
    ようこそ「ブライダルちよの」へ 

 結婚したい方を❤徹底サポートし成婚へ導きます。 

 

  婚活は保険と同じで多数の手段があり、カウンセラーが 

   あなたに１番合う方法を診断・ご提案します。 
 

 

 

 
 

 

          

 

 

 

1.婚活は希望の優先順位を付けましょう。 
 

費用・時間・お相手への希望など、何を優先するかによって 

ストレス・達成時間が違ってきます。 

カウンセラーがあなたの婚活診断をし成婚まで有利に引っ張っていきます。 

 

2.費用は婚活大手の半額で成果は２倍を目指しています。 
 

6 か月方針書を書き、3 日間婚活指導を経て、無理のない交際方法を教えます。 

わかる→理解する→無意識に出来るまで頑張りましょう。 

     

    ここで覚えたことは、きっと社会生活にも役に立つと思います。 

 

3.カウンセラーがシッカリ後押しを致します。  
 
  厳しいですが、助言を聞いてください。私たちはいつも貴方の味方です。 

   標準で 1 か月でお見合い、6 か月で１人にしぼり、１年で成婚です。 

            

         ブライダルちよの  代表 小崎 陽一  ご質問は 080-5159-0787 まで 

婚活は「出会いの数❤質❤アドバイス」  企業理念「1年成婚❤少数精鋭❤積極指導」   



【貴方に合う出会いの方法は？】  

★どの出会いが貴方に合うか、ちよので診断します。 

 

 出会いの方法 年間利用者数 結婚まで 

通常の出会い 学生  10％ 

職場  30％ 

紹介  30％ 

習い事  5％ 

ナンパ、合コン  5％ 

ネット婚活 出会い系 約 1000万人 5％ 

婚活アプリ 約 1000万人 

婚活パーティ 約 100万人 

仲人保証人型 

お見合い中心 

正式パーティ  6％ 

結婚情報サービス 約 20万人 

仲人型結婚相談所 約 20万人 

独身者約 3000万人 結婚年間 60万人 2015年国勢調査より 

 

いずれも男性がリードしましょう。 

女性をいじりましょう。→本気の時は真面目に 

でも行動は紳士に。清潔感は大事。 

今日の目的を決めましょう。 

キーワードを振ると女性は話し出します。 



✿ごあいさつ 

はじめまして。代表のアドバイザー＆カウンセラーの小崎陽一です。真剣に結婚したい貴方と一緒

に、素敵なパートナーを探し、出逢い、交際し、成婚までしっかりと導きます。 

婚活は「出会いの数・質・積極性・アドバイス」が必要です。私たち婚活アドバイザーは一人では

できないこと、一人ではわからないことを徹底サポートして、貴方に合った方法をご提案します。 

１年成婚を目指し、視野を広げ理想のゴールを目指して下さい。 

二人三脚で成婚にむけてスタートしましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

✿私たちの思い 

このままずっと一人でいますか？理想の方と結婚したくないでしょうか？そのお手伝いをさせて

ください。 結婚はゴールではありませんし、結婚だけがすべてではありません。 

ただ、結婚は素晴らしいものです。そして、一人の力ではできないことなのです。 

私たちも沢山の人に感謝して新しい人生のスタートを切りました。 

だから、「幸せのお返し」にたくさんの人のお役に立ちたいと思っております。 

一人で悩んでいないで、勇気を出して私たちにお話し下さい。貴方の幸せのサポートに尽力します。 

 

✿ブライダルちよのの成り立ち 

学生から陶芸家を志していた私は結婚を機に独立し、夫婦で陶芸・ガラス教室ちよのを経営してき

ました。そんな中、ひとつの出会いがあり、結婚相談所をはじめました。 

それは子供の時からずっと見てきた６０年以上仲人業をしている老舗呉服屋である親戚とのつき

あいがきっかけでした。 

右も左も解らないまま、まずは婚活パーティからと陶芸趣味合コンやワイン婚活会などを現在まで

に約 1000回主催しました。 

お客様の要望でもっと結婚できる会やパーティはないかと言われ、加盟したのが日本一の結婚相談

所 IBJや良縁会です。そして今度は本格的に人と人を結びつける仕事が始まりました。 

 

ブライダルちよのは企業といえる大きな組織ではありません。会員様 20 人までの小さな相談所で

す。小さいゆえに心をかわし徹底的に希望条件を聞き、丁寧に 1人 1人対応しています。婚活はス

トレスも溜まりますが、カウンセラーの言うことを聞き実践するのが早道です。いろいろざっくば

らんにお話ししましょう。 



結婚・恋愛相談所ちよの 
  以下の資格❤結婚相談所❤連盟❤に加盟しています。 

   
  IBJ  会員 56000人・東証 1部上場企業 

全国トップの結婚相談所連盟 

 

 

   会員 27000人愛知県トップの会員数 

 地元に強く。愛知県に嫁ぐならココ。仲人が多い。  

 

   

BIU 会員 27000人良縁会と提携。西日本に強い。 

 
 

名古屋の結婚相談所 婚活は30代・40代に人気の IBJ優良加盟店・良縁会加盟店★ブライダルちよの★にお任せ 

ください。 IBJの入会後3ヵ月のお見合い率は99%・交際率91%・成婚率53%です。（2016年1月1日時点） 
 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

ちよのは優良店の指定を受けています。 

経済産業省管轄・結婚相談所認定事業所 

認証ＣＭＳ取得番号 152320号。 

任せて安心・安全な正規の認可相談所です。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

❤他相談所とブライダルちよのの違い❤ 

1.開業 60 年の仲人を受け継ぎ、20 人までの少人数サポート！ 

子供の時から門前の小僧で育ち 45 年。そして行き着いたのが徹底した少人数サポート、仲人魂！ 

2.異性に直接お申し込みが出来ます（任意） 

自宅で検索、自分が気になる方にすぐお申し込みできます。返事も直に来ます。隠しだてはありません。ま

た、自分に合ったオーダーメイドの婚活計画をたて、婚シェルと一緒に快適な婚活をします。 

3.お見合いの同席サポート・・・初対面の方と話にくいもの。20 分程同席して 

サポートします。 また相手とお会いしてますので、後日も直接のアドバイスが出来ます。 

*相談所も安さを売りに出すとこが多くなり、段々お見合いのお付き添い・同席は少なくなりました 

4.婚活聖地Ｃｐ前（キャッスル・プラザ前）御利益あり？ 

パーティ・お見合いの多くがここであり、いざとなったらすぐ飛んでいけます。 

イベント前後にうちあわせをして、上手くいくようご指導致します。気楽に、来店相談もＯＫ！ 

5.婚活パーティ開催実績 1000 回以上！ 多くの男女見てます！ 

6.ベテランの婚シェルジュと一緒に婚活。恋には法則が・・素直な方求む。 



【ちよの名古屋本店】 名古屋駅徒歩５分。お見合い聖地キャッスルプラザ前  

                       入り口は陶芸教室です。奥で結婚相談所をしています。 

 

ユニモール１０番出口左側の階段のぼります。目の前がロイヤルパークインホテルで、1Ｆがファミリーマートで

す。大通りを背に直進３０ｍ、右に曲がり２軒目、１階です！1階は陶芸・ガラス教室のちよ野となっております。 

恋愛・結婚相談所は店内入って一番奥でしております。 ここで婚活パーティなんかもしています。 

名古屋のお見合い・婚活イベントの多くは、名古屋駅周辺で行われます。当店名駅店はお見合い付き添い・トラ

ブル時にすぐ駆けつけます。また、土曜日・日曜日は自社で月１０回趣味コン・婚活パーティもしています。 

 名古屋本店  〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-18  電話052-551-0787   

 代表小崎携帯 080-5159-0787 <営業日> 水曜日・金曜日・土曜日14時～ 日曜日11時～ *要予約 

【ちよの津島店】  名古屋から西へ車で２０分 

 

 

〒496-0008 愛知県津島市宇治町石畑126   <営業日> 火曜日10時～、土曜日10時～ *要予約 

電話番号、0567-23-5800  代表小崎携帯 080-5159-0787  

  

津島教室です。津島市の津島線、名鉄青塚駅から徒歩20分にあります。 

 青塚駅からお電話くだされば、迎えに行きます！駐車場5台。県道79号線そば。 

結婚相談所・教室・ギャラリー・出張教室しています。2Fで結婚相談所をしています。 



ちよのでできる婚活❤おおよそ費用一覧 

 

婚活イベントお申込み・詳細は「婚活ショップちよの」で HP検索ください。 

*結婚相談所のお申込み・詳細は「結婚相談所ちよの」で HP検索ください。 

*その他結婚についてのご相談・お問い合わせは、代表 小崎 080-5159-0787まで。 

★趣味コン・婚活パーティ★   婚活度は低い  月 6 回開催中  

一番気楽に婚活できます。成功率 10％位。 ただし身元保証がなく、好きになって問題になることも。  

陶芸コン・ガラス婚・ワインコン・日曜ランチ婚・ピザ作りコン・占いコン・カップリング会・フレンチ婚など 

【結婚まで標準期間】 約 4 年   【アドバイス】 数出て積極的に話しかけて、めげないこと！自分で修正。 

 

男性費用                                         女性費用 

１回 6,000 円 １回 2,000 円 

★正式ホテル婚活パーティ★ 婚活度やや高い  月 2 回開催中  

ホテルでの正式な婚活パーティです。 成功率 40％ほど  

カップリングをすると相談所に登録をしてからのお見合いになります。双方仲人を通してのお申込みになります。 

結婚をしたい方だけの集まりで、独身証明書・住民表・収入証明などを提出の上でのお見合いになります。 

【結婚まで標準期間】 約 2 年   【アドバイス】 個人活動ではなく双方の仲人も巻き込んだ婚活です。 

 

男性費用                                         女性費用 

１回 10,000 円 １回 10,000 円  

★結婚相談所ちよの★ 婚活度高い 月５０人ほどお見合いのお申し込

みが来る方あり。 月 10 人の好きな人にお申込みができ、５万人以上の中から選べる。  

婚活は「数・質・積極性」 １年成婚を目指して、月数回のお見合いをしていきます。 カウンセラーに相談しながら、

婚活ができます。 自分を磨き、高め理想の人に見合うだけの見た目・性格・話し方を学び婚活します。 

【結婚まで標準期間】 約 1年 成功率 80％ほど  【アドバイス】 仲人の言うことを聞くこと。積極的になること 

 

男性費用                                         女性費用 

年間 約 250,000 円 

お見合い費・写真代・成婚料他 

年間 約 200,000 円 

お見合い費・写真代・成婚料他 



【契約までの流れ】   
 

① 初回カウンセリング（無料） 
個人面談の中で何でもご相談に乗ります。ご自身の性格を分析し

ますので、自分に合った婚活方法を 1つご提案いたします。 

何でもご相談の上、気になるコースがございましたら御入会下さ

い。 

 
 

②2回目契約日   契約時 持ち物★印鑑、1万円 
 

相談日。どうやったら理想の結婚ができるかの活動計画書をしっ

かり作ります。その他カウンセリングします。ＨＰ登録はクーリ

ングオフ後の 10 日後からになります。費用は年間費用 1 活払い。

クーリングオフあり。途中退会時の月会費の返金があります。 
 

③3日目活動開始日  持ち物★印鑑、内金 3万円又は全額 
写真、書類を持参。ＨＰ登録。実務説明。 
 

結婚相談所サイトに登録をし婚活活動をしていきます。内

容はコースによって違います。 
  

①契約日→一般説明。理想像を語って下さい。 

②登録日→契約日から 10日以降登録（写真・必要書類持参時） 

③初お見合い日→1 時間前にご来店。お見合い前説明。残金お支払
い。 

 
★ちよのでは婚活研修が 3回あります。ＨＰ登録時に初回研修を致します。初お見合

いの時お見合い研修を致します。交際時に真剣交際研修を致します。また、グループ

相談、セミナーやカウンセリングに積極的にお越しください。電話相談も随時受け付

けています。気持ちが下向きにならないよう応援致します。 
*お問い合わせはちよの代表小崎陽一へ 080-5159-0787           

 

*何時迄に何をどうやって実行していくのかを個人面談で一緒に決めていきます。これを 3 か月ごと

にチェックをし修正をしていきます。婚活が成功する早道です。  


