
『悪魔の眼(Devil　深層心理を見透かす女心の

なSEX回避不可能を密かに発動し、美女をEye)』

に美女に２時間以内心理操作で服従させて、５つの

に奉仕するよう『あなた様だけ』を了承させSEX

…独占支配する、卑劣な悪魔の能力をついに公開

『悪魔の眼(Devil　Eye」)』の存在を知ってしまったら警告：

もう、何も知らなかったヘタレ男に後戻りすることはできません。

覚悟は良いですか？・・

；闇の術者古川from

で見かけたミニスカ巨乳美女を自分の『モノ』にできたら…街
事はありませんか？あなたはそう感じた

古川さん。僕はそんな淫らな妄想をしたことはありません」「いいえ、

あなたはどっか行って下さい。そんな嘘つきな

「はい、古川さん。僕はあまり大きな声では言えませんが
ヒールをカツカツ言わせながら街を歩いているミニスカートを履いた
巨乳美女についつ目がいってしまい、お母さんには言えないような事を

想像してしまいます」ついつい

そんな正直な気持ちを素直に告白してくれたあなたに



今日は美女にＨを了承させる興味深い話をします。

今回は

『どうすれば美女は俺とセックスしてくれるのか？』

というシンプルかつ非常識なテーマについて
童貞だった頃から私が精神病患者で女性経験０の

どれだけ残酷で悪魔的なロジックを使って美女を服従させ”

自分の性欲を限界まで満たしてきたのか？”彼女達のピチピチな身体で

正直に告白します。を、隠し事無しで

はそんな自分勝手に性欲を満たしたいなんて考えていません。「古川さん。僕
を築けたらそれで満足なんです」ただ、愛する女性と円満な家庭

というあなたは今回のレポートの趣旨に合っていませんので

円満な家庭が築けそうな私のレポートなんて読まずに、
女」でも探しに街でもふらついて下さい。「おとなしいその辺の

今回のレポートは

毎晩、毎晩狂おしいぐらいお互いを求め合え「あまり大きな声では言えないが

るような、ピチピチな肌にグラマラスな身体をした美女をどうやって

ラブホテルのベットの上で彼女の膣内にドクンドクンと自分に服従させて

射精するのか？」

という話です。

密かに読んでくれて・・まぁ興味がある方だけがこのレポートを
。実践してくれれば良いってことですよ

が



今回私がお話しする話はあくまでも「古川流」であり
自分自身の女性との恋愛セッションを激変させ私や私の会員さんが

「美女とセックスできるようになった話」ですので

あなたには合わない可能性があります。

「何か俺には合わないな」と感じた場合は
速やかにこのレポートを読むことを辞めて

また、他の恋愛コンサルタントの元で勉強することをお薦めします。

（お互いに時間の無駄だと思うので）

』の心理学や人心掌握術をベースにただ、私が崇拝する『魔術師（師匠）
私の会員さんのリアルでドロドロとしたストリートの恋愛人体実験で私や

高い効果を発揮したロジックを包み隠さずに話すわけですから

』ことに関しては、『美女を服従させてＨをする

結構学びがある内容になっていくと思います。

あなたも今までの人生経験で色々な経験があると思いますので
本当なのか？」という猜疑心もあるかと思います。「こいつが言っている事は

ええ。もちろん、私に対するそんな冷ややかな猜疑心は持ったままで良いので
少しだけオープンマインドになって

美女を服従させてＨを了承させる悪魔的なロジック””

を読んでみて下さい。

…

前置きが長くなりましたが、

では、私が美女にセックスを了承させる秘密をあなたにもシェアします。



を判断しない女という生き物マンコでは男

「あーあの人ってチンコ大きそうだから

びしょ濡れマンコの中にズコッと入れたら気持ち良さそうだなー」私の

・・そう思いながら男性を物色している女性は
ほとんど存在していないでしょう。

（少なくともこの日本には）

や私のような男は逆にあなた

「あの子、超オッパイ大きな。揉みてー」

や

「あいつマジで足綺麗だな。舐め回してー」

エッチな想像してしまう事があると思います。とついつい無意識に

そう。

私が何が言いたいのか？なのですが、では、

男と女の恋愛感情や本能は全く異なるものである””

ということです。

独りよがりなまず、大前提としてこの事を理解していないと
しまって、その女性に「？？？」という顔をされてアプローチをかけて

」と女性に思われてしまうわけです。一撃で「男として興味無し。死ねよ

や私のような男が女を判断する無意識のプロセスはあなた



⇒恋愛感情⇒実際のセックスチンコ（性欲）

ですが

これが女性になると

⇒マンコ（性欲）⇒実際のセックス恋愛感情

となるわけなんですよ。

この「男女の心理プロセスの違い」から導きだされる
２つあります。美女を落としてＨを了承させるための鉄則が

自分の感情や本能で女性にアプローチするな鉄則１：

どんなに過激な手段を用いても女の感情を揺さぶれ鉄則２：

この２つです。

いいです？

この２つの鉄則を聞いて

「なるほど。俺に足りなかった事はこれだったのか。。」

ざと理解が出来た方は、このレポートの続きをわざわ
読む必要もありませんので、あなたの大切な時間を使って

早速、出会い系アプリでもナンパでも合コンでもして

女性に「俺とセックスしてくれよ！」と自分の性欲だけで
無能な勘違い野郎に恥をかかせて、ガツガツアプローチしている

激しく揺さぶってあなた好みの美女の感情を洗脳会話術などを使って

「女の身体や表情や匂い」をラブホテルのベットの上でズコバコして



楽しんできて下さい。

（洗脳会話術は私が音声で話している心理学会話のテクニックです）

「いやー古川さん。何となく言いたい事は分かるんですが、
まだ、実際に女性にアプローチをするとなるとちょっと怖いですね」

です。OK

・・そんなあなたの為にさらに詳しく解説しますね。

鉄則１：

アプローチするな自分の感情や本能で女性に

「何故、自分好みの美女を相手にすると極度に緊張するのか？」

「何故、好きな女性の前だと本来の自分の力が発揮できないのか？」

が相手だと友達と話す時のようなフランクな会話が出来「何故、可愛い女の子

ないのか？」

質問は３つですが、実は答えは１つです。

それは

あなたが美女のマンコを本能的に意識しているからです””

もっと分かりやすい表現に変えると

あなたが潜在的無意識で



「その女性とキスをしてオッパイを触りたいな」

と思っているからです。

例えば、これが

お婆ちゃんと話す７５歳の畑仕事をしている

だったらどうでしょうか？

あなたは７５歳のお婆ちゃんと会話する時に
極度に緊張してしどろもどろしますか？

「あー！何で本来の俺の力が発揮できないんだろう。。」

絶望感を感じますか？と自分のコミュニケーション力に

…

ありえないですよね。

あなたはそう。

「俺は女と会話したりコミュニケーションをとったりすることが苦手なんだ」

と深い劣等感を感じて死ぬほど悩んでいるかも知れませんが、

その悩みは真実ではないんですね。

あなたはただ

自分が女と認識する女性とコミュニケーションをとる時に”

性欲や感情をコントロールする術を知らないだけですよね？”自分の

実はあなたは今までの自分の人生経験の中で



「どういう人間が他人に好かれるのか？」

「どういう人間が他人に嫌われるのか？」

そんな人間コミュニケーションの基礎は
感覚的に身についているんですよ。既に

…）（あなたが小学校や中学校で他人と関わった経験があるのであれば

学ぶべき事はだから、あなたがこれから

「マンコで男を判断しない女性心理」であり

、あなた好みの美女に『自分の性欲や感情をコントロールして

植え付けるのか？』Ｈを了承させる程の恋愛感情をどうやって

なわけです。

では「どうすれば自分の恋愛感情を抑えて美女にアプローチできるのか？」
から話しますね。

今すぐヤリマン美女を罵倒して下さい

あなたに今からすぐにやって欲しいエクササイズがあります。突然ですが、

が住んでいる所の近所の繁華街に行ってそれは、今からあなた

美人な女性を見つけて

「バーカ！ヤリマン！貧乳女！チンコばっかしゃぶってんじゃねーよ！」

そう。真顔で暴言を吐きつけて来て下さい。



…

「古川さん。ついに頭がおかしくなったんですか？」
とあなたは心配してくれているかもしれませんが、

あながちそうでもないですよ。

確かに実際にこのエクササイズを実行に移すとなると、

美女が怒り狂って警察を呼ばれるかもしれませんし、

員のチンピラにフルボッコにされるかもしれませんし美女の彼氏の暴力団

美女の不良友達たちに集団リンチされる

可能性も否定できませんので

かなりリスクが高い事は事実なのですが、

が本気で単刀直入に、もしあなた
いと「殺すぞ！」と私に脅されているとしてこのエクササイズをやらな

あなたはそれを実行に移せそうですか？

う～ん。それでもちょっと僕にはできそうじゃないですね。。」「

あなたはそう感じているかと思います。

何故、超可愛い美女に向かってその女性をけなすような
なのですが、暴言を吐きつける事が出来ないのか？

それは、

あなたは美女に嫌われる事を感情的に最も恐れているからです””



そう。

実はこの「女性に嫌われたくない」という感情が
最も厄介な感情なのです。あなたや私のような男にとって

古代から脈々と続くオスの本能は

「あー！美女の膣内にドピュドピュ射精したいぜ！」

と叫んでいるのですが、

脳みその反対側の本能では

「もし、この美女に嫌われたらどうしよう。。」

という恐怖心が頭の中に渦巻いているわけです。

イメージで言うと、

アクセルとブレーキをどちらも
全力で踏んでいる車のようなイメージです。

車はほとんど前進することは出来ないと思いますしそんな状態ではその

その前に

大破してしまうでしょう」「多分その車は

アクセルとブレーキを全力で踏んでいる車のようなあなたがもし
状態なのであれば心理

『崩壊寸前』なのではあなたの精神は

ないでしょうか？



」大丈夫でしょうか？「

…

イスラエル人の有名な心理学者の研究である

「人間という生き物は欲望を叶えたい気持ちよりも

恐怖を避けたい気持ちの方が２倍以上強い」

という実験結果も既に発表されています。

だから、

「あー！美女の膣内にドピュドピュ射精したいぜ！」
という欲望と

「もし、この美女に嫌われたらどうしよう。。」
という恐怖が

あなたの精神の中でバトルをした場合、

最終的には

「もし、この美女に嫌われたらどうしよう。。」
という恐怖心が勝利を収める可能性が高いので

「もし、この美女に嫌われたらどうしよう。。」という弱々しいこの
セルフイメージがあなたの潜在意識の深い部分に構築されてしまうので

あなたは自分好みの絶世の美女を前にしただけで本来の実力を発揮できず”

”モジモジしたヘタレ男に成り下がってしまうわけなんです

Hを了承させる程の恋愛感情を・・こんな状態で美女に
事は不可能なわけですよ。植え付ける

だからまず、



良い１０人の美女が居たら９人には嫌われても

このマインドセットをあなたも脳内に叩き込んで下さい。

現れたとしても、どうせ１０人の美女があなたの目の前に
あなたのペニスは１本しかないわけですから、

「別に嫌われたっていいじゃないか」

そんな気持ちで女性に接して欲しいです。あなたにはこれから

目の前に現れた美女に実際問題、あなたの

んたのことなんて大っ嫌い！」「私、あ

と言われても死にはしないですし、

現代のインターネット社会では、携帯電話のボタンをポチポチと押すだけで
出会い系アプリなどを使って、いくらでも新しい美女と出会える可能性があり
ますし、

』が毎日、毎日『将来絶世の美女に成長するであろう幼女
この日本に誕生していることを考えると、

事実上、

あなたのチンコをズコバコ突っ込む美女は”

ほぼ無限に存在しているわけです”

そう。

この美女を落とす基本マインドを身に付けた本物の男だけが
私がこれから話していく



笑った時に鼻毛が見えてるけど「どうした？○○チャン
ちゃんと手入れした？」今日の朝、

女性の感情を揺さぶり、パワーバランスで優位に立てるようなこんな感じで
攻撃的かつ挑発的な発言を、あなたも自分好みの美女に対して
できるようになれるのです。

鉄則２：

どんなに過激な手段を用いても

感情を揺さぶれ女の

先ほどあなたにお伝えした

『１０人の美女が居たら９人には嫌われても良い』

このマインドをマジで潜在意識の奥深くに叩き込むことが出来れば

もう、何も怖いことはなくなります。

世の中に生きる９９％の女性にモテないヘタレ男達は
この恋愛基本マインドを持っていませんので、

「美女に嫌われたらどうしよう。。」

という男の最大の恐怖心を克服することが出来ないため

当たり障りのない無難な対応しかすることが出来ず、

女性から



「無難すぎて詰まらない」

とか

「良い人だと思うけど男としは興味無し」

のような最低最悪の評価をくらう羽目になるので

Hを了承してもらえることもなく一生、自分の力で美女に

ドンドン薄くなり、老いぼれたジジイになっていき髪の毛も

気付いた時には

「・・俺は何のために人生を生きてきたんだろう」

という言葉にはならない絶望感を感じながら

プリップリの巨乳美女のピチピチの身体の良さも知らず、若い
分からないまま、最愛の女性に愛される喜びも

ボロボロのアパートで誰に介護をして貰えることもなく、

』を迎えご臨終となるのです。悲惨な『孤独死

が、

『１０人の美女が居たら９人には嫌われても良い』

この恋愛基本マインドをしっかりと自分の中枢神経に叩き込む事が出来れば

後は、

何の躊躇もなく攻撃的に美女の感情を”

揺さぶれば良いのです”



やYouTubeでこれまでにサイトやメルマガ

はいくつか話してきましたので、「女性の感情を揺さぶるテクニック」

それらのテクニックを学んで、あなたもじっくり時間を作って
あなたが女性に対して「使いやすいテクニック」を使用して
頂ければそれで良いと思うのですが、

今回はせっかくあなたに、大切な時間を使って
ったらしいレポートを読んで頂いていますので、私の長

私が精神病患者の童貞から心理学や人心掌握術を身に付けて
→１』で美女にHを了承させるために密かに使用してきた『０

最悪の最も汚い悪魔的なテクニックをお話ししようと思います。最凶

何故、ヤンチャな不良はモテるのか？

あなたの学生時代のクラスメイトの中に必ず１人は
不良行為ばかりをしているヤンキーが居たと思います。

で、

あなたは不思議に思った事はありませんか？

「何故、勉強もろくに出来ないバカな不良が

超可愛い美女にモテるのか？」と。

万引きをしたり他人を殴りまくっている私は、
バカでアホなどうしようもないヤンキーが
芸能人級に可愛い美少女を彼女にして

やりまくっている現実にセックスを



かなり強い憤りと悔しさを感じたので

美女にHを了承して貰えるのか？」「何故、不良は簡単に
を、心理学の視点から研究したことがあります。

・・そして気付いたのですが、

彼らのようなバカでアホな不良が無意識に
女性にアプローチをかけるステップは

心理学的に見て女性のSEX本能にダイレクトにアプローチをかけている””

事が判明したのです。

で、

使用する「美女を落とすテクニック」を彼ら不良が無意識に
下記です。心理ステップ化したものが

,見た目が怖そう１

,俺と一緒に居たら安心と女性に感じさせる２

,お前（彼女）だけには優しい３

この３ステップが女性心理の視点から見て

強力な方程式かいかに女を落とす

分かりますか？

『怖そう』なので最初に女性に出会った時の初対面の印象が
特に意識をしなくても、女性は潜在的に

「この人を怒らせたら怖いな」と感じますので
女性との恋愛関係をリードするために必須な

パワーバランスを形成する事ができます。強い



』な男がで、そんな『怖そう

すぐ揉め事になるぜ」「単車に乗って暴走してたら

強くなりてーから格闘技習ってんだ」「喧嘩もっと

…」「ヤクザになった先輩がよー

。みたいな発言を女性に連発するわけですよ

女性の心理の中には

怖そうな不良＝強い男

というセルフイメージが形成されている場合が多いので

女性が目の前の男と恋愛するかどうか判断する
古代から続く最も強い欲求の１つである

』『自分の将来に絶対的な安心感を得たい

という本能が強く刺激されるのです。

何か怖い事が起こっても守ってくれそう」「私はこの人と一緒に居たら

そう女性は感じるわけですね。

Hを了承させるとどめの一撃としてそして、女性に
暴力行為ばかりを繰り返している目つきの悪い怖い男が

私にだけは優しく接してくれるわけですよ。

「あー。私はこの人にとって特別な女なんだな」

と、これもまた女性心理の強い欲求である

』『私の事だけを特別視して欲しい



完璧に満たしているのです。という感情を

』を煽りパワーバランスで優位な位置に立ち、女性の『恐怖心

「喧嘩」「暴走」「格闘技」「ヤクザ」

女性が「男の強さ」を感じるようなそんな感じの
単語を連発し女性の感情を揺さぶる

で、

「お前（女）だけには俺は優しくするよ」と１人の女を特別視してあげる。

…

この不良が美女にモテるロジックを心理学的に考察してみて

私は

「そうか。女性心理を深く考察すると不良が女にモテる事は理に適っている」

そう感じた次第です。

しょうか？ここであなたは今こう感じているのではないで

に不良になれってことですか？」「では、古川さん。僕

ええ。そうですね。

そうして下さい。出来るのであれば

彼ら不良が美女にモテる心理学的なロジックを公開しましたので
あなたも何となく理解して下さっていると思いますが、



一言で言えば

怖そうに見える、真面目なガリ勉君よりも

不良』の方が女性心理から見ても美女に『

ですモテる事は明白なの

が、

何もあなたに今からド派手な単車を買って暴走族に入って私は
シンナー中毒者になって、欲しいものは万引きして
街中で手当たり次第に喧嘩を吹っかけて、

フルボッコにして下さい。その全員を金属バットで

と言っているわけではないです。

あくまでも

初対面の印象で女性があなたに初めて出会った

「この人って怒らせたら怖そうだな」

と感じるような不良っぽい見た目にして欲しい。

そう言っているわけです。

私自身はファッション関係のプロではないので詳しい説明は省きますが、
近所の本屋さんに行って

「どんなファッションをすれば女性から強そうに見えるかな？」

という視点でファッション雑誌を２、３冊も読めば、
大体、どんな感じの服を着れば良いか分かると思います。



・・ここまで詳細に話しても、

おそらく実際に本屋さんに行ってファッションの研究をする人は
このレポートを読んでる人の１０％にも満たないと思いますが、

このわずかな努力を惜しむようでは、

多分、一生美女とセックスできるようには

なれないと思いますよ

が、

こういうわずかな努力を律儀にこなすあなたは
１ヵ月、２か月、３ヵ月単位で考えると、

』をつける事が可能となりますので周りに居る奴に男として『絶対的な差

あなたが自分好みの美女を落としにかかった時に

、他の男の事が一切目に入らない程に美女を夢中にさせ

恋敵のライバル男性に恥をかかし

の精神を完膚なきまでに叩きのめして奴ら
深い劣等感を植え付ける事ができます。

いいですか？

そろそろ、あなたも美女を落とすことに本気を出して

欲しい女は自分の力だけで手に入れる能力』『

を早く身に付けて下さい。



恋敵のライバル男性にあなたが大好きになった美女を奪われる前に…）（

＝古川ヘタレチンカス野郎

じゃあ、古川さんってもしかして不良なんですか？」「

あなたは思っているかもしれませんが、と

そんな事は全くないです。

ですよ。真逆。むしろその真逆

私は大好きだったツインテールが良く似合うロリ美少女の彼女と
数人の不良達に、舐め回すような目つきで、デートをしていて

自分の彼女をジロジロ見られても

ただ、うつむいて「知らんぷり」決め込むことしかできないような

根っからのヘタレ男です。はい。

でも、「不良は心理学的に女にモテる」ことを知ってからは
に見える服装や髪形をしてみたり、少しヤンチャ

武道の研究をしたりはしていますが。

なので、もちろん極悪な不良行為に手を染めているわけでもないですし
手当たり次第に弱い奴らを毎晩、派手な単車に乗って暴走行為をして、

ボコボコに殴りまくっているわけではないです。

…）（そんな度胸はヘタレな私には無いです

が、

私は現在も



Hを了承させる心理テクニック不良が美女に

はフル活用しています。

そう。

上記でお話しした

,見た目が怖そう１

,俺と一緒に居たら安心と女性に感じさせる２

,お前（彼女）だけには優しい３

この３ステップですね。

この３ステップを魔術師（師匠）から教えて頂いた厳密に言うと、
強化して心理学や人心掌握術の知恵の力で各部を大幅に

』として『術者の心理操作

女性への人体実験を繰り返しているわけですが。。

で、

Hを了承させているテクニックを私が密かに美女に
ステップ化すると下記の順番になります。

,興味・関心を惹く１

,パワーバランスの形成２

,カウンセリング３

,SEX洗脳４

,ボディタッチ５

上記の５ステップの秘密のテンプレートを持っており、私は現在、
どこで、どんなタイプの美女に出会っても



ただ

何も考えずに５ステップのテンプレート通りに

Hを了承させているわけです美女に

５ステップのベースとなっているものはこの秘密の
無料音声で話している『洗脳会話術』なわけですね。私が

時間にすると、新しい自分の好みの美女と出会ってから
』に入りますので１時間～２時間ぐらいでステップ５の『ボディタッチ

”ています大体、出会ったばかりの美女と２時間以内にSEXが確定し”

』を非常にシステマチックに私はこの『術者の心理操作
ただ、黙々とこなしているだけで

ナンパを使って新しく出会った女性と出会い系アプリや
９人に１人ぐらいの確率でホテルのベットの上で

愛し合っているのです。激しく

ヤッてしまう日も多いですが…）（車の中でそのまま

これだけ偉そうな事を言っておいて「えー。古川さん。

１人の女性としかHする事が出来ないんですか。。」９人中

冷ややかな意見もあると思うのですが、という

私が現在の能力を手に入れてから本気で「女とヤる」事だけに
C級のちょいポチャギャルなどとも完全にフォーカスを絞っていた時は

をしていましたし、SEX

相手に彼氏が居ようが結婚していようが精神が病んでいようが
お構いなしに「セックス！セックス！」と叫んで、



猿のように「ただ、メスの膣内にドピュドピュ精子を中出し」狂った
することだけを楽しんでいましたので、

「どうせ嘘だろ？」と疑われるとムカつくのであまり言いたくないのですが

『術者の心理操作５ステップ』を使用するようになってから正直な所、この

SEX出来なかった事はただの１度もないです。狙った女性と

でも、

仮に女性の新婚生活が崩壊しようとも、でもブスでもヤリマン
「ただ、ヤッてヤッてやりまくる」事に虚しさを感じ始めた事と、

フェラさせまくって口内発射をしまくっていた浮気相手の美女の彼氏と
警察沙汰になるほど血みどろの揉め事を経験したりしたことによって

も考えて今は心の底から女性の事

（自分の身の安全を守るためという気持ちもありますが）

SEXしても大丈夫な女なのか？」「この美女は俺と

を入念にチェックしてから、

１つでも「こいつは面倒くささそうだな」と判断した女性は
』のステップ３の「カウンセリング」フェーズまで行って『術者の心理操作

「あなたに出会てホントに良かったよ。私もっとイイ女になるね。
ありがとう」

そう女性に言われて私の自尊心が満足したら、オッパイも触らずに
放流してあげるようにしています。

だから、それらの確率も考慮した上で



９人中１人の女とSEX」「

確率論なわけです。という

が、

は、残念ながらおそらくあなた

2時間以内でSEXを確定させる術者の心理操作の５ステップのやり方だけを聞「

いても実際に美女にHを了承させるようにはなれないと思いますよ」

何故ならば、

顔つき、性格、感情トリガー、人生経験が異なる、１人１人の女性が
生き物だからであり、全く別の

そして、

その女性を落としにかかる私とあなたも”

全く別の顔を持ち、全く異なる人生経験を過ごして

形成して現在まで生きてきているからです”全く違う人格を

「テクニックは所詮１つの武器に過ぎない」

これも私が魔術師（師匠）に教えて頂いた
非常に大切にしている価値観の１つです。

例えば、

世界一の切れ味を誇る「斬鉄剣」をあなたが持っていたとしても
その「斬鉄剣」をあなたが使いこなせるだけの能力を持ち合わせていないと
分厚い鉄の塊をぶった切れるようにはなれないということです。



そう。

A級美女とバンバンSEXをしてこれから、あなたが自分好みの
複数の美女の中から自分のソウルメイトな彼女を捕獲したいと
密かに願っているのであれば、

テクニックを学んだとしてもいかに美女の心理を操作する最強の

「あなたの事が大好きになっちゃった。もぉあなた以外の男は

ねぇだから、今すぐ私の事を抱いて」眼中に入らないよ。

あなた好みの美女に思わせるためには、そう、

あなたの脳内に眠る潜在的な能力を覚醒させて、美女にSEXを”

了承させるだけの本質的なパワーを身に付ける事が不可欠なのです”

』を使用するためにはそこで上記でお話しした『術者の心理操作５ステップ
「どんな本質的な力を身に付ければ良いのか？」なのですが、

いない私の最大の秘密を１つあなたにシェアします。・・今まで誰にも教えて

A級美女（もしくはB級の上位クラス）の女性と私は実は、自分好みの
出会った時に必ず

Devil　Eye（悪魔の眼）』『

能力を使ってという秘密の

心理や感情を見透かした状態で美女の

術者の心理操作５ステップ』２時間以内でSEXを確定させる『

を炸裂させているのです。



僕は常識のある大人です。そんな非現実的な「古川さん。
能力がこの世に存在しているわけがないじゃないですか」

・・そう、あなたが思うのは仕方がないことので、
別に嘘つきのペテン師だと言われても別に私は良いのですが。

ただ実際問題、

常にオドオドした態度で「女性に嫌われたくない」という恐怖心に怯え

彼女を作る」どころか女性とまともに目を見て会話することすら「

女性経験０の童貞でできなかった

けなし続けてきたせいでそんな悲惨な自分を悔やみ、
「俺なんかに生きている価値はない」と自殺未遂を繰り返し、
精神的な病気を患う程に病んでいた私が、何故、

A級美女、自分が狙った

そう。それが

ギャルでも、某キャバクラのNO,1の美女でもクラブで遊んでいるセクシー

、パラパラを踊っているJKでも、清純系処女の黒髪短神戸市在住のモデルでも

大生でも、ツインテールのドM ロリ少女でも、有名企業に務めるプリケツの

美人OLでも、

、プロダンサーでも、巨乳の金持ちお嬢様でも、社長秘書でも

、年上のナースさんでも、バドガールでも、ヤクザの娘でも

アイドルの卵でも、etc…変態風俗嬢でも、

自分が好きなタイミングでラブホテルに連れ込み、

「古川さんに出会えたことで私の人生は劇的に変わりました。
」ありがとうございます。古川さんに抱かれた事が私の幸せです



、そんな自分で執筆していて恥ずかしいぐらいの

美女とラブホでHをして、その美女たちからただ、
崇拝されるような男にまでなったのか？「私の人生の師匠」と呼ばれるほど

その秘密は

Devil　Eye（悪魔の眼）』『

能力を身に付け、という

心理や感情を見透かした状態で美女の

術者の心理操作５ステップ』２時間以内でSEXを確定させる『

,興味・関心を惹く１

,パワーバランスの形成２

,カウンセリング３

,SEX洗脳４

,ボディタッチ５

からなのです。を炸裂させている

ここで、あなたも想像してみて下さい。

プリップリの巨乳で胸の谷間がガバッと開いた服を着て、
A級に可愛い美女と男を悩殺しまくっているような

ただ、数十分会話をするだけで

その美女が今、何を考えていて、今、どんな感情になっていて”

何が好きで、何が嫌いで、今までにどんな人生を送ってきて、

”これからどんな夢を持って人生を過ごしていきたいのか？

眼』がそれらの事を『見透かせる悪魔の



存在するとしたら。。もし、本当にこの世に

・・かなりワクワクしてきませんか？

「君、１０日前ぐらいに彼氏に捨てられたでしょ？」

「え！？。。何でそんな事が分かったの？」

その男が極度の遊び人だったわけでしょ？」「・・それは教えないけど、で、

…私の彼氏が友達のA子ちゃんと「そうなのよ。何で分かるの？実はね
…私とのHが詰まらないとか言われて…浮気してることが判明して
…」ゴニョゴニョ、ゴニョゴニョ

今君は男に捨てられて凄く寂しいんだろ？」「だから、実は

「・・うん」

愛し合いましょうね。。）（はい。では僕とラブホに行って激しく

…

Devil　Eye（悪魔の眼）』を身に付けてしまうと、『
こんな感じの会話を展開することが可能となるのです。

そう。

）が住んでいてまるで、眼の中に悪魔（全知全能者

そいつが目の前の女性の全てを教えてくれるような

のです。を持っているそんな不思議な感覚私的には、

かなり余談ですが、



Devil　Eye（悪魔の眼）』この能力を身に付けてから私は『
当てれなかったこともないですね。女性のオッパイのサイズを言い

Eカップだろ？」って言ったら私が「君のオッパイのサイズは
Eカップなんですよ。。本当にその女性のオッパイのサイズが

…）（まぁ、どうでも良いかもしれませんが

とにかく、あなたに聞きたいのですが、

この女性の思考、感情、どうですか？

卑怯な能力。人生経験を見透かす

…

欲しいですか？

Devil　Eye（悪魔の眼）』を身に付けてしまうと、『

なんだろう。。

結末が分かっている映画のような感覚で
ホテルに連れ込めるようになります。女性をラブ

だってそうでしょ？

巨乳美女があなたが狙っている若くてピチピチな肌をした

今、何を考えていて、今、どんな感情で、今までどんな人生を送ってきて
生きているのか？これからどんな夢を叶えるために人生を

もっと細かく言うと、



H、今まで好きになった男のタイプ、過去の彼氏のタイプ、好きな
の得意技、親友の有無、家庭環境、親との関係性SEX

（本気を出せば親の職業も）

、それらを全て見透かした状態で

術者の心理操作５ステップ』２時間以内でSEXを確定させる『

,興味・関心を惹く１

,パワーバランスの形成２

,カウンセリング３

,SEX洗脳４

,ボディタッチ５

炸裂させるんですよ。これらの心理操作テクニックを

むしろ、

「これで女が落ちねーわけねーじゃん」

思いませんか？って

セッションしていますし、・・事実私はそんな感覚で美女と恋愛

どうせ信じて貰えないのであまり言いたくないですが、
私が「セックスすること」だけを考えていた時の
成功率は、ほぼ１００％なわけですし。。H

そう。これが私が、心理学や人心掌握術を死ぬほど勉強して
大粒の涙を流しながら、数えきれない程の失敗を女性との恋愛の中で経験し

Fカップのキャバ嬢に大好きだった、
「ヘタレチンカス野郎が調子に乗んな！」という暴言を吐かれたり

そんな男としての大恥をかきながら、



して身に付けた秘密の能力なんです。鍛錬

が、

今まで

このウソつきめ！どうせ、女性の心を「

存在するわけねーだろ！」見透かす能力なんて

と、あなたにバカにされる事が怖くて、

ずっとこの秘密の能力を持っている事を隠して、
崇拝されながら）自分だけが美女の身体を美味しく頂いて（しかも美女に

「私だけが良い思いをしてきました」

でもね。

恋愛カウンセラーを生業として始めてオフラインとインターネット上で私が
今、約４年～５年の月日が経つのですが、

最近、つくづく身に染みて感じる事が、

私が魔術師と呼んで崇拝している師匠に教えて頂いた

』『テクニックは所詮は１つの武器に過ぎない

という言葉なのです。

私のメールコンサルを受けた事がある人ならば分かると思うのですが
Devil　Eye（悪魔の眼）』を私は実はメールコンサルの会員さんにも『

いるので、使ったりして

メールを書いてくれる会員さんにしか使いませんが…）（ちゃんと真剣に



は、何でそんなことまで古川さん

言い当てる事ができるんですか？

と、聞かれるぐらい会員さんの状況を見透かした上で
アドバイスを出しているのですが、

、そんな日々を約２年半ぐらい送って来てやっと気付いた事があって

それは、

私がどれだけ強烈なテクニックやアドバスを教えてあげたとしても

そもそも女性と戦闘（恋愛）する上での本質的なマインドセットが”

A級美女を自由自在にラブホテルに連れ込める身に付いていない男性を

は不可能である”恋愛強者に育てあげる事

気付いてしまったのです。そう、

ヘタレ男に虫も殺せないほど臆病でオドオドした
いくら世界最強の「斬鉄剣」を渡してあげたとしても、

自らの力で『勝利』を手にする血みどろの戦場で敵兵をぶった切って
育て上げる事は無理である。勇者を

そう感じた次第です。

だからこそ、

斬鉄剣と一緒に強者の本質的な能力””

も一緒に伝えていかないといけない。



ているわけです。そう今現在思っ

なので、今回

Devil　Eye（悪魔の眼）』『

そして、

術者の心理操作５ステップ』２時間以内でSEXを確定させる『

その全てを公開することにしました。

提供方法は色々悩んだのですが、

やはり、私自身は文章で読むよりも音声として何度も聞いた方が
効率も高いと思っていますので潜在意識に浸透しやすく、学習

今回は

』Devil　Communication『

、１つ１つの重要なパーツをという名前で
40分～1時間24分のMP3の音声にまとめて

あなたに提供することにしました。

』をスマホ（もしくはPC）にデビルコミュニケーションあなたはこの『
ダウンロードして

「聞き流す」だけで後は暇な時に

Devil　Eye（悪魔の眼）』『

そして、



術者の心理操作５ステップ』２時間以内でSEXを確定させる『

を完璧に身に付ける事ができるように

を使ってサブリミナルメッセージングなどの技法
が音声を収録しました。私自身

では、

の一部をご紹介します。』デビルコミュニケーション『

　communication　Secret1Devil

(49分)Devil　Eye（悪魔の眼）』『

ある人間心理最大の秘密－・女心の全てを見透かす『悪魔の眼』の正体とは？

を知ることで、実は女性の心を簡単に見透かす事が出来ることをご存じでした
人間の心の中を丸裸にする禁断の術のか？…私が今までひた隠しにしてきた、

全てをステップバイステップでついに公開

もしあなたSEX回避不可能な状況に追い込む凶悪テクニックの全貌－・美女を

を知らなかったら、一生美女心理学的な凶悪なSEXアプローチテクニックこの、が
を『孤独死』の恐怖に苛まれる人生にSEXを了承してもらう事ができず

なるでしょう…送る羽目に

この女性心理特有の方程式を理解して・「チンコよりも○○が欲しい」－

女性にアプローチをかけている男のチンコだけを、実は女性は本能的に
…その驚愕の女性心理の方程式を「しゃぶりつきたい」と感じるのです

あなたにも今回密かにお教えします

『悪魔の眼』を使用すれば、まるで・美女の心を強制的に開かせる方法－

レントゲン写真のように鮮明に見透かす事が可能となるので女性の心の中を
あなたが狙っている美女のどんな感情を刺激すれば、その美女があなたに心を

その全てを完璧に見透かした上で美「あなただけに股を開くのか？」…そして開き



女にアプローチをかける事が可能となります

（悪魔の眼を使用すると結末が分かっている映画のような感覚で
女性をラブホテルに連れ込む事ができるようになってしまいます。。）

女性が今、「恋愛術者だけが知る「女性の思考を見透かす」ある動作－・

何を考えているか？」を正確に測定した状態で、女性にアプローチをかけたい
あなたは何も考えずにHをしたい女性の前で、こそうですか。では、ですか？

たったそれだけの事での恋愛術者だけが知るある特有の動作を行って下さい。

今、女性が目の前で「何を考えているか？」が手に取るように全て分かります
ので…

『悪魔の眼』の神髄は実は、・人間の心の中を見透かす脳みその作り方－

…あなたの脳みそのニューロンに、ある「概念」脳みその使用方法にあります
を埋め込むだけで、あなたは人間の心の中を見透かす『悪魔の眼』を自由自在
に操れるようになれるのです

　communication　Secret2Devil

(1時間13分)『興味と関心』

あなたは何故・美女が本能的に無視できなくなるコミュニケーションの原則－

…今まで美女に男として相手をされなかったか、その真実を知っていますか？
それはおそらく、美女が本能的に無視する事ができなくなる、この人心掌握術

知らなかった事が私は最大の原因だったのではないか？と推測しますの原則を

心理学の世界で既に実証SEXを了承させる秘密－・初対面の印象だけで美女に

実はされている「コントラストの原理」を美女との初対面で適用させる事で、
美女はあなたと出会った瞬間に「あなたとのSEX」を無意識に熱望する事実は

ご存知だったでしょうか？…

（私はコントラストの原理を女性との初対面の印象形成に取り入れた事で
初めて出会った女性を最短１７分でカーセックスに持ち込む事が出来ました）



23歳以上の童貞ヘタレ男子が・女性が生理的に『拒絶』する男性のある仕草－

…この仕草を女性が目撃した女性の前で必ず行っている、ある仕草があります
とみなされますので、何「性的な価値のないクズ男」瞬間にあなたは女性から

としてでもこの仕草だけは避けて下さい…

あなたは自分好・ミニスカ巨乳美女が突如目の前に現れても緊張しない方法－

みのミニスカ巨乳美女が突然目の前に現れて、緊張し過ぎて本来の能力が発揮
発明王エジできないな。と悩んだ経験はありますか？…では、私がお教えする

を試してみて下さい。そうソンが密かに行っていた脳をコントロールする方法

あなたは美女の巨乳を凝視しながら、まるで自分の母親と話している時ぐらすれば、
美女と円滑なコミュニケーションがとれるようになれまいリラックスした状態で

す

ある女・オールジャンルの美女と関係を構築する「からかう」スキルの全貌－

風性の感情を意識しながら美女を「からかう」このスキルをマスターすると、
俗嬢、キャバ嬢、清純系短大生、女子高生、美人系OL、ギャル、ドM系ロリ、

ほぼ、全てのタイプの美女たちから「何故かあなたとお嬢様、モデル、etc…

の関係だけは一生手放したくない」と思われる事が私のリアルな恋愛体験から
証明されています…

「何故、女性は男にSEXを拒絶する美女の心の壁を破壊する心理メソッド－・

股を開くのか？」この女性心理のシステムを完璧に理解すれば、美女がSEXを
「あなたの前で股を開く事は仕方拒絶する鉄壁の心の要塞すら粉々に破壊して

ないこと」と女性に感じさせる事が可能となるのです

　communication　Secret3Devil

(1時間24分）『パワーバランスの形成』

何故、自分の彼女をヤンキーにガン・女性の人格を支配する心理操作の秘密－

見されても無視してやり過ごそうとしてしまう程ヘタレ男の代表だった私が、
出会った人間全てを『奴隷』のように自由自在にコントロールできるま今では

…その今までひた隠しにしてきた心理で劇的な変貌を遂げる事が出来たのか？

操作の具体的な秘密を今回限り全て暴露します



何故、ドイツの一兵隊・２０世紀最悪の独裁者ヒトラーの人心掌握術の源泉－

に過ぎなかったヒトラーが１国を丸々支配する程の『能力』を得る事が出来た
彼があみ出した最強の人心掌握術の源のか？…巷ではあまり語られていない、

泉をあなたにも密かにシェア…

あなたがSEXを熱望する美女・恋敵のライバル男性をペシャンコにする方法－

に恋敵のライバル男性がチョロチョロアプローチをかけていたら、マジでウザ

「安心して下さい」あなたが美女の耳元で、ある一言をボソッいですよね？…

美女の心の中で恋敵のライバル男性の存在をペシャンコにすること囁くだけで
とができます

恐怖心刺激→「・美女の心に一瞬で『恐怖心』を刷り込むボディランゲージ－

この女性心理の驚愕の流れはご存知でしたか？…この手法を用いてSEX了承」

あなたが自分自身のボディランゲージを形成すると、女性は本能的にあなたを
美女にSEXを了『恐怖の対象』として見るようになりますので、私の経験上、

承させる確率を７倍ほど引き上げる事が可能となります

もし、あなたがそう思－・「褒めれば女にモテる」と勘違いしていませんか？

って生きたきたのであれば、それがあなたが女性に「良い人ですね」と軽くあ
しらわれる最大の理由です…女性から身体を許して貰える程の信頼感を勝ち取
る為には、実は「褒める」のではなく女性心理の、あるポイントを的確に切り
裂く事が絶対に必要不可欠だったのです…

残酷なまでに美女の心理を徹底的に破壊Devil Communication』の神髄－・『

し、その後に「一筋の光」を示してあげること…これがDevilCommunication
あなたのセフレでもフェラ奴隷の神髄です。この心理操作をヤられた女性は、

でも性ペットでもSMパートナーでも良いから、あなたの「側において貰う」こ

とに命をかけるようになるのです

　communication　Secret4Devil

(49分)『カウンセリング』



この、・女性に全てを曝け出させるあるたった１つの会話技法とは？－

A級美女あるたった１つの会話技法を女性に使用すると、あなたが狙っている
がどんな事に悩み、何に不安を感じ、どんな夢を心に抱き、どんな人生を送っ
てきたのか？今日のパンティは何色なのか？…その全てを詳細に暴露させるこ
とが可能となります…

・「佐々木希さんを自分のオンナにする」女心の弱みに付け込む卑怯な心理学

どんなに超A級レベルの美女であったとしても、女性の心理や脳のシステム－

にそこまでの大差はありません…そして、その女心の最大の弱点を的確に責め
れば佐々木希さんですら、あなたの彼女にする事ができるのです

あな－・美女との会話が苦手なヘタレな男が必ずミスを犯している、ある単語

たは「女性との会話が続かないな」と悩んでいますか？…そうですか。それは
を無意識に発している事『女性に絶対に言ってはいけないある単語』あなたが

この『女性に絶対に言ってはいけないある単語』さえあなが最大の原因です。

たが回避する事が出来れば、あなた好みの美女が「嬉しそうに」何時間でも濃
厚な会話を展開してくれるようになりますので、安心して下さい

人の心の中を見・『人の心を見透かす』心理カウンセラーのセルフイメージ－

透かし「王様とメイド」のような最強のパワーバランスを形成する為には、絶
対に身に付けておかないといけない、心理カウンセラーのセルフイメージが存

その存在すらひた隠在します…今まで私だけが密かに「気持ちよくなる」為に
しにしてきた、この『人の心を見透かす』心理カウンセラーのセルフイメージ

を今回に限り、密かにあなたにも伝授することにしました…

「未だにSEX』を可能とする具体的なカウンセリング技法－・美女との『崇拝

と数年前にセフレ関係にあった美女かあなたの存在を忘れる事が出来ません」

ら突然電話がかかってくるぐらい、美女から神のように崇拝されて「喜んで身
体で奉仕させる」カウンセリング技法の最大の秘密をお話しします

SEX拒絶！」この女心最大の障壁を粉々に破壊する『デビル・マインド・・「

「興味」→「恐怖」→「自己開示」→「破壊」→「コクラッシュ』の全貌…－

…これがSEXを拒否する女心を粉々に破壊して、今ーチング」→「YES・BUT」

『デビル晩のベットインを心良く了承させる私が７年の歳月をかけて開発した
です。…その全貌をあなたの中枢神経にダイレクト・マインド・クラッシュ』

にインプット致します



　communication　Secret5Devil

(40分)SEX洗脳』『

人間の行動の全SEXを埋め込む方法－・セクシー美女の脳みそにダイレクトに

てを脳みそが完璧に支配しているわけですので、セクシー美女の脳みそにダイ
レクトに「SEX」を埋め込むこのテクニックを学べば、それがどんなにレベル

もう誰も「あなたとの今晩のSEX」を逃れる事はの高いセクシー美女であれ、
出来なくなるでしょう…

Hの対象から除外される絶対に避けるべきボディランゲージ－・一撃で

Hが出来ません」と嘆いているモテないヘタレ男は、一言で言「狙った美女と
この絶対に避ける必要があるボディランゲージを無意識に醸し出してるえば、

から、ターゲティングした美女から一撃でHの対象から除外されているのです

あなたがこれから、自分好みの美女と濃厚な関係を構築していきたいのであ…

れば、このボディランゲージだけは何としてでも回避して下さい

ある「前置・自分の下心を隠して女性の秘部をビチャビチャに濡らす方法－

あなたの下き」をした後で、女性に『性単語』をバンバンと集中砲火すれば、
女性の秘部だけをビチャビチャに濡らし、女性が『今すぐ心は隠した状態で

SEX』せずにはいられない状況を意図的に作り上げる事が可能となります

SEX」を叶える為にデート中に意識を集中しておくあるたった１つ・「今晩の

女性とのデートを行う際に、毎回この概念だけは律儀に意識を集中しの概念－

ておかなければあなたが出会ったばかりの美女を今晩中にラブホテルのベット
の上で押し倒す事は永遠に不可能となるでしょう…

…」女性に無意識に服を脱がせる方法・「私、気付いたら洋服を脱いでいたの

ある心理学のテクニックを使用して女性の潜在意識をコントロールすれば、－

女性が無意識の内に、自分でブラジャーのホックを外すように心理を洗脳する
ことができます



時の独・『いやらしい変態関係』を後腐れなく構築するセルフイメージ洗脳－

「セ裁者ヒトラーも密かに活用していた、ある『洗脳単語』を連呼することで
『いやらしい変態関どんなフレ」「性奴隷」「ドMペット」「SMパートナー」

係』も後腐れなく構築する事が可能となります

　communication　Secret6Devil

(1時間19分)『ボディタッチ』

「私は可愛い」そう・高飛車美女に最大の屈辱を与えて『奴隷化』する方法－

密かに思っている生意気な高飛車美女に、女としての最大の屈辱をあじあわせ
何でも言うことを聞く性奴隷に陥れる方法を密かにお話ししますて、

※危険な心理操作術になりますので悪用厳禁でお願い致します）（

私が約７年・身体を触られる事を拒否できなくなるあるたった１つの心理学－

間、女性の身体と人格で人体実験を行ってきた中で、女性が身体を触られる事
どうしても拒否できない心理状態に陥れる、あるたった１つの心理学テクを、

そのあるたった１つの心理学テクニッニックの存在に気付いてしまいました…

クを今回、あなたにも特別にシェアします

ある「５ステップの方程式」通りに順番にSEXに持ち込む方程式－・美女を

その美女はあなたの１３分以内にあなた好みの美女の身体に触っていけば、
チャックをおろして、「いやらしい表情」でフェラを始めるようになズボンの

るでしょう…

・ボディタッチを拒否された時に必ず行わないといけないアフターフォロー－

どんなに究極的な心理操作術を使用したとしても、やはり世の中には極度にガ
固い女性というものが存在しています…そんなガードの固い女性にボデードの

あなィタッチを拒否された時に、このアフターフォローを行っていなければ、
たは刑務所への服役を余儀なくされ、一生を棒に振ってしまう最低最悪の結末

になってしまいますので、注意して必ずこのアフターフォローをを迎える羽目

行って下さい



ある洗脳単語を投げHをおねだりし始める奇妙な女性心理－・『引く』ことで

という強気な態「まぁお前ごときとHなんてしたくないけどね」かけた後で、
度を示す事で逆に、「・・今からラブホに連れてってよ」とHをおねだりし始
める奇妙な女性心理はテスト済みですか？…私の約７年間の女性への人体実験
の中で女性にHを「おねだり」するよう仕向ける最強の洗脳単語を今回、あな
たに提供します

あなたは小悪魔巨乳美女は好きですか？…そうで・巨乳美女を処刑する方法－

すか。「でも、今まで小悪魔巨乳美女の前で緊張してしまって無視されたりバ
カにされたりしてきたので、怖くてアプローチをかける事が出来ません」そう

では小悪魔巨乳美女を精神的に『処刑』いう感じですかね？…分かりました。
今度はあなたが小悪魔巨乳美女にする洗脳テンプレートをお渡ししますので、

裁きを与えて、あなたの性奴隷として管理してあげて下さい

…他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開

心を丸裸にした美女に崇拝されながら

２時間以内に性行為を確定させる

　communication　SecretDevil

』のデビルコミュニケーション上記が今回私があなたに提供する『
全体像になります。

「これほどの膨大の情報量を俺はちゃんと吸収することが出来るだろうか？」

と、あなたは不安に感じているかもしれませんが、脳の学習機能や
サブリミナルメッセージングなどのテクニックを使って、

「音声を聞き流すだけで」大事な事から順番に吸収されるように



収録していますので、私自身が細心の注意を払って音声を

安心して下さい。

で、

ここで１つにあなたに質問をしたい事があります。

「あなたは今までの人生の中でこの国の大人に

教えて貰った事がありますか？」女性との恋愛を

それは、お母さんでも学校の先生でも良いのですが。

例えば、

あなたのお母さんが

「女の子のオッパイを触りたいと思うのであれば、ちゃんと女の子を

精神的に好きにさせてから触りなさいよ」

と教えてくれたり

学校の先生が

いか諸君。女性は古代から強い男に本能的に惚れるんだ。だから諸君も美「い

人な彼女が欲しいのであれば、身体を鍛えて、女性が本能的に惚れこむような

男を目指しなさい」

そんな感じの恋愛学を教えてもらった事がありますか？

多分、ないと思うんですね。

男性にとって（女性にとっても）人生の中で
であるはずの最も重要度の高い事の１つ



人生を共に生きるパートナー』を『

対人コミュニケーション見つける

それが男女の恋愛なわけです。

が、

日本という国は「性に対して閉鎖的な事が美徳」という大衆心理が
あるため蔓延している国民で

「そんな、はしたない話をしてはいけません！」

という社会思想があります。

でもね。

もし、あなたが自分のお母さんに

可愛い女性といっぱいエッチをして彼女を作りたいんだけど。。」「俺、

と相談をした時に、

「そんな、はしたない話をしてはいけません！」

とお母さんが怒り狂ってきたら

SEXをしたから「そもそも、あんたと親父が、はしたない

この世に誕生したんだろうが！」俺が

・・私は、そう反論して欲しいんですね。

この国の大人は過去の誰が作り上げたかもよく分からない
を盲目的に信じて、「性に対して閉鎖的な事が美徳」という大衆心理



自分自身は異性といやらしい性行為を楽しんでいるくせに、

その事実をひた隠しにして

あなたや私のような「これから人生のパートナーとなる女性を探すぞ」と
頑張っている男性を応援して、何かを教えてくれるわけでもなく

逆に、

みたいな、「そんな、はしたない話をしてはいけません！」

もっともらしい説教をして

あなたの行動や思想を妨害すら

してくるわけですよ。

ちなみに本当にくだらない余談ですが、

AVを私は学生時代に本棚の裏に隠していた「巨乳美女フェラ特集」という
された時に、自分の母親に発見されて説教を

「あんただって親父のチンコをしゃぶってんだろうが」

と反論したら、

思いっきりビンタされた経験があります。

…

すいません。どうでも良いですね。。

』という学問を作るべきだと私は義務教育の必須科目の中に『男女の恋愛
思っています。本気で



これはテストに出ますよ！」はい！作ろう鎌倉幕府！「1192

そんな人生を生きる上で何の役にも立たない
「眠たい学問」を教える暇があったら

男性にとっても女性にとっても、人生を生きる上で最重要に大事なってくる
』を教えた方が、よっぽど子供のためになると思っています。『男女の恋愛

GHQや世界の天才心理学者が考案したこの国はいつまで
『奴隷』を育成するための、何でも「はい！はい！」言う事を聞く

う時代遅れの「化石教育」をこの国の未来を担

。子供にいつまで施すつもりなのでしょうか。

・・まぁ、それを私がこの場でどれだけ嘆いても仕方がないわけですが。

だから、私は

自分自身が「この国の大人」になった今、

私自身が学生時代の頃から彼女どころか、女性の目を見て
まともに会話をすることすら出来ない童貞の中の童貞として、

孤独と劣等感で自殺未遂を繰り返すほど

悲惨な経験がありますので悩みに悩み込んできた

バカだのアホだの「はしたない」など言われてもどっかの誰かさんに、

。』の素晴らしさを伝えたい。『男女の恋愛

そんなパッションを持って恋愛カウンセラーをしているわけです。

そして、今回



私が今まで約７年以上の歳月をかけて、私が「魔術師」と崇めている
師匠に教えて頂いた心理学や人心掌握術の知識をベースに

私自身が女性の前で数々の失敗や挫折を経験し涙を流しながらも
女性との恋愛セッションやストリートのドロドロとしたリアルな

私がカウンセリングを施した私の会員さんのリアルな恋愛体験を元に

威力が既に実証されているその科学的に”

人心掌握術”恋愛心理学や

その全てを体系的にまとめたものが

この

』デビルコミュニケーション『

になります。

今後新しいコンテンツを作成する事はないかもしれない。。」「もう、私が

それぐらい気持ちで、今まで私が学んできた全てを
』にぶちこみました。デビルコミュニケーション『今回の

だから、

あなたが本気で

「今までの悲惨な女性関係から抜け出したい」

自分の性欲を極限まで満たせる男になりたい」「超美人な女性を相手に

「ソウルメイトと呼べる程の最愛の彼女が欲しい」



思っているのであれば、そう密かに

』に腹を決めて参加して下さい。デビルコミュニケーション『是非、私の

が

「いやー。僕は心理学の勉強なんてかったるくてやりたくないし

女性を妊娠させても責任なんて取りたくないですよ」

そんな、お子ちゃまで甘ちゃんなクソガキに私は絶対に
』をお教えしたくありませんので、デビルコミュニケーション『

「自分のケツを自分で拭けない」責任感の無い男のクズは

消えて下さい。今すぐ、レポートを読むのを辞めて

そして二度と私に近づかないで下さい。

いいですか？

…

』に参加するデビルコミュニケーション『それでは今回は
参加条件をお話ししますね。

１０００万円で販売します

』をデビルコミュニケーション『私が

」ますよ１０００万円であなたに売りつけ「

と言ったらどう感じますか？



」「何バカな事を言ってるんだ！高額過ぎる！

若干殺意とか芽生えますかね？そう、

・・でも、考えてもみて下さいよ。

例えばあなたが

Hしたいな」「あー。若くてピチピチな可愛い女の子と

が沸いた時にとムラムラとした性欲

くと仮定します。毎回、ソープ嬢を買いに行

ソープ嬢を買う値段は安くても１回２万円ぐらいですね。

では、もしあなたが１週間に一度

Hしたいな」「あー。若くてピチピチな可愛い女の子と

と思った時にソープ嬢を買うと仮定すると

１ヵ月で

×４回＝８万円１回２万円

そう。

毎月、約８万円のお金がかかっているわけです。

これが１年間だと

×１２ヵ月＝９６万円８万円

さらに２０年間だと



×２０年＝１９２０万円９６万円

です。

分かります？

Hしたいな」「あー。若くてピチピチな可愛い女の子と

というムラムラとした性欲が沸いた時に
とお金を払ってHをすると仮定すると、安いソープ嬢

２０年間で約１９００万円の現金を”

あなたは失うことになるのです”

もし、

フェラで抜いて貰おう」「ソープ嬢は高いからピンサロに行って

とお金をケチったとしても

やはり、１回１万円ぐらいの料金がかかってくるわけなので

２０年間で計算すると

約１０００万円のお金をあなたは失う事になるのです””

だから、

』を身に付ければ、デビルコミュニケーション『

好みの美女に出会った時にあなたは、若くてピチピチな



平均して出会ってから２時間以内に、

ラブホテルのベットの上で性行為を楽しめるようになるわけなので

で、最低でも風俗嬢に払うであろう２０年間

１０００万円の価値はあると私は思います。

さらに、

風俗嬢をしている女性となると、その女性のタイプは
かなり限られたタイプの女性になると思いますし、

A級の美女を買うとなるとソープで超

SEXで５万円～１０万円の料金がかかると思います。１回の

AV女優を風俗で買う料金は１回３０万円です）（トップクラスの

が、

』を１度身に付けてしまうとデビルコミュニケーション『

どこで、どんなタイプの女性に出会っても、
Hをする事ができて平均２時間以内にその女性と

しかも、

」「あなたに出会えた事が私の人生最大の喜びよ

そんな事を、あなたが抱いた美女から言われて、
深い尊敬と崇拝を受ける事が可能となるわけなので、

であればもちろん、あなたが望むの



をした後にその女性を「彼女にする」H

ことも可能なわけです。

SEXをして風俗に行って、ただその場限りの

SEXを終わり！お金払って下さいね」「はい！

と美女に淡泊にあしらわれる関係よりも
何十倍も価値が高いと思いますので、

正直、

』には１０００万円以上のデビルコミュニケーション『

普通にあるなと私自身は考えています。価値は

が、

「はい。２０年間ソープ嬢を買うお金をセーブできますので
１０００万円払って下さいね」

と私が言ったとしても、

９９.９％の人は１０００万円を現実問題、
キャッシャ１括では払う事ができないと思います。

「では、古川さん。一体いくらで販売するつもりなんですか？」

そうですね。

…

…



…

だけは特別に今回

で”タダ”あなたにを』デビルコミュニケーション『

プレゼントすることにしました

で、

』を入手する方法は、デビルコミュニケーション『

私がお薦めする恋愛のプロが作成している

』を下記のリンクからGETすることです。『恋愛の教科書

私自身が女性との恋愛に死ぬほど悩んできたから、
力になりたい事。自分と同じように恋愛に苦しんでいる人の

』をひた隠しにしてそして『男女の恋愛の真実
一切、次世代の人間の教えようとしないこの国のウソつきな大人に

「中指を立てて」

一人でも多くの悩める男性に

である私が心から崇拝している「人間の心理を知り尽くしている男」
』の知識や教えを伝承したくて始めた企画ですので『魔術師（師匠）

・・今回はこの参加条件で良いことにします。

なので、

GETする事が出来てあなたは業界トップクラスの『恋愛の教科書』を

』をデビルコミュニケーション『しかも、完全無料で
身に付ける事ができるわけなので



に支払うであろうあなたが２０年間でソープ嬢

１９００万円の現金をセーブすることができるのです””

しかも、

』デビルコミュニケーション『』×業界トップクラスの『恋愛の教科書

をあなたを身に付けてしまう事になるので、

A級クラスの美女にあなたがこれからの人生で出会った
Hを了承させる」「深い尊敬と崇拝の眼差しでうっとりと見つめられて

確立は飛躍的に向上すると思うのです。

そう。

あなた好みの美女にもう二度と、

」「イイ人だけど男としては興味無し

という男として最低最悪な評価をもらって、

自分に対する劣等感で押しつぶされそうにな悲しい感情になることは
なくなると思いますし、

「俺にはどうして可愛い彼女が

だろう？」ん出来ない

あなたの周りに居る「可愛い彼女」を連れている男連中に対するそう、
嫉妬心で頭が狂ってしまいそうになることもなくなるでしょうし、

誰にもみとられずに死んでいくのだろうか…」「俺はこのまま独りぼっちで



』への恐怖心も克服できるわけですね。という『孤独死

逆に

』デビルコミュニケーション『』×業界トップクラスの『恋愛の教科書

を１度身に付けてしまうと、

ホントに空気を吸うことと同じくらい簡単に

「あ！この女、かなり良いオッパイをしてるな」

』でと、あなたが感じた女性に対して『無意識

女性にラブホでHをすることを了承させるコミュニケーション””

がとれるようになれますので、

むしろ

・・彼女を１人に絞ることの方が難しいな」「

逆に悩んでしまうような現実に、と
あなたも生きる事になると思います。

その具体的なステップとしては、で、

まず、

』デビルコミュニケーション『』×業界トップクラスの『恋愛の教科書

の方にあるリンクから入手して下さい。このレポートの下を



そして

』デビルコミュニケーション『』×業界トップクラスの『恋愛の教科書

を、すぐにダウンロードしてこれらの情報データ

まずは、

』デビルコミュニケーション『

から勉強して下さい。

』はデビルコミュニケーション『

私が魔術師（師匠）から教えて頂いた

「テクニックは所詮１つの武器に過ぎない」

という教えの元で作成しておりますので、

ただ、聞き流すだけで

潜在意識レベルでの『セルフイメージ』を書き換えてあなたの

「なるほど。こういう男になれば
…」美女を簡単に落とす事が出来るのか

を手に入れてこのような今までとは全く次元の違う恋愛観

あなたが、

が「Hを了承する心理」をダイレクトに刺激できる男美女



ようにになれる

深いセルフイメージから具体的なテクニックまで

その全てを最も脳に吸収されやすい順番で丁寧に話しています。

』がそして、あなたの男としての精神の根底に『セルフイメージ
バキッと切り替わって、

Devil　Eye（悪魔の眼）』『

そして、

術者の心理操作５ステップ』２時間以内でSEXを確定させる『

、この最強クラスに非道徳な

能力が身に付いたら、美女の心の中を見透かし服従させる

の学習に入って、』業界トップクラスの『恋愛の教科書
ケースバイケースでの「女性を落とす具体的な手法」を深く学んで下さい。

で、

今回さらに、

』デビルコミュニケーション『』×業界トップクラスの『恋愛の教科書

何としてでもこの企画に参加してくれたあなたに、
を終わりにして頂きたいので、”女性との恋愛人生”苦悩に満ち溢れた

を”スペシャルボーナスコンテンツ”２つの特別に下記

お付けします。さらに追加で、



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スペシャルボーナスコンテンツ１（３万円相当）

『１８０日間のメールコンサル』

実は、私には現在までに数百人の恋愛に悩む男性を
で、その方が望む結果に”だけ”メールコンサル

導いてきた実績があります。

）…（悪魔の眼の能力のお陰です

そして、

私の現在１ヵ月間のメールコンサル料金は
最低でも月額５０００円のお金を頂いております。

そのメールコンサルを６ヵ月間無料で行います。

に”恋愛ライフ”この企画で、あなたの女性との
絶対的な変化を起こして欲しいので

今回は特別にこの最強のボーナス特典を
完全無料でお付けします。

あまりにもふざけた内容のメールは※（
お互いの時間の無駄になりますので
完全に無視します。その点は予めご了承ください）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スペシャルボーナスコンテンツ２（プライスレス）

『闇の術者：古川の裏メルマガに無料招待』

…正直な話



「女性との恋愛」という学問は

その内容自体があまりにも卑猥過ぎるため
実は、私が一般公開を躊躇している

”卑劣で悪魔的な心理学”

が、まだ多数存在しています。

（お蔵入りになった卑劣なコンテンツを
）…私は多数隠し持っています

を”卑劣で悪魔的な心理学”今回からそれらの

「闇の術者：古川の裏メルマガ」として

で”のみ”不定期配信で、この裏メルマガ
密かに公開していきます。

（その威力は『折紙付き』ですので
）…くれぐれも悪用厳禁でお願い致します

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

…

正直な所、

、私も一応「ビジネスマン」なわけなので

』を６万円の価格に設定して自社販売した方が、デビルコミュニケーション『

デカいです私の販売力があれば儲け額は確実に

が、



今回は私が恋愛カウンセラーをしていて、多くの女性との恋愛に悩む男性の
』を数多く聞いて、『悲痛な心の痛み

「テクニックを伝えても、女性との恋愛に悩む彼を救う事が出来ない。

じゃあ、俺が師匠に教えてもらったようにもっと本質的に役に立つ知識を

伝承していかないといけない」

という使命感を感じてのリリースなわけです。

だから、

１人でも多くの恋愛に悩む男性に、私が魔術師と呼んで崇めている
師匠の心理学や人心掌握術の知恵の力を会得して頂いて

』を変化させて根底から自分の男としての『セルフイメージ

自らの力のみで狙った美女にHを了承させれる男””

、あなたも進化して頂きたいと本気で思っています。に

が、

』は本当に女性自身すら気付いていないデビルコミュニケーション『
深い潜在意識にダイレクトにアプローチをかけて、心理操作を
行っていくノウハウですので、

い使い方をすれば、その性質上、悪

女性を自殺に追いやることすら出来る

危険なノウハウです

だから、手放しで全ての参加者に「ホイホイ」
提供できるノウハウではないので



２００名に達した瞬間に今回は募集人数が

』はこの世から消滅させます。デビルコミュニケーション『

上限に達した場合）（もしくは私のメールサポートの人数が

私が一般公開しているサイトは既に１０万人以上の方が
正直、かなり早いスピードで募集人数のアクセスしていますので

２００名に到達してしまう可能性も否定できません。

もし、あなたが今回のチャンスを逃して、

次にこのレポートにアクセスしようとした時には

』が完全に抹消されているデビルコミュニケーション『既に

その点は、ご注意下さい。かもしれませんの

人間心理の性質上、手に入らない状況になると

「２倍の値段でも良いので私にだけ密かに売って下さい！お願いします！」

という方が出てくる事は理解していますが、

PCのデータベースからも私は提供を終了したコンテンツは
完全に抹消しますので、

（もしくは下記のリンクが切れていた場が消滅していた場合、レポートこの
合）

、は』デビルコミュニケーション『

、した事を完全消滅この世からもう



あなたも理解して下さい。

それでは、覚悟ができたあなたは

』を業界トップクラスの『恋愛の教科書

』がデビルコミュニケーション『

この世から完全消滅する前にGETして下さい。

では、どうぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
』デビルコミュニケーション『』×業界トップクラスの『恋愛の教科書

・うっかりハメちゃう性欲トラップ
性欲トラップ⇒

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

デビルコミュニケーション×性欲トラップ

とにかく今回はゴチャゴチャ言う前に
『即効性』にこだわってこの商材を
デビルコミュニケーションの相棒に選びました。

性欲トラップ×デビルコミュニケーション

があれば大げさではなく

で”自らの力のみ”あなたは３０日以内に

１人目の女性とベットを共にすることになると思うんです。

http://www.infotop.jp/click.php?aid=243817&iid=51518&pfg=1


そして、

で１人目の女性を”自らの力のみ”
ホテルのベットの上で抱く事ができれば

「こんな俺でも女性を落とせるようになるだろうか？」

という不安や疑念が

『俺でも自分の力のみで女性を落とす事が出来た！』

という確信に変わるわけです。

そうなれば、後は

この上手くいったあなただけの女性に対する
『勝ちパターン』を繰り返して、同じようなタイプの

をしてH女性ばかりを何人も何人もホテルに連れ込み

毎日違う女性と性的なスキンシップをとって”

”自分の性欲を限界まで満たす日々を送っても良い

わけですし

さらに心理学や人心掌握術への学習を強化して、
新しい能力を身に付け、自分を男として進化させる鍛錬を積んで

落とせる女性のレベルをモデルや芸能人などの”

”級クラスの美女まで向上させる修行の日々A

を送っても良いわけです。

あなたがいずれの道を選択するにしても

性欲トラップ×デビルコミュニケーション



を本気で学び、しっかりと女性の前で実践すれば

男性にとって最も難易度の高い障壁としてそびえ立つ

で１人目の女性とベットを共にする』”自らの力のみ”『

ことを、あなたは３０日以内に
達成することになるでしょうから、

あなたが

・複数の女性と性欲を極限まで満たす日々

級美女を落とす修行の日々A・芸能人やモデルなどの

どちらの道を選択する事になっても
ここで学んだ『知恵の力』は

あなたの今後の長い人生の中で
必ず大きな指針となるはずです。

な”ライフSEX非”あなたの苦悩に満ち溢れた

…日々が終わりを告げる日

、今回あなたが手にする全てをまとめます。では

』遂行術である『性欲トラップSEX業界最速の・

』悪魔的な究極能力『デビルコミュニケーション・

）（３万円相当『１８０日間のメールコンサル』・



（プライスレス）『闇の術者：古川の裏メルマガに無料招待』・

…

いいですか？

私は本気なんですよ。

正直、

「悪魔の眼だけは絶対に公開したくなかった。。」

本音です。これが私の心からの

の心の中を自在に見透かす』という人間この『悪魔の眼
究極の能力を会得するために、私は今までに

一体、どれだけのお金と時間を使い

もの犠牲にして一体、どれだけの

これまでの苦悩に満ち溢れた地獄の日々を送ってきたか。。

もう、思い出すのも嫌になるぐらいの
がそこにはあるわけですよ。想いと痛み

レポートを素直に読んでくれたあなたなのでここまでのクソ長い
本音を言いますがこれは私の心の中のマジな本当に、

この世の中に、少なくとも対人コミュニケーションの分野で
と名付けた”悪魔の眼”私が

人間の心の中を過去の人生もひっくるめ全て見抜いてしまう。。」「

この究極的な能力以上の情報なんて存在してないと思いますよ。



』以上の能力がこの世に存在しているのであればいや、もしこの『悪魔の眼

」「あなたが私に教えて下さいよ

いくらのお金がかかってもいいですし、
地球の裏側にでも学びに行きますので。。

そう。

私はこの「拷問されても口を割りたくなかった」
対人コミュニケーション最強の能力を私が知る

今回あなたに提供します。

だからね。

もう最後なので言いますが、

』に参加しても、この『デビルコミュニケーション
あなたが１人の女性も自らの力では落とせなかった。

もし、そうなってしまった場合は

本当にね。今現時点のこの世の中に
は存在していませんから”これ以上の情報”

いっその事、自らの力で女性を落として

する事は金輪際諦めて下さいSEX

永遠に死ぬまでです。

この究極の情報を知っても「出来ない」と言うのであれば
あなたは、もう何を学んでも絶対に女を落とせるようになれませんので。

神に誓っても良いです。



「それは、あなたには無理な事だったのです」

そして、そのことをもう心の底から認めてしまって

稼ぐ」を級美女を買うために死ぬほどお金A「風俗で自由自在に

事にフォーカスを切り替えた方が
思います。絶対に幸せな人生を送れるとも

いっそのこと、

」「嫁さえも金の力で手に入れる

最終的に行き着く所は同じなので、結局、
。んです私はそれでも別に良いと思う

ここまで偉そうに断言できるぐらいのものを・・まぁ
。私は今回提供しているということですよ

した浮ついた気持ちならばヘラヘラとだから、あなたがもし
もう二度と私に近づかないで下さい。

（お互いの人生にとって時間の無駄なので）

が

もし、あなたがここで真剣に

の恋愛コミュニケーションを何とかしたいんだ！「女性と
俺だって自分の力で可愛いチャンネーを落としたいんだよ！」

そう心の底から本気で叫べるのであれば、

私はプロとして全力であなたに力を貸します。



だから、

にしましょう。終わり」で、もう「ここ

人生も・・周りの奴らにバカにされる悲惨な

級美女に嘲笑われる惨めな思いも・・A

今度はあなたが悪魔的な究極の能力を身につけて

身体も、、カにしてきた奴らも、、女の心もバ
自由自在にコントロールして、

あなたが思うがままに操作できる人間の深層心理さえも”

”君臨する時なのです力を持って奴らの上にの支配者

…

、決別しでは、あなたも腹をくくって惨めで苦悩に満ち溢れた過去と
今ここで決めて下さい。新たな一歩を踏み出すことを、

日本で１０本の指に入る」そう言われている魔術師（師匠）の「
力を貸しますので、あなたに全力で弟子である私が、

私と共に苦悩に満ち溢れた日々を終わらせて

が止まらない日々を手にいれましょう。”性欲”と”ニヤケ”



…最後に

追伸１：

このレポートをちゃんと読んで頂ければ分かると思いますが、本来１０００万
』を今回に限り無料で提供しデビルコミュニケーション『円以上の価値がある

ています。

特に『悪魔の眼』を身に付ける事が出来れば、あなたが狙ってる美女が
「何を考え、どんな感情を持ち、どんな人格を有しているのか？」を見透かせ

なれますので、今までとは全く異なる美女へのアプローチがとれるよるように
うになると思います。

（悪魔の眼を持っている事が私の最大の秘密の１つです）

追伸２：

』はその性質上「女性の潜在意識をダイレクトにデビルコミュニケーション『
操作」する事が可能な危険な心理操作のテクニックですので、募集人数の２０
０名に達した瞬間にこの世から完全消滅することをあなたも理解して下さい。

追伸３：

私が今回、このような企画を始めた動機は、元々私が「まともに女性の目を見
て話せない」ほどにオドオドした童貞で、あまりにも女性に好かれないショボ
い自分に嫌気がさして精神を深く病み、自殺未遂を繰り返すほどに悩んでいた
事がすべての始まりです。

そして、人間の心理を知り尽くしている「師匠」に出会えた事で
『知恵の力』を自分自身が体験した事で本当に力がある

「そうか。人間は変化する事が出来るんだ」

という事を知り、



１人でも多くの恋愛に悩む『同士』に
師匠の知恵の力を伝承したいという思いで

の公開に踏み切りました。』デビルコミュニケーション『

あなたも今までに、

だろう。。」ん「何で俺は女性に好かれない

極度の劣等感を自分自身に感じて、、と
と思います。死にたくなるほど悩んできたこと

そして、沢山の美女に冷たくあしらわれたり、
女性にモテるヘラヘラしたイケメンに

いう顔をされて「お前ショボいな」と
嘲笑られてきたのではないかと思います。

が、

を根本から理解して女性にアプローチをかけHを了承させる人間の心理
を身に付ける事が出来れば』デビルコミュニケーション『
』に成れます。あなたは本当の意味での『強者

そうすれば、

」「もう、誰もあなたの事を無視する事が出来なくなります

』の恐怖を克服しあなたは全ての劣等感から解放され『孤独死

、今度はあなたがA級美女を横に連れてあなたの事をバカにしてきた連中に

絶対的な絶望感と敗北感””

を叩きつけてやる事が可能となるのです。



私は自分自身の悲惨過ぎる孤独な体験から

そんなあなたを心の底から応援したいと思っています。

「一緒に頑張りましょう」

長いレポートを最後まで読んで頂き本当にありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
』デビルコミュニケーション『』×業界トップクラスの『恋愛の教科書

・うっかりハメちゃう性欲トラップ
性欲トラップ⇒
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恋愛心理学カウンセラー：古川

http://www.infotop.jp/click.php?aid=243817&iid=51518&pfg=1

