
番号 サポーター名 サポーター紹介

1 株式会社ホテルセントパレス倉吉
ホテルセントパレス倉吉では、約年４回「WA・WA・WAパーティー」と称して出逢いの場を提供するパーティーを開催
しています。　ＤＪのパフォーマンスや生バンド演奏など企画も盛りだくさん！素敵な出逢いの場所として、お気軽に
ご参加くださいませ。

2 ホテルニューオータニ鳥取
ホテルシェフの思いをしっかり込めて生まれてくる料理の数々・・・　美味しい料理を気軽に召し上がっていただきな
がら、楽しいひとときをお過ごしください。人生最良の日となるように・・・　そしてお二人の感動の始まりを刻む場所
となるように、心を込めてお手伝いさせていただきます。

3 サキュート株式会社
倉吉市の出会い・結び合い事業を受託し、婚活パーティー・婚活セミナー等を開催し、多くのカップルを誕生させて
います。

4 ブライダルワンステップ 地元鳥取で出会い結婚したい、そんな貴方のパートナー探しをお手伝いします。

5 八頭町商工会青年部
八頭町商工会青年部は、八頭町の恵まれた自然の中で、参加者が楽しめる内容盛りだくさんのイベントを企画しま
す。気軽に楽しみたい方も、真剣に婚活を考えられる方もぜひご応募ください。新たな出会いを応援します！

6 Cross　Ring
「思い立った日が吉日」まずは行動してみまんせんか。Cross Ringは真面目に結婚を考えているあなたのアドバイ
ザーです。結婚に関すること、なんでもご相談下さい。親御様のご相談にも応じております。

7 日本海マリエ

8 陶杏
山と海に囲まれた自然豊かな鳥取因幡の国。海は多くの生物を育み、山はみずみずしい実りを与えます。
明るく楽しく子育て出来る絶好の場所にしたいものです。陶杏はとっとり婚活サポーターとしてとっとりの人達の婚
活を応援します。

9 浜村温泉商店会
「で愛、ふれ愛、めぐり愛」あなたの人生の素敵なパートナーを見つけるため、浜村温泉商店会がサポートします！
「わくわく、ドキドキ」楽しい企画で待ってま～す！

10 NPO法人むすび

結婚に対して意欲的になるためのセミナーや、結婚をしたくてもなかなか出来ない男女の外面的、内面的な問題を
解決するためのセミナーを開催します。気軽にご参加ください。
※『結婚とは、お相手の男性、もしくは女性と夫婦になることだけではなく、お相手の家族や地域と繋がるのが“結
婚”である』と思います。結婚相手をよく知ろう！とするように、相手の地域の事も事前に知っておく事が必要であ
る。と考え、『とっとり寿定住マップ』を制作しました。（リンク先参照）  http://tottori-kotobukimap.jp/

11 Powerstone Lune goutte

Powerstone Lune goutteでは、沢山の天然石、出会い・恋愛運・結婚運などの中から、ご自分にあったパワーストー
ンを選んでいただき、アクセサリーなどをお作りします。また、カラーセラピーによるラッキーカラーなどをお調べし
て、恋愛運・結婚運アップのお手伝いをします。
誰でも簡単に描ける、パステル和みアートの教室も開催しています。

12 アプローズ鳥取本部

10坪の事務所から少子化問題と過疎化問題に取り組み、恋愛下手な人達へ仲人士として「婚活塾」を開き１組でも
多く成婚へと導くように皆様とともに歩んでいます。出会いから成婚まで「れいばマジック」と呼ばれるアドバイスで
たくさんの人たちを成婚へと導いています。
17年の経験と人情と「鳥取の母」と呼ばれるように皆さんの婚活を応援していきます。

13 ホテルモナーク鳥取 ホテルモナーク鳥取では、真剣にそして安心して参加していただける婚活の場を提供させて頂きます。

14 ハリカ鳥取店 有限会社
地域の皆様のご結婚やご出産のお手伝いをさせて頂けることが弊社の喜びであります。
　地域の皆様に出会いの場を提供・サポートし、地域の活性化に協力させて頂きたいと思っています。

15 木村家のたいやき出雲塩冶店
はじめまして！私たちは、出会いを求めるみなさんの繋がりを強くしていくためにイベントを開催します。このイベン
トは、運命の人に出会うための第１歩です。次第に強くなる繋がりを求めて、イベントに参加してみませんか？

16 鳥取市鹿野往来交流館「童里夢」
鹿野の歴史、文化、人々、地域資源の魅力を身近に感じながら、いい出会いができるような企画、イベントを随時
開催していきます。

17 北栄町
北栄町の独身男性（農業後継者及び町内在住独身者）と町内外の独身女性との出会いの場を提供します。
　参加者に素敵な出会いがあることを願っています。多くの方のご参加をお待ちしています。

18 マリエやしろ株式会社
多くの出合いを提供、毎月２回のパーティーを開催
（会員登録をしなくても参加いただけます。）

19 三朝町 出会いのイベント・個別相談を通じて、独身男女の素敵な出会いを応援します！

20 倉吉市
男女が出逢うパーティーや自分を磨くセミナーなど、皆様に楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、
どうぞよろしくお願いします。
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21 出会いの場づくり事業実行委員会
中海・宍道湖・大山圏域＝「雲伯（うんぱく）地方」の独身男女を対象とした“一大婚活イベント”を開催します！
米子、境港、西伯郡、日野郡、松江、出雲、安来に住んでいる（住もうと考えている）か、通勤・通学している２０～４
０代の独身の方であればどなたでも参加できます。

22 Ｍｉｒａｒｃ

やっぱり出会いたいのは地元の方ですよね。地元の方限定「アットホームな恋活・婚活パーティー」を開催していま
す。５対５の少人数のパーティーなのに、毎回２組・３組とカップルが誕生しています。参加者から凄く楽しかった。
面白かった。また参加したいと大好評です。ひとり参加でも大丈夫！！是非、一度Ｍｉｒａｒｃ（ミラーク）の「アットホー
ムな恋活・婚活パーティー」に参加してみませんか？

23 八頭町 独身の男女のすてきな出会いが生まれるようなイベントを開催していきます。皆様のご参加をお待ちしております。

24 若桜町 独身の男女に出会いの機会を提供します。楽しいイベントを企画しますので、よろしくお願いします。

25 有限会社フローレス
米子駐屯地・美保基地の自衛官様との婚活パーティーを今後、定期的に開催させて頂きます。
結婚式のノウハウを活かし皆様に少しでも楽しんで頂ける婚活パーティーを開けたらと思います。
是非お気軽にご参加ください！

26 サンフラワーパーティー山陰

サンフラワーパーティーの３つの特徴をご紹介！！
１）安心安全なパーティーにするため、プレッジカードという独自の独身同意書を使用し、迷惑行為者の徹底した排
除。
２）プロフィールカードを使ってのお話しのきっかけ作りをサポート。
３）オリジナルマッチングシステムでカップル率UP！！

27 いざなぎ振興協議会

毎年9月頃に「本気の婚活！」イベントを行っています。
毎回10組以上のカップルが誕生し、更にその後結婚された組もあります。
鬼ごっご等の楽しいレクレーションで、出会いのきっかけを作ります。
多くの方のご参加をお待ちしています。

28 鳥取中部ふるさと広域連合

鳥取中部での結婚支援のため、男女の出会いの場づくりを行います。
セミナーの開催や観光地を巡るツアー等を通じて、結婚支援だけでなく地域への愛着が育まれるよう取り組んでい
きます。
どうぞよろしくお願いします。

29 奥出雲町縁結びネットワーク協議会
鳥取県と島根県の県境にある奥出雲町でみなさんの人と人とのご縁を応援している団体です。様々なイベントを開
催していますので、興味のあるイベントを選んで是非ご参加ください。

30 有限会社トータルクリエイト

鳥取でSexyエレガンス系ファッションの専門店『Seren』（セレン）をしています。
お客様から『遊ぶ場所や出掛ける機会も少ないから、出逢いもなくて、、、』 『セレンで何か企画してくれない？』とい
う声を聴き、 お店としても、たくさんの出逢いの場をつくって行き、恋のキューピットになれたらいいなと思ってます。
グループ参加で友達と気軽に参加して、素敵な出逢いも楽しめるパーティーを企画していきます。

31 MIRAI resutaurant&café
鳥取駅前にあります、カフェレストランです。
皆様の恋探しの一歩目のお手伝いができればと思います。
お気軽にご参加ください。

32 川のhotori用瀬
鳥取市用瀬町にOPENした古民家カフェです。
古民家での恋探しも素敵ですよ。
お気軽にご参加下さい。

33 La iisukou
La iisukouは、松江市内を中心に月に１～２回のペースで婚活イベントを主催している任意団体です。
イベントには鳥取県内の方もほぼ毎回、参加いただいています。

34 株式会社ＢＡＣ
現在、BAR2店舗、カフェ1店舗を鳥取市内で経営しており、これら店舗を用いて出会いをサポートするイベントを多
数行ってきました。
今後も、各店舗にて楽しい婚活パーティー・イベントを随時開催していきます。

35
未来をつなぐLab⁺（ブライダルプロ
デュース　ラ・ポール）

一人でも多くの方のご縁を結んでいけるよう、イベントだけではなく、個別相談、アフターフォロー、ビューティーセミ
ナー等も開催していきます。
“内面”“外面”一緒に研究しましょう！

36 BALL HALL BALL HALL婚活部としてイベント情報を発信しています。

37 一般社団法人　倉吉青年会議所
今回ロマンチック街道313事業として、婚活事業を行います。
独身男女の皆さんに鳥取県の大自然の中でいろんな縁を繋げていける事業にしたいと思いますのでお気軽にご参
加ください。

38 ハロー保険株式会社
私たちは祖父の代から約80年、鳥取のお客様に寄り添ってきた保険代理店です。
お客様から「良い人を紹介してほしい」というご希望をたくさん受け、婚活サポートを行っています。

39 株式会社フリーティス
『Ｂジラソール』ブランドで婚活パーティーを企画・運営しています。
初めてでもお一人でお参加のしやすい“和やかな雰囲気”、“ゆったり感”、“安心感”
会話のしやすい環境を重視したパーティーです。
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40 ＴＵＮＡＧＯ
waiwai出会ったら
wakuwaku楽しんで
年齢・性別・国境さえも越えていこう!!

41 ピュアキューピット
これからの人生を一緒に楽しく過ごしたい
そんな方とめぐり会うためにほんの少しだけお手伝いさせていただきます

42 鳥取県観光事業団　夢みなとタワー
山陰の真ん中境港市、アクセス良好。
雄大な日本海、堂々とそびえる大山、境港市を一望できるタワーの特性を活かし、今後、山陰のご縁を結ぶ、イベ
ント型の交流の場を提供していきたい。

43 東光園
結婚を希望される皆様の出会いの場を提供いたします。
様々な趣向のパーティーを企画して参りますので、たくさんの方のご参加をお待ちしております。

44 株式会社絆フレンズ
全国の自衛隊(陸上・海上・航空)事務官・技官様とのふれあいパーティーを企画しています。
平成29年度は48組の成婚が成立しました。

45 恋カフェ実行委員会
こんにちは。恋カフェ実行委員会です。
私たちは、気軽に参加することができ、友達作りから始めようという趣旨のもとイベントの企画をしています。グルー
プ参加型のカジュアルな恋活イベントを通じて、独身男女の真剣な出逢いの創造を目指しています。

46
琴浦町農家担い手結婚対策実行委
員会

琴浦町在住または琴浦町の方との出会いを求めるみなさまのための婚活イベントを開催しています。
スタッフ一同みなさまの婚活を応援します！お気軽にご参加ください。

47 南部町

48 ＪＡ鳥取中央青壮年部
  ＪＡ鳥取中央青壮年部では、農家の後継者不足の解消、部員の意識改革、組織活動や地域活性化を目的に婚活
イベントを企画しています。

49
結婚相談所　Chérie（シェリー） ／
ＰＡＲＴＹ　ＰＡＲＴＹ　鳥取

　当社は、６万人以上の登録会員数を誇る日本結婚相談所連盟の加盟相談所『Chérie（シェリー）』と月間６万人以
上が参加 する婚活パーティー『PARTY☆PARTY（パーティー・パーティー）』を鳥取で運営しております。 婚活のプ
ロがあなたの悩みを解決いたします。もちろん、相談は無料です。婚活に疲れる前にお気軽にご相談ください。

50 日南町

51 Ｕスタジオウシオ
本気で恋がしたい！！結婚したい！！
そんな方達をスタッフ一同全力で応援します。

52 はっぴぃベル島根

  出会わなければ始まらない婚活・恋活を、安心安全をモットーに応援させていただきます　はっぴぃベル島根　で
す。
大切な皆様のお時間が、はっぴぃタイムとなりますように、そして未来のはっぴぃベルを鳴らして頂けますよう、ス
タッフ一同、開催に向け勉強・活動しております。
  是非、はっぴぃベル島根のイベントにご参加下さい。

53
ナチュラル・スタイルパーティー
（アスハ株式会社）

 スマホアプリを用いた婚活パーティー、婚活イベントを鳥取・島根地域で開催します。プロフィール閲覧やマッチン
グ指名、カップル発表は参加者自身のスマホで行います。アットホームな雰囲気で開催しますので、どうか同じよう
な思いでおいでください。（参考）他地域ですが最近の平均カップル率は５８％です。

54 あすか整体院  今まで１００組以上のカップルを成立させ、２７組の結婚実績あり。ボランティアでのカップリングを続けています。

55 鳥取イベント
 鳥取市で合コン・恋活パーティーを開催しています。真面目に出会いを探している方に、ステキな出会いのきっか
けを提供出来たらと思います。
本気の方を応援します！！

56
公益社団法人　鳥取青年会議所　因
幡の魅力委員会

 因幡の魅力をまるごと体感！
人とまちと未来に出会える
Ｌ♡ve Bus Tourへのご参加お待ちしてます♡

57 南部町商工会青年部
「はなさにゃ、わからんけんね」をキーワードに南部町の地域振興事業の一環として婚活事業を行います。
新型コロナウイルス感染症の感染予防をしっかりとして、楽しくお話できる空間を作ります。

58 鳥取市西商工会青年部 気高町・鹿野町・青谷町３つのエリア「西いなば」でしかできない体験や楽しい企画で皆さんの婚活を応援します！
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59 ｇｒａｍ　米子店 婚活sweets party

60 株式会社プリムローズガーデン
約16000坪という広大で自然豊かな敷地の中、結婚式・カフェ・パーティープロデュースなど県内外の方のコミュニ
ティーの場として地域活性を行っています。
結婚式やパーティーのノウハウを活かした婚活イベントを開催していきますのでぜひチェックしてみてください。

61 株式会社　Ｗｏｒｋｐｌａｙｓ
「地域のあらゆる魅力を発信し地域観光に関わる全ての人を繋げるドアを創る」ということをビジョンに民間手法（主
としてデジタルマーケティング等）を用いて地方創生に取り組んでいます。
現在は主として、地域密着型アクティビティ予約サイト「鳥取ツアーズ」を運営しています。

62 株式会社　ＮＬＣＣ

オンライン婚活パーティーの運営企画を実施しています。
弊社が開発した「日本初オンライン婚活パーティー専用アプリ」を使用したオンライン婚活パーティーは安心安全で
お気軽にご参加いただけます

63 一般社団法人　Ｈ＆Ｃ

鳥取県内の未婚の方の出会いの機会を創造しています。
今までに鳥取県内の市町村と連携したイベント開催、とっとり出会いサポートセンター（えんトリー）と連携したイベン
ト開催などを実施しており、当法人の会員には、婚活アドバイザー、マスコミ等で活躍のプロ司会者、仲人実践者
等、多岐にわたる婚活のプロが揃っています。イベントを開催したい方はぜひご相談ください。

64
麒麟のまち婚活サポートセンター運
営事務局

エリアが拡大されて更にパワーアップした「麒麟のまち」の本気の婚活プロジェクト。
行政・民間・住民を巻き込んで、まじめに楽しく、皆さんにこれからも最強の出会いの場を提供します。


