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運気をロジカルにアップさせる
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～仕事・お金・恋愛・人間関係

運気爆上げプログラム～ 
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運気をロジカルにアップさせる 5 つの方法 

～仕事・お金・恋愛・人間関係の運気爆上げプログラム～ 

★はじめに 

この度は「運気をロジカルにアップさせる 5 つの方法～仕事・お金・恋愛・人

間関係の運気爆上げプログラム～」にお申し込みいただきましてありがとうご

ざいます。 

私は、ドクター☆ロジカル開運コンサルタントの大和田瑞乃と申します。 

今はこのような開運についてお伝えするお仕事をしていますが、 

それまではちょっと変わったキャリアを歩んできました。 

早稲田大学で環境心理学を専攻したあと、東京大学大学院で保健管理学と建築

学を学び、温泉保養地の研究で博士号を取得しました。 

 

自らも 30 年以上、温泉を活用した有気取りを続け、 

ドクター☆ロジカル開運法を実践して来ましたが、 

2007 年に山形県のある町から、町営日帰り温泉施設の活用状況に関する調査を 

依頼されたことをきっかけに起業し、株式会社アセンダントを設立しました。 

同年、イタリアで保険適用となっている人気の温泉泥療法(ファンゴセラピー)

を、事業として日本に初めて導入しました。 



5 

COPYRIGHT © 2021 MIZUNO OWADA 

以来、13 年間で延べ 2,000 人以上に、ファンゴの施術を手がけ来ました。 

温泉をセラピーなどに活用して多くの人を癒すことで、大自然のパワーがとて

つもなく人間の心身に影響を及ぼすことを体感してきました。 

 

このスゴイ効果をもっと多くの人に広めるべく、 

2016 年には箱根強羅地域に保養所を購入し、 

温泉旅館(箱根強羅温泉・瑞の香り)として開業し、今に至っております。 

世界中の温泉地を数多く視察した経験から、吉方位旅行や有気取りの目的にか

なう温泉地、温泉施設を紹介したいと考えております。 

 

ドクター☆ロジカル開運法の完全個別セッションでは、 

金運、ビジネス運、人間関係運の上昇、人生の大一番での開運法、子供のお受

験対策などを行っています。 

会社経営者やビジネスパーソン、ミドルマダムからエグゼクデイブシニアま

で、大いなる気付きと確実で迅速な開運と問題解決が定評です。 

一度限りではなく、永続する開運行為が習慣化できるよう徹底サポート。 

そして何よりも「最高の人生が見つけられた」とのお声を多数頂いています。 
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今回ご興味いただいた「運気をロジカルにアップさせる5つの方法～仕事・お

金・恋愛・人間関係の運気爆上げプログラム～」は、私の人生の中での経験

や、学んだ知識・学問の集大成となる開運法です。 

 

その道のりの始まりは、中学生の時に河合隼雄氏の著書「無意識の構造」を読

み、人の意識の大部分を占めている「無意識」に興味を持った処からでした。 

繊細な「ベネチアンガラス」の思春期を経て、イケイケのバブル絶頂期。そし

ていくつもの紆余曲折の末、気付くと半世紀以上も生きておりました。 

千載一遇のチャンスを得ることもあれば、信じられない裏切りの末に、どんで

ん返しの大逆転など。けっこう波乱万丈の人生を歩み、気付くと「強化ガラ

ス」どころか「防弾ガラス」への変容を余儀なくされておりました(笑)。 

 

そのようなことを経験する過程で、様々な分野の専門家・師と呼べる方々から

の教えを学び、それらの知識を咀嚼し、自分なりに考えて体系化し、実証しな

がら行きついたのが、「運気をロジカルにアップさせる5つの方法」です。 

あなたにとって「最高の人生をみつける」ために少しでもお役に立てれば、 

とてもうれしく思います。 
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★著作権について 

「運気をロジカルにアップさせる5つの方法～仕事・お金・恋愛・人間関係の

運気爆上げプログラム～」（以下、本冊子と掲載します）は、著作権法で保護

されている著作物にあたります。本冊子の取り扱いについては、以下の点にご

注意下さい。 

◆本冊子の著作権は株式会社アセンダントと大和田瑞乃（以下、「発行者」と

します）に属します。 

◆発行者の書面による事前許可なく、本冊子の一部、または全てを印刷物、電

子ファイル、テープレコーダー、ビデオ、CD、DVD、WEB サイト等のあらゆ

るデータ蓄積手段により複製、流用、転載等をすることを禁止します。ただ

し、個人使用の場合のみ、この限りではありません。 

<使用許諾約款> 

本約款は、本冊子を購読した個人・法人（以下、「クライアント」といいま

す）が本冊子を利用するにあたり、以下の条項を遵守していただくための約款

となります。当該約款を必ずお読みいただき、遵守していただけない場合は、

発見次第、法的手段を執らざるを得ませんので、何卒ご了承下さい。 

第１条＜本約款の目的＞ 

発行者が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本約款に基づきクライアン
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トがその範囲内において使用する権利を承諾するのもとする。 

第２条＜禁止事項＞ 

本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。クライアント

は本冊子から得た情報を発行者の書面による事前許可を得ずして出版・講演活

動および電子メディアによる配信等により一般公開することを禁じます。特に

本冊子を第三者に渡す事は固く禁止します。クライアントは自ら使用するため

のみに本冊子に書かれていることを使用できるものとします。 

第３条＜契約の解除＞ 

クライアントが本契約に違反したと発行者が判断した場合、発行者はいかなる

通告も無く、使用許諾契約書を解除できるものとします。 

第４条＜損害賠償＞ 

前２条の違反行為によって発行者に損害が生じた場合、クライアントは当該損

害について賠償の責を負うものとします。 

第５条＜責任の範囲＞ 

本冊子の情報の使用の一切の責任はクライアントにあり、この情報を使って損

害が生じたとしても、発行者は一切の責任を負いません。 

 

 



9 

COPYRIGHT © 2021 MIZUNO OWADA 

★ドクター☆ロジカル開運法とは 

ドクター☆ロジカル開運法とは①紫微斗数鑑定、②ヒプノセラピー、③建築

風水、④吉方位旅行、⑤温泉有気取りを組み合わせて活用した開運方法です。 

「自分の宿命と潜在意識を知り、置かれた環境を整え、対策を立てる」という

順番で 5 つの方法を実践することで、驚くほど効果的な問題解決、すなわち開

運を成し遂げることができるのです。 

では、なぜ運気を上げるのに、これら 5 つの方法が必要なのでしょうか。 

5 つの方法にはそれぞれに役割がありますが、それは下記のようになります。 

① 紫微斗数  ➡ 宿命を知る 

② ヒプノセラピー ➡ 潜在意識を知る 

③ 建築風水  ➡ 環境を整える 

④ 吉方位旅行  ➡ 対策を立てる 

⑤ 温泉有気取り ➡ 対策を立てる 

孫子の兵法に「彼を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉があります。 

「向かう相手の実情と自分の実力を正しく知ることで、負けない戦い方ができ

る」という意味です。相手の優位性について知るだけでなく、自分の特性や弱

点についても知ることが重要で、これを開運に置き換えるならば、 

まずは「自分の宿命を正しく知ることが大事」ということになるでしょう。 
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★宿命を知るための紫微斗数 (第 1 の方法) 

生まれついた宿命は、自分の力では変えることはできません。しかし古来よ

り伝わる統計学、すなわち伝統的な命理学としての学問を知ることで、ある程

度の傾向性と流れを事前に知ることができます。その学問の一つに紫微斗数が

あります。 

紫微斗数は、私たちが良く知る四柱推命と双璧を成す、中国を代表する占星

術です。四柱推命は太陽暦に基づいているため、様々な事象の凶吉を占うのに

長けています。一方で紫微斗数は太陰暦に基づいており、人間の心理状況・前

世・因縁などを占うのに適しています。 

また紫微斗数、太陰暦を用いる西洋占星術と同様に、12 の宮からなるホロス

コープ・チャート(命盤)を作成して判断します。西洋占星術は実際の天体の運

行を観測・計算し、それにもとづきホロスコープを描くのに対し、紫微斗数は

東洋占術特有の 10 干 12 支と旧暦との関係を「星」という象徴に表わしてホロ

スコープに配する点です。 

人生上のあらゆる出来事を１２のカテゴリー（十二宮）に分類し、この十二

宮に虚星を配して、宮の意味と星の意味を重ね合わせて目的別に詳細な判断を

するのが特徴です。時間的変化を克明に表わしていきますので、あなたの過

去、現在、未来までも情報を提供してくれるのです。 
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 ドクター☆ロジカル開運法ではまず初めに、紫微斗数によって宿命を詳しく

読み解きます。それを手がかり(羅針盤)として、問題解決を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紫微斗数の命盤 

★人生がうまく回るための 2 大要素とは 

ところで、「人生がうまく回るための 2 大要素」って何だと思いますか? 

それは、「潜在意識(無意識)」と「環境」です。この 2 つを私たちがうまくコ

ントロールできるようにすれば、少なくとも今まで以上に、私たちは「人生を

うまく回す」、すなわち運気をアップさせることができるはずなのです。 

 当たり前のことですが、普段私たちが考えたり発言したりする行動のほとん
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どは、すべて自分が意識的に行っているもの、と誰もが思っています。 

 確かに私たちは、自分の意識によって行動していることは事実ですが、それは

このイラストのように、ほんの「氷山の一角」に過ぎない部分なのです 

 人間の考え・心・行動などの「意識」

は、海上に出ている「氷山の一角」に過

ぎず、海面下にはその意識をはるかにし

のぐ、巨大な「無意識」という領域が隠

れている。意識的にとったつもりの行動さえ、この無意識の影響を受けている

のだというわけです 

  このように唱えたのは、精神分析学、夢判断などで知られる心理学者、ジー

クムント・フロイトです。私が中学生の時に読んで感化された「無意識の構

造」という著作の中で紹介されていました。 

「意識」は自覚できて自分で判断できる「顕在意識」と、自分では自覚でき

ない「潜在意識(無意識)」に分かれます。 

自分で意思決定できる「顕在意識」は、

たった 5～10%にすぎないそうです。 

そして私たちの「あらゆる記憶」や「思

考パターン」、「習慣」や「人格」な
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ど、現実を創っているのは「潜在意識(無意識)」の方で、全体の 90～95%を占

めることになります。ですから、自分が望むように生きるためには、まずこの

「潜在意識(無意識)」を、なんとかするしかありません。 

 

★潜在意識を知るためのヒプノセラピー (第 2 の方法) 

 そこでドクター☆ロジカル開運法では、ヒプノセラピーを用いてこの潜在意

識にアプローチしていきます。人にはこうしたいという願望があっても、それ

らを阻む過去の記憶や幼少期のトラウマなどにより、どうしても実行できない

ことがあります。強い思い込みや、変えられない思い癖、固定概念についても

同様で、歩もうとする願望や目標に対して妨害をします。しかもこれらは全て

潜在意識(無意識)レベルでの問題なので、自分の力で克服することが難しいと

いう厄介な存在です。 

人は誰でも催眠の状態に入りますので、問題解決や願望達成に向けての近道

は、催眠や暗示を使って潜在意識(無意識)にアプローチするヒプノセラピーを

用いることです。催眠状態とは変性意識状態とも言われ、潜在意識と顕在意識

がつながった状態のことです。催眠状態では過去の辛い記憶を書き換え、自分

が望む現実や未来を創りだすための良い暗示を与えることもできます。場合に
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よっては、過去生と思われる記憶や心的イメージを催眠下で確認することで、

心身に悩みや課題が消え、新たな理解が得られたりもするのです。 

開運に潜在意識(無意識)を用いることが、ドクター☆ロジカル開運法の大き

な特徴であり、強みでもあります。 

 

★建築風水であなたの身の回りの環境を整える (第 3 の方法) 

顕在意識と潜在意識を取り巻く世界には、我々が生きる環境がありますが、

環境もまた潜在意識と同様、自分の力で変化させにくい存在です。 

 ドクター☆ロジカル開運法では、建

築風水を用いてあなたを取り巻く住ま

いやオフィス、店舗など生活環境の

「気」についても整えていきます。 

近年は風水ブームの影響で多くの風水グッズが売られていて、占いと並んで

たくさんの情報が巷にあふれています。しかし残念ながら、本来の風水からは

遠くかけ離れた情報が多く出回っていることも事実です。 

風水とは「天文地理風水」の略で、もともとは 4000 年ほど前に確立した、

れっきとした学問です。現代のように科学が発達していなかった時代に、
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「気」という概念を用いて自然の成り立ちや理(ことわり)、宇宙を含めたすべ

ての法則などを解き明かそうとした先人たちの知恵の結晶でもあるのです。 

  少し専門的な話になりますが、「天文地理風水」の「天文」は暦(方位・時

間・日取り)を、「地理」は地理(地形・間取り)を意味します。確実に開運して

いくためには「天文」と「地理」の両方をカバーしていく必要があります。 

ドクター☆ロジカル開運法では、建築風水で「地理」を、のちに紹介する吉方

位旅行と温泉有気取りで「天文」を押さえていきます。 

 風水については様々な流派と考え方がありますが、ドクター☆ロジカル開運

法では、一般社団法人日本風水建築協会の教義にのっとります。住まいやオフ

ィス、店舗など生活環境について、それぞれ「きどり図」を作成し、同居する

家族や職場のスタッフに至るまで、様々な対策を考えていくことができます。 

きどり図 



16 

COPYRIGHT © 2021 MIZUNO OWADA 

「きどり図」とは「地理風水」の考え方を取り入れて、生活環境の「気」を

読み解いたインテリアマップのことです。家の中心(重心)から８分割し、気の

エリアを診断していきます。 

家の中には 5 つの気が流れているので良い気は更に良く、悪い気には気の流

れを良くする観光植物や水晶などの様々なアイテムで対策を立てます。きどり

図は玄関の向きに応じて、８パターンあります。 

 きどり図で重要なのは、住む人の自気タイプです。自気タイプは地球の磁場

と人の体内の磁場の相性を 8 つに分類したものです。中国から伝わる疫学での

8 つの基本図像「八卦(はっけ)」から来ており、これを自然像である 

「天・沢・火・雷・風・水・山・地」に置き換えたものでもあります。生まれ

た年と性別で決まり、それぞれの本質に応じた開運方法があります。 

 すまいの場合は、寝ている場所と枕の位置を、きどり図に落とし込んでいき

ます。人は寝ている時が一番無防備ですし、一定の場所に長時間とどまること

になります。そこで重要なのが自気タイプと相性の良い気の流れのある場所、

良い枕の位置で睡眠を取るということです。この環境を整えることで、眠りの

質が上がり、ストレスも解消され、本来持ってるはずの直感力や潜在能力が高

まり、仕事・人間関係が向上し、願望達成や開運に直結するというわけです。 
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「乱気」という気の乱れた方位の部屋にはサボテンなどを置くこともありま

すが、気の流れの悪い部屋の植物は早期に枯れることがあります。そんな部屋

を寝室にしていたら、どうなるでしょう?  自気タイプで相性の良いエリアを

寝室に選ぶというのは、結果の出やすい建築風水の手法の一つです。 

 ドクター☆ロジカル開運法で行う建築風水の最大も大きな特徴としては、ど

んな場合においても、必ず対策が立てられるということです。風水で凶相の土

地・家に住んでいる場合でも、安易に引っ越しや改築ができないというのが現

実でしょう。今ある状況の中で、家族構成の中でのベストな提案をできること

が本来の学問として、風水が果たす役割です。もちろん引っ越しの方位や各種

契約、結婚式、上棟式、開店の日取り、神棚や仏壇を置く位置、家族一人一人

に対する寝室の位置、水槽を使った調整方法などもアドバイスできます。 

ドクター☆ロジカル開運法では、風水を単なる占いとしてではなく、実用的

な学問として活用していきます。自然と調和した住環境を増やすことでそこに

住んでいる家族、働いている人々、地域全体、日本全国、そして地球自体を、

良い気の流れる環境に変えていくことをミッションにしたいと考えています。 
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★吉方位旅行で楽しく運気を味方につける (第 4 の方法) 

 2020 年は新型コロナウィルス感染症が全世界で猛威をふるい、日本でも緊急

事態宣言が発令されるなど、未曽有の一年になりました。また 2020 年 12 月

22 日に木星と土星が重なる「グレート・コンジャンクション」を皮切りに、

「地の時代」から「風の時代」に切り替わることなど、まさに今は時代の変革

期です。こんな時にこそ、明るく楽しく運気を味方につけることが大切です。 

 宿命と潜在意識(無意識)の領域を知り、自分が生きる身の回りの環境を整え

た後は、開運を呼び込み、良運を継続するために必要なアクションとして吉方

位旅行を行います。これがドクター☆ロジカル開運法での第 4 の方法です。 

私は 18 歳の時からずっと吉方位旅行を実践してきました。またそれと共

に、合計８回の吉方位への引っ越しを行っています。やはり身をもって体験し

なければ、その一連の開運法の本当の意味や素晴らしさがわからないと感じて

います。 

 先ほど、「天文地理風水」の「天文」は暦(方位・時間・日取り)を、「地

理」は地理(地形・間取り)を意味すると説明しました。確実に開運していくた

めには、建築風水と両輪で、吉方位旅行と温泉有気取りを実践し、良運を維持

継続していく必要があります。ここではまず吉方位旅行について説明します。 
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A) 吉方位旅行とは 

 吉方位旅行とは、自分の生まれ年である本命星に基づいて吉方位に旅行し、

その方位が持つ良いエネルギーを吸収し充電する開運法のことです。 

吉方位先の神社などで御神水を頂いたりもするので、「お水取り」とか、「有気

取り」、あるいは「祐気取り」と言われたりもしています。 

本命星は、生年月日をもとに割り出します。誰でも、一白水星、二黒土星、

三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白水星、七赤金星、八白土星、九紫火星、

どれかの本命星に属します。しかし 1 月 1 日から 2 月 3 日もしくは４日に生ま

れた人は、前年の本命星になります。特に 2 月 3 日と 4 日は節の変わり目で、

生まれた時間によって前年か今年かに分かれます。また吉方位も本命星によっ

て、毎年、毎年変わるのでこちらも間違えないように注意が必要です。 

 

B) 吉方位旅行のやり方 

毎年、毎月変わる自分の吉方位に向けて良い時期を選び、自分が普段寝泊ま

りしている自宅などから、約 100km 以上離れた場所に最低でも１泊(これには

条件あり)、可能ならば 3 泊以上します。移動距離は長いほど、また宿泊日数は

長いほど、そして何度も繰り返すほど、吉方位効果は大きくなって現れます。 

流派によっては、吉方位旅行は日帰りでも良しとしている所もありますが、
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私は必ず宿泊することを推奨しています。 

最低で１泊としていますが、この場合は条件があって、 

① 確実に 100km 以上離れた場所に行く。 

② 吉方位エリアには 13 時頃までに入り、開運行動(P23)を実践。 

③ 宿泊先では、還元力が高く泉質管理の良い温泉に何度も入浴(P26)。 

④ 宿泊施設でゆっくりと体を休め、睡眠をたっぷりとること。 

⑤ チェックアウト後も開運行動(P23)を続け、昼過ぎまで滞在。 

 

つまり、たった 1 泊の場合は、トータルできっちり 24 時間吉方位にとどま

るようにして下さい。夜遅くに行って、朝早く帰るなんて意味がありません。 

とはいえ、吉方位効果をすぐに実感できるのは、100km 以上先での吉方位に

３泊以上滞在することです。これは方位学者の西谷泰人氏も同じことを言って

おられます。忙しい現代人、特にビジネスマンにとって、100km 以上の旅行を

何泊もすることの難しさは承知しています。また遠方に行って連泊し、開運行

動を続けることは、実にお金のかかることでもあります。 

しかし吉方位旅行ですぐに効果を実感したいと思うならば、お金と時間を費

やして「100km 以上 3 泊以上」の原則を守ってください。 

その場合も、上記③④と開運行動は必ず実行して頂きたいです。 
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C) 吉方位の割り出し方 

方位盤は家相を見る方位盤とは少し違い、東西南北を各 30 度ずつ、そして

東北、東南、南西、北西を各 60 度ずつ取るようになっています。起点は自宅

ですが、60 日以上住んでいる場所を自宅としてください。引っ越ししてまだ

60 日経っていない場合は吉方位が不正確になりますから、60 日以降経ってか

ら実践することを薦めます。また頻繁に会社などに泊まったり、別宅がある方

については、その場所と自宅の場所を勘案しながら吉方位を定めていきます。 

 

D) 吉方位先の選び方 

吉方位旅行は建築風水とセットで実践すると、最高の開運効果が得られま

す。そして開運したい心願によって、どの吉方位に旅行するかの意味合いが異

なります。もちろん本命星によって毎年毎月の吉方位は異なってくるのです

が、吉方位が同月で複数になった場合は、迷わず自分の心願の叶う方位を選ぶ

べきです。 

以下に吉方八方位の主たる事象を示します。 

✓ 北(子)  ➡ セックス、結婚、愛情、交際 

✓ 東北(丑・寅) ➡ 蓄財、強い変化、相続、継承 

✓ 東(卯)  ➡ やる気、独立、成功、若さ 
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✓ 東南(辰・巳) ➡ 結婚、信用、調和、人間関係 

✓ 南(午)  ➡ 脚光、スター性、創造力 

✓ 西南(未・申) ➡ 忍耐力アップ、家庭、土地 

✓ 西(酉)  ➡ 結婚、金運、恋愛、享楽 

✓ 西北(戌・亥) ➡ 上司、引き立て、権力、勝負 

 

E) 吉方位先で行うこと 

 吉方位旅行先を選ぶ場合に最も重要視してほしいことは、還元力の高い温泉

に入れる所を選ぶことです。さらに温泉が良くとも、泉質管理の悪い施設では

開運は望めません。これらについては次の温泉有気取りの項目で詳しく述べて

いますので参考にしてください。 

 温泉と共に、自然環境が豊かで静かに良いエネルギーをチャージできる場所

を選んでください。東京や大阪など人口の多い都市部ではなく、山や海、川、

森、湖など、自然豊かな環境がおすすめです。 
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 そして目的地に到着したら、以下の開運行動をとって過ごしてください。 

✓ 還元力の高い泉質管理の良い温泉に何度も入浴する 

✓ 現地をできるだけ歩いて、良いエネルギーをチャージする 

✓ 早起きして朝日をしっかり浴びる 

✓ 吉方位の地の物(海産物・農産物など)を賞味する 

✓ 神社・仏閣などにお参りをする 

✓ 吉方位のお祭りや芸能、劇場、博物館、美術館などに行って鑑賞する 

✓ 吉方位のスポーツや農業体験、陶芸体験などに参加する 

✓ お土産品(現地で加工された食べ物、飲み物、海産物、農産物など)を買う 

✓ 身につけられるお土産品(工芸品、宝石、アクセサリーなど)を買う 

✓ 吉方位のお水(井戸水、水道水、現地のミネラルウォーターなど)を飲む 

✓ 吉方位のお水(井戸水、水道水、現地のミネラルウォーターなど)を持ち帰る 

✓ 吉方位の神社・仏閣などで御神水が取れれば、持ち帰る 

✓ 吉方位で作られた飲み物(果汁ジュース、ワインやお酒など)を飲む 

✓ 吉方位で車にガソリンを入れる 
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F) 吉方位旅行に行くとどんな変化が起きるのか 

 私たちは日常の中で様々なストレスや人々から出される悪い気、電磁波など

に常にさらされています。吉方位旅行に行くと、そうして乱れた心身が正常に

戻ることで、意識が変わり、行動が変わり、運気がアップしていきます。 

最短でロジカルに開運するために、吉方位旅行の前にはヒプノセラピーで自分

の潜在意識を知って方向性を定め、建築風水で生活環境を整えておくとさらに

良いでしょう。それと旅行前には、自宅の掃除をしてから出かけて下さい。 

良い気をたくさんチャージしてきたのに、帰宅する自宅が汚れていてはせっか

くの効果が目減りしてしまいます。 

 また吉方位の効果は、「1、4、7、10、13」に出やすいという法則があると

言われています。つまり旅行に行った 1 ヶ月後、4 ヶ月後、7 ヶ月後、10 ヶ月

後、13 ヶ月後のいずれかに出るといわれています。 

しかし私の経験では、それをドンピシャで感じたことはあまりありません。

むしろ印象に残っているのは、吉方位旅行を計画した瞬間から開運効果が始ま

っているのではないかという体験です。それと旅行中に幸運なことや、ダイナ

ミックに事態が変化していく知らせなどが入ることが多いです。 

 以上から、吉方位旅行は早めに計画して、カレンダーや手帳などにメモして

おくこと。時々手帳を眺めてワクワクしたり、宿泊する旅館や温泉のことを詳



25 

COPYRIGHT © 2021 MIZUNO OWADA 

しく調べたり、現地で行う開運行動について楽しく計画したり、現地に問い合

わせしたりすることをお薦めます。 

 

G) その他、吉方位旅行が与える影響について 

吉方位旅行は、家族や恋人、友人たちとワイワイ楽しむものではなく、1 人

で行く方が良いとされています。仲が良いとはいえ、他の人が一緒だと、相手

に気を遣ったり、気が散ってしまうことがあるからです。吉方位旅行でチャー

ジできる良い気は、自分だけのために使ってほしいと感じます。 

さらに吉方位旅行の目的地があなたにとって吉方位であっても、一緒に行く

相手には凶方位という場合もあります。相手が吉方位旅行と意識しないで付き

合ってくれるのならば良いですが、どうしても誰かと一緒に行きたい時は、自

分と同じように目的地が吉方位にあたる人と行くと良いでしょう。 

もうひとつ、吉方位旅行の効果は、気持ちが通い合う同居の家族にも良い影

響を与えます。例えば忙しいご主人に変わって、奥様にとって良い吉方位に、

奥様が旅行することでも、ご主人に良い影響を与えます。この場合は双方が

「気持ちの通い合う関係」ということが大事で、同居していても別居状態の仲

の悪い夫婦の場合には通用しません。同様に、例えば受験のお子様のために、

お母様が実践しても良い作用が生じるということになります。 
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しかし注意しておきたいのが、60 日以上滞在すると方位取り（引っ越し）と

なってしまうことです。そんなに長く旅行をすることはないとは思いますが、

吉方位旅行に長すぎる滞在は向いていません。 

いずれにしても、心から楽しいと思える吉方位旅行を、無理なく実践するこ

とが大切です。吉方位とはいえ、旅行することが苦痛だと効果がありません。

また旅行中のいさかいごとやけんかなどもタブーです。穏やかに心から楽しい

と思える吉方位旅行をしましょう。 

さらに開運行為とはいえ、忙しいビジネスマンや会社社長が 3 泊以上 100km

以上の旅行を繰り返えすことはいかに大変か、良くわかっております。 

そこで泊数を短縮しても濃厚な結果が得られる方法を、次にご紹介します。 

 

★温泉有気取りという提案 (第 5 の方法) 

 温泉有気取りとは、吉方位旅行において訪れた吉方地域で、高い還元力と泉

質の良い温泉に入浴して、「心身の浄化」と「良い気の充電」を図ることで、

ドクター☆ロジカル開運法における第 5 の方法です。温泉には自然のエネルギ

ーである五行の要素(木・火・土・金・水)を全て含んでいるので、きわめて理

想的です。これをきちんと実行すれば、以前から行われてきた神社仏閣などで

のお水取り(御神水を頂く行為)と同等以上の効果があると考えています。 
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近年、一部のマナーの悪いお水取り実践者が増えたことで、その行為を禁止

する神社などが目立つようになりました。確かに、お水取りのために長い行列

ができるようになり、しまいには「指定された時間内にお水が取れない」な

ど、口論を始める人たちを、何度か目にしたことがあります。これではせっか

くの開運行為が台無しになります。また並んでいる間、そうした人たちのイラ

イラした悪い気が伝わってくるのも、耐えられるものではありません。 

  

さらには環境の変化で、地下水の水質が悪くなり、せっかく取らせて頂いた

お水も、安心して飲めないというケースも見受けられます。また今年からは、

新型コロナウイルス感染症対策で手水舎が使用禁止になるなど、お水取りとい

う開運行為は年々実践しにくい状況に置かれています。 

お水取りの作法として、必ず有料のご祈祷をしてから実行するように案内を

する神社もあります。それでも何本もペットボトルや水筒を抱えたお水取り実

https://ameblo.jp/doc-logical/image-12645435690-14869972310.html
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践者の長蛇の列は続きます。流派によって、お水取りの日時をしている場合

や、光が入らないような容器を指定する所もあります。また頂いたお水は沸騰

させず、必ず生水で飲むよう指導している所もありますので、お水取りのハー

ドルは年々高くなっているように見受けられます。 

そうしたリスクを冒して得られた御神水はとてもありがたいとは思うのです

が、開運のチャンスは私たちにもっと広く平等に与えられているはずです。 

脳科学者の中野信子氏も、「運・不運というのは、誰の身にも公平に起きてい

て、その運をどう生かすかに少なくとも人は主体的に関わっている」と述べて

おられます。それならば、もっと知恵を使ってロジカルに、吉方位の恩恵を受

けようではありませんか。 

ドクター☆ロジカル開運法では、お水取りに代わる方法として、温泉有気取

りを推奨しています。温泉有気取りの場合は、普通の温泉に入浴するのではな

く、温泉を選んで入浴する必要があります。それは、 

源泉かけ流しで管理された、鮮度の高い、優れた還元力を持つ温泉 

に入浴することです。例えば塩素が入って循環している温泉に入浴しても、お

水取りの代わりにはならず、期待する開運効果も得られにくくなるからす。 
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A) 温泉有気取りできる温泉の見分け方 

近年の健康ブームで老化やがんの原因となる活性酸素が着目されています。

活性酸素は物質を「酸化(錆び)」させます。「錆び」は「エイジング」を引き

起こします。「酸化」の反対が「還元」ですので、還元力の高い温泉は、細胞

を活性化させ、血管や肌を若返らす作用があります。古代から温泉が人間の心

身を健康にし、病を治癒してきたのは、温泉が持つ還元力のおかげです。 

還元力の高い温泉を見極めるためには、温泉の管理方法に着目しましょう。 

① 完全放流方式(源泉かけ流し) 

② 循環方式 

③ ①と②の併用 があります。 

①の方式で管理されている温泉はとても少なく、多くの温泉施設では、②も

しくは③の方法を取っています。②の場合は使い古しの湯をフィルターでろ過

して、ボイラーで加温した後、塩素系薬剤などで殺菌消毒して、再び浴槽に戻

している仕組みです。温泉は生き物ですから、循環させることで酸化し、本来

の成分が失われていきます。塩素は強烈な酸化剤ですから、肌の細胞を傷つけ

老化を助長します。循環方式がいかに温泉の泉質と人間にダメージを与える

か、イメージできるでしょうか。 
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温泉有気取りでは、必ずしも名湯に入ることが重要ではありません。また温

泉の泉質についての良し悪しを、規定するものではありません。泉質はどうあ

れ、地底から自噴、湧出された温泉が、循環方式や塩素投入などの管理をされ

ずに、還元力の高い新鮮な状態のまま、浴槽に注がれていることを重要視して

います。温泉評論家の石川理夫氏も「源泉とは地上に湧出したそのままの温

泉」とし、「新鮮な源泉に入浴出来たり飲泉できたりして、その個性や持ち味

を体感できる温泉が本物の温泉」と述べています。 

とはいえ、温泉の管理方法について周知徹底させている施設は少なく、一方

で吉方位旅行を実践されている方々からも、源泉かけ流し情報についての問い

合わせが、私の所に多く寄せられてきます。こうした現状をふまえ、私がこれ

まで調査・視察した多くの温泉地・温泉施設の情報を収集しており、温泉有気

取りに適した全国の温泉をリストアップしています。 

そのデータベースを活用することで、ドクター☆ロジカル開運法では、あな

たの住んでいる地域を起点とした吉方位旅行と、有気取りのできる温泉情報を

組み合わせた開運指導を行っています。 
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B) 温泉有気取りでの入浴方法 

 温泉有気取りは以下の手順で、特に五感(直感も大事)を使って入浴します。 

✓ シャワーで身体を洗った後、温泉でかけ湯をしてから浴槽に入る 

✓ 熱い温泉は湯かき棒などで温度を下げ、水を加えずに入る 

✓ 浴槽にゆっくり身を沈める 

✓ 源泉が給湯されている注ぎ口の近くで入浴する(迷惑をかけないように) 

✓ 注ぎ口の温泉を首の後ろに直接当ててかけ流す(迷惑をかけないように) 

✓ 入浴しながら温泉を手のひらですくってにおいを嗅ぐ 

✓ 注ぎ口の温泉を口に含む(飲泉不可能な場合は飲み込まない) 

✓ 温泉成分が体中に吸収することを体感しながら入浴する 

✓ 温泉の流れる音や浴室の外の自然の音などに耳をすまして集中する 

✓ 身体に付いた電磁波や悪い気が流れることをイメージする 

✓ 達成させたい願望などを頭に描きながら入浴する 

✓ 上がるときは身体についた温泉をシャワーで流さない 

✓ 身体をタオルで拭く時はそっと水気だけを叩くようにする 

✓ 入浴後はしっかり水を飲んで、身体を休める(激しい運動はしない) 

✓ 長い入浴は避け、短めに朝晩５回ほど温泉入浴を繰り返す 

✓ 何回も入浴できるよう、滞在中は身体のコンデイションを整える 
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C) 入浴以外の温泉有気取り 

 温泉有気取りとして認められるのは、温泉入浴だけではありません。 

飲泉、吸入浴、鉱泥浴や温泉泥(ファンゴ)、砂浴なども同等以上の効果が期待

できます。特に飲泉や吸入浴は直接温泉成分を体内に取り込むことができます

し、温泉泥(ファンゴ)は温泉を濃縮した泥なので、吉方位で体験できれば、有

気取りの効果をさらに高めることができるでしょう。 

 

(ア) 飲泉 

飲泉許可をとっている温泉地、温泉施設においては、泉質表などに引用方法

(注意書き)などが記載されています。それに従って噛むように味わいながら、

１日の規定量を守って飲むことが大事です。 

アルカリ泉は胃酸過多や胃潰瘍、痛風に、酸性泉は低酸性胃炎に、硫酸塩泉

は便秘に良いといわれています。しかし心臓や腎臓病の人は水や塩分の過剰摂

取に十分注意して控えめにしましょう。 
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画像引用: 別府温泉観光情報ナビ 

画像引用: 別府鉄輪ひょうたん温泉 イタリア・イスキアテルメセンター 

(イ) 吸入浴 

欧州などでは「インハレーション」と言われ、温泉療法として認知されてい

ます。日本では医療行為として認められていないため、実践できる施設はほと

んどありません。しかし温泉水のしぶき、硫黄泉のある温泉地では大気に漂う

硫化水素を自然と吸入して体内に取り込むことができます。 

  

 

(ウ) 鉱泥浴 

温泉の成分に含まれた泥で入浴する方法ですが、この泥は水や通常の温泉よ

りも熱容量が高く保温効果があり、発汗効果やデトックス効果が通常の温泉入

浴よりも期待できます。日本で鉱泥浴が受けられる施設は下記の通りです。 

✓ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 地獄温泉 清風荘 

✓ 大分県別府市 坊主地獄・鉱泥温泉 
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(エ) 温泉泥 

イタリアでは保険適用を受けている温泉療法の一つです。イタリア語で「フ

ァンゴ」と言われています。関節部分に温めた約 48℃程度の温泉泥を塗布し、

毛布などで包んで保温する温熱療法です。弊社、株式会社アセンダントがイタ

リア式のファンゴを日本に初めて導入ました。 

神奈川県の未病改善のための補助金を活用して実証実験を行った結果、深部

体温の上昇、関節痛など痛みの緩和、膝関節の可動域を広げることなどに一定

のエビデンス(科学的根拠)を取得しています。 

国内でファンゴセラピーを体験できるのは、下記４施設です。 

✓ 富山県砺波市 庄川温泉郷 鳥越の宿 三楽園 

✓ 石川県七尾市 和倉温泉 天空の宿 大観荘 

✓ 神奈川県足柄下郡 箱根強羅温泉 瑞の香り 

✓ 神奈川県足柄下郡 湯河原温泉 こごめの湯 

 

 

  



35 

COPYRIGHT © 2021 MIZUNO OWADA 

画像引用: 砂むし会館「砂楽」 

画像引用: 指宿ロイヤルホテル 

(オ) 砂浴 

砂浴は別名、砂蒸し、砂湯、砂臥湯（すなぶせゆ）ともいわれ、指宿温泉が

全国的にも有名です。温泉が湧きだしている海岸の熱い砂を掘って、そこに横

たわり、上から身体に砂をかける方法です。 

温泉成分が混じった 50～60℃の砂とその重みによって、体内の血液循環が盛

んになり、温熱作用から腰痛や神経痛、筋・関節痛を改善します。食塩泉の影

響で湯冷めを防ぎ、美肌効果もあります。しかし心臓や呼吸器の弱い人には砂

の重さで息苦しくなるので注意が必要です。 

 指宿温泉で砂浴が体験できるのは、主として下記施設です。 

✓ 指宿白水館 

✓ 指宿温泉 休暇村 指宿 

✓ 指宿シーサイドホテル 

✓ 指宿フェニックスホテル 

✓ 指宿海上ホテル 

✓ 指宿温泉 指宿ロイヤルホテル 

✓ 砂むし会館「砂楽」 

✓ 指宿いわさきホテル 

✓ 山川砂むし保養施設「砂湯里」  



36 

COPYRIGHT © 2021 MIZUNO OWADA 

★最後にお伝えしたいこと 

「運気をロジカルにアップさせる5つの方法」について述べてきましたが、

いかかでしたでしょうか。 

今後もフォローアップも兼ねて、皆さんにとってプラスとなる情報が満載の 

メールマガジンを送らせていただきます。 

 私はこれまでに住宅の設計を行い、温泉地の活性化に関わる一方で、セラピ

ー系の仕事もしておりました。本業の傍ら、クライアントさんからは、家族や

仕事、人間関係などの悩み相談、家相相談、さらに心理カウンセリングの依頼

などを多く頂いていました。問題解決の一つということで、私がこれまで実践

してきた吉方位旅行の提案を行ったところ、とてもうれしいお声を頂くように

なりました。特に私が世界や日本の温泉に精通??(温泉保養地の研究で博士号を

取っていたこともあり…)していると思われて、吉方位旅行でどこの温泉に入っ

たらよいかという質問も寄せられるようになりました。 

 そのうち、建築風水で住環境を整えてから吉方位旅行に出かけた方が、事態

の好転が速いこと。ヒプノセラピーを加え、良い暗示を催眠状態で与えること

が願望達成への近道となること。さらに事前に紫微斗数によって、人生の羅針

盤を手に入れておいた方が、無駄な回り道をしないで済むことなどもわかるよ

うになりました。そのような試行錯誤の末に、ドクター☆ロジカル開運法は誕
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生しました。今では温泉有気取りのため、温泉泥(ファンゴ)セラピーを受けに

私の旅館にいらっしゃる方もおります。 

ドクター☆ロジカル開運法で用いる手法は、どれも学問として成り立ってい

て、理にかなったロジカルなものです。つまり手っ取り早く問題解決、目標達

成するのには、実に打ってつけの開運法なのです。 

あなたの人生は一度きりです。以下のようになりたいとは思いませんか? 

✓ 最高の人生を見つけ、自分らしく生きて行きたい 

✓ 自分が生まれた意味、ココロから満たされる天命や天職を知りたい 

✓ ここ一番勝負の時に 100%の力を出したい 

✓ 仕事や収入面でもっと上を目指したい 

✓ ビジネスを成功させ、金運をアップさせたい 

✓ 子供や家庭、パートナー、身内との関係に悩まされたくない 

✓ 職場やその他のコミュニティなどで、人間関係を円滑にしたい 

✓ 熟年人生を充実させ、生きがいをもって輝きながら毎日を送りたい 

✓ いつ何が起こりやすいのかを知り、自分で対策を立てたい 

✓ どんな病気にかかりやすいかを事前に知って気をつけたい 

✓ ココロもカラダも安らげる住環境を作りたい 

✓ 良い方位の温泉に入浴して運気アップを図り、活力とチャンスを得たい 
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「ドクター☆ロジカル開運法を実践すると、悪いことは絶対に起こらないの

ですか?」と質問する方がいます。 

答えは「NOです」。良いことばかりは起こりません。むしろ、思わぬ試練に

遭遇することもあります。でもそれはこの開運法に効果がないのではなく、開

運に向けた必要なプロセスだからこそ、今その試練に遭遇しているということ

が後でよくわかるのです。まさに「人生万事塞翁が馬」の故事の通り。

「悪い事の後には良い事がある。良い事ばかりは続かない、悪い事も

人生にはやってくる」というわけですが、開運法を実践すると良いこ

とも悪いこともメリハリが出て、明確な意味を持つようになります。  

例えば今はまさに、新型コロナウィルス感染症が蔓延して世界中が大混乱を

しています。そんな中で商売が大打撃を受けている人、今までのやり方が通用

しなくなり喪失感に見舞われている人、大切な人と会えなくなって失意にある

人など、それぞれが大なり小なり辛い経験をしていると思います。決して開運

行為をしている人だけが、この感染症と全く無縁で、いつもハッピーで大儲け

をしていることなどありえません。 

このような天災の前では、人間とは無力な存在です。しかしここでの苦労や

体験が、順調続きの右肩上がりの時代には想像もしなかったような新しい発想

や工夫を生み出します。開運法を実践している人は人生のバイオリズムがわか
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りますので、そうした時代にあっても自分の取るべき方向と距離が明確に見え

て前向きです。そして日常から開運法を実践している人は、どんなピンチに見

舞われても、最後の最後に必ず助けが入ります。そのような経験は私だけでは

なく、この開運法を実践した多くのクライアントさんが体験しています。 

ドクター☆ロジカル開運コンサルタントである私の仕事は、クライアントさ

ん1人1人の大切な人生をサポートすることです。望む人生に近づくように、信

頼関係を構築しながら、じっくり時間をかけてお付き合いする仕事です。 

ですから、多くの方々にセミナー形式で教えるということは致しません。 

完全個別相談で、サポートできる人数を月に10名までと制限させて頂きます。 

気になった方は、まずは早めに無料相談にお申し込みください。 

⇒ https://17auto.biz/drlogical/registp.php?pid=4 

 

あなたにとってたったひとつの「最高の人生」を、一緒に見つけましょう!! 

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。 

 

ドクター☆ロジカル開運コンサルタント 

大和田 瑞乃 
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