
解決策

風水、植物、色、吉方位、指輪



方位
北 東北（鬼門） 東（太陽の上る場

所）
東南

色 黒・白 茶・黄 青・ネイビー 緑・オレンジ
ｱｲﾃﾑ 貴重品（財産）、

実印、神棚
盛塩、観葉植物、 音 の 出 る も の

（TV）、海のもの、
ｽﾎﾟｰﾂｸﾞｯｽﾞ

ケータイを充電、
FAX、花、香りの
もの

健康、金、子宝 不動産、親戚、い
い変化？

発展、運気上昇、
積極性

結婚、対人、信頼、
商売

南 南西 西 北西
色 赤 （ 濃 い ピ ン

ク）・紫
茶・黄 金・黄 ﾊﾟｽﾃﾙｶﾗｰ、銀

ｱｲﾃﾑ 化粧品、薬、眼鏡、
サングラス、本

仕事道具、和食器、
古本、

財布、三文判、ﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ（ 高 級
品）、キラキラ光
るもの

大きい時計、丸い
もの、お守り

地 位 、 出 世 、
ビューティ

仕事、家庭、長続
き、対人

金、会話、恋愛 勝負、スポンサー、
目 上 、 ス テ ッ プ
アップ、強気にな
る（女性）

どうしても行かなくてはいけないときは、日帰りか一泊で。
凶方位に出かけることになったら、帰ってきてから吉方位に出かける

方徳…いいエネルギー、なるべく遠くへ（40km以上がベスト）。何度も行くのは4km以上がベスト。
年を主に考える、月はおまけ。
方災…悪いエネルギー



旅行
北→心身ともに健康。リセット。
×腰から下の健康が崩れやすい。日々のお金よりも財産的なものがパッとしない。

西北→目上の人との関係がよくなる。取引先やスポンサー、先輩。引き立てられる。向上心が芽生える。
×強気になる。攻撃的。反抗心。

西→金運（日々のお金）。喜楽。上手にお金が回る。会話のタイミングがよくなる。恋愛。
×人が離れていく。

南西→仕事。家庭。安定。※もともと、日本人はこのエネルギーが強かった。
×事業が悪化。持病を持ちやすい。

南→名声。名誉。地位。出世。才能。理想の人のポスターとか。ビューティー運。
×同期に先を越されたり。

※日本の地形で、南はすぐに海になるため難しい。こまめに行くしかない。

東南→信頼。商売人。サービス業。商売繁盛。結婚運。女の子の部屋（朗らかで人に優しい）。
×結婚が遠のく。ふさぎがちになる。マイナス思考になる。

東→発展運。運気上昇。積極的になる。吉方位が選べるときは若い人には東がおススメ。

東北→変化。不動産。親戚関係。
×変化したくないときはいかない方がいい。



観葉動物①

土に根を張る「大地のパワー」、太陽の光に向かって伸びる「太陽のパワー」、水を吸収してグングン成長する「水
のパワー」、さらに植物そのものの生命パワーなどなど。

◆葉先の尖った観葉植物たち

ツンツンと先が尖った葉っぱを持つ観葉植物は、鋭く強い「気」を放ち成長・発展・成功などのパワーを持ちます。

加えて悪い『気』の侵入を防ぐ効果もとても強く、玄関先や各部屋の出入り口に置くことで邪気を払い厄除け・魔除
けの役割が期待されます。

鬼門と言われる北東や裏鬼門の南西に置くのもオススメです。

代表的な種類は、青年の樹（ユッカ）、ドラセナ・コンシンネ、ヒイラギなど。

◆丸みを帯びた葉、丸い形の観葉植物たち

丸みを帯びた葉を持つ観葉植物、または丸い樹姿の観葉植物は「調和」をもたらす効果（人間関係の運気アップ）と
金運アップ効果が特に強い植物。

調和（人間関係の運気アップ）ならリビング、オフィス、お店など人が集まる場所がより効果的です。

金運アップなら西や北西の方角がより効果的。

代表的な種類は、パキラ、ベンジャミン、ガジュマルなど。



観葉動物②

◆上へ上へ伸びる観葉植物たち

上へ上へ伸びる力の強い観葉植物は成長・発展のシンボル。また仕事運や勉強運アップの観葉植物。

「成長」「発展」「成功」のシンボルということでオフィスやお店など仕事場のインテリアグリーンにとっても人気
です。開店・開業・新築祝い等のギフトにも縁起良いと喜ばれます。

上へ伸びるイメージは観葉植物そのものが上に伸びるものに限らず、葉っぱが上向きに伸びるものも含みます。

代表的な種類は、青年の樹、パキラ、コニファーなど。

◆ハートの葉を持つ観葉植物たち

ハートの葉を持つ観葉植物は人間関係や恋愛運アップの観葉植物です。さらに金運とも相性良し。

恋愛運アップを求めるなら人間関係の運気を司る東南に飾るのがより効果的。

また良縁や新たな出会いを求めるなら窓際や玄関に置くのもオススメです。

金運アップなら西、北西、南の方角がより効果的です。

代表的な種類は、モンステラ、ハートカズラ、アンスリウムなど。

◆空気清浄作用の観葉植物たち

観葉植物には空気清浄作用（室内の空気をきれいにする作用）の強い観葉植物がございます。

風水では生活空間を清潔に保つことで良い「気」が流れ運気アップにつながると考えます。そんなことから空気清浄
作用の強い観葉植物（エコプラント）は、悪い『気』の浄化能力に優れ魔除け・厄除け効果が期待できます。

鬼門の北東や裏鬼門の南西、また玄関や各部屋の出入り口に置くのがオススメ。

代表的な種類は、サンスベリア、幸福の木、ポトスなど。



観葉動物③

種類

●【パキラ（発財樹）】

金運・仕事運アップ・商売繁盛（リビング…家庭調和、書斎の窓辺…仕事運、トイレ）

●【青年の樹（ユッカ）】

成長・発展の樹・金運・仕事運（書斎、明るめの玄関）

●【モンステラ】

恋愛・結婚・人間関係運・邪気払い（南、南西、北東、トイレ、リビング）

●【ガジュマル】

開運・金運（西・北西・北・寝室）

●【ミリオンバンブー】

健康運（北西）



盛塩

＊盛塩

1位…玄関（厄をよけ、幸運を呼び入れる）
2位…トイレ・キッチン（トイレは厄が溜まりやすい）
3位…運気upしたい方位
中央は8方位のパワーを集約し、家の運気全体を司る。お
皿はゴールド・紫。

＜鬼門＞北東

・神様が入ってくる神聖な方位

・玄関や水回りが北東にある場合は特におすすめ

・お皿は必ず白色で（ゴールドは厄除け効果があるので
ok）
＜裏鬼門＞南西

・神様の出口と言われる神聖な方位

・気を浄化したい場合は白やゴールドを

＊願い別

主人の出世・勝負運→北西（白、木製）
男女の信頼・愛情運・子宝運・貯蓄運→北（ピンク、オ
レンジ、ワインレッドなど）

仕事運・健康運→東（きれいな赤や青、白、ゴールド、
ピンク）

恋愛運・対人運→東南（ピンク・グリーン）
人の縁を広げて金運→東南（ゴールド）
才能・美しさ・直観力→南（ゴールド、鮮やかなグリー
ン）

家庭運・安定・女性の運気→南西（テラコッタ、茶の陶
器）

金運→西（ゴールド、黄色）
金運を安定→西（茶の陶器）
勉強運→北西（グリーン）
不動産運→東北（白）



九星気学 【一白水星】方位
◎東南

一白水星の方にとって一番いい方位になります。気力のアップや仕事・勉強の能力も上がります。ほかにも精力・社
交力・恋愛運ともにアップするので、良い事尽くしです。引っ越しや、転職による移住、住まいを新築を考えている
のであれば現在の位置から東南に引っ越してみてはいかがでしょうか。

◎東

東南に比べると効果が落ちてしまいますが、東も一白水星にとっては大吉の方角となります。悩みが解消したり、地
道な努力が実るとされていますので、生活リズムの改善をはかりたい方にはとてもオススメしたい方位です。

◯南

悪くない方位です。協調性が生まれ、持続力・忍耐力、思考力が培われるので、なにかひらめきが欲しいときには南
へお引越しするか、旅行にでかけるといいかもしれません。チームワークが必要なお仕事へ転職などする場合にも南
に行くといいでしょう。

◯北

上の３つの吉方位には落ちますが、北の方角も吉方位だと言えます。家族愛が深まる方角なので、新婚の方にもおす
すめの吉方位です。また、経済の安定も計れますので、持ち家を買う前の賃貸物件などにも適しています。



九星気学 【二黒土星】方位
◎東北

二黒土星の方にとって一番いい方位になります。お住まいのお引越しや家の新築を考えている場合には絶対にこの東
北がおすすめです。やる気が充実し、自分の能力を上げることができます。また、協調性もアップするので、色んな
人と円滑に人生を歩んでいくことができます。

◎西

二黒土星にとって西は大吉の方角とあります。ケガや病気を早く治すことができるので、身体に不調を感じている方
は旅行がてら西へ出向いてみるといいかもしれません。また、悩みも解消されるので、リフレッシュしたい方にもオ
ススメの方角ですよ。

◯西北

何かに頑張りたい人は西北にお引越しや旅行をしてみるといいでしょう。持続力・忍耐力がつくほかに思考力が培わ
れるので、自分の努力が実りやすいです。仕事・勉強ともにうまく行くので、受験や就職にも西北の方角ガオススメ
です。

◯西南

上の３方角には落ちますが、西南も二黒土星にとっていい方角になります。とくに家族愛が深まるので新婚のお住ま
いやなどにオススメです。ほかにも家族経済基盤も安定させてくれる方角なので、お金を貯めたいときにもおすすめ
ですよ。



九星気学 【三碧木星】方位

◎南

三碧木星の方にとって一番いい方位になります。やる力のアップや仕事・勉強の能力も上がりので、転職に伴うお引
越しや住まい新築にもおすすめの方角です。それぞれの能力向上のほかにも精力・社交力・恋愛運ともにアップする
ので、なにもかもうまく行きやすい運気を手に入れることができます。

◎北

北も三碧木星にとってはおすすめの方角となります。何か悩みを抱えている人は北に旅行へ出かけると悩みの解消に
つながります。三碧木星の人にとって、北の位置は地道な努力が実る方角だとも言われているので、受験や就職など
にも効果的です。

◯東南

三碧木星の人にとって東南の方角も良い方位です。とくにチームワークを大事にしたい仕事に就いた場合などには協
調性が生まれ、持続力・忍耐力、思考力を培うことができるでしょう。また、なにかひらめきが欲しいときには東南
へお引越しするか、旅行にでかけるといいかもしれません。

◯東

上の３つの吉方位には落ちますが、東の方角も四緑木星の吉方位になります。家族愛が深まる方角なので、新婚の方
にとてもおすすめの吉方位です。結婚後の住まい新築にもいいでしょう。家庭の経済も安定しやすい方角ですので、
貯金も良く貯まり、良い生活を送ることが出来そうです。



九星気学 【四緑木星】方位

◎北

四緑木星の方にとって一番いい方位は北になります。今の場所から北に向かうことで気力のアップや仕事・勉強の能
力向上につながるでしょう。転職によるお引越しや住まい新築などにも北はとてもいいです。精力・恋愛運なども
アップするので、恋愛をもっと頑張りたい方などのお引越しにも向いています。

◎南

北に比べると効果が落ちてしまいますが、南も四緑木星にとっては大吉の方角となります。悩みが解消したり、地道
な努力が実るとされていますので、生活リズムの改善をはかりたい方にはとてもオススメしたい方位です。

◯東

四緑木星の方にとって東もいい方位です。もともとある協調性がさらに開花され、持続力・忍耐力、思考力が培われ
るので、なにか始めるときには南へお引越しするといいでしょう。東の位置に旅行に出掛けるだけでも効果がありま
すよ。

◯東南

上の３つの吉方位には落ちますが、東南の方角も吉方位だと言えます。この方角は家族愛が深まる方角なので、新婚
の方におすすめです。家族内の経済も安定させてくれるので貯金がしたい方にもいいのではないでしょうか。



九星気学【五黄土星🚹】方位
◎東北

五黄土星の男性にとって一番いい方位になります。生命力やエネルギーが増大するとともに、やる気アップ、仕事・
勉強の能力も上がります。また、五黄土星に少し乏しい社交性や恋愛運もアップできますので、引っ越しや、転職に
よる移住、住まいを新築を考えているのであれば現在の位置から東北に引っ越してみてはいかがでしょうか。

◎西

西の方位も大吉です。生活リズムの安定を図りたい方や、悩みがなかなか解消されない方にオススメしたい方位です。
東北に比べると効果は落ちますが、安定を求めている方はお引越しや旅行をしてみてはいかがでしょうか。

◯西北

我慢強くなる方位だと言えます。五黄土星に足りない協調性も培われるのでとてもいい方位だと言えます。集中した
い方や持続力・忍耐力、思考力が欲しい方にもオススメです。何か、ひらめきが欲しいときには西北に向かって考え
ると吉です。

◯西南

上の３つの吉方位には落ちますが、こちらも計画性や家族愛が深まる方位だと言われています。家族の経済安定にも
効果的なので、新婚で一緒に住んでコツコツお金を貯めていきたいときにもとてもおすすめの方位です。



九星気学【五黄土星🚺】方位
◎西南

五黄土星の男性にとっても吉方位ですが、女性にとっても吉方位となります。やる気がアップし、仕事や勉強に対し
ても向上心をもって取り組むことができます。社交性も磨かれ、恋愛運アップと良い事尽くしの方角です。

◎西北

大吉です。生活が安定し、健康運もアップします。なにかケガや病気をされている場合には西北にいると不思議と早
期回復することでしょう。また、これまでコツコツと努力してきたことが実るのもこの方角です。

◯西

五黄土星の女性の人には西の方角も良いです。何かに集中したいときやひらめきが欲しいときに西側にいるとひらめ
きやすいです。協調性も生まれるので、人間関係で困っている方にもオススメです。転職や、住まい新築にてお引越
しと考えている方にはオススメの方角ですよ。

◯東北

将来的に能力を上げていきたいのであれば東北がオススメです。計画性も上がるので、将来を見据えた考え方ができ
そうです。さらに家族愛が深まる方位ですので、家庭内の空気が良くない場合にはお引越しを検討してみてはいかが
でしょうか。



九星気学 【六白金星】方位
◎西

六白金星の人にとって西が吉方位となります。西の方に向かって、旅行に出掛けたり、西へ転職するのもいいでしょ
う。お引越しや新築などにも適しており、やる気のアップしたり仕事がうまくいくようになります。外にも勉強の効
率化に努めたり場合や恋愛運をアップさせたい場合にもオススメの場所で、何事もうまく物事がすすみそうです。

◎東北

六白金星の人にとって東北も大吉の方向です。上記の西よりは効果はおちそうですが、西へ旅行に行ったり、お引越
しをすることで今ある悩みが解消したり不思議なことが起こるでしょう。また、地道な努力が実る方位とも言われて
いるので、試験に合格したり、就職・転職にも非常に適しています。

◯西北

西北もいい方角です。協調性が培われる方位と言われているので六白金星の人は得にオススメしたい方角です。ほか
にも持続力や忍耐力・思考力も生まれやすいので、何か始めたいと気やチームワークが大事な仕事がある場合には西
北に向かってみるといいかもしれません。

◯東南

六白金星の人にとって東南は家族愛が深まる方位と言われています。家庭内の経済を安定させたり愛情運が高まるの
で、新婚さんにお勧めの方角です。結婚して、住まい新築のためにお金を貯めたい方も一度東南に引っ越してみると
不思議とお金が貯まっていくことでしょう。



九星気学 【七赤金星】方位
◎西北

七赤金星の人にとって西北が一番いい吉方位だと言えます。この方角にお引越しや転職をすると不思議といいことが
起こるでしょう。ほかにも七赤金星の人にとって西北は恋愛運アップや精力アップにもつながる吉方位などで恋愛な
どでもっと頑張りたい人にもオススメです。

◎西南

西南は西北に比べると効果は落ちてしまいますが、転職や就職、大事な試験などがある人にオススメの吉方位です。
七赤金星の人が西南のほうに旅行にいくと不思議と悩みが解消されることも多いはずです。ほかにも地道な努力が解
消されやすい吉方位なので、なにか悩みごとがある方はぜひ、西南へ向かってみてはいかがでしょうか。

◯東北

七赤金星の方にとって東北も吉方位になります。七赤金星の方はもともと協調性がありますが、東北へいくとさらに
コミュニケーション能力が開花され、営業などでも結果を残せ安くなるでしょう。持続力・忍耐力、思考力が培われ
るので、なにか始めるときには東北へお引越しするといいでしょう。東北の位置に旅行に出掛けるだけでも効果があ
りますので、試してみてください。

◯西

住まい新築前などの賃貸にオススメしたい方位です。上の３つの吉方位よりは効果が落ちますが、愛情運が高まり、
家庭も温かい雰囲気に包まれそうです。新婚で住まい新築に向けてお金を貯めたい方などにオススメの方角で家庭内
の経済が安定する吉方位なので、お金を貯めたい方は是非、西へ行きましょう。



九星気学 【八白土星】方位
◎西南

八白土星の方にとって一番いい方位は西南になります。西南に向かって旅行をしたり、お引越しをすると運気アップ
を狙えます。就職や転職などにも適しており、やる気のアップや能力の向上にもつながるので人生が円滑に進むよう
になります。住まいの新築を考えている人にはぜひ、西南に引っ越すといいでしょう。また、恋愛運もアップします
ので、恋人が欲しい方や恋人と結婚したい方などは西南に出向いてみるといいかもしれません。

◎西北

八白土星の人にとって西北も吉方位となります。西南に比べると少し効果が落ちてしまいますが、大吉です。今現在
悩みがある人も西北にいくと解消されたり、自分の思い通りに物事がすすむことも多そうです。生活リズムも整える
ことができるので、気になる方は西北に旅行へいってみてはかがでしょうか。

◯西

八白土星の方にとって西も吉方位となります。特に八白土星の人は協調性に欠けているので、西へお引越しや転職す
ることで協調性が生まれ、人生が円滑にすすむようになるでしょう。また、忍耐力なども生まれるので、仕事や勉強
を頑張れるので、とてもおすすめの方角だと言えます。

◯東北

東北も吉方位です。上記に書いた３つの吉方位に比べると効果は少し落ちてしまいますが、家庭内の経済安定や愛情
運をアップさせる効果があります。結婚して間もない方や、逆に結婚生活がマンネリ化している人にもおすすめの吉
方位です。



九星気学 【九紫火星】方位
◎東

九紫火星の方にとって一番いい方位は東になります。九紫火星にとって東はやる気をアップさせたり、自分の能力を
向上させることができる方角です。旅行にいっても効果を得られますが、とてもいい方角なので思い切って住まいの
新築や転職・就職などの方位などに選んでみてもいいでしょう。

◎東南

九紫火星にとって東に次いでいい方角なのが東南です。今悩みがある人に非常におすすめの方角で、東南に移動する
と不思議と悩みが解消されることがありそうです。地道な努力が実る方角でもありますので、試験などを受ける際に
旅行にいってみるものいいかもしれません。

◯北

九紫火星にとって北も吉方位です。協調性が生まれ人間関係悪化の改善も図ることが出来るので、人間関係に悩まさ
れている人にはイチオシの吉方位です。また忍耐力などもアップさせることができますので、仕事で頑張りたい方な
どにもおすすめの方角です。

◯南

上の３つの吉方位には落ちますが、南の方角も吉方位だと言えます。この方角は家族愛が深まる方角なので、新婚の
方にとてもおすすめです。家庭内の経済も安定させてくれるので貯金がしたい方は南のほうにお引越しするといいで
しょう。



指輪はつける指によって得られる
パワーが違う

手の指にも「気」の出入り口があり、指輪も運気アップにはお勧めのアクセサリー。

５本の指に流れている気の性質は異なり、欲しい運気と関係のある指に指輪をつけると効果的。

運気を呼び込みたいなら左手に。自分からパワーを発して運気アップしたいなら右手に。

目的に合わせて左右をうまく使い分けて、運気アップに役立てる。

人差し指 目標達成に導いてくれる気が流れ、仕事運がアップ。ライバルに勝ちたいという気持ちが
あるときにもパワーを与えてくれる。

中指 才能を伸ばす気が流れているため、仕事運をサポート。また自立心を高めるので分かれた
彼を忘れられないときなどにつけると未練も断ち切れる。

薬指 「結婚指輪は左手の薬指」というように、愛情や絆を深める気が流れ、恋愛運や結婚運を
高める。片思いの人なら右手にすれば恋愛成就が期待できる。

小指 「恋に効くピンキーリング」で知られるように、当たらし出会いを引き寄せる気が流れて
いる。また人間関係運アップにも効果がある。



恋愛

カラー
ピンク・赤・ワイン
レッド・オレンジ

モチーフ
リボン・花・ハー

ト
素材 木・綿（ｺｯﾄﾝ）・シルク

カーテン ピンクは恋愛運の最強カラー、花柄やハート柄、良縁を結ぶリボンのタッセル

ソファ・クッ
ション

ソファはフリルやリボンのついたデザインのカバーを。クッションはハートの形。

トイレグッズ ハートやピンクで。マットは毛足の長いものの方が厄除け効果が強い。

入浴方法 花びらを浮かべれば魅力が高まり恋愛運もup、花びらの形をした入浴剤や、赤ワイン
を入れた赤いお風呂でも。

ベッド＆寝具 淡いピンク生地に定番のハートや花柄がオススメ。寝ている間に女性らしさや男性を
引きつけるパワーをチャージできる。

写真・絵 フルーツ／果物は実りの象徴。寝室に飾ると子宝運もアップ。リンゴは愛情を深める。

フレグランス エレガントなローズの香りは恋愛運アップに最強。女性の魅力をより引き立ててくれ
る。

花 チューリップ･･･誰からも愛される女性に
スイートピー･･･素敵な人に出会いたい
ガーベラ･･･好きな人と結ばれたい
バラ･･･フェロモンアップでモテたい



恋愛習慣
夜（外） 好きな人とデートをする→ロマンチックに過ごせて親密に。普段は口にできない素直な気持ちも伝

えられるかも。
マッサージ リンパマッサージ→体内にたまった老廃物と一緒に恋の悩み事も流してしまおう
フード 長いものは縁を引き寄せて結ぶという考え方から、麺類やウナギなどの長い食材は良縁を招くとさ

れる。小松菜やレタスなどは野菜は５行の「木」の気をもち効果がある。
グリーンたっぷりのサラダ、魅力をもたらすとされる貝を使ったボンゴレ、ウナギは長いうえにエ
ネルギーも強い

ドリンク ピンクやオレンジ色のジュースやカクテルで、可愛らしさをアピール。恋愛運も味方につく。とく
に柑橘系はモテ度もアップ。
ピンクグレープフルーツジュース、オレンジジュース、カクテル

スイーツ 愛の象徴であるリンゴを使ったものや、ピンクのものは恋愛運を高める。長いものを巻いて作る
ロール型のものは良縁を招くとされる。

メイク ぷるぷる唇。愛される女性は潤いに満ちた唇が命。ベージュピンクの口紅のうえにグロスを重ねて。

髪型 ゆるふわカール。縁を結ぶロングヘアがよく、エアリーなゆるめのカールが愛らしさを引き立てる。

ファッション 花柄のワンピース。花柄やピンクで女性の運気を高めて。ひらひらフレアスカートならセクシー度
もアップ。
リボンアイテム。リボンは縁を引き寄せて結ぶとされている。ヘアアクセサリーに取り入れても。

アクセサリー ロングネックレス。デコルテはコミュニケーション力を引き寄せるので、デコルテにつけるネック
レスがオススメ。とくに長いものは縁結びにつながるのでロングネックレスが吉。二重につければ
効果もアップ。

アイテム 上質な花柄の傘。長い傘は良縁を呼ぶ。花柄やピンクの傘なら更に協力。また質の良い傘を使うこ
と。安っぽいビニール傘は自分自身の品格も下げてしまう。
リップクリーム。つやつやの唇は愛される女性の絶対条件。愛情運を高めセックスアピールにも効
果的。いつでも持ち歩いて唇のケアを習慣づけて。

財布
バッグ



仕事
カラー 青・水色・赤・茶・紫 モチーフ ストライプ・星・幾何学 素材 革

カーテン 書斎には青系を、ストライプでやる気もアップ

ソファ・
クッション

ランクアップを目指すなら上質な革製。ワンポイントに赤のクッションを。

トイレグッ
ズ

青系。炭を置けば気が浄化されて頭もスッキリ。

入浴方法 仕事で嫌なことがあった日は天然塩で悪い気を浄化、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｵｲﾙを入れると効果up
ベッド＆寝

具
落ち着いた睡眠で能をしっかり休ませるには青。才能を引き出す星柄や細いストライプ。

写真・絵 山／どっしりと構える山はその様から抜群の安定をもたらす。特に赤富士はエネルギー
が強く、仕事を成功へ導く。

幾何学画／脳を刺激。頭が冴えて、才能や自分の良さが発揮できる。

建物や町／高い建物やそこから町を見下ろす景色は天下をイメージさせ、出世運がアッ
プ。賑やかさが楽しい人間関係をもたらす。

フレグラン
ス

ティートゥリーやユーカリなどグリーンの爽やかな香りは頭をスッキリさせ、ﾘﾌﾚｯｼｭ。

花 フリージア･･･新しい職場で頑張りたい
ダリア･･･自分に自信を持ちたい
アジサイ･･･正しい判断力をつけたい
ヒヤシンス･･･仕事で成長して認められたい



仕事習慣
朝（外） 図書館で勉強や読書をする→ポジティブな気持ちで頑張れるから成果も上がりスキルアップにつなが

る。
昼

夜（外） 会社帰りに気分転換をする→仕事で嫌なことがあったときは会社帰りに寄り道を。気分転換できる環
境へ自ら移動することも大切。本屋やデパートでもOK。

マッサージ 足つぼマッサージ→足の裏は体への気の出入り口なので効果的。足の疲れをほぐすように行って。

フード カニやエビなどの甲殻類は殻を破ることから才能を引き出す。苦い食材を使った料理やケチャップな
どの赤い調味料で味付けした赤い料理は脳を活性化する。
ゆでガニの殻をむいて運気アップ、ゴーヤは苦みのある食材の代表格、赤いチリソース×エビの相乗
効果も期待

ドリンク 苦みのあるものには、才能と出世をもたらすパワーが。茶色のドリンクは余裕と落ち着きをもたらし、
仕事も安定する。
ウイスキー、コーヒー、紅茶（ストレート）

スイーツ 小豆を使った和菓子は日本人らしい勤勉さがアップ。茶色のものは安定をもたらす。チョコレートに
は集中力を高める作用が。

メイク きりっとしたまゆ頭。まゆは意思を表す。まゆ頭をしっかり描いて、意志の強さを強調して。

髪型 耳出しヘア。耳を出して少しの情報でもいち早くキャッチ。ロングヘアならアップにまとめるか耳に
掛けて。ショートヘアもOK。

ファッション 茶色いくつ。茶色は安定と忍耐強さをもたらす色。また仕事用のくつはできれば革製が吉。品格がつ
く。
青系のピンストライプシャツ。青や水色は冷静さや誠実さを引き立て、仕事運をつける。開襟シャツ
でスッキリと。

アクセサリー パワーストーンのブレスレット。手首は気の出入りが激しく、ここにパワーストーンをつけるとより
効果的。石のエネルギーを充電したいときは左手に、石のエネルギーを発揮したいときは右手につけ
て。ここいちばんの勝負の時に力を貸してくれる。

アイテム なし
財布
バッグ



人間関係

カラー
オレンジ・黄・黄
緑・ターコイズ

モチーフ ドット・ボーダー・リーフ 素材
綿
（コットン）

カーテン 誰からも親しまれるドット柄、オレンジ色は誰とでも仲良くなれるパワーが

ソファ・クッ
ション

まるみのあるデザインで円満に。色はベージュでベーシックに。クッションは丸い形
を。

トイレグッズ 人を招く日はマットやカバーも清潔なものに。誰からも好かれるドット柄。暖色系。

入浴方法 親しみがあるフルーツの香り、みかんやゆずを切っても美容にも効果有り

ベッド＆寝具 淡いオレンジ色と調和をもたらすドット、人間関係に悩んだら変えてみる

写真・絵 海や魚／水の中を優雅に泳ぐ魚には癒やしの効果が。集団で泳ぐイルカやクジラには
友情を深めるパワーも。

建物や町／高い建物やそこから町を見下ろす景色は天下をイメージさせ、出世運が
アップ。賑やかさが楽しい人間関係をもたらす。

フレグランス ピーチやオレンジなどのフルーツの香りは誰からも好かれる。柑橘系のフルーツは結
婚運もアップ。

花 カーネーション･･･ケンカした相手と仲直りしたい
カスミソウ･･･イライラを落ち着けたい



人間関係 習慣
朝（家） メイクを終えたら笑顔でチェック→笑った表情が記憶されて笑顔で一日を過ごせる。
昼（外） オープンカフェでお茶をする→風通しが良いところで過ごすと、午後の気を存分に受けられ運が

アップ。
マッサージ 筋肉マッサージ→肩や背中をもみほぐすだけでOK。人間関係のストレスを和らげることができる。
フード 香りを感じる物は良い人間関係をもたらすため、ハーブなどを使った香草料理が吉。また、大皿料

理を一緒に食べるとその人との絆が深まる。
女子会ならオシャレにバーニャウダもオススメ、鍋料理は宴会にも最適、さけの香草焼きはハーブ
の良い香りが良縁を呼ぶ

ドリンク 気泡が上がる炭酸飲料は気の活性をイメージさせ、その場にいる人間関係を活気づける。乾杯の一
杯目は是非ビールで。

スイーツ 丸い形のものは人間関係を円滑にする。手軽なおやつは会話のきっかけにも。みんなで分けて食べ
られるホールケーキなども◎。
ドーナツ、キャンディ、パンケーキ

メイク ターコイズのアイシャドー。ターコイズ色は人間関係運をアップさせる色。まゆは柔らかなアーチ
形に。
丸いチーク。丸い形が円満をもたらす。親しみやすい印象になるサーモンピンクがオススメ。

髪型

ファッション ひざ丈スカート。きちんとした印象のひざ丈スカートは万人に好かれる。Aラインで女性らしく。
アクセサリー ロングネックレス。デコルテはコミュニケーション力を引き寄せるので、デコルテにつけるネック

レスがオススメ。とくに長いものは縁結びにつながるのでロングネックレスが吉。二重につければ
効果もアップ。

アイテム なし

財布

バッグ



家庭運

カラー
オレンジ・緑・
ベージュ・茶

モチーフ
リーフ・花・
ペイズリー

素材
木・綿（ｺｯﾄﾝ）・陶・い
草（畳）

カーテン みんなが集まるベージュや茶系をリビングに

ソファ・
クッション

暖色系。派手な色や奇抜な柄はNG。綿や麻などの自然素材の生地を。

トイレグッ
ズ

ベージュ。葉や花のモチーフのものは開運効果が。

入浴方法 檜の香りは自然のパワーで運気upできリラックスできる。

ベッド＆寝
具

花柄とサーモンピンクは愛情運を高める、夫婦円満。純白だと性生活がクールに。

写真・絵 山／どっしりと構える山はその様から抜群の安定をもたらす。特に赤富士はエネルギー
が強く、仕事を成功へ導く。

フレグラン
ス

癒やし効果が抜群なラベンダーは家庭運を穏やかにする。レスの夫婦には官能的な香り
のイランイランが。

花 ラベンダー･･･家庭円満に過ごしたい



家庭運 習慣
マッサージ お灸・はり→調整や回復のパワーをもたらす。夫婦の愛情が不安定なときや家庭の運気が下がってい

るときは効果的。

フード 土の中に根を伸ばす根菜は五行の「土」の気を持ち、効果的。米や玄米などの穀物や豆類はどんな場
所でも育つことから忍耐力をつけてくれる。
白米よりも玄米の方がパワーが強いからオススメ、筑前煮なら根菜類が一度にたっぷりとれる、けん
ちん汁に入れる豚肉も運をサポート

ドリンク 米や麦など穀物が原料となるドリンクが吉。大地のエネルギーがもたらされ、家庭運がつく。淡い
ベージュのドリンクも◎。

スイーツ 米や穀物、根菜が原料のものは家庭の安定につながる。スナック菓子はリラックス効果が高く、家族
団らんの時間にオススメ。
スイートポテト、スナック菓子、せんべい

メイク パールのファンデーション。つや肌を演出するパール感のあるファンデーションは幸せをイメージさ
せ、愛情運がアップ。

髪型 内巻ストレート。正統派の内巻ストレートが家庭的な印象に。おでこは出し過ぎず、少し見えるくら
いが控えめでGOOD。

ファッション ベージュのチノパン。踏ん張りのきくパンツスタイルはたくましく地に足のついた女性に。母性本能
も高める。
ローヒールのくつ。ローヒールのパンプスは安定を、先の丸いくつは家庭の円満をもたらす。

アクセサリー なし

アイテム ベルト。腰回りにつけるアクセサリーは安定をもたらし家庭運をアップ。細めのベルトは結婚運、太
めのベルトは仕事運にも効果あり。

財布

バッグ



健康運

カラー
緑・青・白・ラベ
ンダー

モチーフ
フルーツ・リーフ・

ハート
素材

木・綿（ｺｯﾄﾝ）・籐
（ﾗﾀﾝ）

カーテン トイレやバスルームの小窓に白いレースのカーテンを、リーフ柄

ソファ・
クッション

肌触りの良い布製のカバーを。リーフ柄。大きめのクッションでリラックスできる。

トイレグッ
ズ

アイボリー。派手な柄は気を乱すので避ける。香りはラベンダーを。

入浴方法 浄化作用のある日本酒は、体の中にたまった毒素を排出し、美肌・美白・保湿の効果が。
湯船にコップいっぱいぐらいを目安に。

ベッド＆寝
具

爽やかなパステルグリーンで心身リフレッシュ、ｽﾄﾚｽﾌﾙな人や疲れ気味の人にオススメ。

写真・絵 海や魚／水の中を優雅に泳ぐ魚には癒やしの効果が。集団で泳ぐイルカやクジラには友
情を深めるパワーも。

フレグラン
ス

ミントなどのハーブの香りは健康をサポート。ローズマリーは若返りのハーブと言われ
るように、アンチエイジング効果も。

花 カラー･･･不安定を解消したい
キキョウ･･･高まった緊張をほぐしたい



健康運 習慣
朝（家） 着替える前に一杯の水を飲む→体に残っている悪い気を流して、体を清める。

しっかり朝食をとる→食べものはその人の運を作る。その日最初のエネルギーを取り込む大切な役割。
朝（外） 運動する→やる気が起きて一日の行動力がアップ。深い呼吸をすることで朝のエネルギーを効率よくチャージ。

美容院やエステに行く→美容効果が出やすい。
昼
夜 リラックスして過ごす→行動的になるより、夜にふさわしい気の流れになり、パワーのチャージもうまくいく。

夜（外） 映画館で映画を観る→映画の世界に浸ることで有意義な時間が過ごせる。思いっきり泣くことはストレス解消
にも◎。

マッサージ ヘッドマッサージ→頭を休ませることが健康維持に大切だと言われている。つぼを意識しながら頭皮をマッ
サージ。

フード 酢やマヨネーズなどで調理した酸味のある料理や、白菜や豆腐、塩などの白い食材や調味料、乳製品などは五
行の「水」の気を持ち、健康運に効果的。魚介類なら青魚が◎。
チーズたっぷりのピザがオススメ、豆腐は冷や奴にして、酸っぱい料理といえばピクルス

ドリンク 無色透明のものや酸味のあるものが吉。朝一番にコップ一杯のミネラルウォーターを飲んで一日をスタート。
ミネラルウォーター、梅酒、牛乳

スイーツ 五行の「水」の気を持つ乳製品は健康運をサポート。カルシウムなど栄養価も高く、効果も期待できる。酸味
のあるものも良い。
ヨーグルト、レモンシャーベット、チーズケーキ

メイク 白いアイライン。白目をはっきりと健康的に見せる白アイラインをしたまぶたに入れて。少し入れると若々し
い印象になる。

髪型 髪の健康状態を保ちやすいストレートボブがオススメ。手入れされたつや髪がポイント。

ファッション 白や淡い緑系のトップス。浄化作用のある白やデトックス効果のある緑を取り入れて。
クロップドパンツ。動きやすい服装でアクティブな印象に。健康運をあげるスニーカースタイルにも合わせや
すいのでオススメ。

アクセサリー 丸い手鏡。手鏡を持ち歩いているといつでも自分の健康状態をチェックできるので体の不調も早めに対処でき
る。また、美への意識も高まる。パワーが強いとされる丸い形がオススメ。
パワーストーンのアンクレット。足首は大きな気の出入り口なので、厄除けにも効果的。健康運アップには浄
化作用が強いアメジストやクリスタルがオススメ。

アイテム
財布
バッグ



金運

カラー
黄・ゴールド・シル
バー

モチーフ
チェック・アニマ
ル

素材 ガラス・シルク・革・金属

カーテン キラキラで高級感のある雰囲気、上品なサテン生地にゴールドのタッセル

ソファ・
クッション

茶系の革ソファー、アニマル柄クッション

トイレグッ
ズ

黄色。ワンポイントにひまわりの模様があると更に◎。香りはキンモクセイ。

入浴方法 ジャスミンの香りの入浴剤でゴージャスな気持ちに、ラメ入りの入浴剤も。

ベッド＆寝
具

パステルイエローが理想。サテンの生地。質の良さを重視。

写真・絵 有名な芸術作品／模造品でも強い金運パワーが宿る。額縁も質の良い物を。

フレグラン
ス

上品なジャスミンの香りや黄色い花を咲かせるキンモクセイ。生活の安定も期待できる。

フラワー ミモザ･･･小さな収入を増やしたい
ヒマワリ･･･金運全体を強めたい
マーガレット･･･貯蓄力を高めたい



金運習慣
朝（外） 銀行やATMにいく→お金の流れも良い状態。行くとお金の流れが良くなって無駄遣いも削減し貯蓄力

がアップ。
昼（外） ショッピングを楽しむ→センスや判断力が冴える時間帯。上手な買い物ができる。ただ、金額が大き

な買い物は冷静に考えられる午前中の方が◎。
マッサージ アロママッサージ→ゆったりとしたリズムの音楽を流しながら行うとより贅沢な気分を味わえて◎

フード スパイスなどの香辛料のきいた辛い料理、高級食材を使った料理。金運の象徴である鶏肉の料理や、
卵やカボチャなどの黄色い食材も良い。
高級食材フカヒレは見た目もゴールド、カレーには香辛料がたっぷり、チキンオムレツはダブル効
果！

ドリンク 見た目が黄金色のドリンクはお金を連想させる。グラスやカップも上質な物を使って、気分を盛り上
げて。
白ワイン、シャンパン、レモンティー

スイーツ 黄金色のものや、卵を使ったものがアップに。クリームならカスタードクリームが吉。フルーツたっ
ぷりの贅沢なものも◎。
プリン、シュークリーム、フルーツタルト

メイク ゴールドのメイク。ゴールドのアイシャドーやパール入りのフェイスパウダーを使って。グロスでラ
メを足しても。

髪型 巻き髪スタイル。ゴージャスな雰囲気になる巻き髪は金運を絡め取ると言われている。
ファッション ブランドのセットアップ。上質なものを身につけるとそれ相応の品格がついてくる。光沢のあるもの

なら更に◎。
ヒョウ柄アイテム。動物柄は動物的本能を呼び起こし金運をつかみ取るとされてる。ダルメシアン柄
などもOK。

アクセサリー 純金や天然石のピアス＆イヤリング。耳につけるアクセサリーは強力な運気アップパワーが。とくに
耳たぶは金運を司る。純金や天然石など、本物のジュエリーをつけることで品格も高まる。小さくて
も本物にこだわって。

アイテム なし
財布
バッグ


