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【四柱推命】

2020年 56歳 庚子 企画力は上がりますが何かと周囲からの圧力が強くな
りそうです。必要なこととそうでないことをしっかり
と見極めてください。

2021年 57歳 辛丑 前年にも増して動きにくさがあります。大きな事業展
開は控え現状をキープすることに努めましょう。
迷うことが増えるのでその都度適切な判断を行うよう
に心がけてください。

2022年 58歳 壬寅 57歳6か月から大運が変わっています。（平運）
忙しくなりますが対人運が上がるので事業展開を行う
には適した年運です。

2023年 59歳 癸卯 前年とほぼ同じ傾向です。例年よりも判断力、決断力
が増します。企画を練るには良い年です。
自分のペースは守るように心がけてください。

2024年 60歳 甲辰 行動力が増します。統率力も上がるので人材の採用、
新規開拓には適した年です。思い切った動きができる
ので事業展開も視野に入れていいでしょう。

2020年 1月 5日 鑑定

＊弊社が採用している四柱推命鑑定法「透派）に基づいた内容です

干支 月令 丁 干 支

年 甲辰 乙 木 土・木・
水

月 庚午 丁 金 火

日 癸巳 丙 水 火・金

時 辛酉 辛 金 金

＊2020年から5年間の運気傾向

身旺内格 月令（火）
喜神：食傷 財星 官星
忌神：比劫 印星
大運 逆旋 2年6か月

生年月日 1964年 6月 13日 17時 15分
大阪府生まれ

経営者 事業主向け 運勢メール鑑定 結果シート 1
＊使用占術＊ 四柱推命・九星気学・手相・タロットカード

【性格・特性】
感性が強く理論よりも心、気持ちで捉える傾向があります。事業は大きくしていくよりも狭く
深くを徹底していけば適性が発揮されます。教えることも得意、カウンセリング系、コンサル
ティング系が向いています。提案を主とする業務であれば本領が発揮できます。
誰でもできる事業ではなく、ニッチな分野、ターゲットに絞ることが肝心です。
知性豊かなので、他にまねできない事業を目指すと差別化を図れます。

プライドが高いので、知らず知らずのうちに相手を制限していたり、見下してしまうこともあ
りそうなので調整が必要です。一般大衆向けよりも専門職や事業系に浸透していけると強みが
活かされます。命式に根が張っているので、ちょっとやそっとじゃへこたれない強さがありま
す。飽きっぽいところはありますが、コレということが見つかるとこつこつ頑張っていきます。

苦手なことの克服に動くよりは、得意なことをどんどん掘り下げた事業展開がオススメです。
金運は強いのでお金に困ることはないでしょう。しかし、大儲けするというような派手さはあ
りません。事業の目標は数字も大事ですが、あまり売上を追うとかなり疲弊してしまいます。
モチベーションのありようは課題です。対人関係は良好なのでお客様の喜びを目指していくよ
うなイメージを強く持って事業を進めていかれるといいでしょう。

【運気の流れと対策】
四柱推命は一年ごとの年運と5年ごとの大運の組み合わせで運気の変化を見ていきます。
大運は基礎的な運気で、その上に年運があるイメージです。
大運が吉運であれば年運が凶運であっても、大きく運気が傾いてしまってどうしようもないと
いうことはありません。反対に大運が凶運の場合は年運が吉でも気が抜けないことになります。

大運の変わり目は人によって違います。山田様は2年6か月が節目です。これは「2」のつく年
の変化です。今が55歳でいらっしゃるので、52歳6か月から57歳5か月の大運の中にいます。
この大運は前の大運に比べると対人運がアップしています。
事業においては新規開拓、人脈強化にふさわしい運気です。性格・特性で書いたような感性を
活用した対人関係の構築が出きます。しかし来年からの年運は周囲からの働きかけが強く、迷
うことが多くなりそうなので人間関係の見極めは必要です。

57歳からの大運は平運 それほど大きな変化はないですが58歳からの年運の上昇で事業運の
アップが期待できます。もし、事業のテコ入れや採用をお考えなら2022年以降がおすすめです。
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【手相】

【手相からわかる性格・特性と対策】

2020年 1月 5日 鑑定

経営者 事業主向け 運勢メール鑑定 結果シート 2

＜右手＞ ＜左手＞

理性、感性両方を兼ね備えている手相です。潜在的に集中力を持っているのでこつ
こつ継続することは苦になりません。しかし、動き出すまでには考え込む傾向があ
るので時間がかかります。いざ行動が始まるとスピード感をもって動きます。
右手の感情線は指の間に鋭く入り込んでいますので人の好き嫌いが激しいことを表
します。気に入った相手にはとことん尽くしますが、基準に合わない相手には非常
にクールな対応になります。営業は広く浅くはしんどくなる可能性があるので、深
堀をしていかれた方がいいです。
親指下の金星丘が非常に発達しているので自己主張はかなり強い方です。協調は苦
手なのでワンマン経営になる可能性大です。
運命線が斜めに上がっています。これは援助運がある線です。自分で何とかしてい
こうという姿勢より、然るべき人にアドバイスをもらって時には助けてもらうくら
いの気持ちでいるといいでしょう。力になってくれる人がいるというラッキーな線
です。
人差し指の下、木星丘が張っています。ここは意思、やる気を表します。トライし
たいことがある場合、成功率が高いことを表すのでどんどんチャレンジしてみてく
ださい。

【吉方・凶方】

手相 各掌線

生年月日 1964年 6月 13日 本命星 九紫火星

月 吉方

1 なし

2 ・南（真南を除く）
・北

3 ・南（真南を除く）
・北・北西・南西

4 ・北

5 ・南西

6 ・なし

7 ・北・北西

8 ・北西

9 ・なし

10 ・なし

11 ・南（真南を除く）
・北

12 ・南（真南を除く）
・北・北西・南西

2020年 吉方

方位の吉凶は自宅から
判断しますが、オフィスの移転は現オフィスと自宅の
両方が吉方に入っていることが望ましいです。
（これはなかなか難しいのでその時の状況に合わせて
優先順位を付けて鑑定します）
吉方は「なし」の月があります。
吉方が「なし」の場合はどこにも動けないわけではあ
りません。毎日私たちは移動します。
吉方にも凶方にも動きます。これで方位の吉凶はバラ
ンスが取れます。
方位を気にするのは移転、引越し、また「祐気取り」
という方位を使った開運法で行先を決める時です。

祐気取りは吉日を選んで神社仏閣にお参りに行き吉意
をいただくことです。

方位は東西南北は各30度
その他の方位は各60度の範囲です。
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2020年 1月 5日 鑑定

経営者 事業主向け 運勢メール鑑定 結果シート 3

【鑑定結果】

今は事業の転換期の様です。他の企業が行ってないことを追求するには良いタイミングかもしれません。しかし、本来の目的からは
ぶれないようにしてください。

過去に行った選択は間違っていません。もし何も行動に移せていないならもう一度会社の体力を精査してみてください。本当は可能
なのに力を出し惜しみしている可能性がありそうです。何かをあまりにも恐れるあまり動けていないのではないでしょうか。

このままだと「できない」ことに気持ちが集中してしまって他のことも中途半端に終わってしまうので、もう一歩踏み込んで
「する」「しない」を真剣に検討してみてください。

この壁はかなり厚いようです。もし、「しない」「できない」になっても諦めないでください。いつか実行のタイミングはやって
きますので。
感情的なことが影響しているかもしれません。事業のしんどさが強調され過ぎていませんか。
目標が達成できた時のイメージをもっと強く持つと進みやすくなります。
持ち前の感性でご自身とお客様の笑顔を想いおこしてみてください。
求められている存在です。意義のある事業の継続は必要です。10年後を想像してお進みください。

【タロットカード】

【課題 新規事業の選択と動向について】 ＊ヘキサグラム スプレッドにて鑑定

【課題 古参社員との相性】
【鑑定結果】

今は事業の転換期の様です。他の企業が行ってないことを追求するには良いタイミングかもしれません。しかし、本来の目的からは
ぶれないようにしてください。

過去に行った選択は間違っていません。もし何も行動に移せていないならもう一度会社の体力を精査してみてください。本当は可能
なのに力を出し惜しみしている可能性がありそうです。何かをあまりにも恐れるあまり動けていないのではないでしょうか。

このままだと「できない」ことに気持ちが集中してしまって他のことも中途半端に終わってしまうので、もう一歩踏み込んで
「する」「しない」を真剣に検討してみてください。

この壁はかなり厚いようです。もし、「しない」「できない」になっても諦めないでください。いつか実行のタイミングはやって
きますので。
感情的なことが影響しているかもしれません。事業のしんどさが強調され過ぎていませんか。
目標が達成できた時のイメージをもっと強く持つと進みやすくなります。

＊ケルト十字（2列出し）にて鑑定



四柱推命と手相、タロットカードから田中様ご自身の事業運を鑑定しました。

今、おひとりでされている事業は「差別化」が一番の課題であり、克服可能なテーマです。
持ち前の「感性」と今の事業の特異性をもっと深めていかれてはいかがでしょうか。

限られた持ち時間なので、必要ないことはしなくていいです。今以上の事業を模索してゆく
より
今まで行ってきたことをさらに深めて、わかる方に活用していただくことを目指していって
ほしいと思います。
多くの評価より必要としている方の評価を気にしていきましょう。不特定多数の反応より限
定された範囲の評価を気にして応えていきましょう。

四柱推命からの運気経過は来年から少ししんどさが入ります。迷うことも多いと思います。
踏ん張り時なので、自分を信じてできるだけぶれない姿勢を保ちましょう。
時間は限りがあります。何を一番大切にしたいか、叶えていきたいかに集中して有意義な毎
日をお送りください。

優れた知性ば有効活用しましょう。必要としている人に取り組みが伝わるように工夫する術
を考えてみませんか。
自分のアイデアが浮かんだなら専門の方に相談、アドバイスをいただき早めに実践に移しま
しょう。
今後が楽しみです。ご自身が生き生きと働いている姿を想像しながら事業展開を進めてくだ
さい。

潜在的な運勢はどのように活用するかです。
バリバリと他を蹴落としていく強さではないので、大掛かりな事業展開はおすすめしません。
事業には様々な形があり、なにも大きくするばかりがいいのではありません。
必要とされている方にしっかり貢献するという方向性でできることをしっかり実践していた
だきたいと思います。

今後のご発展を祈念しております。

【運勢メール鑑定 総括】

運勢鑑定士・風水師 土本晶子

株式会社エガオール代表
風水をメインに各占術を使ったトータル鑑定で各種企業イベントやセミナーで活動中。
・ホームページ 「株式会社エガオール」 で検索を！
・風水公式ブログ 「ウントキーネ」 で検索を！

＜オフィス＞ 〒561-0861 大阪府豊中市東泉丘2-13-10-501
TEL・FAX 06-6858-5701

2020年 1月 5日 鑑定経営者 事業主向け 運勢メール鑑定 結果シート 4

【数秘術から見るラッキーナンバー】

株式会社エガオールの「運勢メール鑑定」のご利用ありがとうございました。

生年月日 1964年 6月 13日

＊ラッキーナンバーは生年月日の数をすべて足して出た数字をさらに一桁に直します。

ラッキーナンバー ３
（誕生数）

＜３の特性と活用法＞
この数を誕生数に持つ人は豊かな感性と発想力、表現力を持ち合わせて
います。人と接することが好きで多くの人の中で人気者になることが
多いでしょう。
しかし、意外にも小心なところがあり、複雑な人間関係の中に入って
いくと途端に自信を無くしてしまいます。
自分が苦手な場面は逃げるのではなく向かい合ってみてください。
交渉事は理詰めで行くより相手の気持ちを先回りして感性に訴える策が
おすすめです。
企画や提案は得意分野なので、型通りではないもので相手の関心を
引き寄せてください。


