OK をしてもらいやすくなります。 

 

・久々に一回会ってもいいかな 

・ちょっと見てみようか。 

 

と相手も思うからです。そのためには、清潔感のある見た目になり、 

笑顔を意識し、相手に楽しんでもらえるようにする必要があります。 

 

成功のポイント２：短時間で終わるデートにする 

 

1 日中遊ぶ遊園地や水族館などのデート、泊まり込みの旅行ではなく、 

食事などの短時間で終わるデートにすることで抵抗感を下げます。 

 

これは、「時間が拘束される」という抵抗を下げるためです。 

 

「仕事帰りに夕食でも」 

「お昼休みにランチでも」 

というように誘ってください。 
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それでも警戒されるようなら、 

「○時に予定があるから、それまで付き合ってもらえるかな？」 

と、終わりの時間をほのめかすのも有効です。 

 

成功のポイント３：デートという言葉を使わない 

 

実質的にはデートでも、誘う時にデートという言葉は使わないでください。 

 

あなた「デートに行きませんか？」 

というのは、拒絶されやすく、重たく感じさせるので、タブーです。 

 

「打ち合わせをしませんか」 

「ちょっと相談に乗ってもらえますか？」 

「良かったら買い物に付き合ってもらえませんか？」 

「散歩でもしませんか？」 

 

というように言い換えるようにしてください。 

 

成功のポイント４：遠すぎる場所にしない。 
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・会うための準備が面倒 

・待ち合わせ場所に行くのが面倒 

・時間が拘束される 

 

ということで断られないために、相手があまり遠くない場所を指定するよう

にしましょう。この続きは、復縁 LINE 術② でお会いしましょう！ 

 

著者情報 

著者：宮脇拓哉 

東京都生まれ。大学卒業後、復縁工作を 7 年行う。 

2001 年より、復縁カウンセラーとして活動を始める。 

復縁指導歴 17 年、アドバイスした人数は累計 8 万人以上。 

その中から復縁報告も続々と寄せられている。 

復縁に特化した情報提供者として、日本随一と言われている。 

現在、有料サポートを行っているが、その希望者は常に順番待ち状態で

ある。厳しくも的確そして、わかりやすいアドバイスが多くの相談者に勇気

と希望を与えている。 

 

※ 無料メールセミナー登録受付中 未公開コンテンツも多数！ ※ 
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https://fukuendaigaku.com/mailseminar/ 

 

■購入者限定の宮脇拓哉公式 LINE 

ご登録いただいた方だけに新刊本の無料先行リリース情報を 

ご連絡しています。ふるってご登録をお待ちしています。 

https://line.me/R/ti/p/%40fjf8093c 

 

■宮脇拓哉の公式ブログ「復縁ゼミ」 

復縁するためのテクニックを公開しています。 

気軽にサイトをご覧になってみてください。 

https://miyawakitakuya.fukuendaigaku.com 

 

復縁を確実に進めるためには？ 

 

早いこと復縁して、楽しい毎日を過ごしたい。もう一度ラブラブになりたい。 

でも、間違った行動を取ってしまうと、難易度が上がってしまうのも復縁で
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す。もちろん、あなたが一人で復縁活動を進めて、うまくいけば一番です。 

でも、それで状況を悪化させてしまったら･･･。 

 

あなたが復縁を確実に進めたい。 

プロの力を借りて、復縁までの道のりを最短にしたい。 

そう思ったら、「復縁大学」があなたの力になれると思います。 

本書によって、あなたの幸せになるお手伝いが出来れば嬉しく思います。 

 

■運営サイト情報 

復縁大学 5STEP： 

https://fukuendaigaku.com/uq7q 

 

復縁 LINE 大全集： 

https://2.fukuendaigaku.com/ru2b 

 

77 日間の自分磨きプログラム「ジュエル」： 

https://fukuendaigaku.com/6qs6 
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