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この度は、パートナーエージェントにご入会いただき、誠にありがとうございます。
パートナーエージェントでは、お客様のしあわせという目的のもと、お客様をサ
ポートするスタッフはお客様にとって結婚相手探しのエージェント（代理人）である
べきと考え、専任コンシェルジュ制を採用しています。
婚活のプロフェッショナルとして、時に提案し、時に叱咤激励し、なによりお客様の
一番の理解者としてゴールまで伴走する、それが私たちの考えるコンシェルジュ
サービスです。
業界初となるISO9001を取得した「活動プラン改善サイクル」では、活動開始１年
での交際率92.4％という成果を生み出していますが、ご紹介以外にも、イベント
やMY PRなど、理想のお相手と出会う確率がより高まるさまざまな出会いの機
会をご用意しています。
また、お客様の思いや悩みを受け止め、サポートをさせていただくスタッフは、コ
ンシェルジュだけではありません。アカウントエグゼクティブをはじめ、各店舗のマ
ネージャーや、サービスデスク、イベントデスク、時にはアニバーサリークラブのス
タッフも、お力になれることでしょう。
ご自身に最も合う活動方法はなにか、後悔のない選択をするにはどうしたら良い
か、将来の人生設計をどのように組み立てたら良いか、ご活動の中で思い悩まれ
ることがあれば、おひとりで抱え込まず、ぜひあなたの一番お話ししやすい方法、
窓口にご相談ください。
あなたが真のパートナーシップを築けるお相手と出会うその日まで、私たちは
チームとなって、あなたの活動のお手伝いをさせていただくことを、お約束します。
パートナーエージェントでの活動が、あなたにとって実りあるものとなりますよう
に。
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このたびは、パートナーエージェントへご入会いただき、誠にありがと

うございます。

当サービスガイドは、みなさまに充実したご活動を行っていただくため

の留意事項が記載されております。ぜひ、ご活動前にご一読ください。
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活 動 フ ロ ー

パートナーエージェント 
活動フロー
パートナーエージェントでの基本的な活動フローとなりますので、ご活動

が始まる前に、必ずご一読いただきますようお願いいたします。

なお、提供するご紹介の数や種類はコースによって異なり、記載されてい

る内容すべてが全会員様に提供されることをお約束するものではありませ

ん。会員様に提供する役務内容については、「コース・プランのご案内」

をご確認ください。
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※上図はコンシェルジュがサポートを行うコースの一例です。各コースの具体的な
　活動フローは「コース・プランのご案内」をご確認ください。
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活 動 フ ロ ー

お相手のご紹介は、既定の曜日にご紹介状の配信によって行われます。

ご紹介状の配信後に、ご登録いただいたメールアドレスにご連絡いた

します。なお、ご紹介状を配信する週をあらかじめお約束することは

できません。また、毎週必ずご紹介状を配信することをお約束するも

のではありません。

ご紹介の種類

ご 紹 介
STEP

1

リクエスト紹介

オファー紹介

担当コンシェルジュからのご紹

介。

お相手側コンシェルジュから

の、お相手希望を優先したご紹

介。コネクトを利用されている

会員様は、コネクトによるご紹

介も含みます。紹介数にはカウ

ントされません。

イベントに参加された際、リクエストカードに記入されたお相手への

ご紹介、 またはお相手からのご紹介。 紹介数にはカウントされません。

My PR にてリクエストされたお相手へのご紹介、 またはお相手からの

ご紹介。 紹介数にはカウントされません。

紹 介

My PR紹介



7

活 動 フ ロ ー

コネクトを利用されている会員

様が、セレクト紹介によってお

相手からのコンタクトを希望さ

れたご紹介。紹介数にはカウン

トされません。

ご紹介配信日

紹介が出た場合に、第１～第４

水曜日

オファー紹介が出た場合に、第１～第４水曜日

リクエスト紹介が出た場合に、イベント開催日後の直近の水曜日また

はその翌週の水曜日

My PR紹介が出た場合に、第１～第４水曜日

セレクト紹介が出た場合に、第１～第２水曜日

※ご紹介状を配信するコース・プランの場合、１ヵ月の中で２名以上
の配信をいたします。
※配信するご紹介の種類は、コース・プランによって異なります。
※原則として第５週目のご紹介はありません。
ご紹介相手…ご紹介相手は、他コースで活動されている方も対象とな

ります。また、ご紹介状は双方同時に配信されます。

セレクト紹介

リクエスト紹介

オファー紹介

紹 介

My PR紹介

セレクト紹介
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活 動 フ ロ ー

ご紹介状のお返事は、紹介日の翌日から１０日目までにマイページより
ご入力ください。期限を過ぎても入力がない場合は NO 回答となりま

す。ご紹介の回答をしないまたは回答が遅れる行為は、お相手に対し

て失礼にあたることとなり、大切なご縁がなくなってしまう可能性が

ありますので、必ずご回答くださいますようお願いいたします。また、

NO回答の場合には、必ず理由をご入力ください。

※ご紹介結果は、マイページから確認することができます。

ご 紹 介 回 答
STEP

2

 月 火 水 木 金 土 日

ご 紹 介 の 回 答 期 限

  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 27 25 26 27
 28 29 30 31
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活 動 フ ロ ー

双方 YES回答の場合には、ファースト

コンタクトの日程調整に入りますので、

事前にスケジュールをご登録ください。

むこう２ヵ月分のお相手とのコンタク

トが可能なスケジュールをあらかじめ

マイページにご登録ください。なお、

ご登録される際は、調整する日から８日目以降にて、１時間以上の「コ

ンタクト開始可能時間」をご登録いただきますようお願いいたします。

例）11時から13時までご登録いただくと、13時から開始されるコン

タクトが設定される場合があります。

　コンタクト希望駅の選択
コンタクトを実施する場所は、原

則として女性会員様の希望が優先

されます。女性会員様は、コンタ

クト希望駅を事前に登録することができますので、コンタクト画面

の「主に利用する駅」よりご希望の駅を選択してください。

また、「主に利用する駅」以外の

駅を希望される場合は、「コンタ

クトスケジュール登録」画面から

駅を選択することができます。コ

ンタクト可能日時を登録の上、ご希望の駅を選択してください。

スケジュール登録
STEP

3
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活 動 フ ロ ー

　コンタクト目印の事前登録

パートナーエージェントでは、お

相手とスムーズにお会いできるよ

う、目印の登録をお願いしており

ます。コンタクト日程が確定しましたら、マイページの「コンタク

ト一覧」より、目印をご登録ください。

なお、コンタクト日程調整が始まる前に、マイページのコンタクト

メニュー「コンタクト目印登録」から予め目印をご登録いただけま

すと、コンタクト日程確定と同時に、登録済の目印が自動的に反映

されます。

目印に悩んだら
目印は、カバンに巻いたスカーフやスーツの胸ポケットから

見えるハンカチなど、お相手が見つけやすいものをおすすめ

しております。目印に悩まれる場合は、担当コンシェルジュ

までご相談ください。
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活 動 フ ロ ー

コンタクト日程は、ご登

録いただいている双方の

スケジュールをもとにマ

イページ上で調整しま

す。お待ち合わせ場所の

候補は、店舗近隣のカフェや主要駅の徒歩圏内の場所が表示され、原則、

パートナーエージェントが指定するお待ち合わせ場所となります。ま

た、コンタクト日程の調整期間はご紹介日から70日間となり、期間を
超えた場合は自動的にコンタクトキャンセルとなります。調整期間の

延長を希望される場合は、マイページより延長希望の申請をしていた

だきますようお願いいたします。ご不明な点はファーストコンタクト

センターまでお問合せください。

コンタクト日程調整
STEP

4

 ＜ファーストコンタクトセンター＞　　
　受付時間　平日 11:00-21:00　　土・日・祝 10:00-21:00

　定 休 日　年末・年始　
　TEL（フリーコール）0800-222-2045　
　E-Mail contact@p-a.jp
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活 動 フ ロ ー

コンタクト日程が確定しましたら、お早めに目印の登録をお願いしま

す。また、コンタクト日までにお相手の目印をご確認ください。（登録

したご自身の目印を変更する場合は、コンタクト日の3日前までにお

願いします。コンタクト日の2日前以降はマイページからの変更がで

きませんのでご注意ください）

コンタクト日程確定
STEP

5

　コンタクトの日程再調整・キャンセル
コンタクト日程確定後の日程の再調整およびキャンセルは原則不可

となります。やむを得ず再調整を希望される場合は、コンタクト日

の3日前までにマイページの「コンタクト一覧」画面にて「※お相手

様へ日程の変更を依頼する」をご利用ください。なお、コンタクト

日の2日前以降は再調整・キャンセルはできませんので十分にご注

意ください。万が一急なご事情などでコンタクトの実施が難しく

なってしまった場合は、ファーストコンタクトセンターまでお電話

にてご連絡ください。

日程再調整・キャンセルのお申し出がコンタクトの前営業日21時

以降となった場合は、「当日キャンセル」としてキャンセル料

5,000円 (税込 )が発生いたします。一日に複数件のコンタクトの

予定があり、それらを全て当日に再調整・キャンセルされる場合の

キャンセル料は、1件のコンタクトにつき5,000円（税込）となり

ます。なお、キャンセルのご連絡をいただいていなくても、当日の

遅刻などにより、お相手様がコンタクトの実施が難しいと判断した
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活 動 フ ロ ー

場合は、同様のキャンセル料が発生いたします。

当日キャンセルをされた会員様からお支払いいただいたコンタクト

キャンセル料は、原則として、パートナーエージェントを通じてお

相手様にお支払い (※)いたします。

※当月月会費からコンタクトキャンセル料と同額を減額いたしま

す。
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活 動 フ ロ ー

コンタクト当日は30～60分を目安にお会いください。あらかじめ、

終了時間をお互いに確認しあう事で、お二人の精神的負担を減らすこ

とができます。終了時は YES、NOという「評価」よりも、互いにお相

手のために時間を作ってくれたことへの感謝の気持ちを表しましょう。

なお、コンタクト当日にお相手の個人情報（連絡先、住所など）をお聞

きしないよう、くれぐれもご注意ください。

また、パートナーエージェントでは、コンタクトの際のお茶代につい

ては、原則として割り勘にしていただくものとします。

　  コンタクト当日のご連絡
コンタクト当日に、待ち合わせ時間の遅刻が見込まれる場合・待ち

合わせ場所が分からなくなってしまった（道に迷ってしまった）場

合・待ち合わせ場所でお相手様とお会いできない場合・ご自身の「目

印」に変更がある場合などは、「コンタクト当日用クラウド電話サー
ビス」(※) にて、お相手様へ直接ご連絡しご事情をお伝えください。
但し、上記以外の目的でのご利用はお相手のご迷惑になりますので

お控えください。また、万が一コンタクトの当日キャンセルをされ

る場合は、必ずファーストコンタクトセンターまでご連絡ください。

※コンタクト当日の緊急連絡用として、お相手へ直接電話連絡がで

きるサービスです。スマートフォン用のマイページ「当日のコン

タクト」からご利用ください。

コンタクト当日
STEP

6
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活 動 フ ロ ー

　  コンタクトの中止
天災などにより外出に危険が伴うことや、それらに起因して交通網

等の乱れが発生することが考えられる場合、コンタクト前日の19

時までに、対象エリアの全コンタクトを中止とさせていただくこと

があります。 

コンタクト実施の可否は、一般公開されている様々な気象情報をも

とに判断し、コンタクト中止が決定した場合、コンタクト予定の会

員様に「ウェブメール」および「PAからの連絡優先順位が最も高い

メールアドレス」宛てにご連絡させていただきます。また、マイペー

ジ内の「重要なお知らせ」にコンタクト中止の旨を掲載いたします。

※上記理由によりコンタクトが中止となった場合、コンタクトキャ

ンセル料は発生いたしません。
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活 動 フ ロ ー

コンタクト後のご回答は、

原則として翌日中にマイ
ページよりご入力ください。

回答を遅らせる行為は、お

相手に対して失礼にあたることとなり、大切なご縁がなくなってしま

う可能性がありますので、必ずご回答くださいますようお願いいたし

ます。また、NO回答の場合は、各項目について当てはまるものを選択

してください。なお、お相手の都合等でコンタクト結果が確定するま

でに時間がかかる場合があります。ご不明な点は担当コンシェルジュ

までお問合せください。

※コンタクト結果はマイページから確認することができます。

お返事に迷ったら
お返事に迷ったら担当コンシェルジュへご相談ください。お返

事の目安は「もう一度会ってみたいか」です。一度お断りをして

しまった方を再度ご紹介・コンタクトの調整をすることはでき

ません。迷ったらYES回答されることをおすすめいたします。

コンタクト後回答
STEP

7
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活 動 フ ロ ー

コンタクトの回答が双方 YES の場合、ご交際成立となり、マイペー

ジ「交際一覧画面」よりお相手の「氏名」「連絡先」がご確認いただけます。

ご交際成立後は速やかにお相手と連絡を取り、必ずお会いしましょう。

ただし、「交際」といっても、最初から「恋人」「彼氏・彼女」ではあ

りません。もちろん、最初から「結婚」を意識する必要はありません。パー
トナーエージェントを通して知り合った「お知り合い」の段階です。
まずは、お互いを知ることを楽しみましょう。今後のお二人がご交際

を深めるための大事なステージですので、お相手への電話・メールな

どのご連絡については、頻度や内容などにご配慮ください。

ご交際成立
STEP

8

　 ウェブメールの開通
ご交際成立後、お相手と

ウェブメールが開通します。

※ウェブメールとは、マイページ上でパートナーエージェントの各

窓口や交際相手とメールのやりとりができる機能です。

※ウェブメールのサーバー上の保存期間は６ヵ月から最長１年です。

　 ご交際期間
「交際」とは、ご交際成立から３ヵ月以内の状態で、ご交際成立の３ヵ

月後に「交際継続（真剣交際）」または、「交際中止」の回答をいた

だきます。
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活 動 フ ロ ー

　 ご交際中止
担当コンシェルジュへご連絡ください。コンシェルジュからお相手

へお伝えいたします。

※お相手側からご交際中止のご連絡があった場合、以後、直接のご

連絡はお控えください。ご相談はコンシェルジュが承ります。

※ご交際中止後は、速やかにお相手のご連絡先の破棄をお願いいた

します。
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活 動 フ ロ ー

ご交際成立から３ヵ月経過した後もご交際の継続を双方が希望した場

合、真剣交際に移行します。真剣交際は、新たなご紹介および他のお

相手との交際を中止して、真剣交際となったお相手と、よりご交際を

深めていただくステージとなります。

なお、真剣交際のステップはスキップすることができます。真剣交際

に移行するかどうかお悩みの際は、ぜひ担当コンシェルジュへご相談

ください。

真剣交際成立
STEP

9

　 真剣交際期間
「真剣交際」とは、真剣交際成立から 3ヵ月以内の状態で、真剣交

際成立の 3ヵ月後に「真剣交際継続（ご成婚）」または、「真剣交

際中止」の回答をいただきます。

※「真剣交際成立」の起算日は、真剣交際が成立した日の翌月 1 日

となります。

　 真剣交際中止
担当コンシェルジュへご連絡ください。コンシェルジュからお相手

へお伝えいたします。

※お相手側から真剣交際中止のご連絡があった場合、以後、直接の

ご連絡はお控えください。ご相談はコンシェルジュが承ります。

※真剣交際中止後は、速やかにお相手のご連絡先の破棄をお願いい

たします。

※真剣交際中止後は、双方共にご紹介が開始されます。
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活 動 フ ロ ー

双方の意思により、ご成婚（真剣交際継続）がお決まりになりましたら、

毎月 25 日までにご連絡ください。ご活動終了のお手続きをさせていた
だきます。また、ぜひご来店いただき、ご成婚を決められた経緯などをお

聞かせください。

なお、「成婚」とは、ご交際中または真剣交際中のお相手と結婚を視野に

入れご交際を続けていく意向を双方からいただく事を意味し、その場合

は成婚退会となり、成婚料を申し受けます。

※成婚退会のお申し出は、毎月 25 日を当月末退会の締切日とし、会社

は成婚退会にあたっての所定の手続きを会員に依頼し、手続きは原

則、店舗にて行うものとします。

ご成婚
STEP

10
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活 動 フ ロ ー

ご成婚後、担当コンシェルジュが 12ヵ月

間、真剣交際についてのご相談をサポート

させていただきます。

同時に結婚に向けたご相談もアニバーサ

リークラブがサポートさせていただきます。 

詳しくは、本サービスガイド 51 ページを

ご覧ください。

※上記サポートは無料でご利用いただけます。

※担当コンシェルジュのサポートは「成婚」から翌月1日を起算日とし、

12ヵ月後の月末時点で終了となります。なお、アニバーサリーク

ラブのサポートは無期限でご利用いただけます。

※上記サポートを受けている間は、定期的にお得な情報がダイレクト

メール等で送られます。

サ ポ ー ト
STEP

11



活 動 の ヒ ン ト

The hint of activity 
　  活 動 の ヒ ン ト
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

Q ＆ A
活動のヒント

マ イ ペ ー ジ
携帯電話からもマイページにログインできますか？
スマートフォンからログインすることができます。

スマートフォン以外の携帯電話からはログインすることができません

ので、あらかじめご了承ください。

A
Q

マイページを利用する際の推奨環境を教えてください。
PCおよびスマートフォンの推奨環境は以下のとおりとな
ります。

〈パソコン〉
マイページは下記の環境での基本動作を確認しています。ご使用のバー

ジョンがそれ以前の場合、ダウンロードサイトより入手されることをお

薦めします。

A
Q

オペレーティング
システム Windows Vista/7 以上 Apple Mac OS X 以上

ウェブブラウザ

その他設定

Microsoft Internet Explorer 8.0 以上
Google Chrome 最新版
Firefox 最新版

注 ) マイページはブラウザの設定が、
◎Java を有効にする。  
◎JavaScript を有効にする。  
◎スタイルシートを有効にする。
に、セットされていることを前提としています。
動作に不具合が感じられた場合、ご使用のブラウザの上記設定をご確認ください。

Safari 4.0 以上
Google Chrome 最新版
Firefox 最新版
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

マイページへのアクセス方法を教えてください。
普段お使いのブラウザにURLを入力してください。 
「お気に入り」に保存することで、簡単にアクセスする
ことができます。

①ブラウザを開き、画面上部にあるアドレスバーにマイページの

URLを入力します。

②マイページのURLを入力したら、キーボードの「Enter」キーを押しま

す。

③マイページが開きますので、会員ID・パスワードを入力し、ログインし

ます。

A
Q

〈PDFについて〉
マイページに含まれる PDF ファイルを参照するためには Adobe 

Acrobat Reader が必要になります。ソフトをお持ちでない方はダウ

ンロードサイトよりダウンロードしてください。

〈スマートフォン〉
推奨環境については以下の通りとなっております。

推奨環境 Apple iOS 4.2 以上 Safari
Android 2.3 以上、3.0 以上　公式ブラウザ

※ブラウザは、Google Chrome、
　Internet Explorer、Fire Fox、
　Safariなどがあります。
　お使いのPCをご確認ください。

アドレスバーに
https://member.p-a.jp/mypage/
を入力します
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

マイページの操作マニュアルはありますか？
マイページの画面下にあるリンク先から
ご覧いただけます。

マイページ操作マニュアルをご覧

になる場合、Adobe Acrobat 

Reader が必要になります。ソフ

トをお持ちでない方はダウンロー

ドサイトよりダウンロードしてく

ださい。

A
Q

マイページのパスワードを変更することはできますか？
マイページの「会員情報の確認・変更」画面から変更する
ことができます。

A
Q

※パスワードは6～16桁の半角英数字（a～z、A～Z、0～9）を含め

た文字列をご入力ください。

※会員 ID、数字のみ、小文字のみ、大文字のみの文字列はパスワード

として設定することができません。

「会員情報の確認・変更」画

面の「パスワード変更」よ

り、新しいパスワードをご

登録ください。また、パス

ワードをお忘れの場合は、

マイページのログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」を

クリックしてください。プロフィールにご登録いただいているメール

アドレスに、パスワード変更のご案内をお送りいたします。メールの

内容をご確認の上、変更手続きを行ってください。
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

ご 紹 介
紹介を一時的にストップすることはできますか？
担当コンシェルジュまでご連絡ください。

ご紹介状配信のストップを希望される場合は、担当コンシェルジュま

でご連絡ください。マイページの「紹介ストップの申し込み」画面から

もお申し込みいただけます。また、ご紹介状配信の再開　を希望され

る場合も、担当コンシェルジュまでご連絡またはマイページよりお申

し込みください。

※紹介ストップ期間中も月会費が発生いたします。

※リクエスト紹介・ＭｙＰＲ紹介については紹介ストップ期間中も配信

されます。

A
Q

紹介日なのに、紹介が出ていないのはなぜですか？
ご紹介は、毎月第1～第4週のいずれかの水曜日に
お出ししています。

必ず毎週お出しすることを約束するものではありませんので、あらか

じめご了承ください。ご紹介をお出しした場合は、プロフィールにご

登録いただいたメールアドレスにご連絡いたします。

A
Q

他店に所属しているお相手を紹介してもらうことはできますか？
ご紹介相手の所属店舗のご希望は、エリア単位で承ります。

パートナーエージェントでは現在、関東・関西・中部・九州・北海道の５

エリアに出店しており、同一エリア内であれば他店舗に所属されている

方もご紹介させていただいております。他エリアの店舗に所属されてい

る方のご紹介もご希望の場合は、担当コンシェルジュまでご連絡ください。

※必ず他エリアの方をご紹介することを約束するものではありません。

A
Q
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

コ ン タ ク ト
マイページでの日程調整方法を教えてください。
候補日程の中から、ご希望の日程を選択してください。

コンタクト一覧画面の「コンタクト日程調整画面へ」ボタンをクリック

すると、日程調整画面に遷移し、候補日程が最大6件まで表示されます。

候補日程の中から、ご希望の日程を選択してください。ご希望の日程

は複数選択することができます。ご自身が選択された希望日程をお相

手も選択されれば、コンタクト日程が「確定」となります。

候補日程に都合の良い日時が表示されなかった場合は･･･
「他の日程を選ぶ」ボタンを押してください。双方の最新スケジュール

をもとに再度自動調整し、新しい候補日程が表示されます。「他の日程

を選ぶ」ボタンを押しても候補日が変わらない場合は、双方のスケ

ジュールが合う日程が少ない可能性があります。コンタクト可能日時

をスケジュールに登録してから再度、「他の日程を選ぶ」ボタンを押し

てください。スケジュールの追加登録が難しい場合は、ファーストコ

ンタクトセンターまでご連絡ください。

候補日程が消えていた場合は･･･
確定されていない候補日程は、当日の1日前に候補から削除されます。

また、ご自身が選択している候補日程が削除された場合は、ウェブメー

ルにて削除の旨をお知らせいたします。

A
Q
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

ご 交 際
交際中に、特に注意したほうがよいことはありますか？
交際相手との金品の貸し借りには十分ご注意ください。

ご交際中およびご交際終了後に、パートナーエージェントを通してお

相手に金品を返却するまたは返却を求めることはできかねますので、

あらかじめご了承ください。なお、ご交際時のルール・マナーについ

ては「運命の出会いをひきよせる　13の活動術」でも詳しくご紹介し

ておりますので、必ずご一読ください。

A
Q

そ の 他
子供と同居していない場合、「子供の有無」は「なし」と
なりますか？
同居・親権・養育費の支払い義務が全て「なし」の場合、
プロフィールの子供の有無欄には「なし」と表示されます。

お子様がいらっしゃる方について、パートナーエージェントでは「同居」

「親権」「養育費の支払い義務」の有無を確認させていただいております。

いずれか１つでも当てはまる場合は、プロフィールに「あり」と表示さ

れます。

A

Q

コンタクトの時に、特に注意したほうがよいことはありますか？
個人情報や活動状況に関わる質問はお控えください。

また、名刺の交換やその場でコンタクト後の回答を聞く行為もルール

違反となりますので、ご注意ください。なお、コンタクト時のルール・

マナーについては「運命の出会いをひきよせる　13の活動術」でも詳

しくご紹介しておりますので、必ずご一読ください。

A
Q
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

担当コンシェルジュを変更することはできますか？
可能です。サービスデスクへご連絡ください。

担当変更のお申し出の際にぜひ理由をお聞かせください。お伺いした

理由を参考にさせていただきながら新しい担当コンシェルジュを選定

いたします。

※原則として所属店舗内での変更となります。またコンシェルジュの

年齢・性別や個人指名等のご希望は承れません。

A
Q

コンシェルジュに相談したいことがあるのですが、
どうしたらよいですか。
活動に関するご相談は、メールやお電話、ご面談で承って
おります。活動についてお感じになっていることを、ぜひ
積極的に、率直にお話しください。

※ご面談をご希望の際には、日程を調整させていただきますので、事

前に担当コンシェルジュにお申し出ください。

※コンシェルジュに話しにくいと思われることがございましたら、お

気軽にサービスデスクまでご連絡ください。

A

Q

＜サービスデスク＞
　受付時間　11：00～18：00　　定休日　火曜日、年末年始

TEL（フリーコール）　0800-888-2702
　（IP電話などフリーコールを利用できない場合：03-5759-2702）
E-Mail　service@p-a.jp
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

イベントに出たいのですが、どういう場なのかイメージが
わきません。
イベントのご不明な点は、イベントデスクまでお気軽に
ご連絡ください。

イベントデスクではイベント内容についてのお問合せの他、下記の内

容についてもご相談を承っております。

 ・自分に合ったイベントを教えてほしい

 ・イベント当日の流れが知りたい

 ・参加を検討しているイベントの、現在の申込人数・平均年齢が知り

たい

その他、イベントについてご不明な点などありましたら、イベントデ

スクまでお気軽にご連絡ください。

※他の会員様の活動状況や個人情報に関わるお問合せなど、内容によっ

てはお答えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

A

Q

＜イベントデスク＞
　受付時間　平日 11：00～18：00　 土・日・祝 10：00～18：00

　定 休 日　火曜日、年末年始

　TEL（フリーコール）　0800-100-6886
　（IP電話などフリーコールを利用できない場合：03-5909-5460）
　E-Mail　event@p-a.jp
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

パートナーエージェント店舗会場イベント（小規模・中規模） 

イベントの基本スタイルです。初めてご参加する方にもおすすすめ

のイベントです。年代や趣味などテーマを豊富にご用意しています。

１対１のトークタイムで、お相手様と向き合ってゆっくりお話しす

ることが可能です。

平日の夜も開催しているので、お仕事帰りにも気軽にご参加いただ

けます。

外部会場イベント（中規模・大規模）

カフェやレストラン等の飲食店を貸し切って行うイベントです。

トークタイムは１対１の他にフリータイムがあるものなどイベント

によって様々。一度に大人数の方と会うことができ、より多くの出

会いの機会が得られます。｠

企画系イベント
一緒にお料理をしたり、アニマルカフェで開催したり、出会い +

αをお楽しみいただけるイベントです。共同作業をしたり、お互い

の好きなものに触れ合ったりする中で、お相手様のトークタイムだ

けでは見られない一面が見られ、距離を縮めるきっかけになりやす

いイベントです。
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

活動の中で、「手数料」が発生するものはありますか？
下記の場合に、手数料が発生いたします。

●コースを変更する場合

●在籍期間中に退会する場合（中途退会する場合）

●コンタクトの前日（前日が弊社休業日の場合、前々日）21：00以降に、

コンタクトをキャンセルする場合

●参加確定後に、イベント・セミナーをキャンセルされる場合（キャン

セル料が発生するタイミングは、イベント・セミナーによって異な

ります。詳細については、各デスクまでお問合せください）

A
Q

料金の支払い方法を教えてください。
お支払い方法は、口座引き落としとなります。

入会時にご登録いただいた銀行口座より、自動引き落としとなります。

A
Q

料金の支払い時期を教えてください。
毎月26日に、ご登録された銀行口座よりお引き落としとなります。

ただし、26日が土日祝の場合は、翌営業日にお引き落としされます。

A
Q

 イベントのお問合せはイベントデスクへ
　（0800-100-6886） 
　（IP電話などフリーコールを利用できない場合：03-6213-0865）
 セミナーのお問合せはオプションデスクへ
　（03-5759-2862）

口座振替（各店舗の銀行口座登録端末にてご登録ください）

▲
7日　登録〆日

26日　お引き落とし日
▼

ご活動月 当月 翌月
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　  活 動 の ヒ ン ト 　  活 動 の ヒ ン ト

コンシェルジュに携帯電話のメールへの連絡を依頼しまし
たが、メールが届きません。
パートナーエージェントからのメールが届かない設定に
なっていないか、ご確認ください。

携帯電話のメール受信設定で「ドメイン指定」をされている場合は、

「p-a.jp」の追加登録をお願いいたします。また、ご自身で設定されて

いなくても初期設定でドメイン指定されている場合がありますので、

ご確認をお願いいたします。

＜ドメイン指定の確認方法について＞
各携帯電話会社によって異なりますので、検索サイトをご利用いただ

くか、各携帯電話会社のショップへお問合せください。

検索サイトを利用される場合、「携帯電話会社名　ドメイン設定　方法」

などの検索ワードを入力して検索すると、該当の情報がヒットしやす

くなります。

例）お使いの携帯電話がdocomoの場合：「docomo ドメイン設定方法」

で検索

※ドメイン指定受信を設定されておらず、弊社からのメールが受信で

きている状況であっても、携帯電話会社側のセキュリティ環境の変

更等により予告なく受信拒否対象となる場合がありますので、弊社

ドメインはあらかじめ受信許可リストに設定していただくことをお

すすめします。

※フリーメールアドレスについては、ドメイン指定の有無にかかわら

ずメール不着となる現象が報告されておりますため、弊社からの連

絡優先度の高いアドレスとしてのご登録はなるべくお避けください。

A

Q
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　  活 動 の ヒ ン ト

パートナーエージェントからの連絡は、どの連絡先に
届きますか？
内容の重要度・緊急度に合わせて、最適と思われる
ご連絡先にご連絡いたします。

パートナーエージェントでは、担当コンシェルジュおよびアカウント

エグゼクティブからのご連絡の他、下記の内容について各窓口より自

動メールをお送りしております。

A

Q

（※1）毎週月・木曜日、現時点でご活動のタスクが1つでもある場合に送信されます。
タスクの内容はマイページのトップ画面で確認することができます。

（※2）「新着情報の配信を希望する」「PAからの連絡優先順位」のご連絡先はマイペー
ジの「プロフィール画面」より変更することができます。

ご連絡内容

コンタクト成立のお知らせ

コンタクト日程確定のお知らせ

コンタクト日候補の削除のお知らせ

コンタクト前日のお知らせ

活動期間満了のお知らせ

ご紹介状配信のお知らせ

タスクアラート（※1）

パスワード変更のご案内

ご連絡先

WEBメール

WEBメール

WEBメール

WEBメール

差出人名

ファーストコンタクトセンター

ファーストコンタクトセンター

ファーストコンタクトセンター

ファーストコンタクトセンター

サービスデスク

サービスデスク

サービスデスク

サービスデスク

「新着情報の配信を希望する」に
選択されているメールアドレス（※2）

「新着情報の配信を希望する」に
選択されているメールアドレス（※2）

「新着情報の配信を希望する」に
選択されているメールアドレス（※2）

「PAからの連絡優先順位」が
最も高いメールアドレス（※2）



便利に
お使いいただくために

In order to use conveniently 
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便利にお使いいただくために

CONNECT
コネクト　

「コネクト」は、

他の婚活支援サービスとの提携によって会員様が出会いの「場」を増やすた

めの支援をする、パートナーエージェントの新しいご紹介サービスです。

成婚にこだわる、高い志をもった婚活支援サービス同士がタッグを組
んで、ひとつでも多くの笑顔と幸せをつくっていく。それが「コネクト」
です。

パートナーエージェントと同等の各種証明書類を提出して活
動されている、婚活に本気な他サービス会員様がご紹介の対
象になります。

「パートナーエージェントにいながら、他の

婚活支援サービス会員様の紹介も受けられ

る」というのが、コネクトのメリット。他サー

ビスとの提携で、出会いの機会をさらに拡げ

ます。提携先は、入会時にパートナーエージェ

ントと同等の証明書類の提出を義務づけてい

る、信頼できる婚活支援サービスのみ。婚活に本気な提携先の会員様

だけをご紹介します。

※提携先婚活支援サービスはマイページをご確認ください。

提携先

紹介

提携先

紹介

パートナーエージェント
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※コネクトのご紹介は、お相手の希望条件を優先した「オファー紹介」

になります。また、必ずご紹介が配信されることをお約束するもの

ではありません。

※担当コンシェルジュはコネクトのご紹介作業を行いませんので、コ

ネクトのご紹介に関するご要望をお伺いすることはできません。

手にあなたのご紹介状（プロフィール）が提供され、お相手が YES

回答をした場合のみ、翌週水曜日にあなたにもご紹介が配信される

仕組みになっています。つまり、あなたが YES 回答をすれば必ず

コンタクトが成立するご紹介となります。

　（※）Yahoo! 婚活コンシェルプランのご紹介を除きます。

◆ご活動フローやコンシェルジュのサポートは通常のご紹介と同様で
す。
　ご紹介後回答～ファーストコンタクト～ご交際～ご成婚のフロー・

ルールはパートナーエージェント内のご紹介と変わりません。担当

コンシェルジュも通常のご紹介と同じようにサポートさせていただ

きますので、安心してご利用いただけます。

◆MY PR一覧には提携先会員様も掲載されます（※1）。
　もちろん、MY PR 一覧に掲載されている提携先会員様にコンタク

トのリクエストを申し込むことができます。また、コネクト利用中

にあなたのプロフィールを MY PR に掲載された場合には、掲載期

間中、同時に提携先側の MY PR にも掲載されることとなり、 提携

先会員様からのリクエストを受けることができます（※2）。

　（※1）Yahoo! 婚活コンシェルプランの会員様は除きます。

　（※2）MY PR へのプロフィール掲載およびリクエスト申込は有料

のサービスとなります（リクエストの申込を受ける場合は無料です）。

◆コネクトの利用を終了したいときは。
　コネクトのご利用を終了する場合は、マイページから終了のお申し

込みをいただきます。なお、コネクトのご利用は終了お申し込みの

当月末までとなりますので、当月中はコネクトのご紹介が配信され

る場合があります。また、コネクトのご利用を再開する場合には、

同じくマイページからお申し込みいただきますと、その翌月 1 日か

◆ご紹介配信日は通常のご紹介と変わりません。
　コネクトのご紹介がある場合は、パートナーエージェントの配信日

と同様、毎月第一～第四水曜日に配信されます。

◆お相手の回答が「YES」の状態でご紹介が配信されます（※）。
　コネクトのご紹介は、お相手の回答が必ず「YES」の状態で配信さ

れるのが特色です。まず先にお相手にあなたのご紹介状（プロフィー

ル）が提供され、お相手が YES 回答をした場合のみ、翌週水曜日

にあなたにもご紹介が配信される仕組みになっています。つまり、

あなたが YES 回答をすれば必ずコンタクトが成立するご紹介とな

ります。

　（※）Yahoo! 婚活コンシェルプランのご紹介を除きます。

◆ご紹介配信日は通常のご紹介と変わりません。
　コネクトのご紹介がある場合は、パートナーエージェントの配信日

と同様、毎月第一～第四水曜日に配信されます。

◆お相手の回答が「YES」の状態で
ご紹介が配信されます（※）。
　コネクトのご紹介は、お相手の回

答が必ず「YES」の状態で配信さ

れるのが特色です。まず先にお相

コネクトのサービス内容

紹介

YES!

提携先パートナーエージェント
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手にあなたのご紹介状（プロフィール）が提供され、お相手が YES

回答をした場合のみ、翌週水曜日にあなたにもご紹介が配信される

仕組みになっています。つまり、あなたが YES 回答をすれば必ず

コンタクトが成立するご紹介となります。

　（※）Yahoo! 婚活コンシェルプランのご紹介を除きます。

◆ご活動フローやコンシェルジュのサポートは通常のご紹介と同様で
す。
　ご紹介後回答～ファーストコンタクト～ご交際～ご成婚のフロー・

ルールはパートナーエージェント内のご紹介と変わりません。担当

コンシェルジュも通常のご紹介と同じようにサポートさせていただ

きますので、安心してご利用いただけます。

◆MY PR一覧には提携先会員様も掲載されます（※1）。
　もちろん、MY PR 一覧に掲載されている提携先会員様にコンタク

トのリクエストを申し込むことができます。また、コネクト利用中

にあなたのプロフィールを MY PR に掲載された場合には、掲載期

間中、同時に提携先側の MY PR にも掲載されることとなり、 提携

先会員様からのリクエストを受けることができます（※2）。

　（※1）Yahoo! 婚活コンシェルプランの会員様は除きます。

　（※2）MY PR へのプロフィール掲載およびリクエスト申込は有料

のサービスとなります（リクエストの申込を受ける場合は無料です）。

◆コネクトの利用を終了したいときは。
　コネクトのご利用を終了する場合は、マイページから終了のお申し

込みをいただきます。なお、コネクトのご利用は終了お申し込みの

当月末までとなりますので、当月中はコネクトのご紹介が配信され

る場合があります。また、コネクトのご利用を再開する場合には、

同じくマイページからお申し込みいただきますと、その翌月 1 日か
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らサービス提供が再開されます。

　  Yahoo! 婚活コンシェルプランに適用される
サービス・ルール

◆ 「セレクト紹介」を受け取ることができます。
　Yahoo! 婚活コンシェルプラン（以降、Yといいます）との提携では、

あなたのご希望条件に合致する Y 会員様がいる場合、その会員様の

マイページに、毎月1日から一定期間、あなたのご紹介状（プロフィー

ル）が掲載されます。それをご覧になった Y 会員様があなたとのコ

ンタクトを希望すると、直近の水曜日（第一または第二水曜日）に

Y会員様の回答が「YES」の状態であなたにご紹介が配信されます。

このご紹介を「セレクト紹介」といいます。あなたがYES回答すれば、

ご希望条件に合致したお相手と必ずコンタクトが成立するという、

メリットの大きいご紹介です。

◆ セレクト紹介以外のご紹介について
　Y との提携では、セレクト紹介以外のご紹介はあなたと Y 会員様の

双方へ同時にご紹介状を配信いたします。そのため、セレクト紹介

以外のご紹介については他のコネクト提携と異なり、お相手の YES

回答を保証するものではありません。

◆ 交際期間は交際成立日の翌月３日から３ヵ月間となります。
　Y会員様とのご交際の場合、ご交際成立の３ヵ月後に「交際継続（ご

成婚）」または「交際中止」のいずれかご回答いただくものとします。

　

手にあなたのご紹介状（プロフィール）が提供され、お相手が YES

回答をした場合のみ、翌週水曜日にあなたにもご紹介が配信される

仕組みになっています。つまり、あなたが YES 回答をすれば必ず

コンタクトが成立するご紹介となります。

　（※）Yahoo! 婚活コンシェルプランのご紹介を除きます。

◆ご活動フローやコンシェルジュのサポートは通常のご紹介と同様で
す。
　ご紹介後回答～ファーストコンタクト～ご交際～ご成婚のフロー・

ルールはパートナーエージェント内のご紹介と変わりません。担当

コンシェルジュも通常のご紹介と同じようにサポートさせていただ

きますので、安心してご利用いただけます。

◆MY PR一覧には提携先会員様も掲載されます（※1）。
　もちろん、MY PR 一覧に掲載されている提携先会員様にコンタク

トのリクエストを申し込むことができます。また、コネクト利用中

にあなたのプロフィールを MY PR に掲載された場合には、掲載期

間中、同時に提携先側の MY PR にも掲載されることとなり、 提携

先会員様からのリクエストを受けることができます（※2）。

　（※1）Yahoo! 婚活コンシェルプランの会員様は除きます。

　（※2）MY PR へのプロフィール掲載およびリクエスト申込は有料

のサービスとなります（リクエストの申込を受ける場合は無料です）。

◆コネクトの利用を終了したいときは。
　コネクトのご利用を終了する場合は、マイページから終了のお申し

込みをいただきます。なお、コネクトのご利用は終了お申し込みの

当月末までとなりますので、当月中はコネクトのご紹介が配信され

る場合があります。また、コネクトのご利用を再開する場合には、

同じくマイページからお申し込みいただきますと、その翌月 1 日か



40

便利にお使いいただくために

MY PR
マイピーアール　

MY PRのメリット
POINT

1

マイページを通じてパート

ナーエージェントの全会員様

にご自身の紹介状（写真付）を

公開して、コンタクトのリク

エストを受けることができ、出会いの機会を広げることができるオプショ

ンサービスです。

▶ 掲載者のメリット

お相手からの紹介のお申受け

は無料で、無制限に受けるこ

とができます。パートナーエー

ジェントに在籍されている異

性の全会員様に向けてアピー

ルする事ができます。

※現時点での掲載は関東・関西・名古屋・岡崎の店舗に在籍され

ている会員様に限ります。予めご了承ください。

異性の全会員様に
向けてアピールす
る事が可能です

お相手からの
紹介のお申受
けが無料です
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▶ 紹介申込者のメリット

ご自宅のマイページか

ら MY PR 掲載者の情

報を写真付きで確認す

ることができます。気

に入った方へはリクエ

スト ( 有料 ) として紹

介を申し込むことができ、お相手へご紹介状をお送りすることが

できます。エリアを超えたリクエストが可能ですので、ご自身で

紹介の幅を広げることができます。

※リクエストのお申し込みは、全ての会員様にご利用いただけま

す。

ご自宅のマイページから
掲載者の情報を確認でき
ます

気に入った方へ紹介
を申し込むことがで
きます

※毎月1日～当月末日までの1ヵ月間の掲載となります。
掲載利用料：4,320 円（税込）／月

リクエスト紹介料：2,160 円(税込) ／1通
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MY PR 掲載の申込方法
「MY PR への掲載を申込む」

ボタンをクリックすると掲載

申し込みの手続き画面に移り

ます。詳細ならびに注意事項

をご確認のうえ、掲載をお申

し込みいただきますと翌月１

日より１ヵ月間掲載されます。
※掲載のお申し込みは、毎月 25 日迄を期限とし、翌月１日より掲載開始とな
ります。
※ご紹介を開始されていない新規ご入会の会員様がお申し込みされる場合は、紹
介開始月の翌月１日より掲載開始となります。

リクエストのお申込み方法
「MY PR 一覧を見る」のボタンをクリックすると掲載者の MY 

PR 一覧が表示されます。掲載者の「会員番号」もしくは「プロフィー

ル詳細を見る」をクリックすると、MY PR プロフィール詳細の画

面が表示されます。「リクエストを申込む」をクリックすると紹介

申込みの手続き画面に移ります。詳細ならびに注意事項をご確認の

うえ、リクエストをお申し込みいただきますと、毎週日曜日を締切

日とし、翌週水曜日にお相手へご紹介状をお送りさせていただきま

す（但し、翌週水曜日が第 5 週目にあたる場合は、翌月の第 1 週

目の水曜日のご紹介となります）。

MY PRお申込み方法
POINT

2

リクエストを
申し込む

MY PRへの
掲載を申し込む



43

便利にお使いいただくために

MYPR で検索したお相手を「お気に入り一覧」に登録することができ

ます。最大20名様までご登録いただくことができます。

紹介が配信されましたら、お気に入りページからは削除され、紹介ペー

ジに移動されます

【お気に入り登録方法について】
MY PR 検索でお相手のプロフィール詳細をご覧いただくと、上部と

下部に「お気に入り登録」ボタンが表示されております。

ボタンをクリックしていただくと、「お気に入り一覧」ページに掲載さ

れます。

またお気に入りに登録したお相手は左上に黄色い旗マークが表示され

ます。

オプションデスク

TEL 03‐5759‐2862　　E-Mail　option@p-a.jp
受付時間　 11:00～18:00（定休日火曜日、年末年始）

お気に入り機能
POINT

3
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EVENT
イベント

パートナーエージェント会員様との出会いの機会をご提供するイベント・

パーティを、豊富にご用意しています。イベント情報はマイページの「イベ

ント」ページに掲載されています。ご不明な点はイベントデスクまでご連絡

ください。

パートナーエージェント店舗会場イベント（小規模・中規模） 
イベントの基本スタイルです。初めてご参加する方にもおすすすめ

のイベントです。年代や趣味などテーマを豊富にご用意しています。

1 対 1 のトークタイムで、お相手様と向き合ってゆっくりお話し

することが可能です。平日の夜も開催しているので、お仕事帰りに

も気軽にご参加いただけます。

外部会場イベント（中規模・大規模）
カフェやレストラン等の飲食店を貸し切って行うイベントです。

トークタイムは１対１の他にフリータイムがあるものなどイベント

によって様々。一度に大人数の方と会うことができ、より多くの出

会いの機会が得られます。｠

イベント・パーティの種類
POINT

1



45

便利にお使いいただくために

企画系イベント
一緒にお料理をしたり、アニマルカフェで開催したり、出会い +

αをお楽しみいただけるイベントです。共同作業をしたり、お互い

の好きなものに触れ合ったりする中で、お相手様のトークタイムだ

けでは見られない一面が見られ、距離を縮めるきっかけになりやす

いイベントです。

マイページの「イベント」ページより詳細をご確認の上、お申込みくださ

い。

複数のイベントに一度にお申込みいただくことも可能です。ご参加の確

定は、原則先着順となりますので、お早目にお申込みください。

① マイページの「イベント」ページよりお申込みください。

イベントの申込方法
POINT

2

イベントの詳細ページは
こちらからご確認いただ
けます。
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② イベントデスクより【参加】可否のメールが届きます。

　 お申込み状況は、マイページの「申込み済み  イベント・セミナー

　 一覧」からもご確認いただけます

ご予約の可否はこちらで
ご確認いただけます。
お申込中／参加確定／
キャンセル／ご参加いた
だけません／開催中止／
キャンセル待ち

注意事項　イベントデスクからのメールは、ご登録いただいた優先順位
のもっとも高いメールアドレスへお送りいたします。　　　

【event@p-a.jp】からのメールが受信できるよう、受信設定

の確認をお願いいたします。

イベント参加費
月会費とは別に、イベント参加費が発生いたします。参加費は、お申込み

前に必ずマイページよりご確認ください。参加費は月会費と同様に口座

振替でのお支払いとなります。また、指定期日を過ぎてからのキャンセ

ルは、キャンセル料が発生いたします。事前に必ずご確認ください。
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①イベント会場にて受付をいたします。

②ご着席していただいた後に、ご自身のリコメンドシートの【自己

PR】欄をご記入いただきます。

③スタッフがイベントのご説明をいたします。

④トークタイムが始まり、お相手の異性の方と順番にお話しいただき

ます。

⑤ご参加された方の中で「もう一度お会いしたい」「もう少しお話しし

たい」と思われた方のお名前を【リクエスト紹介カード】へご記入

の上、ご提出いただき、イベントは終了となります。

※リコメンドシート…プロフィールやコンシェルジュからのおすすめ

メッセージが記載されています。

※上記は基本のスケジュールです。イベントによって当日の流れが異

なりますので、マイページの「イベント」ページより詳細をご確認

ください。

※リクエスト料は発生いたしません。何通でも無料にて承ります。

※当日カップル発表はございません。

イベントの当日の流れ
POINT

3
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イベントでお預かりしたリクエストは、後日、既定の曜日に、マイペー

ジへ【リクエスト紹介】というご紹介状として配信いたします。

ご自身の回答に「YES」が入った状態で配信されます。お相手様から

「YES」の回答をいただくと「コンタクト日程の調整」が始まります。

また、ご自身もお相手様も双方がリクエストをしていた場合は【交際

成立】となります。

担当コンシェルジュよりお相手様の「氏名」「連絡先」をお知らせいた

します。

※リクエスト紹介の回答期限は通常のリコメンド紹介と同様に 10 日

間です。

リクエスト紹介
POINT

4

リクエスト紹介 交際成立

イベントデスクイベントデスク

TEL　0800-100-6886（フリーコール）
　　　（IP電話などフリーコールを利用できない場合：03-6213-0865）
E-Mail　event@p-a.jp
受付時間　 平日 11：00～18：00　 土・日・祝10:00～18：00
定 休 日　火曜日、年末年始
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パートナーエージェントでは、会員様のご活動をサポートするセミナーを

ご用意しております。自身の魅力をＵＰし、素敵な出会いに繋げることが

できます。

※セミナーの開催は店舗によって異なりますので、詳しくはマイページをご確認ください

Seminar
セミナー

【セミナー】
専門の講師による、座学中心のセミナーになります。

パートナーエージェントが開発した QOM（Quality of Marriage

＝結婚の幸福度指数）をもとに考案されたセミナーも各店舗で開催

しております。

（例） ・ファーストコンタクトセミナー
 ・コミュニケーションセミナー
 ・QOC（ Quality of Communication）セミナー

【アクティビティ】
婚活に活かせるさ様々なスキルやノウハウを、実際に自分で体験し

ながら学ぶセミナーになります。

（例） ・メイクレッスン

 ・ファッションセミナー
 ・笑顔レッスン

セミナーの種類
POINT

1
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マイページの「イベント」

ページより、セミナーま

たはアクティビティを選

択し、検索してください。

詳細と注意事項をご確認

の上、お申込みください。

オプションデスク

TEL 03‐5759‐2862　　E-Mail　option@p-a.jp
受付時間　 11:00～18:00（定休日火曜日、年末年始）

セミナー・アクティビティ
の申込方法

POINT

2
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パートナーエージェント　アニバーサリー
クラブでは、婚活・結婚・新生活において
会員様に必要な情報をお届けしています。
活動中だけでなく、パートナーエージェン
トを退会後も無期限無料でご利用いただけ
るサポートサービスです。

あなたと、あなたの愛する人々をもっと笑顔にしたい。
パートナーエージェントの想いをお受け取りください。

さまざまなカテゴリーのサービスをご案内しています。

婚活、結婚、新生活……ライフステージごとのおトクなサービスを、セレクトしてご
案内。割引やプレゼント、クーポンなどをご利用いただけます。

ANNIVERSARY CLUB
アニバーサリークラブ

相談会 ウェディング ライフプラン エステ＆ビューティー 暮らし
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パートナーエージェント入会 パートナーエージェント成婚退会

パートナーエージェント満期退会／中途退会

結婚準備 結婚

パートナーエージェント入会と同時に
アニバーサリークラブのサービスも
ご利用いただけます

リングや式場えらび
など結婚準備に

パートナーエージェントを退会された方も
引き続きご利用いただけます

保険選びや
新居など

パートナーエージェントをご卒業された後も。

ANNIVERSARY CLUB店舗情報

退会後も、引き続きライフステージごとのおトクなサービスをご利用いただけます。

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-6213-0878  
Ｆ Ａ Ｘ ： 03-6213-0831  
住   　所 ： 東京都千代田区丸の内3-1-1
  国際ビル2階
営業時間 ： 平日12:00～20:00　
  土・日・祝10:00～20:00
定 休 日 ： 火曜日、年末年始

◎アニバーサリークラブ丸の内店

東京国際
フォーラム

ビック
カメラ

SHIPS

三井住友
銀行

帝国
劇場

第一生命

ザペニンシュラ
東京

日
比
谷
通
り

JR
有楽
町駅

至
東
京
駅

至
東
京
駅

三
田
線
日
比
谷
駅

丸の内
警察署 ニッポン

放送

皇
居
外
苑

有楽町線日比谷駅
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ANNIVERSARY CLUB特典のご利用方法

❶ アニバーサリークラブWEBサイトにログイン
https://ac.p-a.jp/member/
パートナーエージェントのマイページから
ＷＥＢサイトにログインできます。

❷ サービスを探す
あなたの活動ステージに合わせてサービ
スを探してください。カテゴリーからも検
索できます。

❸ 相談会のご予約、クーポンなどを利用する
各サービスのページから、ダウンロード
や申し込みなどの手続きを行ってくださ
い。

アニバーサリークラブのＷＥＢサイトには、新しいおトクなサービスが、随時追加さ
れていきます。
見逃さないよう、定期的にチェックしてください。

☆新しいおトクなサービスを随時追加！！

けることができる。個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、本会
より個人会員に提供されるホームページ等で紹介される。
第４条 会員特典の範囲
会員特典を受けることができる者は、原則として個人会員本人とする。
第５条 個人会員ID・パスワードについて
１．本会は個人会員に対しID・パスワードを発行し、個人会員はID・パスワ
ードの交付をもって個人会員たる地位を取得する。
２．個人会員は本会に入会した際に取得した個人会員IDとパスワードを第
三者に譲渡または、貸与してはならない。
第６条 遵守事項
個人会員は以下の事項を遵守しなければならない。
（1）登録事項に変更が生じた場合、速やかに本会に届け出を行うものとす
る。

（2）本会のサービスを営利目的で使用してはならない。
（3）料金を支払う規定のあるサービスについては、所定の料金を支払わな
ければならない。

（4）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従い、万一
その施設等に対して故意または重大な過失により損害を与えたとき、個
人会員はその損害を賠償する。
第７条 会員資格の喪失
１．個人会員は以下の場合に会員資格を喪失する。
（1）本規約に定める事項またはその他の規約、特約に違反したとき
（2）サービスの不適切な利用により本会の信用等を傷つけていると本会
が判断したとき

（3）株式会社パートナーエージェントの提供する異性とのマッチングサー
ビスの会員組織にて、無条件解除（クーリング・オフ）もしくは除名処分と
なったとき
２．個人会員による個別サービスの申込は資格喪失日の前に利用が完了
するサービスに限り有効とする。
第８条 個人情報の取扱い
１．本会の個人会員の個人情報の取扱いは、株式会社パートナーエージェ
ントの「個人情報の取扱いについて」に準拠する。

※パートナーエージェント入会時の「サービスガイド」参照のこと。
２．個人会員は、株式会社パートナーエージェントの提供する異性とのマッ
チングサービスの利用を中止、退会した後においても、本会が引き続き
個人情報を利用することを確認するとともに、本会による個人情報の利
用を停止しようとするときにはANNIVERSARY CLUB事務局まで、その旨
を申し出るものとする。
第９条 規約及びサービス内容の改定
１．本会の健全な運営を図るために必要と判断するときは、本会は、本規
約の一部を改定することができる。改定した場合ホームページ・メール
により公示する。

２．個々のサービスについて、終了または内容を変更することがあり、その
場合はホームページ・メール等により公告する。

第１０条 免責
本会の提携施設が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又
は他の利用者が損害又は傷害を被った場合には、その補償の請求は当該
施設に対して行うものとし、明らかに本会の責めに帰すべき事由がある場
合を除き、本会に対して何らの請求も行いえないものとする。
第１１条 管轄裁判所
個人会員と本会との間で紛争が発生した場合には、東京地方裁判所又は
東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（2014年11月1日 第4版）
担当窓口：ANNIVERSARY CLUB
T E L：03-6213-0878／FAX：03-6213-0831
(受付時間：平日12:00-20:00 土日祝 10:00-20:00 
定休日：火曜日、年末年始)
E-mail：ac@p-a.jp

ANNIVERSARY CLUB（アニバーサリークラブ）会員規約

第1条 目的
ANNIVERSARY CLUB（以下本会という）は、特典・割引サービスを通じてそ
の構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第２条 会員
本会の目的に賛同し本規約を承認の上、入会申込みを行い、本会が承認を
した方を個人会員と称する。
第３条 会員サービスの種類
個人会員は、本会と締結する契約に応じて指定されるサービスの提供を受
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けることができる。個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、本会
より個人会員に提供されるホームページ等で紹介される。
第４条 会員特典の範囲
会員特典を受けることができる者は、原則として個人会員本人とする。
第５条 個人会員ID・パスワードについて
１．本会は個人会員に対しID・パスワードを発行し、個人会員はID・パスワ
ードの交付をもって個人会員たる地位を取得する。
２．個人会員は本会に入会した際に取得した個人会員IDとパスワードを第
三者に譲渡または、貸与してはならない。
第６条 遵守事項
個人会員は以下の事項を遵守しなければならない。
（1）登録事項に変更が生じた場合、速やかに本会に届け出を行うものとす
る。

（2）本会のサービスを営利目的で使用してはならない。
（3）料金を支払う規定のあるサービスについては、所定の料金を支払わな
ければならない。

（4）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従い、万一
その施設等に対して故意または重大な過失により損害を与えたとき、個
人会員はその損害を賠償する。
第７条 会員資格の喪失
１．個人会員は以下の場合に会員資格を喪失する。
（1）本規約に定める事項またはその他の規約、特約に違反したとき
（2）サービスの不適切な利用により本会の信用等を傷つけていると本会
が判断したとき

（3）株式会社パートナーエージェントの提供する異性とのマッチングサー
ビスの会員組織にて、無条件解除（クーリング・オフ）もしくは除名処分と
なったとき
２．個人会員による個別サービスの申込は資格喪失日の前に利用が完了
するサービスに限り有効とする。
第８条 個人情報の取扱い
１．本会の個人会員の個人情報の取扱いは、株式会社パートナーエージェ
ントの「個人情報の取扱いについて」に準拠する。

※パートナーエージェント入会時の「サービスガイド」参照のこと。
２．個人会員は、株式会社パートナーエージェントの提供する異性とのマッ
チングサービスの利用を中止、退会した後においても、本会が引き続き
個人情報を利用することを確認するとともに、本会による個人情報の利
用を停止しようとするときにはANNIVERSARY CLUB事務局まで、その旨
を申し出るものとする。
第９条 規約及びサービス内容の改定
１．本会の健全な運営を図るために必要と判断するときは、本会は、本規
約の一部を改定することができる。改定した場合ホームページ・メール
により公示する。

２．個々のサービスについて、終了または内容を変更することがあり、その
場合はホームページ・メール等により公告する。

第１０条 免責
本会の提携施設が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又
は他の利用者が損害又は傷害を被った場合には、その補償の請求は当該
施設に対して行うものとし、明らかに本会の責めに帰すべき事由がある場
合を除き、本会に対して何らの請求も行いえないものとする。
第１１条 管轄裁判所
個人会員と本会との間で紛争が発生した場合には、東京地方裁判所又は
東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（2014年11月1日 第4版）
担当窓口：ANNIVERSARY CLUB
T E L：03-6213-0878／FAX：03-6213-0831
(受付時間：平日12:00-20:00 土日祝 10:00-20:00 
定休日：火曜日、年末年始)
E-mail：ac@p-a.jp

第1条 目的
ANNIVERSARY CLUB（以下本会という）は、特典・割引サービスを通じてそ
の構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第２条 会員
本会の目的に賛同し本規約を承認の上、入会申込みを行い、本会が承認を
した方を個人会員と称する。
第３条 会員サービスの種類
個人会員は、本会と締結する契約に応じて指定されるサービスの提供を受
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けることができる。個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、本会
より個人会員に提供されるホームページ等で紹介される。
第４条 会員特典の範囲
会員特典を受けることができる者は、原則として個人会員本人とする。
第５条 個人会員ID・パスワードについて
１．本会は個人会員に対しID・パスワードを発行し、個人会員はID・パスワ
ードの交付をもって個人会員たる地位を取得する。
２．個人会員は本会に入会した際に取得した個人会員IDとパスワードを第
三者に譲渡または、貸与してはならない。
第６条 遵守事項
個人会員は以下の事項を遵守しなければならない。
（1）登録事項に変更が生じた場合、速やかに本会に届け出を行うものとす
る。

（2）本会のサービスを営利目的で使用してはならない。
（3）料金を支払う規定のあるサービスについては、所定の料金を支払わな
ければならない。

（4）本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従い、万一
その施設等に対して故意または重大な過失により損害を与えたとき、個
人会員はその損害を賠償する。
第７条 会員資格の喪失
１．個人会員は以下の場合に会員資格を喪失する。
（1）本規約に定める事項またはその他の規約、特約に違反したとき
（2）サービスの不適切な利用により本会の信用等を傷つけていると本会
が判断したとき

（3）株式会社パートナーエージェントの提供する異性とのマッチングサー
ビスの会員組織にて、無条件解除（クーリング・オフ）もしくは除名処分と
なったとき
２．個人会員による個別サービスの申込は資格喪失日の前に利用が完了
するサービスに限り有効とする。
第８条 個人情報の取扱い
１．本会の個人会員の個人情報の取扱いは、株式会社パートナーエージェ
ントの「個人情報の取扱いについて」に準拠する。

※パートナーエージェント入会時の「サービスガイド」参照のこと。
２．個人会員は、株式会社パートナーエージェントの提供する異性とのマッ
チングサービスの利用を中止、退会した後においても、本会が引き続き
個人情報を利用することを確認するとともに、本会による個人情報の利
用を停止しようとするときにはANNIVERSARY CLUB事務局まで、その旨
を申し出るものとする。
第９条 規約及びサービス内容の改定
１．本会の健全な運営を図るために必要と判断するときは、本会は、本規
約の一部を改定することができる。改定した場合ホームページ・メール
により公示する。

２．個々のサービスについて、終了または内容を変更することがあり、その
場合はホームページ・メール等により公告する。

第１０条 免責
本会の提携施設が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又
は他の利用者が損害又は傷害を被った場合には、その補償の請求は当該
施設に対して行うものとし、明らかに本会の責めに帰すべき事由がある場
合を除き、本会に対して何らの請求も行いえないものとする。
第１１条 管轄裁判所
個人会員と本会との間で紛争が発生した場合には、東京地方裁判所又は
東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（2014年11月1日 第4版）
担当窓口：ANNIVERSARY CLUB
T E L：03-6213-0878／FAX：03-6213-0831
(受付時間：平日12:00-20:00 土日祝 10:00-20:00 
定休日：火曜日、年末年始)
E-mail：ac@p-a.jp

第1条 目的
ANNIVERSARY CLUB（以下本会という）は、特典・割引サービスを通じてそ
の構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第２条 会員
本会の目的に賛同し本規約を承認の上、入会申込みを行い、本会が承認を
した方を個人会員と称する。
第３条 会員サービスの種類
個人会員は、本会と締結する契約に応じて指定されるサービスの提供を受
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紹介者様特典
会員様

 月会費2ヵ月分 0円
入会者（被紹介者様）特典

0円登録料32,400円

次頁よりご希望の方法で、お申し込みください。本プログラムの特典は、

次頁のお申し込み方法、またはお申し込みハガキよりお申し込みを頂い

た場合に限り適用となりますので、ご注意ください。

ご紹介プログラムお申し込み方法

あなたのお近くに、結婚や

婚活、パートナーエージェ

ントに興味のお持ちの方が

いらっしゃいましたらぜひ

ご紹介ください。ご紹介者

様にも、ご友人・知人の方にもお得なプログラムをご用意しております。
※イベントコースを除くすべてのコースが対象となります。

ご紹介プログラム
ご紹介プログラムのご案内

紹介メールを
転送したので
確認してください。

会員様 入会をご検討中

お友達あなた
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１. マイページまたは、アニバーサリークラブサイトにログイン

２. ご紹介プログラム専用ページからお申し込み

３. 会員（紹介者様）の情報をお申し込みフォームに入力し、再度お申し

込み

４. 返信メール内容をご確認いただき、入会希望者様へメールを転送

５. 入会希望者様が、メール本文内の「ご紹介プログラム専用お申し込

みフォーム」より必要事項の入力

６. 弊社担当者より入会希望者様へご連絡

お電話にてお申し込みをいただく場合は、会員様より担当コン

シェルジュ、またはアカウントエグゼクティブまでご連絡くださ

い。

紹介メールを利用するA

お電話でのお申し込み・お問合せを利用するB

各店舗にご紹介プログラム専用のお申し込みハガキのご用意がご

ざいます。ご利用の際は担当コンシェルジュ、またはアカウントエ

グゼクティブまでご連絡ください。

紹介ハガキを利用するC
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個人情報保護方針
株式会社パートナーエージェントは、婚活支援サービスを提供する事業者として、会
員様等からお預かりした個人情報の適切な取り扱いを強く求められていると考えてお
ります。
この考え方に基づき、自らの事業内容及び規模を考慮し、下記の通り個人情報保護方
針を定め、これに従うことで個人情報を適切に取扱います。

1．＜規範＞
個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。
2．＜取得＞
偽りその他不正の手段を用いず、個人情報を適正に取得します。
3．＜利用目的＞
個人情報の取扱いに際しては、利用目的をできる限り特定します。
4．＜通知＞
個人情報の取得に際し、JIS Q 15001：2006（以下、JIS Q 15001）の規定
で定められた場合には、利用目的の通知等を行います。
5．＜利用＞
特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ、個人情報を適切に取り扱い、か
つそのための措置を講じます。
6．＜同意＞
個人情報の取得、利用目的の変更やご本人へのアクセスにおいて、JI S Q 
15001の規定で定められた場合には、ご本人の同意を得ます。
7．＜正確性＞
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保ちま
す。
8．＜安全管理＞
弊社の取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止及び是正、その他の個人
情報の安全管理のために、そのリスクに応じて必要かつ適切な措置を講じます。
9．＜従業者＞
個人情報の安全管理のために、従業者に対する必要かつ適切な監督、ならびに定期
的に適切な教育を行います。
10．＜委託＞
個人情報の取り扱いを委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たしている
者を選定し、安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行い
ます。
11．＜提供＞
JIS Q 15001 の規定に基づく場合を除き、個人情報を第三者に提供する際には

個人情報保護方針 あらかじめご本人の同意を得ます。
12．＜開示＞
開示対象個人情報の開示等の求めの手続に関して、JIS Q 15001 の規定に従い、
遅滞なく対応いたします。
13．＜苦情＞
個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努め、その達成に必要な
体制の整備に努めます。
14．＜監査＞
私たちの個人情報保護マネジメントシステムの JIS Q 15001 への適合状況、及
び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を定期的に監査します。
15．＜是正＞
監査で見つかった不適合などに対する是正措置及び予防措置を確実に実施します。
16．＜見直し＞
個人情報の適切な保護を維持するために、定期的に個人情報保護マネジメントシス
テムを見直し、継続的な改善を図ります。

私たちが管理する個人情報の取り扱いに関してのお問い合わせ窓口は、下記の通りで
す。
（文中の「個人情報」「開示対象個人情報」「個人情報保護マネジメントシステム」の
定義は、JIS Q 15001:2006 に拠ります。）

　株式会社パートナーエージェント　サービスデスク・個人情報ご相談窓口
　〒141-0032　東京都品川区大崎 1-20-3　イマス大崎ビル 4 F
　電話番号（フリーコール）　0800-888-2702　（火曜日、年末年始を除く 11:00 ～ 18:00）
　メールアドレス　service@p-a.jp

 制　定　２００６年１２月　１日
 更　新　２０１４年１１月　１日
 株式会社パートナーエージェント
 　　　　代表取締役　　佐藤　茂

ご注意　株式会社パートナーエージェントでは、サービス内容や技術動向の変化
などに伴い、上記の方針を変更することがあります。

　　　　最新の方針については当社 HP http://www.p-a.jp にてご確認くださ
い。
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個人情報保護方針
株式会社パートナーエージェントは、婚活支援サービスを提供する事業者として、会
員様等からお預かりした個人情報の適切な取り扱いを強く求められていると考えてお
ります。
この考え方に基づき、自らの事業内容及び規模を考慮し、下記の通り個人情報保護方
針を定め、これに従うことで個人情報を適切に取扱います。

1．＜規範＞
個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。
2．＜取得＞
偽りその他不正の手段を用いず、個人情報を適正に取得します。
3．＜利用目的＞
個人情報の取扱いに際しては、利用目的をできる限り特定します。
4．＜通知＞
個人情報の取得に際し、JIS Q 15001：2006（以下、JIS Q 15001）の規定
で定められた場合には、利用目的の通知等を行います。
5．＜利用＞
特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ、個人情報を適切に取り扱い、か
つそのための措置を講じます。
6．＜同意＞
個人情報の取得、利用目的の変更やご本人へのアクセスにおいて、JI S Q 
15001の規定で定められた場合には、ご本人の同意を得ます。
7．＜正確性＞
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保ちま
す。
8．＜安全管理＞
弊社の取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止及び是正、その他の個人
情報の安全管理のために、そのリスクに応じて必要かつ適切な措置を講じます。
9．＜従業者＞
個人情報の安全管理のために、従業者に対する必要かつ適切な監督、ならびに定期
的に適切な教育を行います。
10．＜委託＞
個人情報の取り扱いを委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たしている
者を選定し、安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行い
ます。
11．＜提供＞
JIS Q 15001 の規定に基づく場合を除き、個人情報を第三者に提供する際には

あらかじめご本人の同意を得ます。
12．＜開示＞
開示対象個人情報の開示等の求めの手続に関して、JIS Q 15001 の規定に従い、
遅滞なく対応いたします。
13．＜苦情＞
個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努め、その達成に必要な
体制の整備に努めます。
14．＜監査＞
私たちの個人情報保護マネジメントシステムの JIS Q 15001 への適合状況、及
び個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を定期的に監査します。
15．＜是正＞
監査で見つかった不適合などに対する是正措置及び予防措置を確実に実施します。
16．＜見直し＞
個人情報の適切な保護を維持するために、定期的に個人情報保護マネジメントシス
テムを見直し、継続的な改善を図ります。

私たちが管理する個人情報の取り扱いに関してのお問い合わせ窓口は、下記の通りで
す。
（文中の「個人情報」「開示対象個人情報」「個人情報保護マネジメントシステム」の
定義は、JIS Q 15001:2006 に拠ります。）

　株式会社パートナーエージェント　サービスデスク・個人情報ご相談窓口
　〒141-0032　東京都品川区大崎 1-20-3　イマス大崎ビル 4 F
　電話番号（フリーコール）　0800-888-2702　（火曜日、年末年始を除く 11:00 ～ 18:00）
　メールアドレス　service@p-a.jp

 制　定　２００６年１２月　１日
 更　新　２０１４年１１月　１日
 株式会社パートナーエージェント
 　　　　代表取締役　　佐藤　茂

ご注意　株式会社パートナーエージェントでは、サービス内容や技術動向の変化
などに伴い、上記の方針を変更することがあります。

　　　　最新の方針については当社 HP http://www.p-a.jp にてご確認くださ
い。
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弊社における個人情報の取扱いについて
弊社における個人情報の取扱いについて
1. 個人情報取り扱い事業者の氏名または名称　　株式会社パートナーエージェント
2. 個人情報を取得する際の利用目的および取扱について
（1）資料請求、各種お問い合わせ、イベント等へのお申し込みをいただいた際の個
人情報についてはパートナーエージェントからの資料送付、お知らせ、連絡にのみ利
用します。また、ご入会にあたり、パートナーエージェントが入会審査をするために、
機微な個人情報の開示にご同意いただきます（ご入会時に取得する情報以外の機微情
報を、同一契約期間中に追加で取得することはありません。但し、サービス内容の変
更等により、契約更新時に、追加で機微情報の取得、既に取得している機微情報に関
する現況確認をさせていただく場合があります）。
個人情報を提供いただくことは任意ですが、個人情報を提供されない場合には資料請
求やお問い合わせ、各種お申し込み、入会審査に対応できない場合があります。
（2）婚活支援サービスの利用者（会員）に関する個人情報は、お相手とのマッチング、
紹介、パートナーエージェントからのお知らせ、連絡にのみ利用します。また個人情
報の取扱いについては以下の通りです。
1. ご紹介に関る情報の双方への開示については、お客様のプライバシーを十分考慮
した上でパートナーエージェントが開示項目と開示基準を設定いたします。
2. ご紹介、もしくはお引き合わせの段階で、お客様に了承を得た範囲の個人情報を
お相手に通知します。
3. ご紹介にあたっては、これまでにご紹介したお相手と重複することがないよう、
システム上で過去のご紹介およびご交際の履歴との照合を行います。
4. パートナーエージェントは、お客様個人が特定されることがないと判断する情報
については、サンプリング、または統計資料としてこれを利用する場合があります。
5. その他、お客様に了承を得た範囲で、グループ会社からのご案内をいたします。
個人情報を提供いただくことは任意ですが、個人情報を提供されない場合にはご紹介
のサービス等をご利用いただけません。
（3）個人情報の取り扱いについては以下の通りです。
弊社は、お客様からご提出いただいている書類については紹介が開始された月の翌月
末に滅却処分いたします。ただし、契約に関係する書類等、法令等に定めのある場合
は当該法令に基づいて当社で定める保管期間を経過した後に滅却処分いたします。
（4）社員募集に際しての個人情報は、選考およびパートナーエージェントからのお
知らせ、連絡にのみ利用します。個人情報を提供いただくことは任意ですが、個人情
報を提供されない場合には選考の対象とすることができません。
3. 開示対象個人情報＊1の利用目的
前記「個人情報を取得する際の利用目的」に同じです。
4. 個人情報の共同利用
当社は、お客様の個人情報を、グループ会社間で共同利用いたします。

共同利用者の範囲：株式会社パートナーエージェント、株式会社シンクパートナーズ
利用項目：お客様の氏名、住所、電話番号等連絡先、グループ会社の利用の意向に関
する事項
利用目的：（１）お客様からのお問合せやご相談等に対応するため、（２）お申込いた
だいたサービス等を提供するため、（３）上記サービスに付帯する各種業務の履行の
ため、（４）従業員募集に際して応募者へのご連絡等、採用業務での利用のため
個人情報の管理について責任を有する者：株式会社パートナーエージェント
5. 個人情報の第三者提供について
本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提
供することはありません。
6. 委託について
上記の利用目的の達成の範囲内で、個人情報の取扱いを委託することがあります。委
託先にあたっては、弊社の基準に基づいて個人情報の適切な管理を行っている事業者
を選択し、同事業者を監督するとともに、非開示契約を締結することにより必要な個
人情報の安全性を確保します。
7. 開示対象個人情報の利用目的の通知及び開示対象個人情報の開示に係る手数料の
額並びに開示等の求めの手続き
（1） 開示等の求めの手続き
下記問い合わせ先までお電話、郵便、電子メールでご連絡ください。ご連絡に従い、
手続きの詳細な方法を、ご案内いたします。なお、手続きにあたっては、ご本人であ
ることを確認するための書類をご提出いただきます。
（2） 手数料の額
開示対象個人情報の利用目的の通知、開示につきましては、1 回の請求ごとに所定
の手数料を申し受けます。また、内容により、作業工数が大きい場合は作業量に応じ
た手数料をいただく場合がございます。その場合は事前に手数料を見積もり、ご連絡
いたします。
8. 個人情報の取り扱いに関する苦情及び問い合わせの申し出先
個人情報の取り扱いに関する苦情、及び問い合わせは、下記までお願いします。　

　< 個人情報苦情及び相談窓口 >
　　株式会社パートナーエージェント　サービスデスク・個人情報ご相談窓口
　　〒141-0032　東京都品川区大崎 1-20-3　イマス大崎ビル 4 F
　　電話番号（フリーコール）　0800-888-2702
　　　 （火曜日、年末年始を除く 11:00 ～ 18:00）
　　メールアドレス　service@p-a.jp

　【加盟する認定個人情報保護団体について】
　弊社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
　対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談は下記でも受け付けております。

　一般財団法人　日本情報経済社会推進協会　個人情報保護苦情相談室　　
　〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9　六本木ファーストビル12F
　電話番号　03-5860-7565 ／ 0120-700-779　
　株式会社パートナーエージェント　代表取締役　　佐藤　茂

＊1:「開示対象個人情報」とは、電子計算機を用いて検索することができるように
体系的に構成した情報の集合物又は一定の規則に従って整理、分類し、目次、索引、
符合などを付すことによって特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成
した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、本人から求められる開示、
内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのす
べてに応じることができる権限を有するものをいいます。詳しくは、「個人情報苦情
及びご相談窓口」までご連絡ください。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制　定　２００６年１２月２５日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更　新　２０１５年　5月　1日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社パートナーエージェント
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人情報保護管理者
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共同利用者の範囲：株式会社パートナーエージェント、株式会社シンクパートナーズ
利用項目：お客様の氏名、住所、電話番号等連絡先、グループ会社の利用の意向に関
する事項
利用目的：（１）お客様からのお問合せやご相談等に対応するため、（２）お申込いた
だいたサービス等を提供するため、（３）上記サービスに付帯する各種業務の履行の
ため、（４）従業員募集に際して応募者へのご連絡等、採用業務での利用のため
個人情報の管理について責任を有する者：株式会社パートナーエージェント
5. 個人情報の第三者提供について
本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提
供することはありません。
6. 委託について
上記の利用目的の達成の範囲内で、個人情報の取扱いを委託することがあります。委
託先にあたっては、弊社の基準に基づいて個人情報の適切な管理を行っている事業者
を選択し、同事業者を監督するとともに、非開示契約を締結することにより必要な個
人情報の安全性を確保します。
7. 開示対象個人情報の利用目的の通知及び開示対象個人情報の開示に係る手数料の
額並びに開示等の求めの手続き
（1） 開示等の求めの手続き
下記問い合わせ先までお電話、郵便、電子メールでご連絡ください。ご連絡に従い、
手続きの詳細な方法を、ご案内いたします。なお、手続きにあたっては、ご本人であ
ることを確認するための書類をご提出いただきます。
（2） 手数料の額
開示対象個人情報の利用目的の通知、開示につきましては、1 回の請求ごとに所定
の手数料を申し受けます。また、内容により、作業工数が大きい場合は作業量に応じ
た手数料をいただく場合がございます。その場合は事前に手数料を見積もり、ご連絡
いたします。
8. 個人情報の取り扱いに関する苦情及び問い合わせの申し出先
個人情報の取り扱いに関する苦情、及び問い合わせは、下記までお願いします。　

　< 個人情報苦情及び相談窓口 >
　　株式会社パートナーエージェント　サービスデスク・個人情報ご相談窓口
　　〒141-0032　東京都品川区大崎 1-20-3　イマス大崎ビル 4 F
　　電話番号（フリーコール）　0800-888-2702
　　　 （火曜日、年末年始を除く 11:00 ～ 18:00）
　　メールアドレス　service@p-a.jp

　【加盟する認定個人情報保護団体について】
　弊社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
　対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談は下記でも受け付けております。

　一般財団法人　日本情報経済社会推進協会　個人情報保護苦情相談室　　
　〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9　六本木ファーストビル12F
　電話番号　03-5860-7565 ／ 0120-700-779　
　株式会社パートナーエージェント　代表取締役　　佐藤　茂

＊1:「開示対象個人情報」とは、電子計算機を用いて検索することができるように
体系的に構成した情報の集合物又は一定の規則に従って整理、分類し、目次、索引、
符合などを付すことによって特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成
した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、本人から求められる開示、
内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのす
べてに応じることができる権限を有するものをいいます。詳しくは、「個人情報苦情
及びご相談窓口」までご連絡ください。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制　定　２００６年１２月２５日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更　新　２０１５年　5月　1日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社パートナーエージェント
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人情報保護管理者
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便利にお使いいただくために
共同利用者の範囲：株式会社パートナーエージェント、株式会社シンクパートナーズ
利用項目：お客様の氏名、住所、電話番号等連絡先、グループ会社の利用の意向に関
する事項
利用目的：（１）お客様からのお問合せやご相談等に対応するため、（２）お申込いた
だいたサービス等を提供するため、（３）上記サービスに付帯する各種業務の履行の
ため、（４）従業員募集に際して応募者へのご連絡等、採用業務での利用のため
個人情報の管理について責任を有する者：株式会社パートナーエージェント
5. 個人情報の第三者提供について
本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提
供することはありません。
6. 委託について
上記の利用目的の達成の範囲内で、個人情報の取扱いを委託することがあります。委
託先にあたっては、弊社の基準に基づいて個人情報の適切な管理を行っている事業者
を選択し、同事業者を監督するとともに、非開示契約を締結することにより必要な個
人情報の安全性を確保します。
7. 開示対象個人情報の利用目的の通知及び開示対象個人情報の開示に係る手数料の
額並びに開示等の求めの手続き
（1） 開示等の求めの手続き
下記問い合わせ先までお電話、郵便、電子メールでご連絡ください。ご連絡に従い、
手続きの詳細な方法を、ご案内いたします。なお、手続きにあたっては、ご本人であ
ることを確認するための書類をご提出いただきます。
（2） 手数料の額
開示対象個人情報の利用目的の通知、開示につきましては、1 回の請求ごとに所定
の手数料を申し受けます。また、内容により、作業工数が大きい場合は作業量に応じ
た手数料をいただく場合がございます。その場合は事前に手数料を見積もり、ご連絡
いたします。
8. 個人情報の取り扱いに関する苦情及び問い合わせの申し出先
個人情報の取り扱いに関する苦情、及び問い合わせは、下記までお願いします。　

　< 個人情報苦情及び相談窓口 >
　　株式会社パートナーエージェント　サービスデスク・個人情報ご相談窓口
　　〒141-0032　東京都品川区大崎 1-20-3　イマス大崎ビル 4 F
　　電話番号（フリーコール）　0800-888-2702
　　　 （火曜日、年末年始を除く 11:00 ～ 18:00）
　　メールアドレス　service@p-a.jp

　【加盟する認定個人情報保護団体について】
　弊社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
　対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談は下記でも受け付けております。

　一般財団法人　日本情報経済社会推進協会　個人情報保護苦情相談室　　
　〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9　六本木ファーストビル12F
　電話番号　03-5860-7565 ／ 0120-700-779　
　株式会社パートナーエージェント　代表取締役　　佐藤　茂

＊1:「開示対象個人情報」とは、電子計算機を用いて検索することができるように
体系的に構成した情報の集合物又は一定の規則に従って整理、分類し、目次、索引、
符合などを付すことによって特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成
した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、本人から求められる開示、
内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのす
べてに応じることができる権限を有するものをいいます。詳しくは、「個人情報苦情
及びご相談窓口」までご連絡ください。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制　定　２００６年１２月２５日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更　新　２０１５年　5月　1日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社パートナーエージェント
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人情報保護管理者
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便利にお使いいただくために

苦情対応方針
私たちパートナーエージェントでは、「業務におけるいかなる判断も、その最上位基
準はお客様である」と考えております。すべてはお客様にご期待以上の感動と成果を
提供するため、全社員が、どのような場面でも、「お客様がどうお思いになるか」、「お
客様のためになっているか」、を判断の基準といたします。
上記理念にしたがって、私たちは、お客様から「不満足の表明」をいただいた際には
それを真摯に受け止め、最優先の課題と認識してご不満を解消し、その原因を改善す
るよう取り組みます。

1. お客様からいただいた苦情は、私たちの成長に欠くべからざるものと十分に認識
し、感謝の気持ちで受け止めます。

2. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、その内容によらず、分け隔て
のない公平な対応を心がけます。

3. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、お客様のお気持ちを十分に考
慮した上で、できる限りお客様にご理解とご納得をいただけるよう努めてまいります。

4. お客様からいただいた苦情については、その目的と真意をくみ取ることに努め、
私たちに改めるべきことがある場合には、迅速・適切かつ誠実に対応し、解決・改善
を目指します。

5. お客様からいただいた苦情については、定期的な経営陣への報告および、全社的
に情報の共有を行います。

6. 私たちは、お客様からいただいた苦情の受付、対応、フィードバックおよび社内
共有と改善などの各プロセスについて、継続的な改善を実施してまいります。

7. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、必要な要員を適切に配置し、
また十分に教育を実施してまいります。

8. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、お客様の権利を保護するため、
関連する法規制を遵守いたします。

　<苦情対応窓口>
　　株式会社パートナーエージェント　サービスデスク・お客様ご相談窓口
　　〒141-0032　東京都品川区大崎1-20-3　イマス大崎ビル4F
　　電話番号（フリーコール）  0800-888-2702 （火曜日、年末年始を除く11:00～18:00）
　  メールアドレス　service@p-a.jp
　　苦情申出書：http://www.p-a.jp/company/pdf/form_apply.pdf

当社は以上の苦情対応方針を実現するために ISO10002 による苦情対応マネジメ
ントシステムにより、お客様からいただく苦情への対応を適切なものとし、お客様の
信頼およびお客様満足度を高めることに努めます。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制　定　２０１０年　8月２５日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更　新　２０１４年　5月　１日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社パートナーエージェント
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　佐藤　茂
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便利にお使いいただくために

私たちパートナーエージェントでは、「業務におけるいかなる判断も、その最上位基
準はお客様である」と考えております。すべてはお客様にご期待以上の感動と成果を
提供するため、全社員が、どのような場面でも、「お客様がどうお思いになるか」、「お
客様のためになっているか」、を判断の基準といたします。
上記理念にしたがって、私たちは、お客様から「不満足の表明」をいただいた際には
それを真摯に受け止め、最優先の課題と認識してご不満を解消し、その原因を改善す
るよう取り組みます。

1. お客様からいただいた苦情は、私たちの成長に欠くべからざるものと十分に認識
し、感謝の気持ちで受け止めます。

2. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、その内容によらず、分け隔て
のない公平な対応を心がけます。

3. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、お客様のお気持ちを十分に考
慮した上で、できる限りお客様にご理解とご納得をいただけるよう努めてまいります。

4. お客様からいただいた苦情については、その目的と真意をくみ取ることに努め、
私たちに改めるべきことがある場合には、迅速・適切かつ誠実に対応し、解決・改善
を目指します。

5. お客様からいただいた苦情については、定期的な経営陣への報告および、全社的
に情報の共有を行います。

6. 私たちは、お客様からいただいた苦情の受付、対応、フィードバックおよび社内
共有と改善などの各プロセスについて、継続的な改善を実施してまいります。

7. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、必要な要員を適切に配置し、
また十分に教育を実施してまいります。

8. お客様からいただいた苦情への対応にあたっては、お客様の権利を保護するため、
関連する法規制を遵守いたします。

　<苦情対応窓口>
　　株式会社パートナーエージェント　サービスデスク・お客様ご相談窓口
　　〒141-0032　東京都品川区大崎1-20-3　イマス大崎ビル4F
　　電話番号（フリーコール）  0800-888-2702 （火曜日、年末年始を除く11:00～18:00）
　  メールアドレス　service@p-a.jp
　　苦情申出書：http://www.p-a.jp/company/pdf/form_apply.pdf

当社は以上の苦情対応方針を実現するために ISO10002 による苦情対応マネジメ
ントシステムにより、お客様からいただく苦情への対応を適切なものとし、お客様の
信頼およびお客様満足度を高めることに努めます。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制　定　２０１０年　8月２５日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更　新　２０１４年　5月　１日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社パートナーエージェント
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　佐藤　茂
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お問合せ窓口

お問合せ内容 お 問 合 せ 先 定休日

火曜日、

年末年始

火曜日、

年末年始

火曜日、

年末年始

受 付 時 間

サービスデスク
TEL（フリーコール） 
　　0800-888-2702 （※）　 

FAX　03-5759-2701　

E-Mail　service@p-a.jp

（※）ＩＰ電話などフリーコール
　　が利用できない場合：
　　03-5759-2702

イベントデスク
TEL（フリーコール） 
　　0800-100-6886 （※）　

E-Mail　event@p-a.jp

（※）ＩＰ電話などフリーコール
　　が利用できない場合：
　　03-6213-0865

オプションデスク

TEL　03-5759-2862　

E-Mail　option@p-a.jp

11：00～18：00

平日
11：00～18：00/　 
土・日・祝
10：00～18：00

11：00～18：00

 ・費用に関するお問合
せ
 ・担当コンシェルジュ
　変更依頼
 ・その他、ご活動全般
に関するご相談、お問
合せ

 ・イベントに関するお問
合せ
　（参加人数の確認、参
加お申し込み、キャン
セル、イベント内容の
確認など）

 ・MY PRに関するお問
合せ
 ・写真撮影会に関する
お問合せ
 ・会員様向けセミナー
に関するお問合せ

パートナーエージェントでは、お客様対応の改善、サービス内容・品質向上のた
めに、通話を録音させていただいております。お電話をいただく場合は、あらか
じめご了承ください。
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便利にお使いいただくために

お問合せ窓口

パートナーエージェントでは、お客様対応の改善、サービス内容・品質向上のた
めに、通話を録音させていただいております。お電話をいただく場合は、あらか
じめご了承ください。

お問合せ内容 お 問 合 せ 先 定休日

年末年始

火曜日、

年末年始

受 付 時 間

ファーストコンタクトセンター

TEL（フリーコール） 
　　0800-222-2045 （※）　

E-Mail　contact@p-a.jp

（※）ＩＰ電話などフリーコール
　　が利用できない場合：
　　03-5759-2045

アニバーサリークラブ　

TEL　03-6213-0878　

E-mail　ac@p-a.jp

東京都千代田区丸の内3-1-1
国際ビル2階

平日
12：00～20：00/
土・日・祝
10：00～20：00

 ・ファーストコンタクトに
関するお問合せ
　（日程変更、コンタクト
目印変更、コンタクト
当日の緊急連絡など）
　※コンタクト後の回答
に関するお問合せは、 
担当コンシェルジュま
でご連絡ください

 ・アニバーサリークラブ
のサービスに関する
お問合せ
　（結婚準備、ブライダ
ルリング、保険選びな
ど）

平日
11：00～21：00/
土・日・祝
10：00～21：00
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店舗のご案内

パートナーエージェントでは、お客様対応の改善、サービ ス内容・品質向上の
ために、通話を録音させていただいております。お電話をいただく場合は、あら
かじめご了承ください。

営業時間は全店舗共通です。
平日　13：00～ 19：00　　土日祝日 10：00～ 19：00　　（最終受付　19：00）

北海道エリア …………………………………………………………………………………

　札幌店　TEL　011-218-0982
　　北海道札幌市中央区北 5条西 2-5　JR タワーオフィスプラザさっぽろ 15階）
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

東京都内エリア ………………………………………………………………………………

　新宿店　TEL　03-5322-6182
　　東京都新宿区西新宿 1-13-12　西新宿昭和ビル 9階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座店　TEL　03-6213-0872
　　東京都千代田区有楽町 2-5-1　有楽町マリオン 14階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座数寄屋橋店　TEL　03-5537-7832
　　東京都中央区銀座 5-1-7　　数寄屋橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始
　
　池袋店　TEL　03-5928-1602
　　東京都豊島区西池袋 1-17-10　　エキニア池袋 4階
　　定休日　火曜日、年末年始

　上野店　TEL　03-5817-5102
　　東京都台東区上野 2-13-10　　朝日生命上野ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　町田店　TEL　 042-710-7872
　　東京都町田市中町 1-1-4　No.R 町田北 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

関東エリア　…………………………………………………………………………………

　水戸店　TEL　029-300-3052
　茨城県水戸市宮町 1-3-41　水戸ノースフロントビル 4階
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　高崎店　TEL　027-310-2282
　群馬県高崎市八島町 58-1　ウエスト・ワンビル B1階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　大宮店　TEL　048-640-7982
　　埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-110　OMIYA　NSDビル 8階
　　定休日　火曜日、年末年始

　千葉店　TEL　043-203-5232
　　千葉県千葉市中央区新町 1-17　JPR 千葉ビル 13階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　船橋店　TEL　047-460-5322
　　千葉県船橋市本町 6-2-20　ゼブラ船橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　横浜店　TEL　045-326-2782
　　神奈川県横浜市西区北幸 2-1-22　ナガオカビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

中部エリア　…………………………………………………………………………………

　静岡店　TEL　054-652-4032
　　静岡県静岡市葵区御幸町 11-30　エクセルワード静岡ビル 9階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　浜松店　TEL　053-413-2312
　　静岡県浜松市中区板屋町 111-2　浜松アクトタワー 11F
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　
　岡崎店　TEL　0564-65-3752
　　愛知県岡崎市明大寺町川端 19-14　朝日生命東岡崎ビル 2F
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　名古屋店　TEL 　052-589-2042
　　愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1　JP タワー名古屋 7階
　　定休日　火曜日、年末年始

関西エリア　…………………………………………………………………………………

　京都店　TEL 075-231-7382
　　京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20　四条烏丸 FTスクエア 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　　　※19時以降は地下 19番出入り口よりご入館ください。

　大阪店　TEL　06-6343-8162
　　大阪府大阪市北区梅田 1-8-17　大阪第一生命ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　なんば店　TEL　06-6636-0732
　　大阪府大阪市中央区難波 3-6-11　なんば池田ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　神戸店　TEL　 078-222-8632
　　兵庫県神戸市中央区小野柄通 7-1-1　日本生命三宮駅前ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

九州エリア　…………………………………………………………………………………

　福岡店　TEL　092-738-2902
　　福岡県福岡市中央区天神 2-3-13　USHIOビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

　北九州店　TEL　 093-531-0842
　　福岡県北九州市小倉北区米町 1-1-21　大分銀行・明治安田生命ビル 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
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店舗のご案内

パートナーエージェントでは、お客様対応の改善、サービ ス内容・品質向上の
ために、通話を録音させていただいております。お電話をいただく場合は、あら
かじめご了承ください。

営業時間は全店舗共通です。
平日　13：00～ 19：00　　土日祝日 10：00～ 19：00　　（最終受付　19：00）

北海道エリア …………………………………………………………………………………

　札幌店　TEL　011-218-0982
　　北海道札幌市中央区北 5条西 2-5　JR タワーオフィスプラザさっぽろ 15階）
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

東京都内エリア ………………………………………………………………………………

　新宿店　TEL　03-5322-6182
　　東京都新宿区西新宿 1-13-12　西新宿昭和ビル 9階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座店　TEL　03-6213-0872
　　東京都千代田区有楽町 2-5-1　有楽町マリオン 14階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座数寄屋橋店　TEL　03-5537-7832
　　東京都中央区銀座 5-1-7　　数寄屋橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始
　
　池袋店　TEL　03-5928-1602
　　東京都豊島区西池袋 1-17-10　　エキニア池袋 4階
　　定休日　火曜日、年末年始

　上野店　TEL　03-5817-5102
　　東京都台東区上野 2-13-10　　朝日生命上野ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　町田店　TEL　 042-710-7872
　　東京都町田市中町 1-1-4　No.R 町田北 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

関東エリア　…………………………………………………………………………………

　水戸店　TEL　029-300-3052
　茨城県水戸市宮町 1-3-41　水戸ノースフロントビル 4階
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　高崎店　TEL　027-310-2282
　群馬県高崎市八島町 58-1　ウエスト・ワンビル B1階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　大宮店　TEL　048-640-7982
　　埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-110　OMIYA　NSDビル 8階
　　定休日　火曜日、年末年始

　千葉店　TEL　043-203-5232
　　千葉県千葉市中央区新町 1-17　JPR 千葉ビル 13階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　船橋店　TEL　047-460-5322
　　千葉県船橋市本町 6-2-20　ゼブラ船橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　横浜店　TEL　045-326-2782
　　神奈川県横浜市西区北幸 2-1-22　ナガオカビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

中部エリア　…………………………………………………………………………………

　静岡店　TEL　054-652-4032
　　静岡県静岡市葵区御幸町 11-30　エクセルワード静岡ビル 9階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　浜松店　TEL　053-413-2312
　　静岡県浜松市中区板屋町 111-2　浜松アクトタワー 11F
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　
　岡崎店　TEL　0564-65-3752
　　愛知県岡崎市明大寺町川端 19-14　朝日生命東岡崎ビル 2F
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　名古屋店　TEL 　052-589-2042
　　愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1　JP タワー名古屋 7階
　　定休日　火曜日、年末年始

関西エリア　…………………………………………………………………………………

　京都店　TEL 075-231-7382
　　京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20　四条烏丸 FTスクエア 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　　　※19時以降は地下 19番出入り口よりご入館ください。

　大阪店　TEL　06-6343-8162
　　大阪府大阪市北区梅田 1-8-17　大阪第一生命ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　なんば店　TEL　06-6636-0732
　　大阪府大阪市中央区難波 3-6-11　なんば池田ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　神戸店　TEL　 078-222-8632
　　兵庫県神戸市中央区小野柄通 7-1-1　日本生命三宮駅前ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

九州エリア　…………………………………………………………………………………

　福岡店　TEL　092-738-2902
　　福岡県福岡市中央区天神 2-3-13　USHIOビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

　北九州店　TEL　 093-531-0842
　　福岡県北九州市小倉北区米町 1-1-21　大分銀行・明治安田生命ビル 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
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便利にお使いいただくために

店舗のご案内

パートナーエージェントでは、お客様対応の改善、サービ ス内容・品質向上の
ために、通話を録音させていただいております。お電話をいただく場合は、あら
かじめご了承ください。

営業時間は全店舗共通です。
平日　13：00～ 19：00　　土日祝日 10：00～ 19：00　　（最終受付　19：00）

北海道エリア …………………………………………………………………………………

　札幌店　TEL　011-218-0982
　　北海道札幌市中央区北 5条西 2-5　JR タワーオフィスプラザさっぽろ 15階）
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

東京都内エリア ………………………………………………………………………………

　新宿店　TEL　03-5322-6182
　　東京都新宿区西新宿 1-13-12　西新宿昭和ビル 9階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座店　TEL　03-6213-0872
　　東京都千代田区有楽町 2-5-1　有楽町マリオン 14階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座数寄屋橋店　TEL　03-5537-7832
　　東京都中央区銀座 5-1-7　　数寄屋橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始
　
　池袋店　TEL　03-5928-1602
　　東京都豊島区西池袋 1-17-10　　エキニア池袋 4階
　　定休日　火曜日、年末年始

　上野店　TEL　03-5817-5102
　　東京都台東区上野 2-13-10　　朝日生命上野ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　町田店　TEL　 042-710-7872
　　東京都町田市中町 1-1-4　No.R 町田北 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

関東エリア　…………………………………………………………………………………

　水戸店　TEL　029-300-3052
　茨城県水戸市宮町 1-3-41　水戸ノースフロントビル 4階
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　高崎店　TEL　027-310-2282
　群馬県高崎市八島町 58-1　ウエスト・ワンビル B1階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　大宮店　TEL　048-640-7982
　　埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-110　OMIYA　NSDビル 8階
　　定休日　火曜日、年末年始

　千葉店　TEL　043-203-5232
　　千葉県千葉市中央区新町 1-17　JPR 千葉ビル 13階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　船橋店　TEL　047-460-5322
　　千葉県船橋市本町 6-2-20　ゼブラ船橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　横浜店　TEL　045-326-2782
　　神奈川県横浜市西区北幸 2-1-22　ナガオカビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

中部エリア　…………………………………………………………………………………

　静岡店　TEL　054-652-4032
　　静岡県静岡市葵区御幸町 11-30　エクセルワード静岡ビル 9階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　浜松店　TEL　053-413-2312
　　静岡県浜松市中区板屋町 111-2　浜松アクトタワー 11F
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　
　岡崎店　TEL　0564-65-3752
　　愛知県岡崎市明大寺町川端 19-14　朝日生命東岡崎ビル 2F
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　名古屋店　TEL 　052-589-2042
　　愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1　JP タワー名古屋 7階
　　定休日　火曜日、年末年始

関西エリア　…………………………………………………………………………………

　京都店　TEL 075-231-7382
　　京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20　四条烏丸 FTスクエア 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　　　※19時以降は地下 19番出入り口よりご入館ください。

　大阪店　TEL　06-6343-8162
　　大阪府大阪市北区梅田 1-8-17　大阪第一生命ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　なんば店　TEL　06-6636-0732
　　大阪府大阪市中央区難波 3-6-11　なんば池田ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　神戸店　TEL　 078-222-8632
　　兵庫県神戸市中央区小野柄通 7-1-1　日本生命三宮駅前ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

九州エリア　…………………………………………………………………………………

　福岡店　TEL　092-738-2902
　　福岡県福岡市中央区天神 2-3-13　USHIOビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

　北九州店　TEL　 093-531-0842
　　福岡県北九州市小倉北区米町 1-1-21　大分銀行・明治安田生命ビル 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
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便利にお使いいただくために

店舗のご案内

パートナーエージェントでは、お客様対応の改善、サービ ス内容・品質向上の
ために、通話を録音させていただいております。お電話をいただく場合は、あら
かじめご了承ください。

営業時間は全店舗共通です。
平日　13：00～ 19：00　　土日祝日 10：00～ 19：00　　（最終受付　19：00）

北海道エリア …………………………………………………………………………………

　札幌店　TEL　011-218-0982
　　北海道札幌市中央区北 5条西 2-5　JR タワーオフィスプラザさっぽろ 15階）
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

東京都内エリア ………………………………………………………………………………

　新宿店　TEL　03-5322-6182
　　東京都新宿区西新宿 1-13-12　西新宿昭和ビル 9階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座店　TEL　03-6213-0872
　　東京都千代田区有楽町 2-5-1　有楽町マリオン 14階
　　定休日　火曜日、年末年始

　銀座数寄屋橋店　TEL　03-5537-7832
　　東京都中央区銀座 5-1-7　　数寄屋橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始
　
　池袋店　TEL　03-5928-1602
　　東京都豊島区西池袋 1-17-10　　エキニア池袋 4階
　　定休日　火曜日、年末年始

　上野店　TEL　03-5817-5102
　　東京都台東区上野 2-13-10　　朝日生命上野ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　町田店　TEL　 042-710-7872
　　東京都町田市中町 1-1-4　No.R 町田北 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

関東エリア　…………………………………………………………………………………

　水戸店　TEL　029-300-3052
　茨城県水戸市宮町 1-3-41　水戸ノースフロントビル 4階
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　高崎店　TEL　027-310-2282
　群馬県高崎市八島町 58-1　ウエスト・ワンビル B1階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　大宮店　TEL　048-640-7982
　　埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-110　OMIYA　NSDビル 8階
　　定休日　火曜日、年末年始

　千葉店　TEL　043-203-5232
　　千葉県千葉市中央区新町 1-17　JPR 千葉ビル 13階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　船橋店　TEL　047-460-5322
　　千葉県船橋市本町 6-2-20　ゼブラ船橋ビル 5階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　横浜店　TEL　045-326-2782
　　神奈川県横浜市西区北幸 2-1-22　ナガオカビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

中部エリア　…………………………………………………………………………………

　静岡店　TEL　054-652-4032
　　静岡県静岡市葵区御幸町 11-30　エクセルワード静岡ビル 9階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　浜松店　TEL　053-413-2312
　　静岡県浜松市中区板屋町 111-2　浜松アクトタワー 11F
　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　
　岡崎店　TEL　0564-65-3752
　　愛知県岡崎市明大寺町川端 19-14　朝日生命東岡崎ビル 2F
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　名古屋店　TEL 　052-589-2042
　　愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1　JP タワー名古屋 7階
　　定休日　火曜日、年末年始

関西エリア　…………………………………………………………………………………

　京都店　TEL 075-231-7382
　　京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 20　四条烏丸 FTスクエア 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　　　※19時以降は地下 19番出入り口よりご入館ください。

　大阪店　TEL　06-6343-8162
　　大阪府大阪市北区梅田 1-8-17　大阪第一生命ビル 6階
　　定休日　火曜日、年末年始

　なんば店　TEL　06-6636-0732
　　大阪府大阪市中央区難波 3-6-11　なんば池田ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始

　神戸店　TEL　 078-222-8632
　　兵庫県神戸市中央区小野柄通 7-1-1　日本生命三宮駅前ビル 6階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始
　

九州エリア　…………………………………………………………………………………

　福岡店　TEL　092-738-2902
　　福岡県福岡市中央区天神 2-3-13　USHIOビル 5階
　　定休日　火曜日、年末年始

　北九州店　TEL　 093-531-0842
　　福岡県北九州市小倉北区米町 1-1-21　大分銀行・明治安田生命ビル 3階
　　定休日　火曜日、木曜日、年末年始



パートナーエージェント　サービスガイド

発行／株式会社パートナーエージェント
〒141-0032 東京都品川区大崎1-20-3 イマス大崎ビル4階

サービスガイドに関するお問合せはサービスデスクまでご連絡ください
TEL（フリーコール）  0800-888-2702（※）    E-Mail  service@p-a.jp
受付時間　11：00～18：00　　定休日　火曜日・年末年始
（※）ＩＰ電話などフリーコールが利用できない場合：03-5759-2702
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