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 結婚相談所★ちよの  占い相談受付中 

 

  結婚相談所は、ただの出逢いの提供のみで終わりではありません。 

「婚活を素直に楽しめること」これが理想の結婚への近道です。 

それにはまず自分を知ること！手相・脳科学占い等で 

気楽な占いから貴方を知り、流れを作り、理想のお相手を探し出し、 

占いを夢で終わらず、日本１の結婚相談所サイトでお相手探しを実現します。 

 

  また、ちよの婚活カウンセラーが全力で貴方をサポート致します。   

 

 

 ちよの会員様への、個別のサポートは大きく３つ、 

① 相談事はまずグループ相談会（第１・３日曜日１６時）で気楽に相談！ 

  （まずは皆で。希望者は終了後、個別相談もあります） 

  ★婚活が上手くいかなくなる原因はテンションが下がること。 

   故に各種占い、カウンセリング、セミナー、相談会を企画し、テンションを上げてもらいます。  

 ②沢山のお見合いお申し込み（10種類）が可能  

  （申し込み・申し込まれ・身上書の交換・紹介・パーティ・個人面談・国際結婚他）*コースによる 

③ お見合い前後に個別サポート・直接面談サポート 
 *まずはお見合い前に面談しコツを伝授します。終了後も面談アリ。 

   また、相手の仲人と連携をして「ハンドメイド婚活」をしていきます。 

 

  最後に沢山のご成婚カップルが生まれますよう、 

  スタッフ一同、皆様のご期待に応えられるサービスの提供を心がけ、 

  さらなる向上を目指していく次第です。  ブライダルちよの 代表小崎陽一 
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お見合いの注意(会員の皆様へ）  
ちよのは愛知県の古くからの婚礼習慣を尊重しています。IBJは東証1部上場企業であ

りトラブルのないよう細かいルールが設定されています。罰金等抵抗があるかもしれ

ませんが、ご理解の程よろしくお願いします。良く読んでよい婚活に役立てて下さい。 

 

【ちよのペナルティー規約より】 

*よくある事だけを契約書より抜粋しました。詳細は契約書でご確認を。 

 ※一般常識的なことばかりです。通常は下記の請求は無い事をご理解下さい。 

＜お見合い前＞ 

①受諾が来ていない段階、成立した段階で取り消す場合⇒1万円  

②お見合いの二度目以降の延期は迷惑料として⇒1万円 

③お見合い当日、連絡無しで１０分以上遅刻した場合、ドタキャン⇒3万円 

④お見合い前日１7時～、お見合い時間の3時間までのキャンセル、変更の時⇒2万円 
 

＜お見合い～交際＞ 

①互いに交際希望となったにもかかわらず、１度も会わずにお断りにした時⇒２万円 

②お見合い相手に対し、内緒で交際・退会を求めた場⇒成婚料相当額の2倍+調査費 

*交渉によっては減額されることもありますが、大手程見逃しはありませんので、気を付けてください。また、罰金

となると相談所としても批判をされますので、信用を落とさないようお互い気を付けましょう。 

 

＜お見合い前の日程での注意＞ 

①お見合いのお申し込みは、2 週間で無効になります。１週間以内に 

 お返事してください。 *場所はキャッスルプラザを中心にしております。 

 

②1 度相手に出した日程（予定）は開けとかなければなりません。 

 変更の時は速やかに訂正のメールを。*仲人がその日程で他のお見合いを組むこともあります。 

 

③1 週間以上お返事がない時、ギリギリの時、お見合いを速やかに進めるた

め日程・場所等ちよのが変わりに予定を見て代行することがあります。 
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＜お見合い最終確認後のキャンセル＞ 
 

①前日（前々日）の最終確認は「サイトで確認」となります。  

*事前にお見合い場所の確定はメールで行われてます。*迷惑メールに入っていた何てこともあり。 

②最終確認より後の全ての変更は原則しないようにしてください。 

よって 2 日前からの変更は非常にしづらく、理由が必要です。 

*病気等、理由付けをしなければならなくなります。最終変更は 3 日前迄にお願いします。 

*特に仲人が付いてくるお見合いは要注意。規則では先方の前日夜の営業時間までの変更しか効きません。（大

手相談所も要注意）仲人さんの交通費・手間代が上乗せされるときも。相手が遠方の時、飛行機代・宿泊費ま

で請求された例もあり。 
 

③お見合いの結果は、その日に当店に寄るか。サイトでも返答可。 

 *できるだけその日のうちに解答しましょう。お見合いのご相談も一緒に聞きます。 
お見合いの返事は翌日 13 時までそれを過ぎるとお断りとみなして返信します。他 LINE、メール等で 2 回お返事がない

場合否定のお返事とみなし、交際のお断り等とみなします。1 か月以上連絡がない、取れない場合自動退会となりこの場

合残金の返金はありません。 

 

＜お見合い当日＞ 
 

①１５分前には到着してください。席取りの場合は３０分前に到着ください 

 

 

②遅刻・緊急等は１５分前迄に小崎 080-5159-0787 または小崎千恵子

090-3444-1106 のどちらか連絡が付く方に電話連絡してください。 

*１０分以上連絡なしで遅れる、仲人に連絡がつかない、等すべて本人の自己責任になってしまいます。 

 

 

 

＜その他身上書交換について＞ 

 

希望者には、身上書からの申し込まれを受け付けています。これは仲人間で

お見合いの取り組みを代理でします。ただし断ると次から推薦が来にくくな

ります。信用も落ちます。確実に受けて頂ける方を中心に承ります。 

*少しでも多くの申し込みを取りたいので、ちよのではお任せいただける方を中心にさせて頂きます。 

*本格的にはオプションか、基本コース・ＶＩＰの方を対象にさせて頂きます。 

 

★お見合いは本気の 2 人が出会える場所です。真剣勝負しましょう 
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お見合いから成婚まで接し方サポート【標準例】  

 

どう異性と接したらいいか？相談所は宿泊や性的な関係になることは禁止ですが、あ

る程度の関係にならないと結婚まで進めないと思われる方も多いと思います。 

以下一般的な標準例からお２人にあったパターンを考えてください。 

 

【交際初期接し方：条件の確認】 相談所に月に２回報告を。 

初デートは少し洒落た店で食事・お茶中心→お互い様子見の期間。

食事の後は、映画・ショッピングも可。共通点を見つけましょう。 

 

→条件の確認を積極的にしましょう。ちょっとしたことでお断りになる時期です。 

マニュアル本を読みましょう。質問をし、共通点を見つけ楽しい会話をしましょう。 

そしてランチの後にショッピングや散歩を取り入れて4時間ほどで切り上げましょう。 

 

【交際２か月：相性・好きになれるか？→真剣交際へ】 

手を繋ごう→横並びで座れるお店に行こう→少し遠出も 

→１週間に１度は会う努力を。仕事帰りにちょっとでも会いましょう。   

 

→この時期マメに会えないとお断りになりやすいです。一生のこと。仕事と結婚両方取りましょう。 

→お互いの相性を見ましょう。好きになれるか・楽しいか・話し合えるか・長く居れるか 

長く引っ張りすぎると駄目になります。 

早い方は、１.２か月で直接相手にプロポーズして成婚退会へ 

 

【真剣交際後：相談所同士のサポート】相談所に何でも週一報告を。 

→可能ならキスしてみよう→早めに相手のご両親にご挨拶に行こう 

→プロポーズはしっかりと→式場見学デート・ＩＢＪコンシェルにも相談  

→もっといい人がいるんじゃないかと比べてはだめ。 聞きにくことは相談所から相手に聞きます。 
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成婚までの手順サポート 【標準例】 
 

【標準例】お見合い→交際→交際２か月辺り→

真剣交際→4か月目プロポーズ→相手のご両親

にご挨拶→相談所訪問→成婚退会  

→両家お顔合わせ→結納→結婚式 

 

お見合いから１・２か月で今後も続けるかを考え、できたら真剣交際のち３

か月以内でプロポーズ・成婚退会へ。いきなりのプロポーズもアリです！ 

長く考える方ほど上手くいきません。お相手の気持ちも時間がたつと変わり

やすくなります。成婚は勢いです。 

 

 

 

最長は６か月以内で決めます。ただ４か月を過ぎると破談になるケースが多くなりま

す。家族やその他の問題で流れが変わることがありますが、カウンセラーに早めにご

相談ください。 

 

【家族：例】お見合い→交際→交際３か月辺り→相手のご両親にご

挨拶→真剣交際→プロポーズ→相談所訪問→退会  

→両家お顔合わせ→結納→結婚式 

家族の相性を確かめたい方。プロポーズ前にご家族と会っておきたい方向き 

 

*お相手への希望は、優先順位をつけて３個まで叶えば良い方です。 

相談所への報告は２週間に１度してください。 
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交際の標準   
  *交際は原則９０日。その後３か月の延長が認められています。 

  *交際中は２週間に１度担当仲人に連絡をしてください。 

  *交際を断るときは直接相手に言わないで相談所から原則お断りします。 

男女にはつり合いが取れるようにできています。ほんとは同じくら

いの人がいいのですが、貴方は１０点中何点だと思いますか？  

 

★テクニック的には以下のことを気を付けて交際を続けてみてください。 

①ひと目ぼれさせるには視線から。にっこり笑う。 

②相手の反応を見ながら会話をしよう。 

顔・・つまらなそうなら話題を変える 

頭の向き・・飽きてくると頭を動かします。乗っている時は前のめりになるはず。 

手・・手を動かすのは考えている証拠。 

 *飽きて来たら、相手の名前を呼びかけ、個人的な質問をしましょう。 

 

③相手の話のキーワードを拾って話を膨らませよう。 
 

④相手と同じ反応をしよう。同じ程度の言葉で返そう。 

 同じ価値観・信念・感覚・人生観のアピール 

 

⑤相手がどちらか感じよう。べったり愛 or 自立愛 

*自分勝手じゃいけません。相手に合わせた攻め方をしよう 

 

⑥即座にほめよう・頷こう。あだ名で呼び合おう！ 

相手を褒める習慣を作ろう。「ヘアスタイル素敵だね。」「気づいてくれてありがとう。いい美容師さ

んが見つかったのよ。あなたのもいつもかっこいいわ。」「休みはどうでした？」 

「有難う。おぼえていてくれて、とてもたのしかったわ」 
 

★まず 3 回目までは食事から始め、相手の話を深堀しましょう。 

好き嫌いは何か？どんな理想があるか？嫌なことは何か？ 
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交際の標準技   
 

始めのデート3回を大切に会おう 

出会い(3回)→真剣交際(3回)→プロポーズ 
*３か月以上たつとお断りの場合が多いです。早めに両親にご挨拶も 
 

★お見合いから3回のデートは情報収集＆ 

 サプライズ →もてて楽しんでちゃダメです。      
 

*相手がいい人そうで、やってけそうなら真剣交際へ→１人に絞って誠意を伝えましょう。 

 

★メールはすぐ返信（即決即断→できる印象） 
 

★口下手ならプレゼント攻撃 
 

★交際費はケチってはいけないレストラン選びは命がけ 

★理想の条件を書き出し３つだけ叶える 

★努力は必要！豊富な知識とユーモアのセンスで魅了！ 

★結婚後のことを質問・調整しよう。 
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真剣交際迄のモデル   
 

お見合いＯＫ→交際(3回)→真剣交際(3回) 
*相手がいい人そうで、１生やってけそうなら早めに１人に絞って真剣交際へ   

 →告白前に相談所へ連絡してください。相手の相談所と連携して後押しをします。 

*交際３か月以上たつとお断りの場合が多いです。早めに両親にご挨拶も 
 

始めのデート3回を大切に会おう 

★お見合いから3回のデートは情報収集＆サプライズ→本気で結婚 

★メールはすぐ返信（即決即断→できる印象） 

★口下手ならプレゼント攻撃 

★交際費はケチってはいけないレストラン選びは命がけ 

★理想の条件を書き出し３つだけ叶える 

★努力は必要！豊富な知識とユーモアのセンスで魅了！ 

★結婚後のことを質問・調整しよう。 

「あなただけに絞り真剣に交際をしたいです」

男性側から女性に申し込みましょう  

 

＜交際～婚約～成婚退会 禁止事項＞ 契約書からの抜粋 

⑫本人同士結婚の意志を確認しあったにもかかわらず（プロポーズ）、確認した日の次の日までに報告なき場合 ⇒成婚

料の2倍      

⑬ちよのパーティ・サイト・身上書などあらゆる紹介手段においてちよのが紹介した方との成婚時は成婚料がかかりま

す。 

⑭成婚料の未払いで婚約及び入籍、それをしないで同居する場合、肉体関係、金銭の貸し借り、1泊旅行、それと準じる

行為をして発覚した場合 迷惑料として成婚料の２倍。 悪質な時、トラブルによる退会は調査・迷惑料込で、成婚料

の3倍の罰金になります。 

⑮すべての変更は必ず当月10日までの変更分を翌月から適応します。退会も10日締めで当月末日退会になります。 

*退会時注意…退会日とは、電話・口頭での毎月の10日〆受付で、同月末までに成婚退会届の提出と成婚料の払い込みを

終了した時の事。退会日まで月会費がかかります。 
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【お見合い申し込み方法 10】      様 

10 本のキューピットの矢！！ブライダルちよのが提供できるお見合い申し

込み方法です。 会ってほしいと思いを伝える方法は全部で 10 種類あります。 

「結婚する」まず本気でそう思いましょう。次に行動基準。価値観を変えましょう！ 

 

  あなたのプラン内容は？  
セレ

クト 

基本 

①自分でお申し込み  
月 10人ほど申し込んでください。毎月すれば確実にお会いできます。 

 

 

● ● 

②相手からの申し受け  

多い方は月 10 人ほどのお申し込みがあります。 

 

 

 

 

● ● 

③身上書交換★ 

費用が掛かりますが、仲人が交換会で貴方にあったお相手を直接見

つけてきます。家柄のいい方を探すのに向いてます。5つの連盟とフ

リーの方との出会いがあります。 

 

 

  

④お相手紹介 

ちよのがあなたに合ったお相手を紹介します。 

 

 

 

 
● 

⑤仲人お任せ申し込み 
ちよのがあなたに合ったお相手に直接お見合いのお申し込みをしま

す。決まったお見合いは断れません。 

 

 
● 

⑥正式パーティ 
3 か月に 1回ほど出ましょう。 

 

 

  

⑦ちよのパーティ 
気分転換に・・ 

 

 

  

⑧他パーティ 
 

 

 

  

⑨個人面談で申込★ 
一緒に条件を相談しながらお申し込みをします 

 

 

 
▲ 

⑩国際結婚★ 
一般に総額 150 万円程かかります。 

 

 

  

 その他フォローは 
 グループ相談会・お見合い前面談 

日曜日 16 時～会員が集まりご相談事・出来事を話し合

います。婚活の情報交換をしてみんなで助け合いましょ

う。この後個人面談もアリ。飲み会もアリ。 

● ● 
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マインドセット  見た目 100％。士業か上場企業以外怪しい。 

 

1.基本が大事      

2.自分が思うことが正しいと思わないこと。成功した人の言うことが大事     

3.何でも人のせいにしない→自分が変わらないといけない 

4.早く結果が出る方法を探す・・でも探し過ぎないこと。一歩が重要 

5.結果が出ている人から学ぶ 

6.一流にならなくても、一流の結果は出せる 

7.怒らない。批判しない。評論しない 

8.嫌われろ。自由とは嫌われることだ。人はやらないことをすると反対される 

9.最初の 1 歩が大事。本当に大事。踏み出せばあとは動く。 

10.やるべきことよりもやらなくていいことが多い。 

11.本当にやることは少ない。だから慎重に丁寧に。 

12.大きな結果がほしかったら、思考も言動も行動も大きく変えること 

13.やると決めたらやれ！有言実行。できたら無言実行 

14.依存するな、自立しろ。 

15.よく会う人に凄く注意しろ。類友。人は会う人に影響を受ける。 

周りの人に気を付ける。→トーンダウンする。 
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男性脳編  男性は顔で選ぶ。好みなら後は我慢できる。 
 

徹底してやり方を教える。何回お見合いしても一緒！ 福岡 

 

 

女性の会話と表情を読む 

 

ライザップでも上手くいかない人はいる。→トレーナーの言うことを聞かない人 

 

 

交際でご飯を食べてすぐ帰る人が多い。→何か月たっても上手くいかない。 

コーヒーでも飲みましょう等次の店につなげる。次回のメリットを。 

 

 

本気なら、1 か月で真剣交際へ（3 回あったら）男性から真剣に付き合って

と告白しよう。 

 

 

女性の話を深堀する。質問をする。女性に話させる。 注＞自分の話に置き

換えない 

できた人はしっかり聞いてくれるが、次はない。男性側は 2 回目までのデー

トは楽しくないほうがいい。 3 回目から自分の話をしてもいい。 

 


