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①-①　☆☆２ 
人事面、人間関係、家族との摩擦が起きる。 
あまりにも頑張り、気だけが焦り、空回り！ 
「まだやってないの～～～？！」っと周りの人を焦らせてしまう。 
現実と自分の思いが合致できなくなる。 
人が去って行ったり、自分のことも下手をすると追い詰めてしまう。 
「あ～なんで私はこうなんだー」と砂時計のように砂がこぼれていく感じ。 
カラ回っているから、なかなか進まない。 
深呼吸して落ち着くようする。 
今抱えている案件をテーブルの上に出し、何をいつまでにどうするのかを決めている。 
①ー①の人に対しては、落ち着かせるような話し方をし、のんびりした口調で一呼吸させて
あげる。落ち着いたら、反省できるので、スケジュールを立ててあげる。 
物事を切り分けて、単位を小さく見せてあげるといい。 

①-②　☆１ 
すごく自己矛盾が起こる。 
気は焦るのに体は動かない。「何だかなー」 
魔が差して、ふっと投じてしまう。→金銭的にも出ていってしまう。また何かに依存してし
まう。 
強い発言と自分を追い込む発言など、まるで二重人格のように。人も去り、自分の精神も落
ちてしまう。本当に優しくしてあげないときつい。心の栄養が必要な時。 
優しい言葉を1日１回かけていかないといじける。 
外に連れ出す（①）と、まったり過ごす（②） 
①、②両方とも満たされる。（プレミア席や、プラネタリウムなど） 
センターがα４ならエステ、α２ならヒルズなど綺麗なイルミネーションがオススメ。 

①-③　☆☆☆☆☆５　青信号　Specialな５！ 
金銭、人間関係も好調。綺麗にすんなり結果としてあらわれる。 
外に出る、人に会う、目立つ→相手から寄ってくる。 
自分がやりたいと思うと、向こうから来る。合致する。 
（更によくするために） 
今までやったことのないプロモーションスタイルを始めると当たる！ 
例えば、ネットでやり続けていた人が、アナログのパーティーなど。やったことのないもの
をやるなら、この時！！ 
プラスになるイメージをさせると結果がどんどん出る。①ー③の年は、3年分くらい稼ぐ。 
人が集まってステージがあるところ（ダーツなど）、いつもは出せない魅力が出たり、ここ
からが人気UPの時のターニングPointとなる。 
うまくいきすぎてミスに繋がることもあるので、近くにいる人に原稿などで確認してもらう。

①-④　☆☆２ 
　　　新たに自分の魅力を発見する。 

イライラすることで逆に自分のスキルを磨いて、いろいろなことをできるようにする。 
＝技術革新につながる。 



スキル、仕事が身についたりする。投資などをしてお金が出る。 
イライラする気持ちを糧にして変換することで良い兆候に。 
焼き物など、精神を磨くことをするとうまく過ごせるようになる。 
ピンチはChance！ 

①-⑤　☆１　黄色信号 
①の焦りに人脈が乗るので黄色！ 
お金と近しい人との摩擦が生じる。捨て金をしたりしてしまう。 
イライラに乗ったお金を自分から放出してしまう。 
近しい人に言ってはいけないことを言ってしまう。 
本人はなんちゃってトーク。でも相手は口が震えている。 
（対処法） 
美味しいものを食べに出かける。食べさせてあげる。 
感情的になりやすいので、美味しいものを食べると感情が溶けるので連れていってあげると
良い。 

①-⑥　☆☆☆☆☆５（普通の５） 
気力も体力も充実していて、結果が出るが、感謝の念がなくなる。 
稼ぐ方が多く、出て行くもの少ないかもしれないが、周りの人への感謝の念を忘れ、偉ぶっ
てしまう。 
エネルギーは満タンで調子が良い。お金もよく入ってきて、感情も充実しているのでドーン
といける。どんどん会話して行き、導線づくりヲッすると良い。 
システムを変えてさらによくして行くのにいい。 
（更によくするために） 
この人には、「今、何がやりたい？」「もっと稼ぐためには、どんなものがあると思う？」
など稼ぐルートもリフレッシュさせてあげる＝稼ぐための刺激を与える。 
恋愛のシーンでは目移りをする。 
感謝の念がなくなるので、自分の思いに我が出てしまう。 

①-⑦　☆１　黄色信号 
「１」でスタートする、のでステージアップしたい。 
そのため偉ぶってしまう。気持ちの面は凹まない。 
しかしお金は出て行き、突発的出来事も起こり近しい人との摩擦が起きる。 
お金は衝動的に使いたくなる。スキルを高めるものをドーンと買ってしまう。エステに大金
をかけたり。心が緩んでしまう。 
泣きっ面に蜂！大風呂敷を広げない。地道に行く。 
未来への思いが大きくなるが、動かない。 
宝くじなど当たる人が多いが、それが捨て金になってしまう。調子に乗ってしまう。 
周りの人が物欲ばかりで社会性がない人だと思い去る。 
StageUPのためには、自分を押さえつけ、大げさなことを言わないようする。 
現実的なことを言うよう心がける。 
人を指すエネルギーなので、言葉がイガイガしていて入りにくい。 
偉そうに見えちゃう、鼻につく、謙虚な言葉を心して使う。 



やることをやってないのに口ばっかり・・・・とか。 
敵になる人は１番β４、２番β２ 

①-⑧　☆☆☆☆☆５ 
　　　新しくやり始めたものが、すぐに身を結んだり、良いことに繋がる。 

この日は、習い事をしたら、初心者なのに認められたり、、、 
この時に始めたこと、ダイエットなど、将来やろうと思っていたことが成功しやすい。 
全く別の次元で生きているようなイメージすると空気感が変わる。 
ステータスが入ってる人は、オーラが出る。 
人に会う！見せた方がいい。１の時は外出する！！ 
この時に将来のことを思い、それを書く→妄想する、ゴールの姿をかく。 
自分の人生を大きく展開したいというイメージで書く。 
深層で、できて当たり前の自分がいる。引き上げてくれる人をつけやすい。 
（さらによくするために） 
新しいことを始める。仕事を増やす。潜在意識にストーンと腑に落ちる。 
十の気が細胞に入る。一緒にいる人を選ぶ。 

①-⑨　☆☆２ 
　　精神と近しい人の人間関係の摩擦でる。 

①は気力、⑨はどんよりマイナスの思い。（１の中で一番ドンヨリとしている。） 
動きたいのに動けないなどバランスが取りづらい。 
事実、思いもブルーが入ってしまう。引きこもる人も多い。 
どうせ引きこもるなら一緒にDVDを見たりする！ 
①の月の時に10日に１度疲れやすい時。 
①ー⑨は人を求めてる時なので、一緒にいてくれる人が楽だと重石を１個１個外していける。

一緒にいて辛い人と住んでる場合には、旅行に行って宿で一人の空間でまったり、ゆったり
過ごす。①の中で唯一外に出ない。（辛く感じやすい） 
うちでまったり、外に出ると人ごみで嫌になったりマイナスになってしまう。 
鍋やココア、フォンデュなど温かいものを飲んだりする。 

①-⓪　☆☆☆☆☆５　青信号 
いいことが起こる。気持ちがいいとき！ 
①ー⓪の時に会った人やもらった言葉は心にしみる。 
将来に向かって十の思いが湧き出る。この日がいい分岐点になる。 
①ー⓪の人の話を聞いてあげると良い。 
思いが上がってくる時なので、話したい！ 
なので、十の表現で受け止めてあげるとその人の次元が変わる。 
この時に考えたことは、将来にプラスの影響を与える。 



②がベースの時はあまり外に出ない方がいい。一人くらいならあってもいいが、多くなると発言が
ダメになる。睡眠をよくとって、負荷をかけないようにする。 

②-①　☆☆2 
焦る思いと自分を見つめ直す思いの両極になるのは①ー②と一緒だが、②がベースなのであ
まり外に出ない。 
感情的に発言しない。 
新たなステージにリスタートしたい思いはあるが、うまくブレーキをかける。 
やってしまうのがネガティブ発言で周りを引かせてしまう。 
自分を傷つける言葉も出てくるので、発言には少し注意が必要。 
家族にブツブツぼやく。発言の内容にも気をつける。 

②-②　☆１ 
お金が出てしまう。入るお金にブレーキがかかって出るお金に拍車がかかる。 
不安感も増すので、自分を追い込むことが頭に周り続ける。 
こういう時はまさかないよね！！がきたりする。 
マルサが入ったり。 
いいも悪いもなく、注目されてしまうので、失敗が語り継がれたりする。 
本当に近しい人が味方になってくれる。 
マイナスも起きるけど、将来のステップになる。 
「あれ」があったから今の私がある。の「あれ」が起こりやすくなる。 
何かを知ることによって、その人の気持ちがわかる。 
↓ 
裏切られた時に死にたくなった。 
でもその経験が財産。痛みをわかる人になるから。 
「そういう時あるよねー」って大げさでなくヒョウヒョウと言える。 
そんな経験をするのが②ー②。その人のその時じゃないとわからないものがある。 
ピンチはチャーンスという時！ 
②ー②はカウンセラーの腕が試される時！ 
「②ー②は動かない！」とか「◯◯しちゃダメ！」というのではなく、楽にさせてあげるこ
とに重点をおくようする。 
②ー②の時に夜に考え事しない。夜（１０時～２時）は地球の気が一番淀んでる。 
気がマイナスになっているから。 
朝４時～６時は地球の気が一番きれいな時。深呼吸をする。 
朝のキレイな気を吸って、口から黒いものを出すと、勘が働く。 

②-③　☆☆☆☆４ 
２がベースの中で唯一良くなるのは③と⓪の時だけ。他はきつい。 
節目節目で良くなる。あとは自分磨きをする時期。 
突発的なことが起こる。ミスなど、魔がさした時に起きる。 
自分の近くにDirectionの上手い人がいれば、回避される。できるだけ動いた方がいい。 
一度アンチテーゼをかけ、強化されたら良くなるところをあえて自分に向き合う。 



オールαの場合、なかなか自分に向き合うタイミングがないので、自分をよく見つめて、人
気がある方に、自分を促す。 
疲れやすいのはあるが、睡眠時間を１、2倍とればいつもと同じくらいになる。 

②-④　☆☆２ 
起きることは、小さな事故。お金の事故。気持ちがショートする。 
どうせ・・・というねじれが始まる。歪みやすい。 
α１⑦の人の場合、自分でも思いもよらないことなどを口に出してしまったりする。フュー
チャーの人だと３くらいのイメージ。 
雨降って地固まる。勉強になる時期でもあるため、そこまで悪くはない。 
②がベースになっているため、④が来ても、「確かになー」って思える。 
④-④だとカチンと来ちゃう。自分のことや家族には甘えが入りやすい。日頃でない言葉が
出た時は、美味しいものを食べさせてあげたり、勇気づけの言葉をかけてあげる。 

②-⑤　☆☆２ 
②-④より少し上のレベル２ 
経費が出てしまう。財布の紐が緩みっぱなしになるが、結果後で良いことが起こる。 
交際費が多いし出費はかさむが先行投資と考える。後に人につながる、次のことに飛躍。 
自分のことも偉ぶることなく淡々と話せる時期。そんなにエネルギッシュでない人たちを巻
き込める。自分のことを追い込んだりすることはしないので、気楽（小休憩） 

②-⑥　☆１ 
お金とプライベートに問題が生じる。近しい人との衝突。自分の中にもねじれが出やすい。 
過剰に期待しすぎてしまう。お金のことできが落ち込む。何か言ってしまう。100万入るは
ずが95万しか入らなかった・・・「別にいいじゃん」と楽観視できない。 
それが家族や近しい人に出やすく、「お前なー」と言ってしまいやすい。お口にチャック！！
そんな時は、苛立った神経を休めるために甘いもの！！深呼吸！！ 

②-⑦　☆☆２ 
②が⑦のガツガツを抑えられる。⑦-⑦だと焦りすぎてしまう。 
気持ちを変革していける。お金や人間関係で思い通りにならない焦りが出る。そして家族に
当たってしまう。ちょっとした事件が起きるが、将来につながる。ブラッシュアップ。 
振り向いてみたら「あの時のあれ」が起きてよかった・・・ということが起こりやすい。 

②-⑧　☆１　黄色信号 
いいものと悪いものが重なる。自分のことを見つめ直す事件が起こる。 
認めて欲しい気持ちが強すぎるため、ガス抜きするのが必要な時期である。 
１weekは5日と考え、2日間は好きなこと、休養に充てる。そうすると他の5日は普通にで
きる。妙に焦り、ブランド物の身の丈に合わないものを買ったり、自分の思いとギクシャク。
財布をも守らないと使っちゃう。後でしまった！！となってしまう。 
カードローンで破産したりする魔がさす時期なので、要注意。 



②-⑨　☆☆２　 
②-⑧できつくなった後、ぼーっとする。 
よくぼーっとして考えると、将来のアイデアの宝庫になってる。（自分を変えるための問い
かけなどをするといい）●ー⑨はいつもよりメモ帳を消さないようにする。メモが元で何か
の開発につながったり、ヒントとなったりする。お金儲けにつながりやすい。 
家族や近しい人に「それ捨てような」とか言ってしまうこともあるので、言葉には要注意。 
冷たい人に思われてしまい、②なので落ち込んでしまう。 

②-⓪　☆☆☆３　 
事件怒らない。本当に②なの？って思うくらい答えが出たり、引き伸ばしてたことを解決で
きたりする。人のこともよく見える時で、「こうすれば？」などのアドバイスが当たる。 
②とは思えない。 
「自分のことよくわかってるよね」と周りから評価されやすい時である。 

③-①　☆☆☆☆☆５ 
青信号スペシャルな何をやってもうまくいく。 
このタイミングでよく始めたね。よく思いついたね。とか新しく始めたものがうまくいく。 
自分自身をチューンナップする。 

③-②　☆１ 
うっかり・気が緩む表面化。ブランド品買ったら１００万以上したみたいな。 
気をつけたほうがいい。まぁいいかーとなりやすい。大きな買い物はご相談を。 

③-③　☆☆☆３ 
割と気は緩みっぱなし。全体的に良いこと起こる。一週間に一回は気を引き締めてもらう。 
ビシバシフィードバックしてくれる人にあったり、周りの人に確認声かけしてもらう。 
ネジが閉まってない感じ。お財布持たない方がいい。 

③-④　☆☆２ 
お金ではなく、摩擦が起こりやすいです。人気運に暗雲が立ち込める。 
ちょっと精神的に大人になった方がいい時期。自分を追い込んで家族にも八つ当たりしやす
い。アンチテーゼをかける。自分のこと正しいと奢らない。 

③-⑤　☆☆☆☆☆５ 
あなたが美味しいものになる。ハチミツやライトに虫が寄ってくる感じ。人が寄ってくる。 
意思表示することで、さらに寄ってくる。相手のことを思って伝えるとさらに賛同する人が
出てくる。 

③-⑥　☆☆☆☆☆５ 
言葉にエネルギーが乗る。動きまくって人に会いにいくといい。周りを引き込んでいくこと
ができる。人もお札も巻き込まれていく。全国に拠点ができる。摩擦がない。システムが回
り始めて潤沢になる。 



③-⑦　☆☆２ 
人に気をつける。周りでさっていく人が現れる。妄想で入ってるように思われるので、一人
の時にする。大人しくしておく。謙虚にしておくといい。相手を立てると自分のブラッシュ
アップが起こるので、真摯な姿勢を口に出すことが大切。 

③-⑧　☆☆☆☆☆５ 
だいたい何か当たります。誰かが持ち上げてくれる、あなたをうまくいくところに連れて言っ
てくれる。神輿の担ぎ手を見つけておく。10年先を見越しておく。私利私欲を出さない。 
人が人を呼ぶ。身近な家族に 

③-⑨　☆１ 
一回ダウンします。今までのツケが回ってくる。お金・精神的に根も葉もない噂が広がる。 
日頃なら言わないようなこと言ってしまう。台本を作った方がいい。自分が仕切ろうとはせ
ず、ディレクションしてくれる人を抜擢すると良い。 

③-⓪　☆☆☆☆４ 
限りなく５つに近い４。青信号 
今までやってきたことの答えが出る。お呼ばれする。苦労しないで結果が出る。 
いい方に転がる。力が抜けてることが良い影響。人気を保てるように意識を。 

④-①　☆☆２ 
身近な人との争いが起こります。４はイラっとしたり、カッチーント来たりする。１の時の
焦りが来る。自分の技を磨くのがいい時期。人に怒るのではなく。 
争いができたらすぐ謝る。自分の腕・スキルを磨くとリスタートできる。技術習得の時。 

④-②　☆１ 
爆弾発言とかしてしまう。お金も人も出て行きやすい。言わなきゃよかったーみたいなこと
が起こる。イラっとして行ってしまった一言が、尾ひれ背びれがついてしまう。言ってしまっ
たことの対応策を考えておくと良い。 

④-③　☆☆２ 
④なのに、少し楽になり、大きな問題も起きない。ネジが緩んでいる時なので、④のイライ
ラを緩和することができる。またイライラを頑張らなきゃーという思いにうまく変換できる。
自分磨きに行った先で人脈が広がったり人気が高まったりする。 

④-④　☆１ 
イライラする。いつものこの人じゃないようなこと言ってしまう。突発的なことでお金を失
いやすい。ただ、その時にお金をつぎ込んでおくと、あとあと良い結果に繋がる。自分を責
めて自分を壊す。普段の実力を超えたことをやりたくなる。 



④-⑤　☆☆☆☆４ 
自分自身の技術革新をすることで、人と会うようになり、一緒の人との相性が良いと結果が
良い方向に転じやすくなります。誰かがあなたにスキルを教えてくれるなど。交際費はかか
る。相性ぴったりの人と関わることで1年で3年分のスキルが身につく。 

④-⑥　☆１　 
実、形になる時期。今までうまくいかなかったことがプラスに転じていく。技術の物質化。
システム化する。お金はかかるが、プラスにもなる。 
経費の使い方を見直してみると、良い方向に転換する。 

④-⑦　☆☆２ 
ちょっと黄色信号。精神的には落ちこまないけど、突発的な事件が起こったりする。 
１-４と似ているが、４-７の方が厳しい。偉そうになってしまう。おごりが出てしまう。
刃物になって相手を傷つけてしまう。 

④-⑧　☆１　黄色信号 
昔からいる人がさって行ったりする。会社潰してしまったり。イライラしているので、感謝
の気持ちがなくなってしまう。普段言わないイメージタイプの人爆弾落としてしまう。周り
の人への感謝の念がなくなり、俺は特別と勘違いしてしまう。いいことも悪いことも露呈。 

④-⑨　☆☆２　 
イライラと過去をほじくり悪い方に考える。とか、たらればをやり始めて、友人・家族・恋
人とうまくいかなくなる。助けてくれなくなったり、人がさる。そのため自分を追い込んで
しまいやすい。過去のことは考えないよう気をつける。 

④-⓪　☆☆２　青信号 
空気感は３に近い。明確になる。気持ちの整理がついて、落ち着いてスッキリする。 
プラスもマイナスの出来事も、プラスに転換していける。人との別れがくるが、自分の固執
していたものを手放せる感じでスッキリとする。 

⑤-①　☆１ 
赤信号。新しいことをやりたくなる。交際費出ていく。「こんなんではダメ！」と相手を否
定してしまう。精神的には凹まない。新しいことをやりたくなるがその焦りが出てしまう。 
好奇心が盛んになり、自分は盛り上がり過ぎて事故を起こしたりする。下手なクロールで隣
の人に水をバシャバシャかけてしまうような感じ。良かれと思って言った一言も、相手にプ
レッシャーを与えてしまったりする。 

⑤-②　☆☆２ 
人と付き合うことでお金が出やすい。人間関係を大切にするが為の出費。 
精神的にもくる時で、言わなくてもいい暴言を吐いてしまう。平然とした感じで言ったこと
が相手を傷つける。失敗して勉強しなければいけないことが起こる。 



⑤-③　☆☆☆☆☆５　青信号　 
ようやくインタラクションの空気になる。人気が高まり人からも誘われる。人間関係も膨ら
む。人前で喋ったりする機会を作ると＋！支出も増えるが、収入も入り、精神的に落ち込ま
ない。何を言っても、相手がよく受け取ってくれる。 

⑤-④　☆☆☆☆４　青信号 
いい時だが、どうしても誰かが持ってきたものやことにお金がかかってしまう。余計なもの
を買ってしまう。人脈が広がる時ではあるが、人間関係はぶつかる時なので、強いこと言っ
てしまったりするので、言葉をソフトに！！家族に当たってしまうことも。 

⑤-⑤　☆☆☆３ 
とにかく人脈拡大します。その為外にばかり行ってしまい、家族との摩擦が増えないよう、
家族を大切にする時間をとる。スケジュール入れておく。人との繋がりが強化される。 

⑤-⑥　☆☆☆☆４ 
⑤-⑤と似ているが、お金になる。人間関係が形として固まる。組織ができる。 
いいパートナーシップが結べる時。仕事に直結する関係ができる。 
家族との関係がないがしろになりやすいので、気をつける。金銭的に入ってくるが、入って
きた収入を支えてくれる人に少しあげるとさらに良い。　 

⑤-⑦　☆☆☆３ 
人間関係の中で、自分を持ち上げてくれる人に出会える。お金は出て行く。習い事の先生だっ
たり、その先生が広めてくれたりする。やはり家族との関係がないがしろになるので、こう
いう時こそ家族サービスを先にやっておくと外に出やすい。 

⑤-⑧　☆☆☆☆４　 
担ぎ上げられる。地位が確立する。役職がつくなど。何も問題起こらないので、うまく行く。
力を入れてあげるとぐーんと伸びる。持ち上げてあげるとあとで返してくれる。 
どうしても我が出て人を持ち上げ無くなってしまうから、意識的に人を持ち上げるようする
となおいい。 

⑤ー⑨　☆☆☆３ 
今までのことを思い起こす。突発的なことを起こしてしまう。しまった！！やっちゃった！
急に連絡が来たりしていざこざが起きたりする。この時はレストラクションだから、何かと
縁をきる時ではあるが、「切った」という思いが残るとき。ただ、それも必要なことで、去っ
て行くものは止めない。くるもの拒まずさるもの追わず。（選定が始める感じ）「必要」「い
らない」「休止」と細かく人との関係を見て行く。 

⑤-⓪　☆☆☆☆４ 
人間関係を整理されちゃう時期。上を向いていこう。新たな人間関係にステージアップ。 
問題ない時期なので、勘を信じて進んで良い。「切ろう」ではなく、「少し距離を保とう」
「〇〇さんとは卒業の時」と考える。 



⑥-①　☆☆☆☆４ 
今までやってきたことの答えが出て、お金がいっぱい入って来る。何かが物質化。思った事
が現実化。リスタートがお金につながるとき。ようやく良くなってきた時。ここから人生変
わっていく人もいる。かんも当たる。経費はかかってもそれ以上の収入。プロポーズあるか
も。 

⑥-②　☆１　赤信号 
落ち込む。お金がなくなる。認められていた時なのに、メンタルがざわざわしていた。 
悪い勘が冴える。お金も家族とのいざこざも起こりやすい。堅実な自己逃避をした方がいい。
いつもの１・５倍寝る。仕事は６０％くらいにする。新しいことはNG。好きなこと趣味を
スケジュールに入れる。 

⑥-③　☆☆☆☆☆５　青信号 
自身のコンテンツや本が売れちゃう！プラスのことしか起きません・攻めの時期です。 
いいことも悪いことも全てお金につながる。人気が高まっていくが、謙虚と感謝でさらに人
気が高まる。失敗少ない。どんどん人に会って人気につなげる。 

⑥-④　☆☆☆☆４　青信号 
物質化したものが、お金につながる。自分磨きが加速する。何かが壊れたけど、その時に買っ
たもののおかげでお金が増えていく。あなたの知識をさらに増やしていくと、さらに良い。 
資格を取るのもいい時期。成績も良くなる。 

⑥-⑤　☆☆☆３ 
だいたいいい時が多いが、人間関係で忙しくなる。家族との時間が少なくなって摩擦が起こ
りやすいので、先に時間を確保しておく。家族との絆を深めるとさらに仕事が増え、収入増
える。 

⑥-⑥　☆☆☆☆４ 
６０１の空気感に似ている。全部実ってお金になる。何かが変わっていく。問題は起こらな
い。これはお金になるなーというものに出会う。お金につながることばかり起こる。 
投資をしておくのもオススメ。先行投資も資産を増やすきっかけになる。 

⑥-⑦　☆☆２ 
黄色信号。浪費に注意した方がいい時。家族に怒られたりするので、要注意。旅行とかはし
ない方がいい。衝動買いしてしまうから。インターネット見ない・カード持たない、注意す
る時期。 

⑥-⑧　☆☆☆☆☆５ 
収入も名誉も確立される。勘が良くなる。これから10年はうまくいくだろうという、イメー
ジングをすると良い。将来の自分との絆を結ぶのがこの時。将来が見通せる。やればやるほ
どうまくいく。 



⑥-⑨　☆☆☆３ 
切るものときらないものがはっきりする。９は迷うのだけど、６-９の時は、きっぱり迷わ
ず切れる。当たり前のように淡々と人を切っていける。断捨離（悪しき習慣なども）するこ
とで、断ち切れる。不要なものを物質化しなくなる。 

⑥-⓪　☆☆２ 
物質化の答えが道筋が決まって来るタイミングではある。資格なら、やっとその資格を取る
ことができた。お金は出ます。２０キロダイエットしましたー。洋服新しく買わなければい
けません。気持ちはブルー。余分なお金が出ていく。 

⑦-①　☆☆２ 
泣きっ面に蜂。人とのいざこざ。なんでこういう風にしてくれないんだよ？ってなってしま
う。周りにも当たり散らすので、感情の摩擦が起こる。ふっと気が緩んだ時に、ものすごい
ことを言ってしまう。その一言で相手をすごく傷つけてしまう。 
欲が出る時なので、素直に欲を見つけてそれを満たす努力をする。 
言葉が刃物になる時期なので、お口にはチャックを。精神を落ち着かせることが大切。 

⑦-②　☆☆２ 
お金も出る人も出る。自分を追い込んだりうじうじする。どうせ私なんかという気持ちに。 
自分のステージアップのために歯止めなくお金を使ってしまう。人には使わない。 
引きこもってしまう。ゆとりなくなる。意識するだけで対処できる。追い込む時期だからチャ
ンスもある 

⑦-③　☆☆２ 
とにかくポカをする。いつもしないようなミス。ネジが抜けてる。気持ちと精神がチグハグ。
ケアレスミスに気をつける。車の運転なども要注意。ちっちゃな事故や自爆的な事故を起こ
しやすい。この時は口やかましい人の近くにいき、周りの人に注意してもらうようする。 

⑦-④　☆１　黄色信号　 
イライラ・だって、でも、がいっぱい出てくる。自分を否定する。メンタルやられやすい。
いろんなことができると思い自分を追い込んでしまう。家族や近しい人にわざと上司にも噛
み付いていく。 

⑦-⑤　☆☆２ 
交際費がかさみます。自分が成長するためにはと考え、お金をかけてしまう。外によく出て
しまうので、家族をねぎらう。自分で1日今日は外に出かけない！という日を作った方がい
い。 

⑦-⑥　☆☆☆☆４ 
気持ちがすっと落ち着き、うまくいく。お金が入ってくる。今までの稼ぎと変わってくる。 



自分に変化を求めているとき。お金に執着する。もっと稼ぎたくなるので、ダブルワークな
どもしたりする。何かをしていないと落ち着かない。私欲に走らないように。感謝の気持ち
を忘れずに。手紙を書いて。 

⑦-⑦　☆１　赤信号 
とてもきついけど、精神は安定している。自己啓発系のものにお金いっぱい使ってしまう。 
人のことをバカにしたり、言わずにはいられない時。喜怒哀楽も激しく感情コントロールが
できない。会社の社長に喧嘩を売ってしまったり。「こんな考えだってあるよね」って普段
なら思えるのに、この時は思えない。暴言も吐いてしまって、後悔する。⑦-⑦の時のこと
は起こったことは引きずりやすい。 

⑦ー⑧　☆１ 
⑦-⑦と似ている。スケールUP・ブラッシュUP高まる部分は一緒だが、「この私だよ！」とか
「こんなギャラなんて！」とおごりが出やすい時期。「どうして～こう見てくれないの？！」
と⑦-⑦の時よりももっと上からものを言ってしまう。 
自分が成功している作話などをして悦に入ることで、精神のバランスを取らないと、精神が
キレやすい時期。周りの人は、その作話を感心して聞いてあげ、それを具現化するために、 
「あなたのタイプならこうしたらもっとこうなるよ」って言ってあげると良い。負のスパイ
ラルにストップかかる。 

⑦-⑨　☆☆２ 
成今までやってきたものの中でいらないものを切って、スッキリしたい。新しいものを取り
入れるために。どうやったら過去を綺麗にできるのか。パチンと切るのが快感になる。男女
間の相談にくる方などは、切るという答えが欲しい時なので、別れかたや切り方を教えてあ
げる。 

⑦-⓪　☆☆☆☆☆５　青信号 
上手い方に好転していく。オーラもでて、エネルギーも高くなる。外にどんどん出たくなる。
セールスOK。勘も冴える。スケールアップするような答えができるとき。お金も入り、人も
ついてきて家族によく思われる。ようやく見方ができる人が多い。人が良いことを運んでく
る。 

⑧-①　☆☆☆☆☆５　青信号 
周りから認められて、リスタートできる。今の自分をさらに高めていくのがポイント。将来
への未来予想図を描くのにいい時。自分を高める方向性で大きなスケールのこと考えていく。
夢を描いておくと、向こう１０年くらいいいものが寄ってくる。 

⑧-②　☆１　黄色信号 
こうなったら・・ああなって・・・こうなって～～本人はやる気満々でも人前でスピーチ等
はさせない方がいい。聞いた人がイガイガしてしまう。やればやるほど失敗してしまう時な
ので、おとなしくしているのがいい。奢ってしまう時なので、人を立てるよう意識する。 



⑧-③　☆☆☆☆☆５ 
今までにはないくらい、人が集まる。売れていく。ちょっとした有名人。自分自身が広告塔
になって行く。「やるぞ！」と肩の力を入れない方がいい。「どんなことが起こるんだろ
う？！」と待っていると、自然と向こうからやってくる。 

⑧-④　☆１　赤信号 
クライアントさんには衝動買いをしない。突発的な行動をしないよう、相談してくだい。と
伝える。負のスパイラルが起こりやすい時期。自分ではなぜ認められないの？って腹立たし
くなる。経費は多く出る。（認められたいからこそ使ってしまう） 

⑧-⑤　☆☆☆☆☆５ 
今まで出会った人たちが急に色あせて見え、人が入れ替わる。 
違うところに行って、違う人たちと出会うと自分の幅が広がる。まさしくステージを変えて
くれるような人たちに出会える。レベルの高い人たちに囲まれる可能性が高いのでそれなり
に出費は増えるが、気持ちにはゆとりがある。突発的な出来事（うれしい悲鳴）などがある。

⑧-⑥　☆☆☆☆☆５ 
本が売れる、お金が入る、印税が入る、システムの改善ができる。どんどんいいことが起こ
り、いい仕組みが出来上がる。 

⑧-⑦　☆１　黄色信号 
生意気なことを言ってしまう。何をしても浮いてしまう。スケジュールを入れすぎない。 
解決をしてこなかった問題が顕在化。無理にやりすぎると弊害が生まれる。 

⑧-⑧　☆☆☆☆４ 
いいことばかり。有名になるけど焦りはない。自分も動いているけれど、担ぎ手がいて周り
が盛り立ててくれるような感じ。みんなの苦労のおかげで今の自分がいる！みたいな感じ。
お金はあまり出ていかない。思いがけないところから入ってくることもある。 

⑧-⑨　☆☆２ 
お金の整理をしたくなる。スッキリしたくなる。整理することで、周りからいい風に言われ
るようになる。経営者とかは、悩んで必要な人を切ってしまったりする。切った瞬間に相手
の会社が不渡りなどを出したり・・・・切ったことでうまくいくタイミング。人間関係問題
ない。 

⑧-⓪　☆☆☆☆☆５　緑信号 
みんなから注目され、その中で白黒はっきりした意見をでる。 
未来の答えを出すのがオススメの時期。いい運にも恵まれ、この時期に決めたことはいい方
向に向かう。数年後に役立つアイデアになる。その先に悪い年が来てもこの時のアイデアで
救われる。 



⑨-①　☆☆２ 
人との別れが起こる。⑨がベースに入った①は自分がその人によって行き焦りから色々言い
すぎて周囲との摩擦が起こる。 
家族お金は 
大きな問題は起きない。小さないざこざ。相手のことを自分がどれだけ大切に持っていたと
しても自分の気持ちを押し付けることになる。むしろ相手に整理される側になりやすいが相
手のことを考えるということを大事にすべき時。言葉を発するために、一度考える。一言二
言言葉を飲み込む。 

⑨-②　☆☆２ 
一言で言うとブルー。お金、、人との摩擦、精神の歪み。 
物事をポジティブに考えられない。負のスパイラルに入ってしまう。受け取り方が病的に歪
んでしまう。マイナスの面ばかりを見てしまって、きっとこうに違いない！と悪くなってる
ことを探してしまう。いいところを見に行くと渋々がんばる。あとは息抜き。 
景色のいいところに行く。緑が綺麗なところや小川のせせらぎ。心が洗われるようなことを
するといい。ピアノ演奏・弦楽器コンサート、海外旅行（α持っている人＝心の解放＝飛行
機） 

⑨-③　☆☆２ 
きついのは身近な人とのいざこざで口喧嘩。どうでもいいことで喧嘩になったりする。口が
悪くなる。普通の会話の中で、ポンと言った一言が、「それ言っちゃおしまいでしょ！」み
たいなことで傷つけてしまう。それによって何かが切られてしまう。この時の気の緩みが人
との摩擦をうみやすい。 

⑨ー④　☆☆２（１に近い２） 
傷つく言葉を使いやすい。身体を使って、精神が統一される。感情的になることが別れを呼
ぶ。イライラして言い放ったその内容が人の心をえぐる一言だったりする。違う自分になり
たくなったり、過去の出来事を後悔したりしてしまう。スッとすることをやった方がいい。 

⑨-⑤　☆☆☆３ 
精神が落ち着いて楽になる。肩の力が抜けてちょうどいい。外出が増えるため、家族との喧
嘩いざこざは起こりがち。人と会うことで、楽になり、思い出話などに花が咲く。少し離れ
ていたものに触れたくなる。再開や再〇〇などが多くなる。営業マンにはいい時。 

⑨-⑥　☆☆☆☆４ 
何も悪いこと起きない。営業なら数字が上がる。タネを蒔いておいたものがようやく目を出
して刈り取れる時。研究者などはようやく新しいものの発見ができるなど。燻っていたもの
がようやく軌道に乗ったり、やり続けていたものの結果が出る時。 

⑨-⑦　☆☆２　黄色信号 
ピンチ。大人しくしていることが必要な時期。今までを振り返り「私はもっとこうなっても
いいはず！こう扱われていいはず！」とか理想と現実とのギャップに悩む時。お金のバラン



ス・家族のことなど色々と問題は怒るけど、精神的には落ち込まないので、周りが迷惑する
ような発言をしてしまう。魔が差したように人を刺すような発言もしてしまう。 

⑨-⑧　☆１　黄色信号 
自分を雲の上の存在だと思って、急に金遣いが荒くなったりする時。 
周りの目を意識して、お金をどんどん使い家族などに愛想尽かされる。突発的なことも起こ
り、マルサなどが入ったり営業がお金を持ち出してしまったり、奥さんが出て言ってしまっ
たり骨を折ってしまったり、熟年離婚など。偉そうなことを言わず、「ありがとう」と周り
の人に感謝をする。 

⑨-⑨　☆１ 
きついが人に助けられる。お金モデル。精神的にも落ち込み気分がブルーになる。家族とも
摩擦が起こりやすい。何をやってもうまくいかないような気がする。整理されるような事柄
が起こる。 

⑨-⓪　☆☆２ 
お金がピンチ。今までのツケが回って来たような。あとあとになって請求書が来たり、毎月
引き落としされていたものが表面化する。借金が露出したなど。 
今まで蓄積されていたマイナスなことが露出しばれる。どんなことがあっても、精神的に落
ち着くことで、いつまでにどうするかを考える。冷静に現状把握することが大切。 

⓪-①　☆☆☆☆４　青信号 
５に近い４。やればやるほど全部結果に繋がる。今までやって試行錯誤して来たものがよう
やく形になって１から新たな気持ちでスタートを切れる。普通の１は焦ることが多いが、⓪
-①は積み上げてたもので結果が出るので、焦りは出ない。プラスのことが次から次に起こ
る。 

⓪-②　☆☆☆３　青信号 
②の時なのに、心の中でざわざわするものがない珍しい②。今までのことをきっちり振り返
るから、頭の整理がうまくいく。普通の②のときは「どうせ・・・」と未来に向けてネガティ
ブになるが、⓪-②だと過去検証とか反省心が出るので内面見つめることになり、いい効果
が出やすい。自己改革ができるとき、精神も淡々とし落ち着いている。 

⓪-③　☆☆☆☆４　青信号 
今までやって来たことが、すごいわけではないのに周りの人に評価され、自分を持ち上げて
くれる人が出てくる。それが今まで苦労して積み上げて来たものの中から出てくる。 
いい意味での事件が起こり、そのちょっとしたことがきっかけで火が付く。 

⓪-④　☆☆２　 
黄色や赤信号はつかないが、本人の受け取り方的には、大した事が起こるとき。 



少し被害妄想的な受け取り方をしやすく、負のスパイラルに陥りやすい。お金についてはイ
ライラする事が起こり、ツケが回って来てきつく感じる時。人間関係にも清算がくる。ギク
シャクしていた人間関係には、事件が起こりやすい。 

⓪-⑤　☆☆☆☆４　 
今まで積み上げて来たものが、人脈改革につながる。少しずつ人脈を広げて来た人が急に広
がる感じ。動けば動くほどいい。この時に出会った人は、息の長いパートナーになりやすい。
出費はあるが、先行投資と考え、後々大きなお金につながる。 

⓪-⑥　☆１　赤信号　 
これまでやって来たんだから・・こんなに注ぎ込んで来たんだから・・・このぐらいお金も
らってもいいよね！みたいな態度が見え見えになる。やればやるほど人がさる。収入のバラ
ンスの悪さに不満感がどんどんたまる。人との諍い。偉そうになって自己アピールし、 
人から「そんなこと言う人社会性ないよねー」と言われてしまう。家族とも摩擦が生まれや
すい。最後に泣きっ面に蜂！で何かが起こる。感情的にならずに抗わないこと。車の運転は
おとなしくする。 

⓪-⑦　☆☆☆☆☆５　 
確かなstage upの時。未来が開けることが多い。 
Hop step juーーーーmp！と行ける。今まで積み上げてきたものがステージアップする。 
徐々に積み上げてきたもので、正当なレベルアップのため無理なくできる。 
この年にもらった新しい話、誘われる会などから次につながるので全て出たり、取り入れた
りするのが良い。 

⓪-⑧　☆☆☆☆☆５　 
ようやく認められる。地位が固まり、安定します。 
トントン拍子に認められるため、真摯な姿勢でいることを心がける。 
⓪-⑦、⓪-⑧が続くとしはなかなか来ないため、この時は勝負の時！前々月から種まきを
するのが良い。 

⓪-⑨　☆☆２ 
１に近い２。お金が出てしまう。振り返って気付いて整理する。その結果お金がでる。 
自分の欲が勝り、何かを解約したくなったり、やめたくなったりしてしまう。→辞めるのに
お金がかかったり。（例）携帯の機種変更で余計なお金がかかる。 
突発的なことも起こる。家族にバレていざこざが起こったりする。 

⓪-⓪　☆ ☆２ 
お金が徹底的に出るが、あとは何もない。いつもよりお金が出てしまう。 
しっかりこのときに清算しておくと、気持ちよく①を迎えることができる。いいお金の使い
方をすると、将来何倍にもなって帰ってくる。人間関係においてもいい意味で答えが出る。 
白黒はっきり答えを出す時でもあるが、出した答えがプラスにつながる。 
これ違うなーと感じたり、虫の知らせが来るので、自分の気持ちに素直にいることが大切。


