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沖縄セルラー電話株式会社 

株式会社エウレカ 
 

au スマートパスプレミアム会員を対象に 
「Pairs」有料会員プランが 1 カ⽉無料で利⽤可能なキャンペーン開始 
〜国内最⼤級の恋愛・婚活マッチングサービス「Pairs」累計会員数 1,000 万⼈突破記念！〜 

 
株式会社エウレカ（本社:東京都港区、代表取締役 CEO:⽯橋 準也、以下 エウレカ）が運営する、国

内最⼤級の恋愛・婚活マッチングサービス「Pairs（ペアーズ）」は、2019 年 2 ⽉ 1 ⽇より、KDDI、沖
縄セルラーとともに、18 歳以上の au スマートパスプレミアム会員向けに、⼀部の Pairs 有料会員プラ
ンを 1 カ⽉間無料で提供するキャンペーン（以下 本キャンペーン）を実施します（注 1）。 
 
 
 
 
 
 
 「Pairs」は、利⽤率 No.1（注２）の恋愛・婚活マッチングサービスです。⽇本、台湾、韓国の 3 カ国
合計で累計 1,000 万⼈が利⽤し、これまでに「Pairs」に報告があるだけでも 20 万⼈以上が交際・⼊籍
をしています。また、2018 年 11 ⽉に実施した調査（注 3）では、「Pairs」で恋⼈と出会って退会した元
会員 583 ⼈のうち約 60%が⼊籍・婚約していると回答しました。 

本キャンペーンでは、2019 年 2 ⽉ 1 ⽇から 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇の期間中、au スマートパス内の「Pairs
クーポンページ」よりクーポンコードを取得いただいたお客さまを対象に、「Pairs」の「有料会員 1 カ⽉
プラン（男性向け）」「レディースオプション（⼥性向け）」を 1 カ⽉間無料で提供します。 
 
 
■キャンペーンについて 

特典内容 

キャンペーン期間中に「Pairs」の下記プランにご登録したお客さまを対象に、1 カ⽉（30
⽇間）無料でご利⽤いただけるキャンペーンを実施（注 4） 
 ・男性向け：「有料会員 1 カ⽉プラン」通常 3,480 円/⽉〜→1 カ⽉無料（注 5） 
 ・⼥性向け：「レディースオプション」通常 2,900 円/⽉〜→１カ⽉無料（注 5） 

対象 au スマートパスプレミアム会員のうち、18 歳以上で独⾝のお客さま 
実施期間 2019 年 2 ⽉ 1 ⽇〜2019 年３⽉ 31 ⽇ 

登録⽅法 

①	キャンペーン期間中に、au スマートパスにてクーポンコードを取得 
②	クーポンコードを取得したページの誘導に従い「Pairs」のスマートフォン版ウェブ

ページもしくは Android アプリより「有料会員 1 カ⽉プラン」または「レディース
オプション」の登録画⾯でクーポンコードを⼊⼒ 

 



（参考）恋愛・婚活マッチングサービス「Pairs」（https://www.pairs.lv/）について 
2012 年 10 ⽉にリリースされた、利⽤率 No.1（注 2）の恋愛・婚活マッチングサービスです。 

特⻑は、豊富な検索機能と、10 万を超えるコミュニティを通じて、条件や趣味・価値観の合う理想の 
お相⼿とつながることができる点です。業界初の 24 時間 365 ⽇オペレーター常駐での画像およびテキ
スト投稿監視体制で、安⼼・安全に会員同⼠が交流することができます。2013 年 10 ⽉、台湾版 Pairs
「派愛族」をリリース。2017 年 9 ⽉、韓国版 Pairs「페어즈」をリリース。2019 年 1 ⽉、累計会員数
1,000 万⼈突破。 
 
 
 
 
 
 
 
 
対応端末：iPhone/Android 
対応⾔語   ：⽇本語、繁体字中国語、韓国語 
サービス地域 ：⽇本、台湾、韓国 
サービス開始⽇：2012 年 10 ⽉ 
開発・運営  ：株式会社エウレカ 
価格     ：ダウンロード無料 
App Store（https://itunes.apple.com/jp/app/pairs-peazu-lian-ai-hun-
huomatchingusabisu/id583376064） 
Google Play ストア（https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.eure.android.pairs） 
 
 
（注１）男性会員さまは「有料会員 1 カ⽉プラン」、⼥性会員さまは「レディースオプション」となります。期間中利⽤できる

のは 1 回のみです。過去に「Pairs」が提供する同様のキャンペーンをご利⽤のお客さま、⼀度退会されたお客さまが
新たに登録された場合は対象外となります。2 カ⽉⽬以降は⾃動継続課⾦となります。 

（注２）恋活・婚活マッチングアプリに関する調査より 
マクロミル調べ、調査期間：2018 年 4 ⽉ 11 ⽇〜2018 年 4 ⽉ 12 ⽇、対象：全国 20〜49 歳の恋活・婚活マッチン
グアプリの利⽤経験者（マクロミルモニタ会員） 

（注３）株式会社エウレカ調べ。 
（注４）・「有料会員 1 カ⽉プラン」にご登録可能なのは男性の au スマートパスプレミアム会員のみとなります。 

・「有料会員 3 カ⽉プラン」、「有料会員 6 カ⽉プラン」、「有料会員 12 カ⽉プラン」はキャンペーン対象外です。 
・「レディースオプション」に登録可能なのは⼥性の au スマートパスプレミアム会員のみです。 
・決済⼿段は、クレジットカードもしくはかんたん決済を選択可能です。AppleID 決済、Google Play 決済は対象外

となりますのでご注意ください。期間中利⽤できるのは 1 回のみです。 
・過去に「Pairs」が提供する同様のキャンペーンをご利⽤のお客さま、⼀度退会されたお客さまが新たに登録された

場合は対象外となります。 
（注５）AppleID 決済・Google Play 決済の場合、Apple 社・Google 社の規定により料⾦が異なります。決済⽅法やプランに

よって⾦額が異なりますが、提供するサービス内容は変わりません。 
 

※iPhone は、⽶国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに 
もとづき使⽤されています。 

※「Google Play」、「Android」は、Google LLC が提供するサービスです。 
※表記の⾦額は、すべて税込です。 
※その他会社名、各製品名は、⼀般に各社の商標または登録商標です。 



■株式会社エウレカについて 
 エウレカは、すべての⼈が⼈⽣の可能性を拓いていける世界をつくることを⽬指し、恋愛・婚活マッチ
ングサービス「Pairs」とカップル向けコミュニケーションアプリ「Couples」を開発・運営しています。
2014 年、台湾とシンガポールに現地法⼈を設⽴し、2015 年から InterActiveCorp（IAC）に参画して
います。IAC は⽶国 NY に本拠地を置く NASDAQ 上場のインターネット企業であり、その傘下の Match 
Group は複数のオンラインデーティングサービスを有し、世界最⼤のシェアを獲得していることで知ら
れています。現在、私たちはその Match Group の⼀員として、国内最⼤級の実績を元に、⽇本のみなら
ずアジアでの事業拡⼤に取り組んでいます。 
所在地：〒108-0073 東京都港区三⽥ 1-4-1 住友不動産⿇布⼗番ビル 4 階 
代表者：代表取締役 CEO ⽯橋準也 
設⽴⽇：2008 年 11 ⽉ 20 ⽇ 
資本⾦：100,000,000 円  ※2016 年 3 ⽉時点 
事業内容：恋愛・婚活マッチングサービス「Pairs」の開発・運営、カップル向けコミュニケーションア
プリ「Couples」の開発・運営 
従業員数：130 名 
関連会社： IAC/InterActiveCorp（⽶国）、Match Group（⽶国）、唯麗家股份有限公司（台湾）、EUREKA 
SG Pte. Ltd.（シンガポール）、 MG Korea Services Limited.（韓国） 
URL：http://eure.jp/  
 

【本リリースに関するお問合せは下記まで】 

株式会社エウレカ（広報： ⽥⼭） 
Mail： pr-pairs@eure.jp   
TEL： 050-1746-9879 
 

 
以 上 


