
「四柱推命」鑑定で実現！ 
運に味方された体質のビジネスマン・投資家になる 

 
 
グランドマスター黄龍英と真田孔明が直接面談で鑑定。「禁断の帝
王学」流の「四柱推命」鑑定で「命」を知り「運」を見方につけて
ビジネス・投資を成就。 
次回、2014年3月26日（水）、27日（木）開催決定！ 
 
今、向かっている方向性は宿命通りだろうか？運を味方につけるためにはいつ何をすれ
ばよいか？ 
 
ビジネス・投資で「天に味方された突き抜けた者たち」を目指し、迷いなく、力強く歩
み続けるために・・・。 
 
「四柱推命」鑑定で、ビジネスにおける、宿命、価値観、才能、適職、適性、性格を明
確化する。 
 
ビジネスを推進するための、肝・心・脾・肺・腎からなる体と心の状態、病気における
問題を洗い出し対策を立てる。 
 
「禁断の帝王学」だから可能な、ビジネス・投資など、お金と経営に関するフィールド
に特化した「四柱推命」鑑定である。 



【「禁断の帝王学」主催「四柱推命鑑定会」】 
次回は以下のスケジュールにてビジネス宿命・適性・心身の健康面
談を実施。 
[四柱推命鑑定士]グランドマスター黄龍英、真田孔明 
[日程]2014年3月26日（水）、27日（木）：各13時～17時まで完全予約制（1人当た
り30分間） 
[場所]東京都内某所（申込予約後指定） 
[3月26日（水）] 
・13時～13時半の回：予約済み 
・13時半～14時の回：予約済み 
・14時～14時半の回：予約済み 
・14時半～15時の回：予約済み 
・15時～15時半の回：予約済み 
・15時半～16時の回：予約済み 
・16時～16時半の回：予約済み 
・16時半～17時の回：予約済み 
・17時～17時半の回：予約済み 
・17時半～18時の回：予約済み 
 
[3月27日（木）] 
・13時～13時半の回：予約済み 
・13時半～14時の回：予約済み 
・14時～14時半の回：予約済み 
・14時半～15時の回：予約済み 
・15時～15時半の回：予約済み 
・15時半～16時の回：予約済み 
・16時～16時半の回：予約済み 
・16時半～17時の回：予約済み 
・17時～17時半の回：予約済み 
・17時半～18時の回：予約済み 
 
※3月28日（金）が追加になりました！ 
[3月28日（金）] 
・13時～13時半の回： 
・13時半～14時の回： 
・14時～14時半の回： 
・14時半～15時の回： 
・15時～15時半の回： 
・15時半～16時の回： 
・16時～16時半の回： 
・16時半～17時の回： 
・17時～17時半の回： 
・17時半～18時の回： 



▼「禁断の帝王学」で「四柱推命」鑑定する3人の「四柱推命」鑑
定スペシャリスト 
 
「禁断の帝王学」として提供する「四柱推命」鑑定は、3人のマスターたちがそれぞれ
の特殊能力・スキルを活かして鑑定するから違う。 
 
【グランドマスター黄龍英】 
世界各国の「四柱推命」をはじめとした占術をマスター。「四柱推命」鑑定を元に体の
問題を全て洗い出し、西洋医学の世界では難病とされている、血小板減少性紫斑病、脳
脊髄液減少症、脊髄小脳変性症、眼の黄斑変性、青班変性、赤班変性、白内障、緑内障、
再生不良性貧血、白血病、重症筋無力症、線維筋痛症、肝硬変、肝炎、魚鱗癬、パニッ
ク障害、統合失調症、双極性障害、気管支喘息、ベーチェット病、ギランバレー症候群、
木村病、橋本病、バセドウ病、がん、などを数々の難病を指先の気功施術と生薬の配合
のみで治療してしまう天才的なTCMドクターでもある。 
 
【ドクターレイ】 
I.T.エンジニアリングを駆使した統計学専門家。手計算ベースではどうしても限界があ
った「四柱推命」、六爻占術、奇門遁甲、玄空飛星風水などを組み合わせた鑑定と運命
調整の限界突破を実現したシステムの構築に、「四柱推命」の歴史上（人類史上）はじ
めて成功させた天才的な頭脳と忍耐力を持つ統計とエンジニアリングのスペシャリス
ト。 
 
【真田孔明】 
2004年から運命調整（命名・世界観・キャラクター設定）に特化したビジネス・経営
コンサルタントを開始。これまでに3,000名を超えるビジネスマン・ビジネスマンたち
の運命調整をすることで、年間億単位の収入を稼ぎだす大成功者たちを複数排出して来
た。自らもビジネスマンとして、香港・マカオ・シンガポール・マレーシア・ベリーズ・
BVI・コソボなど、14の海外法人の経営or筆頭株主に。経済的な成功を得るも暴飲・暴
食の結果うつ病・やる気喪失状態に。2012年に中国古来から伝わる『陰陽五行』に出
会い、4ヶ月で奇跡的に回復し体重も100キロ台から72キロに。以降、「四柱推命」に
も目覚め、「四柱推命」鑑定士として、ビジネスマンやビジネスマンを対象とした運命
調整活動を行いながら、賢者たち直伝の「3つの禁忌」を元にした「禁断の帝王学」の
啓蒙活動を行っている。 
 
以上の3人が一つのチームとなって、ビジネス・投資の世界での目的達成、祈願成就に
特化した、「四柱推命」鑑定を、桜龍易占術と組み合わせながらとり行う。 
 
 



▼あなたは、今のビジネスと、そこからの収入に満足できているだ
ろうか？ 
 
あなたは今のビジネスに夢中になれているだろうか？ビジネスの対価としての収入に
満足できているだろうか？ 
 
すでに満足できているとしたら、今日、僕のお話をこれ以上聴く必要はない。今すぐこ
のページを閉じて、あなたの仕事に戻って頂きたい。 
 
けれども、もしも今日時点で何かしらの不満を心の中に抱えているとしたら・・・高い
確率であなたは宿命通りのビジネスに臨めていないはず。その場合は、このページを通
して僕がお話することを一字一句逃さず読み進めて頂きたい。 
 
かつての僕も「四柱推命」に出会うまで、自分はこのままの道を進んで良いのか？分か
っているつもりで分かっていなかったこともあり、隣の芝が常に青く見え続ける形で、
様々なビジネスや投資に手を出した。 
 
集中できなかったことで最大限の結果を得ることができなかったり、自分の宿命に全く
合わないビジネス・投資に手を出したりして、大きく失敗してしまうことが多々あった。 
 
けれども、「四柱推命」に出会えたお陰で、迷うこと無く自分の宿命通りのビジネス・
投資を選択することができた。決して派手さは無くとも、確実に結果を積み上げて行く
ことができるようになった。 
 
宿命、価値観、才能、適職、適性、性格を明確化させ、内臓（肝・心・脾・肺・腎）を
健康な状態にすることで、あなたに合った、夢中になれるビジネスを見つけることがで
きる。そのまま突き進むことで、ビジネスの対価として満足行くレベルの収入を獲得で
きるようになれる。 
 
「四柱推命」によってあなたの未来は、あなたの本来あるべき姿に調整されることで得
られる結果である。 
 

                  四柱推命鑑定士 真田孔明 
 
 
 
 



▼「四柱推命」鑑定がビジネスの実践に活かせないと誤解されてき
た理由 
 
なぜこれまで日本で「四柱推命」鑑定が、ビジネス・投資の世界で、本格的に活用され
て来なかったのか？ 
 
香港をはじめとする華僑の間では、ビジネス・投資のために数百万円ものお金を支払っ
てまで、「四柱推命」鑑定をお願いする、ビジネスマンや投資家が多い中。 
 
日本では「四柱推命」鑑定は、恋愛や結婚に用いる星占い程度にしか活用されて来なか
ったのか？実はその理由は、「四柱推命」自体にではなく、「四柱推命」鑑定を行う鑑
定士側の問題が筆頭に挙げられる。 
 
日本国内のビジネス・投資の分野で「四柱推命」を活用できる、「四柱推命」鑑定士が
いないのだ。 
 
実際は一部有能な「四柱推命」鑑定士は実在するのだが、そういう「四柱推命」鑑定士
に限って、大富豪たちにガッチリと囲われる形で、彼らへの占術の結果だけで十分過ぎ
るほど裕福な暮らしができるので、「四柱推命」鑑定に、わずかなお金しか費やせない
類の、一般の庶民たちの前には姿を表わすことはないのである。 
 
結果として、一回の鑑定に数百万円レベルの鑑定代を投じることができない一般の方々
は、人生の中で、普通の占い師に毛が生えたような、鑑定結果をビジネス・投資の分野
で活用できないレベルの「四柱推命」鑑定士としか出会えない。 
 
 
 
▼なぜ一般レベルの「四柱推命」鑑定士の鑑定結果では駄目なのか？ 
 
「四柱推命」鑑定士のレベルが低いとはどのようなことか？それは、ビジネス・投資の
分野で「四柱推命」鑑定を生かせる力量を持っているかどうかに委ねられる。 
 
「四柱推命」鑑定では通常、人生にまつわるありとあらゆるデータや設定を算出するこ
とができるのだが、鑑定する立場の人間が、ビジネスと投資の分野でのスペシャリスト
でなければ、そのデータや設定を使いこなすことはできない。 
 



一般の庶民が巡りあうことができる通常の「四柱推命」鑑定士たちがやっているこ
と・・・それは、「はい。これが「四柱推命」の鑑定結果です！」と、「四柱推命」に
よって算出した莫大なデータを、そのままポンと渡して終わりになってしまう。 
 
これは投資の世界で、投資の素人に対して「はい。全会社のデータです！」分厚い会社
四季報だけを渡すのと同じ。 
 
「四柱推命」によって莫大な量のデータだけ算出されて情報だけをポンと渡されても、
ビジネスマンたちがその情報をビジネスと投資に活かすことはできない。 
 
本来、ビジネス・投資の道で活躍できる宿命を持っているビジネスマンや投資家ほど、
「四柱推命」から算出されるデータの類を読み解くのが苦手なのだから。。。 
 
その証拠に、「四柱推命」鑑定してもらったビジネスマンの大多数は、手元に意味不明
な漢字、数字、記号が羅列された紙だけを渡され、極めて曖昧な「動物占い」レベルの
コメントをもらい。 
 
分かったのか？分からないのか？非常に曖昧な状態でそのままになってしまっている
場合が実に多い。 
 
この問題がなぜ起こってしまうのか？実は算出した「四柱推命」鑑定士自身が、ビジネ
ス・投資を全く分かっていないことにある。 
 
「四柱推命」の算出方法自体は、多少分かっているのかもしれないが、算出された莫大
な量のデータや設定を、ビジネスマンごとの目標達成や祈願成就に、具体的にどのよう
に結びつけて行けば良いのか？その部分が全く具体的に理解できていないのだ。 
 
当然である。彼らは単なる「四柱推命」鑑定士であって、ビジネス・投資のプロではな
いのだから。 
 
試しにあなたがこれまで出会ってきた「四柱推命」鑑定士に、あなたが知っているビジ
ネス・投資の業界のお話を降ってみるとよい。最低限、あなたと同じレベルでその業界
のことについて語れないのなら、それはあなたにとって何の役にも立たない「四柱推命」
鑑定士だと断言することができる。 
 
一般的な「四柱推命」鑑定士では駄目な理由。それは、ビジネスと投資の分野での、経
験・知識・スキルがあまりにも無さ過ぎるのだ。 
 



こうして、「四柱推命」鑑定は日本国内において、恋とか結婚のためのパートナーとの
相性占い程度しかできないのだと誤解されてしまっている。 
 
【従来の「四柱推命」鑑定がビジネス投資で活かせないとされていた理由】 
 
・「四柱推命」鑑定士や風水師が「四柱推命」によって莫大なデータを算出するだけで
終わる。 
 
・「四柱推命」鑑定士や風水師がビジネス・投資の経験・知識・スキルが無い。 
 
・「四柱推命」鑑定士や風水師が具体的にデータをビジネス・投資に活用できるか分か
らない。 
 
「禁断の帝王学」で提供する「四柱推命」鑑定は違う。グランドマスター黄龍英、ドク
ターレイ、真田孔明の3人がガッチリと手を組み一蓮托生の体制を整えている。 
 
自らが億レベルのビジネス・投資を遂行する力量を持ちながらも、「四柱推命」鑑定士
として活動をしていることで、相談してくるビジネスマン・投資家と、同等・それ以上
のレベルで対話をすることができる。 
 
さらには、従来の「四柱推命」鑑定士に多かった、手計算ベースではどうしても限界が
合った「四柱推命」の計算において、限界突破を可能にした。ドクターレイが開発した
システム。 
 
これによって、大運との整合性なども含めて、「四柱推命」を実際のビジネスに活かす
ことができるようになった。 
 
こうして、日本国内でははじめて、「四柱推命」をビジネス・投資に専門特化する形で、
なおかつ、一回の鑑定料金に数百万円を投じることのできない、普通レベルのビジネス
マン・投資家の予算でも「四柱推命」鑑定を活用できる程まで、鑑定料金を落とすこと
に成功した。 
 
 
 
 
 
 



▼3術師の一蓮托生で実現。ビジネスに専門特化した「四柱推命」
鑑定の全貌 
 
ビジネスに特化した、ビジネスのスペシャリストによる、ビジネス推進のための「四柱
推命」鑑定。 
 
日本ではじめて実現した、「四柱推命」の歴史上、いかなる「四柱推命」鑑定士や風水
師でも実現できなかったこと。 
 
全く角度の違う視点と専門性を持つ、3人の「四柱推命」鑑定士が一蓮托生で取組むこ
とで実現した、前代未聞の「四柱推命」鑑定である。 
 

 
 
3人の「四柱推命」鑑定士それぞれの持つ強みを活かして行う、「四柱推命」＋桜龍易
占術がベースにとり行う「四柱推命」鑑定。 
 
「四柱推命」鑑定で、ビジネスにおける、宿命、価値観、才能、適職、適性、性格を明
確化させ、鑑定された者が向かっているビジネスと投資の方向性を「宿命」と整合させ
ることができる。 



 
さらには、「四柱推命」で、ビジネスを推進するための、体と心の状態、病気、家族や
パートナーとの相性における問題と対策を全て洗い出す。 
 
これによって、ビジネス・投資の分野で「天に味方された突き抜けた者たち」を目指し、
迷いなく、力強く歩み続けることができるようになるのだ。 
 
 
 
▼「四柱推命」鑑定で運を味方にできる体質に調整する 
 
ビジネス・投資の世界で大成功をすることができる、ごく一握りの一部の者たち。ビジ
ネス・投資の世界で億の単位の金（カネ）を動かせるようになる者たちは、偶然そうな
っているのか？ 
 
実は、彼らの大部分には、陰陽五行説に基づいた占術を使いこなす術師がついていて、
術師の助言を頼りに、ビジネス・投資の世界での判断をしている。つまり宿命に基づい
た運命調整を行いながらビジネスを行っている。 
 
宿命を明確化させ、運を味方にできる体質に調整しながら、ビジネス・投資の分野で歩
み進んでいるのだ。 
 
事実として、日本国内、海外問わず、僕がこれまで出会ってきた大富豪たちの大部分は、
占術というものを何よりも重要視していて、そのことが言動に見受けられた。 
 
世の中には占術を駆使することなくビジネス・投資の世界で成り上がることができた者
たちもいる。けれども、彼らに共通していることがある。それは、一時億単位のお金を
掴みとったと思えば、億単位のお金を失う。大成功と大失敗を繰り返す人生を送ってい
ることだ。 
 
「大当たりの大成功-大失敗」の一周期には約10年間を要するので、そうこうしている
内に、心身の気を大幅に浪費させる形で年を取っていく。気がつけば若かりし頃のよう
に、有り余るエネルギーを武器に奮起することができないまま、かつての思い出に浸り
ながら、残りの人生を送っていくパターンが多く見られる。 
 
一方、占術を重要視しているビジネスマンや投資家は、宿命、運、風水を味方に、攻め
るところは攻め、守るべきところは身を潜める。大きく飛ばすこと無く、着々と中長期
で右肩上がりの人生を歩むことができる。 
 



本当の成功者と呼ばれる者たちは、例外なく、占術を武器にビジネス・投資の活動を行
っているのである。 
 
今日の時点で重要なことは、この先々の歩むべき姿があった上で入口とも言える宿命、
価値観、才能、適職、適性、性格を明確化させる。宿命に沿って歩んでいくための器で
もある内臓（肝・心・脾・肺・腎）を健康な状態に保つ。 
 
すると、宿命に沿って進むあなたを、運が味方するようになり、必要な時に必要なタイ
ミングで、適切な判断・決断をすることができるようになる。 
 
つまり、最短の時間・労力で、目標成就をすることができる。すなわち、ビジネス・投
資の分野で成功者と言われる立場を掴みとることができるようになるのだ。 
 
以上を実現するための「四柱推命」鑑定が、「禁断の帝王学」で提供している「四柱推
命」。グランドマスターと真田孔明の両方が、揃った時に、オフの世界での直接面談を
元に可能になる、ビジネス・投資の活動に特化した「四柱推命」鑑定なのだ。 
 
 
 
【禁断の帝王学の四柱推命鑑定会の流れ】 
 
ステップ１，生まれた年月日時と場所の情報を提出（生まれた時間が分からない場合は
要相談）。 
  ↓ 
ステップ２，グランドマスター黄龍英、真田孔明2人が立会のもと、約30分間の面談会
を実施（スケジュール要確認・事前予約必要）。 
  ↓ 
ステップ３，桜龍易占術で中長期（6ヶ月間～1年間）の流れを出す（方法は別途指示）。 
  ↓ 
ステップ４，グランドマスター黄龍英、ドクターレイ、真田孔明の3名で「四柱推命」
と桜龍易占術による結果を確認し検証。 
  ↓ 
ステップ５，3名で算出し、グランドマスター黄龍英にもらったコメントを含めた鑑定
の結果を元に、後日、真田孔明がSkypeにて、具体的にビジネスに結びつける形で、こ
れからの方針を一緒に構築して行く（一回30分間）。 
 
以上の5ステップを経て、「四柱推命」鑑定を行い、鑑定結果を元に具体的にアドバイ
スできることは・・・ 
 



 
◆内臓（肝・心・脾・肺・腎）の状態を診断 
・内臓（肝・心・脾・肺・腎）の状態はそれぞれビジネス・投資を遂行するに値するか？ 
・内臓（肝・心・脾・肺・腎）の問題の洗い出しと、その改善方法とは？ 
・内臓（肝・心・脾・肺・腎）それぞれを強化する方法とは？ 
・内臓（肝・心・脾・肺・腎）の状態がひどい場合の具体的な改善計画とは？ 
 
◆ビジネスにおける人生の目標（価値観）を確認 
・どんな価値観を基準にビジネスを選択していけばよいのか？ 
・夢中になれる仕事はどんなことなのか？ 
・どんなビジネスを元に人生設計をしていけばよいのか？ 
 
◆ビジネスにおける隠れた才能を確認 
・今まで取得済みの資格や技術はこれからの人生で役に立つのか？ 
・どんなビジネスにおける才能を秘め持っているのか？ 
・どんなビジネス向けの資格を取得すればよいのか？ 
・どんなビジネス向けの技術を習得するとよいのか？ 
・お金をかけてでも絶対に取得べき資格や技術とは？ 
 
◆ビジネスにおける適職・適性を確認 
・今まで営んできた業種や職業は自分に合っているのか？ 
・どんな業種・職業のビジネスを選択して行くと、大きなことを成し遂げられるのか？ 
・会社の中でどんな部署への異動を狙っていけばいいのか？ 
・これから転職をすべきか否か？ 
・これから副業ビジネスで何を行えばよいのか？ 
・これから独立起業した時どんなビジネスを行えばよいのか？ 
・これまでの事業を継続すべきかどうか？ 
・これからどんなビジネスを新たにはじめるべきか？ 
 
◆ビジネスにおける対人スタイル（性格）を確認 
・長年の会社組織や集団の中で見失った自分の本来の性格とは？ 
・どんなビジネススタイルで上司や同僚、部下と接していけばよいのか？ 
・どんなビジネススタイルで、仕入先や顧客と接していけばよいのか？ 
・どんなビジネススタイルで、ビジネスパートナーと接していけばよいのか？ 
 
 



「四柱推命」鑑定で、ビジネスにおける、宿命、価値観、才能、適職、適性、性格を明
確化する。さらには、ビジネスを推進するための、肝・心・脾・肺・腎からなる体と心
の状態、病気における問題を洗い出し対策を立てる。 
 
「禁断の帝王学」ならではの「四柱推命」鑑定が、あなたを宿命の元、運に味方される
体質のビジネスマン・投資家へと運命調整する。 
 
結果として、あなたに合った、夢中になれるビジネスを見つけることができ、そのまま
突き進むことで、ビジネスの対価として満足行くレベルの収入を獲得できるようになれ
るのだ。 
 
 
 
▼「命」を元に「運」を味方につけ歩み続けた結果、10年後の今日・・・ 
 
あなた：「孔明さん、今日もよろしくお願いします。」 
 
孔明：「了解しました。先日の奇門遁甲と玄空飛星風水の結果を元に、玄関にツボを置
いておきましょう！」 
 
あなた：「孔明さんに診てもらえると、必ず億の単位のお金が舞い込むので本当に重宝
しています。500万円で小切手切っておきますね！」 
 
孔明：「いつも気前よくありがとうございます。それでは奇門遁甲をもう3ヶ月分無料
で出しておきますね。」 
 
「四柱推命」鑑定の結果によって、宿命、価値観、才能、適職、適性、性格を明確化さ
せることで、夢中になって取り組めるビジネスにたどり着く。さらには、内臓（肝・心・
脾・肺・腎）の健康によって、心身の健康を崩すことなく、運を味方につける形で、ビ
ジネスを軌道に乗せ続けることができた結果、大富豪へと上り詰めたあなた。 
 
「四柱推命」「桜龍易占術」「奇門遁甲」「玄空飛星風水」を持って、あなたの躍進を
舞台裏で支え続けて来た僕。そんな二人の間の会話。二人の関係性や過去を知らない第
三者から見てしまえば異質な会話だが、二人にとってはゴクゴク普通の日常会話になっ
ている。 
 
ビジネスマンは術師を活用することで凡人の領域を突き抜けた上の世界で活躍し続け
ることができた。術師はビジネスマンの成長に併せて、術師たる力をさらに磨き上げて
行った。 



 
共に成長した、あなたと僕2人の10年後の今日の日常から切り取ったワンシーンである。 
 
「四柱推命」が誕生した地では、人が成功するためには、一に「命」、二に「運」、三
に「風水」、四に「陰徳」、五に「勉強」が必要だと言われて来た。 
 
その中でも特に「命」と「運」は、最重要事項であると考えられている。そして、この
「命」と「運」の確認と調整が得意なのが「四柱推命」。 
 
「命」とは、年・月・日・時で表される出生情報。価値観、才能、適職、適性、性格と
いう宿命の部分。でも、僕たちは成長するにつれて様々な経験を積むことになる。 
 
その影響の傾向や強弱は人それぞれ異なり、僕たちはそれを「運」と呼ぶ。万物のすべ
ては物理法則によって支配されている関係上、「運」はランダムではなく予測できる類
のもの。 
 
「命」の出生情報から引き出された「運」には、その人それぞれの人生のパターンや浮
き沈みを、生まれた時から死ぬまで指し示し続けている。 
 
つまり、「命」と「運」の算出方法である「四柱推命」を活用することにより、来るべ
き「運」を予め予測しながら、ビジネス・投資の活動を行うことができるということに
なる。 
 
真っ暗闇の中で、我武者羅に進んでいくビジネスマンや投資家が多い中、僕たちだけは
予め算出した「命」を元に、「運」を味方につけ、歩み続けられるのだから・・・。
10年後のあなたと僕がこういう状況になっているのは、偶然とかではなく、必然なの
かもしれない。 
 
 
 
▼物理的に実施日が限られた「四柱推命」鑑定 
 
ただし、「禁断の帝王学」で提供する「四柱推命」鑑定は、ごく限られた方々しか、受
けることができない。 
 
その理由は、グランドマスター黄龍英と、真田孔明の2人が揃った状態で、実際にオフ
の世界で約30分間の面談を受けないとならないからだ。 
 



僕たちが「四柱推命」を元に具体的に提示することは、巷に出回っているツールで算出
できる、単なる「動物占い」レベルのものではない。 
 
あなたが、ビジネス・投資の分野で、「天に味方された突き抜けた者たち」を目指し、
迷いなく、力強く歩み続けられるようにするための武器。 
 
ビジネスにおける、宿命、価値観、才能、適職、適性、性格を明確化させる「四柱推命」。
ビジネスを推進するための、肝・心・脾・肺・腎からなる体と心の状態、病気における
問題を洗い出し対策を立てる「四柱推命」。 
 
30分間の中で、ミッチリとヒアリングを行い、「桜龍易占術」を取り入れながら必要
な全ての情報を収集。後日三人の「四柱推命」鑑定士によって、三方向から徹底的に話
し合いながら鑑定結果を算出する、極めて真剣な「四柱推命」鑑定なのだ。 
 
面談を実施するグランドマスター黄龍英と真田孔明の2人が一箇所に揃うタイミング、
さらには、実際に要する時間的な物理的限界。これによって、毎年限られた人数の方々
しか、「四柱推命」鑑定を受けることができない。 
 
現在確定している「四柱推命鑑定会」の実施日は、2014年3月26日（水）、27日（木）
の2日間、場所は東京都内某所。今回のタイミングを逃すといつのタイミングで実施可
能かは不明。 
 
「四柱推命」鑑定で、ビジネスにおける、宿命、価値観、才能、適職、適性、性格を明
確化する。さらには、ビジネスを推進するための、肝・心・脾・肺・腎からなる体と心
の状態、病気における問題を洗い出し対策を立てる。 
 
結果として、あなたに合った、夢中になれるビジネスを見つけることができ、そのまま
突き進むことで、ビジネスの対価として満足行くレベルの収入を獲得できるようになれ
るのだ。 
 
「四柱推命」鑑定で「命」を知り「運」を見方につけてビジネス・投資を成就したい場
合は・・・今すぐ下記のスケジュールを確認後、予約申込頂きたい。 
 
 
 
 
 
 
 



【「禁断の帝王学」主催「四柱推命鑑定会」】 
次回は以下のスケジュールにてビジネス宿命・適性・心身の健康面
談を実施。 
[四柱推命鑑定士]グランドマスター黄龍英、真田孔明 
[日程]2014年3月26日（水）、27日（木）：各13時～18時まで完全予約制（1人当た
り30分間） 
[場所]東京都内某所（申込予約後指定） 
[3月26日（水）] 
・13時～13時半の回：予約済み 
・13時半～14時の回：予約済み 
・14時～14時半の回：予約済み 
・14時半～15時の回：予約済み 
・15時～15時半の回：予約済み 
・15時半～16時の回：予約済み 
・16時～16時半の回：予約済み 
・16時半～17時の回：予約済み 
・17時～17時半の回：予約済み 
・17時半～18時の回：予約済み 
 
[3月27日（木）] 
・13時～13時半の回：予約済み 
・13時半～14時の回：予約済み 
・14時～14時半の回：予約済み 
・14時半～15時の回：予約済み 
・15時～15時半の回：予約済み 
・15時半～16時の回：予約済み 
・16時～16時半の回：予約済み 
・16時半～17時の回：予約済み 
・17時～17時半の回：予約済み 
・17時半～18時の回：予約済み 
 
※3月28日（金）が追加になりました 
[3月28日（金）] 
・13時～13時半の回： 
・13時半～14時の回： 
・14時～14時半の回： 
・14時半～15時の回： 
・15時～15時半の回： 
・15時半～16時の回： 
・16時～16時半の回： 
・16時半～17時の回： 
・17時～17時半の回： 
・17時半～18時の回 



「四柱推命鑑定」代金：29,800円 
（※事前のPAYPAL決裁のみ受付可能） 
 
予約申込はコチラ：  
https://39auto.biz/maverick/touroku/thread172.htm 
 
※予約申込順に、運営事務局スタッフが確認しながらスケジュール調整を行う。スケジ
ュール確定後、事務局スタッフが29,800円の鑑定代をPaypalを通して請求させて頂く。 
 
※当日の30分間の面談では以下の内容で実施させていただく。 
・生まれた年・月・日・時と地名を事前に提出（時間が分からない場合は別途相談）。 
・ビジネス・投資において（現時点）でやりたいことをヒアリング。 
・ビジネス・投資において（現時点）でやりたいことを元に「桜龍易占術」実施。 
・内臓（肝・心・脾・肺・腎）の健康状態を診断・その場で回答。 


