結婚情報サービスプランの
結婚情報サービスプランのご案内【女性】
ご案内【女性】

ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスプラン【プラン比較表】
ホワイトプラン
ホワイトプラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会金＆年会費（初期費用）

10,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

無料

イベント割引

1,000 円

相談料

30 分：3,000 円（税込）

※東海婚活応縁ねっと検索システム登録
縁結びプラン
縁結びプラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会金

20,000 円（税別）

年会費

40,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

イベント割引

2,000 円

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと検索システム登録
一期一会プラン
一期一会プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

10,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

170,000 円（税込）

お見合い料

4,000 円（税別）

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録

良縁成就
良縁成就プラン
成就プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

15,000 円（税別）

合計初期費用

65,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

230,000 円（税込）

お見合い料

月 4 回分含む

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録
満願成就プラン
満願成就プラン【
ラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

20,000 円（税別）

合計初期費用

70,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

290,000 円（税込）

お見合い料

無料

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録

開業以来の御成婚者：88 組（2017 年：18 組・2018 年：11 組）
※一期一会・良縁成就・大願成就プランは、入会時に入会登録費と
月会費 12 カ月分一括支払いの場合は、消費税相当額の割引
消費税相当額の割引特典あり
消費税相当額の割引

※東海婚活応縁ねっと 会員数：約
会員数：約 185 名
※IBJ（日本結婚相談所連盟）
（日本結婚相談所連盟） 会員数：約
会員数：約 59,000 名

【プラン詳細】
プラン詳細】


入会金：入会時に掛かる登録費用等



年会費：システム利用料等会員の権利を維持する為の費用



お見合い料：お見合い成立時に掛かる費用



成婚料：交際後半年・婚約・入籍時に掛かる費用



紹介方法：ネット検索システム



紹介人数：制限無し



婚活相談等：一期一会プラン以上は無料



婚活イベント：（2017 年：180 回：3,500 名動員）

【婚活相談具体例】


お見合い時のアドバイス



デートプランの相談



イベント参加時のフォロー



仕事の悩みや対人関係の悩み事相談有り



他社のイベント等で知り合った女性との交際アドバイス

※出会いから
※出会いから交際
から交際、
交際、結婚に到達するまでを総合的に
結婚に到達するまでを総合的にサポート
総合的にサポート

必要書類
□住民票
□戸籍謄本又は独身証明書
□所得証明（源泉徴収票・公的所得証明・給料明細等）
□写真（デジタル画像）※当会にて撮影可能
□運転免許証等本人が確認できる公的な証明書
□卒業証明書（短大・大学卒業以上の方）
□初期費用（年会費・活動費等）

※振込先

静岡銀行

袋井西支店

円

普通

0372192 ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスライフパートナーズ
ライフパートナーズ株式会社
〒437-0065

袋井市堀越 2-17-1

TEL：0538-31-8858

090-6578-8750

結婚情報サービスプランの
結婚情報サービスプランのご案内【女性】
ご案内【女性】

ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスプラン【プラン比較表】
ホワイトプラン
ホワイトプラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会金＆年会費（初期費用）

10,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

無料

イベント割引

1,000 円

相談料

30 分：3,000 円（税込）

※東海婚活応縁ねっと検索システム登録
縁結びプラン
縁結びプラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会金

20,000 円（税別）

年会費

40,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

イベント割引

2,000 円

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと検索システム登録
一期一会プラン
一期一会プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

10,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

170,000 円（税込）

お見合い料

4,000 円（税別）

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録

良縁成就
良縁成就プラン
成就プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

15,000 円（税別）

合計初期費用

65,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

230,000 円（税込）

お見合い料

月 4 回分含む

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録
満願成就プラン
満願成就プラン【
ラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

20,000 円（税別）

合計初期費用

70,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

290,000 円（税込）

お見合い料

無料

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録

開業以来の御成婚者：88 組（2017 年：18 組・2018 年：11 組）
※一期一会・良縁成就・大願成就プランは、入会時に入会登録費と
月会費 12 カ月分一括支払いの場合は、消費税相当額の割引
消費税相当額の割引特典あり
消費税相当額の割引

※東海婚活応縁ねっと 会員数：約
会員数：約 185 名
※IBJ（日本結婚相談所連盟）
（日本結婚相談所連盟） 会員数：約
会員数：約 59,000 名

【プラン詳細】
プラン詳細】


入会金：入会時に掛かる登録費用等



年会費：システム利用料等会員の権利を維持する為の費用



お見合い料：お見合い成立時に掛かる費用



成婚料：交際後半年・婚約・入籍時に掛かる費用



紹介方法：ネット検索システム



紹介人数：制限無し



婚活相談等：一期一会プラン以上は無料



婚活イベント：（2017 年：180 回：3,500 名動員）

【婚活相談具体例】


お見合い時のアドバイス



デートプランの相談



イベント参加時のフォロー



仕事の悩みや対人関係の悩み事相談有り



他社のイベント等で知り合った女性との交際アドバイス

※出会いから
※出会いから交際
から交際、
交際、結婚に到達するまでを総合的に
結婚に到達するまでを総合的にサポート
総合的にサポート

必要書類
□住民票
□戸籍謄本又は独身証明書
□所得証明（源泉徴収票・公的所得証明・給料明細等）
□写真（デジタル画像）※当会にて撮影可能
□運転免許証等本人が確認できる公的な証明書
□卒業証明書（短大・大学卒業以上の方）
□初期費用（年会費・活動費等）

※振込先

静岡銀行

袋井西支店

円

普通

0372192 ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスライフパートナーズ
ライフパートナーズ株式会社
〒437-0065

袋井市堀越 2-17-1

TEL：0538-31-8858

090-6578-8750

結婚情報サービスプランの
結婚情報サービスプランのご案内【女性】
ご案内【女性】

ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスプラン【プラン比較表】
ホワイトプラン
ホワイトプラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会金＆年会費（初期費用）

10,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

無料

イベント割引

1,000 円

相談料

30 分：3,000 円（税込）

※東海婚活応縁ねっと検索システム登録
縁結びプラン
縁結びプラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会金

20,000 円（税別）

年会費

40,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

イベント割引

2,000 円

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと検索システム登録
一期一会プラン
一期一会プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

10,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

170,000 円（税込）

お見合い料

4,000 円（税別）

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録

良縁成就
良縁成就プラン
成就プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

15,000 円（税別）

合計初期費用

65,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

230,000 円（税込）

お見合い料

月 4 回分含む

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録
満願成就プラン
満願成就プラン【
ラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

20,000 円（税別）

合計初期費用

70,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

290,000 円（税込）

お見合い料

無料

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録

開業以来の御成婚者：88 組（2017 年：18 組・2018 年：11 組）
※一期一会・良縁成就・大願成就プランは、入会時に入会登録費と
月会費 12 カ月分一括支払いの場合は、消費税相当額の割引
消費税相当額の割引特典あり
消費税相当額の割引

※東海婚活応縁ねっと 会員数：約
会員数：約 185 名
※IBJ（日本結婚相談所連盟）
（日本結婚相談所連盟） 会員数：約
会員数：約 59,000 名

【プラン詳細】
プラン詳細】


入会金：入会時に掛かる登録費用等



年会費：システム利用料等会員の権利を維持する為の費用



お見合い料：お見合い成立時に掛かる費用



成婚料：交際後半年・婚約・入籍時に掛かる費用



紹介方法：ネット検索システム



紹介人数：制限無し



婚活相談等：一期一会プラン以上は無料



婚活イベント：（2017 年：180 回：3,500 名動員）

【婚活相談具体例】


お見合い時のアドバイス



デートプランの相談



イベント参加時のフォロー



仕事の悩みや対人関係の悩み事相談有り



他社のイベント等で知り合った女性との交際アドバイス

※出会いから
※出会いから交際
から交際、
交際、結婚に到達するまでを総合的に
結婚に到達するまでを総合的にサポート
総合的にサポート

必要書類
□住民票
□戸籍謄本又は独身証明書
□所得証明（源泉徴収票・公的所得証明・給料明細等）
□写真（デジタル画像）※当会にて撮影可能
□運転免許証等本人が確認できる公的な証明書
□卒業証明書（短大・大学卒業以上の方）
□初期費用（年会費・活動費等）

※振込先

静岡銀行

袋井西支店

円

普通

0372192 ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスライフパートナーズ
ライフパートナーズ株式会社
〒437-0065

袋井市堀越 2-17-1

TEL：0538-31-8858

090-6578-8750

結婚情報サービスプランの
結婚情報サービスプランのご案内【女性】
ご案内【女性】

ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスプラン【プラン比較表】
ホワイトプラン
ホワイトプラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会金＆年会費（初期費用）

10,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

無料

イベント割引

1,000 円
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30 分：3,000 円（税込）
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プラン【20 歳から 70 歳】
入会金

20,000 円（税別）

年会費

40,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

お見合い料金

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

イベント割引

2,000 円

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと検索システム登録
一期一会プラン
一期一会プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

10,000 円（税別）

合計初期費用

60,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

170,000 円（税込）

お見合い料

4,000 円（税別）

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料
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良縁成就
良縁成就プラン
成就プラン【
プラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

15,000 円（税別）

合計初期費用

65,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

230,000 円（税込）

お見合い料

月 4 回分含む

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録
満願成就プラン
満願成就プラン【
ラン【20 歳から 70 歳】
入会登録費

50,000 円（税別）

月会費

20,000 円（税別）

合計初期費用

70,000 円（税別）

入会時一括支払いの場合

290,000 円（税込）

お見合い料

無料

イベント参加費

無料

成婚料金（交際料金）

100,000 円（税別）

相談料

無料

※東海婚活応縁ねっと＆日本結婚相談所連盟（IBJ）検索システム登録

開業以来の御成婚者：88 組（2017 年：18 組・2018 年：11 組）
※一期一会・良縁成就・大願成就プランは、入会時に入会登録費と
月会費 12 カ月分一括支払いの場合は、消費税相当額の割引
消費税相当額の割引特典あり
消費税相当額の割引

※東海婚活応縁ねっと 会員数：約
会員数：約 185 名
※IBJ（日本結婚相談所連盟）
（日本結婚相談所連盟） 会員数：約
会員数：約 59,000 名

【プラン詳細】
プラン詳細】


入会金：入会時に掛かる登録費用等



年会費：システム利用料等会員の権利を維持する為の費用



お見合い料：お見合い成立時に掛かる費用



成婚料：交際後半年・婚約・入籍時に掛かる費用



紹介方法：ネット検索システム



紹介人数：制限無し



婚活相談等：一期一会プラン以上は無料



婚活イベント：（2017 年：180 回：3,500 名動員）

【婚活相談具体例】


お見合い時のアドバイス



デートプランの相談



イベント参加時のフォロー



仕事の悩みや対人関係の悩み事相談有り



他社のイベント等で知り合った女性との交際アドバイス

※出会いから
※出会いから交際
から交際、
交際、結婚に到達するまでを総合的に
結婚に到達するまでを総合的にサポート
総合的にサポート

必要書類
□住民票
□戸籍謄本又は独身証明書
□所得証明（源泉徴収票・公的所得証明・給料明細等）
□写真（デジタル画像）※当会にて撮影可能
□運転免許証等本人が確認できる公的な証明書
□卒業証明書（短大・大学卒業以上の方）
□初期費用（年会費・活動費等）

※振込先

静岡銀行

袋井西支店

円

普通

0372192 ライフパートナーズ株式会社

結婚情報サービスライフパートナーズ
ライフパートナーズ株式会社
〒437-0065

袋井市堀越 2-17-1

TEL：0538-31-8858

090-6578-8750

