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前書き 

 

本書のなかでもお伝えしていることですが、男性無料のマッチングアプリではなく、男性有料のマッチングアプ

リを使用しないと彼女を作ることは難しいです。 

 

なぜかというと、無料マッチングアプリの場合だと、真剣に出会いを探している女性に出会える確率が低い

から。筆者の体験上、出会い系サイトで絶対に彼女ができないわけではありません。ただ、有料のマッチン

グアプリを使用して恋活した方が、圧倒的に彼女ができやすいのが事実です。 

 

ただ、あなたはもしかしたら、 

 

✓ できるだけお金をかけずに彼女を作りたい 

 

✓ 無料で恋活したい 

 

と思っているかもしれません。ただ、そこで無料で彼女を作ろうとすると、マッチングアプリの選択を間違えてし

まう可能性が高いんですね。 

 

そこで本特典では、間違ってしまいがちなアプリをお伝えした上で、有料のマッチングアプリでも無料で彼女

を作れるアプリを紹介します。その上で、無料で活動するときのポイントについて解説します。 
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1.彼女作りに間違えてしまいがちな「有料マッチングア

プリ」 

 

有料マッチングアプリなのにも関わらず、無料で彼女を作れると勘違いしてしまいがちなアプリがあります。 

 

それは、どんなマッチングアプリかというと、実は「出会い系サイト」。 

 

それではなぜ、出会い系サイトを、「無料で彼女を作れる有料マッチングアプリ」と勘違いしていまうかという

と、理由は 3 つあります。 

 

1-1.パっと見で出会い系サイトに見えない 

 

出会い系サイトは、2020年現在ではアダルト色を消していて（中身はアダルトのままです）、パッと見た

感じはマッチングアプリとわからないようになっているんですね。 

 

有名な出会い系サイトだと、「ハッ〇ー〇ール」「P〇MA〇」「ワク〇〇メール」など。 

 

ただし、出会い系サイトは基本的にポイント制（1ポイント約 10円で、メール 1通送信するのは 5 ポイ

ント=50円）なので、料金制度をチェックすればマッチングアプリと間違えることはありません。 

 

1-2.出会い系サイトは登録時に無料でポイントがもらえる 
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出会い系サイトのなかには、登録時に 100ポイント程度のポイントを無料でもらえるサイトがあります。

100ポイントというのは、メールを 20回送信できるポイントです（受信は無料）。 

 

このような出会い系サイトの場合は、プロフィール設定をきちんと、アプローチする相手を選び、メッセージ交

換できれば、理論上は無料ポイント分だけで女性に会うことができます。そのため、有料なのにも関わらず

無料で会えるマッチングアプリと勘違いされやすいです。 

 

1-3.出会い系サイトのなかには恋愛相手を探している女性も

いる 

 

出会い系サイトのなかには、出会い系氏とマッチングアプリと間違えて登録してしまう女性もいます。出会

い系サイトはティッシュ配りや都市部での看板広告などにより、女性の目に触れることが多いからです。 

 

そのため、メッセージする人を間違えなければ、無料ポイント分で恋愛相手を探している女性に出会える

のも事実なんですね。 

 

このような 3 つの理由があるため、出会い系サイトは無料で彼女を作れる有料マッチングアプリだと勘違い

されやすいです。 

 

ただ、実際のところ、出会い系サイトは真面目に恋活している人と比較して、援助交際の業者・素人、既

婚者といったような、真面目な恋活を望んでいない人が何倍も登録しています。 

 

そのため、たくさんの業者のなかから、真面目に恋活できる相手を見つけることは、出会い系サイトに慣れ

ていないとできません。大半の男性は、一般の女性とうまく出会えずに退会していくのが出会い系サイト

なんです。 
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このような理由から、出会い系サイトでは無料で彼女を作ることはとても困難です。そのため、まずは出会

い系サイトで彼女を作らないように注意してくださいね。 

 

2.有料アプリなのに無料で出会えるマッチングアプリ

【2020】 

 

次に、いよいよ有料なのにもかかわらず、無料で出会うことができるマッチングアプリについて解説していきま

す。 

 

2.1無料で出会える有料マッチングアプリ【2020年】 

 

結論から述べますと、2020年 4月現在で無料で出会える有料マッチングアプリは、 

 

・タップル誕生 

 

・Omiai 

 

の 2 つのアプリです（2020年 4月現在のため、今後変わる可能性はあります）。上記リンクから料金

の箇所を見ていただき、本当に出会い系サイトでないのか、どういったアプリなのかを一度確認してみてくだ

さい。 

 

https://minna-netlove.com/ApplicationX/tapple.html
https://minna-netlove.com/ApplicationX/omiai.html
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…… 

 

料金の箇所を確認してみましたか？ 確認してみると、あなたはおそらく思うはずです。 

 

「えっ、料金のところに無料のことは書いてないんだけど」 

 

「もう無料期間は終わったのかな」 

 

「嘘つかれた？」 

 

といったように。ただ、この 2 つの有料マッチングアプリが無料で使えることは、無料会員にならないとわ

からないようになっています。おそらく、「無料目当て」であまり真面目に恋活していない男性が増えるのを

避けるためです。 

 

そのため、まずは一度「タップル誕生」「Omiai」の無料会員になってみて内容を確認してみてください。 

 

このアプリは、筆者のサイト「彼女欲しい男ナビ」でも紹介しているように、優良な有料のマッチングアプリで

す。「登録したは良いが退会できない……」といった悪質なマッチングアプリではないため、ご安心ください。 

 

https://minna-netlove.com/ApplicationX/tapple.html
https://minna-netlove.com/ApplicationX/omiai.html
https://minna-netlove.com/
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2-2.有料マッチングアプリなのに無料で出会える仕組み 

 

上記した有料のマッチングアプリ内で無料で彼女ができる理由は、マッチングアプリ内から別のサービスに

登録することで、一定期間マッチングアプリでメッセージし放題になるからです（最大 42日間

（※））。 

 

※：登録するサービスにより異なります。また、2020年 4月現在のものであり、今後変更となる可能性

があります。 

 

ただ、用意されているサービスには有料のものと無料のものがあるため、注意してください。2020年 4月

現在で、タップル誕生を通して無料登録して、タップル誕生でメッセージが無料になるサービスは、 
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・U-NEXT（動画配信サービス） 

 

・TSUTAYA TV（動画配信サービス） 

 

・Yahoo！ JAPAN カード（クレジットカード） 

 

などです。なお、Omiaiの場合は異なります。 

 

このサービスを使用した結果、どれくらいお得になるかというと、タップル誕生を通して「Yahoo！ JAPAN

カード」を作成したときは、42日間メッセージし放題となるため、 

 

（タップル誕生の 1 ヶ月料金）4000円 / 30日 × 42日 = 5600円 

 

がお得になる計算となります。 

 

なお、個別にこれらのサービスに申し込んでからタップル誕生・Omiai を使おうとしても、無料で女性とメッ

セージすることはできないので注意してください。あくまでも、タップル誕生・Omiaiに登録していて、その

アプリを通して上記サービスに登録することが必須です。 

 

2-3.マッチングアプリから U-NEXT を使用するときの注意点 
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上記で示した 3 つのサービスのうち、タップル誕生・Omiaiの両方で使用できるのは U-NEXTです。U-

NEXTでの「無料 31日間トライアル」を実行することで、マッチングアプリ内でメッセージし放題となるんで

すね。 

 

そのため、手軽に利用するために筆者がおすすめしているのは、U-NEXTを無料トライアル期間だけ利

用して無料でメッセージを行うことです。流れとしては、 

 

① マッチングアプリ（タップル誕生 or Omiai）に無料登録 

 

② マッチングアプリ内から U-NEXT に無料トライアル 

 

③ メッセージ無料し放題期間を利用して、女性とメッセージ 

 

④ アプリ内でのメッセージ期間が終わる 

 

⑤ U-NEXT の無料トライアル期間内に、U-NEXT を退会する 
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といったものです。ただし、U-NEXT を使用する場合、注意点が 5 つあります（なお、U-NEXTの

2020年 4月時点での仕様に基づいたものです）。 

 

2-3-1.動画を 1本以上見る必要あり、10日間以上無料トライアル

に参加する必要あり 

 

マッチングアプリでメッセージし放題したいがために、U-NEXT に登録したとしても、すぐに U-NEXT を退会

するのは NG です。なぜかというと、無料メッセージし放題には条件があるからです。条件としては、 

 

・動画を 1本以上視聴する必要がある 

 

・トライアルに 10日間以上参加する必要がある 

 

といった 2点のことです。そのため、マッチングアプリのためとはいっても、ある程度 U-NEXT を使用する必

要があるんですね。 

 

2-3-2.有料の動画が多いため、無料の動画であるかチェックする 

 

条件を満たすために、U-NEXT で動画を視聴するときに気を付けて頂きたいことがあります。それは、U-

NEXTのなかには無料の動画と有料の動画が混在していることです。 

 

「全て無料で視聴可能」と思って、目についたものをとりあえず視聴しようとすると、有料の動画である可能

性があります。すると、マッチングアプリは無料となっても、結局 U-NEXTでお金がかかってしまうため、注

意が必要です。 
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2-3-3.無料トライアル期間をすぎると有料会員に自動移行となる 

 

U-NEXTは無料トライアル期間中に退会するように、余裕を持って退会することを強くおすすめします。 

 

なぜかというと、無料トライアル期間中に退会しないと、U-NEXT の有料会員に自動移行されてしまい、

月額 1990円/月+税 といった料金が生じるからです。そのため、あまり見たい動画がない場合は早めに

退会することをおすすめします。 

 

2-3-4.ウェブ版にログインしないと退会できない 

 

U-NEXTはアプリ版とウェブ版があるのですが、退会するためにはウェブ版にログインして操作する必要

があります（2020年 4月現在）。 

 

そのため、無料トライアル期間の期限切れ直前に退会しようとして、手間取って退会できないと U-NEXT

の有料会員に自動移行されてしまいます。筆者はわからなくて問い合わせた経験があるため、早めに退会

方法を確認しておくことをおすすめします。 

 

2-3-5.無料トライアルは 1回使用すると当面使用できない 

 

この一連の流れを行って、U-NEXT を退会したとします。ただ、その後にもう 1度マッチングアプリでメッセ

ージし放題のために、U-NEXT に登録しようとしてもすぐにはできません。 

 

「2019年 3月 25日以前に U-NEXT を退会済みの方はトライアル使用可能」 
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といったように、ある程度前に U-NEXT の無料トライアルを利用した人であれば、再度利用可能とのこと

でした。そのため、何度もチャンスがあるとは思わずに、1回の無料メッセージし放題期間で本気で活

動することをおすすめします。 

 

3.無料メッセージし放題サービスを使うときに大事な 3

つのこと 

 

最後に、有料のマッチングアプリ内の無料メッセージし放題サービスを使用して彼女を作るために、大事な

ことを 3 つお伝えします。 

 

3-1.タイミングを考えて「無料メッセージし放題サービス」を使う

こと 

 

無料でメッセージできるサービスはアプリによっても異なりますが、期間が決まっています。そのため、「とりあえ

ず使用してみようかな」という気持ちで使ってみると、あっという間に無料でメッセージし放題期間が終わって

しまうんですね。 

 

そのため、タイミングを考えて使用する必要があります。 

 

タイミングとしておすすめなのが、気になる女性とマッチングしたときです。なお、アプリによって無料会員

でもメッセージ一往復できるアプリであれば、マッチングしてメッセージが一往復したタイミングがおすすめで

す。 
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3-2.女性に連絡先の交換をお願いすること 

 

マッチングアプリではアプリ内でメッセージ交換をしたまま、LINEなどに移行することなく女性に会うこともで

きます。 

 

ただ、無料でメッセージし放題の期間は定められているため、その期間内で女性と仲良くメッセージした上

で連絡先交換をすることを強くおすすめします。 

 

3-3.無料メッセージし放題期間の前半に本気で活動すること 

 

女性と連絡先を交換しようとしても、女性は「誰でも良いから連絡先交換をしたい」とは思っていません。

男性側が有料であることを知っていても、すぐには連絡先交換をしたくないというのが女性の本音なんです

ね。 

 

そのため、無料メッセージし放題期間の早い段階から、どんどん女性にアプローチした上でメッセージし

ていくことをおすすめします。 

 

無料メッセージし放題期間が終わる直前に、女性とマッチングしてメッセージを開始しても、期間がなさす

ぎて女性と仲良くなれません。あまり仲良くなっていない状態で、「無料期間が終わるから連絡先交換でき

ませんか？」とお願いしても、警戒されて無視されるため、早めの行動が大事なんです。 
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免責事項 

 

本特典の内容は、2020年 4月現在のマッチングアプリのサービスを元に作成しております。必ず、使用

時点でのマッチングアプリで提供しているサービス内容のご確認をお願いします。 

 

なお、マッチングアプリのサービス変更により、現在無料のサービスが有料のサービスとなっていても、損害に

関する一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。 


