
結婚相談所サービスのご案内



結婚相談所概要

結婚相談所名称 トラストマテリアル

運営会社 株式会社トラストマテリアル

代表取締役 木野 誠也（Seiya Kino）

加盟組織 株式会社IBJ（日本結婚相談所連盟）

事業内容

結婚をお考えの皆様に対するサポート（結婚相談業）
各種婚活パーティー運営・企画
ライフデザインコーディネート
カウンセリング事業

住所 〒703-8233 岡山県岡山市中区高屋72-1 旭川ハイツB504

駐車場 あり

営業時間
10時～19時 定休日／土・日・祝日（GW・お盆・正月）
*事前予約に限り、24時間365日対応

TEL. 080-6133-6111

E-MAIL bridal＠trust-material.com

ORDER MADE
SUPPORT

結婚相談所トラストマテリアルは、東証一部上場企業の株式会社IBJが運営する「日本結婚相談所連盟」

の正規加盟店として2012年に開業しました。この10年間、婚活事業の前線に立つカウンセラーとして、

たくさんの会員様の婚活をサポートさせていただきました。

年代や価値観の違うおひとりおひとりに合わせて徹底した個別サポートを行うことが

トラストマテリアルの強みとなっております。あなたの人生でもっとも大切な

結婚というイベントのお手伝いを、ぜひ私たちにさせてください。



スタッフ紹介

木野誠也 KINO SEIYA

結婚相談所トラストマテリアルの代表を務めさせていただいております。

いつも入会前は「自信がない」「結婚できるか不安」「本当に大丈夫か？」そういった声を聞くことが

多々あります。しかし、勇気を出して入会していただき、成婚できたときの会員様の喜ぶ顔と

｢お世話になりました」という言葉が、私に「この事業を選んで良かった」と実感させてくださいます。

あなたの人生でもっとも大切な結婚というイベントのお手伝いを私にさせてください。必ず、力になってみせます。

山西勇輝 YAMANISHI YUKI

私は、旅行好き飲み会（主催）などを通じて、たくさんの悩みに触れてきました。例えば、転職や結婚、

自分自身、パートナーとのスキンシップといった悩みです。話をひたすら聞かせていただく中で、

目の前の相談者の方が、自分自身で答えを導き出していく様子がわかるのがすごく楽しいと考えていました。

そんな中、トラストマテリアルと出会うことになり、所属することになりました。

『35歳以上の女性に、新しいパートナーをお届けする！』ことを得意としております。

高学歴、高収入の女性の悩みは、意外と奥深いものです。カジュアルな出会いの場の提供から、

真剣な『本気の婚活』まで、あなたの”想い〟を後押しさせていただければと思います。

三好ちひろ MIYOSHI CHIHIRO

私はネイルサロンを経営しているのですが、ネイルだけでなくメイクレッスンやファッションコーディネートなども

させていただいています。ネイルと聞くと女性ばかりに思うかもしれませんが、最近では男性のお客様も多く

ご来店されます。仕事柄、多くの方々と接する機会があったためか、個人で結婚カウンセラーとして活動し、

たくさん成婚をさせてきました。そしてこの度、たくさんの人たちの婚活のお手伝いをさせていただきたいと願って、

トラストマテリアルに所属することとなりました。男女問わず、年齢問わず、どんな人でも婚活のアドバイスを

させていただきます。私に、あなたが幸せになるお手伝いをさせてください。



結婚相談所の仕組み

は､日本最大級の会員数を誇る「日本結婚相談所連盟」の加盟店です

会員数

80,296名

お見合い成立件数

54,748件

加盟相談所数

3,415社

成婚数

14,671名
2022.7

全国の加盟結婚相談所が同じルールとマナーにもとづいて、毎月50,000件のお見合いが行われています。

加盟相談所の会員様をご紹介しあうことで、質の高い出逢いと、たくさんの出逢いのチャンスをみなさまに

ご提供することができます。毎年多くの方がご成婚退会されています。また毎月多くの方が入会されています。

会員様の年齢分布

会員様の職業分布 会員様の婚礼分布

女性

60%

男性

40%

会員様の男女比

男性会員の年収分布

会員データ

免許証や収入証明に基づいた

信頼できる情報を元に出会いを

探すことができます。



結婚相談所を使うメリット

婚活アプリ
婚活

パーティー
結婚相談所

婚活と一口に言っても様々な手段がございます。

他のサービスと比較して「結婚相談所」は本気で結婚をしたいとお考えの方に向いています。

結婚相談所 婚活アプリ 婚活パーティー

本気度 ★★★★★ ★ ★★★

手軽さ ★★ ★★★★ ★★★

料金 ★ ★★★★★ ★★★

サポート ★★★★★ ★ ★

年齢層 30~40代 20~30代 20代半ば～30代半ば

特徴
料金は高いが利用者の

本気度が高く

サポートも充実

低価格で気軽にできる

交際目的の方が多く

結婚までの道は遠い

必ず出会うことができるが

アピールの時間が短く

交際に繋がりにくい



マッチング方法

婚活パーティに参加 マッチングシステムIBJS 相性診断からご紹介

日本結婚相談所連盟のお見合いシステムでは、仲人が会員と一緒にお見合い相手を探したり、

素敵な相手を見つけたら会員に素早く紹介したりなどのサポートを受けることもできます。

お見合いの日取りや待ち合わせ場所の調整も全てこのシステムの中で決められますので、

婚活もスピーディーに進んでいきます。仲人が使うお見合いサポートのためのシステムは

多機能・高機能。入会からお相手探し、お見合いから交際までシステムでフルサポート

できるので、やはり「成婚率」は他の婚活サービスと圧倒的に違ってきます。



活動の流れ

ご入会手続き

プロフィール作成

サービス利用開始

マッチング

お相手とお見合い

交際で仲を深める

交際を経てご成婚

STEP 01 

STEP 02 

STEP 03

STEP 04

STEP 05

STEP 06 

STEP 07

書類提出、チェック、写真撮影

データベースへ登録



活動の流れ

ご入会手続き

プロフィール作成

サービス利用開始

STEP 01 

STEP 02 

STEP 03

ご入会後は1対1の対面カウンセリングでアドバイス致します。

魅力的なプロフィール作成など、

婚活スタートまでを徹底フォローさせていただきます。

トラストマテリアルにご入会いただくには以下の書類が必要となります。

身分証明書コピー 免許証やパスポートなど、顔が確認できるもの
住民票 直近3カ月以内に発行された原本でマイナンバー記載の無い書式
独身証明書 直近3カ月以内に発行された原本
収入証明書 前年の源泉徴収票や納税証明書等（※男性のみ）
勤務先確認書類コピー 社員証・保険証など勤務先が証明できる書類（※男性のみ）
卒業証明書コピー 最終学歴の卒業証書等（※短大卒以上の方のみ）
国家資格免許証コピー 医師・弁護士・その他の国家資格を保有する場合



活動の流れ

マッチングSTEP 04 

お相手とお見合いSTEP 05 

パソコン・スマートフォンからいつでもどこでも、お相手検索をしてお見合いを申し込むことができ、

仕事などが忙しく婚活にあまり時間をかけられない方でも、隙間時間を使って効率よくご活動いただけます。

また、会員の皆様が積極的にお見合い申し込みできるように、「詳細な希望条件での検索機能」

｢趣味や興味があることから出会える”共感キーワード検索”機能」などを搭載しています。

プロフィールについてもシステムから確認でき、お相手の写真や本人の自己PR文はもちろん、

仲人カウンセラーからの推薦文も充実しています。

マッチング検索やご紹介でお見合いが決まれば、お見合いの場所や日時を決めます。

セッティングはすべてトラストマテリアルが行いますので会員様にご負担はかかりません。

お見合いがうまくいくためのノウハウ
相手の第一印象は7秒で決まると言われています。

ですので婚活には相手に好印象を持ってもらわなければなりません。

トラストマテリアルはそういったサポートを非常に得意としております。

お見合い・デート時のマナー指導 24時間対応のカウンセリングサポート



活動の流れ

交際で仲を深めるSTEP 06 

お相手を見極める期間

お見合いで双方が意気投合すれば「交際」となります。

もちろんお互い結婚前提のお付き合いとなりますが、

まだまだお相手のことはわからないことばかりです。

お相手の見極め期間としてしっかり仲を深めてください。

万が一交際を終了したくなった場合はトラストマテリアルにご相談ください。

一般の「交際」よりメリットがたくさん
お見合いでの「交際」は一般の「交際」よりメリットがたくさんあります。

「結婚前提でのお付き合いなこと」「相手の身元が保証されていること「お相手に一切詐称がないこと」などです。

交際を経てご成婚STEP 07

交際を続けると、いよいよ結婚目前の状態となる「真剣交際」となります。

真剣交際はご両家への挨拶やプロポーズのタイミングなど、ご成婚のための用意をしていただく期間です。

そしていよいよプロポーズ！プロポーズを女性が受ければ「ご成婚」となります。

交際 真剣交際

お見合いの後、お互いがまた
会いたいとなった状態が交際です。
この段階ではまだ複数名の方と
マッチングすることが可能です。

結婚に向けての準備を行う状態です。
この段階になると、マッチングの
対象から外れ、新規のお見合いの
アポは入りません。



料金プラン

※初期費用のお支払いは「登録料・入会金」「1ヶ月分の月会費」の合計金額となります。
※表記はすべて税別表記です。
※スタンダードプランはご入会の翌月から2年間になります。2年後の更新時には新たなプランを再度ご契約する必要があります。
※オンラインプランの契約期間はございません。
※全プラン、途中解約時の違約金などは発生しません。
※プラン変更はいつでも可能です。
※真剣交際期間中でも月会費が発生します。
※オンラインプランBの方が真剣交際期間中は月会費が10,000円になります。

登録料・入会金（日本結婚相談所連盟のシステムに登録する際の費用）

300,000円 30,000円 30,000円

月会費（システム利用やその他にかかる会員様に毎月お支払いいただく費用）

無料 10,000円 1,000円

お見合料（1回のお見合いに要する費用）

無料 無料 1回6,000円

ご紹介

あり あり あり

月間応募回数

30回 30回 30回

成婚料

無料 200,000円 200,000円

スタンダードプラン オンラインプランA オンラインプランB



注意事項

クーリングオフについて

中途解約について

また入会のご契約から8 日以内であれば、無条件に入会契約を解除することができます。

既にお支払いをいただいている料金および消費税を、全額ご返金させていただきます。

自己都合などで会員期間中に中途退会される場合は、規定の返金制度に従い返金させていただきます。

トラストマテリアルとの契約を中途解約される場合、特定商取引法に基づいて返金処理をさせていただきます。

下記は、事業者が消費者に対して請求できる損害賠償等の額の上限です。退会解約のお申し出をいただければ、

ただちに解約をお受けいたします。その解除がサービス提供開始後である場合、支払済みの金額の中から

（ア）と（イ）の合計額を支払えば中途解約できます。

（ア）提供されたサービスの対価に相当する金額＋（イ）上限2万円もしくは契約残額２０％のいずれか低い額。

（ただし結婚、婚約または会員規約違反による退会は該当しません。）



オプション紹介

トラストマテリアル提携の専門店をご紹介し、通常価格よりも安価にサービスを受けて頂けます。

ファッション
コーディネート

ボディメイク

ヘアメイク

着付けサービス

スタジオ撮影

プロポーズ
コンサルタント

お見合い写真の服だけでは不十分！

スタッフがショッピングに同行し、服をコーディネート致します。

トレンドではなく、お見合いやデート時に間違いのない服装をご提案します。

格好良くそして美しくなりたい方を応援します。

パーソナルジム・エステを準備！ご希望に沿ったサポートが可能です。

他にも、姿勢矯正・骨盤矯正を行う専門家もご用意しました。

ヘアセッティング・メイクアップをプロが行います。

写真撮影時だけのご利用も可能です。

ご希望の方は、プロからヘアメイク指導も受けることができます。

スタジオで雑誌モデルも撮っているプロカメラマンが撮影します。

いくつかのポーズを撮影し、複数の写真からご自身が気に入った写真を選んで、

データでお渡しいたします。加工サービスもあり、婚活での使用に役立ちます。

ご持参いただいた着物を着付けさせていただくサービスです。

着付けには、苦しくない、着くずれしない、美しく魅せるコツがあります。

ご希望の方は着物レンタルもできますので、写真撮影時にご利用ください。

警察官や銀行員などハイステータスな方々がプロポーズによく利用される

レストランをご用意。ノウハウを持った弊社とレストランがタッグを組んで、

お客様のご希望にお応えします。理想のプロポーズを実現させ成功へと導きます。


