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※成婚数：システム外での成婚者を含む、No.1：日本マーケティングリサーチ機構調べ（2020年9月調査、大手結婚相談所・連盟を対象）
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「婚活」という言葉がまだない時代に開始した私たちのサービスの多くは、これま
で世の中に存在しないものばかりだったため、その独自性や新規性が定着するま
でには、幾多の苦労を重ねました。
しかし「ご縁がある皆様を幸せにする」という経営理念のもと、「一組でも多く
のご成婚を育む」という想いを持ち続け、「日本の婚姻組数の1.8%*」という成
婚組数や業績を実現して今に至っております。

事業は社会的ニーズと合致して意味を成し、大きな成長につながります。
2020年は新型コロナウィルス感染症の影響を受けましたが、コロナ禍において、
婚活は”不要不急”ではなく、ライフステージの中で重要なものであると改めて
感じ、日本国内の深刻な課題である少子高齢化・人口減少問題に歯止めをかけ
るという社会的使命を一層強く感じております。

今後、婚活というサービス・事業領域はますます重要度を増し、
大きな責任とモラルが要求されることでしょう。
我々はこの課題に真っ向から取り組み、そして解決するのだと
いうIBJ PRIDE をもって、ご縁がある皆様に感謝し、これから
も切磋琢磨と成長を続けてまいります。

代表取締役社長 石坂 茂

代表からごあいさつ

過去最高 
**

IBJは の

日本の約1.8%約1.8%の成婚を
生み出しました。

* 9,732 組（2020年 IBJ全体の成婚数）÷ 日本の年間婚姻組数537,583組（2020 年厚生労働省 人口動態統計速報値）
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01 婚活業界の課題と需要

これからの日本は未婚化と少子化が深刻に

一方で婚活サービスの需要は増え続けている

婚活サービスの需要が増え、結婚相談所も身近に



これからの日本は
未婚化と少子化が深刻に

未婚化と少子化は今後ますます加速していくと言われています。
婚姻数が減少すると少子化が進み、人口減少に拍車がかかってきています。

婚姻件数・出生数・死亡数

【左図】令和2年(2020年)人口動態統計 【右図】内閣府「人口動態について」より抜粋

（年）60 70 80 90 2000 10 20

将来的な懸念

国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（独身者調査）」（2015年）

死亡数
約1 37万人

出生数
約84万人

約52万組
婚姻件数

2030年
総人口が約1億1,700
万人に。
2065年

総人口が約5,000万
人に。（明治末頃の人
口規模）

総人口が約8,700万
人、約4割が65歳以
上に。
2100年

結婚ができない理由

適当な相手にめぐり合わない 異性とうまく付き合えない
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一方で婚活サービスの需要は
増え続けている

婚姻数が減少する一方、結婚を希望する独身者は8割以上。
また、婚活サービスを利用して結婚した人は年々増加しています。
日本の将来を創るために、今婚活サービスが必要とされています。

婚活サービスを通じて結婚した人の割合

ブライダル総研「婚活実態調査2021」より抜粋

（婚姻年）2000

将来的な懸念

約137万人

2005 2010 2015 2020

16.5%

国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査（独身者調査）」（2015年）

「いずれは結婚するつもり」と答えた人の割合
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婚活サービスの需要が増え、
結婚相談所も身近に

婚活サービスの需要が増え、結婚相談所は身近な存在になってきています。
また結婚相談所自体が増えていくことで

婚活者にとってさらに身近な存在になり、婚活会員は増えていきます。
会員が増え出会いの数が増えれば、日本の婚姻数もさらに増えていくのです。

ちなみにIBJの結婚相談所の数と会員数は…

北海道・東北 120店（会員2,278人）
1,481店（会員35,175人）
428店（会員9,351人）
92店（会員2,081人）
626店（会員18,337人）
144店（会員3,851人）
205店（会員4,474人）九州・沖縄

関東
東海
北陸・甲信越
関西
中国・四国

※2022年1月実績

計 3,101店（会員75,611人）



02 結婚相談所事業の特徴

未経験が9割、「人柄」と「個性」を活かせる仕事

結婚相談所事業だからできる低リスクスタート

ワークスタイルにあわせて起業できる

既存事業とのシナジー



未経験が 9 割、
「人柄」と「個性」を活かせる仕事

実績やスキルよりも、
ご自身の「経験」や「人柄」、「個性」を活かせる仕事です。

入会手続き
・契約手続（※契約書面はIBJが用意） 
・カウンセリング：婚活の目標を決める 

交際サポート
・交際状況の確認とサポート 
・会員様と交際相手の気持ちを確認 

成婚（婚約）
・プロポーズの後押しとアドバイス 
  （※プロポーズの成功＝成婚） 
・成婚後のライフプランの提案

 

・希望に合う方をシステムで探して紹介
 （※会員様自身でも探すことが可能）
・お見合い成立したら日程調整し、お見
  合いを実施

会員様のお相手探し

結婚相談所のお仕事の流れ



結婚相談所事業だからできる
低リスクスタート

様々なフランチャイズビジネスと比較して、
初期投資は少なく、在庫・店舗は不要。
オーナー1人での運営を実現。

だからこそリスク少なくスモールスタートができます。

オーナー1人で運営可能 1日1時間から始められる

店舗不要 ロイヤリティ不要



ワークスタイルにあわせて
起業できる

起業といってもご自身の環境や都合にあわせ、
副業から法人までワークスタイルは幅広くあります。

ご希望のワークスタイルが実現できるかを 
ご状況に合わせてご提案いたします。 

主婦・家族で起業 シニア起業 経験を活かして起業

転職・副業で起業 法人で新規事業 女性・主婦で起業



既存事業とのシナジー

「結婚」という人生の一大イベント。
周辺領域のビジネスや経験と組み合わせることで、
更なる顧客満足と収益アップを実現します。

結婚相談所サービスの流れ 相性のよい事業（一例）

入会

お見合い

交際

成婚

美容業：お見合い・デート・プロポーズで
美容室やサロンの利用ニーズは大きい。 

飲食業：会員様のデート利用などのニーズ。 
空き時間にイベント等の開催も可能。

人材業：人材⇔企業のマッチングノウハウ
が活かせる。

ファッション・アパレル：お見合い・デー
ト時の服装の提案が可能。

ギフト・ジュエリー：プレゼント需要、プ
ロポーズの指輪などのニーズ。 

 ブライダル業：成婚後のブライダルイベン
ト全般のニーズ。

 保険業：将来設計に合った保険の提案が可能。

 不動産業：結婚後の住まいの提案が可能。    



03 結婚相談所の収益性について

利益は大きく、リスクは最小限に

結婚相談所の起業ハードルは低い？



利益は大きく、
リスクは最小限に

ビジネスモデルは、月会費（ストック型）＋成婚料（成功報酬）の
2本立ての収支安定型。

また、ランニングコストが安価でロイヤリティ不要のため、
高い利益率を維持できます。

会員数50名の相談所の粗利率（例）

月の売上イメージ（税抜）
初期費用
（入会金、活動サ
ポート費etc...）

月会費
お見合い料
成婚料

50万円 (会員50名)

25万円 (お見合い50回)

20万円 (会員1名)

合計 115万円 [月]

月の費用イメージ（税抜）

IBJネットワーク
月会費

1.88万円
(スタッフ1名)

合計 4.78万円 [月]

新規データ
登録料

会員活動費 2.5万円
(会員50名)

0.4万円
(会員2名)

売上115万円 [月] 費用4.78万円 [月]ー

＝ 110.22万円 [月] 96％
粗利率

20万円 (会員2名)



結婚相談所の
起業ハードルは低い？

一般的に人気のあるフランチャイズ本部と比較しても、
開業に係るコスト、人手、時間の観点でリスクが非常に低いことがわかります。
結婚相談所は小コストでスタートができ、余計なコストがかからないため、
倒産・廃業のリスクは極めて低く、3年継続率も98％*と高水準です。

初期費用

ロイヤリティ

土地建物

スタッフ

時間

コンビニA社 飲食店B社 学習塾C社

160万円～のみ
自己資金0円でも
開業可能*

不要

自由設定

300万円～

必要
（工事費等が必要）

24時間営業

850万円～

必要
（工事費等が必要）

必要
（工事費等が必要）

7:00-23:00 14:00-21:00

760万円～

なし
固定費約2万円～

売上総利益の
約40%

なし
固定費約10万円～ 売上の10%

オーナー1人
開業可能 店舗専従者2名 必要 必要

日本結婚
相談所連盟

※98%：2018 年 ~2020年の新規開業社数のうち退会社数の割合で算出（1,813社中、退会社 36 社）
※自己資金 0 円でも開業可能 : 提携の信販会社を利用した割賦支払いが可能です



04 日本結婚相談所連盟について

IBJが結婚相談所事業を支える3つの強み

業界No.1の会員基盤をIBJがご提供

会員様に使いやすく、自社開発の婚活システム

IBJ のノウハウが詰まった研修を月25件以上開催

他には無い、本部と加盟店同士の三者共同事業

会員様の成婚のため、加盟店同士が連携する

結婚相談所の連盟を比較

ご契約～開業までのイメージ

加盟金と費用



IBJが結婚相談所事業を支える
3つの強み

結婚相談所の事業で最も重要なことは、会員様の成婚を創り出すこと。
加盟店が成婚を出すために加盟店様への必要な

プラットフォームを提供しています。

会員基盤01

会員数も成婚数*も業界No.1*。会員数と成
婚数は「結婚できる可能性」に直結します。 

システム（アプリ有）02

会員専用・加盟店専用の管理システム
をIBJで自社開発しています。 

研修・サポート03

月間25本以上の研修、50種類以上の動画eラ
ーニングで 経営成功のコツが学べます。 

※成婚数：システム外での成婚者を含む、No.1：日本マーケティングリサーチ機構調べ（2020年 9月調査、大手結婚相談所・連盟を対象）



業界No.1の会員基盤*を
IBJがご提供

コロナ禍でも会員登録数は順調に推移し、過去最高の7万名を突破。
社会情勢によらず「結婚したい」というニーズは無くなりません。

そして、質の良い会員様がアクティブに活動することで
会員様のご成婚が生まれ、収益となっていきます。

※業界No.1の会員基盤 : 会員数と成婚数が大手結婚相談所と連盟組織において No.1 であることを示す
※No.1：日本マーケティングリサーチ機構調べ（2020 年 9 月調査、大手結婚相談所・連盟を対象）

※成婚者数：システム外での成婚者を含む

会員数（2022年1月）     75,611名

お見合い成立件数（2022年1月）     48,456件

成婚数*（2021年）    14,671件

No.1*

No.1*



会員様に使いやすく、
自社開発の婚活システム

会員様が理想のお相手と出会い、成婚するための重要要素に
お使いいただくシステムがあります。

IBJは自社エンジニアが、日々直営店、そして加盟店様からいただく
お声をもとに成婚創出のため、独自システムを開発し、提供しています。

お見合い取り次ぎ
お相手紹介
交際管理

お相手検索
お見合い申し込み
フォト機能

会員様専用システム 加盟店様専用システム

業界初*
会員向け
アプリ

主要の機能 主要の機能

※2017年8月時点

最新AI
システム
搭載アプリ



I BJのノウハウが詰まった研修を
月25件以上開催

結婚相談所事業は9割以上の方が未経験からスタートします。
だからこそ、加盟店様のスタートアップ、そして事業発展のために、

IBJ 社長自らも講師となり研修を行っています。

主要な研修を3つご紹介！

さらに50種類以上の動画eラーニングをご用意！
PCがあればいつでも受講できる環境が整っています。

一定の成功を収めている先輩開業者から、成功の秘訣や
開業当初の失敗事例等の「活きたノウハウ」を学ぶ研修。

先輩仲人研修

最初の入会者を獲得するためのコツを 手取り足取り学べ
る、「はじめの一歩」に最適な研修。

口コミ集客研修

IBJ 直営店の経験に基づく「集客 /入会営業 /初回面談
/交際管理」のノウハウを学ぶ研修。

メソッドスクール



他には無い、
本部と加盟店同士の三者共同事業

会員様のお相手は他社の加盟店の会員様です。
本部は加盟店同士をつなげ、対等なパートナーとしてバックアップします。

三者が共同作業を行い、会員様の成婚を創り出します。

本部

経営の
バックアップ

ガイドライン

会員基盤 システム ノウハウ

ルール

お互いの会員様を
繋げる加盟店A

本部

加盟店B

経営の
バックアップ

成婚



会員様の成婚のため、
加盟店同士が連携する

加盟相談所はライバルではなく連携していく仲間です。
会員様のために手を取り合い、

連携して出会いの機会、交際、そして成婚を創り出していきます。
IBJには、仲間同士で学びあい成長しあう仲人の部活動があります。

50クラブ以上
全国に

オンラインで活動しているクラブもあるため、
自宅で参加することも可能です！



結婚相談所の連盟を比較

結婚相談所の開業にあたり、加盟される連盟組織の選択は非常に重要です。
ポイントは「お客様に選ばれる魅力」が打ち出せるかどうか。

「会員数」「お見合い数」「成婚数」等の指標は、その点でとても大切になります。

加盟金

会員数

お見合い数

成婚数

新規入会者数

A社 B社

160万円～

約46,000名/月

約3,800名/月

75万円～

非公開

77～165万円

非公開

約75,000名 約42,000名 約13,000名

約12,000名/年* 約2,500件/月 非公開

日本結婚
相談所連盟*

※日本結婚相談所連盟の各種数値：2021年12月実績
※日本結婚相談所連盟の成婚数：システム外での成婚者も含む（2020年実績）
※自己資金 0 円でも開業可能 : 提携の信販会社を利用した割賦支払いが可能です

※業界No.1：日本マーケティングリサーチ機構調べ（2020年9月調査、大手結婚相談所・連盟を対象）
※98%：2018 年 ~2020 年の新規開業社数のうち退会社数の割合で算出（1,813 社中、退会社 36 社）

事業継続率

上場

98%* 93% 非公開

東証一部上場 非上場 非上場

業界No.1*

約4,000件/月 非公開

業界No.1*

自己資金0円でも
開業可能*



ご契約～開業までのイメージ

ご契約～開業まで、平均的に1～3か月の期間がかかると 言われています。
事業を始めるタイミングから逆算して準備いただく事をお勧めします。 

ご契約までの流れ

お問合せ

説明会・セミナー参加

加盟審査

01

02

03

ご契約書の授受04

加盟金の入金05

お手続き完了06

開業に向かうイメージ

ベーシック講座

屋号決定

名刺・HP等の作成

01

02

03

集客・広報活動04

入会営業
カウンセリング05

結婚相談所の開業06

最
短
１
週
間
〜
１
ヶ
月
以
内
に
手
続
き
完
了

各
ス
テ
ッ
プ
の
研
修
・
サ
ポ
ー
ト
も
充
実



加盟金と費用

ロイヤリティ不要、月額固定費を低く抑えての運営が可能です。 
加盟金は契約主体によって3パターン用意しています。 

加盟金

IBJ
ネットワーク
月会費*

新規会員
登録料

会員月会費

小規模法人
（従業員数30名未満）

法人
（従業員数30名以上）個人事業主

5百円 /名・月

2千円 /月

160万円 190万円 320万円

1.88万円～/月

※すべて税抜
※IBJネットワーク月会費 : スタッフ1名の場合

5百円 /名・月

2千円 /月

1.88万円～/月

5百円 /名・月

2千円 /月

1.88万円～/月



05 セミナー・個別説明会情報

セミナー・個別説明会



セミナー・個別説明会

セミナー

個別説明会

IBJの開業コンサルタントが事業の概要をご説明。 「なに
もかもわからない」という段階でのご参加も歓迎です。 

先輩開業者が登壇するセミナー。 事業開始から成功に至
るまでの運営のコツが学べます。

合同セミナー

先輩開業セミナー

ご状況や環境などに合った運営方法を1対1でご提案。「じ
っくり話を聞いて検討したい」という方におすすめです。

セミナーのスケジュールはこちら

※所要時間は約2時間

お申し込みはこちら

https://go.ibjapan.com/l/781753/2021-09-30/9tgz7
https://go.ibjapan.com/l/781753/2021-09-30/9tgz9


会社概要

会社名

代表者

設立

従業員数

資本金

売上高

拠点

株式会社 IBJ（株式会社アイビージェー／ IBJ.Inc.）

代表取締役社長 石坂茂／代表取締役副社長 中本哲宏

2006年2月（創業2000年5月）

連結1,074 名（2021年12月）

699,585,000円（2021年1月）

130億72百万円（2020年12月期）

東京本社、東海支社、関西支社、ほか73店舗（2021年3月）

株式会社 IBJ は、東京証券取引所市場第一部に上場
しております。(証券コード：6071)

大切な個人情報を保護することを目的にプライバシ
ーマークを取得しています。




