
草食番長です。

このＰＤＦでは、プロフィール作成シートということで、

どのような流れでプロフィールを作っていくか書きたいと思います。

ただ、最初に確認しておきたいのは、耳にタコかもしれませんが、

出会いアプリ系で、女性から反応を取るには、

写真が８割です。

これは悔しいですが、紛れも無い事実で、写真が女性のなかにある合格点を超えないと、

どんなに秀逸なプロフィールを書いていてもまるで意味がありません。

なぜなら自己紹介文が見られないからです。

それ以外の２割を自己紹介文と、その他簡易プロフィールで補うという感じです。

まずは最初にその他簡易プロフィールで女性がチェックしやすい項目ですね。

これを載せておきますので参考にしてください。

身長

あまり嘘は付けない項目ですが、女性は見てます。

２センチくらいのサバ読みは許されます笑

体型

太め、スリムは選ばないほうが無難

出身地

出身地が同じというだけで興味をもつ女性は多いです。

出身地が同じ女性を検索するのはあり

年収



年収は絶対的なものではなく、

年齢とのバランスを見ている。

２０代前半で２００万~４００万は○だが、

２０代後半からは厳しいというイメージ

ここは証明できるものではないので、多少の盛りは常套手段だと

タバコ

タバコ嫌いな女性はかなり多いです。

もし喫煙者だとしても「吸わない」が無難

宗教

無宗教が無難ですね。

女性は勧誘されることに関してかなり警戒している人が多いです。

宗教を隠したくないということでしたら仲良くなってから伝えるのが無難でしょう。

結婚歴

未婚にしましょう。

結婚に対する意思

ペアーズは名目としては婚活アプリなので

「良い人がいれば結婚したい」の一択ですね。

子どもが欲しいか

これも欲しいにしておきましょう。

こども好きな男性を嫌いな女性はいないので

初回デート費用

ここはデートに行く前に女性がチェックするところです笑

正直に書いてもそこまでマイナスなことはありませんが、

「男性が全て払う」が、すべての女性に対応できるのは間違いないです。

ちなみに僕は

「男性が多めに支払う」にしています。



同居人

これも年齢によりますね。

２０代後半から実家暮らしはマイナスになりそうですが、

女性が納得する理由があればＯＫです。

（出張から戻ってきたばかりで引っ越す準備中など）

以上の項目を参考に、最低限マイナスを食らわないようにしていきましょう。

続いて自己紹介文の作り方です。

最初にお伝えしたいのが、正解はないということです。

例えば、

●●を書いて、

次に▲▲を書いて

最後に××を書きましょう。

みたいな感じでテンプレート化してしまうと、

全員が全員おなじ自己紹介文になってしまいます。

全員が同じ自己紹介文になるということは、

自己紹介文から女性が受けるイメージが一緒ということになりますよね。

つまり、結局写真での差別化しか出来ないということになります。

だから僕が提唱している自己紹介文での目的は、

女性からマイナスイメージがつかない文章を書き、

どういった人なのか、というイメージが湧きやすいようにし、

メッセージをスムーズにさせるための布石を仕込んでおく。

ということになります。



少し詳しく書いていきますね。

まず、女性からのマイナスイメージがつかないようにするためにはどうすればいいか。

一番大事なことは、

ネガティブなことは一切書かないということです。

ではネガティブなこととはどんなことでしょうか。

ちょっとまとめてみますね

・女性に対して求めてる感が出ている言葉

「こんな自分でも仲良くしてもらえたら嬉しいです」

「○○な人がタイプなのでよろしくお願いします」

このような文章ですね。

・●●は苦手＆嫌い

そのままですね。

たまに見かけますけど、こういったのは書かないようにしましょう。

・言い訳くさい言葉

「忙しくて出会いがありません」

「なかなか時間がとれません」

こういった文章を書いていると弾かれますね。

もし、そういった環境だったとしても、言葉をプラスすることで

ポジティブな言葉に変換もできます。

「忙しい毎日を過ごしていますが恋をすると途端に時間管理が上手になります笑」

のようにユニークに切り替えしたりなどですね。



次に気をつけるのが、

どういった人なのか、イメージをしやすい文章を書くということ。

これは単純に感情が伝わる文章にすることが一番大事です。

感情とは喜怒哀楽ですね。

ただ、怒り、哀しみという感情は隠しましょう。

女性がポジティブな感情になりづらいからです。

ここに関しては後ほど例文を載せますので、それを参考にして見てください。

１番の理想は、

女性が共感しやすいネタの中で、自分が一番情熱をもてるものをネタにすることですね。

女性が共感しやすいネタは、

ペアーズに関して言えば、コミュニティから発見できます。

食べ物系、旅行系、オシャレ系、ペット、映画、など本当にたくさんのコミュニティがあ

ります。

その中からある程度、興味があって、実際にお金をかけることに抵抗がないものを選びま

しょう。

そのほうが、より詳しく、女性が共感しやすい文章を書きやすくなるからです。

よく見かけるのは、なんとなく書いているだけというものですね。

それに対しての「エピソード」や「思い」、こういったものがなければ読み手の印象に残り

ません。

これも実際に添削した文章を後ほど載せますので参考にしてください。

実例を見ることでイメージがつきやすくなります。



最後に気をつける点ですね。

僕が一番大事にしていることです。

それが、メッセージのやり取りをスムーズにさせるための布石を仕込んでおくということ

です。

さらには、女性をデートに誘う際に女性が違和感を感じることが内容にするための布石も

この自己紹介文でいれることが出来れば、より強いものになります。

これも実例を出しますと、

「美味しいものが大好きなのですが、

気になるお店を見つけても１人だと中々入れなかったり（笑）。

なので、基本的にはしつこい性格ではないと思いますが、

これに関しては行きたいお店があったら積極的に誘っちゃいます。」

これは以前使っていたまんまなんですけど、

「気になるお店を見つけても１人だと中々入れなかったり」

↑これは女性の共感を呼びやすい文章ですね。

プラスして、積極的に誘うということを書いておくことで、

実際に誘うときに「いきなり感」が出ず、スムーズにアポを取れるようになるということ

を狙っています。

この３点ですね。

女性からマイナスイメージがつかない文章を書き、

どういった人なのか、というイメージが湧きやすいようにし、

メッセージをスムーズにさせるための布石を仕込んでおく。

なんとなくイメージが出来てきたでしょうか？



僕の自己紹介文に対する位置づけは、

こちらに対する好意を上げることが出来ればという希望的観測もありますが、

それと同じか、それ以上に大切にしているのは、

出会うための確率を少しでもあげるようにしておく

ということです。

そのために、写真で女性がこちらに持つイメージを崩すことなく、

親近感を強めてもらおうという自己紹介文にしています。

とは言っても、

「そんなことを言っても最初はなにを書けばいいのか全然わからないよ（´・ω・｀）」

初めて自己紹介文を書く場合はこのようになりがちです。

ですので、

全くなにを書けばいいかわからない場合は、

・あいさつ

・ペアーズを始めた理由

・仕事に関して

・休日の過ごし方

・一番好きな趣味 or特技

・ペアーズで知り合った人とどうなりたいか

・あいさつ

このような流れで書いていきましょう。

ここも少し具体的に書いていきますね。

あいさつ



「はじめまして^^」

「プロフィールをみてもらいありがとうございます^^」

「こんにちは^^」

こんな軽い感じで okです

・ペアーズを始めた理由

「普通に正活していたら出会いがないので、積極的に行動してみようと思い、思い切って

登録してみました」

出会いがないだけだとネガティブにつながりますが、出会いがないというのは女性も共通

していることなので理由としてはオッケーです。

大事なのは、現状を変えようとするために行動していることをアピールしていることです

ね。

ちなみに僕は、

「この歳になると、普通に生活をしていたら出会いがないですよね。

それを除けば結構幸せな生活を送ってると自分では思ってるんですけど笑」

のような感じにしています。

これは、出会いはないが、普段の生活は充実しているというのをアピールするという狙い

があります。

次ですね。

・仕事に関して

ここで重要なのが、

どんな仕事をしているかよりも、

仕事にかける思いを書いたほうがいいということです。

先程も書いたとおり、感情が出やすい項目だからですね。

どんな仕事をしているかは詳しくは書かず、

大まかな業種だけでオッケーです。

あなたに興味のある人が質問しやすくなるという狙いもあるからですね。

例えば SEなら、SEと書くのではなく、「IT業界に携わってます」のような感じです。



また、一般的に地位が高い職業

・医者

・弁護士

・公認会計士

・パイロット

こういった職業の場合でも、

自己紹介文でアピールするのではなく、

職業欄に軽く書く程度に留めましょう。

そのほうが印象がいいからですね。

仕事関係でアピールできるポイント

・人間関係（同僚・上司・後輩）

・情熱（こだわり、やりがい）

・未来（ビジョンなどあれば）

こういったものに関して詳しくかけそうなものがあれば

効果的ですね。

もちろんネガティブになりそうなら書かないようにしましょう。

（無理に書こうとするのではなく、本音で書ける事が大事で、そのほうが圧倒的に反応が

違います）

・休日の過ごし方

・一番好きな趣味 or特技

ペアーズの場合、自己紹介文に５００文字という文字制限があります。

だから僕は、仕事に関してはなにをやっているかの軽い紹介程度に留め、

食べ歩きが大好きというのを最大限アピールしています。



なぜなら、

女性が１番共感しやすいというのと、

デートに誘う確率が上がるから

という狙いがあるからです。

以下、僕の自己紹介文の実例です。

「何にお金を使うことが多い？と聞かれたら多分食費が先に思い浮かぶかもってくらい美

味しいの好きです

美味しければジャンル問わずなんでも好きなんですけど鍋とか焼き肉とかコース料理とか

１人じゃ中々楽しめないのもあるじゃないですか笑

（たまに隠れ家的な焼き鳥屋さんに１人で行ってマスターに相手してもらってますけど

ｗ）

だから仲良くなったら積極的に誘わせてもらいますので、抵抗ある方はごめんなさい^^;

料理も好きで食べてくれる人がいたらつくります。

一番得意なのがボロネーゼで、美味しいと食べてくれる人を見ながらドヤ顔してます笑」

こんな感じで、

・どれくらい食べるのが好きか

（食費が出費の中で一番多いくらい）

・行きたいけど１人ではいけないお店も多い

（だから仲良くなったら誘っても違和感がそこまでない）

・隠れ家的なお店も知っている

（色々なお店を食べ歩いているイメージ）

・料理も周りに褒められるくらいつくる



このようなポイントをアピールするのが狙いということですね。

これは、僕は最初は食べ歩きは全然していませんでした。

チェーン店や、つけ麺などは行ってましたが・・・

でも自分が興味あるし、このジャンルに関してはお金を使うことに抵抗があまりなかった

ので、積極的に外食するようにしました。

このような自己紹介文にしてから、

女性からも色々なお店知ってるんですね的な突っ込みが数えきれないくらい来るようにな

りました。

必然的にデートもしやすくなります。

（初回メッセージから連れてってください的なものがくることもあります）

こんな感じで、メッセージの中で自分がネタにしやすいものを、

あらかじめ自己紹介文に入れておきましょう。

あなたに興味のある女性とやりとりする場合、

ほんとうに簡単にやりやすくなります。

・ペアーズで知り合った人とどうなりたいか

結婚したい

「将来を見据えたお付き合いが出来る方と知り合えたら嬉しいです^^」

彼女がほしい

「友人ではなく、しっかりとお付き合いできる人と知り合えたらと思ってます」

もうちょっと軽い感じの出会いが欲しい

「まずは友達としてご飯を食べに行ったり、お酒を飲んだりできたらいいなと思います」



一途アピール

「多くの人とやりとりしようとは思ってませんので、マッチングした際はよろしくお願い

します」

なんでも正直に書いていいと思いますし、結婚＋一途だったり、彼女がほしい＋一途だっ

たり、組み合わせたりも出来ますし、ここに書いた以外にも書けることはあると思います。

また、書かなくてもそこまで大きな問題では無いですが、

ターゲットを絞るという意味で、書くのはいいかもしれませんね。

やはり、結婚を匂わせればそういった意識の女性が集まりやすいですし、

彼女がほしいと思っていれば、そういった女性が集まりやすい傾向があります。

最後に挨拶ですね。

「ここまでお読みいただきありがとうございました」

「よろしくお願いします」

「最後にイイねをぽちっとお願いします^^」

自分なりに考えて締めましょう。

こんな感じになります。

ただ、最初に書いたとおり、

正解はありません。

文章の流れに自信がなければ

ペアーズが用意している定型文を使うのもいいでしょう。

自分の書きたい流れで書けばいいし、

いろいろ試してみるのもいいでしょう。

大事なのは、



女性からマイナスイメージがつかない文章を書き、

どういった人なのか、というイメージが湧きやすいようにし、

メッセージをスムーズにさせるための布石を仕込んでおく。

ということです。

これがしっかりとできていれば、

反応が取れるようになっていきますし、

メッセージのやり取りもスムーズになっていきます。

是非参考にしてください。

添削事例

以下、僕が実際に読者さんに添削した事例を掲載しておきます。

シェアの許可を頂いているものになりますので、

是非参考にしてください。

色々勉強になると思います。

黒字→添削依頼

青字→番長添削

-----------------ここから-----------------

はじめまして。

全く出会いがないので登録してみました。

休みの日は暇さえあればスポーツ観戦してます。

生でも TVででも大体のものは観てます。

実際やってたのは野球とホッケーで、今は遊びでたまにフットサルしてます。



性格は良くも悪くも気を使う方ですが、慣れたらうるさいくらい喋ると思います。

動物はかなり苦手です(ｰ ｰ;)

軽く飲めたり楽しく過ごせる人探してますのでよろしくお願いします??

------------------------ここまで---------------------

まず、全部読んで受け取るイメージですが、

「心に残らない」

ということですね。

なぜ心に残らないのか・・・

●●さんの感情が見えてこないからです。

これが例えばイケメンだったり、

バリバリ肩書があったりするみたいな感じで、

パッと見て女性に伝わる魅力があれば別なのですが、

そういった一瞬で伝わる魅力がない場合、

文章で女性の感情に残るようにしなければいけません。

なので、スポーツが好きだというのは写メからも伝わるので、

「なぜそこまでスポーツが好きなのか」

がわかるようなエピソードを簡単にいれてみましょう。



また、スポーツでの実績で誇れるものがあれば、

アピールしておくのもいいでしょう。

それと、もうひとつ、

ネガティブな要素は全て排除してください。

この文章で言えば、

・全く出会いがない

・うるさいくらいしゃべる

・動物はかなり苦手

こういったものは女性の感情がプラスに働きません。

ただ、表現を変えたり、

文字を付け加えることで、ネガティブ具合を消すことも出来ます。

例えば、

「全く出会いがない」

というのを、

「この歳になると、普通に生活しているだけでは女性との出会いがないので

積極的に行動してみようと思い、登録してみました」

みたいな表現をすることで、

女性の普段の生活とリンクして、共感されやすくなります。

こんな感じで言葉を変えるというのを意識してみてください。

もし思いつかなければ、消した方がいいかもしれませんね。



と、自己紹介文の添削はこんな感じなのですが、

今回は

・スポーツに関してもっと詳細に書く

・ネガティブな表現を消す

の２点をまず変えてみましょう。

正直、まだまだ改善しなければいけない、または付け加えなければいけないところ

があるのですが、まずはこの２点を意識してみてください。

>こんにちは。

>首都圏の空港でグランドスタッフをしています。

>毎日、全く英語が通じない国の人々に場所の案内を行ったり、入国手続きの案内をしたり、

>様々な国の人々と関わるのでない物を伝える難しさを感じながら、日々勉強の毎日です!

>将来は、現場責任者として任せてもらえるように、中国語を勉強しています。

>休日はよく友人と食べ歩きをしています(^-^)

>雰囲気のいいカフェや、パスタ屋があると思わず入ってしまいます。

>また、仕事終了後に、同僚とフットサルやテニスをすることも好きです。

>仕事中は話せないような他部署の職員との親交も深められるところが魅力を感じていま

す。

>職場にも女性はいるのですが、社内で付き合うのは抵抗があったので登録してみました。



>仲良くなったらおしゃれなカフェとかでお話しましょう!

>気軽にいいねしてみてください(^-^)

>読んでくれてありがとうございました。

まず、全体を読んで一番最初に思ったのが、

「読みづらいな・・・」

ということです。

なんで読みづらかったかというと、

改行されていなかったからですね。

普段から本を読まれている人に多いのですが、

一般的に、これくらい改行されていないと、

読みづらいと感じる人も多数いるので、これから気にするようにしてください。

次に文の内容を読んで思ったのが、

「印象に残らない」

ということです。

まずこの文をもう一度読みなおしてみてからわかったのが、

・グランドスタッフ

・中国語を勉強している

・食べ歩きが好きらしい

・フットサルやテニスが好き

・社内では付き合いたくない

こんな感じのイメージですね。



で、なんで印象に残らないかというと、

「●●さんの感情が見えないから」

ですね

僕が上にかいた５項目で１番アピールしたいのは何でしょうか？

その中で、女性がネガティブなイメージを受けないように、

もっと詳細に、もっと感情を出して書いてみましょう。

パッと見た感じ、食べ歩きや仕事後のスポーツが良さそうに思えるのですが、

●●さんにとって、１番感情を出しやすいものを選ぶといいと思います。

たとえば、

食べ歩きをアピールしたい場合、

>休日はよく友人と食べ歩きをしています(^-^)

>雰囲気のいいカフェや、パスタ屋があると思わず入ってしまいます。

→これを、

「休日ってなにしてるの？って聞かれたら、

最近パッと思い浮かぶのが食べ歩きです。

友人と交代でお店を選んでるんですが、ルールが、

「食べログに載っていないお店」

という縛りでやってます笑

もちろん外れることも多いのですが、

たまにドストライクのお店を発見した時の喜びと言ったら笑



最近だと、●●に隠れ家的なパスタ屋さんを見つけてしまいました^^

仲良くなれたらこっそり招待させてもらいますね笑」

こんな感じで書いてみました。

パッと思いついたまま書きましたが、

全然印象が違いますよね？

何を注意して書いたかというと、

・読んでいる人に語りかけるように

・ネガティブな感情を出さないように

・出来るなら面白く・・・

という感じです。

僕が書いたようなエピソードがあるかどうかはわかりませんが、

自分がそこそこ情熱を持っているものを一つピックアップして、

それを見て楽しくなるような感じで書いてみましょう。

それだけでグッと印象が良くなりますので。

こんにちは。

●●の会社に勤めていまず。今年で 25歳になります。

日頃仕事をしていると、会社関係の方しか知り合えないので、色んな方と交流したいと思

い、登録してみました。

休日はサイクリングのイベントに参加したり、友人達と飲みに行ったりしてます。

映画が好きなので、家にこもってぶっ通しで DVD鑑賞もしたりしています(笑



マイペースでのんびり屋です。周りからはマジメとか言われてます。。。

まずはメールから交流していきましょう！

気軽に「いいね！」していただけると嬉しいです。

よろしくお願いします！

全体を見て、悪くはないのですが、「無難」な印象ですね。

何と無くいい人そうだけど印象に残りずらいというように感じました。

なぜかといえば、●●さんの感情が見えてこないからですね。

「休日はサイクリングのイベントに参加したり、友人達と飲みに行ったりしてます。

映画が好きなので、家にこもってぶっ通しで DVD鑑賞もしたりしています(笑」

このゾーンからは、

サイクリング好き

友人と飲み

DVD鑑賞好き

というのが伝わるのですが、これのなかのひとつを、

もっと詳細に、感情を出して書けませんか？

その中の一つに何か面白いユニークエピソードなどあれば

自己紹介文を読み終わった後に印象に残る文となります。

例えばＤＶＤ鑑賞なら、

女性に人気のあるタイトルをあげ、

「あまりに面白すぎて休日を全部使っちゃいました（泣）

なので今はシリーズ物をレンタルするときは１話ずつ借りるようにしてます笑」

↑これをちょと説明しますと、



ＤＶＤ好きな女性は多いので書いても問題無いと思いますが、

引きこもりのイメージを消すために下の文を書いているということですね。

もう少しうまく書けそうな気もしますが、

例えなので、●●さんなりのエピソードをユニークに書いてみてください。

添削依頼について

今回、プロフィールの添削をさせていただきますが、

その際のお願いとして、教えて欲しい必須目があります。

それが、

・写メ

・年齢

・居住地

・自己紹介文

となります。

自己紹介文だけだと、そこを添削することは可能ですが、

やはり使っている写真がおかしいといくら自己紹介文が良くても意味が無いからです。

ここまでお読みいただいていればお分かりいただけると思いますが、

プロフィールはすべてセットで見ないと良し悪しがはっきりしません。

よろしくお願いいたします。

あなたに良い出会いライフが訪れることを祈ってます

草食番長


