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あなた 西暦 10月 17日 34歳 男性 鑑定日 2月 1日

相手 西暦 8月 17日 34歳 女性

1.日干支から見たあなたの特徴 乙巳 3.天中殺から見たあなたの特徴 寅卯天中殺

4.天中殺から見た相手の特徴 寅卯天中殺

2.日干支から見た相手の特徴 甲辰 5.天中殺からみた相性 あなた: 寅卯天中殺 相手: 寅卯天中殺

6.中央の星からみるあなたの性格 車騎星

7.中央の星からみる相手の性格 禄存星

 ■ 相性診断 ■ 松坂 桃李 1988年 2023年

戸田恵梨香 1988年

・人当りがよく存在感が際立つ

・内面は繊細だが、表面は華やか

・華やかさから芸能の世界にも向く

きらびやかな見た目とオープンな性格で、何かと頼りにされます。

必要以上に干渉せず、人との距離を上手にとることができ、スマートで世渡り上手です。

ただ、寂しがり屋で内面の孤独感とのギャップが大きい方です。

自分の理想には猪突猛進していきます。

損得勘定をし、自分の利益と損を誰よりも早く考えます。

ギブアンドテイクを相手に求めます。

美男美女星の一つで､とても華やかで存在感が際立つ人です。

異性を引きつける色気も持ち合わせています。ただし、内側はとても寂しがりやです。

人生は不安定になりやすいですが､見た目と内面のギャップが魅力となります。

性格が素直なため、周囲の人に流されやすいところがあり、色事の課題も起きやすくなります。

繊細な感性と華やかな性質から芸能の方向にも向いています。

特に、能や舞、ヨガといった動きのある芸術に才能が発揮されます。

◇人生の改良方法

なるべく早くに親元を離れ、自立することです。身をゆだねる生き方で運が上がります。

恋愛の課題が起きやすく、注意が必要です。

お金にはシビアな判断をしがちです。持ち前の客観性を生かしてバランスの良い話をしましょう。

抜群の行動力があります。何でもスピーディーにテキパキ進めていきます。状況が苦しければ苦しいほど頑張れる強さがあります。

裏表がない正直者で、「白か黒か」「ゼロか1か」をはっきりさせたい人なので、じっくり時間をかけて考えるのが苦手なところがあり

ますが、その実直さも強みとなります。

面倒見がよく、困った人を見たら放っておけない優しさを持っています。「愛情と奉仕」の心を持ち、周りを魅了する人気運を持っ

ています。一方、とても現実的なところがあり、「財をつくること」「財を増やすこと」にたぐいまれな才能を持つのも強味のひとつで

す。パチンコから株式投資まで「回転投資財」に縁があります。

流れを引き継ぎ、次へつなぐ

「家庭」「スケールが大きい」「跡継ぎ運」

目上と目下の関係が良い

・スケールが大きくエネルギッシュ

・情に厚く、大胆な生き方をする

・愛情が深く面倒見がいい

・少し大雑把になることがある

・子供運や家庭運がよい

恋愛では、追われるより追いたい

結婚は恋愛の延長

家庭を守るために一生懸命

流れを引き継ぎ、次へつなぐ

「家庭」「スケールが大きい」「跡継ぎ運」

目上と目下の関係が良い

・スケールが大きくエネルギッシュ

・情に厚く、大胆な生き方をする

・愛情が深く面倒見がいい

・少し大雑把になることがある

・子供運や家庭運がよい

恋愛では、追われるより追いたい

結婚は恋愛の延長

家庭を守るために一生懸命

・安定性が高く一人で自立できる

・晩年になるほど良運となっていく

・先祖から守られる人

たいてい聞き役にまわり、相手に合わせたスタンスを心がけていて、一緒にいると温かい雰囲気が存在感となって印象に残ります。

同性異性を問わず人気者です。人の輪の中心ではなく、端で微笑んでいるタイプです。

実は大変な努力家で、自分への甘えを許さないため、コツコツ努力を重ねるような人です。

話せばおしゃべり上手で情報通です。

聞き上手なので、相談を持ちかけられたり、頼りにされることが多いです。

決して必要以上に干渉せず冷静なアドバイスができます。

晩年期運なので、歳を取れば取るほど運が高まっていきます。

若いときには伸びにくいですく成長していきます。

ただし、若い頃に努力を怠ると晩年に伸びず、本来の良さを発揮できなくなってしまいます。

ご先祖様に守られています。辛いときも、なぜか助けてくれる人が現れ、救われます。

無形人脈を大切にすることで守られていきます。

焦らずにじっくりと進んでいくことです。人生の安定性が高く、基本的には落ちることはありません。

◇人生の改良方法

先祖に守られているため、先祖を大切に供養することです。

自分の置かれた環境に逆らわず、今いる場所で精一杯の努力をすることです。

面倒な人間関係の中に飛び込んで、思わぬ刺激を受けることで新鮮な世界に出会えそうです。

あなた
知り合うと一気に仲が深まりやすい。適度な距離感を大切にすると良い。

相手
知り合うと一気に仲が深まりやすい。適度な距離感を大切にすると良い。



あなた 西暦 10月 17日 34歳 男性 鑑定日 2月 1日

相手 西暦 8月 17日 34歳 女性

1. 日干から見た二人の相性 石門星 5.東の星から見たあなたの恋愛傾向 貫索星

6.東の星から見た相手の恋愛傾向 玉堂星

2. 日支から見た二人の相性

7. 西の星から見たあなたにふさわしい結婚人物像と結婚への姿勢 牽牛星

3.日干支から見たあなたの恋愛攻略法 乙巳

4.日干支から見たお相手の恋愛攻略法 甲辰 8. 西の星から見た相手のふさわしい結婚人物像と結婚への姿勢 玉堂星

気が合うようでいて、心の中でライバル視します。

相手の考えていることの理解はできますが、なんとなく素直にそれを認められません。

つまらないことでライバル心を抱いたり、どこか心を許し合えないところがありそうです。

陰干（乙・丁・己・辛・癸）の人が、控えめになったり、自然に相手を立てるようになります。

恋愛や結婚においては、陽干（甲・丙・戊・庚・壬）の人が男性であるほうが、自然で良い関係となります。

セックスにおいては、最初は思い切った解放感が味わえないかもしれませんが、二人の関係性が安定することによっ

てうまくなじみます。

同性の友人関係では、陽干の人のほうが年齢が上であったほうが良いです。

仕事関係では、陽干の人のほうが立場が上であれば、親しみ合ってうまくいきます。

特に良くも悪くもない相性です。

余計なことは話さず、大人びた人を求めます。第一印象はぶっきらぼうでとっつきにくいところがあっても、誠実で裏

切らない信頼のおける人を好きになる傾向があります。自分から積極的に動くのは苦手、という人を好きになるの

で、自分からアプローチをする必要があります。電光石火で恋に落ちる！というより、じっくり愛を育てていく恋愛を好

むでしょう。

 ■ 相性診断 ■ 松坂 桃李 1988年 2023年

戸田恵梨香 1988年

結婚相手としてふさわしいのは、知的で愛情深い男性です。困っていると、必ず知恵と手を差し伸べてくれる「親」

のような男性を選ぶと良いでしょう。疑問・質問には、理解するまで熱心に、かつ辛抱強くつきあってくれるはずで

す。穏やかで、優しく包み込む包容力があって、甘えることができる男性を結婚相手に選ぶようにしましょう。

結婚に安定と堅実を求めます。結婚後は、夫の実家から援助を受けられる運があります。

子供に対して教育ママになりそうです。

相手の容姿はあまり気にせず、内面を大切にします。

恋愛は、熱くなりすぎず、さりげない関係が好みです。

家庭第一で、隠し事や激しい喧嘩とは無縁です。

料理が上手く掃除洗濯もさらりとこなしてしまう、とても家庭的な女性です。

外堀から上手に攻めていく、恋愛上手なタイプです。

好きな男性は、母性本能を思わずくすぐられる、大らかな男性です。

結婚相手としてふさわしいのは、責任感が強くとても真面目な女性です。常識があり、冷静な人で、迷ったときに相

談すると「何が正しくて何が間違っているか」をきちんと説明してくれる、頼りになる女性を選ぶと良いでしょう。恋人と

しては、やや物足りないところがあるかもしれませんが、家庭や結婚に対して、実直で真面目に考えるような相手を

妻にすると、比較的落ち着いた結婚生活となります。

妻には、従順でいるように求める傾向があります。

穏やかで、優しく包み込む包容力のある人を求めます。甘えることができ、大切にしてくれるパートナーを切望しま

す。恋人としては、やや刺激が足りないかもしれませんが、家庭を持てば、よき家庭人となるようなタイプを好きにな

りやすいでしょう。

浮気はしない性格で、好きになった人をとことん一途に愛していきます。

小さな約束を覚えていて、女性にとても優しく接してくれるジェントルマンです。

相手に対する愛情が強いほど、嫌われたくないという気持ちになり、相手に気持ちを素直に伝えられません。

恋愛には臆病なので、そのことを理解して、誤解せずにアプローチしていきましょう。

一方で恋愛よりも仕事や勉強を優先する癖があり、彼女に寂しい思いをさせてしまう事もあります。

知的な雰囲気のおしとやかな女性が好きです。



あなた 西暦 10月 17日 34歳 男性 鑑定日 2月 1日

相手 西暦 8月 17日 34歳 女性

あなたの運命数 8 使命 挑戦し続けること 相手の運命数 6 使命 幸せに生き、周りのみんなを明るくすること

基本性格 適職 基本性格 適職

向いている仕事内容 向いている仕事内容

金運 金運

恋愛傾向キーワード 相性 恋愛傾向キーワード 相性

恋愛傾向の詳細 恋愛傾向の詳細

結婚に対しての思考 結婚に対しての思考

情熱的で、力強く相手をリードします。好きになったら気持ちをストレートに伝え、猛烈な勢い

でアプローチを始めます。熱しやすく冷めにくいのが特徴で、いつまでも出会った頃のような新

鮮な関係を保てるでしょう。

また面倒見が良くて思いやりがあるため、お付き合いが始まるとパートナーの世話を焼くような

一面があります。自分が主導権を握りたい、相手に頼られたいという気持ちが強いため、控えめ

で甘え上手な女性を好むでしょう。

結婚後は家族のため、より一層仕事に打ち込みます。独身でいるよりも、守るべき家庭があった

方がやる気が出るようです。そのため、出世して経済的に豊かになることが多いでしょう。

包容力が高く、人に対して優しい「6」の人の特徴が、女性には特に強く現れます。相手の気持

ちを尊重し、自分が犠牲になってでも尽くしてしまう一面があるようです。相手が喜んでくれる

ことが自分の幸せだと感じるような、深い愛情を持っているのです。

また、愛情表現が真っすぐで明るくポジティブなため、一緒にいる時間が楽だと感じられること

でしょう。場の空気を読んで行動することにも長けていますので、喧嘩や衝突が起こりにくいの

も特徴です。献身的な愛情で、一途に相手を支えます。

基本的には受け身で、強く自己主張することはありませんが、その性格ゆえに不満やストレスを

内に溜め込みやすいでしょう。

男女ともに主導権を握りたがる傾向があるようです。

男性であれば亭主関白、女性であれば典型的なかかぁ天下になるでしょう。同じタイプのパート

ナーだと主導権を巡って衝突する可能性があります。

また結婚後も社会との繋がりを求める傾向が強いようです。女性の場合は、結婚や出産を経験し

ても以前と変わらないペースで仕事を続けたいと望みます。エネルギッシュで要領が良いため、

家事と仕事を上手に両立させられるでしょう。

男性の場合は家族を幸せにしたい気持ちが強く、結婚をきっかけにより精力的に仕事へ打ち込み

ます。休日には家事を手伝ったり、子どもの面倒をみたりと、積極的に家庭を支えてくれます。

優しさに甘えるパートナーに振り回される可能性があるので、慎重に相手を見極める必要があり

ます。

献身的で穏やかな性格から異性に人気がありますが、結婚に関しては思慮深く相手を選ぶように

しましょう。交際中からパートナーの身勝手さに翻弄されるようなことがあれば、その相手との

関係は考え直した方が良いでしょう。

もともと家庭的で尽くす性格なので、結婚後は安定した家庭生活を送ることができます。

しかし子どもが産まれた場合、愛情が一気にその子へと集中しやすく、パートナーへの気づかい

が薄れてしまう傾向があります。

バイタリティに溢れている

意志が強い

人に頼るのが苦手

優れたリーダーシップの持ち主

正義感が強く頑固な一面がある

パワフルで野心家

ストイックな性格

リーダーシップがある

正義感が強い

人情家

完璧主義な一面がある

協調性が高く、調和を重んじる

抜群の美的センスの持ち主

ロマンチスト

天真爛漫

フットワークが軽い

ずば抜けたビジネスセンスで、どの分野においても早くから頭角を現します。

基本的に仕事に関する能力が高く、柔軟な思考を持っているため、若い内から将来を期待される

ことも少なくありません。飲み込みが早く、広い視野で物事を見る力を持っているので、自らが

率先して行動することで周囲が驚くような成果を上げられるでしょう。そのため昇進や出世も早

く、ゆくゆくは大きな組織のトップとして功績を残す可能性もありそうです。

人をまとめる統率力に優れている一方で、交渉事も得意なので、起業や独立にも向いています。

人をサポートする仕事、人々に奉仕することが天職です。

身の回りの世話をしたり、精神的な支えになってアドバイスしたりと、誰かの役に立てる仕事で

やりがいを得られます。

愛情深く博愛主義者で、生き物と関わる職業にも適性があります。

変化を嫌う性格なので、決まったルーチンワークなど一つの業務に専念することで、高い能力を

発揮できます。

強い上昇志向が、素晴らしい金運を引き寄せます。何事にも一流を求める運命数「8」の人は、

お金に対する欲も人一倍強いようです。その気持ちが富を呼び込む力となって、自然と金運が上

昇する傾向にあります。仕事運も非常に強く、生まれ持った商才にも恵まれています。本業・副

業関わらず、ビジネスの世界で大きな財を築くことができるでしょう。

お金を使うことが一番のストレス発散になるようで、ブランド物や高級品を購入する傾向があり

ます。しっかりとお金を使うことで、さらに多くの収入を得られるという暗示です。

安定した金運の持ち主で、派手さはありませんが、生涯を通じてお金に困ることはないでしょ

う。

衝動買いや浪費とは無縁で、無駄使いをせず身の丈に合った生活を好みます。堅実な金銭感覚が

備わっているので、ギャンブルに興じることもありません。

ただし、人のために使うお金に対して抵抗がないので、恋人や友人に頼られるとついついお金を

貸してしまったり、気前よくおごったりすることがあるでしょう。

非常識な頼み事に対しては、きっぱりと断る勇気を持つように心掛けましょう。

どんなピンチもチャンスに変えていく

志の高い人を好きになる

包容力がある

自分の感情に素直

アクティブな行動派

気持ちの切り替えが早い

恋愛経験が豊富

ゆっくりと愛を育む

独占欲が強い

献身的に相手に尽くす

恋愛に対する理想が高い

結婚願望が強い

ルックスを重視する

「運命の出会い」を期待する

「8」と「6」との相性は、寛容な心を持つ

「6」に「8」は安心感を得ることができ良い付

き合いができます。 お互い愛情深く、「8」の

リーダーシップと実行力、「6」の守る、尽く

す奉仕の心、家庭的で優しい所に惹かれあい良

きパートナーとなれます。 しかし、「6」は世

話好きな面があるため、口出しされたくない、

ペースを乱されたくない「8」が苛立たずに冷

静さを持つことが出来れば、関係を悪くするこ

とはないでしょう。

「6」と「8」の相性は、頼もしく引っ張ってく

れる「8」が、なかなか一歩を踏み出せない

「6」を導いてくれる関係です。しかし「6」の

世話好きな部分が、親分肌で権威的、組織の上

に立ちリーダーシップを取りたい「8」にとっ

て邪魔に感じられないように口を挟まず、見守

る気持ちが大切です。そうすることで衝突する

こともなく、「8」は家庭的な「6」に安心感を

感じ良い関係を築くことが出来ます。

政治家、営業職、事業主

役員、銀行家、財務アナリスト、

不動産の仲介、不動産の開発、

外科医、弁護士、

コンサルタント、

プロジェクトマネージャー、

監督者、ベンチャー企業

カウンセラー、介護福祉士、

ブリーダー、トリマー教師、

保育士、カウンセラー、

セラピスト、インテリアデザイナー、

シェフ、音楽家、スタイリスト、

客室乗務員、

カスタマーサービス担当者、

医療関係者、栄養士、主婦（夫）

 ■ 相性診断 ■ 松坂 桃李 1988年 2023年

戸田恵梨香 1988年


