
デメリット
・ 自分次第、 相談出来ない
・ トータルコストは一番かかることも…
・結婚まで長引くこともある
・婚活疲れの可能性も…断念も

デメリット
・ 自分次第、 相談出来ない
・ トータルコストは一番かかることも…
・結婚まで長引くこともある
・婚活疲れの可能性も…断念も

メリット
・ 外見＆条件重視◎
・真剣に結婚を考えている
・全国１万人から顔写真で探せる
・ じっくり確実に異性を探せる
・ お見合い費用が無料
・スマホで検索可能
・相手から申込みもある

　デメリット
・ とりあえず恋愛したい人
・婚活の優先順位が低い方
・時間をかけて交際したい
・婚活を時間をかけて楽しみたい
・可能性が広がりすぎてしまう

　デメリット
・ とりあえず恋愛したい人
・婚活の優先順位が低い方
・時間をかけて交際したい
・婚活を時間をかけて楽しみたい
・可能性が広がりすぎてしまう

メリット
・ 県内で結婚を考えている
・ コスパが非常に良い！
・異性紹介有り
・ お見合い＆婚活イベントが無料
・県内トップ１７００名のお見合い
・市町村提携だから安心
・最短３か月で結婚者続出！

デメリット
・ 自分のペース△
・短期間で出会えてしまう
・婚活の優先順位↑
・仕事と婚活の両立
・人生が変わってしまう

デメリット
・ 自分のペース△
・短期間で出会えてしまう
・婚活の優先順位↑
・仕事と婚活の両立
・人生が変わってしまう

※情報が掲載されないシークレット会員も登録可能※情報が掲載されないシークレット会員も登録可能

※全国のお見合いシステムを利用してお見合い可能 （親御さんの代理登録も可能）※全国のお見合いシステムを利用してお見合い可能 （親御さんの代理登録も可能）

男性5,000円、 女性 3,000( セッティング料）
※入会金、 登録料、 月会費、 成婚料はすべて無料
男性5,000円、 女性 3,000( セッティング料）
※入会金、 登録料、 月会費、 成婚料はすべて無料

男性5,５00円～、 女性１,９９５円～男性5,５00円～、 女性１,９９５円～

※一般的な結婚相談所の場合、 入会金何十万、 登録料何万円、 月会費何万円、 成婚料何十万と発生します。※一般的な結婚相談所の場合、 入会金何十万、 登録料何万円、 月会費何万円、 成婚料何十万と発生します。

入倉結婚相談所入倉結婚相談所

入倉結婚相談所入倉結婚相談所

①自力で頑張る①自力で頑張る

②ベーシックプラン②ベーシックプラン（写真有！お見合い無料）（写真有！お見合い無料）

※入会には審査があります。

※県内で結婚を考えている＆最短で結婚したい方にはおすすめ （親御さんの代理登録も可能）※県内で結婚を考えている＆最短で結婚したい方にはおすすめ （親御さんの代理登録も可能）

③最短プラン（お見合い＆婚活イベント参加費無料）③最短プラン（お見合い＆婚活イベント参加費無料）

異性と出会い方
１、お見合い・公的な結婚相談所
２、友人・知人からの紹介
３、出逢い・婚活イベント
４、街コン・飲食店イベント
５、会社の上司・同僚からの紹介
６、ネット、ＳＮＳ
７、民間の結婚相談所
８、ボランティア・サークル活動
９、ナンパ
10、その他

ご成婚５００組以上、お付合い１５００組以上（最短３～９カ月で結婚）ご成婚５００組以上、お付合い１５００組以上（最短３～９カ月で結婚）

２万人突破！開催1,200名２万人突破！開催1,200名
登録者数1,７００名突破！登録者数1,７００名突破！

県内唯一の市町村提携団体県内唯一の市町村提携団体 県内市町村半数以上提携協力県内市町村半数以上提携協力

山梨１対１お見合い
セッティング

山梨１対１お見合い
セッティング

山梨恋活
コミュニティ
山梨恋活

コミュニティ

入会金…
システム利用料…

月会費…
お見合料…
成婚料…

３0,000 円
10,000 円

(２年間有効）
６,８00 円

月何回でも無料
　０円 (200,000 円 ) 

入会金…
システム利用料…

月会費…
お見合料…

婚活イベント料…
成婚料…

３0,000 円
10,000 円
(１年間有効）
１０,０00 円

月何回でも無料
月何回でも無料
０円 (300,000 円 ) 

※最大全額相当S キャッシュバックあり※最大全額相当S キャッシュバックあり

※最大全額相当S キャッシュバックあり※最大全額相当S キャッシュバックあり

メリット
・ 初期費用がかからない
・スマホやパソコンに強い◎
・ ２０代前半中盤は有利
・自分で積極的に動ける方

メリット
・ 初期費用がかからない
・スマホやパソコンに強い◎
・ ２０代前半中盤は有利
・自分で積極的に動ける方

【参考】 婚活の年間費用
男性平均　２４万～６０万　
女性平均　１０万～３６万
婚活期間　１年～１０年
結婚出来る確率１０％以下

【参考】 婚活の年間費用
男性平均　２４万～６０万　
女性平均　１０万～３６万
婚活期間　１年～１０年
結婚出来る確率１０％以下

スタート費用０円スタート費用０円

交際からプロポーズ、 婚約までフルサポート交際からプロポーズ、 婚約までフルサポート

スタート費用 46,800円スタート費用 46,800円

スタート費用 50,000円スタート費用 50,000円

【参考】 婚活の年間費用
男性平均　１１万～３５万　
女性平均　1１万～２４万
婚活期間　半年～３年
結婚出来る確率１０～２０％

【参考】 婚活の年間費用
男性平均　１１万～３５万　
女性平均　1１万～２４万
婚活期間　半年～３年
結婚出来る確率１０～２０％

【参考】 婚活の年間費用
男性平均　１４万～ 26 万　
女性平均　1４万～２０万
婚活期間　３か月～２年
結婚出来る確率３０～５０％

【参考】 婚活の年間費用
男性平均　１４万～ 26 万　
女性平均　1４万～２０万
婚活期間　３か月～２年
結婚出来る確率３０～５０％

※一般では１，２年で結婚※一般では１，２年で結婚

・出会いがない
・婚活の優先順位が低い
・婚活に費用をかけれない
・誰がいいか？、決定打×
・外見、条件で選んでしまう
・恋愛と結婚の価値観
・不安と焦り…

・出会いがない
・婚活の優先順位が低い
・婚活に費用をかけれない
・誰がいいか？、決定打×
・外見、条件で選んでしまう
・恋愛と結婚の価値観
・不安と焦り…

←出会える環境
←きっかけ、環境
←やり方次第？短期集中
←恋愛不足、アドバイス必須
←悪くはないが婚期を逃がす
←自分でうまくいかないように…
←計画と行動、アドバイス必須

←出会える環境
←きっかけ、環境
←やり方次第？短期集中
←恋愛不足、アドバイス必須
←悪くはないが婚期を逃がす
←自分でうまくいかないように…
←計画と行動、アドバイス必須

・活動拠点が県内
・県内トップ登録者 1,700 名
・ スタート費用が安い
・ お見合、 イベントなど選択多数
・活動すれば誰でも結婚出来る
・市町村と提携だから安心

・活動拠点が県内
・県内トップ登録者 1,700 名
・ スタート費用が安い
・ お見合、 イベントなど選択多数
・活動すれば誰でも結婚出来る
・市町村と提携だから安心

・支店だから対応が変わることも
・全国何万人 （県内３００名程度）
・ 初期投資３０万以上も…
・お見合が中心
・条件、 年齢、 容姿が大切
・費用が高い所はトラブルも…

・支店だから対応が変わることも
・全国何万人 （県内３００名程度）
・ 初期投資３０万以上も…
・お見合が中心
・条件、 年齢、 容姿が大切
・費用が高い所はトラブルも…

他の結婚相談所他の結婚相談所婚活でうまく行かない理由婚活でうまく行かない理由

顔写真が載らないから誰にもばれずに婚活可能顔写真が載らないから誰にもばれずに婚活可能

退会後の再登録率が高い！退会後の再登録率が高い！


