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風水用品 (小冊子、手引書を補足する風水グッズ) 

乾坤宝照図 小 1,890 円(税込)、中 2,450 円(税込) 

■家内安全、交通安全、門冲サツのときに使う。(小冊子 p6、手引書) 

災いごとを取り除き、家を鎮め財を招く、福を持ってくる。 

八卦乾坤銭よりもお守りとしての効果が強い。 

【使い方】サツの方向に向かって掛ける。身につける。車にかける。 

(小:直径 3.3cm、8g、中:直径 5cm、24g) 

麒麟の置き物［銅麒麟］ 11,500 円(税込) 

■邪気を避けサツを化かし家運を好転させる効果がある。あらゆる災いごとを鎮 

め、まわりの気を安定させる。破産や家庭内不和、ビジネスでの人間関係のトラブ 

ル、夫婦間系の改善など日常すべての問題を穏やかに鎮めて安定させたい時に 

活躍します。 

【使い方】リビング、ダイニング、玄関などに置くと良い。(小冊子 p11) 

L11×W4.5×H11cm、650g、真鍮製、台はイメージです(別売) 

馬の置き物［銅馬、小］ 4,500 円(税込) 

■ 昇進、移動、移転、開業、起業、旅行運 

■ 風水では親子の関係を正常化させたい時にも使われるアイテムです。 

【使い方】寝室に置く。天馬の方位に置く。(小冊子 p9.p10、手引書) 

L10×W2.5×H9cm、300g、真鍮製、台はイメージです(別売) 

馬の置き物［銅馬、中］ 9,000 円(税込) 

■ 昇進、移動、移転、開業、起業、旅行運 

■ 風水では親子の関係を正常化させたい時にも使われるアイテムです。 

【使い方】寝室に置く。天馬の方位に置く。(小冊子 p9.p10) 

L13×W3×H12cm、340g、真鍮製、台はイメージです(別売) 

馬の置き物［銅馬、大］ 15,000 円(税込) 

■ 昇進、移動、移転、開業、起業、旅行運 

■ 風水では親子の関係を正常化させたい時にも使われるアイテムです。 

【使い方】寝室に置く。天馬の方位に置く。(小冊子 p9.p10) 

L21×W7×H18cm、1.4Kg、真鍮製、台はイメージです(別売) 

獅子の置き物［銅獅子］ 25,500 円(税込) 

■邪気を防ぎ、財を守る。 

沖縄のシーサ−や神社の狛犬と同じ役割をする。 

玄関からくる邪気をシャットアウト、魔除けの効果がある。 

反弓路、槍のサツ(小冊子 p15.p16) 

【使い方】玄関に置く。雄、雌一対で使用する。 

L8×W6.5×H12cm、2 個 1600g、真鍮製、金メッキ、台はイメージです(別売)
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虎の置き物［銅虎］ 15,000 円(税込) 

■陰気を払う、闘争心や権威力の向上をさせたいときのもの 

【使い方】事務所、仕事場での机の上、または後ろの棚に置く。寝室には置かない 

ようにする。(凶暴なので落ち着かなくなる) 

リビングルームの白虎の方位に置く。(小冊子 p11) 

L18×W5×H9cm、 600g、真鍮製、金メッキ、台はイメージです(別売) 

龍の置き物［小金龍］ 4,500 円(税込) 

■家族平安、仕事運などオールマイティーに運気アップ。 

【使い方】リビングに置く。青龍の方位に置く。(小冊子 p11、手引書) 

L16×W8cm、600g、真鍮製、台はイメージです(別売) 

龍の置き物(大)［開運金龍］ 14,000 円(税込) 

■家族平安、仕事運などオールマイティーに運気アップ。 

【使い方】リビングに置く。青龍の方位に置く。(小冊子 p11、手引書) 

龍は水を好むので窓辺から川や海が見えるならそちらに置いても良い。または北 

に置く。龍の口の近くにコップに水を入れておくのもよい。 

L21×W6×H12cm、1.2kg、真鍮製、金メッキ、台はイメージです(別売) 

ヒキュウ［銅ヒキュウ］ 5,300 円(税込) 

■商売運、ギャンブル運など発財を生む。とにかくお金を呼び、財を集める効果が 

ある。商売の神様としてシンボル的な存在。 

【使い方】玄武の方位(財運の方位)に置く。(小冊子 p10、手引書) 

頭を部屋の中心に向ける。五亭古銭と一緒に使うと効果的。 

L4.2×W4×H4.8cm、250g、真鍮製、金メッキ、台はイメージです(別売) 

銅貔貅ペア（金メッキ） 8,190 円(税込) 

■商売運、ギャンブル運など発財を生む。とにかくお金を呼び、財を集める効果が 

ある。商売の神様としてシンボル的な存在。 

【使い方】入り口・玄武の方位(財運方位)・部屋のすみ(頭を部屋の中心に向ける)な 

どに置きます。手の位置に水晶玉（金糸水晶・黄水晶・透明水晶など 10〜20ｍｍ位 

まで）を置くことができます。 水晶は別売になります。 

（縦 5cm×横 5.7cm×高さ 4cm、重さ 300g、真鍮製、金メッキ） 

玄武の置き物［龍亀］ 8,400 円(税込) 

■ 主に家を鎮める鎮宅、家運を好転させることができる。 

また正財(毎月の収入)を引き上げる招財作用がある。 

【使い方】玄武の方位に置く。(小冊子 p10、手引書) 

歳破方位の凶性を抑えてくれる使い方もある。この場合、その年の干支の方位に 

頭を向けて置く。背中を開いて吉祥品を入れることができる。 

L11×W6.5×H7cm、400g、真鍮製、金メッキ、台付き
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瓢箪［銅ひょうたん(小)］ 1,400 円(税込) 

■開運、化サツ、病気避け 

【使い方】寝室(小冊子 p9)、玄関、台所(木のひょうたん)に置く(小冊子 p6) 

直径:約 3.3×H6cm、190g、真鍮製、台はイメージです(別売) 

瓢箪［玉石ひょうたん］ 4,000 円(税込) 

■開運、化サツ、病気避け 

【使い方】寝室(小冊子 p9)、玄関、台所(木のひょうたん)に置く(小冊子 p6) 

直径:約 4.5×H7.5cm、190g、黄玉石製、台はイメージです(別売) 

木の瓢箪 1,260 円(税込)/1 個 

■開運、化サツ、病気避け 

・病気よけ：男性は左のマクラもと、女性は右のマクラもとに置きます。 

・財運をよびこむ：玄関や入口の近くに置きます。 

・蓄財：部屋のすみに置きます。 

・病気よけ：一般家庭の台所。 

・ 梁サツ：梁に赤、黄 2 個ぶら下げる。 

直径約 13cmx 高さ 12cm、重さ 30g、天然ひょうたん、ご注意：多少ニス落あり 

文昌塔［銅文昌塔(小)］ 5,200 円(税込) 

■学業成就、 

雑念を断ち物事に集中したいときに! 

【使い方】子供部屋に置く。文昌の方位に置く。(小冊子 p8、手引書) 

文昌塔の下に本人の写真を敷けば効果倍増。 

直径:約 6.5×H12cm、200g、真鍮製、台はイメージです(別売) 

文昌塔［銅文昌塔(大)］ 8,600 円(税込) 

■学業成就、 

雑念を断ち物事に集中したいときに! 

【使い方】子供部屋に置く。文昌の方位に置く。(小冊子 p8、手引書) 

文昌塔の下に本人の写真を敷けば効果倍増。 

直径:約 4.2×H18cm、500g、真鍮製、台はイメージです(別売) 

天然水晶文昌塔(小) 13,440 円(税込) 

■学業成就、発想転換 

理解力、記憶力、集中力の向上。企画、創造、研究など頭脳を必要とする人をサポ 

ートする。水晶文昌塔は雑念を断ち精神安定の効果もある。 

【使い方】文昌の方位に置く、特に日差しが当たる窓辺の机に最適。 

L1.5×W2.5×H5cm、25g、AA クラス天然水晶製、台はイメージです(別売)
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天然水晶文昌塔(大) 20,790 円(税込) 

■学業成就、発想転換 

理解力、記憶力、集中力の向上。企画、創造、研究など頭脳を必要とする人をサポ 

ートする。水晶文昌塔は雑念を断ち精神安定の効果もある。 

【使い方】文昌の方位に置く、特に日差しが当たる窓辺の机に最適。 

L2×W3×H6cm、65g、AA クラス天然水晶製、台はイメージです(別売) 

八卦鏡 小 1,890 円、中 1,995 円、大 2,100 円(各税込) 

■凹面、凸面、平面の3種がある。凹面は強いサツ用、凸面は中サツ用、平面は弱 

いサツ用。殺気を払い化かしてしまう効果がある。自分自身が嫌だと感じるものを 

遠ざけるパワーがある。(小冊子 p5、P12、手引書) 

【使い方】玄関、台所、トイレなど各々のサツに対して窓や入り口につける。 

(小:直径 10cm、90g 中: 直径 13cm、110g 大: 直径 15cm、160g) 

携帯羅盤 

■ 羅盤部分は回転し風水的診断には便利。 

家相盤の要素入りだが寸法の違いは羅盤に表示する情報量の違い。 

小:10,290 円(税込) (85×85mm φ69mm)ケース付き 

中:12,390 円(税込) (95×95mm φ83mm)ケース付き 

【使い方】あらゆる膨大なサツの方向に向かって置く。 

例えばトイレが大凶になっている場合はトイレの壁に掛ける使い方もある。 

風水羅盤 

■本格的風水に取り組むための必需品、家相盤の要素も入っている。 

小:16,590 円(税込) (127×127mm φ112mm) 

中:20,790 円(税込) (155×155mm φ140mm) 

大:24,990 円(税込) (185×185mm φ165mm)水準器付き 

特大:31,290 円(税込) (260×260mm φ235mm)水準器付き、総合盤 

【使い方】総合風水の検証、あらゆる膨大なサツの方向に向かって置く。 

六帝古銭 6,300 円(税込) 

■ 財源不断、威圧、権力、運気アップ、化殺 

隆盛を極めた 10 人の皇帝のうち特に権力があった「順治」、「康煕」、「雍正」、「乾 

隆」、「嘉慶」、「道光」の 6 帝の銅銭。10 帝に匹敵するパワーがあった。 

【使い方】家の中に吊り下げると家庭が平安に保たれ、健康を保ち、仕事もうまくい 

くと云われる。 

L10×W3cm、25g、真鍮製、中国清朝古銭レプリカ 

五帝古銭 6,825 円(税込) 

■ 財源不断、招財、威圧、権力 

六帝古銭のうち財力のなかった「道光」を除いた五帝の銅銭を集めたもの。 

財運を求めるなら五帝古銭。 

【使い方】家の中に吊り下げる。「財を招く力」と「威圧する力」だけを得たい時に使 

われる。魔よけにもなる。 

L8.5×W3cm、20g、真鍮製、中国清朝古銭レプリカ
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水晶玉七星陣 20,790 円(税込) 

■ 潜在能力の向上、運気の上昇、夢の実現 

大小 7 つの水晶を七星陣に組んだもの。 

【使い方】部屋や事務所、店鋪に置く、勉強机の照明が当たる範囲に置く、 

受験生や研究生のカリキュラムに対する理解力と記憶力のアップが望める。 

AA クラス天然水晶（2.6cm 玉×１個、1.8cm 玉×6 個）、 

アクリル台（直径 10cm×1 個） 

ローズ水晶玉七星陣 20,790 円(税込) 

■ 人間関係、特に男女間の問題を良好にする 

異性運や恋愛運をアップさせるだけでなく、自分にあった異性に巡り会うチャンス 

が訪れる。 

【使い方】部屋に置く、机の上に置く 

天然ローズ水晶（2.6cm 玉×１個、1.8cm 玉×6 個）、 

アクリル台（直径 10cm×1 個） 

お守り天然水晶 3,990 円(税込) 

■潜在能力の向上、浄化洗浄、治癒、精神安定など 

【使い方】玄関、トイレ、寝室、勉強部屋、居間など目的別に置く。 

巾着袋に入れて持ち運べば強力なお守り効果がある。 

水晶:20mm 天然 AA 級、認定書付き、西陣織り巾着袋、使い方説明書付 

専用桐箱入り 

梅花銭 1,575 円(税込) 

■仕事や願いをスムーズにすすめる出世応援グッズ 

昇級や昇進を促し他人から入る邪魔や妨害を防いでくれる。 

運気アップ、物事を発展させる、財源不断といった効果が得られる。 

【使い方】机の中、ファイルの中、机の後ろなど成功させたい企画や書類を作成す 

る場所に置く 

使い方説明書付 

吊り八卦鏡 1,575 円(税込) 

■環境を整える心強い環境改善グッズ 

鬼門を封じたり、建物や立地の地理的状況が及ぼす悪影響を解消したりする、化 

サツ用の代表的アイテム。 

【使い方】鬼門封じ、門冲殺、槍の殺、玄関、トイレなど 

(小冊子 p5.p6.p7.p12.p16、手引書) 

使い方説明書付 

八卦乾坤銭 1,575 円(税込) 

■魔除け、護身の風水アイテム、風水用品と一緒に使い効果倍増。 

乾坤宝照図の代わりとしても使える。 

【使い方】財布に入れる、交通事故防止に車に入れておく、商店の場合レジに入れ 

ておく。ドアノブに掛ける。他の風水用品と一緒に使う。 

直径 4.2cm、20g、真鍮製、使い方説明書付
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風水尺(魯班尺) 2,100 円(税込) 

■間口の寸法や家具の長さの善し悪しを判断する風水メジャー 

長さにも吉の寸法と凶の寸法があり、その吉凶を一目で判断できる。 

【使い方】玄関や机などを測るとき、赤の文字ならば吉、黒も文字ならば凶。 

ひとつひとつの漢字には各々に意味があり説明書にはその意味や簡単な矯正法 

を記してある。 

L70×W36×H67cm、180g、(メジャーの長さ 5m) 

護符シール(10 枚) 315 円税込) 

■護符は「風水のお守り」。八卦と太極のマークは嫌なものを遠ざけ悪いものから 

身を守り、潜在能力を引き出す力があると云われている。身の回りの小物に簡単に 

貼れるシールになったお守り。 

【使い方】携帯電話、自転車のハンドル、財布などどんなものにも運気を宿らせる。 

直径 20mm の透明シール(10 枚)、説明書付


