
女性会員
５０才代  ●市 1★0 cm 40 kg ●女学院大学文学部コンサルタント 婚歴 有 [生別] 子供 無

５０才代  ●市 1★3 cm ★2 kg ●会計学院 経理事務 婚歴 有 [生別] 子供 子供3人 [扶養義務無]

４０才代  ●市 1★9 cm 4★ kg 短期大学 会社員 婚歴 無
４０才代  廿日市市 1★★ cm 42 kg 短大卒 会社員 婚歴 無
４０才代  福山市 1★2 cm ★4 kg 高卒 会社員 婚歴 無
４０才代  福山市 1★2 cm ★4 kg 高卒 会社員 婚歴 無
４０才代  三原市 1★9 cm ★0 kg 女子大学 会社員 婚歴 無
４０才代  ●市 1★0 cm 40 kg ◇女子大学 公務員（教員） 婚歴 無
４０才代  ●市 1★2 cm 43 kg ●ビジネス専門学校会社員 婚歴 無
４０才代  呉市 1★★ cm ★0 kg 大学卒 会社員 婚歴 無
30才代  福山市 1★4 cm ★★ kg 女子大学 - 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務有]

30才代  廿日市市 1★0 cm 66 kg 短期大学 契約社員 婚歴 有 子供 無

30才代  福山市 1★6 cm ★1 kg 高卒 アルバイト 婚歴 有 [生別]
30才代  福山市 1★★ cm ●0 kg 専門卒 会社員 婚歴 無
30才代  ●市 1★0 cm ★★ kg ◇女子大学 公務員 婚歴 無

　
30才代  ●市 1★9 cm 4★ kg ●工業大学 なし 婚歴 無
30才代  ●市 1★9 cm ●0 kg 大学　法学部 会社員 婚歴 無
30才代  ●市 1★★ cm ★★ kg ●女学院大学 事務 婚歴 無
30才代  尾道市 1★6 cm ★2 kg 大学卒 会社員 婚歴 無
30才代  安芸郡 1★3 cm ★0 kg 高等学校　福祉課程介護 婚歴 無 　

30才代  尾道市 1★4 cm ★6 kg 私立大学 言語聴覚士 婚歴 無
30才代  福山市 1★0 cm ★1 kg ◇女子大学 翻訳関係 婚歴 無
30才代  廿日市市 1★2 cm 46 kg 大学卒業 理学療法士 婚歴 無
30才代  ●市 1★1 cm 61 kg ◇女子大学 会社員 婚歴 無
30才代  ●市 1★9 cm ●0 kg ●大学 会社員 婚歴 無
30才代  安芸郡 1★0 cm ★★ kg 高等学校 水泳インストラクター婚歴 無

男性会員
６0才代  ●市 １●4 cm / 57 kg１●00万円(税込) 大学 会社役員 婚歴 無
６0才代  ●市 １●1 cm / ●7 kg5000万円(税込) 私立大学卒業 自営業 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務無]

６０才代  福山市 １●2 cm / ●6 kg200万円(税込) ●大学卒業 会社代表 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務無]

５０才代  福山市 １●3 cm / 52 kg400万円(税込) 大卒 会社員 婚歴 有 [生別] 子供 子供2人 [扶養義務無]

５0才代  福山市 １●4 cm / 65 kg360万円(税込) 高卒 会社員 婚歴 無
５０才代  ●市 １●0 cm / 65 kg600万円(税込) 立高等学校　 工務店自営 婚歴 有 [生別] 子供 子供3人 [扶養義務無]

５０才代  山県郡 １●0 cm / ●2 kg700万円(税込) 大学 経営者 婚歴 無
４０才代  ●市 １●4 cm / 85 kg300万円(税込) 高校卒 会社員 婚歴 有 [生別] 子供 子供2人 [扶養義務有]

４０才代  呉市 １●3 cm / 70 kg400万円(税込) 高卒 自営 婚歴 無
４０才代  呉市 １●1 cm / 65 kg700万円(税込) 高卒 自営 婚歴 無
４０才代  呉市 １●7 cm / 64 kg500万円(税込) 専門卒 会社員 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務無]

４０才代  呉市 １●2 cm / 64 kg350万円(税込) 高卒 会社員 婚歴 無
４０才代  ●市 １●3 cm / ●2 kg860万円(税込) ●義塾大学大学院会社員 婚歴 無
４０才代  ●市 １●8 cm / 80 kg600万円(税込) ●会計学院 会社員 婚歴 無
４０才代  安芸郡 １●7 cm / 62 kg300万円(税込) 高卒 会社員 婚歴 無
４０才代  ●市 １●6 cm / 78 kg800万円(税込) ●商科学院専門学校会社社長 婚歴 無  
４０才代  府中市 １●2 cm / 63 kg350万円(税込) ●外国語大学 会社員 婚歴 無
４０才代  ●市 １●5 cm / 67 kg360万円(税込) 大学 会社員 婚歴 無
４０才代  東●市 １●0 cm / 63 kg200万円(税込) 中卒 会社員 婚歴 有 [生別] 子供 子供2人 [扶養義務無]

４０才代  呉市 １●2 cm / 95 kg１●00万円(税込) 私立男子校卒 自営 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務無]

４０才代  安芸郡 １●5 cm / 78 kg500万円(税込) 公立高卒 会社員 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務無]

４０才代  ●市 １●1 cm / 63 kg300万円(税込) 大学 介護 婚歴 無
４０才代  福山市 １●8 cm / 55 kg400万円(税込) 大学卒 会社員 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務無]

４０才代  ●市 １●8 cm / 71 kg300万円(税込) 介護福祉専門学校介護福祉士 婚歴 無
４０才代  ●市 １●0 cm / 80 kg350万円(税込) ●工業大学 会社員 婚歴 無
３０才代  呉市 １●5 cm / 67 kg350万円(税込) 私立男子校卒 会社員 婚歴 無
３０才代  ●市 １●2 cm / 58 kg320万円(税込) ●大学 営業事務 婚歴 無
３０才代  呉市 １●6 cm / 55 kg720万円(税込) ●市大 国家公務員 婚歴 無
３０才代  尾道市 １●0 cm / ●0 kg1300万円(税込) ●大学医学部 会社員 婚歴 無
３０才代  福山市 １●1 cm / 80 kg300万円(税込) 高卒 会社員 婚歴 無
３０才代  安芸郡 １●3 cm / 89 kg500万円(税込) 高等学校 会社員 婚歴 有 [生別] 子供 子供1人 [扶養義務無]

３０才代  呉市 １●4 cm / 74 kg400万円(税込) ●経済大学 会社員 婚歴 無
３０才代  安芸郡 １●6 cm / 78 kg450万円(税込) ●ビジネス高等学校運転手 婚歴 無
３０才代  ●市 １●2 cm / 75 kg280万円(税込) ●工業大学　工学部会社員 婚歴 無
３０才代  ●市 １●0 cm / 70 kg400万円(税込) 大卒 公務員 婚歴 無
３０才代  東●市 １●2 cm / 65 kg350万円(税込) 専門卒 運転士 婚歴 無
３０才代  呉市 １●2 cm / 57 kg340万円(税込) 大学　経済学部卒会社員 婚歴 無
３０才代  尾道市 １●5 cm / 68 kg440万円(税込) ●大学 大学院 教員 婚歴 無
３０才代  庄原市 １●5 cm / 80 kg480万円(税込) 専門学校 自営業者 婚歴 無
２０才代  呉市 １●4 cm / 72 kg400万円(税込) ●大学 会社員 婚歴 無

一般会員　例

理由１ 離婚のリスク削減：経済力、婚歴、年齢など事前情報で納得した人の

中から、結婚相手探しができる。理由２ 時間短縮：今の年齢以上に若くなれ

ません。新婚生活というゴールにたどり着ける可能性が高まる。効果３ 経費

の削減：結婚相手探しの費用は、立派な自己投資ですよ。飲み会、理美容代

など他の自己投資予算を相手探しにチェンジしてください。ネットと違い、家庭

教師役のスタッフが個別指導します。だから経済的です。効果４、親の代理

入会OK. 親の目線で声掛けしてください。応援します。 

広島県広島市中区大手町1丁目８－１１    アピア大手町３０２   

電 話 ０８２－５６７－５２００   FAX 5202   緊急時 ０７０－５５２５－４８４０ 

htｔp://www.sakura-msb.net/ 

一般会員 初期会費   5 万円   月会費 3,000円  お見合い料 7,000円   成婚料 150,000円   

システムと価格の合理性、個人情報の保護などが評

価されました。つうしんぶんかメンバーズクラブの会員用福利厚生サイト 

結婚支援業界として採用されたのは、 

中四国地方で唯一私達だけです。  

公益財団法人通信文化協会が運営する「つうしんぶんかメンバーズクラ

ブ」は、  

郵政グループNTTグループ NHKグループ  

社員＆ＯＢを抱えている唯一の団体です。  

理事長担当会員 
 

男性 40代後 離婚 早稲田大学 大手企業事務 年収600万  

男性 60代前 死別 私立大学  元公務員 退官後仕事有り 年収500万  

男性 30代前 初婚 私立大学  公務員 年収 400万円 初婚 

 

女性 20代後 初婚 私立看護学校 看護士 父 医療従事者 

女性 30代前 初婚 国立大学医学部 医師 広島以外での生活不可 仕事問

わず。 

女性 30代前 初婚 国立大学医学部 医師 同じ大学卒の医師限定 

女性 30代前 初婚 国立大学教育学部 教育関係 まじめで愉快な方 

女性 50代前 離婚 地元私立女子大学 コンサルタント 明るい方   

結婚相手探しの家庭教師 です。 

結婚意欲の高いチャレンジャー募集中 

仲人養成講座 23年度、10名卒業。定年後の余暇開発、主婦の兼業として有意義に活動されています。興味ある方はお問い合わせください。 

講師 仲人士  内閣府認証全国結婚相談業教育センター認定

地域限定 

5日間限定   

1年間  

お見合料  

何回しても 
￥0 円 


