会話を楽しむパーティーから、屋外イベントにネット、結婚相談所まで
「婚活」…とひとくちにいっても、実はその方法は様々！ というわけで
その種類や特徴をダイジェストで解説！ アナタにピッタリな「出会い方」はどれ？

婚活イベント
1対1の会話中心のパーティー
会話を中心にお相手を見極める、
もっともオーソ
ドックスなスタイルがこちら。スタッフの司会のもと、

きな特徴だ。互いの簡単なプロフィールをチェックし
ながら、気が合うお相手を見つけよう。
イベントは年
齢別や見た目の雰囲気、
お相手の条件など、
パー
ティー参加者が細分化されていることも多い。全国
の様々な都市で、毎日のように催されているだけ
に、気軽に参加できることもうれしい。

こんな人に

複数のお相手と、

個室や半個室など

１回につき500〜

一人ひとりしっか

周りを気にせず話

8000円。女性側

絡先交換やマッチ

り落ち着いて話が

せる空間で、じっく

が割安であること

ング。
その後お茶に

してみたい

会話スタイル

料金体系

りと話す

がほとんど

スタッフを介して連

連絡方法

行くケースが多い

グループ会話が中心のパーティー
1対1での会話にちょっと気恥ずかしさを感じる
人は、
グループ会話が中心のパーティーを選ぶの

それだけに、食事などがセットになっていることも多
いのが特徴だ。初対面同士でも、男女混合で集ま
ればスムーズに打ち解けられることが多い。
また1
対1の会話やフリートークの時間がプログラムに組
み込んであることも。恋人のみならず、同性の友だ
ちができることも多いとか！

こんな人に

グループで楽しく

グ ル ープ ご と の

１回につき500〜

会話したい／話し

テ ーブル に 分 か

8000円。女性側

絡先交換やマッチ

てい るお 相 手 の

れ、男女混合でワ

が割安であること

ング。
その後お茶に

様子を見てみたい

会話スタイル

イワイ話す

料金体系

がほとんど

スタッフを介して連

連絡方法

行くケースが多い
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結婚相談所

ネットの婚活
仲介型相談所

婚活サイト

昔ながらのいわゆる結婚相談所がこのタイ
プ。…かといって古めかしいわけではなく、
そのホ

とやりとりが可能な、ネットを使った婚活サービ

スピタリティとバックアップは、数ある婚活サー

スも多数存在している。年齢や居住地域、好み
といった条件からお相手を探し、サイトのメッ
セージ機能でやりとり。実際に会うなどしてマッ

08

ドから会話内容に困ったときのサポートまで、陰

プロフィール閲覧ややりとりの回数に制限のあ

に日向に相談者を支えてくれる頼もしさがその特

る無料会員から、お相手の写真や詳しい好みな

徴といえる。それだけにかかる費用は少々割高。

どが見られる有料会員まで幅広い。また、自由に

月々1万円以上は見ておいた方がいい。期間を定

やりとりするものから、ふたりの調整を取り持っ

めて本気で婚活を考えている人は一考の価値が

てくれるものまで、サービスも多様を極めてい

あるサービスといえる。

る。

スタッフが相手探

入会金と月会費
（活

マッチング後にお

仕事などの合間を

行 動 履 歴 などか

登録無料。フルサ

気になるお相手と

がら、ステップご

しやデートプラン

動費）
が必要。
お見

見合い。気が合え

縫 って 、自 分 の

ら、お相手をおす

ービスが利用でき

マッチングしたら、

ほしい

を手 伝うなど、至
活動サポート

れリ尽くせリ

合い料や成婚料が
料金体系

必要なことも

ばスタッフ経由で
連絡方法

連絡先を交換

すめしてくれるな

ペースでじっくり
こんな人に

婚活したい

活動サポート

どの機能がある

る月会費制の有料
料金体系

プランがある

サービス内で連絡
連絡方法

先を交換

データベース型相談所

恋活アプリ

店舗に出向いて入会するのは仲介型と同様

今や、SNSなどで知り合った男女が恋を育む

だが、データベースの閲 覧・お相 手 探し自体は

ケースは多い。サービスの一環として、話し相手

相談者本人が行う。近年ではデータマッチング

を探す感覚で使用できるスマホアプリを提供し

型はネットサービスに軸足を移しているものが多

ている事業者も少なくない。ネットで提供してい

いが、
プライバシーに配慮した環境で検索がで

る機能の一部が利用できたりするほか、メッ

きる店舗を活用するメリットは捨てがたい。仲介

セージのやりとりをSNS風にしたり、条 件に

型に比べてリーズナブルであることが多く、端々

合ったお相手を定期的にプッシュしてくれたり、

でスタッフに相談する…といった利用方法が向

さらには近くにいるお相手の中でも条件に合う

いている。アドバイザーと二人三脚ではなく、自

人をリストアップしてくれる…といった具合に、

分 主 体で活 動していきたい利 用 者にオススメ

スマホならではのユニークな機能も多い。サー

だ。婚活のスタイルやプライベートの時間の多

ビスのバリエーションは実に豊か。ニーズに合

寡によって活用サービスを見極めたいところ。

わせて選びたい。

自分のお相手は自

付きっきりではな

入会金と月会費
（活

マッチング後にお

「お友達からスター

共 通 の 趣 味 でお

婚活サイトと同様、

気になるお相手と

分で探したい！…

く、必 要なときだ

動費）
が必要。
お見

見合い。気が合え

ト」の感覚で、
自分

相手を探せるなど、

登録無料の月会費

マッチングしたら、

け、スタッフにサ

でもネット婚活は
こんな人に

チング…といった流れが一般的。料金も様々で、

しっかり相談しな
とにサポートして
こんな人に

トを聞き、好みのお相手を提案。デートのアテン

ちょっと不安

活動サポート

ポートを頼める

合い料や成婚料が
料金体系

必要なことも

ばサービス内で連
連絡方法

絡先を交換

アプリによって豊

のペースで手軽に
こんな人に

恋人を探したい

活動サポート

富な機能がある

制。女性は無料の
料金体系

場合も多い

サービス内で連絡
連絡方法

先を交換
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経験者に語ってもらった

ネット婚活ちょっとイイ話
いろんな人と出会えるからこそ不安なイメージがあるけど、ハッピーなエピソードもたくさん生まれ

会ってびっくり！
まるぽんぽん・31歳女性（福岡県）

とある有名芸能人と同姓同名の
私「
。顔も似ている」
とよく言われる
のですが 、婚 活の相 手と実 際に
会っても、
相手は私をその芸能人
だと思い続けていました…。

メール中から意気投合♡
みみーな・26歳男性（神奈川県）

メールをやり取りするうちに話が合
い、
いざ会ってみると気も合った！

顔を合わせる前から仲良くな
れるのは、ネットならでは！

DIO・36歳男性（東京都）

メッセージアプリで、
とても丁寧にコ
ミュニケーションを取ってくれた人
がいた。
こちらも丁寧に返したら、
会
う前から互いに尊敬できる仲に。
「芸能人と会ってる！」って、男性は
ずっとドキドキだったでしょう。

文章からでも相手の人柄
ってわかるものです。

たーぼ・28歳男性（神奈川県）
うさぎ・32歳女性（千葉県）

初めて会ったその人は、
僕と同じ
駅。
初日から家まで送りました。
そ
の日は送っただけ。

「その日は」ってのが気になる！

メールでのやり取りがとても楽しく
て、
お互いに顔も知らないまま会うこ
とに。
見た目はタイプではなかった
けど、好きになれた。
「 旦那さんに
するならこの人だ！」
と思っています。

くりのん・35歳女性（東京都）

メールでやり取りしていた時は、
あまりいい印象ではなかったが、
実際に会ってみると予想を裏切
るほど理想に近い人だった。

ギャップが大きい分だけ

いい話！そのまま良縁

ハマっちゃいそう♡

になりますように！

※エピソードは、
20〜30代のネッ
ト婚活サービス利用経験者男女各100人の調査より
（協力／アイリサーチ）
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楽天オーネットのデータマッチングシステムは、
200項目以上の条件、
双方向性、
業界最大級の会員数だから、
とても精度が高いのが特徴です。
入会前に無料で
体験ができます。
業界最大級の会員数と豊富な出会いのスタイルの楽天オーネッ
トで素敵な恋愛を始めませんか。
＜安心のサービス＞
1. 全会員が独身証明書を提出。
2. 安心と信頼の証ＩＭＳマル適マークを全事業所で取得。
3. プライバシーマークの発足直後から認証を取得。

企業データ

4. 楽天グループの結婚相手紹介サービス。

企業名：株式会社オーネット

5. 日本を代表する企業・官公庁・団体700社が法人会員です。

サービス名：楽天オーネット

●会員数46,638名
（2017年1月1日現在。
既に会費の支払いが終了した会員を含

設立：1980年4月5日
代表取締役社長：森谷学
問い合わせ先：0120-13-5029
支社数：40
https://onet.rakuten.co.jp/

む。
自己都合・交際等により一時的に活動を休止中の会員12,918名を含む。
）
●2016年成婚退会者数5,524名
（2016年1〜12月実績）
●平成の成婚退会者数118,050名
（1989〜2016年実績）
（成婚退会者とは、
会員同士で成婚することとなったとの退会届を当社に提出された会員のこ
とを言う。
既に退会された会員及び会員以外の方との婚約・結婚による退会者は含まない。
）

「ゼクシィ縁結び」
は価値観がぴったりのお相手を年間1460人ご紹介する
婚活サイトです。
<ゼクシィ縁結びの3つの特徴>
①価値観がぴったりのお相手を毎日紹介
婚活は誰にとっても不安なもの。結婚したいというキモチはあっても、何をど

ゼクシィが
「幸せな結婚生活を送っている」
カップルの特徴を分析。
18問の価値

う始めたらいいか分からなかったり、相談しにくかったり。不確定な要素が

観診断を受ける
（無料）
だけで、
ご自身の価値観タイプや相性がわかり、
ぴった

多く、
ゴールが見えにくい婚活に悩んでいる人が実はとても多い。
そんな現

りのお相手を毎日4人、
年間1,460人ご紹介します。

状をどうにかしたい、
という思いでパートナーエージェントは始まりました。
ひ

②使えば使うほど賢くなるお相手検索

とりでは不安なことばかりの婚活に必要なのは、信頼できるサポート。
そう

検索や活動から、
あなたの好みを学習して、
あなたにおすすめの人をご紹介しま

考えた私たちは
「一年以内の成婚」
にこだわり実績データを公開してきまし

す！使えば使うほど、
ぴったりな人が紹介されます。

た。具体的な成果がイメージできるサービスと、活動の結果を偽りなくお伝

③ネット婚活初！安心のデート調整代行

えするという姿勢が、何よりもお客さまの信頼につながると信じたからです。

はじめてお会いする方とスムーズにデートの待ち合わせができるよう、
ゼクシィ

企業データ

豊富な実績データに基づく明確な婚活設計。専任制のコンシェルジュによ

企業データ

企業名：株式会社パートナーエージェント
サービス名：婚活支援サービス
パートナーエージェント
代表者名：代表取締役社長 佐藤 茂
問い合わせ先：0120-147-466
ＵＲＬ：http://www.p-a.jp/

る適切なサポート。
お客さまの前向きな活動を支えるこれらの独自メソッド

運営会社：株式会社リクルート
マーケティングパートナーズ
サービス名：ゼクシィ縁結び
代表者名：代表取締役社長 山口文洋
問い合わせ先：
https://zexy-enmusubi.net/inquiry/
ＵＲＬ：https://zexy-enmusubi.net/

（税込）
➡30%ＯＦＦ
読者 登録料￥32,400
一般社団法人結婚・婚活
特典 ※お問い合わせ・来店時に、
応援プロジェクトの冊子を見たとお伝えください。

が、
これまでも高い成婚率を実現してきました。
その割合をもっともっと高め
ていくことが私たちの目標です。
結婚しにくい時代といわれる現代。
結婚した
いと思うすべてのひとに、生涯愛せるパートナーに出会っていただきたいと
願う、
私たちです。

縁結びのお見合いコンシェルジュがおふたりの間に立ってデート日程・場所の
調整を代行します。
★初月50%OFFキャンペーン★
キャンペーンコードを使って会員登録すると、
有料プラン購入時に1ヶ月の半額分(￥2,149)が割引に！

企業データ
株式会社Diverse
rse
s（
se
e ミクシィグルー
ミ
ミクシィ
グループ）
会社名：株式会社日本仲人連盟
代表者：土橋
代表取締役社長
津元 啓史
啓史
津元
太郎
問い合わせ先
： info2000@youbrid
rid
ide
id
e.jp
e.j
e.
..jp
.jjp
jp
info2000@youbride.jp
創立
：1974年5月7日
URL：https://youbride.jp/
本社
東京都渋谷区渋谷1-8-1 第3西青山ビル 5F
加盟店数：約800相談所
（主に関東）
URL：http://www.nakodo.co.jp/
問い合わせ先： 03-3486-8241
（TEL）

日本仲人連盟（NNR）
は1974年に創立した結婚相談所の連盟組織です。
日

イオングループの結婚相手紹介サービス。
ご入会から成婚までのプロセス

本全国に約800の結婚相談所と約14,000名の会員様がおり、
「ご成婚第一

を体系化した独自の出会いプログラム
「ツヴァイ成婚メソッド」
で、
年間約６,

主義」
で皆様の婚活をバックアップしております。
それぞれの加盟相談所同

０００名の成婚退会者(結婚・婚約・交際のお届けによる退会者・会員外を

士で会員様のデータを情報共有することで、一人ひとりに合わせた多彩な

含む)を創出しています。相性・適合性診断による条件マッチングと価値観

婚活をご提案することが可能です。
もちろん、
どなたも身元確認をしっかりと

マッチングによるお相手紹介を中心に、
パーティやメッセージ、
引き合わせに

行った上で会員となり、個人情報の取扱も徹底して管理しているため、安

よる出会い等、多彩な出会いを準備、
マリッジコンサルタントが結婚観やご

心・安全な婚活をお約束しています。

希望をじっくりお伺いした上で婚活プランを設計し、
成婚退会まできめ細か

また、会員検索によるデータのマッチングだけでなく、加盟相談所の各カウ

くサポートしています。

ンセラーが少人数制で個々に会員様を徹底サポート。
カウンセラーと二人

また、人口減少という課題を抱える地方自治体と連携し、
その要因となる未

企業データ
会社名：株式会社ツヴァイ

婚化・晩婚化の解決の為、
当社が培ってきた経験とノウハウを提供して、婚

や、会員様向けのお見合いパーティーへの参加といったご自身に合った婚

代表者：代表取締役社長 縣 厚伸

活イベントやライフデザイン講座等のセミナーを開催しています。更に、地方

活を行うことが可能です。

本社：東京都中央区銀座5-9-8 クロス銀座5階

三脚でご成婚を目指して頂くことができ、成婚に近づくための婚活セミナー

婚活を始めたばかりでどのようにすればいいかわからないといった方には
「婚活プレセミナー」
も開催しておりますので、結婚相談所での婚活にご興

創立：1984年11月6日
店舗：56ヶ所
URL：ツヴァイ http://www.zwei.com/
問い合わせ先： 0120-374-281
（TEL）

創生を地域活性化と結婚支援の両面から取組む移住促進プロジェクト
「ミ
ライカレッジ」
を展開し、
都市から地方へのヒトの流れをつくっています。
２００７年東京証券取引所市場第２部に上場。
(証券コード２４１７)

info@zwei.ne.jp
（E-Mail）

info@nakodo.co.jp
（E-Mail）

味がある方は、
お気軽にお問い合わせください。

ノッツェは
「出逢い、
学び、
つながる幸せ」
をコンセプトに、
自分磨きや結婚への学び
の環境を充実させ、人生最高の幸せな結婚を迎えていただくために創業以来２３
年間、
日々お客様と向き合っております。
特にお客様のお仕事や家庭・社会環境は様々で、
結婚のお相手選びもその方によ
り違いがあります。
お出会いの場も、
パーティ、
お見合い、
条件検索等色々ですので、
ノッツェはその方
にふさわしい お相手選びやご紹介システムを揃え、
お客様にご満足ご納得をいた
だけますよう更なるサービスの充実に努めております。

企業データ
会社名：株式会社 結婚情報センター
代表名：須野田 珠美
本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル44階
拠点：全国主要都市等21店舗
URL：http://www.nozze.com/
お問い合わせ先：各店舗共通 0120-031-554
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例えば、
パーティ派の方⇒年間2,000回以上もの多種多様なパーティやイベントに
ご参加、
お見合い派⇒毎月お勧めの方のご紹介と、
気に入った方々とのお見合いに
よる出会い、
条件検索派⇒検索結果からお会いしたい方にいつでもどこからでも
PCやスマホでお申し込み等が可能です。
ノッツェは今後とも時代のニーズにスピーディに対応し、
お客様のご要望にマッチし
た新しい結婚
（観）
をご提案して参ります。

■Pairsについて

withは、Facebookアカウントを認証することで使える、安心・安全を担保し

「Pairs」
は、
2017年1月現在、
日本と台湾で合計500万人以上が利用していま

た恋愛婚活サービスです。
メンタリストDaiGo監修のもと、心理学や統計学

す。Facebookの登録情報を活用しているので匿名性・機密性が高く、24時

の観点から、
より信頼性のあるサービスを目指しています。

間365日テキスト・画像の投稿監視により、安心・安全に利用することができ

withには3つの特徴があります。

ます。
マッチング数は、累計3200万組以上。
日本とアジアにおいて、
オンライ

「診断イベントで会う前から相手の価値観がわかる」
「相手との共通点がわ

ンデーティングサービスを活用したパートナー探しのカルチャー作りに取り

かる」
「安心・安全」
です。

組んでいます。

オンラインきっかけの出逢いで大切なことは、実際に相手に会った時との

■エウレカについて

ギャップをどれだけ小さくしてゆくかということです。

企業データ
株式会社イグニス
サービス名：with 代表者：銭 錕
お問い合わせ：https://1923.co.jp/inquiry
URL：http://1923.co.jp/
IGNIS GROUP MISSION「次のあたりまえを創
る。何度でも」この言葉を胸に、
インターネット
を中心とした複数のフィールドで挑戦を続けて
います。

「実際会ったら、
まったく相性があわなかった…」
という状況を無くしてゆき

エウレカは、
2008年11月、
インターネットを通して1人でも多くの人が、
自分ら

企業データ

たいと考えています。

・企業名：株式会社エウレカ

withでは実際に会う前から趣味趣向や性格、相性がわかるマッチングを目

・サービス名：Pairs

指していゆきます。
「友達の紹介で」
「趣味繋がりで」
「職場で」
など男女の出

・問い合わせ先：info@pairs.lv

逢いにはすべてきっかけがあります。
そのきっかけの中に、
当たり前のように

・代表者：代表取締役CEO 石橋準也
・URL：https://www.pairs.lv/

しい生き方ができる社会を実現するために設立されました。現在は、恋愛・
婚活マッチングサービス
「Pairs」
とカップル向けコミュニケーションアプリ
「Couples」
を開発・運営しています。2014年、台湾とシンガポールに現地法
人を設立し、2015年からInterActiveCorp（IAC）
に参画しています。IACは米
国NYに本拠地を置くインターネット企業であり、
その傘下のMatch Group
は複数のオンラインデーティングサービスを有し、
世界最大のシェアを獲得

「withで」
が加わっていけるような安心・安全なサービス作りに努めます。

していることで知られています。現在、私たちはその一員として、国内最大級

withで
「運命よりも、
確実」
な恋愛を。

の実績を元に、
日本のみならずアジアでの展開を加速しています。

「Omiai」
はFacebookを活用した、
日本最大級の恋活アプリです。

マッチアラームは、20・30代の若い世代の婚活をサポートすることで日本の

■Omiaiが選ばれる6つのポイント

婚姻率向上を目指す、Facebookを活用した安心・安全な独身男女のマッチ

①気になるお相手に
「いいね！」
するだけで気軽に出会える

ングサービスです。

②24時間365日の監視体制で安心、
安全

独自のアルゴリズムで毎朝8時に異性をマッチングさせ、
「待っているだけ」

③Facebookのタイムラインには一切投稿されません

で素敵な異性との出会いをお届けします。

④Facebookの友達には見つかりません

2012年9月よりサービスを開始したマッチアラームは、2016年末時点で日本

⑤イニシャル表記で実名は表示されません

全国の70万人以上の方にご利用を頂いており、多数の交際・結婚のご報告

⑥多くの条件で検索が可能

を頂いています。

■こんな方におすすめ

企業データ
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・新たな出会いがあればいいなという方

会社名：マッチアラーム株式会社
代表名：相原 千尋
本 社 所 在 地：東 京 都 港 区 南 青 山 1 - 1 5 - 2
MINAMIAOYAMA STUDIO FLAT B1-2
拠点
（地方拠点）
：なし
URL：http://matchalarm.co.jp/
問い合わせ先
（電話）
：03-6327-3283

運営会社：株式会社ネットマーケティング
代表者：代表取締役社長 宮本 邦久
URL：http://net-marketing.co.jp/
問い合わせ先：support@omiai-jp.com

・理想の相手に出会いたいという方
・仕事が忙しく出会いがない方
・友達の紹介や合コンに加えて新しい出会いが欲しいという方
・婚活の前にまずは恋人が欲しいと思っている方
Omiaiでは、
マッチングサービスで恋人探しをすることが当たり前となる文化
作りを目標とし どこで恋人を見つけたの？という質問に
「友達の紹介、合コ
ン、
"Omiai"」
と 指折り数えていただけるようなサービスを作っていきます。
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youbride（ユーブライド）
は、真面目で真剣な出会いを目的とした婚活・お見

ブライダルハウスチュチュは、創業以来、時代のニーズに応えながら、
さらに

合いサービスです。

「もっともっと」喜んでいただくためにできることを考え、時代を先取りしなが
ら歩んでいます。衣裳のご提供から始まり、挙式・パーティのプランニング、

カジュアルなマッチングアプリと異なり、結婚や再婚に向けた恋人・パート

チャペル・ゲストハウスの創出、
旅行・美容など関連事業を次々と拡大。

ナーを見つけたい幅広い年代の男女が集まっています。

リゾートウエディングのパイオニアとして北海道から沖縄、
ハワイまで魅力あ

長い運営実績から、
これまで多くの方にご利用いただいており、本サービス

ふれる多彩なプランを展開しています。

を通じて交際・結婚したという報告を多数いただいております。

すべては、
一組のお客さまに最高の感動をお届けするために。

＜選ばれるポイント＞
1.実績17年＆会員100万人 2.2016年成婚退会者数2,464人※

「商品の質を落とさない、
徹底してお客さまのサービスを落とさない、
認知度

企業データ

を落とさない」
をスタッフ全員が心に刻み、

企業データ

3.ミクシィグループで安全・安心の運営体制

4.結婚目的に合わせた豊富

会社名：株式会社Diverse
（ミクシィグループ）

常に未知のフィールドに挑みながら、
進化と成長を積み重ねています。

会社名：株式会社Diverse
（ミクシィグループ）

な検索条件 5.公式婚活パーティーでリアルな場を提供

代表者：代表取締役社長 津元 啓史

新郎新婦が大切な人たちを想い、
願うウエディングスタイルは、

サービス名：youbride
（ユーブライド）

＜こんな方にオススメ＞

世界中の誰も見たことのない幸せシーン。

問い合わせ先： info2000@youbride.jp

問い合わせ先： info2000@youbride.jp
URL：https://youbride.jp/

そんなかけがえのない時間をご提供しつづけることが、
私たちの使命です。

代表者：代表取締役社長 津元 啓史
URL：https://youbride.jp/

・中身や価値観を重視している方
・理想のパートナーを見つけたい方
・次の恋愛を最後にしたい方
※成婚退会者数とは退会アンケートで
「youbrideでお相手が見つかった」
かつ
「結婚の予定が
ある」
と回答した会員の数

■タップル誕生について

ホテルモントレはヨーロッパを中心とした様々なコンセプトで展開しており、

企業データ
企業名：株式会社マッチングエージェント
サービス名：タップル誕生
代表者名：代表取締役社長 佐藤 茂
問い合わせ先：support@matchingagent.co.jp
URL：https://tapple.me/

ホテルに一歩足を踏み入れた瞬間から、異国情緒あふれるホテルモントレ

アメブロを運営するサイバーエージェントグループが開発した”趣味でつながる”がコ

ならではの世界観を楽しんでいただけます。
オーセンティックな教会をはじ

ンセプトのカジュアルなマッチングサービスです。
映画・音楽・お料理など、
自分の好

め、世界中の文化や風土を取り込み、厳かで格式高い結婚式をご提供い

きな事から新しい出会い探しが出来ます。

たします。
すべてはおふたりの、最高にロマンティックな晴れの舞台のため

いいかも・イマイチの二択で直感的に異性を選択出来る気軽さが人気のポイント

に。
ご宿泊の際は、1日の締めくくりにほっとくつろいでいただけるあたたかさ

で、
20代中心に200万人にご利用頂いています。
累計マッチング数は3,300万組を突

と機能性を兼ね備えた客室で。邸宅に招かれたような雰囲気を兼ね備えた

破し、
国内最大規模の恋活プラットフォームです。
24時間365日の監視体制により安

レストランでのお食事は、記念日など特別な日にも。そのほか各種パー

全面にも完全配慮しています。

ティーや会議、天然温泉をひいたスパ施設など、心あたたまるおもてなしで、
みなさまをお迎えいたします。
さぁ、
ホテルモントレのドラマティックステージ
へようこそ。

企業データ
企業名：株式会社マッチングエージェント
サービス名：タップル誕生
代表者名：合田武広
問い合わせ先：support@matchingagent.co.jp
URL：https://tapple.me/

お付き合い報告の中には
「お互い旅行・お酒好きで、
息ぴったりなデートを楽しんで
ます！」
など、
趣味をキッカケとした出会いだからこその幸せエピソードが多数寄せら
れています。
■恋のアシスト機能
お客さまのご要望に合わせた恋活アイテムを追加購入できる
「タップルショップ」
を
展開中。
シークレット恋活ができる
「透明マント」
、
お相手にメッセージを貰いやすく
なる
「きっかけキャンディ」
といったアイテムがあり、
今後もライナップを拡大予定です。
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TV・新聞・雑誌・メディアでお馴染み…
『街コン・婚活パーティー』
のシャンクレール。
設立23年の実績と信頼を誇り、
≪全国9エリア×80カ所×365日≫開催中。
【−累計動員数”386万人”の男女が選ぶ人気の理由⑤―】
①月間動員数50,000人突破
➡ 1分に1人以上が出会っています。
②業界No.1のカップル率
➡ 平均48％、
約2人に1人が恋人成立。
③クオリティNo.1の自社ラウンジ
➡ ドラマ・映画・CM撮影で使用される2つのスタイル
＜オープン型＞ ＜個室型＞
④業界TOPクラスの企画数
➡ 15種類の企画や累計300回以上のコラボ＆タイアップ企画
⑤プライバシーマーク取得
➡ 2012年より認定企業として承認されました。
◆◇初回500円OFFサービス特典◇◆

企業データ
会社名：株式会社シャンクレール
代表者：岩松 隆志

【LINE＠】
お友だち追加で500円クーポンプレゼント♪
WEB予約割引と併用すると最大1,000円OFFが可能！

設立：1994年11月16日

西日本アカウント

東日本アカウント

本社：東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトンホテルB1F
会場：80カ所
URL：https://www.2400.co.jp/
お問い合わせ：050-5533-1000

男性 @2400m

女性 @2400w

男性 @m2400

女性 @w2400

■総合婚活支援企業
「世界でたったひとつの出逢い」
セクションエイトは未来を明るくするのに人と人の
「ツ
ナガリ」
、
多くの
「感動」
が大切だと考えております。
「小さなお世話」
を通してお客様に価値ある
「世界でたったひとつの出逢い」
を提供
すること「出逢い」
。
を通して未来を明るくする企業でありたいと考えております。
■婚活応援酒場 相席屋
男女の相席から始まる新しい出会い
相席屋は出会いを大切にする居酒屋です。
婚活をしている方や恋人を探している
方、
新しい友達が欲しい方など、
出会いを求める男女が、
相席を通して新しい出会い

企業データ

を見つけられます

企業名：株式会社セクションエイト
サービス名：婚活応援酒場 相席屋
結婚相談所SOWELUTE
代表取締役：横山 淳司
問い合わせ先：03-5422-6505
ＵＲＬ：https://section-8.jp

全国69店舗
累計マッチング数：3,009,774組 APP累計DL：855,171件
■結婚相談所SOWELUTE
SOWELUTEはあなたの
「出会い」
の根本を変える結婚相談所です。
自分磨きをしな
がら、
奇跡の出会いを手繰り寄せろ!!そんなあなたの最高の婚活をSOWELUTEはサ
ポートさせていただきます。
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