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《 使用許諾許可書 》

本契約は、セレブメーカーズ.com と貴方との間で交わされるものです。必ず最後まで熟読してください。

【第 1 章・目的】

セレブメーカーズ.com が著作権を有する本製品に含まれる情報については、本契約に基づきあなたの非独占的

使用を許可するものとします。

【第 2 条：複製・コピー・二次使用の禁止】

本製品に含まれるあらゆる情報は、著作権法において保護されています。

秘匿性の高い情報ですので、著作権者に事前に書面による許可を得ずに複製・コピー等いかなる手段によっても、

二次使用する事は禁止させていただきます。本製品の情報は正当な購入者個人のみが使用できるものとします。

【第 3 条：契約の解除】

貴方が本契約に違反した場合、セレブメーカーズ.com はあなたに通達無しで本契約を解除できるものとします。

【第 4 条：損害賠償】

貴方が本契約第 2 条に違反したことが発覚した場合、あなたは本契約の解除に関わらずセレブメーカーズ.com

に対し違約金として、1000 万円の損害賠償を支払うものとします。

【第 5 条：使用責任】

本製品は、医師との出会い・交際・結婚に成功するための情報提供を目的として作成されていますが、成果を得

られない場合や、本製品を実践した結果発生したいかなる損害に対しても、セレブメーカーズ.com は一切その責

任を負うものではありません。全て実践者である貴方の自己責任で行うこととします。

セレブメーカーズ.com 代表 川島 義幸
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《 はじめに 》

こんにちは。

本レポートを編集したセレブメーカーズ.com の川島です。

私は 2005 年 3 月から医師との結婚に特化した情報提供サービス「セレブメーカー

ズ.com」を立ち上げて、これまでに510人を超えるドクター夫人の結婚をサポートして

きました。そこで気づいたのは一般的には知性・教養が高く、医学に関する高いレベ

ルの専門知識・技術を身に付け、医療現場でプロフェッショナルとして活躍するエリ

ートであるはずのドクターが、プライベートにおいては必ずしもそうではない事が往々

にしてあるという事でした。それどころか「ドクターとのロマンティック交際成功術！」の

ホームページにも記載した例のように、普通の男性以下にデリカシーが無く女性が辟

易するような振る舞いに及ぶ先生も目に付きます。

これは、ナイーブなセンスを重んじる女性に対して正しい敬愛の情を表現できないド

クター自身に原因がある事は間違いありません。

しかし彼らが女性がドン引きするような振る舞いに出る要因の一端は、まぎれもなく女

性の側にもあるんです。つまり女性がドクターを上手く導いてあげられていない。

医師との結婚は希少ですし、言うまでも無く結婚そのものが一生のうちにそう何回もあ

るものではありません。そして一つの結婚には告白・ファーストキス・交際・結婚式・新

婚初夜に至るまで 1 回しかありえないわけです。そのただ 1 回のチャンスを、最高に

納得できるものにする。悔いの無いロマンティックな時間として思い出に刻み込む。

それはドクター夫人を志す人であれば、誰しも願う事ではないでしょうか。

そこで企画したのが「ドクターとのロマンティック交際成功術！」であり、その基盤とも

いえるドクターに対して女性が心得ておくスタンスを、過去のドクター夫人の体験や心

理学から触れたのが本レポート「ロマンティック交際実現 6 つのスタンス！」です。

ここに記載した事は極めて当たり前の事に感じられる人が多いでしょう。
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が、当たり前の事を当たり前にできないのが人間。多くのドクター夫人志望者は、本レ

ポートに記載されたスタンスが重要であることは心得ていた人も多いはずです。

ところがその当たり前の事が実践できなかったために、貴重な思い出がブチ壊しにな

ったり、酷い場合せっかく医師と結婚したのに短期間で離婚しなければならない、な

どという悲惨極まりない最悪の結末に陥ってしまいました。

当たり前の事を当たり前にできる事。これが最終的に結果を左右しかねません。

私は方々で言ったり書いたりしていますが、皆さんはドクターと結婚する事が最終目

的じゃありません。ドクターとの結婚を実現させ、結婚した後に続く数十年を仲睦まじ

く幸福に暮らし、最高に充実した人生を送る事が究極の目的です。

ドクターとの結婚は皆さんのたった一度しかない人生の悲願であり、そのためには皆

さんが持つあらゆる資質や素養を投入して惜しくはないはずです。

ぜひ本レポートに記載したドクター婚活における女性が取るべきスタンスを実践し、皆

さんの念願を成就していただければと思います。

現代は大きな可能性に恵まれた時代です。「できるかどうか」ではなく「できるために

はどうしたらいいか？」にこだわって考え行動すれば、幾らでも展望は開けるでしょう。

一生に恐らくは 1 度きりのドクターとの結婚を、思いっきりロマンティックなものにする

ためにも、本レポートのスタンスを頭に叩き込んで相手の先生に対してくださいね。

「セレブメーカーズ.com」代表：川島義幸
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《ロマンティックな交際を実現させる意義》

ロマンティックな交際などと書くと、いかにも二人がムード満点で盛り上がる様を予想

する人は多いでしょう。それはそれで間違いありませんが、実はここにはドクターとの

結婚を大きく左右する意義が隠されているんです。

「告白されたのですが熱意が感じられません」

「初めてのデートでいきなりディープキスされました」

「体の相性を確かめたいと言ってききません」

「事務的な内容の「LINE」しか来ません」

「ゲームショップばかり連れていかれました」

「駅の構内の雑踏の中でﾌﾟロポーズされたんですが」

はあ～(´ヘ｀)=зこれがエリートであるドクターの振る舞いかいっ！

そう言いたくなる惨状です。これでは女性側は盛り上がらないし、逆にドン引きしてし

まうケースだってあるでしょう。

ところが当然の事ながらドクターは意識して上記の例のように振る舞っているわけで

はありません。ある意味無意識に、酷い場合には本能のままに行動しています。

これを放置しておけばどうなるか？

あいさつにも書いた通り、皆さんの願いは結婚後の数十年に渡る夫婦生活を円満に

添い遂げる事です。が、上記のような振る舞いをそのままにしておくと、幸福な夫婦生

活が得られない可能性があるのです。

繰り返しますがドクターは意識して、意図的にデリカシーの無い振る舞いをしているわ

けではありません。それが無意識であっても、全く当然だと思っているからこそ行動し

ているんです。そこには自分の振る舞いが女性にどう映るか？という配慮は、ほとんど
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と言ってよいほどありません。そして女性がドクターのデリカシーの無い振る舞いを許

容しないまでも黙認していれば、「オレの行動は正しいんだ」と考えてしまいます。

もともとドクターという人種は、エリートであるだけにプライドや自意識・自尊心が強く、

いついかなる時でも自分が完ぺきに振る舞えるという自信があります。何の科学的・

合理的もないにもかかわらず。

いや医療現場においては、医療チームの頂点に立ち専門性が極めて高い医療知識

や技術を収めていますから、そうした自負は間違っていないでしょう。

しかしプライベートにおいては、必ずしもエリートではない。特に女性交際においては

一般男性より劣る部分が少なくない。その事を先生達は必ずしもわきまえてはいませ

ん。にも拘らず、自分の振る舞いに対し女性が何も批判しなければ自負心の強い先

生達は余計自信を深め、「オレは正しいんだ！凄い！ナイスなオレ！（ちょっと古い

か）」と思うようになるのは当然じゃないでしょうか。

交際の時はまだ許せるにしても、一緒に暮らし始めればやがてそうした振る舞いは女

性にとって独善的に感じられるようになるし、先生は先生で「ここまでやってきていて

文句言わなかったのに、何で今頃不満を持つのか」といった思いを抱くようになりか

ねません。事実そうしたプロセスを経て離婚してしまったカップルが、セレブメーカー

ズ.com にも複数います。

皆さんにはそうした蹉跌は絶対に味わってほしくありません。

ロマンティックな交際・結婚を実現できない事は、相手の先生に対し女性が自分を主

張できていない結果起きた現象であり、放置すれば由々しい事態も引き起こす可能

性さえあるという事がお分かりいただけたと思います。

ここにロマンティックな交際を成功させる意義があるんですね。
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《6 つのスタンス》

それではドクター婚活においてロマンティックな交際を成功させるための 6 つのスタン

ス（姿勢）をご紹介します。いずれも「なあ～んだ、当たり前の事じゃん」と思われるか

もしれません。しかし前述の通り、当たり前の事を当たり前にできないのが人間。

ホームページに記載した実例も、当たり前の事を当たり前にスタンスとして確立してい

れば起こり得なかった可能性がきわめて強いと思います。

ロマンティックな交際を成功させるために女性の求められる 6 つのスタンスとは、

① 思い込み・先入観を排する

② 冷静・客観的な視点を持つ

③ 自主性を持ち周囲に流されない

④ 引き出しをたくさん持つ

⑤ 聞き上手になる・相手の会話に集中する

⑥ 科学的・合理的思考を心がける

以上の 6 つであると考えます。いずれも一つずつ詳しく触れますが、これらを女性が

意識的にスタンスとして確立すれば間違いなく現状を変えられます。

知り合った先生に流される事なく、確固として自己主張できるようになります。

ロマンティックな交際を成功させるという事は、言い換えると女性が思い描くような振る

舞いを相手の先生が積極的に行うようになる事です。

前述の通り、ドクターは医療のオーソリティであっても、男女交際のエキスパートでは

ありません。だからこそ女性がドン引きするような振る舞いを平気でやる。

その振る舞いが女性にとっては、ネガティブにしか感じられない事が判っていないた

めです。それを改善する事は他人には不可能です。
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私の好きな言葉に「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる」という格

言があります。しかも相手は社会的ステータスが高く知性・教養も豊富でプライドが強

いドクター。他人がその価値観や感性、人格や識見を捻じ曲げる事は不可能です。

ドクターの振る舞いを変えられるのは、ドクター本人しかいません。

しかし男女交際に関する限りドクターはあまりにも未熟で稚拙です。

だから女性がキチンと指摘してあげる必要がある。

それも相手は最もプライドが高い人種ですから、へそを曲げないように誘導してあげ

ないと亀裂になりかねません。そうしたリスクを回避するためにも、上記の 6つのスタン

スを確立し相手の先生に対する事が不可欠であると私は考えます。

ドクターは本来繊細さを重んじ、スマートでスタイリッシュに振る舞う事を好むはず。

知性的・理性的な行動が身上であって、事実仕事においてはいかに多忙激務であっ

ても感情に流されたり本能のままに振る舞うなどデリカシーの無い行動は絶対に控え

ます。仕事でもそれができるのですから、プライベートでできないわけがありません。

実際に、中にはホスト顔負けに女性の扱いに長けた先生もいますからね。

（まあ、そういうのは往々にしてナンパドクターが多いですが）

とにかく、先生の本来持っている資質や素養・価値観や感性を信じて、上記 6 つのス

タンスを確立した上でじっくり先生を向き合ってみてください。



ロマンティック交際実現 6 つのスタンス！

10

《日頃から意識して取り組む》

これから挙げる 6 つのスタンスは、ぜひ日常から意識するよう心掛けてください。

（というのもスタンスの一つかもしれませんが（*^。^*））

何でもそうですが、ぶっつけ本番ではうまくいきません。特にこれから挙げるスタンス

は目の前に相手の先生がいる時だけ意識しても、絶対に効果を発揮できません。

ドクター婚活がぶっつけ本番で小手先のテクニックだけで上手くいくなら、ドクター夫

人志望者は今頃みんなドクター夫人になっているはずですって。

例えばドクター、特に研修医の仕事を考えてみてください。彼らは絶対にぶっつけ本

番では患者に向き合いません。とことん訓練し知識や技術を蓄え、何が起きても十分

対応できるようになるまでは診療現場に出る事が許されません。ドクターが医療現場

で一人前になるとみなされるには、大学卒後 10 年はかかると言われています。

さらに高度な学会認定専門医にでもなろうと思ったら、3 年間で分野別の手術を 100

例以上こなすとか、部位別の診察を 1000 人以上こなす等と言った無茶なトレーニン

グを課せられ、無事にやり終えた人にしか専門医は認定されません。

相手の先生はそこまで日常的に知識を蓄え、技術を磨き向上を目指しています。

そうしたドクターを誘導するノウハウのためには、小手先では不可能です。

日頃から意識して自分のスタンスを確立しておく事が、絶対に欠かせません。

逆に 6 つのスタンスをとことん意識して、相手の先生に対していれば意図しなくても自

然にスムーズなアプローチが展開できます。成功したドクター夫人達の多くは自分な

りの信念に基づいてインスタントサクセス志向ではなく、日々の生活の中で相手の先

生と対する際のスタンスを心がけていたはずです。

付け刃では、先生の目の前に出たら緊張してうまくいきません。ぜひ日常的な心がけ

を欠かさないように意識してくださいね。
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① 思い込み・先入観を排する

ではまず最初のスタンスです。思い込み・先入観をトコトン排除する！

これはどういう事かというと何度も触れてきたとおり、相手の先生は医師です。

医師は社会的ステータスが高く知性・教養が豊富で、高度で専門的な医療知識や技

術を習得し、ついでに高収入で、どこへ行っても「先生、先生」と奉られる、世間で最

も尊敬される職業についている人物。

そんな人物であれば誠実で高潔な人柄で、女性に対しても紳士的に振る舞うであろ

う、という思い込み・先入観を持つ人が大半。

しかしですね。残念ながら医師免許と人格・識見・理性は必ずしもリンクしない。

さらにはいくつかの事情によって、相手の先生は女性に対し理性的な振る舞いがで

きない側面がある。（この事情は「ロマンティック交際成功術！」で詳しく触れます）

従って知り合った時点からでも、平気で女性がドン引きするようなデリカシーの無い振

る舞いをやってのける先生が少なくないんです。

医師だから紳士だろうという安易な思い込み・先入観は危険です。

医師免許と人格・識見・理性は必ずしもリンクしない、医師も一皮むけばただの男性

であるという現実認識がドクター婚活では絶対に欠かせません。

そうした冷静・客観的な認識を持つためには、非科学的で主観的な思い込み・先入

観はトコトン排除するべきでしょう。

そうすれば最初から、コイツは男女交際ではスマートに振る舞えない奴だとわかりま

すから、過大な期待をすることも無くロマンティックな交際・結婚に向けて女性主体で

誘導できます。ドクター婚活においては思い込み・先入観を排するスタンスを絶対に

重視し、日頃から身に付けるよう心掛けてください。



ロマンティック交際実現 6 つのスタンス！

12

② 冷静・客観的な視点を持つ

前項の思い込み・先入観を持たないスタンスと連動します。

冷静・客観的な視点をもって行動するスタンスも、ドクター婚活では必須です。

最近こんな例がありました。研修医上がりの先生と結婚したお客さんが、いざ二人で

暮らしてみると何と相手の先生の両親に多大な借金があり、先生の給料で補てんして

いるため生活費を女性側が自分の預金から取り崩さなければならなくなってしまっ

た！(ﾟДﾟ;)（あくまでもこれは極端な例です）

勿論間違っているのは研修医にもなって、結婚を決意しながら親との借金を肩代わり

する先生なのは間違いありません。しかし酷なようですが結婚前に、生活費の運用に

ついてコンセンサスを得ておかなかったお客さんの方にも責任はあります。

相手の先生に夢中で冷静・客観的な視点が欠けてしまい、しかも先生なら経済的心

配はいらないだろうという思い込み・先入観があったためにこうした結果を招いたとも

いえますからね。繰り返しますがこれはレア中のレアケースで、セレブメーカーズ.com

で初めての事例でしたが、二つ目がないとは言えません。

たとえ相手がドクターであっても、冷静・客観的な視点を欠かさないスタンスがリスクマ

ネージメントにもなり、ロマンティックで幸福な未来にも繋がります。

思い込み・先入観を排すると同時に、冷静・客観的に物事を見定める視点を常に意

識したスタンスもドクター婚活では非常に重要な意味を持ちます。

ドクター婚活といっても、実質は先生との恋愛になりますからどうしても主観的になっ

てしまうのは仕方がないでしょう。ですから余計冷静・客観的な視点を欠かさない事が

求められるわけですね。
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③ 自主性を持ち周囲に流されない

ドクターとのロマンティックな交際・結婚を希求する上で、情緒的な側面で言えばこの

スタンスが最も重要かもしれません。その理由はズバリ！「婚前交渉」の問題！

何度も書いていますが、ドクターと言えど一皮むけば結婚適齢期にある一般男性と何

ら変わりません。生物学的に見ればごく普通の男性そのもの。

そして前述のいくつかの事情から、女性が思わずドン引きするようなデリカシーの無

い、酷く直截的で散文的な振る舞いに出がちなのです。

これは最近 2 か月間にあった事例です。

「初めてのデートで胸を触ってきた」

「知り合って 2 回目のデートでホテルに誘われた」

「キスはもっと舌の使い方を勉強した方がいいよ、と言われた」

「先生の下半身の写メを送ってきた」

たった2か月だけでもこの有様です。セレブメーカーズ.comではこの他にも、とてもご

紹介できないような品の無い先生の振る舞いの報告が少なくありません。

そしてこんな連中に、雰囲気に流されてしまい付き合ってしまう女性もいるんです。そ

れもごく一般的に。口では「「婚前交渉」はイヤ」とか言っていても、先生に迫られると

簡単に体を許してしまう。嘆かわしい限りです(Ｔ_Ｔ;)

いや、最終的に結婚するのであればいいじゃない、という人もいるでしょう。

それはその人の価値観ですから、後悔しないのであればいう事はありませんけどね。

妊娠や性感染症などのリスクなどを考えれば、安易なセックスは考え物では。

また早い段階のセックスは、女性を軽く見せてしまう懸念も無きにしも非ずです。
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これも何度もお伝えしていますが、皆さんはドクターとの結婚を実現させ、結婚した後

に続く数十年を仲睦まじく幸福に暮らし、最高に充実した人生を送る事が目的のはず

です。結婚できればそれでいいってもんじゃないでしょ。

そのためにはお互いを尊重し合い、コンセンサスを得た上での信頼関係を作る事が

決定的に重要です。

そもそも本気で結婚するつもりであれば、ハァハァ言いながらセックスを迫るよりも話し

合い解決しなければならない問題がいくらでもあります。そして理性的な先生であれ

ばそれがわからないはずはありません。

でも相手に流されていたら、満足できる交際や結婚は程遠くなってしまいかねません。

場合によってはそれが破局に繋がる事だって考えられます。

従って皆さんは自主性を持ち、周囲に流されないスタンスを確立する事を強く意識づ

けて振る舞われよう強くお勧めします。
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④ 引き出しをたくさん持つ

自分の中に引き出しをたくさん持つスタンスも、ドクター婚活には欠かせません。

何しろ皆さんは知性・教養が豊富で、知的好奇心の旺盛なドクターを相手にするんで

す。「私、何にも知らな～い」と真っ向から自分の知性を否定する女性を、彼らが自分

の伴侶にふさわしいと思うかどうか？考えなくともわかりますよね。

さらに交際や結婚において心理テクニックを用い、相手を誘導する際にも引き出しが

少しでも多い方が自分の表現を多面的・多重的にできます。

いくつもの応用が効く方が有利なのは学問もドクター婚活もビジネスも一緒です。

柔軟で多彩な振る舞いができる事。いくつもの選択肢を常に持つ事は自分を不利に

することはありません。こうした引き出しを少しでもたくさん持っておく方が有利になり、

相手の先生に対しても主導権を握りやすくなるでしょう。

引き出しをたくさん持つためには、自分で自分を限局しない事。自分で自分の限界を

作ってしまわない事が重要です。自分で枠を作ってしまい、引き出しをたくさん持つ

事は「できない」と考えてしまったらドクター婚活はそこまでしか進めません。

そうではなく引き出しをたくさん持てるよう「できるためにはどうしたらいいか？」を考え

る事が重要なんですね。心理テクニックである他者承認欲求を満たすトークでも、限

定質問・拡大質問でも表現する選択肢が多い方が絶対に効果を発揮できます。

選択肢が少なくボキャブラリーが貧困だと、多様な表現はできません。

相手の先生に対するコミュニケーションも、幅が狭いものとなり魅力が乏しくなってしま

い心理テクニックを使おうにも相手が乗ってこないという結果になってしまう。

皆さんのドクター夫人の夢は結果が全てです。頑張ったから評価されるものではない。

結果を出すためにはどうしたらよいか？が問われるんですからね。持てる限りの引き

出しを持つように心掛けてください。
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⑤ 聞き上手になる・相手の会話に集中する

ドクター婚活において心理テクニックを使いロマンティックな交際を成功させるために

は、聞き上手である事が決定的に結果を左右します。相手との会話に集中できない

人は、心理テクニックを使えません。相手の先生は聡明でカンが鋭く、洞察力に富ん

でいます。そうした人種を相手にするのですから、無頓着にコミュニケーションしてい

たのでは到底、自分の任意の方向に誘導する事等不可能です。

例えば心理テクニックである、他者承認欲求を満たすトークを使うにしても、限定質

問・拡大質問を使うにしても相手の先生が今どんな事に注意を持っているかを感じ取

れなければ、ただの話の邪魔にしかなりません。

まず相手の話に注目し、可能であれば相手の興味のある話題を引き出し、そこから

任意の方向に誘導するのが理想的です。相手ドクターは警戒心を持たず自分からそ

の話を振ったと思い込みますから疑われる事なく、女性が意図する方向（つまりロマン

ティックな交際・結婚）誘導する事が可能になります。

前述しましたが「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられ」ます。

だから他人を変える事は、本人がその気にならない限り無理です。つまり相手の先生

が自分から望んでロマンティックな交際がしたいと願わせなければ不可能。

ですからまずこちらが聞き上手になって相手の言う事を受け止め、それから誘導する

方向へ話を持っていく必要があるんですね。そして聞き上手になるという事はとりもな

おさず、相手の会話に集中しないと無理です。先生との会話は一つも聞き漏らさない

よう心がけるスタンスの重要性はお分かりでしょう

そして先生の事が本当に愛おしく将来をともにしたいと考えるなら、これも誰でもでき

るスタンスのはずです。ぜひ日常的に他人の会話に耳を傾け集中するように、習慣

づけられる事をお勧めします。
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⑥ 科学的・合理的思考を心がける

ドクター婚活は空想や妄想では成就できません。ドクター夫人の夢は現実社会で実

現されるイベントです。男女交際ですから気分感情も大事ではありますが、同時に現

実的なアプローチが不可欠です。そしてそのためには物事を科学的・合理的に思考

するスタンスが不可欠なんですね。理論や抽象的な概念をもてあそんでいても、ドク

ター婚活が進展する事はありません。ただ時間が過ぎていくだけです。

そうではなく日々現実にドクター婚活成功に向けて努力する。特にロマンティックな交

際を成功させるためには、科学的・合理的根拠が欠かせません。

例えば婚前交渉を否定する際に、感情だけで「いやなものはイヤ！」とヒステリックに

まくし立てても嫌がられるだけです。そうではなく妊娠や性感染症などのリスクを数字

を示して表現する。あるいはもっと突っ込んで「私は HIV の検査はしていないの。だ

からひょっとしたら HIV 陽性かもしれない」なんていえば、おいそれと迫ってくる事は

無いはずです。彼らはその道のプロなんですからね。リスクは痛いほどわかるはず。

そうなれば皆さんが思い描く、ロマンティックな交際に誘導する展望が開けます。

無論上記の言い回しもドクターのプライドを傷つけないような工夫が必要ですが、少

なくとも主観的な情緒だけで否定するよりは訴求力を持つと思いませんか。

こういう事を主張すると「現実的で味気ない」と引いてしまうドクターもいますが、そうい

うドクターとはそもそも価値観や感性が合わないんです。追いかけても益はありません。

さっさと次の可能性を模索した方が賢明です。科学的・合理的思考は、リスクマネー

ジメントになると同時にロマンティックな交際を成功させる基盤づくりにもなり、さらには

相手の先生の思惑を見極める手段にもなります。

ぜひ意識して科学的・合理的思考を心がけるスタンスを確立しましょう。
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《 おわりに 》

無料レポート「ロマンティック交際実現 6 つのスタンス！」を最後までご覧いただき誠

にありがとうございました。いかがでしょうか？

ドクター夫人志望者だけでなく世間一般的に、ドクターは幼少から勉学に勤しみ、進

学高校から大学医学部・医大に進んで国家試験でも最も難しい医師国家試験をパス。

それでも研鑽を積んで最先端の専門性が極めて高い医療知識や技術を身に付け、

日々を医療現場でさっそうと振る舞うプロフェッショナルと思われています。

私自身この仕事に着くまでは、同じ男性としても畏敬すべき存在だと思っていました。

ところが現実はそうではなく、ドクターも人の子であり一人の男性。それも幼少期から

思春期にかけて勉学に励んだために、女性との交際経験が少ない。

また悪い事にドクターは無条件で「先生、先生」と持てはやされ、上げ膳据え膳で周

囲から尽くされるために変に自信家になってしまいます。彼らの仕事である医療に限

って言えば、全くその通りだと思いますが、プライベートではそれが当てはまらない傾

向がきわめて強いのです。医師免許と人格・識見・理性は、必ずしもリンクしない。ここ

が判っていないために女性側に隙が生まれ、無条件に相手の先生に流されてしまう

ケースが多々あります。

そしてドクターのデリカシーの無い振る舞いを許容してしまい、揚句自分が我慢しな

ければならなくなるのは、あんまり幸福な未来図とは言えませんよね。

私はこうした現実を目にしてきて、いくら人生の悲願である憧れのドクター婚活におい

てでも、女性が隙を作らない事の重要性を痛感しました。

本文でも記載しましたがロマンティックな交際を成功させるという事は、女性の価値観
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や感性をドクターが理解し、共有し、実践する事です。女性が「こんな風に振る舞って

ほしい」と思う気持ちを敏感に悟って対応してくれるようになれば、皆さんは幸福の絶

頂を味わえるんじゃないでしょうか？

そのために必要なものは何なのか？これを考えた結論は、小手先のテクニックではダ

メ、通用しない。ドクター本人にそれと気付かせずに、その振る舞いを誘導する事でし

た。本レポートの6つのスタンスは、そうしたドクターの誘導において不可欠のスタンス

をお伝えするために企画編集しました。

しかしこれは相手の先生を、女性が思い描くような紳士的で優しい、スマートでスタイ

リッシュな振る舞いができるダンディに変えるための基礎です。

ロマンティックな交際を成功させる作業の本番はここから始まります。

心理テクニックを使って、ドクター本人が自発的・能動的に皆さんに対し、その気分感

情に配慮し間違ってもドン引きするようなデリカシーの無い振る舞いを謹んで、女性を

満足させるように行動を工夫するように誘導する。

そのノウハウを記したのが「ドクターとのロマンティック交際成功術！」です。

成功したドクター夫人達の経験や、私自身が受けた東京海上火災保険の営業研修

プログラム、そして心理学者の論文から引用した心理テクニックで、相手の先生を素

敵な真摯に変貌させロマンティックな交際・結婚を成功させるノウハウです。

心理テクニックと言っても難しいものではありません。

それどころか皆さんが日ごろ意識しないまま使っている会話などが、そのまま応用で

きます。心理学の知識なども必要ありません。皆さんは心理学を修めるのではなく、ド

クター婚活を成功させることが使命であり、ドクター夫人の夢が叶えば問題ないんで

すからね。

ぜひ、「ドクターとのロマンティック交際成功術！」を手に入れて、皆さんのドクター夫
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人の夢を最高にロマンティックな形で成就してくださいね！

「セレブメーカーズ.com」代表：川島義幸

********************************************************************

「ドクターとのロマンティック交際成功術！」

Web サイト：http://goo.gl/s5FxqQ

2015 年 1125 日までお得な先行予約販売価格でご提供中！

******************************************************************** 
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