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九星早見表
ご自分の生まれた年から、運勢を司る九星とそれに対応する開運石を下記の表にてご確認してください。

一白水星

昭和 年（1954）29

昭和 年（1963）38
昭和 年（1972）47

昭和 年（1981）56
平成 年（1990）2

昭和 年（1952）27

昭和 年（1961）36
昭和 年（1970）45

昭和 年（1979）54

昭和 年（1988）63
平成 年（1996）8 平成 年（1995）7 平成 年（1994）6平成 年（1997）9平成 年（1998）10平成 年（1999）11
平成 年（2005）17 平成 年（2004）16 平成 年（2003）15

平成 年（1993）5 平成 年（1992）4 平成 年（1991）3
平成 年（2002）14 平成 年（2001）13 平成 年（2000）12平成 年（2006）18平成 年（2007）19平成 年（2008）20

昭和 年（1951）26

昭和 年（1960）35
昭和 年（1969）44

昭和 年（1978）53

昭和 年（1987）62

昭和 年（1950）25

昭和 年（1959）34
昭和 年（1968）43

昭和 年（1977）52

昭和 年（1986）61

昭和 年（1949）24

昭和 年（1958）33
昭和 年（1967）42

昭和 年（1976）51

昭和 年（1985）60

昭和 年（1948）23

昭和 年（1957）32
昭和 年（1966）41

昭和 年（1975）50

昭和 年（1984）59

昭和 年（1947）22

昭和 年（1956）31
昭和 年（1965）40

昭和 年（1974）49

昭和 年（1983）58

昭和 年（1946）21

昭和 年（1955）30
昭和 年（1964）39

昭和 年（1973）48

昭和 年（1982）57昭和 年（1989）64
平成 年元

昭和 年（1953）28

昭和 年（1962）37
昭和 年（1971）46

昭和 年（1980）55
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水星
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四緑
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五黄
土星

六白
金星

七赤
金星

八白
土星

九紫
火星

二黒土星 三碧木星 四緑木星 五黄土星 六白金星 七赤金星 八白土星 九紫火星
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九星は中国発祥のため、中国で使用されている旧暦を基にしています。1月1日から2月3日うまれの方は、前年生まれと同じ九星になります。

例 昭和30年（1955年）2月3日生まれの場合→昭和29年（1954年）と同じ「一白水星」となります。 昭和30年（1955年）2月4日生まれの場合→昭和30年（1955年）と同じ「九紫火星」となります。

注意月です。表面上は、全て上手く行っている様に感じ
ますが、次第に運気は下降して来ます。自分が中心に
なって物事を進めて来たつもりになっていますが、周
囲の協力が無いと上手く行かないです。トラブルを回
避するには、感謝の気持ちを表して下さい。

良好月です。何をしていても楽しく過ごせます。恋愛運
も好調で、多くの出会いのチャンスに恵まれそうです。
ただし、全てが良い訳ではないので、悪縁にならない様
に見極めて下さい。仕事運も大変良いです。うっかりミ
スに注意。

要注意月です。良かれと思ってした事が、却って誤解さ
れて、事態が悪化したりして気分が落ち込みそうです。
新しい事には挑戦しないで、現状維持を心掛けていて
下さい。金運も落ちていて、予定外の支出が多くやり繰
りが大変です。出来る所は節約して下さい。

困難月です。何事も思い通りにならなくて、がっかりし
そうです。親しい人と別れたり、秘密が露見して、窮地
に立たされそうです。じたばたしても、悪化するばかり
です。ありのままに、慎重に行動されて下さい。金運は
大金を持ち歩かない様に、盗難注意。

停滞月です。まだ運気は下降していますが、苦しい時に
助けてくれる人こそ、真の友人です。大切にして下さ
い。誠実に対応していると、必ず道は開けて来ます。諦
めず、希望を持っていると運気はだんだん良い方向に
向いて行きます。ストレスからの体調悪化に注意。

上昇月です。幸運の波に乗って、次々に課題をこなせま
す。新規の事にも機転を利かせて上手く対応出来そう
です。愛情運も上がっていますが、親しき仲にも礼儀有
りです。余裕が無くても、優しさを忘れずに。

盛運月です。公私ともに忙しくて、とても充実した日々
を過ごせそうです。好調だからと言っても、自分のキャ
パ越えしてまで物事を引き受けてしまっては、後々困
ります。出来ない事は断って下さい。恋愛運も高く、素
敵な人を紹介されそうです。

吉凶半々月です。今月は、過ごし方次第で、吉と出るか、
凶と出るかに別れそうです。努力して来た人には、素晴
らしい結果が待っています。人に知られたくない事が
有る人は悪事が明るみに出て、苦戦しそうです。恋愛運
は、別れても忘れられない人に連絡を。

大吉月です。今まで努力して来た事が認められて、勢い
がで出来ます。仕事運はとても良くて、収入もアップし
そうです。恋愛運も好調です。独身の人には、良いご縁
が出来そうです。長い付き合いの人は一緒に遠出する
と、結婚の話が進みそうです。

好転月です。努力を重ねて来た事が、報われて来ます。
功を急がず、一つ一つ丁寧に取り組んで下さい。金運は
まずまずですので、余裕が有れば、貯蓄に回して下さ
い。後々必要なお金になりそうです。体力も回復して来
ています。不注意からの怪我に注意。

好調月です。金運は上がっていますので、以前から欲し
かった物が、手に入れられる時です。人間関係は、誠実
に丁寧に対応している姿を見て、良い縁談が舞い込み
そうです。好調な時程、調子に乗ってしゃべって失態を
招かない様に気をつけて下さい。

良好月です。過去の親切や施しが今になって日の目を
浴びそうです。今月は何かと注目されやすいので、控え
目な行動が無難でしょう。恋愛運も良好ですが、同性か
ら、妬まれない様にしていて下さい。健康運は、過去の
病気の再発に注意していて下さい。

注意月です。親しい人とのトラブルが出るかもしれま
せん。自分に非が無くても、丁寧に対応して下さい。金
運は下降気味なので、衝動買いは、駄目です。契約も慎
重に考えて下さい。恋愛運は、上がっていますが、多忙
から連絡しないと、消滅してしまいそうです。

発展月です。計画して来た事を実行に移す時です。向上
心を持って頑張る姿が評価されて支持されそうです。
粘り強さが、自信になります。恋愛運は上がっています
が、相手の話をよく聞かないで、早合点してしまうと、
トラブルになりそうです。

良好月です。運気は徐々に上がって来ています。先行き
に明るさも見えて来ました。まだ運気は上がり切って
いないので、引き続き、何事にも用心しながら進めて下
さい。家族からの応援がとても、励みになって元気が出
ます。周囲の人に感謝を伝えて吉。

上昇月です。今月は、普段から真面目にコツコツと徳を
積んで来た人には、とても素晴らしい月になりそうで
す。人に認められ、高い評価を得られ昇進しそうです。
反対に人に意地悪をしたり、隠し事が有る人には、悪事
が発覚して追求されるかもしれません。

変化月です。仕事も、人間関係も充実していたのに一気
に、陰りや迷いが出て来そうです。不安を感じて、変化
を求めたくなるかもしれません。今までの情熱が失わ
れてしまうかもしれませんが、諦めないでいれば、必ず
盛り返します。感情的にならない様に。

注意月です。何事も思う様に進まなくて、気落ちしそう
です。これからの計画を立てるのには、絶好の機会で
す。良いアイデアが次々に浮かんで来そうです。今月は
無理せず体力を温存していて下さい。恋愛運は上がっ
ていますが、危険な恋には深入りしない様に。

平成 年（2014）26 平成 年（2013）25 平成 年（2012）24 平成 年（2011）23 平成 年（2010）22 平成 年（2009）21平成 年（2015）27平成 年（2016）28平成 年（2017）29
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