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From：いとうさん 

　あなたは心から満足の行く恋愛を楽しめていますか？ 

脳から幸せホルモンが24時間ドバドバ出ている 
ハッピーな状態をキープできていますか？ 

もし、100％心の底から自信を持って 
「イエス！！」と答えられないのであれば 
この手紙を読み進めてください。 

必ず有益な発見がある事を約束します。 

恋愛が上手くいかない最大の原因 
あなたは何だと思いますか？ 

顔のつくり、スタイル、ファッションセンス、年収、ステータス、 
性格、将来性などなど、色々浮かんでくると思います。 



人それぞれ「これかな？」と思う答えはあると思いますが、 
ここではあえて誤解を恐れず断言します。 

恋愛が上手くいかない最大の原因… 

それは 

『理解不足』 
です。 

『理解』が足りていないから 
人間関係が上手くいかないのです。 

理解不足がどんな状況を引き押すのか 
具体的な事例を少し並べると、 

・相手の気持ちや考えが理解できない 
・相手に自分の想いを理解してもらえない 
・どうすれば相手が喜ぶのかわからない 
・悪気なくやった事で相手に激怒された 
・どうしてもコミュニケーションが噛み合わない 
・喜ばせようと思って奮発して高価なアイテムを 
　プレゼントしたけど相手の反応が薄かった 

そういった悩みやスレ違いもすべて 
理解不足が原因なのです。 

心当たりが１ミリもない人は居ないと思います。 

理解が足りていなければ、あらゆる部分で 
摩擦やストレスが発生することになります。 



それもそのはず、恋愛をする時は 
年齢も性別も職業も趣味も経歴も出身地も家族構成も 
何もかもが違う人同士が新しく出会ってゼロから 
人間関係を築いていくのですから、 
摩擦はあって当然です。 

お互いのバックグラウンドの違いから生まれる 
価値観の相違から理解不足は生まれます。 

そしてその『理解不足』が摩擦やフラストレーションの 
直接的な原因なのです。 

リカイの定義 

『理解』という言葉を辞書で引いてみると 
だいたい以下のような説明が書いてあります。 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
『理解（り・かい）』 
１： 物事の道理や筋道が正しくわかること。 
　　 意味・内容をのみこむこと。 
２： 他人の気持ちや立場を察すること。 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

十分わかりやすい解説だと思います。 

が、『恋愛』という人間関係に当てはめる場合は 
もう少し踏み込んで考える必要があります。 

恋愛における『理解』のステージは３つあります。 

“３つの理解” 
そのレベルとは、 



『自己理解』 
『他者理解』 
『相互理解』 

の３つです。 

『理解』という文字が並びすぎてゲシュタルト崩壊が 
起きていると思いますがそれぞれ簡単に説明します。 

『自己理解』 
自己理解とは文字通り、自分を理解する事です。 

ビジネスをするにも恋愛をするにもまず最初に 
自分自身の事を深く理解しておく必要があります。 

「自分のことは自分が一番よくわかっていますよ！」 

という人もいると思いますが、 
果たして本当にそうでしょうか？ 

自分が何を求めていて、どうなったら幸せで、 
自分が人に誇れる才能や長所が何なのかを 
明確に認識しているかと問われれば、 
ちゃんと答えられない人が多いと思います。 

他人と恋愛関係を構築する前にまず、 
自分の価値観、世界観、人生の優先順位、 
恋愛における判断基準や好む異性のタイプ、 
譲れるもの、譲れないものなどを改めて 
認識しておく必要があるのです。 



自分がどういう人間なのかわかっていなければ 
どんな人と一緒になれば幸せになれるのかわからず、 
「この人だ！」と思える人に出会うまでに 
かなり遠回りする事になるでしょう。 

まずは自分自身を理解し直すところから 
スタートする必要があります。 

自己理解の次は他者を理解するステージに入ります。 

『他者理解』 
恋愛は一人ではできません。 

必ず相手が必要です。 

その相手となる他人は、自分とは全く違う人間です。 

考え方も背景も育った環境も何もかも違う 
全く違う生き物なのです。 

なので、 

「自分はこう思っているから（感じているから） 
　相手もきっと同じだろう」 

という主観的で安易な考え方をしていると 
無意識のうちに多くのトラブルを 
引き起こすことになるでしょう。 

「同じ人間なんだから、話せばわかりあえるはず」 

と思っても、価値観やバックグラウンドが違えば 
全然話が通じないという事もあるのです。 



自分と相手は全く違うという事を認識して踏まえた上で、 

「この人は何を求めているんだろう？」 
「この人は何で喜んで、何で怒るんだろう？」 
「この人はどんな価値観を持っているんだろう？」 

という事を観察して理解する必要があります。 

相手への理解なくして恋愛関係は成り立ちません。 

どれほどイケメンで高収入でハイステータスでも 
幼稚で自分勝手で周りを見下してワガママ放題している 
自己中100％のおキッズ様には誰も寄り付かないのです。 
（メリットがある内は寄ってくるかもしれませんが） 

他人を理解しようと努めることで、 
始めて自分との違いが認識できます。 

そして、それぞれの違う部分をリスペクトできれば、 
お互いに高め合える良い人間関係を 
構築できるようになるのです。 

他者理解のステージの中でやるべき事は、 
相手の価値観、世界観、求めるものの優先順位 
恋愛における判断基準、好む異性のタイプなどを 
把握しておくことです。 

そして最後の段階に至ります。 

『相互理解』 
自分が相手の価値観や好みなどを理解して 
相手に合わせるというアプローチをしていけば 
良好な関係を構築することができるでしょう。 



ただし、あなたが相手を理解しているのに 
相手はあなたの事を理解してくれていないという 
一方通行の関係では長続きしません。 

自己犠牲が大好きで相手に尽くす事に喜びを覚える 
スーパー奉仕タイプの人であれば一方的な関係でも 
良いのかもしれませんが、相手に尽くしてばかりだと 
良いように扱われてしまうのが関の山です。 

一方通行の愛情関係ではなく、お互いがお互いを理解し 
尊重し合うというのが『相互理解』のステージです。 

『自己理解』と『他者理解』のステージを 
ある程度クリアしている人同士が出会い、 
お互いの価値観やタイプなどが上手く噛み合い 
恋愛関係になれれば最高にハッピーです。 

僕は恋愛における理想の状態の１つが 
『相互理解』の関係だと考えています。 

違いにイラついて怒鳴り合うのではなく、 
違いを心地よく楽しめる関係というのは 
素晴らしいことだと思います。 

持ちつ持たれつ良きバランスで本当に良い意味での 
相互依存関係を結んでいくことができます。 

相互理解できているカップルはとてもハッピーです。 

究極のゴール 
恋愛関係に限らず、誰もがお互いを理解し、 
尊重し合う相互理解が当たり前になったら 
この世界はどうなるでしょうか？ 



家族とも恋人とも友人とも仕事仲間とも近所の人とも 
それぞれ理解し合い、ベストな距離感で付き合えれば 
孤立も孤独も摩擦もスレ違いも無くなります。 

夢物語に聞こえるかもしれませんが、 
『相互理解』が当たり前になれば僕は本当に 

ラブアンドピースの世界 
が実現すると思っています。 

お互いに対する理解不足こそが、 
分断や孤独や摩擦を生み出しているのです。 

もちろん、現実的には難しいこともわかっています。 

今の世界は差別、偏見、分断、争い、摩擦だらけです。 

いきなり世界全体を変えることはできませんが、 
一人ひとりが意識を変えて、自分の身近な人間関係を 
変えていくことは十分に可能です。 

相互理解の輪が広がっていけば 
世界が次のステージに進んで行くと思います。 

理想の実現を阻止するブロック 
ちょっと抽象的で話が大きくなってしまったので 
現実的なところに戻していきます。 

人間関係の摩擦を減らすためには、 
好きな人ともっと仲良くなるためには、 
この３つの理解を意識していく必要があります。 



ただ、この３つの理解に到達するためには 
乗り越えるべきハードルがあります。 

それを僕は 

“３つの壁” 
と呼んでいます。 

３つの壁とは文字通り、 
『自己理解』『他者理解』『相互理解』 
それぞれの前に立ちはだかるブロックです。 

この壁こそが、僕らの恋愛にブレーキをかける 
最大のボトルネックなのです。 

恋愛をストレス０で楽しみたいのであれば最低限 
「自己理解の壁」と「他者理解の壁」を 
超えておく必要があります。 

そして、お互いの深い部分まで理解し合い、 
高め合える最高のパートナーである“ソウルメイト”と 
長期的に良好な関係を構築していきたいのであれば 
「相互理解の壁」まで超える必要があります。 

壁はだんだん高くなっていきます。 

『自己理解の壁』を超える時よりも、 
『他者理解の壁』を超える時の方がハードルが高く、 

『他者理解の壁』を超える時よりも 
『相互理解の壁』を超える時の方がより難しいのです。 

自己理解と他者理解は頑張れば自分一人でもできますが、 
相互理解は相手が必要になりますからね。 



今、この“３つの壁”の存在を認識した上で 
これまでの恋愛経験を振り返ってみると 
いろいろな発見があると思います。 

この“３つの壁”をいかにして乗り越えていくかが 
ハッピーな恋愛を楽しむためのポイントなのです。 

ただ、いきなり「壁を超えてください」と言われても 
現実的にどうすれば良いのかのイメージも 
なかなか湧きにくいと思います。 

なので、ここで“３つの壁”を乗り越える事に成功した 
“ある女性”のストーリーを紹介します。 

傷だらけになりながら幸せを手に入れた 
“福岡のOL”の物語 

“彼女”はどこにでもいる普通のOLでした。 

高校、大学、社会人それぞれのステージで 
彼氏は出来るものの、いつも摩擦を感じ、 
たくさんガマンをしていました。 

彼女はよそ見をせずに一途な姿勢で付き合っているのに、 
彼氏に『釣った魚に餌をやらない』扱いをされたり、 
都合よく呼び出されたり、浮気されたりして 
深く傷ついていました。 

「私は頑張って尽くしているのに 
　なんでこんな扱いをするの！？」 

と自暴自棄になる時もありました。 



彼氏とより良い関係になるために 
相手の悪い部分を変えようと試みたり 
上手くコントロールしようとしてみましたが 
いずれも上手くいきませんでした。 

追い詰められストレスで10円ハゲ 
OL時代に付き合った彼氏と同棲し始めてから 
本当に過酷な日々がスタートしました。 

この時の彼氏はそこまで好みのタイプではなかったのですが、 
社会的ステータスが高い職業に就いていましたし 
とても熱心にアプローチしてきたので「まぁいいか」 
と思って付き合い始めました。 

最初はとても大事に扱ってくれていたのですが、 
付き合って少し経過して彼の家で同棲を始めてからは 
性格がガラッと変わりました。 

自分の価値観をゴリゴリ押し付けてきたり、 
作る料理に毎日毎回ダメ出しをされたり、 
交友関係にも口を出して束縛されたりしました。 

彼女も最初は頑張って合わせていましたが、 
ガマンを続けているとストレスはどんどん 
蓄積されていきます。 

そしてある時、美容室で髪を切ってもらっている時に 

「あの、ここに10円ハゲできていますよ。 
　大丈夫ですか？何かありました？」 

と声をかけられました。 



気づかないうちにストレスはピークに達していて 
心も身体もかなり弱り、肌荒れや生理不順など 
目に見えるダメージがたくさん現れていました。 

心身ともにピークを迎え、彼女は自分を守るために 
同棲を解消し、自宅に逃げ帰りました。 

本格的な占星術との出会い 
彼女は 
「なぜ、自分の恋愛がいつも上手くいかないのか？ 
という事を必死で考え、原因や改善策を 
なんとか見つけようとしていました。 

心理学や人間関係のセミナーに参加してみたり、 
恋愛上手な先輩の話を熱心に聴いたりしました。 

が、納得できる答えは見つからず、 
モヤモヤはつのるばかりでした。 

心が病み過ぎて生きるのが辛いレベルに達し、 
なんとか救いを求めて手当たり次第に 
グーグル先生に悩みをぶつけました。 

ある日、星占いの恋愛運の記事がキッカケで 
西洋占星術のブログに行き当たりました。 

そしてこの時、直感的に 

「ここに何かヒントがあるかも」 
と、ピンと来るものがあったのです。 



彼女は小学生の頃から星占いは好きだったので 
恋占いの記事は欠かさずチェックしていましたが、 
「占い」ではなく「占星術」というところに 
もっと深い何かがあると感じました。 

彼女はすぐさま近所の書店の占い関連の棚に向かい 
西洋占星術の本を何冊か購入しました。 

早速家に帰ってむさぼるように本を読み 
占星術の知識を吸収し始めました。 

12星座の特徴などのイメージはある程度 
把握していたのですが、本格的な西洋占星術は 
星占いとはケタ違いの情報量があるので 
飲み込むまでには時間がかかりました。 

彼女はまず、自分の特性を調べ始めました。 

自分の出生時間を元にホロスコープを作成し、 
現れた要素を１つずつ本を参考に読み解きました。 

すると、自分自身への理解がどんどん 
深まっていくのを感じました。 

「なぜ、自分はコントロールされるのが嫌いなのか」 
「なぜ、自分に自信が持てないのか」 
「なぜ、コミュニケーションが上手くいかないのか」 
「なぜ、自分はいつも頑固だと言われるのか」 

そういった疑問の答えが次々に見つかりました。 
わかることが増えていくたびに 
どんどん心が軽くなっていくのを感じました。 



特に大きな収穫だったのが、 

「なぜ、いつも同じようなタイプの人と 
　付き合って失敗してきたのか」 

の原因が分かったことでした。 

彼女は自分が付き合う男性を選ぶ時に、 

「結婚相手として親に紹介できるか」 

という基準が無意識のうちに強く 
現れている事を発見したのです。 

つまり、自分の好みやフィーリングではなく 
「親が納得するかどうか」という事が 
判断基準のより上位に来てしまっていたのです。 

なので、有名企業に勤めていたり、国家資格を 
持っているような人にアプローチされると 

「ちょっと合わない部分もあるかな…」 

と感じていながらも、 

「このステータスなら親も納得するだろう」 

という考えを優先して付き合っていたのです。 
しかし、最初から価値観やフィーリングの部分で 
噛み合わない部分がある事に気づいていた事もあり、 
当然付き合っても上手くは行かないわけです。 

「ハート」ではなく「頭」で恋愛しようとして 
彼女はいつも失敗していたのです。 



訪れたパラダイムシフトの瞬間 
この発見は彼女にとって大きな 
パラダイムシフトを起こしました。 

そして、自分自身を深く理解すると同時に、他人の性格や特徴、 
行動パターンなども占星術というフィルターを通す事で 
簡単に理解することも出来るようになりました。 

「なぜ、この人はこういう発言をするのか」 
「なぜ、プレゼントをあげても喜ばないのか」 
「なぜ、すぐカッとなって口喧嘩になるのか」 

などなど、一緒に過ごしているだけではなかなか 
理解できない深い部分まで認識することが 
出来るようになってきたのです。 

「なぜ、いつも同じ要素を持った人が 
　自分にアプローチをかけてきたのか」 

の共通点も発見し、自分の恋愛パターンの 
傾向と対策が見えてきました。 

占星術を通して思考や行動のパターン、好き嫌い、 
されて嬉しい事、嫌な事などがわかると 
人間関係の摩擦を驚くほどコントロールする事ができ、 
恋愛以外の部分でもストレスは減っていきました。 
学べば学ぶほど人間心理が理解できるようになり、 
彼女はどんどん深みにハマっていきました。 

本だけでは飽き足らず、本格的な西洋占星術の 
講座にも通い始めました。 



占星術を通してセルフイメージを再構築 
出会う人のタイプが急激に変化 

講座で学び、先生や他の受講生たちと 
話をしていく中で、自分と他人の違いを 
より具体的に理解できるようになりました。 

「人は生まれ持った性質の枠から 
　完全に抜け出すことは難しい」 

という新たな視点を手に入れました。 

違いを認め、許容することが出来るようになりました。 

人は努力や環境によって成長して変わることはできますが、 
持って生まれた本質的な特徴の部分に関しては 
変わらない可能性の方が高い事を知りました。 

その頃から他人を変えようとするのを諦めました。 

コントロールしようとしても無駄だし、 
しようとすると返って反発されて 
余計な摩擦を生むことがわかったからです。 

そうやって考え方が大きく変わったタイミングで 
彼女は“ある男性”と出会いました。 

モツ鍋合コンで運命の出会い 
その男性は彼女と同い年で、ちょっとチャラい感じは 
あったのですが、かなりユニークな生き方をしていて 
尊敬できる部分もある人でした。 



これまでの彼氏とは全く違うタイプで 
彼女は彼に興味を持ちました。 

彼も彼女に好意を持ったようで、 
お互い積極的に連絡を取り合いました。 

興味や笑いのポイント、考え方、食べ物の好み、 
スキンシップの相性など、いろいろな部分で 
共通する要素があり、２人で過ごす時間は 
ロマンチックでとても楽しいものでした。 

彼も一筋縄ではいかないタイプだったのですが、 
占星術を通して彼の性質を理解して接する事で 
いい距離感の関係を築くことができました。 

コントロールを手放すことで 
逆にコントロールする高等技術 

彼がコントロールされる事を何よりも嫌うという事を 
占星術で見てあらかじめ把握していたので、 
彼に対してはコントロールする事を完全に手放しました。 

するとなぜか、彼の方から急激に接近してきて、 
告白されて付き合うことになりました。 

そして、付き合い始めた直後に起こった 
“ある事件”を乗り越え、2人の絆は強まり、 
交際からちょうど１ヶ月を迎えた日に 
彼からプロポーズされたのです。 

恋愛が上手く行かな過ぎて悩んでいた彼女が 
占星術を学び恋愛に応用することで、 



出会いから６ヶ月でスピード結婚 
という結果を手に入れたのです。 

彼はユニークな生き方をしている人だったので 
「親が納得するか」という部分で不安はありましたが 
そこは「好き」という気持ちで乗り越えました。 

彼女の影響を受けて彼も占星術を学び始め、 
彼自身について、そして彼女についても理解を深め、 
お互いに理解し合う「相互理解」のステージに 
たどり着くことになりました。 

お互いにお互いの違いを認識して尊重し、 
共通する部分も異なる部分も愛し合う 
相互理解のパートナーシップを確立しました。 

そして彼女は子宝にも恵まれ、 
ハッピーなファミリーを手に入れました。 

めでたしめでたし。 

この主人公の正体とは？ 
もしかしたら気づいた人もいるかも知れませんが、 
実はこのストーリーの主人公である“彼女”は 
僕の奥さんの事です。 

つまり、この“彼女”と結婚した男性とは 
僕のことなのです。 

せっかくなので、僕側の視点でも 
奥さんとの出会いについてお伝えします。 



反対から見るストーリーのウラ側 
奥さんと出会ったのは、僕が千葉から 
福岡に引っ越して少し経った頃でした。 

当時は仕事も順調で身軽なスタイルだったので、 
恋愛修行に打ち込むためにわざわざ 
“若い未婚の高レベル女子が多数生息している” 
と言われている福岡に引っ越したのです。 

その当時の僕は、 

「いかにたくさんの女性と効率良く 
　ロマンチックな関係になるか」 

と言う一点だけにフォーカスしていた時期でした。 

合コンやパーティー、路上での突発的な出会い活動、 
出会い系アプリにマッチング居酒屋などなど、 
あらゆる手段で女性との接点を増やしていました。 

恋愛の経験値アップはもちろん、楽しい思い出作りや 
気持ちの良いスキンシップをたくさんするために 
ほとんど毎日デートの予定を入れていました。 

交際相手を一人に絞るという事はもちろん、 
結婚して身を固めるなんて事は１ミリも 
考えていませんでした。 

遊び人が大好きな遊びを放棄 
奥さんと出会ったのは友人主催の合コンでした。 



最初は単純に顔が好みのタイプだったので 
「とりあえずゲットしよう」と思い、 
なんとか口説き落とそうと頑張りました。 

その時は並行して他の女性とも恋愛活動を 
行っていたのですが、奥さんとデートを重ねる内に 

「あれ？この人は他の女性となにか違うな…」 

と感じるようになりました。 

一緒に過ごす時の心地良さ、癒やされる感覚、 
次に会うまでのモチベーションなどの部分で 
明らかな違いを感じていました。 

いろいろな女性と日替わりで遊ぶよりも 
この人と一緒に時間を過ごして行きたいなと 
考えるようになっていきました。 

そして、一緒に時間を過ごしていく中で 
占星術の話をするようになりました。 

占い師が持つ洗脳パワーを実感 
僕はそれまで「占い」には興味ゼロでしたし 
当たるものだと思っていませんでした。 

「心の弱い人がすがるフワフワ系のおまじないでしょ？」 

くらいにしか認識していませんでした。 

が、僕の要素を占星術で分析した内容を 
奥さんから聴くたびに、背筋がゾクゾクして冷や汗が 
流れ出るくらい当てはまっているのを感じました。 



自分のこれまでの経験や、今のセルフイメージと 
ビックリするくらいに一致する部分がたくさんあり 
少しずつ興味を持ち始めました。 

テレビなどでたまに 
「芸能人が占い師に洗脳された」 
といった話題が上がりますが、 
なんとなくその感覚がわかりました。 

コピーライティングを超える心理誘導テク 
僕は奥さんの話を聴いたり占星術の本を読むうちに 
自分自身ですら気がついていなかった自分の性質や 
特徴を自覚するようになっていきました。 

「あなたはこういう性質を持っていますよ」 

と言われて暗示にかかって思い込む、 
という感じではなく、今までなんとなくしか 
認識できず言語化できていなかった部分に 
明確な輪郭を当てはめられた感覚でした。 

あまりにピッタリ当てはまるので 
興味深くもあり、恐ろしくもありました。 

僕は当時、コピーライターとして人間心理を学び、 

「いかに言葉の力で人を動かすか」 

という事に熱中している時期でもあったので、 
人間の性質を分類するタイプ論としての占星術に 
大いなる可能性を感じていました。 



人の心を動かすための世界最先端の 
心理テクニックを学べば学ぶほど、 
占星術とコピーライティングの共通点が 
多い事に気が付きました。 

それもそのはず、僕が学んでいたコピーライティングと 
奥さんが学んでいた心理占星術はどちらも 
同じ理論が元ネタとして組み込まれていたのです。 

僕の仕事にも使えるということもあり、 
奥さんと一緒に過ごす時間の大半は 
占星術の話をするようになりました。 

“理解”のパワーと中毒性を実感 
僕と奥さんは占星術というフィルターを通して 
お互いの性質を見て共通点や相違点を見つけ、 
いろんな角度からそれぞれ理解を深めていきました。 

そうして奥さんと一緒に時間を過ごしていくうちに 

「この人以上に僕のことを理解してくれる人には 
　おそらく今後出会うことはできないだろう」 

という確信が湧き上がってきました。 

ガッチリと心を掴まれているのを感じました。 
まだ見ぬ美女たちと刺激的な時間を過ごす事と 
誰よりも理解してくれる奥さんと時間を積み重ねる事を 
頭の中の天秤にかけてみると、ブッチギリで 
奥さんの方に傾きました。 

何があってもこの人を失いたくないと思い 
奥さんに結婚を申し込みました。 



１ミリも後悔が残らないパートナー選び 
出会ってから結婚までちょうど半年ほどだったので 
比較的スピード婚だとは思います。 

が、結婚を申し込むという決断をした瞬間から 
今に至るまでの数年間で、この選択に対する後悔は 
正直なところ１ミリも感じていません。 

本当に自分の事を深く理解してくれる存在は 
何にも代えがたい存在なのだという 
確信を持つことができたからです。 

奥さんが特別洞察力が優れているとか、 
オーラとか波動を読み取るといったスピリチュアルな 
特殊能力を持っているとかではありません。 

ただ単純に、占星術を活用しただけです。 

奥さんは「占星術」というアプローチを使い 
立ちはだかる“理解の壁”を乗り越えたからこそ 
それだけ短い期間のうちにお互いの理解を深め 
相互理解のステージへ到達することができたのです。 

僕もその過程で占星術と出会い、奥さんと同じように 
理解の壁を乗り越える事ができました。 

ストレスゼロのカップルライフ 
自分で言うのも何ですが、僕ら夫婦は相当仲が良いです。 

一緒に住み始めてもうすぐ丸４年が経過しますが、 
ほぼ24時間同じ空間にいてもストレスや苦痛は 
全く感じません。 



相互理解の域に達しているのである意味当然だと 
言えるかも知れませんが、それにしても 
ここまで摩擦や衝突がないカップルというのは 
かなりの少数派だと感じています。 

僕らは僕らでハッピーなのですが、 
周りを見渡してみると、 

・良い出会いに恵まれずに焦っている人 
・恋人ができずに孤独を感じている人 
・パートナーとの摩擦で心が病んでいる人 

などなど、恋愛面でつまずき苦しんでいる 

“ラブ難民”があふれている 
という事に気が付きました。 

僕も奥さんも恋愛が上手く行かず 
悩んだ時期があったので、現在進行系で 
苦しんでいる人の気持ちは良くわかります。 

「僕らと同じようなハッピーなカップルを増やしたい」 

というとおこがましく聴こえるかもしれませんが、 
これが今僕らが感じている正直な気持ちです。 

人それぞれ幸せの定義や形は異なりますが、 
相互理解できるパートナーと共に過ごせたら 
間違いなくハッピーだと思うのです。 

僕はあなたにも、相互理解できるパートナーと 
一緒に積み上げていく人生を手に入れて欲しいと 
本気で思っています。 



あなたの今の状況は僕らにはわかりませんが、 
ここまで読んでくれているという事はおそらく 
恋愛面で何かしらの悩みを抱えているのだと思います。 

越えられていない「理解の壁」があるのだと思います。 

あなたにその壁を越えてもらうために、 
僕ら自身の経験と、数百人に及ぶリサーチとヒアリング、 
プロファイリングとコンサルティングを通じて編み出した 

『ラブ占星術』 
の理論をお伝えしたいと思います。 

ラブ占星術が何なのかを一言で説明すると、 

『理解の壁をイージーかつスピーディーに 
　乗り越えるためのアプローチ』 

です。 

これだけだとわかりにくいと思うので 
もう少し詳しく解説していきます。 

ただ、少し難しい部分もあるので 
この部分は占星術に興味がある人だけ 
読んでもらえればと思います。 

『占星術』に関してはとりあえず 

“星占いの１万倍詳しい版” 
と思ってもらえば話が早いです。 



ではまず、ラブ占星術理論の『背骨』になっている 
西洋占星術、そして心理占星術の説明をしておきます。 

西洋占星術とは、今から4000年以上前に 
発祥したとされている歴史ある学問です。 

空に浮かんで見える星々の動きと、人間社会の中で 
起こる出来事には相関関係があり、星を見ることで 
社会の変化を予言するという形で古代は使われていました。 

いつしか星の動きと人の心の動きが紐付けられ 
性格判断にも使われるようになりました。 

古代ギリシャのリベラルアーツ（自由人のための７つの学問） 
の中でも天文学（＝占星術：当時は区別されていなかった）は 
中心的な学問だと扱われていて、政治家や医者などの 
ハイステータスな人々の必須教養だとされていました。 

その西洋占星術の非常に複雑な理論体系の中から 
ごく一部だけを切り出して大衆向けに簡略化したものが 
いわゆる「12星座占い（星占い）」です。 

日本語では「“西洋”占星術」とネーミングされていますが、 
発祥は現在の中東エリア、イラク南部のシュメール付近だと 
言われていて、そこからヨーロッパやアジアなどに伝わり 
それぞれの場所で発展してきたという背景があります。 

最古の歴史を持ちながら 
今なお進化する最先端メソッド 

その伝統的な西洋占星術のメソッドの中に、現代の 
人間性心理学の理論を融合させて進化させたのが 
『心理占星術』です。 



心理占星術はその名の通り、社会の動きといった 
マクロな部分よりも、人の性格や資質といった 
ミクロな部分に焦点を当てていて、より「人間」に 
フォーカスする形になっています。 

そして今もなお、世界の一流の賢者たちが 
その理論を進化させ続けています。 

この心理占星術を通して人のプロファイリングをしてみると 
本当に色々なものが見えてきます。 

・生まれ持った強みとなる本質的なエネルギー 
・根源的モチベーションとなる統括的な欲求 
・思考やコミュニケーションのパターン 
・自己実現のための強烈なエネルギー 
・楽しさ／快楽を感じるポイント 
・潜在的な苦手分野／チャレンジの方向性 
・天職の方向性 
・人生のバイオリズムや転機のタイミング 
・自分の一番の武器になるポイント 

などなど、自分の資質やセルフイメージを再確認して 
アップデートするために必要な情報を 
多角的に得ることが出来るのです。 

その心理占星術を恋愛に特化した形で 
使いやすくわかりやすく実用的な方法論に 
落とし込む事で生まれたのが『ラブ占星術』なのです。 

ラブ占星術がもたらすメリット 



ラブ占星術を活用する一番のメリットは、 

『相手を深く理解するためにかかる 
　時間や労力を大幅に圧縮できる』 

という事です。 

観察とコミュニケーションだけで 
相手の内面を見抜くには時間がかかります。 

シャーロック・ホームズ並に洞察力のある人ならば 
比較的短い時間でだいたいどんなタイプなのかを 
類推する事も可能だとは思います。 

ただ、観察とコミュニケーションだけで 
相手がどんなタイプか見極める場合は、 
少なからず自分の主観が入ってしまうので 
冷静な分析がしにくくなるのは否めません。 

占星術は長い歴史の中で数え切れないくらいの 
人の性格やパターンをサンプリングして体系化された 
統計学としての側面を持った理論でもあります。 

なので、非常に客観的な視点から分析して 
相手を理解するためのピンポイントなヒントを 
得ることが出来るのです。 

個人の主観的な視点で分析するよりも 
長い時間をかけて積み重ねられてきた理論を 
活用した方が圧倒的に速いし正確なのです。 

“みんな理解されたい” 



ラブ占星術では『相手を理解する』という事を 
とても重要視しています。 

なぜなら、 

“人は理解されたくてたまらない生き物” 

だからです。 

誰もが自分を深く理解して尊重してくれる 
理解者を求めているのです。 

しかし、自分の考えや行動方針や好き嫌いなどを 
ちゃんと理解して把握して合わせてくれる人というのは 
中々見つかりません。 

そこまでしてくれる人とはこれまでの人生の中で 
一度も出会ったことが無いという人も多いでしょう。 

みんな、乾いているんです。 

みんな、理解される事を渇望しているんです。 

だから、その乾きを癒してくれる人、 
深く理解してくれる人と出会ったら 
その人はたちまち『特別な存在』になるわけです。 

ラブ占星術のメソッドを活用して相手の特徴を見抜き 

「私はあなたの事を理解していますよ」 

と伝えるだけで、あなたは相手の中で一気に 



『運命の人候補』フォルダに分類 
される事になるでしょう。 

また、相手の内面が見抜けるようになるという事は 

「どうやって距離を縮めればいいかわからない」 
「何をすれば相手が喜ぶのかわからない」 
「どんなデートに誘えばいいのか見当もつかない」 
「気づかないうちに地雷を踏んで音信不通になった」 

といった恋愛初期の悩みも綺麗さっぱり 
消え去ることになります。 

つまり、恋愛がイージーモードになるという事です。 

恋愛経験値が低くても、ラブ占星術メソッドの中にある 
『タイプ別ハッピートリガーフレーズ』を見て言葉を投げかけたり、 
『タイプ別デートマニュアル』を参考にデートに誘うだけで 
いとも簡単に距離を縮めることが出来るのです。 

ちょっと考えてみて欲しいのですが、 
ゲームをプレイする時、初見で事前情報ゼロで挑むのと、 
説明書と攻略本をジックリ見ながらプランを立てて 
イメージを組み立ててから挑むのであれば、 
一体どちらが簡単にクリアできるでしょうか？ 

当然、攻略情報があった方が速いに決まっています。 

ラブ占星術を活用して得られるのは 
「好きな人を攻略するステップ」の設計図です。 

ハードモードでチャレンジして自らを鍛え上げたいという 
ストイックなマッチョ思考の方はそのままゴリゴリと 
パワープレイで恋愛道を突き進んでください。 



が、もし少しでも「近道したいなー」と思う方は 
ラブ占星術の理論を活用してみてください。 

「これまでの苦労は何だったんだぁーーーーー！？」 

と叫びたくなるくらい、想像以上のスピードで 
気になる人との関係を縮めていけるでしょう。 

『理解される喜び』と『理解する喜び』 
人に自分のことを理解してもらえるのは 
気持ちいいですし嬉しいことです。 

逆に、好きな人のことを理解してあげられるという事も 
人によっては同じくらい嬉しいことなのです。 

「この人はどんな考え方をしているんだろう？」 
「この人はどうしたら喜ぶだろう？」 
「この人は何をしたら嫌がるんだろう？」 

そういった事をラブ占星術のフィルターを通して 
読み取っていけば、相手にとって『最も良き理解者』 
になる事ができるわけです。 

好きな人に関することであれば、どんな些細なことでも 
知りたいと思う人も多いでしょう。 

「私はこの人の事を誰よりも理解している」 

という確信があれば、他にライバルがいたとしても 
自信を持って堂々と挑んでいくことができます。 

本人以上にその人を理解する事も可能です。 



人は自分のことを本当に理解してくれて 
味方になってくれる人のことを失う事を 
何より恐れるものです。 

なので、あなたが好きな人の事を、あなたよりも 
見た目が良くてステータスが高い人が狙っていたとしても、 
１ミリも心配する必要はありません。 

一時的に流されることはあるかもしれませんが、 
あなたの方がより深く理解している限り 
必ずあなたの元に戻ってくることになるでしょう。 

活用しないデメリット 
ラブ占星術を一切活用せずに恋愛市場でやみくもに 
アクションを起こしても、厳しい戦いを 
強いられる事になるでしょう。 

なぜなら、手持ちの武器が自分の経験や 
友人の体験談といった極めて主観的で 
当てにならない材料しか無いからです。 
素手で戦場に出かけるようなものです。 

あなたが百戦錬磨のラブマスターならば 
手持ちの経験を材料にするだけで適切な恋愛戦略を 
展開して行けると思いますが、もしそうなら 
そもそもここまで読んでいないはずです。 

自分の経験値を元に主観的な観察と 
コミュニケーションだけで人を分析して 
相手の本質を見抜くのは至難の業です。 

また、人は気づかないうちに 



同じパターンの恋愛を繰り返す 
という性質があります。 

同じようなタイプの人を好きになり、 
同じようなミスを繰り返してダメになる、 
という負のループに入っている人も多いです。 

世の中には恋愛テクニックを教えてくれる人が 
たくさんいますが、ほとんどの場合はその先生たちの 
主観的な経験を元に構築された理論なので 
あなたにそのまま当てはめられるかは謎です。 

客観的で再現性が高いしっかりと体系立てられた 
ラブ占星術の理論を活用することが、活路を見出す 
唯一のアプローチであると言えるでしょう。 

最高峰の心理プロファイリング技術 
使い方をステップバイステップで伝授 

日常生活の中ではなかなか『理解の大切さ』 
について学ぶ機会はありませんし、 
親や学校の先生が恋愛テクニックやコミュニケーションを 
教えてくれたりもしないわけです。 

なので、普通に真面目に生きていたら 
恋愛で悩むのも至極当然のことなのです。 

あなたのせいではないのです。 
また、恋愛テクニックを教えてくれる人はたくさんいますが、 
理解の重要さという本質的な部分を重点的に 
教えてくれる人は皆無です。 



同様に、占星術を教えてくれる先生もたくさんいますが、 
占星術という最高峰の心理プロファイリングツールを 
恋愛に落とし込んで実践的な活用方法を具体的に 
教えてくれる人もいませんでした。 

が、安心してください。 

ラブ占星術理論の威力を一度体感すれば 
一段とばしで『理解の壁』を軽やかに飛び越え 
恋愛のコツが掴めるようになります。 

============================ 
ラブ占星術セミナー詳細 

============================ 
ラブ占星術に関して今回は『セミナー』という形で 
お伝えしていこうと思っています。 

知識やノウハウをお伝えするだけならば音声ファイルや 
ビデオなどを使ったオンライン講座の方が 
圧倒的に伝達効率が良いですし楽なのですが、 
そこをあえてセミナーでやろうと考えています。 

なぜかと言えば、ラブ占星術を活用する感覚を 
掴むためには『体感』『ライブ感』『即時フィードバック』が 
非常に重要になってくるからです。 

家で自分のペースで学べる通信講座であれば 
わざわざセミナー会場に出かける必要もなく楽チンです。 

が、臨場感や実践的な体験という意味では 
リアルセミナーには遠く及びません。 



今回開催するラブ占星術セミナーは、やり方を伝えて 
すぐにその場で実践ワークをしてもらいます。 

ただ一方的にノウハウを話して伝えて 

「後は自分で頑張ってくださいね」 

というスタイルは無責任だと思いますし 
宝の持ち腐れになる可能性が極めて高いです。 

その場ですぐに実践して感覚を掴むことで 
威力をリアルに実感し、日常生活の中で 
自然に使えるようになるのです。 

実践デモンストレーション連発 
ケーススタディ大量ストック 

占星術の話をすると「本当に当たるんですか？」 
と怪訝な顔をする人も多いのですが、僕はその度に 
実践デモンストレーションをその場でやります。 

すると、ほぼほぼ目を丸くして 

「何でそんなにわかっちゃうんですか！？」 

とビックリされる事になります。 

占星術をちゃんと理解して活用するためには 
本来はある程度の勉強が必要です。 

が、今回は占星術の前提知識がゼロだったとしても 
すぐにその場で相手の特徴や欲求を見抜き、 
相手の心の深い部分にダイレクトにアクセスして 
懐に入り込む方法をお伝えします。 



前提知識ゼロでOKな極限シンプルメソッド 
に落とし込んでテンプレート化したので、 
占星術の知識はもとより、星占いが何なのかすら 
知らない人にも使えるようになっています。 

セミナーの中で「相手の理解されたいポイントを見抜くワーク」や 
「相手が一番言われたい言葉を発掘するワーク」を行います。 

その場で周りの人の欲求ポイントを発掘したり、 
シェアの内容を聴くことで、自分とは違うパターンの人が 
どんな事を欲しているのかが実感できるでしょう。 

身の回りの人をラブ占星術で分析すればするほど 
自分の中にケーススタディが積み上がっていき、 
より直感的かつディープに相手のことを 
理解することが出来るようになります。 

もちろん、自分自身を理解するためにも使えるので 
自分が何を欲しているのか、どんなパートナーと 
一緒になれば幸せになれるのかも明確になるでしょう。 

寂しさと孤独からの開放 
「理解の壁」を超える手段を持たない人は 
スレ違いや摩擦だらけの苦しい人生が 
これから先も続いていくことになるでしょう。 

寂しさ、孤独、ストレス、焦燥感などを感じながら 
理解者を求め続けることになります。 

逆に、「理解の壁」を超える方法を知っている人は 
人間関係に抜群に強くなり、プライベートはもちろん 
ビジネスも充実したものになるでしょう。 



皆が皆ビジネスで大成功する事はないでしょうが 
少なくとも寂しさや孤独からは開放されるでしょう。 

意志エネルギーロスを大幅カット 
感情タンク満タンでアクセル全開 

恋愛はエネルギー消費が激しい活動です。 

好きな人の事を考えてぼんやりしていると 
何も手につかず時間だけが過ぎていきます。 

ドキドキしたりモヤモヤしていると 
あっという間に意志の力を使い果たします。 

想いを寄せている人が他の異性と仲良くしているシーンを 
目撃したりすると不安や嫉妬が湧き上がってきて 
思考力や意志のエネルギータンクがゼロになり 
仕事どころではなくなってしまうのです。 

逆に上手く恋愛のパワーを活用していけば 
モチベーションも高水準でキープできますし 
感情エネルギー満タン状態で24時間戦えます。 

恋愛の悩みを減らすことがフォーカス力を生み、 
結果的にビジネスで成果を出す事に繋がるのです。 

ラブ占星術の理論はビジネスパートナーや 
お客さんとの関係構築にも役立ちます。 

なので、今ビジネスを頑張っている人にこそ 
ラブ占星術の理論をしてもらいたいと思います。 



ただ、今回のセミナーで 

お伝えできるのは、ほんの一部 
です。 

「え？全部は教えてくれないんですか？ 
　ははぁ、なるほど、読めましたよ！ 
　セミナーでノウハウを小出しにしておいて 
　高額なバックエンドを売り込む手法ですね！ 
　その手には乗りませんよ！」 

と思う人もいるかも知れませんが、 
半分正解で半分間違いです。 

今回のセミナーではラブ占星術の理論のコアである 
本当に重要なトップ５％のオイシイ部分だけを 
ギュギュッと凝縮してお伝えします。 

なので、必然的に細かいテクニックや個別戦略の 
作り方などの部分はカットする事になります。 

そうでもしないと伝えきれないのです。 

なぜかと言えば、ラブ占星術のベースとなっている 
心理占星術は重厚な理論体系を持っているので 
情報量がとてつもなく多くて複雑です。 

その背景や基礎理論をしっかり解説するとなると 
最低でも3日間のカンヅメ合宿を行う必要があります。 

また、情報量が多すぎると混乱してしまい 
何が重要なのかがわからなくなりますし、 
学んだだけで満足してしまう危険性もあります。 



余裕があれば全体像も学んで欲しいですが、 
現代人のライフスタイルは本当に忙しいので、 

学習コスト最小カリキュラム設計 
即結果に繋がる技法をピンポイント伝達 

することにしました。 

今回のセミナーは占星術の理論を一から学ぶものではなく、 
ラブ占星術の理論を現実に活用する方法を 
体験ワークを通して習得してもらう事が目的です。 

もったいぶらずに一番レバレッジが効く部分を 
まるっと伝授しますので安心してください。 

もちろん、もっと深い部分までじっくりと学んで 
ラブ占星術マスターになりたいという人向けには 
本格的なプログラムも別途ご案内しますので 
興味のある方は参加してもらえればと思います。 

売り込まれるのが嫌いな人はクレジットカードと 
現金を家に置いてギリギリの交通費をチャージした 
交通系ICカードだけ持ってお越しください。 

ありそうでなかった画期的プログラム 
ラブ占星術のメソッドはこれまでに 
ありそうでなかった画期的なものです。 

占星術を教えている人はたくさんいますが、 

『占星術で得た情報をどうやって具体的に恋愛に応用するのか』 



をステップバイステップで 
教えてくれる人はいませんでした。 

うちの奥さんもそうなのですが、多くの人は 
恋愛面の悩みを解決したいという動機から 
占星術を学び始めています。 

しかし、恋愛面に特化して具体的に 
踏み込んで伝えている人は見当たりません。 

確かに占星術を学べば人間心理への理解レベルは 
深まりますが、それを現実のコミュニケーションの中で 
実践できるかというのはまた別の話です。 

ラブ占星術は学びを深めるということよりも、現実的に 
恋愛に活用するところにフォーカスを当てているという点で 
間違いなく画期的なメソッドだと言えるでしょう。 

客観性と再現性にフォーカス 
独りよがりな恋愛論とは別次元 

また、恋愛テクニックを教えてくれる人も 
たくさん居るのですが、その理論のほとんどが 
個人的な体験や経験から生み出されたものです。 

恋愛テクニックを教えているくらいなので 
たくさんの恋愛経験をお持ちなのだと思います。 

が、それでもやはりその人の主観や偏見、 
思い込み、コンプレックス、タイプやパターンによる 
「偏り」がノウハウに反映されます。 

僕もこれまでたくさんの恋愛ノウハウを学びましたが、 
自分のタイプや環境に合わず、全く使えない 
再現性のない机上の空論が多かったのを記憶しています。 



既存の恋愛テクニックと占星術を融合 
相乗効果でモテ度急上昇 

もちろん、僕らが提唱するラブ占星術の理論にも 
開発者である僕らの経験や主観が入ってくることは 
否めないでしょう。 

ただし、基本的な理論の骨格となっている部分は 
重厚な歴史を持つ心理占星術が担っているので 
客観性と再現性はかなり高いと実感しています。 

そして、僕らの経験だけではなく数多くの方の 
恋愛経験をケーススタディとして参考にしているので 
その点でも普遍性はより高まっていると言えます。 

更にこれから、このセミナーに参加してくれた人の 
実体験や感覚をフィードバックとして受け取り 
理論に組み込んでブラッシュアップしていくことで 
さらに精度が高まっていく事になるでしょう。 

ラブ占星術で相手を理解した上で、効果実証済みの 
心理テクニックを相手のタイプに合わせて活用すれば 
相乗効果で恋愛効率はグッと上昇するでしょう。 

なので、あなたがこれまで学んできた恋愛ノウハウも 
無駄にはならないので安心してください。 

どんな人が参加すべきか？ 
ラブ占星術をどう使うかはあなた次第です。 



・とにかくたくさんの人と遊びたい人 
・深く理解し合えるパートナーが欲しい人 
・恋愛テクニックを極めたい人 
・好きな人の事をもっと理解したい人 
・サクサク恋愛を楽しみたい人 

などなど、どの立場の人にも 
間違いなく役に立つでしょう。 

それぞれ色んなニーズや背景があると思いますが、 
節度のある使い方をしていただければ基本的には 
どんな目的に使用していただいても大丈夫です。 

ただし、かなり強力なマインドコントロールの技術も 
組み込まれた理論なので、適切な節度を持って 
使って欲しいと思います。（バレなければOK） 

あと、一点、気をつけて欲しいのは、 
相手の内面がわかり過ぎるようになった結果、 

恋愛が退屈になる可能性 
があります。 

もちろん、出会って良いなと思った人全員もれなく 
ゲットできるようになるわけではありませんが、 
攻略できる確率は飛躍的に高まるでしょう。 

最初は心を見透かしてコントロールするのが 
楽しくて仕方ないかもしれませんが、 
わかりすぎてつまらなくなる事もあります。 



「この人はどんな人なのかな？」 
「何が好きなのかな？何が嫌いなのかな？」 

という事を少しずつ見つけ出していくプロセスを 
じっくり楽しみたい人には向いていません。 

サクサク恋愛を進めたいと考える忙しい現代人には 
うってつけのアプローチだと思いますが、 
一つひとつの出会いと、距離を縮めていくプロセスを 
丁寧に楽しみたい人は参加しないことをオススメします。 

ラブ占星術セミナーで手に入るもの 
今回のラブ占星術セミナーに参加することで 
あなたが得られるものを簡単にまとめると 
以下の3つになります。 

１，相手が理解して欲しい部分を見抜く方法 
２，自分がどんな人をパートナーに選べば幸せになれるか 
３，タイプ別の実践的な口説きアプローチ 

セミナーに参加して実践ワークを通して 
ラブ占星術を体感してしまいさえすれば、 
『理解の壁』をスイスイ簡単に乗り越え 
気になる人との距離を圧倒的スピードで縮め、 
短期間でステディな関係になれるでしょう。 

ラブ占星術の理論を習得している人同士で 
カップルが誕生すれば、お互いがお互いを 
深く理解できる「相互理解」の関係に 
発展する可能性が高いです。 



ゆくゆくはラブ占星術を習得した男女の 
マッチングイベントも開催したいと思っています。 

来場者限定特典 
セミナーに参加した方限定で、会場で特別な 
『３つのテンプレート』を配布します。 

12星座の名前すら知らないレベルであったとしても 
このテンプレートを活用するだけで、その他大勢とは 
全く違う接近アプローチをする事ができます。 

============================== 
特典＃１：欲求発見テンプレート
============================== 

気になる人の資質をチェックするための 
手がかりである「出生情報」の入手方法から 
重要ポイントを見抜いて攻め方の戦略を練るための 
ステップをシンプルなテンプレートにまとめました。 

このテンプレートを活用すれば、早ければ３分ほどで 
気になる人の色々な内面の情報をゲットする事が可能です。 

慣れればテンプレートを使わなくてもすぐに 
リサーチできるようになりますが、それまでは 
このテンプレートを活用して材料集めをしてください。 

============================== 
特典＃２：タイプ別ハッピートリガーフレーズ集 
============================== 



『欲求発見テンプレート』を活用して見抜いた情報を元に 
このハッピートリガーフレーズ集を見ながら 

『相手が一番言われたいと願っている言葉』 

を投げかけてみてください。 

かなり興味深い現象が起こります。 

人は自分が本能レベルで求めている言葉を投げかけられると 
どんなに平静さを保とうと努力しても否応なく 
ほっぺが緩んで口角が上がり、人前に出れないほど 
だらしないニヤニヤ顔になってしまいます。 

正確に数値を測定したことはありませんが、おそらくこの 
ニヤニヤ顔になっている時には信じられないくらい多量の 
快楽ホルモンが脳内で噴出しているのだと思います。 

自分が本当に言われたい褒め言葉や、 
認められたい部分をピンポイントで満たしてくれる人は 
身近なところにはなかなか居ないものです。 

なので、自分を喜ばせてくれる相手が現れたら 
好きにならざるを得ないのが人間心理なのです。 

このフレーズ集をスマホに仕込んでおけば、 
いとも簡単にいつでも他人を 
ビクンビクンさせる事が可能になります。 

バレると面倒なことになりかねないので 
きちんとロックをかけて厳重に保存しておいてください。 

============================== 
特典＃３：タイプ別ダメージフレーズ集 
============================== 



ラブ占星術の基本理論は 

「相手が求めているものを見抜き、 
　相手が喜ぶ言葉や態度を提供する」 

というポジティブなスタンスです。 

ただ、脳科学的な視点で見ると、人は 
快楽を求めるよりも痛みを避ける方に 
２倍のパワーを発揮すると言われています。 

この機能を上手に活用するためには褒め言葉による 
「アメ」だけではなく、ダメージを与える言葉という 
「ムチ」というネガティブトリガーを使うことが有効なのです。 

このタイプ別ダメージフレーズ集には 

『相手が一番言われたくない言葉』 

が数パターン記載されています。 

ムカついた時や口喧嘩をしている時にここに書かれている 
フレーズを投げかけると相手はブチ切れて激昂したり、 
はたまたガクッと膝から崩れ落ちて泣き始めたりと 
強烈なパワーを発揮することになります。 

“ある”タイミングで投げかける事で意図的に 
相手の恐怖トリガーを発動させる事ができます。 

勘の良い人ならすでにこの効果の恐ろしさに 
ピンときているかもしれませんが、 
使い方次第では強烈なマインドコントロールを 
仕掛けることも可能になってしまいます。 

かなりの危険性を伴うので、具体的な使い方は 
会場でのみお伝えします。 



２つの参加スタイル 
ラブ占星術セミナーには、『A席』と『VIP席』という 
２つの参加スタイルがあります。 

・A席　：4,700円 
（セミナーチケット１枚＋来場者限定特典） 

・VIP席：29,700円 
（セミナーチケット１枚＋来場者限定特典＋VIPスペシャル特典） 

お支払い方法はそれぞれ 
・銀行振込（一括のみ） 
・クレジットカード（PayPal／一括のみ） 
の２パターン用意しています。 

VIP席で参加される場合は以下の３つの特典が付きます。 

============================== 
VIP特典＃１：ディナー懇親会 
============================== 

セミナー終了後に会場近くの落ち着いた雰囲気のお店で 
VIP席で参加された方限定の食事会を開催します。 

ゆっくりディナーを楽しみながら、あなたの恋愛パターンを紐解き 
今後の戦略を練ったり、気になっている人、付き合っている人と 
もっと仲良くなるための具体的なアプローチを発掘していきます。 

ディナーの時間は２時間程度を予定しています。 

食事代は参加費に含まれているので安心してください。 



============================== 
VIP特典＃２：ラブ占星術鑑定セッション(60分) 
============================== 

あなたのホロスコープを僕ら夫婦がじっくり読み解き 
好きになる人のパターンや恋愛の傾向を分析します。 

その上で、あなたの事を本当に満たしてくれる人が 
どんな人で、どうすればそういう人に 
出会えるのか、攻略できるのかについて 
オーダーメイドの恋愛戦略を提案します。 

セッションのスタイルはオンライン講座アプリの 
Zoomを使って遠隔で行います。 

僕らは普段ビジネス占星術の個人セッションを 
90分／35,000円で行っているので、 
これだけでほぼ元が取れるくらいお得です。 

============================== 
VIP特典＃３：シークレットドリンク 
============================== 

市販されていない高エネルギーかつ貴重なドリンクを 
会場でプレゼントします。（ヒント：淡路島） 

このドリンクを調達して運搬したり、その他色々な 
物理的コストを考えると、VIP席は 
少数しかご用意できません。 

VIP席は各会場で限定７席までとなりますので 
あらかじめご了承ください。 



開催日程＆会場 
８月26日（日曜）東京開催 
会場：東京駅または品川駅付近 

９月２日（日曜）大阪開催 
会場：梅田またはなんば付近 

※正確な会場情報はお申し込みの方のみにお伝えします。 
※どの会場でも内容は基本的に同じです。 

スケジュール 
13時00分：会場 
13時30分：セミナー開始 
17時00分：セミナー終了 
18時00分：VIPディナー懇親会スタート 
 　　　　  （VIP参加者のみ） 

持ち物リスト 
・筆記用具（ノートやペンなど） 

・自分の出生情報（以下の３点／わかる範囲でOK） 
１，生年月日（１９◯◯年◯◯月◯◯日） 
２，生まれた場所（都道府県まででOK／海外の場合は座標） 
３，生まれた時間（母子手帳記載の時間があればベスト） 

・気になる人の出生情報（わかる範囲でOK） 

※会場の温度を低めに設定する場合があるので 
　寒さが苦手な方は上着やひざ掛けなどをお持ちください。 



Q＆A 
Q：ラブ占星術は男性向けですか？女性向けですか？ 
A：性別に関係なく活用できます。 
　　恋愛関係だけでなく、同性のビジネスパートナーや 
　　家族との関係にも応用できます。 
　　男性向け、女性向けにそれぞれに特化したテクニックもありますが 
　　その辺りは会場の参加人数の割合を見て話します。 

Q：セミナーに参加すれば100％ソウルメイトに 
　　出会うことができますか？ 
A：出会える確率は上がると思いますが 
　　保証はできません。 

Q：セミナー参加後の返金保証はありますか？ 
A：ありません。 

Q：申し込んだのですが急な予定が入って行けなくなりました。 
　　キャンセルはできますか？ 
A：開催７日前までならキャンセル可能です。 
  　開催７日前を切ったらキャンセル不可となりますので 
　　返金はいたしかねますのでご注意ください。 

Q：会場にいとうさんの奥さんも来ますか？ 
A：暴れ盛りの２歳の娘との戦いがあるのと 
　　第２子がお腹で６ヶ月なので来ません。 
　　が、遠隔で登場する可能性は否定できません。 

Q：カップルや夫婦で参加しても大丈夫ですか？ 
A：もちろん大丈夫です。 
　　「もっとお互いを理解して仲良くなるためには 
　　　どうしたら良いか？」という視点で 
　　参加していただければ有意義な時間になると思います。 

※Q&Aは質問が寄せられ次第追記していきます。 



参加までのステップ 
ステップ１： 
希望する会場と参加方法（A席／VIP席）のリンクをクリックする 

ステップ２： 
決済方法を選択し、氏名や住所を入力する 

ステップ３： 
決済が完了し、こちらで確認が取れましたら 
会場などの詳細情報をお届けしますので 
メールボックスを確認してください 

ステップ４： 
会場情報を確認後、当日の移動ルートをリサーチする 

ステップ５： 
開催当日、会場でラブ占星術を体験する 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

最後に１つお伝えしたい事があります。 

それは 

『占星術を信じる必要は無い』 
という事です。 

長い歴史はあるものの、現代科学ではまだ解明されていない 
部分も多いので、拒否反応を示す人がいる事もわかっています。 

僕ら夫婦も最初から100％信じ切っていたかと言うと 
別にそうでもありません。 



興味深さや信憑性を感じつつも、同時に懐疑的な 
目線も向け続けて、自分たちの人生を使って 
色々な検証を行ってきました。 

そして色々あって今現在のところ 
たどり着いている結果が、 

「信じる必要は無いけれど 
　活用した方がメリットが大きい」 

という考えです。 

占星術はただの占いというカテゴリーに分類するのが 
もったいないくらい実用的な理論です。 

そして、その理論を活用した恋愛メソッドを使えば 
もっと充実した恋愛が楽しめるようになるのは 
間違いないと確信しています。 

僕ら夫婦は相互理解できるパートナーを見つけ 
恋愛市場の第一線から撤退しました。 

なので、ぜひあなたにこの『ラブ占星術』の理論を 
実際に恋愛市場で活用してもらい、 
最高の恋愛を楽しんでもらいたいと思います。 

それでは、あなたと会場でお会いできるのを 
楽しみにしています。 

いとう まさや 
かなえ 



8月26日東京：A席で参加する 

8月26日東京：VIP席で参加する 

9月2日大阪：A席で参加する 

9月2日大阪：VIP席で参加する 

http://mi68.jp/l/u/tokyo0826a
http://mi68.jp/l/u/tokyo0826vip
http://mi68.jp/l/u/osaka0902a
http://mi68.jp/l/u/osaka0902vip

