
1年以内の結婚に向けて。

今足りないものが手に入る

成婚術

婚活コンサルタント

佐伯 泰基
- yasunor i saek i -

婚活前･婚活中に知っておきたい

- 伝えたい 1 0 のこと -



婚活をする前に
重要な準備できていますか？

1章 婚活をしようとして、つまづくのはなぜ？

１．婚活って勉強したことありますか？

２．あれもこれも登録する「とりあえず婚活生」

３．成長は自分では気づいていない所で始まっている

４．「ぼっち婚活」は時代遅れ

2章 婚活の一歩は人生の一歩

５．婚活を始める前に「理想の夫婦生活」を考える

６．出会った瞬間に「ときめき」を感じるかどうかで判断する

７．タイプは自分で判断しない

８．婚活していることを話す人を選定する

９．前向きに婚活に取り組めなくなった時の「寺子屋」

１０．著者挨拶
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婚活って勉強したこと
ありますか？

01

婚活はスキル!!

婚活はスキルです！これは言い切れます！

なぜなら・・・恋愛経験ゼロの方、食事1回

しただけで女性に断られ続けた男性、人と目

を合わせるのが苦手、恋愛に対して、かなり

億劫だったという方が、6ヵ月、1年後には

次々に結婚していく姿を目の当たりにしてき

たからです。なぜ結婚に向いていなかった方

が、短期間で結婚に至ったのか！？それは、

人生は自分の選択次第ということです。今こ

の冊子を手にしている方も「私って…」

「俺って…」向いていないかも…って思って

いる方もいると思います。婚活はRIZAP式ダ

イエットと一緒です。

１．結果をコミットし

２．マンツーマンで婚活体質に改善

ライザップが徹底した栄養管理なら、婚活の

栄養は「素直さ」と「プラス思考」日頃の価

値観が全て対面のコミュニケーションに現れ

ます人の習慣は21日（約3週間）である程度

形成されます。

21日間まずはプラスになる習慣を身に付け

ることで、周囲との関係もよくなり、あなた

の内面は劇的に磨かれます。

コロンビア大学の教授シーナ・アイエンガー

さんは、著書「選択の科学」の中で、こんな

ことを言っています。『選択は「人生をコン

トロールするためのパワフルなツール」であ

り、選択という行為は、改善して伸ばしてい

けるスキル』だと。あなたが行ってきた最良

の結果が今だとすればどうでしょうか？少し

悲観的になったりしますか？一時の私は何と

愚かな選択をしてきたのかと悲観的になるこ

ともありました！しかし、思い出してみてく

ださい。選択も「スキル」です。今まで自分

のことしか考えてこなかった方なら、少し他

の人に向けてよい行動をとればいかがでしょ

うか？コンビニで小銭が出たら、少し募金を

してみる。相手のために、何ができるかを考

えて、あなた自身の行動を少しずつ変えてい

けば、たちまち良い未来が訪れるはずです。

人生の選択の仕方で婚活も前進することを

願っています。

skill

RIZAP式婚活でスキルが身に付く

人生は「選択」で決まる
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「 思考を変えれば、言葉が変わる」

「 言葉が変われば、行動が変わる」

「 行動が変われば、習慣が変わる」

「 習慣が変われば、性格が変わる」

「 性格が変われば、運命が変わる」



婚活は「選択」と「集中」

多くの方が自然な出会いを希望してはいるも

のの、実際に日常生活の中で結婚相手に出会

える人は毎年一定数しかいません。しかし、

ただ、出会うだけにフォーカスすれば、「合

コン」や「ネット婚活」、「婚活パー

ティー」、「婚活アプリ」など、昔に比べて

出会いの数は確実に増えています！ネット婚

活者の利用人数だけみると、全体で約1000

万人以上の方が利用されています。では、出

会いが増えたのであれば、婚姻人数も増えた

の？と思われる方もいると思いますが、婚姻

数は2001年の婚姻率から見ると2016年では

20%以上も減少しています。これは、年々

減少しており、一種の社会問題にまで発展し

ています。実際にネット婚活で知り合って婚

姻に至るまでの確率は1%以下と言われてい

ます。

これだけ、出会いが増えたのに婚姻率が減少

している背景には、「01」でも述べたよう

に婚活のスキルが大いに関係しています。私

も長い間気づかず23歳の時に既に結婚願望

があり、結婚に向けて努力してきましたが

結婚に至りませんでした。今振り返れば、そ

れは当たり前で、私はずっとお相手の方を

「選んでいました！」ん？選んで何が悪い

の？と思われた方もいると思いますが、幸せ

な夫婦生活を送っている夫婦を見ればわかる

と思いますが、お互いが尊敬できる部分を持

ち合わせていることが大切です。なので、自

分が選ぶということから考えるのではなく、

自分が好きな女性から選ばれる「私」になる

ことが重要なのです。

「合コン」や「ネット婚活」、「婚活パー

ティー」、「婚活アプリ」などは全て今の自

分の価値観で選んでしまいます。最初は食事

に誘えたとしても、そういった価値観で選ん

でしまったら関係は長く続きません。いろい

ろな婚活手段に手を出し、失敗を繰り返すと、

「あきらめる」ことになるかもしれません。

しかし、今あなたの年齢が30歳に差し掛か

る、または30歳を過ぎていた場合はいかが

でしょうか？結婚適齢期に婚活疲れで結婚で

きない。ということになるかもしれません。

まずは、自分が選ばれる自分になろうと決意

してから、最適な婚活手段を択ばれてはいか

がでしょうか？少し考える時間に2週間ほど

費やすだけで、良い人に巡り合えるチャンス

が増えるかもしれません。

選ばれる「あなた」になる

人生は「選択」で決まる

あれもこれも登録する
「とりあえず婚活生」
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続けることで道は開ける

「02」までお読みいただいた方は頭の中で、

婚活に対する変化が生まれているのではない

でしょうか？良い習慣を身に付けることも、

相手に選ばれる自分になると決心することも、

婚活だけでなく、人生にもより豊かな恩恵を

もたらしてくれます。キレイなお花を咲かせ

るためには、栄養満点で豊かな土壌を耕すの

が先決です！人間の本性は“善”であり、成長

するうちに悪事を知っていく「性善説」。一

方、人間の本性は“悪”で、生きていくなかで

道徳を覚え善を身に付ける「性悪説」がある

が、私は人間は、生まれながらに周りに左右

され、自分一人では生きてはいけず、物事の

決断を先延ばしにしたり、時には怠惰な生活

に足を入れることもあるが、それでも、生活

の中で願望や希望、そして夢を持ちがむしゃ

らに生きようとする「性弱説」が人間の本性

だと思っています。弱いところもあるから、

みんなで協力することを覚え、人と人との繋

がりを大切にしてきたのです。婚活において

もそうですが、人間関係を作るのは時に面倒

くさいことも、辛く感じることもあります。

できれば関わりたくない人もいると思います。

しかし、それでも覚えておいてください。人

は協力していかなければ生きていけないとい

うことを。嫌な事でも、あなたが良い行動を

することによって、徐々に周りにも伝達して

いきます。少し批判されたからって諦めては

なりません。障害を感じるということは、前

に進もうとしている証です。続けることで

徐々にあなたの願望の種が土壌から芽を出し、

いずれ花が開くでしょう。

今まで生きていた中で夢が叶ったことを書き

だせるだけ書き出してみてください。何でも

構いません。こうなりたいと思って、叶った

こと。必ずあるはずです。無いという方は必

至で思い出してみてください。書き出せた方

は、一つ一つ、その時の嬉しかった感覚を

ゆっくり味わってください。その道にたどり

着くまで数々の山を乗り越えてきたのではな

いでしょうか？決して簡単な道ではなかった

のではないでしょうか？あなたの努力があっ

たから、実現できたのではないでしょうか？

他の人の力を借りてと言う方がいれば、それ

はあなただから力を貸してくれたのではない

でしょうか？そうです！全てあなたが努力し

た結果、願望が叶っているはずです！努力の

仕方が正しかったから欲しい結果を得ること

ができたのです。継続すれば、必ず欲しい結

果が手に入ります。是非諦めずに自分にあっ

た方法で続けてみてください。

願望が叶ったことを書き出す

成長は自分では気づいていな
い所で始まっている
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なんとかなるは、
なんとかならない

婚活…ネットで良い人いないかなぁって探し

たり、パーティーへ行ってみたり、出会いの

場へ積極的に動いているあなたはとても素晴

らしいです。そもそも行動しない人にはいく

ら待ってもパートナーは現れませんから。

しかし、注意してほしいことが1点あります。

それは、すでに周りは結婚をしていたり、地

方から出てきて友達がいないからと言って、

一人で婚活に励んでいる方は注意が必要です。

もちろん、一人で婚活をして運命のパート

ナーと巡り合えている方は多いです。しかし、

一方、何度異性と会ってもうまくいかない、

なんか続かない、本当に相手のことが好きな

のかな？なんて思ってしまったら、即刻、

「ぼっち婚活」は辞めてください。現代は無

意識的に個性を出していいい風習になってい

ます。昔は、みんな一緒だった時代から、人

それぞれという時代になっています。個性は

趣味や洋服、振る舞いなどに無意識に現れて

きます。関係はありませんが、パーソナルト

レーニングやパーソナルドクター、パーソナ

ル栄養管理士など、私の周りには専門家を

雇って、重要なことに関しては管理しても

らっている方も多くいます。

「ぼっち婚活」を否定するわけではありませ

んが、何か悪かった時に振り返る場所を持っ

ていただきたいのです。ただそれだけです。

一人で婚活をしていると、どうしてもモチ

ベーションが続かず、悪いことがあるとすれ

ば、直ぐに原因を相手の方へ持っていきがち

になります。今日は好みのタイプがいなかっ

た。みんな顔がタイプじゃない。全ての原因

は相手にあるのだ！とう具合に…親より上の

世代の方に話を聞くと、お見合い結婚がまぁ

多いです。お見合い…しかもなんとなく親に

言われて結婚した人が多いです。でも、すご

く仲が良くおじいちゃん、おばあちゃんに

なっても仲良く手を繋いで歩いている姿とか

見ませんか？結婚とはいつの間にかお互いに

惹かれあい、気づいたら一緒にいるものです。

これは、結婚して1年くらい経つとそう思え

てきます。なんかいつの間にか好きになって

たね！素敵じゃないですか！「ぼっち婚活」

で失敗を繰り返すとあなたは恋にネガティブ

になります。それを繰り返すことによって、

いい人が突然現れても、気づかない、相手に

気づいてもらえなくなります。「ぼっち婚

活」向いていないと思う方は、誰か信用でき

る・相談できる方が傍にいることが大事です。

あなたの恋の行方を真剣に応援してくれるサ

ポーター的な方が必要です。

どうしたらいいの？「ぼっち婚活」は時代遅れ
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将来像のない
お相手選びはご法度

ドラマみたいな恋をしたい、相手を好きに

なって尽くしてあげている自分が好きだ、話

し相手になってくれる人がいればそれでいい。

単に自分に都合の良い相手を探しているので

あれば、それはそれでいいと思います。しか

し、少しでも結婚願望のある方は、自分の都

合の良い相手選びというよりは、パートナー

として歩んでいく人を見つけなければなりま

せん。この考え方が抜けていると、いつまで

たっても、良いパートナーに巡り合えず、い

つの間にかいい人だったのに、素通りしてい

たということになりかねません。そこで考え

ていただきたいのが、「理想の夫婦生活の

像」になります。どこで、どんな人と、何を

共通の趣味として、どのような生活を送って

いたいのか…共働きでも良いのか、子供は何

人欲しいのか、などを考えることで、お付き

合いする相手の像がふんわりながらも想像で

きると思います。また、子供が欲しいとなれ

ば、いつまでに婚約して、親にあいさつに行

き、結婚式を挙げて、新居を構えるのかなど、

逆算して考えることができます。一度、自分

の理想の夫婦生活を考える時間を設けてみて

はいかがでしょうか。

私は「婚活コーチ」の肩書と実はもう一つ、

「経営コンサルタント」という肩書を持って

います。企業の売上アップのための施策や経

営課題を見つけて改善する。必要であれば、

実務にまで関わり支援をする仕事をしていま

す。全国を飛び回る中で数多くの経営者の方

にお会いする機会をいただき、また、経営者

の方の奥様にもお会いしてきました。そこで、

気づいたことが一つあります。それは、経営

者の皆さんは奥様を「顔」や「外見」で選ん

でいないという事です。普通の人は往々にし

て、今や少し先の未来が良くなれば、良いと

思って生きている感じがします。そうでない

方はすみません。しかし、経営者と言う生き

物は、限りなく先の未来…3年・5年・10年、

それ以上の未来を見ています。従業員を抱え、

雇用していく責任。会社を未来永劫存続させ、

世の中のために貢献する希望を持って日々生

きていらっしゃいます。なので、遠い未来を

無意識に考えて、自分を理解してくれ、共に

成長していきたいと思える人を心で探してお

られます。IT系の社長は少し異なりますが、

おおよその経営者は自分の将来像を描いてい

ますので、そのビジョンに向かって楽しい夫

婦生活が送れるかで見ていると言えるでしょ

う。

経営者は「心」で選ぶ婚活を始める前に
「理想の夫婦生活」を考える
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直感を大切にする

よくこんなゲームをすることがあります。

「はじめて隣同士で座った相手のことを質問

をせずに、ただ、目を合わせてみるだけで、

その人がどんな人なのか当ててください」と

いうものだ。だって、どこの出身かも、何の

仕事をしているのかも、何の情報もないのに

いきなり無理じゃん！って思うかもしれませ

んが、これが見事「7割」くらいの割合で、

相手の家族構成・何の仕事をしているのか・

学生時代の部活動・趣味などある程度予測す

ることができるのです。社会人になり、数多

くの人と接してきた人であれば、ある程度直

感が働きます。自分の経験によって得てきた

データベースを照合して、その人がどのよう

な人なのか判断できるのです。これが無意識

の力です。「05」までのパートの中のこと

を実践していけば、あとは無意識に任せてみ

てもいいと思います。出会ったときの相手の

表情や仕草、会話の波長など、自然な感じに

受け止めることができたら、一度デートに

誘ってみましょう。「ときめき」というと語

弊がありますが、この人となら、もう少し話

していても楽しいかも、というレベルで構い

ません。あなたの直感は間違っていません。

自分に素直になり、心を開いて、お相手の方

を見てください。また、いつもと違う恋がで

きるかもしれません。

相談に来られる方は、すごく優しい方が多い

ようです。男性もそうですし、女性もそう。

異性と話をしていると何だか疲れてくるとい

うのです。よくよく話を聞いていると、自分

の直感で、合わないと判断した人と真面目に

話をしていたのが原因でした。では、そんな

人と話しをしなくてはいいのでは？と思うか

もしれませんが、やはり、パーティーやお見

合いなど、話をしなくてはならない時もあり

ます。一体どうすればよいのか、自分のもモ

チベーションが下がったり、ストレスを抱え

るのはよろしくありません。一度、考え方を

変えてみてはいかがでしょうか？全てを「テ

スト」だと捉えてみることはできませんか？

どうすれば、相手が喜ぶのか、相手から選ば

れる人になるのか。あいづちをいつもより多

くとると相手はどうなるのか・相手の持ち物

をさりげなく褒めてみるとどうなるのか？何

を言えば相手の興味を惹きつけることができ

るのか。会う人会う人「テスト」を繰り返す

のです。そう考えれば、少し気が楽になりま

すし、本命が現れたときに、実践できるクセ

もついているはずです。

無理に合わせなくていい

出会った瞬間に「ときめき」
を感じるかどうかで判断する
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それでも迷い、
道をそれてしまいがちな方へ

歳を重ねるにつれて、理想の相手のハードル

は高くなります。これを私は「結婚反比例の

法則」と呼んでいます。女性に関しては、年

収は700万円以上、年下の彼、身長は

180cm以上、学歴は偏差値60以上…挙げれ

ばキリがありません。女性は周囲の幸せな人

を対象として、既に結婚している友達の旦那

よりは好条件の人と結婚がしたい。と思う生

き物です。本能に近いのでしょうか？その本

能むき出しの状態で婚活をするのは、とても

危険です。前回までにも述べてきたように、

本当の理想の相手が前を通った時に気づかな

いということになるからです。自分を客観的

に見れる方は、いいですが、もし自分が相手

の方が本当に自分が求めている方なのか、客

観視できていないかもと言う方がいれば、自

己判断はしない方がいいです。尊敬できる人

やあなたの事を真剣に考えてくれている人に

相談することをオススメします。婚期は大切

なので、無駄な時間を使うのはやめましょう。

特に女性の方はお気をつけください。顔や外

見は3日で飽きます。年収に関しても、今や

共働きが当たり前になってきています。二人

で働いて、世帯年収がこれだけ欲しいという

意見もありではないでしょうか？根拠のない、

ただなんとなく、700万円以上あったら楽で

きるかな…なんて思って、そこばかり求めて

しまうと、一生700万円以上の方とはお付き

合いすることはできません。もし相手に年収

を求めるのであれば、それに相応しいあなた

になってから求めてください。

突然、美女やイケメンから言い寄られて、

ビックリしている方がいます。「こんな私に

…」「なんで？」「少し怪しい」とまで思う

方がいます。本当は理想のタイプなんだけど、

ちょっと気が引けてしまう。なんて思って、

前に進まないまま、友達に相談して、「そん

なの怪しいって」「なんか裏ありそう」など

の心にもない言葉を鵜呑みにして、自ら始

まってもいない恋を終わらせてしまう方を見

ることがあります。人は成長する生き物です。

もし、半年前の自分と比べて、考え方や価値

観が成長していると感じるのであれば、自分

を信じて行動してください。あなたの価値観

が高くなったからそれに見合う方が現れただ

けの場合もあります。それでも…と不安に思

うことがあれば、ご相談ください。もしかす

ると、背中を押してあげられるかもしれませ

ん。

逆もしかり・・・

タイプは自分で判断しない
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価値観は人それぞれ

あなたの親友を3人思い浮かべてください。

その方の年収を足して3で割ってください。

ほぼ、あなたの年収になりませんか？あなた

の周りには似た価値観をもった人がいます。

似た価値観を持つ者同士だと、考え方や行動、

言動などよく似ているため、非常に居心地が

よく、楽しいと感じます。しかし、あなたの

最良の行動や考え方の結果が今の自分だとす

れば？最良の選択をしてきたにも関わらず

パートナーを見つけることができなかったと

したら？少し厳しいことを言って申し訳あり

ませんが、そこに現実があります。関わる人

は大切にしなければなりません。しかし、あ

なたの周りで、もし、あなたが変わろうとし

て足を引っ張ろうとする人がいれば、そして

その人のいう事にあなたが耳を傾けていれば、

今のあなたを打開することはできません。価

値観は人それぞれですが人は変化を嫌います。

あなたが変わろうとすれば、おのずと、足を

引っ張る人が出てくるでしょう。

ホメオスタシスって聞いたことありますか？

ホメオスタシスとは、日本語では恒常性と言

われ、環境が変化しても体の状態を一定に保

とうとする生体的働きのことをいいます。例

えば「暑くなったら、体は勝手に汗をかいて

体温調整をする」。これがホメオスタシスの

働き。私たちの体は、ケガをすれば傷口をふ

さごうとしますし、菌やウィルスが体内に

入ってきたらそれを排除しようとします。

走って体の酸素が不足すれば、呼吸を荒くし

て多くの酸素を取り入れようとします。 こ

れらも全てホメオスタシスの働きによるもの。

この機能が無意識化で働いてくれているから

こそ、私たちは生きていけるのです。しかし、

何か変化を起こそうとする時にこのホメオス

タシスが邪魔をすることがあります。

今の自分から抜け出したい！そう決意した時

が分かれ目です。自分を変えたいと思ったと

きに取る行動で一番良いのは、既に自分が手

に入れようとしている未来を、既に手に入れ

ている人に教えてもらうのが一番の近道です。

婚活であれば、その道でいくつもの異性関係

を見てきている人に聞くのが手っ取り早いで

す。得たい未来が明確になっていれば、あと

は、聞くだけ！簡単ですよね。さぁ、マイン

ドが整ってくれば後は行動するのみです。

成功している人はマネをする！

婚活していることを
話す人を選定する

現状維持のメカニズム
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結婚＝ゴールではない

まずはじめに言います！「結婚＝人生のゴー

ル」ではありません。結婚の仕方もそれぞれ

多様化してきているのが現代です。事実婚や

国際結婚、一昔前では考えられなかったこと

がどんどん当たり前の未来になってきていま

す。結婚に焦り軸がブレている方もたくさん

見受けられます。私も婚活コーチとして、多

くの方の成婚のお手伝いをしてきましたが、

必ずしも結婚でなくてもいいと思うことがあ

ります。本心を言えば、関わる人に結婚して

もらい、子供を産んで、将来的に楽しい家庭

を持ってもらいたいという想いはありますが。

婚活をする意味は2つあると思っています。

一つはもちろん、結婚する為のパートナーを

選ぶこと。これは本能的な面もあると思いま

すので、なぜ？と聞かれると人の本能だと

思っています。2つ目はコミュニケーション

力…つまり人に選ばれるあなたの内面の魅力

を上げることが大きな役目だと思っています。

IT化がすすみ、雇用の形態も多様化する中、

最低限、必要になるのが、「コミュニケー

ション力」です。婚活を通して身に付けてい

ただきたいのも「コミュニケーション力」。

相手に寄り添い、相手を理解することにより、

信頼関係も生まれ、相互理解ができるように

なる。婚活で人から選ばれる人になることに

よって、人と人との繋がりを大切にし、ビジ

ネスでも大成しよりよい未来を手にすること

ができると思っています。ましてや、男女の

関係ほど難しいのはありません。男女の関係

で良好な関係になれば、それはあなたの誰に

も劣らない魅力になります。結婚するための

婚活ですが、自分の内面を磨くためのステー

ジとしても捉えてもらい、もちろん、良い出

会いを求めるのが前提ですが、活動していっ

てもらえると幸いです。

冒頭にもお伝えしましたが、「婚活はスキル

です！」実践でしか身に付きません。あなた

は素晴らしいものを持ち合わせています。あ

なたには魅力的なものが備わっています。是

非、自分に自信を持って、着実に一歩一歩進

んでいっていただければと思います。困った

ことがあれば、いつでもご相談ください。無

料で何でも話を聞きます。あなたが幸せにな

ることを心よりお祈り申し上げます。

実践あるのみ！困った時は
サポートがあります

前向きに婚活に取り組めなく
なった時の「寺子屋」

婚活をする２つの意味
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IBJ正規加盟店
マリアージュカフェumakuiku
代表 佐伯 泰基

兵庫県宝塚市生まれ。大学卒業後、ITベン

チャー、経営コンサルティング会社を経て現

在に至る。順風満帆とは言えない人生経験の

中で、数多くの「人」と出会い、人の人生の

役に立つことが、自分の喜びであると気づく。

自信の婚活歴については、24歳から婚活

パーティーに参加するなど、積極的に婚活

サービスで出会いを求めるも挫折を繰り返す。

33歳でようやく華が開き結婚。結婚後、婚

活疲労や挫折をした経験を元に、

「umakuiku婚活論」を築き、同じ悩みを持

つ方を対象とした婚活セミナーを開催。今で

は、パーソナル・婚活コーチとして１：１の

対面式セッションの活動をメインとして、婚

活のアドバイスを行う。

二人三脚で結婚志願者の「結婚」という目標

を実現させることはもちろん、人生を成功・

笑顔に導くパーソナルトレーナーとして活躍。

より多くの方に出会いを提供し、最高のパー

トナーを見つけて、最高の人生を歩んでいけ

るように導く。

婚活に限らず、よりよい人生を歩むために大

切な事は、あなたの内面の魅力を上げること

です。内面の魅力は少しの気づきと努力によ

りいくらでも伸ばすことができ、表にだすこ

とができます。

そして、内面の魅力を上げる為に必要な事は

良い行いを実践することです。

初めて会ったときは、腕組みをして話してい

た男性、何を聞いても無表情だった男性、男

を年収でしか見てなかった女性、自己嫌悪感

が強くセルフイメージが低い女性…etc.が人

生で最良のパートナーと巡り合い、人が変

わったようにより良い人生を歩んでいく姿を

見ると、心から嬉しくなります。

8年前、一緒に婚活を行っていた先輩が急に

亡くなりました。パートナーが近くにいれば、

命は助かったかもしれません。ご両親も他界

しており、親族もいませんでした。

いつ、どこで何が起こるかわかりません。

少しでも幸せになる為に、そして、一緒に幸

せになりたパートナーと出会うことが幸せだ

と思い、私は結婚することができました。

1人でも多くの方に寄り添い、幸せになる

チャンスをつかんでいただくために、私は

日々仕事をしています。

ワクワクした未来、一緒につかみましょう。

婚活コーチとして歩み始めた理由著者挨拶
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チャンスをつかむ勇気が

あなたの望む幸せに

近づけてくれます。
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婚活にはつまづくポイントが必ずあります。
知らず知らずに結婚から遠ざかっていませんか？

婚活相談会実施中!!
～婚活について不安なこと、何でもご相談ください～

本冊子、及び記載のコンテンツは、著作権、知的財産権によって保護されていることはもちろんですが、購入・

ダウンロードされたあなた自身のために役立てる用途に限定して提供しております。冊子に含まれているコンテ

ンツを、その一部でも、書面による許可（ライセンス）なく複製、改変するなどして、またあらゆるデータ蓄積

手段により複製し、オークションやインターネット上だけでなく、転売、転載、配布等、いかなる手段において

も、一般に提供することを禁止します。
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「面談希望」

とご連絡

ください。
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