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クォーレは、一般財団法人日本情報
経済社会推進協会(JIPDEC)より、日
本で初めてプライバシーマークを付
与された占い専門事業者です（2006
年5月）。お客様の大切な個人情報を
適切にお取り扱いしております。

料金は安心の後払い制です。ご利用日から７日以内
に、下記いずれかの方法でお支払いください。

8：00～深夜2:00 まで
※深夜2時の時点で鑑定中の場合、お客様の任意で継続可能です。

午前8時 深夜2時

お申込み・お問い合わせは フリーダイヤルがつながらない場合は

0120-142-164 03-5629-1833無料電話

1分間 ▶170円 （税別）

パソコン用
https://www.qole.com/

スマートフォン用
https://www.qole.com/sp/

フィーチャーフォン用
https://www.qole.com/ij/

クォーレ公式ホームページのご案内

固定電話・携帯電話での
ご利用ともに

※どの占い師・占い方法・相談内容でも料金は上記一律です。

営業時間

お支払い方法

個人情報保護

１分単位の課金制です。お客さまの任意で無駄なく
ご利用いただけます。

占い料金

通話料は上記の占い料金に含まれております。

通話料

占い師の指名や予約は無料です。お気軽にお申し出
ください。

指名・予約料

ご利用前のキャンセルにつきましては、一切料金は
発生しません。

キャンセル料
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How to
method
占い方法のご紹介

インスピレーション
直感で感じたものから
結果を導いて占う方法。

命占（めいせん）
生年月日、出生時間などから
運勢や性格を占う方法。

卜占（ぼくせん）　
道具を用いて、物事の吉凶や
可否などを占う方法。

観相（かんそう）　
顔や手など、視覚的特徴で
現状との関連を占う方法。

　　　  ジプシーたちのカード占いが基となっていると
言われ、大アルカナ22枚と小アルカナ56枚のカードを
使います。カードには様々な解釈が有ります。

概要

　　　  今現在から近未来を占うことに適しています。
状況が変化しやすい内容（人の気持ち、相手との関係な
ど）を占うことが最も得意な占い方法です。

特徴

・人の気持ち
・近い未来
・二者択一

・幅広い
アドバイス

向いている相談

　　　  通常のタロット占いと同じように、タロットカー
ドを使って占います。カードの枚数や展開の仕方は、占
い師によって異なります。

概要

　　　  通常のタロット占いとの最も大きな違いは、
カードの解釈の際に「占い師のインスピレーション」を
優先・重視することです。

特徴

・人の気持ち
・近い未来
・二者択一

・幅広い
アドバイス

向いている相談

　　　  日本では一般の人が姓（苗字）を名乗るように
なった明治時代から盛んになった占い方法です。名前
に使っている漢字の画数で占うことが多いです。

概要

　　　  人の運勢を、幼年期・中年期・晩年期にわけて
占うことができます。相手の生年月日がわからない場合
でも、名前がわかれば相性を占える方法です。

特徴

・性格
・相性
・吉凶可否

・開運
向いている相談

　　　  創始者は数学者としても有名なピタゴラスと言
われ、１～９の数が持つ性質をもとに占います。さまざ
まな流派や数字の算出方法があります。

概要

　　　  出生時刻がわからなくても占える方法です。生
年月日や姓名を数字に置き換えて、その人がどんな数
字を持つ人かによって、性格や相性などを占います。

特徴

・性格
・相性
・時期

・幅広い
アドバイス

向いている相談

　　　  起源は4千年以上前のバビロニアと言われてい
ます。雑誌やテレビの星占いでとりあげられる「12星座
占い」の基となる占いで、広く親しまれ研究されています。

概要

　　　  過去・現在・未来の星の運行をみることで、多
くのことが占えます。生年月日だけでなく、出生時間や
出生地までわかると、より詳細に占うことができます。

特徴

・長期の展望
・性格
・相性

・幅広い
アドバイス

向いている相談

　　　  中国で宋時代（960～1279年）に確立された占
いで、「東洋運命学の帝王」とも呼ばれています。「四柱
推命」という名称は日本で付けられました。

概要

　　　  「四柱」とは生まれた年・月・日・時間の4つを
指し、「命式」という表を作って占います。人生を良い方
向へ導くために、人間の運命を予測する占いです。

特徴

・長期の展望
・性格
・相性

・幅広い
アドバイス

向いている相談

　　　  3000年以上前の古代中国で生まれた、世界最
古の占い方法のひとつです。本来は「易経」という学問
であり、日本にも帝王学として入ってきました。

概要

　　　  物事の進退や、展望について占うことに向いてま
す。漠然とした相談内容に対しては曖昧な結果になってし
まうので、明確な答えを求める相談内容が向いています。

特徴

・二者択一
・吉凶可否
・相性

・近い未来
向いている相談

　　　  周易が発展する中で生まれてきた易のひとつ
で、紀元前１世紀ごろに完成したと言われています。
中国では、周易よりも断易の方が主流です。

概要

　　　  易で出た結果に十二支を割り当て、占ったと
きの日時も絡めて占います。吉凶だけでなく、物事の
起こる時期も明確に占うことができる占い方法です。

特徴

・二者択一
・時期
・吉凶可否

・近い未来
向いている相談

先生たちの使っている占い方法についてご紹介します。
ご相談内容に応じて「適した占い方法」と「適していない占い方法」がありますので、

ぜひご参照ください。

03 易占い（周易）
えきうらない（しゅうえき）

04 易占い（断易）
えきうらない（だんえき）

05 西洋占星術
せいようせんせいじゅつ

06 四柱推命
しちゅうすいめい

07 姓名判断
せいめいはんだん01 タロット占い 02 タロット占い

 (インスピレーション)
08 数秘術

すうひじゅつ

命

卜

in

相

卜 卜

命 命

相 命卜 卜 in

属性の
分類
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　　　  建物の建っている土地は、自然環境や自然現象
を通して、そこに住む人と密接な関わりを持っています。
土地の相をみて、どんな運気をもたらすかを占います。

概要

　　　  土地の形や方角などから、土地の吉凶を占い
ます。大地にある自然の恩恵を住居の中に引き込み、
受け取るにはどうすればいいのかを占う方法です。

特徴

・開運
・方位
・幅広いアドバイス

・時期
向いている相談

　　　  古代インドが発祥と言われ、中国を経て日本に
伝わったとされます。判定方法は東洋式・西洋式などの
流派があり、現代日本で親しまれているのは西洋式です。

概要

　　　  人生経験を積むとともに変わっていく手にはさ
まざまな情報が隠されています。線や丘、形、長さ、柔
らかさ、色といった要素から、幅ひろく占っていきます。

特徴

・性格
・吉凶可否
・健康

・開運
向いている相談

　　　  中国・宋の時代に創生されたと言われていま
す。現在は四柱推命と並ぶ占術となっていますが、その
難解さのためにあまり日本では広まっていません。

概要

　　　  北極星を中心に置いた、精密な占星術です。
生まれた時の星の配置から、未来の配偶者の気質や、
子供の性格など詳細な事柄を占える方法です。

特徴

・長期の展望
・性格
・相性

・幅広い
アドバイス

向いている相談

　　　  兵法の奥義とされ、奇門遁甲の伝説では「黄帝
が天帝から授けられた」とされています。中国・三国時
代には蜀の諸葛亮も用いたと言われる占い方法です。

概要

　　　  年月日時により、刻 と々変わっていく方位の吉凶
を占います。答えを求めるその時刻に緻密な計算を加え、
成功するための吉方位や「気」の流れを占う方法です。

特徴

・方位
・開運
・吉凶可否

・時期
向いている相談

　　　  トランプは、元はタロット同様に占いの道具で
した。スペード、クローバー、ハート、ダイヤの４種類の
マークはタロットの小アルカナとも対応しています。

概要

　　　  トランプのカード１枚１枚に意味があり、現在か
ら近い未来について細やかに占えます。人間関係や出
来事について、具体的に結果が出る占い方法です。

特徴

・人の気持ち
・近い未来
・吉凶可否

・幅広い
アドバイス

向いている相談

　　　  起源の詳細は不明ですが、水の輝きや炎の揺ら
めきなどの「幻影」から吉凶を占う方法は古代から存在し
ていました。それが水晶占いの原形と言われています。

概要

　　　  水晶の中に映し出される幻影からインスピレー
ションを感じ取り、相談への答えを導き出す占い方法で
す。自分の心の中や気持ちを占うことに向いてます。

特徴

・人の気持ち
・吉凶可否
・性格

・相性
向いている相談

たくさんの情報が詰まった、「所属占い師大辞典 2020 - 2 0 2 1」。
ページを見る際のポイントをご紹介いたします。

スマートフォン用QRコード
スマートフォン用サイトにある、占い師の待
機スケジュールや詳細なプロフィールにアク
セスすることができます。

鑑定の評判
占い師の評判をわかりやすくご紹介。お客さまから寄
せられた感想を基に記載しています。

お客様からの声
鑑定を受けられたお客さまのアンケートより、抜粋し
た感想を記載しています。

ナンバー
占い師それぞれが持つ識別番号です。間違い
を防ぐため、お問い合わせの際には先生の名
前と一緒にこの番号を必ずお伝えください。

プロフィール
占い師の在住地やお客さまを鑑定した実績
数などを記載しています（※）。

使用占術
占い師が使用することのできる占い方法の
一覧です。得意な占い方法ほど、星の数が
多くなっています。

対応できる相談内容
占い師が鑑定することができる相談内容の
一覧を記載しています。

得意な相談内容
占い師が得意とする相談内容の傾向や、特
色などを記載しています。

※所属歴・鑑定実績数は、2020年3月現在の数字です。

経験、知識を十分に極めている。

得意。知識を持っている。

鑑定に使える。

他の占術と併用なら、鑑定に使える。

鑑定の一部としてなら使える。

＊50音順表示（あかさたな別に色分け）1

2

3

4

5 8

7

6

1

2 8
3
4
6

5

7

21 トランプ占い 22 水晶占い
すいしょううらない

24 奇門遁甲
きもんとんこう

26 手相
てそう

23 紫微斗数
しびとすう

25 地相
ちそう

ページの見方

How to read
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恋愛・結婚
仕事・家庭
人 生 全 般
そ の 他

恋愛・結婚
仕事・家庭
人 生 全 般
そ の 他得意な相談内容

鑑定へのこだわり

お客様へのメッセージ お客様へのメッセージ

鑑定へのこだわり

得意な相談内容

No.120
アーヤ先生

恋愛、復活愛、略奪愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、育児、将来、進路、ＳＥＸ、仕事、適職
人間関係、人生相談、引越、開運法、時期、金銭
パワーストーン、パワースポット、血液型、カラー診断、
おまじない、心のケア、トラウマ

思いを受け止めて下さり、心がとても軽くなりました。よりよ
く生きるための歩み方・考え方を分かりやすくアドバイスして
いただき、ありがとうございました。(マーチ)
いつも声を聞くだけで元気になります。鑑定も素早く分かり
易いので、よくお世話になっています。おすすめの先生です。
(匿名)
ハキハキした口調で、複雑な相談内容でしたが真剣に聞いて
くれて短時間で占ってくれるのはいいですね。(msth)
本当のことをしっかりと教えてくれて、客観的な意見を頂
けるので感謝してます。(バサラ)

人柄が
良い優しい明るい元気に

なれる

第１位 恋愛 なかなか振り向いてくれない相手、冷たい相手、相手が
今何を思い、どんな気持ちなのかを読み取り、これからのアプローチ
法や時期等をお伝えします。苦しくて、疲れ、迷子になった心を、温
かい希望の光へとお導きさせていただきます。

第2位 人生相談 どんなに頑張っても、自分の望まない状況に陥った
り、不幸な出来事が自分にばかり次から次へと…、毎日がとてもしん
どく辛いですネ…そんな時は一人で悩まず、一人で苦しまないで、
人生や運勢の流れを読み一緒に立て直していきましょう。私がお手
伝いさせていただきます。

第3位 心のケア 過去での親子関係や、恋愛での傷はトラウマとなっ
て心の奥深くに潜み、そして根付き、心のクセとなって現れます。恋
愛や人間関係で相手が変わっても同じような事でトラブルになった
り悩んでしまうのは、心のクセ…トラウマが原因です。少しずつ解放
して、心を楽に、幸せにしていきましょう。

お客様の心の闇に沿い、心を寄せて、元気になって頂けますよう
お手伝いさせて頂きます。

今、あなたは一人で悩み、苦しんでいませんか？そんな時はいつ
でも私にお電話ください。今の問題の核を見付けカードで読み解
き、希望の光へとお導きいたします。一緒に元気になりましょう！ タロット占い 

（インスピレーション）
四柱推命

数秘術

愛音先生

あいね ● 在住／大阪府　● 年齢／40歳代 
● 占い歴／12年2ヶ月　● 所属歴／5年10ヶ月
● 鑑定実績件数／5,605件 

豊かな洞察力とテンポの良いトーク、手際のいい鑑定が魅力

最近のマイブームは、願いが叶う手帳作成！私は、「魔法の手帳」とよんで
います。達成できたら花丸をつけていくと、どんどん夢が叶っていきます。

ルネッサンス期イタリアの画家、サンド
ロ・ボッティチェリのタロットカード。ミ
ステリアスで色使いのすばらしいカード
にインスピレーションが湧いてきます。

／ゴールデンボッティチェリのタロットカード

ダウジング★3

夢占い

九星気学

インスピレーション占い

インスピレーション占いタロット占い 
（インスピレーション）

恋愛、復活愛、略奪愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、将来、仕事、適職
人間関係、人生相談、引越、開運法、健康、時期、金銭
パワーストーン、血液型、カラー診断、夢診断、心のケア、
トラウマ

アーヤ先生いつもありがとうございます。何度もお世話に
なっていますが、本当にお優しくて、相談者の幸せを心から願
う温かいお気持ちをお持ちの癒やされる先生です。アドバイ
スもスーッと心に響き、鑑定も深いです。例えるならば、求め
ているこたえの何倍も教えてくださる先生です。明るいお声
のお優しい背中を押してくださる素敵な先生です。またお話
しさせて頂くのを楽しみにしております。(オリ)
アーヤ先生。いつもいつも相談にのってくださってありがとう
ございます。小さな質問にも丁寧に答えてくださる先生。とて
も相談しやすく、ついつい時間が長くなってしまい、すみませ
ん…相談者に寄り添った鑑定、ありがたく感謝しております。 
鑑定はとても満足感があり納得度も高いです。これからもお
世話になりたいと思っています。私も相手に伝わるよう「笑顔
(^_^)」大事に過ごします (*^^*) (匿名)おっとり

している
質問
しやすい

人柄が
良い

前向きに
なれる

第１位 人間関係 周りからの評価、相手にどのように思われているの
か等々、気になる時ありませんか？関係性によっては我慢をしいられ
ることもあるかと思います。でもあなたばかり我慢することないです
よ。運気の流れ、この先の行方、対策等占っていきます。

第2位 恋愛・結婚 現在の彼でいいのかな？と思った時が、大切な
タイミング。ご自身が好きになる人と、ご自身に合う人が違う場
合もあります。左に進むのがいいのか、右に進むのがいいのか、
それとも…。どの様な状況であっても、私はあなたの見方です
からね。サポートします。

第3位 仕事 もうヤダーと思っていませんか？無理をしていませ
んか？精神状況や体によくないですよね。運気の流れ、カード
からのメッセージをお伝えし、最善策をアドバイス致します。

ご相談者様の立場を最優先し、心が落ち着く最適な形を提案し
サポートすることです。

お顔が見えないからこそお話ししやすい場合もあります。どう
ぞささいな内容から大変な内容まで、短時間から長時間まで、わ
たしの前では飾ることなくお気軽にご相談ください。

● 在住／愛媛県　● 年齢／50歳代 
● 占い歴／25年6ヶ月　● 所属歴／7年11ヶ月
● 鑑定実績件数／5,100件 

／タロットカード
とても相性がよいタロット。特に答えを
1つ１つ導き出す１枚引きの時、カードを
開いた瞬時に浮かぶメッセージが受け取
りやすく言葉にも置き換えやすいです。

去年から引き続き、美術館めぐりにハマっています。

得意のタロットで悩みの核を見つけ、スピーディーに解決へ導く

No.151
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得意な相談内容

鑑定へのこだわり

お客様へのメッセージ お客様へのメッセージ

鑑定へのこだわり

得意な相談内容

No.166
青海月先生

恋愛、復活愛、略奪愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、育児、将来、進路、仕事、適職、経営
人間関係、人生相談、引越、開運法、健康、時期、金銭
パワーストーン、心のケア、トラウマ

彰子先生、いつもありがとうございます。先生のお陰で、私の
精神は保たれています。優しく話しを聞いてくださり、的確な
アドバイスをいただきます。もやもやしていた気持ちが、鑑定
後にはスッキリとなり、また頑張ろうという気持ちになれま
す。もやもやしてる方は、是非、先生の鑑定を受けてみて下さ
い!(匿名)
今の私の状態を感じ取ってストーンを数点選んでいただきま
した。ストーンが自分に合っているのかを見分ける方法を教
えていただいたので、試していきたいと思います。とても参考
になりました。ありがとうございました。(ライム)
開運パワーストーンを選んでくれました。石の解説が詳しく
て、それを聞いているだけで運を味方にできそうな気分にな
りました。(zaza)
分かりやすく、優しくはげましてくれてありがとうござい
ます。(匿名)話し

やすい
頼りに
なる気さく元気に

なれる

第１位 パワーストーン 石には”ちから”があります！パワーストーン
は、ご相談者様の頼もしいサポーターです。おすすめの石、その石の
働き、つけ方などわかりやすくアドバイスいたします。石を通じて感
性を高め、その時 に々合った石をつけ替える。そんな楽しく奥深い石
との出会いを応援します。

第2位 人間関係 人と人が関わることで、喜びや幸せが生まれます。
ところが、ほんの少しのすれ違いがボタンをかけ違えたかのように、
窮屈な違和感の悪循環になることもあります。ご相談者様の現状
を占い、心やすらぐあたたかい人間関係を築いていけるよう、変化の
きっかけをみつけてお伝えいたします。

第3位 心のケア 悩みを抱えているときは、どなたも視野が狭くなり
がちです。心のとびらをそっと開いてほっと一息。そして無理なく一
歩ずつ踏み出していきましょう。ご相談者様の現状と、どうすれば心
が癒されるかを占います。悩みから解放され、さらに充実感や満足
感へ発展させられるよう！

どんなご相談も、最後は「笑顔」が私のこだわりです。

私はあなたと共に感じ、共に答えをみつけ、共に喜びます。あな
たがあなたらしくあるために、わかりやすく具体的なアドバイ
スを贈ります。 エンジェルカード占い 九星気学

オラクルカード占い

彰子先生

あきこあおみつき ● 在住／岐阜県　● 年齢／50歳代 
● 占い歴／13年2ヶ月　● 所属歴／4年10ヶ月
● 鑑定実績件数／3,371件 

あなたがあなたらしくあるために。豊かなイメージで道を開く

龍のような雲をみつけたことから、空を見上げるのが最近の楽しみです。
不思議な雲をみつけると、何かいいことありそうでうきうきしてきます。

空間や自分自身の浄化のためにいつも使っています。
クリスタルで鳴らした音を聴くと、気持ちもリセット
できて、ピュアな状態で鑑定にむかうことができます。

／クリスタルチューナー

数秘術★4　水晶占い★4　夢占い・夢診断★4　姓名判断★4

手相占い

西洋占星術タロット占い 
（インスピレーション）

恋愛、復活愛、略奪愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、育児、将来、進路、ＳＥＸ、仕事、適職、経営
人間関係、人生相談、引越、開運法、健康、時期、金銭
パワーストーン、パワースポット、血液型、カラー診断、
夢診断、おまじない、心のケア、トラウマ

先生いつもありがとうございます！先生と話すと毎回学びが
あり、電話を切る時には頑張ろうと前向きになれます。いつも
落ち着いて鑑定してくださる安心感、そして私の嬉しい報告
には一緒になって喜んでくれる温かさ、私も先生のような人
になりたいな、と思います。これからもよろしくお願いします。
寒くなってきたので、お体ご自愛ください。(匿名)
初めて鑑定していただきました。とてもシンプルで飾らずわか
りやすい解説でした。また、とてもわかりやすく納得のいく鑑
定でした！修行をしているからクリアしないとですね！でも先
生に教えていただいたように無理しないで出来ることから始
めてみますね！ほんとにありがとうございました^ - ^(匿名)
いつもありがとうございます。長年見ていただいていますが、
どんな時も寄り添ってくださり、必要な言葉や学びを伝えてく
ださいます。とても信頼しています。今後ともよろしくお願い
いたします。(匿名)頼りに

なる
手際が
良い

説得力が
ある

人柄が
良い

第１位 心のケア・トラウマ 人生がうまくいかない、繰り返し起こる
問題がある、いつも同じ失敗や結果を招いてしまう。良いこともな
く苦しくつらい…等々、どうしたらいいか分からないというご相談
者様に、どのように考え、どうしていけばいいのかを宇宙の仕組み
に添って、またはスピリチュアル的にみて改善方法をお伝えします。

第2位 人間関係 恋愛でも仕事でも、多くの場合は人間関係の問題が
主です。何故うまくいかないのか、どうしたら良い関係を築けるか
を、ご相談者様お一人お一人に原因と解決策をお伝えしていきます。

第3位 恋愛 相手の気持ちや性格、考え方だけではなく、ご相談者
様の本当の気持ち、今後のお二人がうまくいくためのご提案をい
たします。相性や今後の展開、結婚、出逢いや相手に関してもお
伝えできます。ご相談者様の未来の幸せに繋がるようにサポー
トしていきたいと思います。また、相手との縁や前世での関係に
ついても知り、今後に生かしていきましょう。

少しでも心が軽くなる気づきがあり、前向きになれるような鑑
定をしていきたいです。

一人で悩まず、私たち鑑定士に話してみてください。話すだけでも
楽になれることができ、占いを通じて、何かヒントを得られるように
サポートしていきます。幸せになるためのお手伝いをいたします。

● 在住／京都府　● 年齢／50歳代 
● 占い歴／33年2ヶ月　● 所属歴／4年10ヶ月
● 鑑定実績件数／12,590件 

／ガラスの羽根
フランスのモンサンミッシェルのミカエルのエネル
ギーチャージをしたものです。鑑定する部屋に置い
ておくことで、浄化やエネルギーを整えてくれます。

毎年変わらず、「旅行」です。特にハワイが好きで、ハワイのビーチや
ホテルのベランダでなにもせずにボーっとしていることが至福です。

満足度の高さは折り紙つき。早い展開と安定した鑑定が際立つ

No.164

インスピレーション占い

インスピレーション占い
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恋愛・結婚
仕事・家庭
人 生 全 般
そ の 他得意な相談内容

鑑定へのこだわり

お客様へのメッセージ お客様へのメッセージ

鑑定へのこだわり

得意な相談内容

No.17
瑛乃先生

恋愛、復活愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、育児、将来、進路、SEX、仕事、適職、経営
人間関係、人生相談、引越、開運法、健康、時期、金銭
パワーストーン、パワースポット、血液型、カラー診断、
夢診断、おまじない、心のケア、トラウマ

鑑定ありがとうございました。この先に希望を持つことがで
きました。もう少しがんばってみようと思います。(匿名)
いつもささっと手際よく、お話ししながらも占っていらっしゃ
る感じです。視えてる感じがありすごいなあの一言です。親
身になって下さり。背中を押してくれます。(匿名)
先生は、私が相談してない先の状況もいわれるんですが、
ズバリでいつも、「アッ、あの時聞いた事が…」って思いま
す。なので、いつもお話しすると落ちつきます。(匿名)
息子の病気のことから、私の心の痛みの元まで見てくださ
いました。先生のアドバイスのおかげで、自分がどれだけ
いろいろな方々から守られているのか気づき、涙が出そう
なくらいうれしかったです。(匿名)

ハッキリ
言ってくれる

質問
しやすい

説明が
わかりやすい優しい

第１位 人間関係 人生の中では特に大きな問題になりやすい人間関
係は、面倒な事になると相談者様の心を苦しめます。個 そ々れぞれ
の感性や感受性から、価値観は似ていても全く同じ人はいないなぁ
と感じます。そんな事から先 の々円滑な人間関係や現状の打開策
を降りてきた言葉と共にお伝えしています。

第2位 親子 不思議なもので、親子と言えども相性はあります。親子
であっても見えない双方の気持ちや打開策を導き出し、居心地のい
い空間での幸せを感じられる様に、精一杯のお手伝いをさせて頂き
ます。心を楽に何でもお話し下さいね！

第3位 恋愛 恋愛は時に喜び、時に悩み、そして時に素晴らしく、色々
な顔を持っていると思います。その経験が自身を成長させ、愛を知
り、愛を与える素晴らしい経験に繋がるんだと感じます。途中道に
迷った時やこれから恋愛を掴みたいと感じた時は、お心の内を包み
隠さず何でもお話し下さいね。

相談者様のパワーを更に引き上げ、気付きを得る為の道筋をあ
りのままお伝えしています。

人生にマイナスはありません。運は自分で切り拓くもの。心掛けひ
とつで人生は劇的に変化します。理不尽な出来事はプラスに作用
する為のプロローグ。明るい未来をどんどん引き寄せましょう！

タロット占い 
（インスピレーション）

風水

阿部 昇華先生

あべ　しょうかあきの ● 在住／大阪府　● 年齢／40歳代 
● 占い歴／34年8ヶ月　● 所属歴／10年1ヶ月
● 鑑定実績件数／7,696件 

多様な占術と豊かな感性で、広がりのあるアドバイスが冴える

自転車でお散歩する事です。のんびりあちこち自転車こいでます。

お客様と話しながら降りてきた言葉をメモ
します。どうせなら縁起の良いメモ帳をと
思って使っていますが、置いているだけでも
テンションがあがります。

／お札のメモ帳

インスピレーション占い姓名判断

恋愛、復活愛、略奪愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、育児、将来、進路、SEX、仕事、適職、経営
人間関係、人生相談、開運法、健康、時期、金銭
パワースポット、血液型、カラー診断、夢診断、心のケア、
トラウマ

短時間で的確な鑑定有難うございました。先生の知識の深
さと優しい対応に癒されました。又何かあった時はよろしくお
願い致します。(匿名)
はっきりと冷静にお話されるので、ぐさっときましたが、当たっ
てるんだろうな。と思います。彼にはまずは友達として支えに
なり、いつかまた彼女として存在できるように頑張ります。
(匿名)
穏やかな落ち着いた雰囲気の先生です。丁寧に分りやすく鑑
定して下さいました。アドバイスも全部納得できこれから将
来にかけ助かりました。(匿名)
話し方も優しく穏やかで、心身ともに癒されます。いつも
元気なパワーを頂いてます。先生に感謝です。(エコナ)

手際が
良い

ハッキリ
言ってくれる

頼りに
なる気さく

第１位 心のケア 人は過去からの『思いグセ』で苦しんでいる事が多
いものです。それが分かることで改善していきます。気づくお手伝い
をさせて頂ければと思います。

第2位 人間関係 周りの人間関係は自分の心の写し鏡と言われ、自分
が引き寄せている場合が多いものです。それを探ることで改善策も
みつかります。

第3位 親子 親子といえども、子どもから気づかされ、学ぶ事が沢山
あり、その為のご縁です。お子様の心を知り、それを役に立てて頂け
ればと思います。

相談者様の意識を通じて鑑定致します。思い込みが強いと鑑定に
ブレが生じますのでオープンでフラットな気持ちでいて下さい。

問題の原因は本人にあることがほとんどです。それを導き出し、
解決方法を一緒に考えたいと思います。

● 在住／千葉県　● 年齢／50歳代 
● 占い歴／46年2ヶ月　● 所属歴／11年0ヶ月
● 鑑定実績件数／17,704件 

／お鈴
邪気払いに玄関ドアにぶら下げて使用。購入
店のオーナーがチベットで仕入れてきたとの
こと。店内にあったお鈴の中でこれの音が一
番気に入って購入しました。

洗濯。高温多湿の時期のどうやって生乾き臭を取るか！

おだやかな人柄と鋭い感性を活かした、現実的な鑑定に定評あり

No.73

インスピレーション占い
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恋愛・結婚
仕事・家庭
人 生 全 般
そ の 他

恋愛・結婚
仕事・家庭
人 生 全 般
そ の 他

得意な相談内容

鑑定へのこだわり

お客様へのメッセージ お客様へのメッセージ

鑑定へのこだわり

得意な相談内容

No.92 No.122
アメジスト先生

恋愛、復活愛、略奪愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、育児、将来、進路、SEX、仕事、適職、経営
人間関係、人生相談、引越、開運法、健康、時期、金銭
パワーストーン、パワースポット、血液型、カラー診断、
夢診断、おまじない、心のケア、トラウマ

こんな占い師会ったことないと言う位、個性的で面白い先生
です。占いが当たっているのはもちろんですが 発言の一言一
言とにかく斬新で面白すぎて、 電話する前は暗い気持ちで
いっぱいだったのに 気がついたら大笑いしていました。話し
てると不思議と明るい気持ちになれる先生です。鑑定と楽し
い時間をありがとうございました。(匿名)
大ファンになりました！頭の回転も早く知的で何より半端なく
面白い！デート相手がやば過ぎてハゲそうだったので相談し
たら全てが解決してしまい驚きです！先生じゃなかったら絶
対に解決できないような問題だったので先生との巡りあわせ
に運命感じちゃう！今度から先生の教えてくださった色とアイ
テムで幸せライフ送ります！(匿名)
鑑定後、体調も回復してきました。話しやすいのと、気さくで、
楽しい先生でした。知らなかったことを教えていただけたし、
実際にやってみます。ありがとうございました。(匿名)説明が

わかりやすい
知識が
深い

親身に
なってくれる

人柄が
良い

第１位 恋愛 恋というものはしたくてするものではなく、落ちてしまう人
生の仕掛け。 愛というのは消そうとしても消せない心の炎、理屈など
では片付かないものです。 運命学をもとに出会いの謎を紐解いて、
あなたが一番納得するお相手との未来の形を作っていきましょう。

第2位 人間関係 現代では、大人子供、身内も関係なく、本来助け
合う素晴らしい関係性が、加害者と被害者という救いのない関係
になってしまうことがあります。占術によりお互いの運命的な関
係を解明し、あなたに一番良い対処法を探しましょう、人間関係
とはあなた自身が心から満足できて初めて価値があるものです。

第3位 開運法 天災と試練は全く異なります。天災はこの世が不完
全であるために起こる避けるべき悲劇であり、試練とは目的達成
の為の道程にある過酷な坂道です。 古代の王は、災いを避ける
奇跡と、成功への苦労を乗り越える力を占いで得ていました。あ
なたが“私は人生の成功者”と微笑む為に開運術は存在します。

運命の基盤となる健康、財運、時運これらをお守りするのが私
達、占術師の役目です。

あなたの人生に起きたことを運命学からとことん解明するもよし。
あなたの秘めた願いの成就の道をご一緒に探すもよしです。占い
とは善も悪も裁かずに心に寄り添うもの。お気軽にご相談下さい。

風水★4　手相占い★4　数秘術★4　姓名判断★4　九星気学★4

宿曜占星術

タロット占い 
（インスピレーション）

奇門遁甲

四柱推命

鮎河 リリサ先生

あゆかわ ● 在住／東京都　● 年齢／30歳代 
● 占い歴／31年11ヶ月　● 所属歴／7年11ヶ月
● 鑑定実績件数／22,674件 

深い知識と豊かなセンスを持つ実力者。鋭い指摘の中に気配りあり

可愛いお馬さんグッズ。糖質フリー、ヴィーガン、ベジタリアン、た
だの美食、それぞれ対応の宴席メニューの研究。

口紅。色は朱色か赤。真紅は我が流派の必須アイテム
なんです。自らの災いをはらい、吉祥を呼び込んだ状態
で占いを伝えるため、紅をさすのが決まりなのです。

／口紅

易占い（周易）手相占い

タロット占い 
（インスピレーション）

恋愛、復活愛、略奪愛、同性愛、結婚、不倫、離婚
親子、家族、夫婦、育児、将来、進路、SEX、仕事、適職、経営
人間関係、人生相談、引越、開運法、健康、時期、金銭
パワーストーン、パワースポット、血液型、カラー診断、
夢診断、おまじない、心のケア、トラウマ

短時間でしたが、詳しく鑑定して頂きました。それに対するア
ドバイスも頂きました。いろいろな先生にみてもらってきまし
たが、深い鑑定が出来るだけでなく先生の優しさも伝わって
きました。また是非お願い致します。(匿名)
先生には、長い年月の中でいつもハッキリとした答えが欲し
い時にお願いしてきましたが、いつも決まった時間内に端的
に的確な答えを頂いて、内容もほとんど、ありのままだな！と
感じさせられます。今回は鑑定は勿論ですが、問題に直面し
た時にどう対応するか？等大きなアドバイスも得ることが出
来て、とても充実したお話が出来ました^ ^ 本当に感謝して
います。ありがとうこざいました。(匿名)
毎日毎日ぐじぐじ悩んでいたのですが、先生に見ていただい
たおかげでスッキリして、アドバイスを元に自分は自分らしく
いようと思いました。とても優しいお声で話しやすく、お話し
ているうちに胸のつかえが下りる気が致しました。(匿名)

優しい 手際が
良い

話し
やすい

質問
しやすい

第１位 恋愛 タロットカードや易などで占いながらインスピレーション
を呼び込んでいきます。人の気持ちを読みとることが得意です。な
ぜ彼の態度が変わったのか？元にもどるためには？などご相談にの
ります。インスピレーションの呼び水として、あらかじめお相手の情
報を頂きますと、更にお相手にアクセスしやすくなります。

第2位 人間関係 人の気持ち、そしてその中での自分の立ち位置。ど
う思われているのか。これからどうなっていくのか。複雑な人間関
係を読みといていきます。割とハッキリと鑑定結果を伝えるほうなの
で、ズバズバ言われるのが苦手な方はあらかじめ「優しくして」とお
伝え下さい。優しくします。

第3位 仕事 今の仕事がはたして自分に合っているのだろうか？他に
自分の才能は？本当はやってみたいことがあるのだけど、自信がなく
てチャレンジできない。自分の成功のポイントは？など、仕事に関する
お悩み、ご相談ください。きっとよいヒントをさしあげられるでしょう。

占いは「信じ込む」ものというよりは「参考にする」もの。あなた
のお役に立てれば幸いです。

タロットが中心ですが、女神のオラクルカードや大天使オラク
ルカードからメッセージをお伝えすることもできます。パワー
ストーンやアロマのアドバイスもお伝えできます。鑑定結果は
正直にお伝えしています。

● 在住／茨城県　● 年齢／40歳代 
● 占い歴／41年10ヶ月　● 所属歴／12年4ヶ月
● 鑑定実績件数／23,116件 

／アセンデットマスターオラクルカード
44人のアセンデットマスターたちのメッ
セージから成っています。イエス様やガ
ネーシャ、アポロンなどメジャーな登場人
物もあらわれ親しみやすいカードです。

最近気功を習い始めました。健康にとてもいいそうです。気を巡らせ
るのはなかなか気持ちいいので気長に続けていきたいと思います。

鑑定は手際よく、結果はありのままを。正直な姿勢に信頼が集まる


