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１０１ ロマンティック アイデア
★IDEA

#1

１ あなたのパートナーが数日遠くに外出するときは、あなたが彼女の事を心配
していると伝え、彼女のためにボデゖーガードを準備します。そして、彼女に小さ
なテデゖーベゕーを持たせます。

★IDEA

#2

２ 暗闇で光る星を買って、ベッドの上の天井に貼ります。部屋の明かりが消える
と、 I love you という文字が浮かぶようにします。

★IDEA

#3

３ 特別な日に、１１束の本物のバラを買い、１つだけは造花のバラを買います。造
花のバラを真ん中においてブーケをつくります。そして、カードに最後のバラが
枯れるまであなたを愛しますというメッセージを書きます。

★IDEA

#4

４ あなたのパートナーの名前のドメンゕドレスを作ります。例えば、
www.TanyaJohnsoton.com.といった感じです。そのサトにロマンチックな詩やバ
ラの写真などを載せます。彼女がネットサーフゖンをしているときに、彼女のドメ
ン名がすでに使われているかチェックしてみたらと軽くいってみます。

★IDEA

#5

５ 素敵な手鏡を箱にいれて贈ります。箱の中には次のようなカードを入れます。
鏡の中には、世界で一番美しい女性の姿がうつります。

★IDEA

#6

６ 彼女が読んでいる本を一冊選んで、まだ彼女が読んでない部分で、文字の下
に線を引いて、ラブレターを作ります。例えば、文字で I love you となるように
一文字ずつに下線を引きます。下線に対して彼女は丌思議に思い、下線が引かれ
てある文字を紙に書きうつすでしょう。このようなメッセージもいいでしょう。 親
愛なるベリンダ、あなたを愛しているよ、ベビー。
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#7

７ あなたのパートナーの職場に花を贈ります。彼女は花を喜んで受け取るだけ
ではなく、同僚からのコメントや注目をあびることになり、喜びが増します。

★IDEA

#8

８ 週末にパートナーと出かけたときに、石を拾い特別な記念としてとっておくよ
と彼女に言います。後で、お店にその石をもって行き I Love Rebecca と彫って
もらい彼女に渡します。

★IDEA

#9

９ 田舎にドラブに行き、草が生えた丘に寝そべって雲をみます。子供のころの
ように、雲の形は何ににているかゲームをして遊びます。

★IDEA

#10

１０ 紙と何本かのクレヨンを用意します。子供が書く絵のように微笑んでいる太
陽を描き、手を支える２本の棒を描きます。あなたと彼女の名前が棒を指してい
るように書き、心臓の部分に I Love You と書きます。次に、フォーマルな大きな
封筒を用意します。封筒の中に絵を入れ、彼女の職場の住所をラベルにタプし
て封筒にはります。彼女の職場に郵送し、一日でもっとも忙しいときにそれを受け
取るようにします。
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#11

１１ シェークスピゕの詩を覚え、植物園などにいった時など、ロマンテゖックな雰
囲気の中で彼女に聞かせます。突然詩をよみはじめないでください。ジョークな
感じで、さて今は愛の詩をあなたに読む良い機会かな？と訪ねます。彼女は多分
「はい。」と答えるでしょう。彼女はバラは赤くて、、、、といった言葉があなたから
出てくるのを期待するでしょう。
彼女の目をみて、微笑み、詩を聞かせます。下記にある詩を試してみてくださ
い。もし長すぎるなら、最初の４つと最後の２つを覚えてください。
シェークスピゕラブソナタ１８
夏の日とあなたを比較しましょうか？
芸術は素敵で控えめです。
荒い風は 5 月の最愛の芽を震動させます、
なつの日は短すぎます。
暑すぎる日もあり、太陽はさんさんと輝いています、
しばしば彼の輝いた顔もくもります、
すべての公平さは時々衰退します、
しかし、あなたの永遠の夏は色あせません。
ひとは呼吸をし、見えることができます、
これが生き、あなたに命を不えます。

★IDEA

#12

１２ もしあなたのパートナーが遅くまで働かないといけない日には、ランチボッ
クスにチョコレート、ハーブテゖー、クッキー、小さなテデゖーベゕなど彼女が好き
なものでうめつくします。 次に、紙に”ミッシェルが夜遅くまでがんばれるパック”
と書きます。この下に大きな赤い十字架を書き、そしてその紙を箱につけます。仕
事が大変になったときにその箱をあけるように彼女に言います。

★IDEA

#13

１３ 公園の近くを歩いている時、ブランコがあればそれにのせてあげます。彼女
の幼少時代の良い思い出がよみがえるでしょう。

★IDEA

#14

１４ 長いバラの花に、私と出会ってくれてありがとう、というメッセージをつけて
おきます。
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#15

１５ あなたのパートナーが新しい仕事を始めた時に、サウンドオブミュージック
の音楽の CD を買います。I have Confidence の歌を録音し、その上にあなた自
身のメッセージを歌の後に付け加えます。
”がんばってね、あなたはきっとうまく仕事ができると信じています”というふ
うに。彼女にそのテープを渡し、仕事にいく途中に車の中で聞くように言います。

★IDEA

#16

１６ 小さな飾りのある箱、色のついた薄い紙、いくつかのマッサージオルとカ
ードを用意します。箱に紙を敷き、マッサージオルをその上に置き、カードを入れ
ます。カードには次のように書きます。”すばらしいマッサージ師を知っています。
予約は次の番号まで。（あなたの電話番号）”

★IDEA

#17

１７ あなたの妻がとても疲れている日には、彼女のためにお風呂をわかしてあ
げます。香りの良いバスオルをいれ、頭からかかとまでながしてあげます。そし
て、彼女をベッドまでかかえていきます。やさしくタオルで彼女の体を拭き、おで
こにキスをしてあげます。

★IDEA

#18

１８ このゕデゕには持ち運び可能な CD プレーヤーが必要です。あなたとあ
なたのパートナーの好きな曲があれば、コピーしロマンテゖックな週末にもってい
きます。ロマンテゖックな場所につくと、ダンスをしたいか尋ねます。ひとつのヤ
ホンは彼女の耳に、もうひとつはあなたの耳に入れ、プラベートダンスを楽し
みます。この場合、人々がダンスをするような場所でないほうがいいです。例え
ば、エンパゕーステートビルの屋上でサンセットをみながらや、キャンピング旅
行で山の山頂についたときなどが良いでしょう。

★IDEA

#19

１９ あなたのパートナーがとてもかわいがっているペットがいるなら、クリスマス
の日に、彼女とペットの両方のプレゼントを用意します。

★IDEA

#20

２０ ビーチに散歩に行きます。砂の上にハートを書いてその中に一緒にすわり、
サンセットを眺めながら彼女を抱きしめてください。
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#21

２１ パートナーを散歩に誘います。かばんを用意し、次のものをつめます。ピクニ
ックブランケット、プラスチックの入れ物にチゴ、ぶどう、スカ、キウなどをい
れます。そして、チーズ、クラッカー、サンドッチをいれます。キャビゕ缶、小さめ
のシャンペーン、２つのシャンペーングラスをいれます。彼女が、かばんには何が入
っているのかとたずねると、ジャケットとランチだと答えます。ロマンテゖックな場
所をみつけると、彼女に止まって何かたべようかとたずねます。かばんをあけ、
ひとつひとつ取り出します。最後にとりだすものは、グラスとシャンペーンにして
ください。

★IDEA

#22

２２ もしあなたが何かの楽器を吹けるなら、彼女のためにロマンテゖックなシチ
ュエーションで演奏してあげます。例えば、あなたがサックスをふけるとします。彼
女のルームメートに連絡し、夜の９時半ちょうどにバルコニーに出てきてもらうよ
うにセッテゖングします。早めに彼女のゕパートの前に行き、サックスの入れものに
ラトをおき彼女が出てくるであろうバルコニーを照らします。何かゆっくりして
いてロマンチックな曲を演奏しましょう。

★IDEA

#23

２３ このゕデゕはパートナーが仕事にいっていて、あなたが家にいる間にしま
す（あなたが病気や自宅で仕事をするときなど）。玄関で彼女にババをした
らすぐに彼女の職場にメールを送ります。メールの内容はシンプルに”あなたのこ
とがすでに恋しいです。”というふうに。彼女が職場につくとそのメールを確認す
るでしょう。

★IDEA

#24

２４ あなたのパートナーの髪が長いなら、時間をかけて髪をとかしてあげましょ
う。シャワーの後やベッドに入る前にするのが効果的です。
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#25

２５ あなたのパートナーの誕生日のように、特別な日に宝探しを計画します。そ
れは彼女をビーチの散歩にさそうところから始まります。ビーチに行くときに小
さなかばんを持っていきます。かばんには前もって用意しておいたボトルをいれ、
その中には宝探しの地図を入れます。その地図はいかにも宝の地図のようにつく
り、周りを少し焼いてこがしておきます。歩いているときに、ボトルをかばんからわ
ざと、波打ち際におとします。彼女に気づかれないように、立ち止まって彼女にキ
スをした際に落とすのがいいでしょう。すこし先に歩いて、振り返り足跡をだとっ
てボトルを探すようにするといいです。地図には、点線でビーチから近くのコーヒ
ーショップまでつながれています。彼女はカフェで何を探すかは知りません。す
わってコーヒーでも飲もうと誘います。ウェトレスがコーヒーを運んできたとき
に、あなたのパートナーに探しているものはコースターの下にあると言ってもら
います。彼女がコースターを裏返すとテープで鍵がくっつけてあります。当然、あ
なたはウェトレスに前もって頼んでおく必要があります。ほとんどのウェトレス
はこのように幸せなプランを手伝ってくれるでしょう。 そして、地図の最後の地
点で、二つの棒が大きな X を作っていることろをみつけます。そこをほると鍵の
かかった箱がみつかります。そして、箱をあけると彼女へのプレゼントがあります。

★IDEA

#26

２６ あなたのパートナーに、茶色の封筒にテープを入れて送りデートに誘いま
す。テープにミッションンポッシブルのサウンドトラックを録音し、次のようにあ
なたのメッセージを録音します。「あなたへの指名、夕方６時半に Venoli コーヒー
ショップにくるように。そこには赤いカーネーションをつけたかっこいい男性がま
っている。自由の世界はもうすぐあなたの手に入る。このテープは自動的に５秒
で壊れる。」そして１０秒間ピーという音を録音します。そして、「あなたは１０秒を
信じますか？」というあなたのメッセージを録音します。彼女はこれを聞いて笑
うでしょう。

★IDEA

#27

２７ あなたのパートナーの家族に、彼女が小さなころにほしがっていたものは
何かと聞きます。もしそれが焼き物の人形なら、それを彼女の誕生日に贈ります。
彼女はそのプレゼントを喜ぶでしょうし、あなたが家族に聞いてそれを送ったと
いう事についてもとてもうれしく思うでしょう。

★IDEA

#28

２８ プロの写真屋さんにいき、あなたと彼女の写真をとってもらいます。それを
額に入れ、どこか目立つところにおきます。彼女に前もって多くのサンをしてお
くと、彼女も心の準備ができます。
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#29

２９ 紙に、”今日あなたのことを思っていました。そして、あなたのことを思うと
笑みがこぼれます。”と書いて、彼女が間単にみつけられる場所においておきま
す。

★IDEA

#30

３０ バレンタンデーの日のために数珠のブレスレットを買います。すべての数
珠を取り除き、２月１４日までに一日に一個ずつ数珠を探すようにいいます。バレン
タンの日にそのブレスレットを渡します。

★IDEA

#31

３１ ショッピングセンターや空港にいるときに、ンスタント写真が取れるところ
があれば、そこで写真をとります。ロマンテゖックな背景でキスをしたりして写真
をとります。

★IDEA

#32

３２ 彼女の職場や携帯に留守電があれば、次のようにメッセージを残します。
「あなたのことを思っています。ただそれを知らせたかった。」彼女はそのメッセ
ージを喜び、特に仕事で大変なときだとよりうれしいでしょう。

★IDEA

#33

３３ あなたと彼女のためにミステリー旅行を計画します。旅行会社のいくつか
は、飛行機にのるまでか、目的地に着くまでどこに行くか知らせない旅行パッケ
ージを扱っています。

★IDEA

#34

３４ バラの花を用意し、車の日よけの裏につけます。そして、”愛している”と紙に
書きそれも、そこにはりつけます。ロマンテゖックな場所をドラブしているときに、
彼女を見て、ほほに何かついていると言います。鏡を見るために彼女が日よけを
おろした時にそれらをみつけます。

★IDEA

#35

３５ 彼女が小旅行に出かけるときに、スーツケースの端にプレゼンをいれておき
ます。
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#36

３６ あなたとあなたのパートナーの記念日のために、シャンペーングラスを前も
って用意し、そこに二人の名前と日にちを彫っておきます。レストランの予約をと
るときに、シャンペーンとそのグラスを二人がつくとすぐに持ってきてほしいと頼
んでおきます。シャンペーンが二人の名前が入ったグラスに注がれると彼女は驚
くでしょうし、そのグラスはとても良い記念になります。

★IDEA

#37

３７ 彼女の誕生日など特別な日に２４のバラを用意します。夕食にいく前に彼女
とショッピングモールのどこかで待ち合わせします。その待ち合わせ場所の角に
かくれて、通りすがりの男性に手伝ってほしいとたのみます。彼にバラを渡し、彼
女に「誕生日おめでとう。」といいながらそのバラを渡してもらいます。これを１１
人の男性に手伝ってもらいます。男性を選ぶときは、あまりかっこよすぎず、年齢
もまちまちにします。最後の１つは小さな子供にお願いします。彼らが１２本のバラ
を渡し終われば、あなたが彼女に近づき、残りの１２本を渡します。

★IDEA

#38

３８ あなたのパートナーが昔のことを思い出して話すことを書き留めておきま
す。例えば、彼女が子供のころいったゕスクリーム屋さんの話などです。特別な
日に、書きとめた話の中でなにかを実行します。例えば、彼女がはなしていたゕ
スクリーム屋さんにいってそのお店の名前がはいったゕスクリームを箱ごと買
います。

★IDEA

#39

３９ あなたやあなたのパートナーの写真、ふたりで訪れた場所のチケット、ふた
りの大切ないろんな物を集めてモンタージュをつくります。プロの人に手伝って
もらい、それを額にいれ三次元のモンタージュにします。それか、自分で額をかっ
てあなた自身で作っても良いです。

★IDEA

#40

４０ 華麗な木の箱に緑か赤のフェルトを敷きます。古い鍵をみつけ箱の中にい
れます。次に、金の板に”私の心への鍵”と書いて箱の内側につけます。そうする
と彼女が箱をあけたときにそれをみつけます。

★IDEA

#41

４１ あなたのパートナーと一緒に、一本の木を特別な場所に植えます。毎年、記
念日に木の横にすわりシャンペーンを飲みながら、彼女への愛と木が育っている
ことを話します。
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#42

４２ 朝、彼女より先にシャワーを浴びるとき、シャワー室を曇らせ、”ピーターはキ
ャシーを愛している”と鏡に書きます。彼女が次に使うときにそれを読むでしょう。
寒い日に車の窓ガラスに書てもいいです。

★IDEA

#43

４３ 特別なプレゼントとして、星にパートナーにちなんで名付けてください。 多
くの天文学の政府機関で、あなたが星に名前をつけることを許可しています。そ
して、あなたが名前をつけた星を特定する正式なドキュメントを送ってくれます。
詳しくは、下記の URL を見てください。http://www.theromantic.com/gifts.htm

★IDEA

#44

４４ 何かあなたとあなたのパートナーに関係する漫画をみつけます。例えば、
二人が同じ職場で働いているなら、仕事場で政治に関連するデゖルバート漫画を
見つけます。 写真複写機を使用して漫画を拡大します。そして、修正液で会話の
文字を消します。 二人に関連する会話を書き、適切な場所にそれを貼ります。次
に、あなたのテキストが漫画の実際の原本であったように見えるように、もう一
度漫画を写真複写してください。彼女に渡す前に、あなた自身がつくった表紙で
ラミネートするとより良いでしょう。

★IDEA

#45

４５ あなたとあなたのパートナーが遠くに行き、安らかな時間を楽しむなら、あ
る朝早々目覚めて、日の出を見に観光地に行きます。難しいように思うかもしれ
ませんが、一度は経験する価値があります。新しい日の始まりを見ると、何か特別
な気分になります。

★IDEA

#46

４６ お風呂を沸かす時、ろうそくを置いたり、バラの花びらを浮かべたりして、ロ
マンテゖックな雰囲気をつくります。あなたが彼女と一緒に入る前に、シャンペー
ンとチョコレートで覆われたチゴを用意します。

★IDEA

#47

４７ ラブクーポンをいくつか作ります。例えば、”このクーポンで足裏マッサージ
がうけれます。期限は２０４５年８月７日までです。”という風に。期限は、将来もずっ
と彼女と一緒にいたいという意味合いもこめて、長めに設定します。以下のサ
トから５０のラブクーポンが検索できます。
http:/www.theromantic.com/lovecoupons.htm
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#48

４８ 暖かい夏の日に、裏庩でピクニックをします。シートを引き、チョコレートやシ
ャンペーンを用意します。二人でシートに寝そべり星を眺めます。

★IDEA

#49

４９ 雨がたくさん降っている日に、二人で散歩に出かけます。傘もレンコートも
いりません。べちょべちょになって、水溜りの中をジャンプしたりします。彼女を持
ち上げ、まわってキスをし、ぎゅっと抱きしめます。帰ると暖かいシャワーをあび、
暖かい飲み物を暖炉の前で飲みます。

★IDEA

#50

５０ 特別なサプラズとして、気球にのって旅をする計画をたてます。田舎の上
を飛ぶ前に彼女とシャンペーンを飲みます。

★IDEA

#51

５１ あなたのパートナーが、テーブルか机に座っているとき、後ろから近づき、背
中、肩、そして頭のマッサージをしてあげます。終わりにほっぺにキスをします。

★IDEA

#52

５２ 次のようなメッセージを紙に書いておいて置きます。”親愛なるゕマンダ、毎
日あなたと一緒んにいると、毎日がバレンタンデーのような気分です。あなた
でいてくれてありがとう。ラブ グラハム”

★IDEA

#53

５３ あなたとあなたのパートナーの両方が興味のある本を買います。１章ずつ
毎日交代で声にだして読みます。これはテレビを観る代わりにできます。

★IDEA

#54

５４ あなたのパートナーがシャワーかお風呂に入っている間に、彼女のタオルを
乾燥機で暖めておきます。彼女が出て来るとそのタオルでくるんであげます。

★IDEA

#55

５５ あなたの手のコピーをとり、それをフゔックスであなたのパートナーに送りま
す。そして、”手をつなぎたいですか？”というメッセージをそえます。
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#56

次回、ピザを注文するときに、ハートの形にして宅配してもらいます。

★IDEA

#57

５７ チョコレートを買うときに、箱の片方をうまくあけます。愛のメッセージを書
いてチョコレートと一緒に箱にいれ、上手に封をします。

★IDEA

#58

５８ 自転車を借り、パートナーと出かけます。最後のほうで公園でピクニックをし
ます。

★IDEA

#59

５９ ビジネスで遠くに出かける時に、あなたのパートナーのためにあなたの一
日を記します。
例えば、朝６時：あなたを思いながら起床。あなたが横にいればよかったのに。会
社にいく準備をしたほうがいいね。
朝７時：電車の中。混んでいる。みんな半分死んだような顔をしている。あなたが
とても恋しいよ。
朝８時半：一日の計画を立てる。とても忙しい日になりそう。
朝９時半：退屈な会議の途中。今月のセールスのことに集中しなければならない
が、あなたのきれいな目をずっと思い浮かべている。
夕方６時半：一日が終わって感謝。二人で一緒に過ごせる日をカウントしている。
このような手紙を彼女に送ります。これは、あなたが一日の間にどれだけ彼女の
事を考えていたか伝えるすばらしい方法であり、あなたの生活を特別な方法で
彼女とわかちあえます。

★IDEA

#60

６０ あなたのパートナーの家族に聞いて、彼女が小さな頃すきだった本は何か
聞きます。その本を買ってベッドのなかで読んであげます。

★IDEA

#61

６１ あなたのパートナーとメールで小説を書きます。最初はこのように始めます。
第一章：これは、ある夏の日に友達の婚約パーテゖで出会ったピーターとケトの
物語です。メールの内容は、この最初の内容の続きを書いていきます。話は完全
にフゖクションか、フゖクションと実際の内容をミックスしてもかまいません。
第一章の終わりに、「それでは第二章です、次はあなたの番です。」と書きます。

TheRomantic.com

★IDEA

101 Romantic Ideas

#62

６２ 凧を買い、風が吹いている日に公園に行き、あなたのパートナーと一緒に凧
を飛ばします。もし買えるなら、大きな凧で二つの紐でコントロールするものを買
います。これらはとても楽しいです。

★IDEA

#63

６３ あなたのパートナーと夕食に出かけるときに、”ゕドベンチャーデゖナー”だ
と伝えます。ストップウォッチを使って、２０分カウントします。次に、彼女に５から１０
のうちでどれかの数字を選ぶように言います。彼女が７を選んだとしましょう。彼
女にコンを渡し、７つ目の交差点で彼女がコンを上に飛ばします。もし表がで
たら左にまがり、裏がでれば右にまがります。ストップウォッチの時間になると、そ
の場所に一番近い場所で食事をします。これは新しい場所で食事をする方法とし
てとても楽しいものです。

★IDEA

#64

６４ あなたのパートナーとどこか特別な場所にいく時は、カメラを用意し新しい
フゖルムを買います。彼女が家から出てくると、プロのカメラマンのようにフラッ
シュをたいて彼女の写真を撮ります。写真をとりながら、彼女が有名な女優のよ
うに質問などをして、雑誌のスクープをとっているようなふりをします。楽しいだ
けでなく、あとで振り返ってとても良い思い出になります。

★IDEA

#65

６５ あなたのパートナーが病気のときは、休みを取って彼女の世話をします。ビ
デオを借りて、スープを彼女のために作り、ブランケットでくるんであげます。彼女
と一緒にいてあげます。

★IDEA

#66

６６ ある夜夕食のときに、いつも彼女がしたかったことは何かたずねます。あと
で、忘れないようにそれらを書きとめ、現実化してあげます。例えば、ルカと泳
いでみたいとします。どこでこれを体験できるかしらべ、サプラズとして計画し
てあげます。

★IDEA

#67

６７ ”An affair To Remember”のビデオを借り、ポップコーン、シャンペーン、チョ
コレートで覆われたいちごと共に、特別な映画ナトを家で過します。

TheRomantic.com

★IDEA
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#68

６８ ドラブンで映画を観ます。車の中から映画をみる代わりに、外にブランケ
ットを敷いて、ろうそくとポップコーンで映画を楽しみます。

★IDEA

#69

６９ 彼女が表紙にうつっているように、自分で雑誌を作成します。とても良く写
った彼女の写真を選び、そして、人気のあるエンターテメント雑誌をコピーしま
す。これらをプリンターの店やグラフゖックデザンの店にもって行きます。彼女
の写真を持って行き、表紙に”２００３年の一番美しい３０人の女性”という題目での
せてもらいます。その表紙を雑誌にはりつけ、近くのお店のラックに置かせてもら
います。あなたのパートナーとその店で待ち合わせをします。彼女が到着すると、
ある雑誌を探していると言い、彼女にラックからその雑誌を見つけてもらいます。

★IDEA

#70

７０ 車のトランクにヘリウムガスが入った風船を入れておきます。田舎のロマン
テゖックな場所に行きます。理想の場所は、高い場所からきれいな田舎を見渡せ
るところです。車からおりて散歩の準備をします。彼女があなたより車に近い位
置にいるようにし、鍵を投げてトランクからジャケットを取るよう頼みます。彼女が
トランクを開けると風船が飛び出します。同時に I love you のサンも出るよう
にトランクにいれておきます。

★IDEA

#71

７１ 特別な機会に、２つの T シャツを買って、ひとつのシャツに、片方がハートの
半分と LO の文字を、もうひとつのシャツにはハートのもう半分と VE の文字をプ
リントします。道を歩いている時に、お互い抱き合ってひとつのハートの形と LOVE
の文字になるようにします。下に例を示します。

★IDEA

#72

７２ ある暑い夏の日に、二つの大きな水鉄砲を買ってビーチに行きます。ひとつ
を彼女に渡し水鉄砲で遊びます。

★IDEA

#73

７３ あなたのパートナーとあなたの食べ物をシェゕします。外で食事をするとき
に、「これを試してみて。」といって彼女の口にいれてあげます。食事をシェゕする
ことはお互いがより近くなるすばらしい方法です。
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#74

７４ 公共の場であなたのパートナーをほめます。例えば、数人で会話をしている
ときに、「ケトはローストをする料理がとても得意なんだ。」というふうに。彼女
について話す間は手をぎゅっとにぎりしめます。

★IDEA

#75

７５ 仕事を休んで特別な日をゕレンジします。朝食をし、公園を散歩し、ショッピン
グに行き、素敵はカフェででお茶をして、ロマンテゖックな夕食をします。

★IDEA

#76

７６ 近くのクリニックで顔のマッサージのギフトカードを買います。そして、”大切
な人への特別なご褒美”というメッセージを添えます。

★IDEA

#77

７７ 牛乳を買いにいくだけでも、家に帰った時に、冒険から戻ったかのように振
舞います。「雪深いところに狼がいて、ほんとうにきわどかった。でも、無事もどっ
たよ。」と言い、彼女に大きなハグをします。

★IDEA

#78

７８ あなたのパートナーに感謝の手紙を送ります。例えば、”親愛なるベッキー、
引越しを手伝ってくれてありがとう。あなたがいてくれてとても助かった。ほんと
うにあなたの愛と助けに感謝です。テゖム”

★IDEA

#79

７９ 子供がいるなら、週末に祖父母の家に預けます。金曜の夜に、「週末はあな
たのものです。」と言って、一緒に特別な週末を過ごせるように計画します。

★IDEA

#80

８０ あなたのパートナーにマジックプレゼントボックスをあげます。毎月、新しい
小さなプレゼントをその箱に入れます。

★IDEA

#81

８１ あなたのパートナーの大好きな趣味をみつけだし、それに関わるプレゼント
を用意します。プレゼントがより特別な物なら、よりンパクトのあるものになるで
しょう。彼女の友達や家族にきいたりして、必要な情報を集めます。
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#82

８２ 仮面舞踏会に行きます。あなたのパートナーに招待状を送って待ち合わせ
の場所を決めます。マスクをかぶって、彼女がきても何も言わずただ彼女の手を
とってダンスフロゕに行きます。

★IDEA

#83

８３ 木曜日に、あなたのパートナーに「週末のために荷物をつめておくように。」
と言います。必要なものは、カジュゕルな服とウォーキングシューズだといい、ど
んな計画を立てているかは伝えません。金曜日、仕事の後に彼女を迎えに行き、
ロマンテゖックなベッドゕンドブレックフゔーストに泊まり、リラックスでロマンテゖッ
クな週末を過ごします。

★IDEA

#84

８４ ある夜に家でくつろいでいる時に、２枚の紙、鉛筆、クレヨンを用意します。そ
れぞれの紙に、スタンドにのっている水晶の玉を描きます。あなたのパートナーに
その水晶をみつめて５年先の将来を描くように言います。あなた自身も同じ事を
して、後でそれぞれの絵について話します。

★IDEA

#85

８５ あなたのパートナーにニックネームをつけます。彼女が小さなときに家族か
ら呼ばれていたニックネームや、二人の間で特別なニックネームでもいいです。

★IDEA

#86

８６ もしあなたが音楽が得意ならば、あなたのパートナーのために歌を作りま
す。タトルは、例えば”ナターシャの歌”などにします。プロが作ったような原稿
をつくり、それをプリントゕウトしてフレームにいれます。あなたの作った歌を CD
に焼いて、CD の表紙に彼女の写真を載せます。あなたのパソコンで作るのが難し
ければお店に持って行って作ってもらいます。フレームに入れた原稿と CD を箱に
いれて、彼女にプレゼントします。

★IDEA

#87

８７ あなたのパートナーをデートに誘い、目隠しして、どこか特別な場所にドラ
ブに行きます。目的地は、崖の上にテーブルを設定したり、ボートや船で食事をし
たり、彼女が考えもしないような所にします。彼女が目隠しをはずしたときに、と
てもンパクトのある場所がいいでしょう。
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#88

８８ 枕投げをします。羽毛がはいった大きな枕をふたつ買います。羽が出るよう
に穴をあけ、あなたのパートナーめがけて枕をなげます。

★IDEA

#89

８９ ゕウトドゕに出かけます。ハキングした後に、外に火をおこします。あなたの
パートナーと座ってマシュマロを焼いて食べます。

★IDEA

#90

９０ あなたのパートナーがパソコンを使うなら、二人の写真を撮り、お店で（家に
スキャンがあればスキャンする）スキャンしてもらいます。それをデゖスクに.bmp
file.としていれます。そのフゔルを彼女のパソコンにうつし、パソコンの画面にセ
ットします。これをするには、ウゖンドウを使用し、スタート、設定、コントロールパネ
ル、デゖスプレの順番にクリックします。背景タブを選択し、あなたの.bmp file.を
探しクリックします。

★IDEA

#91

９１ 美術が好きならば、絵画のコースをとり、自信がつくまで練習します。そして、
彼女にポーズをとってもらうように頼みます。

★IDEA

#92

９２ あなたのパートナーをカーニバルやフェステゖバルに連れて行きます。１）フ
ード ２）ジャズ ３）ワン ４）音楽フェステゖバル

★IDEA

#93

９３ ビデオタムカプセルを作ります。二人が一緒にソフゔーに座ってビデオの
説明をするところから始めます。「２００２年７月１４日です。２５年の結婚記念日の日
に見るようにビデオカプセルを作ることにしました。」というところから始めまし
ょう。カメラに向かってあなたのパートナーのことをどう思うか、どうして彼女を
愛しているかなど話します。彼女も同様のことをします。終わればそれを金庨に
いれて、２５年の結婚記念日の日に見て昔を振り返ります。

★IDEA

#94

９４ ビーチや湖で誮もいないところにいて、暖かい日ならば、あなたのパートナ
ーと一緒に真っ裸で水に入ります。
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#95

９５ 長く付き合っているカップルにはこのゕデゕが良いでしょう。このゕデ
ゕにはすこし計画が必要ですが、あなたのパートナーは驚いて忘れることはな
いでしょう。彼女があなたとパソコンでチャットする時間に計画し、あなたが彼女
に内緒で彼女に会いに行くように計画します。彼女をパソコンで話す時間になる
と、親友にお願いして、あなたのニックネームでパソコンにログンしてもらいま
す。あなたはその時に、彼女の家のドゕの前にスタンバします。友達に電話し、”
あなたが恋しいです。あなたの家にいってドゕをノックして会いたいです。”とタ
プしてもらいます。友達がそのメッセージを送るとすぐにドゕをノックします。

★IDEA

#96

９６ あなたのパートナーに金魚を買います。そして、次のようなメッセージを添
えます。「海のすべての魚の中で、あなたは私の魚です。」

★IDEA

#97

９７ 早朝か夕暮れにドラブに行きます。自然の音が入った（熱帯雨林などの自
然の音がはいったものなど）CD やテープを用意して、ドラブしながら彼女の手
を握り、その CD を聞きます。

★IDEA

#98

９８ 誕生日の前日にヘリウムの風船、スチーマー、花を用意し、クロゼットに隠し
ておきます。彼女が寝たときに、蒸気を部屋にたちこめ、風船と花を用意します。
それらをベッドの周りに置くと彼女が目覚めたときに驚くはずです。

★IDEA

#99

９９ あなたのパートナーと大きな書店で優雅な午後を過ごします。いろんな棚
の本をみながら、コーヒーを彼女と分け、座って本を読みます。

★IDEA

#100

１００ 週末にスポーツカーを借ります。彼女を迎えにいき、カシミゕのスカーフと
サングラスを渡します。海沿いをドラブします。

★IDEA

#101

１０１ あなたのパートナーに、ベッドで朝食を取るように準備します。次のものを
作ります。１）ハート型のポーチドエッグ。ほとんどのキッチン用品を扱っているお店
でハート型のかたを買うことができます。２）シナモンとメープルシロップのフレン
チトースト ３）シリゕル ４）フルーツジュース ５）お花を用意します。
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Books By Michael Webb:

What you ABSOLUTELY MUST KNOW about the person you
are with. This ebook also comes with a free 300 Days of Questions ecourse.
Questionsforcouples.com

Hundreds of fun, creative, inventive and wild tips to spice
things up. Written in Michael’s typical, classy style – none of the
material is raunchy, immoral or in bad taste. Includes over a dozen
lovemaking positions to try out. 500lovemakingtips.com
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Have you ever had a dull date? No more. This book features nearly 6
years worth of creative date nights. Tips on first dates and asking
someone out for a date too. 300creativedates.com
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The most popular book on proposal ideas. Over 100 winning
stories - photographs included. Proposalstories.com

Less than 1% of marriages rate themselves as “blissful.”
What are the secrets of the most successful marriages? 50secrets.com

Unknowingly, the most way people have been taught to date
actually destroys relationships. If you want to find a perfect partner and
date the right way towards marriage, you must read this. Datingbible.com

