
婚活スタートダッシュ成功マニュアル 2021.3.1 

外部秘にてお願いします 

 

 

 

まず初めに 

婚活(結婚生活)とは「企業経営と同じ」てす 

理想とする結婚生活。あなたが幸せだと思える結婚生活。 

これが送れる方を見つけ、その人と関係性を築いていくことが大切です。 

言い換えれば「家族」という「会社」を作り、その「会社経営を存続させる」ことが「家族関係を存続させる」事でもあります 

 

 

企業の経営で大切な事は大きくこの 3 つです 

1.経営理念―変わることのないもの。時代に関係なく、長期的な視点で、会社として一番大切すべきもの 

会社や組織は何のために存在するのか。行動規範や成功の必須条件、経営姿勢、企業の存在意義 

2.経営ビジョンー中長期的に変わるもの。経営理念を達成するための中期的目標 

    経営理念で規定された経営姿勢や存在意義に基づき、設定される中期到達目標 

3.戦略―理念やビジョンと現実のギャップを埋めるための、具体的な方法論 

    全社的な戦略、個別事業の事業戦略、機能別視点での機能戦略がある 

 

これを結婚生活におきかえると 

1.経営理念―どんな家庭を作りたいか(例えば「常に笑顔で過ごす家庭」) 

2.経営ビジョンー常に笑顔で過ごす家庭のひとつとして、こういう事が出来る家庭を作ろう 

   (笑顔を増やすために不妊治療して子供を作る、海外旅行をする、常にポジティブに過ごす) 

3.戦略―上記に挙げた 3 つをできる様になるために、すべきこと 

   (二人でしっかり収入を得る、金銭感覚を揃える、何でも話し合える家庭を作る、常に感謝の気持ちを伝える) 



こうなります。 

 

この 2 と 3 は随時、時代(ライフイベントや経済など様々な環境)と共に変わっていきます。 

ですので、婚活では自分にとっての「経営理念」を見つけていき、それに対するビジョンや戦略を一緒に作り上げていける相手を

見つけることが大切となってきます。 

 

この経営理念を見つけるために、たくさんの、真剣に結婚を考えている異性とお見合いや交際をして、結婚観などについて話して

いくことにより、自分自身を都度、振り返りをしていく中で、本当に幸せになっていける相手を見つけていく。 

それが、イコール「家庭という経営理念」を作っていく 

ということに繋がり、幸せな結婚ができる相手を見つける事が出来ます。 

 

尚、この経営戦略には何が正解かという答えはありません。 

事業においては優先順位をつけて、戦略を立てて実行しながら、随時、見直しをしていくことが大切です。 

結婚生活においても同じで、その為にどうしていくのがいいか。 

ここをしっかりと随時、振り返りをしながら、パートナーと見つけていくことが、幸せな結婚の秘訣となります。 

 

結婚は、頭であれこれ考えるだけでなく、決意からの一歩。 

そして、パートナーと一緒に前を向いてお互いに努力していくことが大切ですので、その為に自分が大切にしたいことは何か。 

これが条件となります。 

 

尚、条件は 3 つまでに絞りましょう。 

そして、自分がその条件に見合った人となれているか。なっていく努力もしていくことが大切です。 

 

手順は、交際必勝マニュアルにて記載していますが、それを見つけていくために、最初は多くの結婚を真剣に考えている方とお見

合いと交際し、結婚観に触れていくなかでご自身の「経営理念=結婚観」を見つけ、その為に複数異性と会っていく中で、自分の

中の相手に求める条件が変わってきます。 

 

恋愛と婚活の違い 

「かわいい」「美人」「かっこいい」「スタイルがいい」「印象がとてもいい」 

というところから、交際が始まっていた方は多いと思います。 

 

これが一般的な「恋愛」であり、実はこれは「短期的恋愛」といわれるものがほとんどです。 

短期的恋愛は 3～5 年で消滅します。 

生物学的に子孫を残し、その子供が少し手から離れる期間だからです。 

なので、恋愛感情、好きという気持ちから入るのは間違ってはいないのですが、短期的恋愛で良ければいいのですが、結婚して長

く幸せにしていく事を考えると、これは実は危険です。 

 

なぜならば、この短期的恋愛の観点だけで結婚するから、今の日本の離婚率の高さの原因にもなっています。 

 

結婚するだけなら誰でも簡単にできます。 

大切なのは、幸せな結婚をすることです。 

 

そして、幸せな結婚をするために必要なこと。 

 



これが「経営理念=自分が幸せになれるとわかる、結婚生活」 

これを見つけていく作業が、婚活です。 

 

で、大切なのは「真剣に結婚を考えている異性」と結婚観について話していき、自分の結婚観を知っていく。 

 

その上で、その目の前の真剣に婚活している方と 

「経営ビジョン」「戦略」 

これについて、一緒に作り上げていけるか。 

作り上げていきたいと思えるか。 

 

ここを対話と、デートを重ねてお互いにすり合わせをし、また、見極めていく。 

ということになります。 

 

なので、ここで体の関係が入ると、本能スイッチが入ってしまうため、冷静なジャッジができなくなります。 

なので、ここは本能をしっかり抑えることがとても大切になります。 

 

 

恋活でなく、単なる結婚でなく、幸せな結婚ができる相手の見つけ方 

SMART BRIDAL での活動方法 

 

 

【お見合い目標数と、異性の絞り方について】 

 

では、どうやって異性を絞るかという話に入りたいと思います。 

 

お見合いは 15 人以上とする。 

という決意をしましょう。 

 

人数が多くて大変と思うかもしれませんが、ご自身の経営理念を見つけるためには、本気で結婚を考えている人の経営理念に触れ

て、ご自身の理念を見つける。 

その上で、ビジョンと戦略を一緒に歩めるかのすり合わせをお相手とするためには、経験が必要だからです。 

 

ですので、常にお見合いとデートのたびに、振り返りをいただきます。 

この振り返りに必要な項目は、交際が始まった時に別途、お渡しするマニュアルの通りです。 

 

お見合いの都度、デートの都度、振り返っていただいて、ご自身の中で整理をしていきます。 

 

そして、交際については出来れば 3 人ぐらいの異性と同時に交際していき、比較していくのが理想的です。 

理由は、人間は 3 という選択肢の中からなら選べますが、それ以上は混乱する様な脳の設計がされているからです。 

 

ただ、結婚観について、自分を見つけていくためには、もっと多くの方と対話をし、デートをしていく必要があります。 

なので、ここは人それぞれの許容範囲。キャパが関係してきます。 

 

その上で、幸せな結婚相手を見つけるために行う選択の手順仕方はこうです。 



 

1.まず、本能的でいいですこれで、異性の魅力的と思える点、イマイチと思う点の順番に異性を並べます 

(いわゆる、今までの自分の感じる好きとか、いいと思えるスイッチで OK ですが、これは生物学的世界での短期的恋愛の対象で

す) 

 

2.その横に、今度は、自分の経営理念と相手の経営理念の一致度、ビジョンと戦略を考えた時の条件にあてはまっているか。 

どうやったら、一緒にここを作っていけるか。 

一緒に作っていく相手としてどうか 

 

ここを冷静に書いていく 

 

3.この 1 と 2 のバランスを見て、順位をつける 

 

これが、一番、結婚して幸せなれる相手を見極める方法になります。 

 

ただ、どんな方にも共通して言えるのが 

 

「幸せな結婚生活を送れるタイプの人は、精神状態が安定している人」 

 

といえます。 

 

これは何かあっても、落ち着いて、精神的な乱降下なく、安定した気持ちで冷静に困難を乗り越えられるからです。 

なので、こういうメンタルの安定性も選択肢の中で考慮することを個人的におすすめします^^ 

 

で、この見極めを一人でするのは大変なので、都度、振り返りを見ながら、私の方で思考整理や、相手異性の気持ちを確認しにい

って調整をとる。 

 

方向性が間違わず、遠回りにならない様にお手伝いするのが、私のサポートになります^^ 

 

 

【交際期間について】 

 

交際がスタートしたら、 

・2 か月で真剣交際。 

・3 か月で成婚退会。 

となる様に進めていきましょう。 

すでにプロフィールによって、家族構成や様々な個人情報を知っている状態です。 

あとは、お互いの結婚に対する理念やフィーリング、しっかりお互いに話し合っていけるか、何かあっても二人で乗り越えていけ

るか。 

そういうところを見ていくだけです。 

 

ですので、出来れば複数の方と交際しますが、ご自身の中で、この期間で相手との関係性を深めることの出来る人数で、きちんと

交際を進めていきましょう。 

 



最初のお見合い・・・多くの価値観、結婚観に触れて自分を知るために出来るだけ幅広く、多く 

交際・・・より自分の価値観に触れ、相手を見ていくために最初は広くし、1 回目か 2回目のデートで一気に絞る 

真剣交際・・・交際 2 か月で 1 人に絞り。結婚に向けて話し合い、交際の挨拶をお互いのご両親にする 

成婚退会・・・真剣交際から 1 か月以内にプロポーズ 

という流れです。 

 

 

入会時 身分証明関連書類のご用意について 

1.住民票(住所地の市・区役所でとれます。郵送取得も可能ですが 1 週間ほどかかります) 

2.独身証明書(戸籍が置いてある市・区役所でとれます。郵送取得も可能ですが 1 週間ほどかかります) 

3.最終学歴証明書(卒業証書など) 

4.収入証明書（源泉徴収・確定申告控えなど） 

5.資格証明書(士業の方など) 

6.運転免許証のコピー 

7.勤務先を証明するもの(社員証、勤務先名の入った健康保険証、直近の給与明細など) 

 

LINE、Facebook Messenger のほか 

メール「maiko-yoshino@smart-bridal.com 」 

データ便「https://www.datadeliver.net/」 

などでお送りください 

 

服装について 

【男性】 

・お見合写真と同じ服装でお見合へ行くのが良いので、一着は婚活服を用意すると良いです。 

・ジャケット、ネクタイ、シャツ、パンツですが、スーツカンパニーなどで OK です。 

店員さんに「婚活で使用します。ターゲットは丸の内女性の都会的でおしゃれなイメージで。ネクタイは必須ですが、上下セット

アップではなく、ジャケットとパンツで。ラフすぎず、ある程度のこなれた感じでお願いします。」 

と、オーダーすると、都会的で素敵な提案がいただけるかと思います。お店で迷ったら、連絡をください。 

・リクルートスーツや礼服など、上下セットでないものが好ましいです。 

・生地は上質でなくて構いません、大切なのはスリムでかつスタイル良く見えるもの。また、フィット感、袖や裾が短すぎたり、

長すぎたりでなく、肩幅の感じなど、今どきスタイルが大切です。 

・イメージ写真は別途、送ります。 

 

【女性】 

・お見合写真と同じ服装でお見合に行くのが良いので、一着は婚活服を用意すると良いです。 

(写真はノースリーブ、お見合はカーディガンを羽織るなどしましょう) 

・ワンピースでバストの形が綺麗に出ているもの、ウエストかもしくは少し上に切り返し、くびれがあるものがベストです。 

・袖の長さはノースリーブがベスト。二の腕が太い方も、半袖よりノースリーブにして思い切って出した方が細く見えます。 

また、肩幅ががっちりしている方は、袖がフリルのついたスタイルの半袖、カシュクールワンピースもありです。 

腕の太さがあまりにも気になる方は、長そででも OK ですが、あまり好まれません。 

・写真撮影時にカーディガンを使用するは、婚活写真では田舎っぽくなるので NGです。 

・値段については、高い洋服よりも、スタイルが良く見えるものが大切です。 

・デザインは花柄がおすすめです。 

ラインとしては花柄が曲線なので、女性性です。大判の花柄だと明るく華やかになります。 

mailto:maiko-yoshino@smart-bridal.com
https://www.datadeliver.net/


小花柄はカジュアルさが出て、写真では安っぽく見えがちなので、避けた方がいいです。 

逆にボーダーは安っぽく、婚活でモテない女性に着る傾向があります。 

・色味については、白やピンク、暖色系の淡い色が、男性からの人気が上がる傾向があります。 

グリーンは個性の強い人という印象を与えてしまうので、控えた方がいいです。 

青は結婚できない色と言われていますので、青を使う場合は白面積が多いか、パステルカラーにしましょう。 

・首まわりが詰まっているものは、首が太く、顔が丸く見えてしまい、スタイル実物より太って悪く見えてしまうので、避けた方

が良いでしょう。 

V ラインやデコルテが綺麗に出ているものがベストです。 

・からし色は、年齢が上に見えてしまうで避けましょう 

 

髪型ついて 

・男性は短くし、清潔感を意識しましょう 

・女性は前髪を作ると、若々しく見える様になります。長さは肩ぐらいのワンカールがモテやすいです。 

コテを使える様にしておくと便利です。 

・白髪は男女ともに NGです、しっかり染めましょう。また、艶も大切です。トリートメントをするのかおすすめです。 

コテでも、一時的に艶が出ますので、そこにオイルを軽く塗ることもおすすめです。 

 

・もし、ヘアチェンジをされたい方がいらしたら、関東の方でしたら、こちらでモテヘアーを作っていただくのがおすすめです 

「kyli OMOTESANDO」キリ表参道 

https://www.agnos.jp/kyli/ 

営業時間  平日 11:00-21:00 | 土日祝 10:00-20:00 

住所  〒107-0062 東京都港区南青山 5-6-2 青山菊正ビル 3F 

電話番号  03-6427-3366 

時田さんという男性がおすすめです。ご利用される時は、ご一報いただければ、こちらから先方へモテヘアーのオーダーをしてお

きますので、安心です。 

 

また、男性でしたら撮影時に下記に掲載するスタジオ(恵比寿の iluce)でカットを撮影時にしていただけます(6,000 円ほど) 

(カットは予約必須の為、撮影予約前に必要の有無を教えてください) 

 

撮影について 

・当方にて予約をしますので、希望日の候補をいくつかください 

・予約は基本、当方で行いますので、ご安心ください。 

・写真はプロフィールの中で、非常に大きなウェイトを占めます。 

・プロに撮っていただく様にしましょう。 

・カットは上半身のほか、全身の 2 種類を用意しましょう。 

・室内より、屋外(ロケーション撮影)の方がナチュラルで綺麗な仕上がりになる事が多いです。 

・フルメイク、ヘアセットも併せてお願いするのが、仕上がりがとても素敵になります。 

・時間にはゆとりを持ち、予約時間の 5 分前には到着する様にしましょう。 

・基本的には撮影した中から 1 枚だけ修正いただける事が多く、スタジオによっては 1～2 枚だけ撮影した中から選んで、デー

タでいただけるところもあります。 

ポイントは、しっかり笑顔になっていて、上の歯が見えて、下の歯が隠れているもの。口角が上がっているものを選びましょう。 

ただ、いただける写真枚数が 1～2 枚しかなく、数が少ないところもあるので、迷ったら、LINE で写メをいただくなどして、そ

の場で相談の連絡をください。 

・写真データは帰宅後、LINE にアルバム作成いただくなどして、共有をお願いします。 

https://www.agnos.jp/kyli/


 

・撮影スタジオは、関東の方は下記がおすすめですが、他でも OK です。(基本的に予約は当社で行いますので、希望日を複数、

お知らせください) 

「Iluce(アイルーチェ)」 

https://iluce.jp/ 

―ロケーション撮影(20,000 円前後)で可能です 

―男性は、ヘアカットも依頼できます(要事前予約、6,000 円ほど) 

―撮影は上半身と全身のカットを合計で 20 枚くらい CD-R データでいただけます。 

―当日は受付→カット→撮影→1枚だけ修正をしてもらえるので、上半身だけ 1 枚選定→CD-R データをいただき、

会計。 

 

プロフィール文章について 

・一緒に 1 時間半～2 時間ほど zoom で繋いで一緒に作るので、希望の候補日をいくつかください。 

・どんな文章を書くかも大切なポイントとなります。 

ターゲットの異性に合わせた内容。かつ、あなたの魅力を最大限に引き出す、とっても素敵な文章を一緒に作りますので、ご安心

ください。 

 

活動開始後の最初のステップについて 

全て書類が整いましたら、いよいよ活動開始です!! 

下記のポイントをしっかり抑えて、いいスタートを切りましょう。 

・IBJ システムの使用開始について 

メールに、ログイン ID とパスワードが飛ぶので、ご確認ください。 

無料アプリで IBJ の会員用があるので、それをインストールすると便利です。 

・アプリ内にご自身で選んだカジュアル写真を載せる事が可能です。 

もし何か載せたい場合は、ブランディングの事もあるので、一度、掲載写真を何にするかのご相談をください 

・システムの使い方はこちらをご覧ください。 

https://www.ibjapan.com/mem/static/first/ 

 

 

活動開始後の異性へのお見合申込み、ポイントについて 

・システムに毎日、ログインをし「本日の新規加入者」は毎日チェックし、気になる異性がいたら、すぐ申込みをしましょう。 

新規会員さんは最初のスタートダッシュで素敵な方はすぐに売れてしまいます。ライバルに差をつける為にも、一番の申込みを狙

うつもりでいきましょう。 

・システムにログインをしたら、まずは 20人に申込みをしてみましょう。 

どんな方とお見合が組みやすいかの分析も含め、申込みは「年下」「同世代」「年上」で 3分の 1 ずつになるイメージで申込みを

するのが良いです。 

・20 人申し込んで 1 人、受けてもらえるのが一般的です。(人気のある異性は、異性に申込みが届く前に、先方相手方の仲人の

判断で NG とされてしまう事もある上に、申し込んで 10 日経過すると自動的に NG となるため、今回 NG でも、タイミングが

2～3 か月ずれたら OK になる事もあります) 

ですので、お断りがきて残りが 10 人ほどになったら、また 5 人に追加で申し込む形にしてみてください。 

また、当社では、どんな方から婚活という市場ではあなた自身の需要があるかを知っていたたく為、また、全てのお見合の機会を

当社で潰さない為、異性から申込みがあったら、当社では全てお繋ぎします。 

・申し込みするときに選ぶポイントは、紹介文章や趣味をご覧いただいて、ご自身と少しでも重なる様な共通点、文章にある理想

の家庭像など、ご自身と少しでも重なる部分があるか。そういう基準で申し込むと婚活が成功しやすいです。 

https://www.ibjapan.com/mem/static/first/


恋愛を一時的に楽しむだけの「短期的に付き合う恋人探し」ではなく、これからの人生を一緒に歩んでいく「幸せな結婚相手探し」

です。今の価値観の条件だけで結婚をすると、結婚できないか、結婚できても離婚したり、不幸な結婚生活になる方を多く見てい

ます。写真の印象や条件だけに惑わされず「考え方に共感できるか」というのがとても大切なポイントになります。 

幸せな生活を過ごせるお相手かどうかは、考え方にあらわれます。 

・お相手の共通項を沢山、探してみましょう。 

お見合ではお互いに「また会いたい」と思わない限り、その次のデートへ発展することはありません。 

趣味や価値観など、プロフィール内に共通点のあるお相手なら、そう繋がりやすくなります。 

・条件は欲張りすぎず「これだけは譲れない」と思う最低条件にしてみる事をお勧めします。 

あなたにマッチするお相手が少ないと感じた場合、それはあなたが選り好みし過ぎている傾向があります。 

「自分が求めている人以外に興味ない」と思っていても、実はあなたが幸せになれる本当の条件は違う事にある事も多々ありま

す。そのため、本当の自分の価値観に出会える様、条件は最低限にしましょう。 

・写真は加工しまくりの人、全くしていない人、実物の方が写真よりいい場合や、その逆などまちまちです。 

ですので、写真は「あくまでも雰囲気」程度に見ておきましょう。 

・写真は好みのタイプというのはとても大切な視点ですが、見た目の好みだけでお相手とお見合をしても全く話が弾まなかった。

というケースも多くあります。 

写真はそこから伝わる清潔感や表情に注目してみるなど、視点をちょっと変えてみましょう。 

・自分の視点は相手からの選択基準であるとも考えましょう。沢山の異性の中から厳しい条件や見た目の好みで自分が選ぶのは

楽しいものです。しかし、お互いの気持ちがあって成立するものです。 

あなたが選ぶように、相手からも条件や写真の印象だけで判断されているかもしれない。という意識は忘れない様にしましょう。 

・お見合は成立したら、必ず一ヵ月以内に実施するルールがあります。 

一ヵ月以内にお見合が組めない場合は、罰金を支払うルールがあります。 

ですので、一ヵ月以内にお見合の組める人数で申込みと申し受けをしましょう。 

(先方がオンライン NGの場合は先方のお住まいに出向かないといけないルールがあります) 

 

活動開始後の異性からのお見合申し受けについて 

・お見合の申込みがあったら、当日か翌日までに返事をしましょう。 

特に申し受け(OK の回答)までの日数が短ければ短いほど、お相手の異性からの印象度は上がり、先方も婚活意欲が増し、お見合

後も交際に繋がる確率が上がりますので、いい返事こそ早くしましょう。 

(お見合後の交際 OK の返事も同様です。) 

申込みから、相手に届くまでの間、当社と先方仲人を経由します。当社は年中無休ですが、先方仲人に休みが入ると、その分は数

日ほどタイムラグが生じます。 

・お見合設定の人数ですが、一気に多くのお見合が入ると、予定調整が大変でダブルブッキングしてしまう可能性があるので、同

時調整は 3 名ずつぐらいで進めるのが理想的です。 

3 人 OK→お見合日程がある程度決まったら→また 3名 OK 

としていくと、スムーズに進みます。 

・お見合の申込みがあり、それを受けるかどうするかの基準は 

「ちょっと話してみてもいいか」ぐらいのレベルでされるといいです。 

プロフィールはあくまでもイメージでしかなく、会うと全く違う印象を受ける方が非常に多いためです。 

・お見合は 20 人と会うつもりでいましょう。 

実際に結婚意志のある異性と多く会って話していくうちに、居心地の良さとか結婚に求める相手など、だんだん、自分自身の中で

幸せになれる結婚相手の基準が明確になっていきます。 

・申し受けて OK した側が、希望日やお見合方法の希望を対面か zoom などのお願いが可能です。 

・当方から zoom でお願いする場合は、zoom の URL は依頼をした方が作る事になる為、ご自身でも zoom の URL を発行で

きる様にしておきましょう。 



(zoom は無料で登録でき、2 人だけの会話であれば、40分以上も可能なため、お見合時間は 1 時間 15 分でとります) 

 

他、各種注意事項について 

・IBJ システムには毎日ログインし、新規会員情報をチェック、「話してみてもいいかな」という方には、すぐ申込みをしましょ

う。 

(他社は、申込みできる人数やお見合できる人数に上限を設けていたり、追加費用がかかりますが、当社は一切、かかりませんの

で、出逢いの機会をどんどん増やしてください) 

・お見合設定に関する連絡については、必ず当日のうちに返事をお願いします。 

また、zoom お見合の URL 設定も、必ず当日中にお願いします。 

もし遅れる場合などは、いつ頃なら予定が分かるか。もしくは URL が発行できるか、必ずご一報ください。 

異性へのあなたの印象を良くする為の秘訣のひとつです。 

・お見合設定時は「オンライン希望か」「リアルが希望か」必ず、ご連絡ください。ない場合は、基本的にオンライン希望で先方

に確認をします。 

・結婚、婚約又はそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算 6

ヶ月を経過した場合(交際期間は原則 3 ヶ月)」など)は「成婚」とみなしますのでご注意ください。 

また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。 

・体験入会の方につきましては、正式入会の基準は 

 「ご自分から異性に申込みをするとき」「お見合を 2つ以上受ける場合」「お見合した異性と交際する場合」 

このいずれかに該当した時です。 

 

※当社との連絡手段と、使い分けルールは以下です。 

   【LINE メッセージ】 

―緊急時、急ぎの時に使用します。 

―添付ファイルがある時にも使用します。 

  －連絡いただくのは 24 時間、365 日いつでも OK です。 

―当社からの返事は緊急時以外、24 時間以内、連絡をいただいた方から順番に返事を返す様にしております。 

万が一、24 時間経過しても返事がない時は、再度、ご連絡をいただけますと助かります。 

 

 

【LINE 電話について】 

－相談などの時に使用します。 

  －電話は基本的に予約制で枠をお取りしますので、前もって LINE メッセージで希望時間をご連絡ください。 

  －5 分もしくは 10 分程度の内容でしたら、予約なしでお電話いただいて大丈夫です。 

 

  【システムの連絡 BOX】 

  －当社からの連絡はこちらから行いますので、確認漏れのない様にしてください。 

－連絡は 24 時間、365 日いつでも OK です。 

―当社からの返事は緊急時以外、24 時間以内、連絡をいただいた方から順番に返事を返す様にしております。 

万が一、24 時間経過しても返事がない時は、再度、ご連絡をいただけますと助かります。 

 

  【システムの異性ごとの連絡 BOX】 

  －お見合の日時設定、お相手との交際の進捗や、お相手ごとの相談や報告はこちらからお願いします。 

  (後で履歴が紛れてしまわない様、一元化させております) 

  －「お見合後」および「交際後のデートの都度」ご自身の中で振り返りをいただき、システム内の報告欄から記載ください。 



  －交際開始後の「次回のデート日程」が決まりましたら、決まりしたい、入力をお願いします。 

 

※体験入会の方について 

尚、体験入会の方については、申込みがあった中から 1 名を選んで正式なお見合が可能ですが、1～2 週間以内で申込みのあった

方の中から選んでいただき、基本的に 3 週間以上の申込み待ちの場合は、正式入会となります。 

(万が一、1 人も申込みが来ない場合は、そのまま体験期間を最初の申し込みがくるので延長可能です。) 

その場合の契約書は、サービス提供開始日(プロフィール作成を行った日)となりますので、ご了承ください。 

(体験入会当月に正式入会となった場合、体験料は初期費用からマイナスさせていただき、当月会費は別途、発生します) 


