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お�しプロファイリング

この�料メルマガ��では、ご⾃

�の��をお�しで、簡単な��

のみを体�していただけます。

まずは、お�りしたメール内に�

内しました動�の��をご�くだ

さい。

その�、プロファイリングシステ

ムと併せて、この�料を使って、

��の��をご��いただきなが

ら、お�しプロファイリングをお

�しみください。

この��で�していただける��

は、�下の�りです。

・あなたの��

・あなたの�⼒

・あなたの��

・あなたの�の⼤きさ

�料メルマガ��

�料メルマガ��の�び�
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お�しプロファイリングシステムは

下�からも、�み�み可�です。



�料メルマガ��

東�の�問とは�
東�の�問から順に、�物���について�んで⾏きましょう。

東�の�問を基軸とする

コーチング理論『�⽣�』

�⽣�は占いではありません。 古
代東�の⾃�科�思想である「�

陽�⾏論」と「�王�」に基づく

理論体�であり、⼀��に�かり

やすい�現で現在のライフデザイ

ンに活かせるコーチングと して、
理論体��した�問です。�⽣�

では、東�の�問を基軸に「�王

�」と「�物���」を使って、

個�の��や��を��できるコ

ーチングスキルを�びます。
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あなたの��とは�

⾃�の��を��しましょう�

それでは、順に�式を��して⾏きます。

上�のお�しプロファイリングのシステム�

⾯の��をみてください。

例題の女性は、2002年10⽉12⽇⽣まれです。
この�の⽇⼲�は、『戊午（ボドウマ）』と

書かれています。そして�の��は、この⽇

⼲�の左側、�く囲まれた��に�れます。

ここに�れる��のことを⼗⼲と�います。

⼗⼲には⼗種�あります。

あなたの��は、この⽇⼲�の左側の⼗⼲の

種�を�ることで�かります。�く囲まれた

場�のことを「⽇⼲」と呼び別�「��」と

も呼ばれます。この例題の女性の��は、

『戊』です。

あなたの��（⽇⼲）はなんでしょうか�

プロファイリングシステムで⽇⼲を��し

て、あなたの��を��してみましょう。

甲（こうぼく）

マイペースに物事を�める、⾃立�があり�

が�い、正�でストレート、�固

⼄（おつぼく）

協�性や柔�性がある、 ��性があり���
�、��の中で�⼒を発揮する

丙（へいか）

のんきでおおらか、�⽣を�しみたい、些�

なことは気にしない

丁（ていか）

優しくて思いやりがある、�えめでデリケー

ト、相⼿に温かさを�える
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あなたの��とは�

戊（ぼど）

愛情に�ち�れている、�に尽くすことが喜

びになる、⼤きなお金を動かせる

⼰（きど）

範囲を��した愛情�仕、コツコツと積み重

ねる⽣き�、��的で気さくな性�

�（こうきん）

⾏動⼒があり働くことが�き、��な性�で

⼀�気、どんなことにも⾏動が早い

�（しんきん）

⾃�のプライドを⼤切にする、�団の⽬的を

優先する、地�、��に恵まれる

壬（じんすい）

�奇�を常に�に�めている、スケールの⼤

きいことを�む、��⼒や洞�⼒に優れる

�（きすい）

��で理論的、頭が良い、��や�則を�る

�識が�い、��的な�野で⼒を発揮する

HALERDON
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あなたの�⼒は�

あなたの�⼒を��しましょう�

それでは、�に�⼒を��して⾏きます。

上�のシステム�⾯の��をみてください。

�の�⼒は、�く囲まれた場�に�れます。

この��を���と呼びます。例題の男性

は、1980年1⽉1⽇⽣まれです。この�の��
�では、『��⼒』と『��⼒』に⻘い三⾓

形が�れています。つまり、この�の�⼒は

『��⼒』と『��⼒』に優れているという

ことです。

あなたの�⼒（���）はどうでしょうか�

���から、あなたの�⼒を��しましょ

う。

点だけの�や�だけの�

あなたは、⼀つの事に専⾨的に打ち�む�⼒

に優れています。⾃�の�界�で得�な�野

を�める専⾨�として、点や�が�れた領域

の�⼒を活かすことが向いています。

2領域や3領域に三⾓形がかかる�
例題の男性のように2つの領域に三⾓形がか
かる、または3領域に三⾓形がかかる場�
は、それ��の領域が得�な�の⼒を�り

て、物事を�成できるようにライフデザイン

を�えると良いです。

4領域に三⾓形がかかる�
幅�い�野が�て⾏動範囲も�くなります。

物事の�体の流れがつかめて、⾃⼒で�てで

きる�⼒があるため、⾃立して物事を�成す

ることを⽬指すと良いでしょう。
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あなたの��とは�

⾃�の��を��しましょう�

それでは、�に��を��して⾏きます。

上�のシステム�⾯の��をみてください。

�の��は、�く囲まれた場�に�れます。

この��を�中�と呼びます。例題の女性

は、2002年10⽉12⽇⽣まれです。この�の�
中�は、『��』です。つまり、この�の�

�は『��』に�れているということです。

あなたの��（�中�）はなんでしょうか�

�中�から、あなたの��を��しましょ

う。

���中�

�代�の��です。⾃�の代が��の�まり

となるような�⽣になります。

���中�

正当な��の⼆代⽬�の��です。��の流

れを受け�ぐ�になります。

辰⺒�中�

�流⼆代�の��です。��からはみ�し、

�⽣を現�的にとらえ、たくましく⽣きる�

です。⾃⼒で�を切り開いて⾏く�になりま

す。

HALERDON
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あなたの��とは�

午未�中�

まとめ�の��です。��の流れの��を受

け持つ�です。

申��中�

正当な⼆代�の��です。��から物��⾯

で�恵を受けやすい�です。

���中�

�流⼆代�の��です。⾃ら��の流れから

�び�す�です。理想主義、�想主義者で、

⼤きな�を持っている�です。
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あなたの�の⼤きさは�

あなたの�の⼤きさを��しましょう�

それでは、�に�の⼤きさを��しましょ

う。

上�のシステム�⾯の��をみてください。

�の�の⼤きさは、�く囲まれた場�に�れ

る��の���に、あなたの�の⼤きさが�

れます。

例えば、例題の女性なら、���は『254』
です。

あなたの���は、いくつでしたか�

①400 点�上 
エネルギーが�すぎるため、�間として��

の⽣活ができにくいレベルです。

② 350 点〜 400 点未� 
��の⾁体ではエネルギーの消�ができず、

持て�してしまいます。 

 ③300 点〜 350 点未� 
エネルギッシュな気⼒はあるのですが、体⼒

がついて⾏きにくい状�です。 

HALERDON
REAL ESTATE 10



�料メルマガ��

あなたの�の⼤きさは�

④ 250 点〜 300 点未� 
現�的な��で、かなり�いエネルギーを発

揮できます。

⑤ 200 点〜 250 点未� 
平�的なエネルギーです。 

⑥ 150 点〜 200 点未� 
現���への��がしやすく、体制の中で平

穏�事な⽣活を�りやすい点�です。

⑦ 150 点未� 
持ち�わせているエネルギーが�いため、現

�を⽣き抜く⽣活⼒も�くなります。  

現代のスマホを�めとする�電や⾞などの乗

り物の��が盛んな�の��の暮らしの中で

は、�たちが⽇ごろから使っているエネルギ

ーというのは、��エネルギーのうちの2〜3
�度のエネルギーまで、落ちているであろう

と�われます。

エネルギーは消�することが⼤切ですが、現

代�はあまり消�する��がなくなったこと

で、その�、カラダの��も�びているよう

です。

東��理では、��エネルギーを使い切った

�に、この�から�立つと�われています。

またエネルギーを上⼿く消�した者が、『陽

�現�』と�われる��を超える��や�⽣

の開�を�えると�われています。

�⽣の開�の�件は、エネルギーを消�する

ことなのです。�がけてみてください。
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EXAMPLES OF
FUTURE CONTENT

��の�の

そして、未来の

個性�かな�⽣の

ライフデザインに

是�、お�立て

いただけましたら

��です。
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QUESTIONS?
CONTACT US.

http://lifedesigncoaching.jp/
info@lifedesigncoaching.jp
052-755-2674


