
2022年
成婚数

26組

婚活結婚相談所

理想の婚活-りそこん
当社は、日本結婚相談所連盟・日本
仲人連盟・TMSパートナー・日本ブ
ライダル連盟・良縁ネットグループ
の正規加盟店として、静岡県内でも
トップクラスの在籍会員数と成婚実
績を誇ります。

理想の結婚相手を探すのなら、安心
で結果が伴う婚活結婚相談所理想の
婚活-りそこんで、私達と一緒に活
動してみませんか♪

090-6578-8750

静岡県袋井市久能2915-0

lifepartners@outlook.jp

婚活サロン案内

shozuoka-konkatsu.com

理想の婚活

浜松初生婚活サロン
・静岡県浜松市北区初生町626-1
掛川婚活サロン
・静岡県掛川市上西郷508-1
鎌倉婚活サロン
・神奈川県鎌倉市長谷3-1-3

世田谷婚活サロン
・東京都世田谷区駒澤沢2-22-9
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理想の婚活-りそこんは、2011年の開業以来、1,000回を超える婚活パーティを
開催してきました。参加者は10,000人以上！多くのカップルが誕生されていま
す。近年はお見合いを中心に出会いのサポートを行っております。

テレビラジオや新聞等のメディアで紹介される事も多く、また公的機関とのタ
イアップ実績も多数ございますので、婚活中の皆さまが安心して活動できる相
談所としてネットや口コミ等でも高い評価を戴いております。

出逢いの機会が圧倒的！

理想の婚活は、5つの結婚相談所グループに加盟しています。毎月のお申込み人
数も多く設定してありますので、出会いのチャンスが広がりますね♪

メディアも注目の結婚相談所

総登録会員数：244,000人

◇ 日本結婚相談所連盟・・81,000人
◇ 良縁ネットループ・・・40,000人
◇ 日本ブライダル連盟・・66,000人
◇ TMSパートナー・・・・43,000人
◇ 日本仲人連盟・・・・・14,000人

　　　　　　　　　　　　 静岡男性　　静岡女性

◇ 日本結婚相談所連盟・・５９３人　　３３３人
◇ 良縁ネットループ・・・４００人　　４００人
◇ 日本ブライダル連盟・１６１７人　　７１４人
◇ TMSパートナー・・・・３００人　　１４１人
◇ 日本仲人連盟・・・・・５５３人　　２９７人
◇ 合計登録人数・・・・３４６３人　１８８５人

※2022年10月1日現在

　　　　　　　　　　　　 愛知男性　　愛知女性

◇ 日本結婚相談所連盟・３２５０人　２２１８人
◇ 良縁ネットループ・・１５００人　１０００人
◇ 日本ブライダル連盟・３３７３人　１６９０人
◇ TMSパートナー・・・・３００人　　３００人
◇ 日本仲人連盟・・・・１４４９人　１０４４人
◇ 合計登録人数・・・・９８７２人　６２５２人
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※理想の婚活では、所属団体より様々な表彰等を戴いております。
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プラン名 入会金 月会費 �期�⽤ お申� 相�

はじまり �料 9,800円 9,800円 150人 １

�き�せ �料 14,800円 14,800円 300人 ３

�り�い �料 19,800円 19,800円 450人 ５

男性お見合い会員

プラン名 入会金 月会費 初期費用 お申込 相談

はじまり 無料 9,800円 9,800円 50人 ３

引き寄せ 無料 14,800円 14,800円 75人 ５

寄り添い 無料 19,800円 19,800円 100人 ７

１．５つのお相手検索システム利用可能
２．カウンセラーによるお相手紹介（プランによって異なる）
３．お見合いセッティングサービス
４．交際サポート及び定期的なカウンセリング
５．当会独自の婚活レッスン
　　※お見合いRPG・ラインテクニック・次に繋がるデート方法
　　　会話レッスン・感情コントロール・自己肯定感の高め方他

女性お見合い会員

男性成婚料：330,000円 女性成婚料：220,000円

入会金：無料・登録料：無料
月会費：システム利用・お見合い調整等の毎月の活動費
合　計：初期費用は月会費のみで入会登録できます。　
成婚料：交際期間満了・同棲婚約入籍等、成婚時に発生する費用
お申込：月当たりのお申込み可能人数
お見合い料：無料　相談料：無料　更新料：無料
相談レベル：１：基本（お見合い調整）・３：基本+面談/月1回
　　　　　　５：基本+面談/月2回+個別提案・７：フルオーダー

◇ お申込み人数と婚活レッスン重視プラン ◇ カウンセリングとお相手選び重視プラン

※金額は全て税込み ※金額は全て税込み

スタートUPコース

入会金無料コース



プラン名 入会金 月会費 �期�⽤ お申� 相�

はじまり 55,000円 7,700円 62,700円 150人 １

�き�せ 55,000円 11,000円 66,000円 300人 ３

�り�い 55,000円 14,300円 69,300円 450人 ５

男性お見合い会員

プラン名 入会金 月会費 初期費用 お申込 相談

はじまり 55,000円 7,700円 62,700円 50人 ３

引き寄せ 55,000円 11,000円 66,000円 75人 ５

寄り添い 55,000円 14,300円 69,300円 100人 ７

１．５つのお相手検索システム利用可能
２．カウンセラーによるお相手紹介（プランによって異なる）
３．お見合いセッティングサービス
４．交際サポート及び定期的なカウンセリング
５．当会独自の婚活レッスン
　　※お見合いRPG・ラインテクニック・次に繋がるデート方法
　　　会話レッスン・感情コントロール・自己肯定感の高め方他

女性お見合い会員

男性成婚料：220,000円 女性成婚料：110,000円

入会金：55,000円
月会費：システム利用・お見合い調整等の毎月の活動費
合　計：入会金+月会費　
成婚料：交際期間満了・同棲婚約入籍等、成婚時に発生する費用
お申込：月当たりのお申込み可能人数
お見合い料：無料　相談料：無料　更新料：無料
相談レベル：１：基本（お見合い調整）・３：基本+面談/月1回 　　　
５：基本+面談/月2回+個別提案・７：フルオーダー

◇ お申込み人数と婚活レッスン重視プラン ◇ カウンセリングとお相手選び重視プラン

※金額は全て税込み ※金額は全て税込み

スタンダードコース

お勧めコース♪



プラン名 入会金 月会費 �期�⽤ お申� 相�

はじまり 55,000円 11,000円 66,000円 150人 3

�き�せ 55,000円 16,500円 71,500円 300人 5

�り�い 55,000円 22,000円 77,000円 450人 7

男性お見合い会員

プラン名 入会金 月会費 初期費用 お申込 相談

はじまり 55,000円 11,000円 66,000円 50人 ３

引き寄せ 55,000円 16,500円 71,500円 75人 ５

寄り添い 55,000円 22,000円 77,000円 100人 ７

１．５つのお相手検索システム利用可能
２．カウンセラーによるお相手紹介（すべてのプラン）
３．お見合いセッティングサービス
４．交際サポート及び定期的なカウンセリング
５．当会独自の婚活レッスン
　　※お見合いRPG・ラインテクニック・次に繋がるデート方法
　　　会話レッスン・感情コントロール・自己肯定感の高め方他

女性お見合い会員

男性成婚料：330,000円 女性成婚料：220,000円

入会金：55,000円　親御様研修費用：55,000円
月会費：システム利用・お見合い調整等の毎月の活動費
合　計：入会金+月会費　
成婚料：交際期間満了・同棲婚約入籍等、成婚時に発生する費用
お申込：月当たりのお申込み可能人数
お見合い料：無料　相談料：無料　更新料：無料
相談レベル：１：基本（お見合い調整）・３：基本+面談/月1回 　　　
５：基本+面談/月2回+個別提案・７：フルオーダー

◇ お申込み人数と婚活レッスン重視プラン ◇ カウンセリングとお相手選び重視プラン

※金額は全て税込み ※金額は全て税込み

二人三脚寄り添いコース

親御様と一緒に活動



契約に必要な書類等

スタッフ紹介

及川朝晴 川田めぐみ 厚地由美子
自分自身の婚活経
験を活かして、皆
さまに寄り添った
最善の活動方法な
どをご提案いたし
ます。

占いカウンセリン
グのスキルを最大
限に活用して、出
逢いからご成婚に
繋がる様にサポー
トいたします。

カラーやファッシ
ョンの専門家とし
て、皆さまの婚活
が上手くいく様に
精一杯サポートさ
せて頂きます。

□ 住民票 + 独身証明書または戸籍抄本
□ 所得証明書　　※女性は任意
□ 卒業証明書　　※短大卒以上
□ 資格証明書　　※弁護士医師等の方
□ お見合い写真　※半年以内に撮影

お支払い方法｜月会費も同様

□ 現金・銀行振込
□ PAYPAL（クレジット・ネット銀行）
□ PAYPAY銀行　ビジネス営業部　
　 普通口座　 番号：1891304　
　 ライフパートナーズカブシキカイシャ

無料相談会お申込み

メールフォームまたは、
お電話より申込みください。

�せな未来へ

代表カウンセラー：石川優二　

理想の婚活-りそこんでは、婚活を知り尽くした様々な分野の
専門家が、皆さまの素敵な出逢いをサポートさせて頂きます。

宅地建物取引士・自己肯定感カウンセラー・心理カウンセラー
結婚カウンセラー・コミュニケーション検定・損害保険上級資格

 


