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～「マル適マークＣＭＳ」～ 

安心・安全な結婚相手紹介サービスの目印が広がっています 

 
 
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（ＪＬＣＡ）では、昨年末より「結

婚相手紹介サービス業認証制度」の運営をしておりますが、この度、審査委員会を開催し、新た

な認証（「マル適マークＣＭＳ」）を発行いたしましたのでお知らせいたします。 
 
ＪＬＣＡが発行する認証（マル適マークＣＭＳ）は、結婚相手紹介サービス業における唯一の

安心・安全のマークとして消費者の皆様から絶大な支持をいただいております。今回の認証発行

により、「マル適マークＣＭＳ」を取得している結婚相手紹介サービスの事業所は１９７件となり

ます。 
 
当協会では、消費者の皆さんがより安心して結婚相手紹介サービスを利用することができるよ

うに、マル適マークＣＭＳの普及に務めて参ります。 
 
 
 ≪添付資料≫ 
  【別紙１】平成２１年度マル適マークＣＭＳ新規取得事業所一覧 
  【別紙２】マル適マークＣＭＳの概要 
  【別紙３】結婚相手紹介サービス業認証制度（マル適マークＣＭＳ）認証事業所一覧 
 
 
 
 
 
 
 
【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 （担当：原口、植木、永井） 
電話：03-5224-3776 FAX：03-5224-3777 
Mail：info@counselors.jp ＨＰ：http://www.counselors.jp 
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【別紙１】 
平成２１年度マル適マークＣＭＳ新規取得事業所一覧 
 

 
 
【埼玉県】 
 株式会社全国仲人連合会 南埼玉宮代町支部 
 
【東京都】 
株式会社全国仲人連合会 墨田両国 
株式会社全国仲人連合会 豊田支部 
株式会社全国仲人連合会 八王子長房町支部 
株式会社全国仲人連合会 青梅柚木町支部 
株式会社アクセス・ネットワークアンプレッシオ東京 

 
【愛知県】 
株式会社ツヴァイ ZWEI Begin's Salon 
株式会社アリア アモーシェ 
アイ結婚情報サービス本部 

 
【大阪府】 
株式会社全国仲人連合会 大阪北本部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
【東京都】 
株式会社 スタートライン 
株式会社全国仲人連合会 白山センター 
株式会社全国仲人連合会 品川中延支部 
ブライダルオフィス銀座 宝船  
株式会社全国仲人連合会 こまえセンター 
 
【神奈川県】 
株式会社全国仲人連合会 伊勢佐木町支部 

 
【新潟県】 
スプリングガーデン 

 
【滋賀県】 
ブライダルHANA 

 
【大阪府】 
株式会社 テンプル 
株式会社 ピアーチェ 
ハートフルマリアージュ 
プログレイス・ウィズ 
愛円縁 
株式会社全国仲人連合会 阪急塚口駅前支部 

 
【兵庫県】 
 マリッジマネジメントセンター 
ブライダルジョイ・エスポワール西神戸 
ブライダルハウス・ケイコ 
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出典：国民生活センター

結婚相手紹介サービスに関する苦情・相談件数の推移
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出典：経済産業省

結婚情報サービスに対するイメージ
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【別紙２】マル適マークＣＭＳの概要 
 
 結婚相談所に関する苦情・相談件数は、依然として 3,000件前後で高止まりしています。 
 
 空前の婚活ブームの中で、今、最も必要とされているのは、「どの結婚相談所であれば安心して活動できるのか」

ということを、結婚相談所を利用して婚活をしようとしている人々に理解してもらうための仕組みです。 
 

 そのために、ＪＬＣＡでは、審査の専門家や有識者といった第三

者が、ＨＰの表示や契約書類等をチェックするだけでなく、実際に

皆さんの結婚相談所に伺って、サービス内容や個人情報の管理・保

管状況を審査しています。 
 
 このような厳しい審査に合格した結婚相談所のみが、「結婚相

談・結婚情報の信頼の証」であるマル適マーク「ＣＭＳ」を取得す

ることができるのです。 
 
経済産業省だけでなく、９月１日からは「消費者庁」と

いう新しい行政機関が発足し、国を挙げての消費者対策が

本格化します。 
 
 ＪＬＣＡのマル適マーク「ＣＭＳ」はこのような政府の

動きも織り込んで、あくまで、「お客様目線」の審査を実

施することで、ハイレベル・ハイスタンダードを目指して

います。 
 
 ＣＭＳマーク（Ａ）は、経営実態や経営内容、事業継続性、顧客満足度にまで踏み込んだ難易度の高いもので、

消費者の皆さんにより強い安心感を持っていただくことができます。 
 新しいＣＭＳマーク（Ｂ）は、お客様への信頼はそのままで、経済産業省のガイドラインに準拠した運営がなさ

れているかという点を中心に審査をします。 

経済産業省ガイドライン準拠
トップインタビュー

スタッフ面接・ヒアリング
継続調査の実施

事業継続性審査
サービス顧客満足度審査
認知度・周知度

安
心
・
安
全

厳格化

ＣＭＳマーク（Ａ） ＣＭＳマーク（Ｂ）

【ガイドラインの６つのポイント】
①消費者への十分な情報提供
②消費者との適切かつ明確な契約・解約
③確実な本人確認と独身証明
④顧客相談窓口の充実
⑤個人情報の保護
⑥基本的人権の尊重

経済産業省ガイドライン準拠
トップインタビュー

スタッフ面接・ヒアリング
継続調査の実施

事業継続性審査
サービス顧客満足度審査
認知度・周知度

安
心
・
安
全

厳格化

ＣＭＳマーク（Ａ） ＣＭＳマーク（Ｂ）

【ガイドラインの６つのポイント】
①消費者への十分な情報提供
②消費者との適切かつ明確な契約・解約
③確実な本人確認と独身証明
④顧客相談窓口の充実
⑤個人情報の保護
⑥基本的人権の尊重

 

 ＪＬＣＡでは、消費者の皆さんがより安心して結婚相手紹介サービスを利用することができるように、これらの

マル適マークＣＭＳの普及に務めています。 
以 上 
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【別紙３】 

結婚相手紹介サービス業認証制度（マル適マークＣＭＳ） 

認証事業所一覧（都道府県別） 

 

【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 

            地区本部埼玉第一 

            所沢センター 

            南埼玉宮代町支部 
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【埼玉県（続き）】 

  株式会社ツヴァイ    さいたま営業所 

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 

            千葉店 

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 

            足立扇支部 

            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 

              墨田両国 

豊田支部 

八王子長房町支部 

青梅柚木町支部 

白山センター 

品川中延支部  

こまえセンター 
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【東京都（続き）】 

株式会社ツヴァイ    東京本社 

            ZWEI 新宿 

            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ＩＢＪ 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 

株式会社アクセス・ネットワーク アンプレッシオ東京 

株式会社スタートライン 

ブライダルオフィス銀座 宝船 

【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 

            伊勢佐木町支部 

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 

スプリングガーデン 

【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 
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【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 

ZWEI Begin's Salon 

  株式会社アリア アモーシェ 

  アイ結婚情報サービス本部 

【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 

ブライダルＨＡＮＡ 

【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 
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【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 

            大阪北本部 

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 

株式会社テンプル 

株式会社ピアーチェ 

ハートフルマリアージュ 

プログレス・ウィズ 

愛円縁 

【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 

            阪急塚口駅前支部 

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 

マリッジマネジメントセンター 

ブライダルジョイ・エスポワール西神戸 

ブライダルハウス・ケイコ 
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【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 


