
     プレスリリース 
平成 20 年 12 月 19 日 

 

平成 20 年度結婚相手紹介サービス業認証制度 

認証事業所の発表について。 

 

特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会では、結婚相手紹介サービス業認証制度の

審査作業を本年９月より実施しておりましたが、この度、すべての審査を終了しましたのでお知らせい

たします。 

 

今回の審査により、全国３６都道府県の１７６の事業所を認証いたしました。 

 

なお、次回審査は平成２１年１月を予定しておりますが、詳細につきましては当協会ＨＰにてお知ら

せさせていただきます。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会 
電話：03-5224-3776 FAX：03-5224-3777 
Mail：info@counselors.jp ＨＰ：http://www.counselors.jp 



平成 20 年度結婚相手紹介サービス業認証制度 

認証事業所一覧（都道府県別） 

（会社名 50音順） 

【北海道】 

サンマリエ株式会社   札幌店 

株式会社ツヴァイ    札幌営業所 

旭川営業所 

【岩手県】 

サンマリエ株式会社   盛岡店 

株式会社ツヴァイ    盛岡営業所 

【宮城県】 

サンマリエ株式会社   仙台店 

株式会社ツヴァイ    仙台営業所 

【山形県】 

サンマリエ株式会社   山形店 

株式会社ツヴァイ    山形営業所 

【福島県】 

株式会社ツヴァイ    郡山営業所 

【茨城県】 

サンマリエ株式会社   水戸店 

土浦店 

株式会社ツヴァイ    水戸営業所 

【栃木県】 

サンマリエ株式会社   宇都宮店 

株式会社ツヴァイ    宇都宮営業所 

【群馬県】 

サンマリエ株式会社   群馬店 

株式会社全国仲人連合会 地区本部 高崎中央 

株式会社ツヴァイ    高崎営業所 

【埼玉県】 

サンマリエ株式会社   大宮店 

株式会社全国仲人連合会 蓮田支部 

            地区本部埼玉第二 

            上尾支部 

            所沢南支部 

            飯能山手支部 



【埼玉県（続き）】 

株式会社全国仲人連合会 地区本部埼玉第一 

            所沢センター 

株式会社ツヴァイ    さいたま営業所 

株式会社戸口ブライダルサービス 

株式会社日本ブライダル・コミュニティー 埼玉支社 

【千葉県】 

サンマリエ株式会社   船橋店 

株式会社全国仲人連合会 船橋支部 

            地区本部船橋法典 

            北習志野支部 

            五井支部 

株式会社ツヴァイ    千葉営業所 

柏営業所 

船橋営業所 

【東京都】 

株式会社アヴニール   銀座アヴニール 

            ブライダルフォーチュン 

株式会社コープラス・アソシエ 

サンマリエ株式会社   本社 

            東京店 

立川店 

            上野店 

              町田店 

株式会社セレナーデ   セレナーデ目白 

株式会社全国仲人連合会 総本部 

            地区本部桜上水 

            大田区支部 

            地区本部高田馬場 

            品川中延支部 

            こまえセンター 

            足立扇支部 

            白山センター 

            地区本部新中野 

            世田谷新町支部 

              昭島つつじが丘センター 

株式会社ツヴァイ    東京本社 

            ZWEI 新宿 



【東京都（続き）】 

株式会社ツヴァイ    ツヴァイ渋谷プラザ 

ZWEI 池袋 

立川営業所 

町田営業所 

株式会社日本ブライダル・コミュニティー 東京本社 

                   銀座サロン 

ブライダルサロン高輪 

株式会社結婚しましょ （ブライダルサロン自由が丘） 

株式会社ブライダルネット ブライダルネット VIP 会員コース 

株式会社フロムワンズ   フロムワングループ東京 

ライトウェーブ 

株式会社ランスクリエイト ブライダルステーション銀座 

【神奈川県】 

サンマリエ株式会社   横浜店 

川崎店 

株式会社全国仲人連合会 地区本部ブライダル横浜 

            地区本部平塚中央 

            西鎌倉支部 

            地区本部 二俣川 

            伊勢佐木町支部 

            新川崎支部 

株式会社ツヴァイ    ZWEI 横浜 

藤沢営業所 

株式会社日本ブライダル・コミュニティー 横浜支社 

有限会社ブライダルピース ブライダルピース大和 

【新潟県】 

株式会社アクセスネットワーク 

サンマリエ株式会社   新潟店 

株式会社ツヴァイ    新潟営業所 

【富山県】 

サンマリエ株式会社   富山店 

株式会社ツヴァイ    富山営業所 

【石川県】 

サンマリエ株式会社   金沢店 

株式会社ツヴァイ    金沢営業所 

【山梨県】 

株式会社ツヴァイ    甲府営業所 



【長野県】 

サンマリエ株式会社   長野店 

株式会社ツヴァイ    松本営業所 

長野営業所 

【岐阜県】 

株式会社ツヴァイ    岐阜営業所 

【静岡県】          

サンマリエ株式会社   静岡店 

株式会社全国仲人連合会 静岡地区本部（浜松市） 

            静岡地区本部（藤枝市） 

株式会社ツヴァイ    静岡営業所 

浜松営業所 

【愛知県】 

サンマリエ株式会社   名古屋店 

岡崎店 

株式会社全国仲人連合会 愛知地区 第一本部 

株式会社ダイナックス  Abec（アベック） 

株式会社ツヴァイ    名古屋支社 

岡崎営業所 

【三重県】 

サンマリエ株式会社   三重店 

株式会社全国仲人連合会 三重地区本部 

            松阪支部 

            松阪良縁センター 

            鈴鹿良縁センター 

            鈴鹿中央支部 

            名張梅が丘支部 

株式会社ツヴァイ    四日市営業所 

【滋賀県】 

サンマリエ株式会社   滋賀店 

株式会社ツヴァイ    草津営業所 

【京都府】 

サンマリエ株式会社   京都店 

株式会社ツヴァイ    京都営業所 



【大阪府】 

株式会社アットウィル マリッジクラブＬｉｖｅ－ｉｎ 

株式会社ヴィーノ ヴィーノ 

有限会社関西ブライダル 

サンマリエ株式会社   大阪店 

堺店 

株式会社ジェイエムアイ 本社 

株式会社全国仲人連合会 関西本部 

            淀屋橋支部 

            中央情報センター- 

            枚方市駅前支部 

            茨木春日丘支部 

            大阪第二本部 

            大阪狭山支部 

            ブライダル河内長野 

            淀川支部 

株式会社ツヴァイ    大阪支社 

            難波営業所 

株式会社トータルマリアージュサポート フィオーレ 

株式会社マリッジサポート  

有限会社リアン 結婚相談所リアン 

【兵庫県】 

芦屋ウェディング 

サンマリエ株式会社   神戸店 

姫路店 

株式会社全国仲人連合会 兵庫県本部 

            須磨支部 

            マイブライダル 

株式会社ツヴァイ    神戸営業所 

姫路営業所 

東洋ブライダル 

【奈良県】 

株式会社全国仲人連合会 奈良県本部 

            王寺支部 

            奈良五位堂駅支部 

株式会社ツヴァイ    奈良営業所 

【和歌山県】 

株式会社ツヴァイ    和歌山営業所 

【岡山県】 

サンマリエ株式会社   岡山店 

株式会社ツヴァイ    岡山営業所 



【広島県】 

サンマリエ株式会社   広島店 

株式会社全国仲人連合会 中国本部 

株式会社ツヴァイ    広島営業所 

株式会社リーブ     広島情報センター 

【香川県】 

サンマリエ株式会社   高松店 

株式会社ツヴァイ    高松営業所 

【愛媛県】 

サンマリエ株式会社   松山店 

株式会社ツヴァイ    松山営業所 

【福岡県】 

サンマリエ株式会社   福岡店 

            北九州店 

株式会社全国仲人連合会 山口県本部 

            九州本部 

株式会社ツヴァイ    福岡営業所 

北九州営業所 

【長崎県】 

株式会社ツヴァイ    長崎営業所 

【熊本県】 

サンマリエ株式会社   熊本店 

株式会社ツヴァイ    熊本営業所 

【大分県】 

サンマリエ株式会社   大分店 

株式会社全国仲人連合会 大分支部 

株式会社ツヴァイ    大分営業所 

【鹿児島県】 

サンマリエ株式会社   鹿児島店 

株式会社ツヴァイ    鹿児島営業所 

 
以 上 

（３６都道府県／８３社／１７６事業所） 

 


