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ツヴァイの沿革 
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当時18歳から34歳の結婚適齢期の男女に人数のアンバランスが生じ、また晩婚化現象

も進行していた。 

さらに女性の社会進出と結婚観の変化、適齢者未婚率の増加、伝統的な仲人機能の

減少等さまざまな要因から最適配偶者同士の出会いは年々難しくなっていた。 

ツヴァイはこのような社会の変化に対応する形で発足し、ジャスコグループが展開するサービ

ス事業の一環に位置付けられた。 

1984年11月6日 ジャスコ（現イオン）100％出資で創立した結婚相談所です 

「ジャスコ30年史」より 



ツヴァイのミッション 
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お客様をご成婚に導く 

創立以来、ツヴァイは数多くの会員の皆さまに結婚へ繋がる出会いの場を提供してまいりました。 

皆さまの真剣な思いをお預かりする企業として、与えられた責任を強く感じています。 

未婚化・晩婚化、少子高齢化、単身世帯の増加などにより多くの課題を生む現代社会に、 

私たちは「家族の絆」「家族のしあわせ」の大切さを感じざるを得ません。 

あらためて「家族の幸せが原点」を私たちこそが問いつづけなければならないと思います。 

ツヴァイは常に「人が幸せになるために」なくてはならない企業でありたいと考えています。 

 

ツヴァイは結婚のための出会いを単なる経済的条件や社会的条件中心の判断ではいけないと考えています。 

一人ひとりの価値観の中にある興味、好み、あるいは人生の目的、生き方のスタイル等を「互いに認め」、 

「互いに尊敬しあえる」そんなパートナーとの出会の機会を創出しています。 

出会いの大切さについて、私たちは「人生の目的とは、パートナーを見つけることかもしれない」と言えるくらい 

重要なことではないかと考えています。 

 

zweiコーポレートサイト 社長メッセージより抜粋 



ツヴァイが提供するサービス 
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■ツヴァイは結婚相手紹介サービス 

ご提供しているサービスを大きく分けると3つ 

条件マッチング 条件マッチング 

価値観マッチング 価値観マッチング 

その他 その他 

＋ 
人的サポート 人的サポート 



相性適合性診断による条件マッチング 
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・お互いの条件に合う相手に同時に紹介書をお届け 

・自分のデータが誰に送られているのかわかるので安心して活動できる  

・お互いの条件に合う相手に同時に紹介書をお届け 

・自分のデータが誰に送られているのかわかるので安心して活動できる  

ご希望条件や相性・適合性診断から、ぴったりのお相手のデータ（ご紹介書）を毎月お届け 

1 2 

3 4 
二人で実際にお会いいただく 



価値観マッチング 
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お互いの価値観や人柄を映し出すシステムを活用して、お相手を探す 

A：人生における自分磨き  B:大切にしている暮らし方 
C：家族や仲間とのつながり D:人生で大切にしたいこと 

・「お互いの価値観を知って、納得できる出会いや結婚を実現してほしい」 

 という願いのもと、個人のライフスタイルやパーソナリティ、価値観を診断 

 できる自動診断システムを開発。 

・異性の診断結果と照らし合わせ、気になった方へ紹介書の交換を申請。 

 お相手に承諾をもらうとPC上でお互いのプロフィールが開示される。 

・「お互いの価値観を知って、納得できる出会いや結婚を実現してほしい」 

 という願いのもと、個人のライフスタイルやパーソナリティ、価値観を診断 

 できる自動診断システムを開発。 

・異性の診断結果と照らし合わせ、気になった方へ紹介書の交換を申請。 

 お相手に承諾をもらうとPC上でお互いのプロフィールが開示される。 

青線が男性 
赤線が女性 
チャートの重なり部分が 
お互いの一致している 
価値観の項目 



その他の出会い1 
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写真はイメージです 

■ペアメイキング ■PRボード 

マリッジコンサルタントがお客さまの相談にのり、お見合いの場をセッティン
グいたします。 

ツヴァイの各店舗に設置している「ＰＲボード」は出会
いのための掲示板。 

■マイページ（WEB・スマホ） 

会員様交流ページ（出会いの広場）での出会いもあります 



その他の出会い2 
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写真はイメージです 

＜その他：パーティ例＞ 

《体 験 型》 バーベキュー、散策パーティ、スポーツ観戦パーティ、シミュレーションゴルフ 

《非 日 常》 コンサート、ラグジュアリーホテル、カクテルセミナー 

＜その他：会員さまのスキルアップをサポートセミナー例＞ 
《学     ぶ 》 マナー講座、コミュニケーション、会話術、不動産、心理学 

《美しくなる》 メイク、ファッション、ウォーキング 

2015年度実績 開催回数
■開催回数 1,695回  
■参加者数 24,539名
（ｾﾐﾅｰ含む） 

ソムリエに教わる 
ワインセミナー 

美人オーラを引き出
す骨筋メイク塾 

ボーリングパーティ 江戸切子制作体験パーティ クルージングパーティ 

■パーティ・イベント 

■セミナー 



会員様プロフィール 

9 

2015年2月20日 



会員様プロフィール 
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平均婚活期間は4ヶ月 
（成婚退会者様の活動期間） 



店舗情報 
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北海道 
・札幌 
・旭川 

東北 
・仙台 ・盛岡 
・山形 ・福島 

中部 
・名古屋   
・岐阜  他4店舗 

北陸・甲信越 
・長野 ・松本  
・新潟 
他3店舗 近畿 

・大阪 
・難波  
・京都 
他5店舗 

中国・四国 
・岡山 ・広島  
・高松 ・松山   

九州 
・福岡 ・北九州  
・熊本 ・大分 

・長崎 ・鹿児島   

関東 
・日比谷 ・赤坂見附  
・池袋   ・八重洲 
 他1６店舗 

沖縄 
・那覇 

全国５６の店舗展開 

・ツヴァイご入会後は全店舗利用可能 
・イオングループとのシナジーを図り、 
 イオンモール内にも5店舗出店 
（旭川、幕張新都心、さいたま、岡山、和歌山） 



法人会員制度 
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企業・団体・組合等の社員・職員･組合員ご本人さま及びご家族の皆さまに「ツヴァイの結婚相手紹介サービス」を割安な

法人会員価格でご入会・ご活動いただいています。 

ご参加企業 606社   対象法人団体数 20,000社以上 
                               ※グループ会社包括契約・福利厚生代行サービス導入会社数含む 



地方自治体の結婚支援事業サポート 
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政府が定める「少子化社会対策大綱」を見据え、以下の二項目をミッションとして掲げております 

 

１．個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会をつくること 

２．「結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない取り組み」と 

   「地域・企業など社会全体の取組」を両輪として、きめ細かく対応すること 

自治体様との取組み 自治体様との取組み 

①特別団体契約 

各市区町村が、当社に入会を希望される住民の入会時にかかる費用を

助成し、住民の婚活をサポート。人口の減少に歯止めをかけ、定住人口

の増加を図り、活力あるまちづくりを進める自治体と結婚支援を通じて人

口減少対策、地域活性化に取り組み 

 

 

②自治体イベント受託 

ツヴァイのノウハウをいかし、地方の観光スポットを利用したイベントや、 

セミナー＆婚活パーティを多数開催 

自治体
様 

ツヴァイ 契約 



地方自治体の結婚支援事業サポート 
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④ローカル価値創造プログラム 

地域のヒト・モノ・コトのリブランディングや、地域の魅力を発信するコミュニケー

ションをサポート。自治体、NPO、企業、大学、メディアなど、さまざまな地元

ステークホルダーと連携し、地域ごとの特色を可視化します。  

自治体様との取組み 自治体様との取組み 

③移住促進プログラム 

女性を中心とする都市圏在住の若者に、地域との「出会い」「学び」「体験」を

提供するプログラム。地域在住男性と出会う体験型ツアーを実施 

AKITA婚ツアー例） 

興味喚起 
首都圏在住の独身女性
に向けて都内で秋田を
PRするイベント開催 

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞﾝｾﾐﾅｰ 
都内で実施。地方移住
者のお話や人生の豊か
さの見つけ方など 

交流 
秋田県在住の男性
と首都圏を中心とし
た県外在住女性の

婚活ツアー 

市長が参加され、参加者たち
に秋田の魅力をセールス 

移住に関する意識を高めた上
で体験型ツアーを実施 

地元でワークショップ 

観光や移住・定住促進大使の育成とPR 

地域の魅力を再編集 

秋田県外女性40名×秋田男性56名が参加 ２１組のカップルが誕生 

自社サイトや会員様、SNS等で集客 



地方自治体の結婚支援事業サポート 
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⑤ライフデザイン講座 

20代～30代中心の若者を対象に、自分らしい人生を実現させるために「未来」を描く手助けをする講座を開催 

自治体様との取組み 自治体様との取組み 

2014年度の実績として、「埼玉県ライフデザイン支援講座」の実施 

1日目 
 
結婚・未来デザイン講座 
結婚や家庭を持つことの意味、
理想の未来の描き方 

2日目 
 
結婚力アップ講座 
男女別の結婚に必要なスキル
アップ、男女混合のワークショップ 

3日目 
 
妊娠・出産と子育て基礎講座 
妊娠・出産の正しい知識、仕事と子
育ての両立、男性の育児参加 

「婚活」を単なる「お相手探し」の機会ではなく「結婚」の先にある「新

生活」や「妊娠・出産」、そして「子育て」といった人生の大切なライフ

イベントを将来のパートナーや仲間と共に考える機会ととらえ支援す

ることで、豊かな人生・しあわせな人生につなげていきます 



プロモーション事例 
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■TVCM 

2014年に結婚相談所業界初のTVCMを開始 
認知度をあげるために実施 



プロモーション事例 
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■交通広告 

認知度をあげ、zweiのサイトへの誘引を図る 



プロモーション事例 
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■ディスプレイ広告 バナー 

結婚や婚活に対する興味が顕在化した方に訴求 



プロモーション事例 
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■キャンペーン例 

既にzweiを認知し、興味がある方に対してシーズナリティのある入会施策や、 
入会のハードルを下げるようなキャンペーンを実施 



プロモーション事例 
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■ご紹介キャンペーン 

会員様・元会員様からご友人や知人をご紹介 



プロモーション事例 
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■親御様向け 

独身のご子息・お嬢様をお持ちの親御様向けの説明会を実施 



国内の動向① 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（2013年1月推計）」、「人口統計資料集（2013年版）」 

未婚率は年々上がっており、2035年には男性3.5人に1人、女性5人に1人が独身 



国内の動向② 
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■未婚率の上昇とともに晩婚化傾向にあるが、独身者の約8割は将来結婚する意向がある 

出典:平成26年度「結婚・家族形成に関する意識調査」報告書 



国内の動向③ 
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■結婚したいと思っている人はたくさんいる 

全国20～30代の未婚者数 

男性 9,202,183人 

女性 7,391,379人 

前ページの「結婚したい計」の比率を掛け合わせると 

全国20～30代の未婚者でかつ結婚意向のある人（推計） 

男性 6,735,998人 

女性 6,053,539人 
1300万人弱 

資料:平成22年国勢調査人口等基本集計（総務省統計局） 



国内の動向④ 
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■一方で、結婚意志をもつ未婚者の中で独身にとどまっている最大の理由として 

 「適当な相手にめぐり合わない」を挙げている男女が圧倒的多数を占める。 

現在結婚していない理由（未婚者）【性・年代別】複数回答 

出典:平成26年度「結婚・家族形成に関する意識調査」報告書 



国内の動向⑤ 
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■民間の結婚支援事業を利用すると答えた人は全体の5.4％にすぎない 

出会いのために行いたいこと（未婚者、かつ現在恋人がいない人） 複数回答 

出典:平成26年度「結婚・家族形成に関する意識調査」報告書 



考察 
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結婚意向はあるけれども、 

適当な相手にめぐりあわないから結婚していない 

でも何も活動をしていない人が多数 

 

そして、結婚相談所に行く人は5.4％・・・。 



課題 
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要件 
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■目的 

 「結婚したい」と思って婚活を始める方が、「結婚をするならまずはツヴァイ」と 

 思っていただき、さらに入会をしたくなるような企画をお願いいたします 

 

■ターゲット 

 結婚意向のある男女 

 

■注意事項 

 一部の人しか対象にならないような企画（例えば年収○○円以上の人など） 

 といった企画はNGとさせてください。 



最後に 
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貴重なお時間をいただきましてありがとうございました 

 

結婚をお考えのお客様が「ツヴァイを利用したい！」 

と思っていただけるような斬新な企画をお待ちしております 


