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【新紫薇斗数推命プロ版 出生図】
※(廟)(旺)は長所が作用しやすい。(失)(陥)は短所が作用しやすい。
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節入まで9日

仲間由紀恵 31才 女命

生年月日：1979/10/30 21:00-23:00

旧暦 ：9月10日

身宮 ：卯

局 ：火局

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230
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テキスト ボックス
サンプル

Owner
ハイライト

Owner
ハイライト

Owner
吹き出し
３１歳の今年は福徳宮に武曲星が配されており、仕事に追われ、恋愛する余裕がなかなかない状態です。

Owner
吹き出し
心に現実が占め、なかなかくつろぐ気分になれない時期です。趣味や楽しみに一時的にのめり込んでも身を誤ることはありません

Owner
ハイライト

Owner
ハイライト

Owner
吹き出し
計数感覚が発達し、どんな分野でも大成して富と才能を得る。文章昌星が同宮していて交際、人脈で運が開ける

Owner
ハイライト

Owner
ハイライト

Owner
吹き出し
紫微星が遷移宮にあり、目上や有力者の引き立てを受け、社会的に発展する

Owner
吹き出し
七殺が遷移宮に配されているので、変化を好み、家でじっとしていられない性格

Owner
ハイライト

Owner
吹き出し
意志が強く困難を乗り越えて成功。事故や傷害に注意。とくに遠隔地での行動は安全第一

Owner
ハイライト

Owner
ハイライト

Owner
ハイライト

Owner
吹き出し
決断力、行動力に富み、迫力によって財を得る。他と競争したり、勝ち負けを争う仕事にも向いている

Owner
吹き出し
結婚すれば、冷静沈着だが、夫婦の情が通い合いにくく、波乱含み。配偶者の浮気や異性問題で悩みが出やすい。別居・離婚になりやすいので、晩婚で良縁に恵まれやすい

Owner
吹き出し
配偶者は自分勝手で伊勢慰問ぢあが起こりやすいタイプが来やすい

Owner
ハイライト

Owner
ハイライト

Owner
吹き出し
官禄宮に天相星が入っているので組織の中で力を発揮するタイプ

Owner
吹き出し
官禄宮に文曲星が入っているので精神性が高く優美で芸術、芸能関係に才能を開花させるタイプ



【出生図における１２宮の特徴を分析】 仲間由紀恵 31才 女命

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230

出生図分析
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Owner
吹き出し
夫婦関係だけが大きくマイナス。結婚後の夫婦関係だけがあまり良いものではないが、晩婚で良縁に恵まれれば他の星がカバーしてくれる。命盤の夫婦宮に吉星がきていないため、早婚になると夫婦関係が離別になりやすいが、晩婚ならば吉縁になりやすい



【２００９年の仲間由紀恵様の年運と月運表示】

２００９年は命宮に位置していますので炎星、羊刃星の影響を強く受ける年回りです。月

運はすべて旧暦で表示されています。２００９年旧暦１月は０９年１月２６日～２月２４

日、旧暦２月は陽暦２月２５日～３月２６日、旧暦３月は３月２７日～４月２４日、旧暦

４月は４月２５日～５月２３日、旧暦５月は５月２４日～７月２１日、旧暦６月は７月２

２日～８月１９日、旧暦７月は８月２０日～９月１８日、旧暦８月は９月１９日～１０月

１７日、旧暦９月は１０月１８日～１１月１６日、旧暦１０月は１１月１７日～１２月１

５日、旧暦１１月は１２月１６日～１０年１月１４日、旧暦１２月は１０年１月１５日～

２月１３日です。

※流派は主星派（旧月節気法）で鑑定しています。

【著作】 スターフォーチュン 深川宝琉 ℡ 090-3416-6230



【行運の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■23才から32才までのリズム - 【武曲星】が支配する運勢です。

○武勇と財運の武将星が支配しています。

○決断が早く、カラットしている。率直でハギレが良くなる期間です。

□23才の支配星 - 【天相星】

○高貴でそして帝王に仕える服務能力の星が支配しています。

○上司や目上にうまく仕え、補佐がうまくまじめに生活をする期間です。

○奉仕的で我慢強い。礼儀正しく穏やかに地位、名誉を得る期間でもあります。

○つまり組織内での政権争いにおいては、抜群の能力と才能を発揮します。

□24才の支配星 - 【太陽星】

○太陽の如く公明正大で迫力がある星が支配しています。

○多くの人を支配したり、活発に行動したりする期間です。

□25才の支配星 - 【武曲星】

○武勇と財運の武将星が支配しています。

○決断が早く、カラットしている。率直でハギレが良くなる期間です。

□26才の支配星 - 【天同星】

○柔軟性に富み、慈愛、優しさと温厚の星が支配しています。

○人に優しく、人気がある。穏やかで友人が多くできる期間です。

○つまり何でも話し合いで解決を図ることができる期間です。

□27才の支配星 - 【天府星】

○才能と財の女神の星が支配しています。

○欠点がなく、解厄の作用があり、人にやさしくなれる期間です。

□28才の支配星 - 【地劫星】

○全てを奪って、むなしくしてしまいます。破財や損失や災難に遭いやすい期間です。

□29才の支配星 - 【廉貞星】

○悪知恵と賄賂の象徴、戦略家で、冷酷な星が支配しています。

○しかし、現実社会では実利を求めて行動するのに良い期間です。

□30才の支配星 - 【炎星】

○行動が早く、頭が切れる期間ですのでやりたいことがあれば実行の時です。

□31才の支配星 - 【羊刃星】

○勇敢で決断力がある。 がむしゃらに行動するパワーがある期間です。

○しかし、事故、怪我、病気にも縁がある時ですので注意が必要です。

□32才の支配星 - 【天存星】

○ガツガツしなくても、物質運、財運があり、衣食住には困らない期間です。

■33才から42才までのリズム - 【太陽星】が支配する運勢です。

○太陽の如く公明正大で迫力がある星が支配しています。

○多くの人を支配したり、活発に行動したりする期間です。

□33才の支配星 - 【紫薇星】

○紫の薔薇が咲く花園の星という意味があり善良なる高貴の星が支配しています。

○地位、身分、権威、成功、発展の期間となります。

□34才の支配星 - 【天機星】

○天の摂理と善悪を知っているという星が支配しています。

○ウイットに富み、知恵と知性の星で反応が早く、戦略的になる期間です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



□35才の支配星 - 【天相星】

○高貴でそして帝王に仕える服務能力の星が支配しています。

○上司や目上にうまく仕え、補佐がうまくまじめに生活をする期間です。

○奉仕的で我慢強い。礼儀正しく穏やかに地位、名誉を得る期間でもあります。

○つまり組織内での政権争いにおいては、抜群の能力と才能を発揮します。

□36才の支配星 - 【太陽星】

○太陽の如く公明正大で迫力がある星が支配しています。

○多くの人を支配したり、活発に行動したりする期間です。

□37才の支配星 - 【武曲星】

○武勇と財運の武将星が支配しています。

○決断が早く、カラットしている。率直でハギレが良くなる期間です。

□38才の支配星 - 【天同星】

○柔軟性に富み、慈愛、優しさと温厚の星が支配しています。

○人に優しく、人気がある。穏やかで友人が多くできる期間です。

○つまり何でも話し合いで解決を図ることができる期間です。

□39才の支配星 - 【天府星】

○才能と財の女神の星が支配しています。

○欠点がなく、解厄の作用があり、人にやさしくなれる期間です。

□40才の支配星 - 【地劫星】

○全てを奪って、むなしくしてしまいます。破財や損失や災難に遭いやすい期間です。

□41才の支配星 - 【廉貞星】

○悪知恵と賄賂の象徴、戦略家で、冷酷な星が支配しています。

○しかし、現実社会では実利を求めて行動するのに良い期間です。

□42才の支配星 - 【炎星】

○行動が早く、頭が切れる期間ですのでやりたいことがあれば実行の時です。

■43才から52才までのリズム - 【天相星】が支配する運勢です。

○高貴でそして帝王に仕える服務能力の星が支配しています。

○上司や目上にうまく仕え、補佐がうまくまじめに生活をする期間です。

○奉仕的で我慢強い。礼儀正しく穏やかに地位、名誉を得る期間でもあります。

○つまり組織内での政権争いにおいては、抜群の能力と才能を発揮します。

□43才の支配星 - 【羊刃星】

○勇敢で決断力がある。 がむしゃらに行動するパワーがある期間です。

○しかし、事故、怪我、病気にも縁がある時ですので注意が必要です。

□44才の支配星 - 【天存星】

○ガツガツしなくても、物質運、財運があり、衣食住には困らない期間です。

□45才の支配星 - 【紫薇星】

○紫の薔薇が咲く花園の星という意味があり善良なる高貴の星が支配しています。

○地位、身分、権威、成功、発展の期間となります。

□46才の支配星 - 【天機星】

○天の摂理と善悪を知っているという星が支配しています。

○ウイットに富み、知恵と知性の星で反応が早く、戦略的になる期間です。

□47才の支配星 - 【天相星】

○高貴でそして帝王に仕える服務能力の星が支配しています。

○上司や目上にうまく仕え、補佐がうまくまじめに生活をする期間です。
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○奉仕的で我慢強い。礼儀正しく穏やかに地位、名誉を得る期間でもあります。

○つまり組織内での政権争いにおいては、抜群の能力と才能を発揮します。

□48才の支配星 - 【太陽星】

○太陽の如く公明正大で迫力がある星が支配しています。

○多くの人を支配したり、活発に行動したりする期間です。

□49才の支配星 - 【武曲星】

○武勇と財運の武将星が支配しています。

○決断が早く、カラットしている。率直でハギレが良くなる期間です。

□50才の支配星 - 【天同星】

○柔軟性に富み、慈愛、優しさと温厚の星が支配しています。

○人に優しく、人気がある。穏やかで友人が多くできる期間です。

○つまり何でも話し合いで解決を図ることができる期間です。

□51才の支配星 - 【天府星】

○才能と財の女神の星が支配しています。

○欠点がなく、解厄の作用があり、人にやさしくなれる期間です。

□52才の支配星 - 【地劫星】

○全てを奪って、むなしくしてしまいます。破財や損失や災難に遭いやすい期間です。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【命宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■命宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○中心的な宮です。運勢、性格、才能の中心的な内容をここで見ます。

[命宮における星と星との相性の説明]

○空劫、化忌が入ると、主星の吉の作用を滅ぼします。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■天府星が(旺)の状態で命宮に入っていることから診断される内容

□甲級星として判断しますので、[短所]よりも[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○才能と財の女神と言われます。

○大吉星で欠点がなく、才能と富があり、解厄の作用があります。

○温厚、度量が広い、やさしい。感情と理性が調和しています。

[短所]

○特に欠点らしきものはありませんが、美食のため肥満になりやすい傾向があります。

■文昌星が(旺)の状態で命宮に入っていることから診断される内容

□甲級星として判断しますので、[短所]よりも[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○学問、芸術的センス。優雅で上品。 趣味が豊かで人に好かれます。

[短所]

○表面だけを粉飾をしやすい。対面を重んずる。

■天府星と文昌星との組合せ

才能もあり性格も穏やかです。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【父母宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■父母宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○自分と父母との関係、自分と目上（上司）との関係を見ます。

[父母宮における星と星との相性の説明]

○優しい性格の天府、太陰、天相、や父親らしい性格の太陽、天梁が入ると良い。

○作用が強く強烈な、廉貞、貪狼、破軍、羊陀、空劫が入ると良くありません。

○例えば、父母との仲が悪いと言った意味になります

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■天同星が(廟)の状態で父母宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○父母や上司が柔軟性に富み、慈愛、優しさがあり温厚です。

[短所]

○父母や上司と情緒的には仲が良いのですが、強さや物質的援助は期待できません。

■太陰星が(廟)の状態で父母宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○父母や上司が清潔で優しく、慈愛があり、細やかで気品があります。

○従って、父母や上司から良い教育、指導を受けることができます。

[短所]

○精神的な結びつきが大変強いのですが、物質面での援助は期待できません。

■天鉞星が父母宮に入っていることから診断される内容

○とにかく父母や上司との人間関係において幸運があります。

■左輔星が父母宮に入っていることから診断される内容

○父母や上司が柔軟性に富み、慈愛、優しさがあり温厚です。

○従って、情緒的には仲が良いのですが、強さや物質的援助は期待できません。

■天空星が父母宮に入っていることから診断される内容

○とにかく父母や上司との人間関係が悪く、無関心で無縁な冷たい関係になります。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【福徳宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■福徳宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○人生の楽しみや趣味を見ます。寿命を見ます。

[福徳宮における星と星との相性の説明]

○優しい天同星、天府星、太陰星や指導的な天梁星、そして知的才能の文曲、文昌星など

が入れば良い。

○欲深な貪狼星や疑いの巨門がはいると、遊びが派手、精神的に喜びが得られないといっ

た意味になります。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■武曲星が(旺)の状態で福徳宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○自分で激しく行動するスポーツや旅行などが人生の楽しみとなります。

[短所]

○いつも自分で出かけて行動するため、ゆっくりと人生の楽しみを味あう余裕がありませ

ん。

■貪狼星が(旺)の状態で福徳宮に入っていることから診断される内容

□丁級星として判断しますので、[長所]よりも[短所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○基本的に欲望が強いので、自分の気にったことには、とことん研究したりします。

[短所]

○色々と欲望が強いので、パチンコや麻雀にやったり、何かにとことん研究したりします

。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【田宅宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■田宅宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○家作りの能力、不動産の能力を見ます

[田宅宮における星と星との相性の説明]

○悪い星が入れば、財産を食い潰します。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■太陽星が(旺)の状態で田宅宮に入っていることから診断される内容

□乙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○不動産には大変恵まれます。

[短所]

○不動産人より恵まれますが、派手にやりすぎてだんだんと手放すことも多いようです。

■巨門星が(旺)の状態で田宅宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○財産や不動産を獲得し、それを守っていくのが上手です。

[短所]

○財産や不動産を獲得するのがあまり上手ではありません。

■右弼星が田宅宮に入っていることから診断される内容

○不動産などの財産の蓄積行動において援助があります。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【官禄宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■官禄宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○職場運。人に使われて得る（奉職）財運を見ます。

[官禄宮における星と星との相性の説明]

○命宮と財帛宮と官禄宮の３つが鑑定の際には重要です。

○身分地位の紫薇星、財を稼ぐ能力のある太陽星、廉貞星、天相星、天存星が入れば良い

。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■天相星が(失)の状態で官禄宮に入っていることから診断される内容

□甲級星として判断しますので、[短所]よりも[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○服務能力がありますので比較的なんでもこなすことができ、対人関係が上手です。

○一般には、品行方正で組織の中で地位に自然と恵まれる場合が多いようです。

○医療関係や薬学関係の分野で働く人が多いようです。

[短所]

○少し会社の規則などに厳格過ぎる面があるようです。

■文曲星が(旺)の状態で官禄宮に入っていることから診断される内容

□甲級星として判断しますので、[短所]よりも[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○学術面など頭脳を使ってする仕事が得意です。

[短所]

○学術面などにこだわりすぎて、実際のビジネスでは実利にならない傾向があります。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【奴僕宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■奴僕宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○部下運を見ます。または他人からの災いを見ます。

[奴僕宮における星と星との相性の説明]

○権力の七殺星が入ると、部下が権力を持ち、巨門星がはいると部下に疑いの心を持ち良

くありません。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■天機星が(旺)の状態で奴僕宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○部下の援助を得られ、それによって自分が発展します。

[短所]

○部下の援助がなかなか得られず、それによって自分が苦労します。

○何らかのゴタゴタに巻き込まれる可能性があります。

■天梁星が(旺)の状態で奴僕宮に入っていることから診断される内容

□甲級星として判断しますので、[短所]よりも[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○指導力がある部下の援助を得られ、それによって自分が発展します。

[短所]

○良い部下にあまり恵まれません。部下によって自分が相当に苦労することがあります。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【遷移宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■遷移宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○命宮の反対の位置にある。つまり命宮の素質が発揮できるかどうかを見ます。

○自分の実力しか通用しない環境での対外能力、行動力を見ます。

[遷移宮における星と星との相性の説明]

○良い星が入れば、学歴や地位に関係なく、新しい分野を開拓し成功します。

○悪い星が入れば才能がありながら認められないとか、外地で災難に会うといった意味に

なります。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■紫薇星が(旺)の状態で遷移宮に入っていることから診断される内容

□甲級星として判断しますので、[短所]よりも[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○高度な技術やノウハウが要求される仕事を遂行する力があります。

○人を引っ張っていく人間的な魅力、スター性があります。

○身分や地位が保証されない外地でも十分にやっていけます。

[短所]

○人を引っ張っていこうとする心情とスター性はありますが、それで失敗しやすい。

■七殺星が(旺)の状態で遷移宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○強引に力で持って相手をねじ伏せていく力強さがあります。苦難の後に成功します。

[短所]

○しかし、病気や事故あるいは、ゴタゴタに巻き込まれやすい傾向があります。

■陀羅星が(陥)の状態で遷移宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、[長所]だけでなく[短所]も現れやすいと判断します。

[長所]

○どんな環境にあっても衣食住は、こと足りる強さがあります。

[短所]

○勇敢で活発に行動しますが、気や事故、ゴタゴタに巻き込まれる可能性があります。

■紫薇星と七殺星との組合せ

紫薇の身分、地位に七殺の物質運が伴います。

■紫薇星と陀羅星との組合せ

紫薇の気品と羊陀の残忍さが同居し、気品がなく荒々しくなります。

両星とも良い状態であれば、紫薇の気品さを羊陀の荒っぽさが補います。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【疾厄宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■疾厄宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○病気、体質、を見ます。

[疾厄宮における星と星との相性の説明]

○炎鈴があると体が強い。羊陀があると体にキズが入る。

○作用の強烈な廉貞星、破軍星、疑いの巨門星がはいると良くありません。

○病弱な体質となります。また太陽星が悪い状態で入ると目に障害を持ちます。

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■天存星が疾厄宮に入っていることから診断される内容

○病気については、特に問題はありません。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【財帛宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■財帛宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○財運、独立運を見ます。自分が稼ぎ出す財の運を見ます。賭け事や博打運は該当しませ

ん。

[財帛宮における星と星との相性の説明]

○財を稼ぐ能力がある地位、身分の紫薇星、迫力の太陽星、決断の武曲星などが入れば良

い。

○またラッキーチャンスの魁鉞星などが入っても良い。

○欲の深い貪狼星、破壊の空劫星などが入ると良くありません。

○例えば、お金は稼ぐが浪費が激しいと言った意味になります

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■羊刃星が(旺)の状態で財帛宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、比較的[長所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○ビジネスに対する姿勢が謀略的で、普通ではありません。

（例）軍人、刑事などの戦争状態の環境では才能を発揮します。

[短所]

○激し過ぎる内容があるため、普通のサラリーマンには向きません。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【子女宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■子女宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○男女宮とも言います。恋愛関係、自分と子女との関係を見ます。

○すなわち、自分が愛情を持って可愛がる対象との関係を見ます。

[子女宮における星と星との相性の説明]

○社会的に立派に通用する太陽星、天梁星、優しい太陰星、天府星が入ると良い。

○または援助を意味する左右星などが入っても良い。

○作用が強く強烈な、廉貞星、貪狼星、破軍星、羊陀星、空劫星が入ると良くありません

。

○女性の場合は、強烈なやり手の男性が好みということになりますが、結婚相手として適

切ではありません。

○また男女宮は子女宮とも言われるので、子供との情関係が薄いといった意味になります

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■炎星が(陥)の状態で子女宮に入っていることから診断される内容

□丁級星として判断しますので、[長所]よりも[短所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○子供の考え方や行動がすばやく、破壊的な強さもあります。

[短所]

○子供から迷惑をかけられ、仲はあまり良くありません。

■天魁星が子女宮に入っていることから診断される内容

○子供との関係は、心情面においても、実生活においてお互いに色々な恩恵が期待できま

す。

■天耗星が子女宮に入っていることから診断される内容

○子供が反抗的な態度をとりやすく、情緒的な暖かい結びつきはありません。

○または子供がいません。

■紅鸞星が子女宮に入っていることから診断される内容

○子供から相当の迷惑や損害を被りやすい。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【夫妻宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■夫妻宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○結婚運を見ます。また自分の好みの異性のタイプを見ます

[夫妻宮における星と星との相性の説明]

○しかし結婚相手として良いかどうかはまったく別です。

○社会的に立派に通用する太陽、天梁、または優しい天同、天府、などが入ると良い。

○作用が強く強烈な、廉貞星、貪狼星、破軍星、羊陀星、空劫星が入ると良くありません

。

○例えば、女性の場合は夫と早く死別するとか、夫縁がないといった意味になります。

○左右星が入ると、正妻、正夫以外の助けがあるという意味になり良くありません

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■廉貞星が(陥)の状態で夫妻宮に入っていることから診断される内容

□丁級星として判断しますので、[長所]よりも[短所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○配偶者に決断力があって、カラットしていて率直でハギレが良い。

[短所]

○配偶者に決断力があって、カラットしていて率直だが、性格的な片寄りが目立つ。

○わがままで横暴で冷酷でワンマンといったどうしようもない配偶者と思うことがありま

す。

○そのため、何事においてもケンカしたり、憎しみあったりすることが多い。

○あるいは、結婚しているにもかかわらず他の異性と付き合ったりする面があります。

■破軍星が(陥)の状態で夫妻宮に入っていることから診断される内容

□丁級星として判断しますので、[長所]よりも[短所]が現れやすいと判断します。

[長所]

○配偶者が強烈な個性と決断力があって、カラットしていて率直でハギレが良い。

[短所]

○配偶者に決断力があって、カラットしていますが破れかぶれの行動が目立ちます。

○そのため、損害を受けることが多く、何事においてもケンカが絶えません。

■鈴星が(失)の状態で夫妻宮に入っていることから診断される内容

□丙級星として判断しますので、[長所]だけでなく[短所]も現れやすいと判断します。

[長所]

○配偶者が決断力があって実業家的で、カラットしていて率直でハギレが良い。

[短所]

○配偶者が破壊的な強さがあって、カラットしていて率直ですが、乱暴な面が目立ちます

。

○そのため、何事においてもケンカしたり、憎しみあったりすることが多い。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【兄弟宮の診断】 仲間由紀恵 31才 女命

■兄弟宮で何が分かるか？の説明

[基本内容]

○自分と兄弟、自分と友人、自分と会社の同僚関係をみます。

[兄弟宮における星と星との相性の説明]

○知恵の天機、優しい天府、天同、そして援助を意味する左右などが入ると良い。

○作用が強く強烈な、廉貞、貪狼、破軍、羊陀、空劫が入ると良くありません。

○例えば、兄弟との仲が悪いと言った意味になります

※以下の文章は作用の強い重要な順に並んでいます。後になるほど作用は弱くなります。

■地劫星が兄弟宮に入っていることから診断される内容

○とにかく兄弟や友人、同僚との人間関係が悪く、無関心で無縁な冷たい関係になります

。

○従って、親しい友人はできず、孤独になりやすい。

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230



【好きな異性・結婚にふさわしい相手】 仲間由紀恵 31才 女命

■本能的に好きになりやすい異性のタイプを夫妻宮の主星で判断します。

【廉貞星】が支配する異性の運勢です。

○男性であれば、痩せ型で髪が長く男好きのするような魅惑的な女性を好みます。

○従って、簡単に何度でも異なる女性と恋愛関係になるような行動をしがちです。

○女性であれば、男っぽく戦略家で、少し冷酷な面があるような男性が好みです。

○男女とも、精神的な豊かさよりも現実社会で通用するようなやり手の異性を好みます。

■本能的な好き嫌いは別として、貴方の欠点を補ってくれるような星を説明します。

【天府星】が貴方の命宮に格納されていますので理想的な配偶者は次のようです。

○貴方は、才能と財の星ですので、心が穏やかで聡明で心が広く清いタイプです。

○命宮に、「紫薇星、太陽星、天梁星」が入っている異性が最も良い相手です。

○天府星は、女性らしい星ですので、少々荒い星が結婚相手には最適です。

○命宮に、「破軍星、七殺星」が入っている異性が最も悪い相手です。

○癖が強く家庭的なものには興味を示さない「破軍星、七殺星」とは縁を持たないことです。

【秘伝 新紫薇斗数推命合婚法則一覧】

命宮の主星 特徴 ふさわしい相手の命宮の主星

紫薇星 尊貴・皇太子

天機星 智能・仙人・精神

太陽星 勇気・迫力・公明盛大

武曲星 武将・財産・博愛主義

天同星 平安・愛情・易学者

廉貞星 賄賂・邪悪・妖臣

天府星 才能・慈愛・富

太陰星 処女・貞節・潔白

貪狼星 欲望・色欲・淫乱

巨門星 弁舌・猜疑心・干渉

天相星 奉仕・服務・慈愛

天梁星 統率・指導・大将軍

七殺星 激怒・威厳・正義

破軍星 破損・破壊の王

炎星 素早い行動・即決主義

鈴星 素早い行動・即決主義

文曲星 物書き・温厚・優雅

文昌星 物書き・温厚・優雅

羊刃星 残忍・冷徹・勇敢

陀羅星 残忍・冷徹・勇敢

◎天相星・天府星 △武曲星・七殺星

◎太陽星・天梁星・紫薇星・天府星・文昌星

◎太陰星・紫薇星・天同星・天相星

◎天府星・天相星・文昌星 △貪狼星

◎紫薇星・太陽星・天梁星・文昌星

◎天府星・七殺星 ×破軍星・貪狼星

◎紫薇星・太陽星 ×天梁星 破軍星・七殺星

◎太陽星 特に相性の悪い星なし

◎武曲星 ×紫薇星

◎紫薇星・武曲星 ×天同星・廉貞星

◎紫薇星・武曲星 ×廉貞星

◎天機星 ×貪狼星・破軍星

◎紫薇星、武曲星 ×貪狼星・破軍星

◎太陽星 パートナー選びは困難

◎貪狼星 ×破軍星

◎貪狼星 ×破軍星

◎武曲星・天同星 ×巨門星

◎武曲星・天同星 ×巨門星

◎パートナー探しは大困難（文曲・文昌）

◎パートナー探しは大困難（文曲・文昌）

(著作)スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230
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紫微斗数推命が教える仲間由紀恵さんの財運と仕事運

紫微斗数推命でみる財運や仕事運というのは、社会の目でみた仲間由紀恵さん

の評価という観点で見るのではありません。仲間由紀恵さん自身がどうするう

ことが一番喜べるのか？という心理的観点から占うのです。仲間由紀恵さん

は、どうやったらお金を手にすることができるか？どうすれば、お金を失う

か？ということに関しては、財帛宮または遷移宮を見ます。また、どうやった

ら人間関係で成功することができるか？どうすれば、失敗するか？に関しては

官禄宮または父母宮の星を見ます。（星が入っていない場合は、対冲宮を見る

という画一的な見方はしません。）

■仲間由紀恵さんは、どうやったらお金を手にすることができるか？どうすれ

ば、お金を失うか？

仲間由紀恵さんの財運は破軍星ですから、人よりもお金に対する欲求が強く、

お金を得るための行動も激しいものがあるようです。そして、手にしたお金

は、じっくりと運用していく、ということができずに、あればあるだけ使って

しまいたいという特徴があります。ですから、どんな仕事をするにしても、お

金が多く得られるような職業でないと満足できません。お金が得られない場合

は、人がやっていないこと、これまでの常識を覆すような、新規事業を、万難

を排してやっていくことで、心がうれしくなっていくのです。平凡なサラリー

マン、平凡な給与、平凡な地位、平凡な生活、周囲の人達と同じような生活、

といったものでは満足できないのです。ですから、非常に革命的で投機的な考

え方が得意で、これまで大企業が独占してきたような事業を、根底から変えて

いくようなＩＰ電話の販売や、店舗を持たないインターネットによる通販、ユ

ニクロに代表されるような価格破壊といった事業に向いているのです。まる

で、既存の勢力や常識と戦い、常識的な人から非難されることが生き甲斐のよ

うなところがあります。そして、儲けたお金は、さらなる拡張のためにどんど

ん浪費していく特徴があります。仲間由紀恵さんは、このように人よりもお金

を儲け、人よりもお金を使っていくことで、心がうれしくなるわけですから、

その本性に素直に従って、商売をスタートしてみるのも良いでしょうし、思い

切って贅沢な暮らしをしてみるのも良いことなのです。豪邸に住み、高級車を

何台も持ち、夜の街で一晩に百万円くらい使って遊んでみるといったことも

やってみると良いでしょう。そういった中で、また悟るものもあるはずなので

す。仲間由紀恵さんにとって、一番不幸なことは、お金が欲しい、やりたいこ

ともある、しかし決心が付かないまま、平凡なサラリーマンや公務員のまま生

涯を終えていくことなのです。もし、心の底で、本当の自分は、こんなはずで

はない、もっと何かがやれるはずだという欲望が消えないで燃えているのであ

れば、積極的にその欲望を達成するための努力をすることです。たとえば、会

社の仕事は早めに切り上げて、自宅でセカンドビジネスをスタートしてみると

か、水商売の店でアルバイトをしてみるとか、とにかく、通常の生活では得ら

れないものを得るために、挑戦してみることなのです。それで、失敗しても再

び立ち上がってくるだけのパワーがあるのが仲間由紀恵さんですから、考える

より実行してお金を得ることができるタイプなのです。

■仲間由紀恵さんは、どうやったら人間関係で成功することができるか？どう

すれば、失敗するか？

仲間由紀恵さんの職場運は七殺星ですから、私心のない公平な上司や、リー

ダーに恵まれていたとしても、従順にその人に従っていくわけではありませ

ん。どんなにリーダーが優れていても、また、仲間由紀恵さん自身が、その才
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官禄宮または父母宮の星を見ます。（星が入っていない場合は、対冲宮を見る

という画一的な見方はしません。）

■仲間由紀恵さんは、どうやったらお金を手にすることができるか？どうすれ
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仲間由紀恵さんの財運は破軍星ですから、人よりもお金に対する欲求が強く、

お金を得るための行動も激しいものがあるようです。そして、手にしたお金

は、じっくりと運用していく、ということができずに、あればあるだけ使って

しまいたいという特徴があります。ですから、どんな仕事をするにしても、お

金が多く得られるような職業でないと満足できません。お金が得られない場合

は、人がやっていないこと、これまでの常識を覆すような、新規事業を、万難

を排してやっていくことで、心がうれしくなっていくのです。平凡なサラリー

マン、平凡な給与、平凡な地位、平凡な生活、周囲の人達と同じような生活、

といったものでは満足できないのです。ですから、非常に革命的で投機的な考

え方が得意で、これまで大企業が独占してきたような事業を、根底から変えて

いくようなＩＰ電話の販売や、店舗を持たないインターネットによる通販、ユ

ニクロに代表されるような価格破壊といった事業に向いているのです。まる

で、既存の勢力や常識と戦い、常識的な人から非難されることが生き甲斐のよ

うなところがあります。そして、儲けたお金は、さらなる拡張のためにどんど

ん浪費していく特徴があります。仲間由紀恵さんは、このように人よりもお金

を儲け、人よりもお金を使っていくことで、心がうれしくなるわけですから、

その本性に素直に従って、商売をスタートしてみるのも良いでしょうし、思い

切って贅沢な暮らしをしてみるのも良いことなのです。豪邸に住み、高級車を

何台も持ち、夜の街で一晩に百万円くらい使って遊んでみるといったことも

やってみると良いでしょう。そういった中で、また悟るものもあるはずなので

す。仲間由紀恵さんにとって、一番不幸なことは、お金が欲しい、やりたいこ

ともある、しかし決心が付かないまま、平凡なサラリーマンや公務員のまま生

涯を終えていくことなのです。もし、心の底で、本当の自分は、こんなはずで

はない、もっと何かがやれるはずだという欲望が消えないで燃えているのであ

れば、積極的にその欲望を達成するための努力をすることです。たとえば、会

社の仕事は早めに切り上げて、自宅でセカンドビジネスをスタートしてみると

か、水商売の店でアルバイトをしてみるとか、とにかく、通常の生活では得ら

れないものを得るために、挑戦してみることなのです。それで、失敗しても再

び立ち上がってくるだけのパワーがあるのが仲間由紀恵さんですから、考える

より実行してお金を得ることができるタイプなのです。

■仲間由紀恵さんは、どうやったら人間関係で成功することができるか？どう

すれば、失敗するか？

仲間由紀恵さんの職場運は七殺星ですから、私心のない公平な上司や、リー

ダーに恵まれていたとしても、従順にその人に従っていくわけではありませ

ん。どんなにリーダーが優れていても、また、仲間由紀恵さん自身が、その才

能と人柄を認めていたとしても、仲間由紀恵さんが従順にそのリーダーに従っ

仲間由紀恵様 1979年10月30日 21時0分 沖縄県



ていける期間というのは、４～５年ではないでしょうか。なぜならば、仲間由

紀恵さんは、今の環境を改革し、変えていくことに生き甲斐と楽しみを、発見

していくタイプだからです。安定した環境で、安定した仕事をしていると、ど

んなに給与が良くても、どんなに優れた上司に恵まれたとしても、やがては飽

きてしまうという傾向があるのです。ですから、人間関係は、スムーズにいっ

ていたとしても、それでは満足しないのです。むしろ、上司と戦い、部下を率

いて、社内の改革をしていくような戦時の環境におかれているほうが、心が楽

しくなってしまうのです。どうしても、人の上に立ちたいという欲求が先行し

てしまうので、実力が伴わない場合は、無理に人を押さえつけるという行動に

なりやすく、人間関係は非常にトラブルが多いものとなるでしょう。しかし、

人の上に立つという天賦の才能と欲求がどんなに、あったとしても、学習と経

験なしには、人の上に立って采配をふるうことはできません。２０代から３０

代のうちは、正義感が強く、部下から慕われ、幹部からも信頼され、しかも、

力強く事業を押し進めていくようなリーダーのもとで、修行を積んだほうが良

いのです。そういった優れたリーダーのもとで、仕事をしながら、少しづつ責

任のある立場になっていくのが仲間由紀恵さんが成長していけるただ一つの方

法なのです。そして、重要なことは、本当の意味で、腹を割って話せる親友

は、そういった下積みの時代にしか、作ることができないということなので

す。もし、仲間由紀恵さんがリーダー的な立場になってしまえば、どうしても

その地位と権力が災いして、人は、本音をいえなくなってしまうからです。で

すから、若いうちに、ともに汗を流し、涙を流しながら仕事をした友人は、生

涯の仲間由紀恵さんの宝として大切につきあっていく必要があるのです。

(著作) スターフォーチュン 深川宝琉 TEL 090-3416-6230


