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おかげさまで、2007 年に楽天グループとして事業承継してから、 

楽天オーネットは「10 周年」を迎えました！ 
 

 

楽天グループの結婚相手紹介サービス 株式会社オーネット（本社:東京都世田谷区 代表取締役社長：

森谷学）は、前身の株式会社オーエムエムジーより楽天グループが事業承継してから、2017 年 12月 19

日で 10周年を迎えました。 

1980 年 4月に株式会社オーエムエムジーが大阪で事業を開始し、その27年後の 2007年 12月 19日

に楽天ストラテジックパートナーズ（楽天グループ）100%出資による「株式会社オーネット」が設立さ

れました。 「株式会社オーネット」は結婚情報サービスに関わる全事業を株式会社オーエムエムジーより承

継し、その翌年 2008 年 8 月に楽天株式会社の連結子会社となりました。こうした経緯から 2017 年 12

月 19日、楽天オーネットは楽天グループとして事業をスタートし10周年を迎えました。 

 

 

 

 

 この 10 年間、楽天オーネットは会員さまの 100%ご成婚の実現にむけて、様々な取り組みを行ってま

いりました。まず、2010年にはサービス産業生産性協議会が作成した 「結婚相手紹介サービス業に関

するガイドライン」を基に、第3者機関が結婚相談所を審査し、審査基準を満たした事業者に認

証が付与される 「結婚相手紹介サービス業認証制度事業者認証(マル適マーク)」を取得致しました。また

2013 年には年々高まる中高年のパートナー探しのご要望に応える為に、シニア向け結婚相談サービス 「楽

天オーネットスーペリア」のサービス提供を開始しました。同年 5 月には平成元年（1989 年）から弊社

サービスを利用して成婚退会された累計成婚退会者数が 10 万人を突破致しました。さらに 2015 年には

結婚相手紹介サービス業界初となる全国規模の「TVCM」の放映を開始し、楽天オーネットの認知度向上

のみならず、結婚相手紹介サービス業界全体の認知向上にも大きく貢献することができました。また、同

年よりサービス名称及びロゴデザインを 「楽天オーネット」に変更し、本社を東京二子玉川の楽天クリム

ゾンハウスに移し、日本結婚相手紹介サービス協議会(JMIC)に理事として加盟致しました。これらの取り

組みを通して自社のみならず業界全体の認知向上や安心･安全感を醸成しつつ取り組みを行ってまいりま

した。2016 年には 「はじまる恋愛、つながる結婚」のキャッチコピーでTVCMを刷新し、同年の年間成

婚退会者数が 10,000 人を突破し、今年 2017 年 10 周年を迎えるに至りました。 楽天オーネットでは

これからの 10年を含め将来にわたり、会員さまの 100%ご成婚の実現を目指し、引き続き会員様の安心  

安全、より幸せな結婚が実現できる婚活をサービス全般を通じて提供し続けてまいります。 

 

2017 年 12 月 19 日 

編集 発行 株式会社オーネット 広報グループ 
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■■■ 株式会社オーネット（沿革） ■■■ 

 

※1980年(昭和 55 年) 

4 月 株式会社オーエムエムジー設立  大阪本社にて業務を開始する  

 2007年(平成 19 年) 

12月 楽天ストラテジックパートナーズ(楽天グループ)100％出資による株式会社オーネット設立 

       結婚情報サービスO-net に関わる全事業を株式会社オーエムエムジーより承継  

 2008年(平成 20 年) 

8 月 楽天株式会社の連結子会社化  

 2010年(平成 22 年) 

2 月 結婚相手紹介サービス業認証制度 事業者認証(マル適マーク)を取得  

3 月 本社を楽天タワーへ移転  

 2013年(平成 25 年) 

3 月 シニア向け結婚相談サービス「楽天オーネットスーペリア」サービス開始  

5 月 平成元年以降の会員間同士成婚退会者 10 万人を突破  

 2015年(平成 27 年) 

1 月 結婚相手紹介サービス業界初、全国規模にて「TVCM」放映開始 

サービス名称及びロゴデザインを「楽天オーネット」に変更  

6 月 「楽天オーネットスーペリア」福岡支社で九州エリアのサービス開始  

7 月 本社を二子玉川「楽天クリムゾンハウス」へ移転 

 日本結婚相手紹介サービス協議会(JMIC)に理事として加盟  

 2016年(平成 28 年) 

1 月「はじまる恋愛、つながる結婚」のキャッチコピーで TVCMを刷新  

2 月 銀座支社をフラッグシップ店舗として増床移転リニューアル 

「楽天オーネットスーペリア」大阪北支社で関西エリアのサービス開始   

7 月 「楽天オーネットスーペリア」名古屋支社で東海エリアのサービス開始 

  12 月  12 月 31 日現在で 2016 年の年間ご成婚退会者数 10,000 名を突破 

 2017年（平成29年） 

1 月 「はじまる恋愛、つながる結婚」TVCMリニューアル 

     平成の成婚退会者数は累計11万人を突破！ 

 7月 サービス名称及びロゴサインを楽天グループ統一ロゴに変更 

9 月  9 月 1日現在で楽天オーネット会員数が49,000 名を突破 

  12月 12 月 19 日 楽天オーネット 楽天グループとして 10 周年を迎える 

★第 23 回目となる「新成人の恋愛・結婚に関する意識調査」は 2018 年 1 月 4 日リリース予定 

※本文中記載の「成婚退会者数」、「会員数」の数値的根拠、詳細は下記URL 弊社HP＜ニュースリリース＞で確認できます。 

⇒https://onet.rakuten.co.jp/company/release/ 
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■■株式会社オーネット 会社概要■■ 
 

楽天グループの結婚相手紹介サービス＜楽天オーネット＞を展開。 

◎「データマッチング」、「WEB や会員誌による検索」、「写真による検索」、

「パーティー イベント」、「お引き合わせ」など、豊富な出会いの機会をご

提供。 

◎専任の結婚アドバイザーによる手厚いサポートにより、結婚のためのさま

ざまなニーズにお応えいたします。 

 

代表者：代表取締役社長 森谷 学 

創業：1980 年 4 月 株式会社オーエムエムジー創業 

設立：2007 年 12 月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立 

本社所在地：東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1号 楽天クリムゾンハウス 

 

楽天オーネット    https://onet.rakuten.co.jp/ 

 結婚チャンステスト https://onet.rakuten.co.jp/marriage_test/ 

 婚活プラン     https://onet.rakuten.co.jp/planning/ 

 
 
 
◆◆楽天オーネット スーペリア◆◆ 

＜サービス概要＞  

中高年専門のパートナー探しの機会をご提供しており、

同世代の会員さま同士、楽しい活動を通じてお相手探し

ができるサービス内容となっております。年齢を重ね、人

生経験豊富な皆さまだからこそ、「結婚」だけにこだわら

ない、さまざまなパートナーの形があります。 

「明日を今日よりも充実したものにしたい！」、「人生を

今よりももっと輝いたものにしたい！」という会員の皆

さまの想いを実現できるよう各種サービスを提供させて

いただいております。 

 

◎入会資格 

男性 50 歳以上 定職 定収入がある独身者 

女性 45 歳以上 独身者 

※ご入会にあたっては、公的な「独身証明書」の提出が必要です 

◎サービス提供エリア 

関東（銀座支社）、関西（大阪北支社）、東海（名古屋支社）、九州（福岡支社） 

※今後、全国の楽天オーネット支社にてサービス提供エリアを拡大予定 

◎料金 

入会金 30,000 円（税別） / 月会費 10,000 円（税別） 

◎提供サービス 

 

＜基本サービス＞ 紹介書発行 

＜オプションサービス＞ お引き合わせサービス、イベント パーティー、フォトジェニックサービス 

 

◆楽天オーネットスーペリア          https://onet.rakuten.co.jp/superior/ 

中高年の出会いを真心で応援 ナカノブログ  http://onet.rakuten.co.jp/superior/advisor-blog/ 
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