
風水空間プロデュースのご案内
【新築・リフォーム用】



琉球風水師 東道 里璃 からのメッセージ

風水空間プロデュース
LONGE【ロンジェ】

開放感があり、⾃然を感じる、⼼地よい暮らし
⻑寿の時代を健康で幸福に⽣きるための家づくり

「暮らしやインテリアを楽しむには良いかもしれないけど、住宅設計に⾵⽔は通⽤しない」

新築住宅の設計に、施主として⾵⽔を取⼊れた時、感じたことです。⼋⽅位で仕切られた
空間の占い的な吉凶で、運の良し悪しを決める⾵⽔に疑問を抱いていました。

暮らしにおける⾵⽔の実践で、⾵⽔の絶⼤なる効果を実感。しかし、住宅設計では上⼿く
いかない。その理由は何なのかわからない⽇々が続きました。

「⾵⽔の古典理論に書かれている四神相応の地が実在する。」

沖縄の離島の集落にある築180年の琉球⺠家での暮らし。それが、琉球⾵⽔との出会いで
した。縁あって東京から沖縄に移住し、王朝時代の⾵⽔師の⾜跡を感じたことで、私の⼈⽣
は⼤きく変わりました。それは、⾵⽔のレベルがあまりにも⾼かったからです。

形から⽣じる氣の流れを整えることを⼤切にする⾵⽔デザイン。琉球⾵⽔のデザイン⼒
は、建築設計に強い。琉球⺠家、集落、そして⾸⾥城。⼊れ⼦構造で⼀つの⾵⽔理論により
国造りが⾏われてきた歴史から、場所を選ばす、どんな所でも通⽤する智慧だということが
わかります。

氣の流れを整える⾵⽔術は、⽅位による吉凶よりも、⾃然との調和、住⼼地の良さを重視
します。⾃然と調和する空間には、私たち⼈間が⽣きて⾏く上で必要とする電⼦がたっぷり
含まれています。それは、⼼も⾝体も健康になる⼤切なエネルギー。⽬に⾒えない⼼地よさ
と、安⼼感のある暮らしの中では、⼼は穏やかになり、愛があふれ、満たされていきます。

この先、確実に訪れる「⼈⽣100年時代」。⾁体的にも、精神的にも、健康で幸福である
こと。これが、⻑寿の時代に良い⼈⽣を⽣きる重要な要素です。再現性の⾼い⾵⽔理論を元
に、健康で幸福に⽣きるための家づくりを、お⼿伝いをさせていただきます。

⾵⽔空間プロデューサー・琉球⾵⽔師

東道 ⾥璃
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[ 主な講演会

� 沖縄タイムス社・タイムス住宅新聞社 沖縄県トータルリビングショウ
住まいの講演会「琉球⾵⽔で⼼地よい家づくり」

【沖縄コンベンションセンター】
� 沖縄県建築⼠会・沖縄県建築⼠事務所協会総会 「建築設計と琉球⾵⽔」

【ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー】
� 株式会社ARG （⼀級建築⼠事務所） 「琉球⾵⽔で⼼地よい家造り〜

新築住宅を⾵⽔設計するための3ステップ」 【浦添てだこホール】
� インテリア産業協会沖縄⽀部

「琉球⾵⽔の歴史と現代インテリアへの応⽤法」
� 沖縄ガス株式会社 「新築住宅設計への琉球⾵⽔の取り⼊れ⽅」他
� THE GRACE （家具とインテリアの⼤型専⾨店）

「琉球⾵⽔で寝室を整える〜ベッドのレイアウトと
インテリアの陰陽バランス」他

[ 琉球⾵⽔スクール「アムリタ」（年間コースレッスン）

2012年 開校 「琉球⺠家の⾵⽔と現代住宅の⾵⽔」（全6回）
2013年 「琉球⺠家の⾵⽔と現代住宅の⾵⽔」（全6回）
2014年 「琉球⺠家の⾵⽔と現代住宅の⾵⽔」（全6回）

「⽅位鑑定コース」（全6回）
2015年 「新築・リフォーム 家造りコース」（全6回）

イベント：琉球⾵⽔1dayセミナー＠ザ・リッツ・カールトン沖縄
2016年 「⾵⽔理論と琉球⾵⽔鑑定体験・現代住宅の⾵⽔」（全6回）

イベント：琉球⾵⽔1dayセミナー＠万国津梁館

スクール会場：琉球⾵⽔設計住宅サロン、ムーンオーシャン宜野湾ホテル、
ザ・リッツ・カールトン沖縄、万国津梁館

[ メディア出演・掲載

� 執筆記事

・沖縄タイムス副読紙「タイムス住宅新聞」⽉間連載コラム執筆
『琉球⾵⽔で⼼地よい家づくり』/『アロマと琉球⾵⽔ですっきり』

・沖縄タイムス副読誌「らくら」
『運氣上昇 ⾵⽔で部屋を整える』 全7ページ執筆協⼒

� ラジオ出演

琉球放送 RBCiラジオ（AM738MH）「⽟城朋彦の沖縄⼤好き」他

� テレビ出演

琉球放送「ウチナ〜紀聞」

講演会・スクール開催実績
メディア出演・掲載

株式会社ARG 建築セミナー

五感で学ぶ琉球風水1dayセミナー
会場：万国津梁館

沖縄タイムス副読紙 タイムス住宅新聞
月間連載コラム「琉球風水で心地よい家造り」

沖縄タイムス副読誌 らくら
特集記事 「運氣上昇 風水で部屋を整える」
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琉球風水の特徴と歴史

琉球⾵⽔の特徴 『⽬に⾒えない⼼地よさ』の理由
1. 抱護（ほうご）の考え⽅に基づいた形で、守られているような安⼼感
2. ゆるやかな氣の流れのラインを描き、⼼が穏やかになる
3. ⾃然との調和を⼤切にし、五感が喜び、⼼が癒される
4. ⽅位にとらわれず、⽬的達成のために必要な鑑定法を選んで利⽤する
5. 理論に固執せず、住む⼈に合わせて現実的な住み⼼地の良さを追求する

沖縄タイムス副読紙 タイムス住宅新聞掲載 月間連載コラム「琉球風水で心地よい家造り」より 4



風水空間プロデュース 3段階アプローチ
どの段階で風水を取入れますか？

� 1 基本設計 【建築アウトライン設計とゾーニング】

� 2 基本設計 【間取り設計】

� 3 インテリアトータルコーディネート
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ご要望と設計段階により、必要な風水空間プロデュースを行います

建物を取り囲む周辺環境に合わせた、建物のアウトライン提案

【対象】 新築・大幅な間取り変更をするリフォーム・大規模店舗

【段階】 ◆最初の基本設計図の作成前の方
◆たたき台になる設計プランがまだ決まっていない方

【状態】 ◆これから設計に入るが、設計会社が決められない方
◆いくつかプランができあがっているが、思い通りの
プランができあがらず、設計が前に進まない方

人の過ごし方、暮らし方に合わせた、室内環境の彩りの方向性提案

【対象】 新築・リフォーム・建売住宅・マンション・賃貸・既存建物など

【段階】 ◆新築～基本設計終了後から、新居の家具を購入する前の方
◆リフォーム～間取り確定後から、家具を購入する前の方
◆引っ越し～新居物件確定後から、家具の購入する前の方

【状態】 ◆新居へ入居する前に、家具、家電をこれから購入される方
◆築10年以上で、住宅のリフォームまではしないが、家具や壁紙、
カーテンなど、インテリアを一掃をされる方

人の過ごし方、暮らし方に合わせた、室内環境の空間構造設計

【対象】 新築・小規模リフォーム・新築分譲マンション・小規模店舗

【段階】 ◆新築～基本終了前の方
◆リフォーム～基本設計終了前の方
◆新築分譲マンション～設計変更可能な段階の方

【状態】 ◆要望通りの間取りはできているが、本当に住み心地が

良い間取なのか、風水は悪くないか、不安を解消したい方
◆付加価値の高いリフォームで中古物件を貸したい、売りたい方



風水空間プロデュース
1． 建築アウトライン設計とゾーニング

自己実現に向けた明確なゴール設定
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建物を取り囲む周辺環境に合わせた建築設計アドバイス

【風水空間プロデュースの目的】

自然を感じ、開放感のある、心地よい暮らしを実現するために。

敷地の特性をつかみ、周辺の自然環境と調和する「守られた

安心感」のある建築設計コンセプトを提案いたします。

敷地の陰陽の性質に、空間の陰陽の性質を調和させ、過ごす

人の心の調和を目的に空間のゾーニング提案をいたします。

建物を取り囲む周辺環境に合わせて、住宅の外側の氣の流れ

を整えることができます。

【ご提案内容 具体例】

◆周辺環境の状況から見た、敷地の最も心地よい場所の調査

◆敷地の長所を最大限に生かした建物の向きの決定

◆敷地とのバランスのとれた建物配置

◆氣がスムーズに流れ、安心感のある建物の形

◆敷地の陰陽性質と、空間のパブリック性・プライベート性に

配慮したゾーニング提案

◆敷地の最も心地よい場所を生かし、建物内での行動が

スムーズにできる空間レイアウト（間取り）提案

◆柱、梁など、構造設計に関わる部分に対するアドバイス

◆前面道路の位置、建物の空間レイアウト、方位鑑定結果などの

要因から総合的に判断する氣の流れに配慮した玄関配置

◆建物を取り囲む外構、植栽の提案

◆個人の運勢方位に基づき、個室、寝室、社長室など、

個人の重要な空間を吉方位へ配置

◆風水調査結果を図面に描き、設計士へ解説



風水空間プロデュース
2． 間取り設計

自己実現に向けた明確なゴール設定
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人の過ごし方、暮らし方に合わせた室内環境の空間構造設計

【風水空間プロデュースの目的】

人の身体の動き、心の動きに合わせて、室内空間での暮らしが

快適でスムーズになり、健康を維持できるようデザインします。

住宅の内側から氣の流れを整えることで、一度建ってしまって

からでは簡単に変えることのできない、住宅の構造に関わる

フレームを調整していきます。

【ご提案内容 具体例】

◆人がスムーズに行動できるための各空間をつなぐ動線設計

◆窓やドアなど、開放感、安心感に関わる開口部の配置

◆心と脳に影響を及ぼす、視界、視線の流れに関わる設計

（窓の外の風景、ディスプレイの配置等）

◆無意識レベルで安心、安全、快適に過ごすことができる

家具・家電のレイアウト提案

◆氣の流れを整える家具の寸法のアドバイス

◆竣工後もスッキリと美しく過ごすための収納提案

◆健康と関わる 空気の電子レベルを整えるアドバイス

◆家具・家電のレイアウトから逆算したドア、窓など構造に関わる部分の微調整

◆個人の運勢方位に基づき、座る向き、 枕の向きを吉方位へ向けるための方法

◆琉球風水鑑定図面の作成とコメントの書き込みと設計士への解説

【空間設計 参考事例】

◆ぐっすり眠ることのできる寝室の造りこみ

心地よく眠るためのベッド配置、窓、ドア、クローゼット、鏡の配置。

個人の吉方位へ枕を向ける。

◆安心感のあり、集中力があがる社長室のデスクレイアウト

机の配置を心地よくするため、壁、窓、ドアの位置を調整。

机の位置、座る向きを社長の吉方位に配置。



風水空間プロデュース
3． インテリアトータルコーディネート

自己実現に向けた明確なゴール設定
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人の過ごし方、暮らし方に合わせ、インテリアの彩りの方向性を提案

【風水空間プロデュースの目的】

家具の配置という「形」が作り出す氣の流れをスムーズに整え、

目に見えない心地よさと安心感を得る空間。空間の性質と、

そこに過ごす人の気持ちを調和させる空間づくりを行います。

風水理論から導き出された、色や柄などを適切に選ぶための

彩りの方向性を知ることができます。

【ご提案内容 具体例】

◆陰陽五行に基づいた、自然界の調和をとることのできる

色、素材、柄、質感などの方向性の提案

【壁、床、家具、カーテン、照明、電化製品、ディスプレイなど】

◆家具の配置設計

◆氣の流れを整える家具の寸法のアドバイス

◆竣工後もスッキリと美しく過ごすための収納提案

◆空間の波動を上げるディスプレイの提案

◆空間の機能と、そこで過ごす人の気持ちの調和をとる

インテリアの提案

◆人の健康と大きく関わる 空気の電子レベルを整えることに関する アドバイス

◆個人の運勢方位に基づき、座る向き、 枕の向きを吉方位へ向けるための方法

◆琉球風水鑑定図面の作成とコメントの書き込み

◆設計士やインテリアコーディネーターなど専門家への解説

【空間設計 参考事例】

◆子宝運を上げる寝室のインテリアの彩り提案

陰の方位である北側に寝室があり、落ち着いた空間になっている。子宝は、身体を

温めることを重視し、ファブリックは暖色系の暖かみを感じる色で。ただし、陽の氣が

強くなりすぎないよう、地味な色味、淡い色で陰を補い、落ち着いたインテリアに。



風水空間プロデュース
継続コンサルティング

自己実現に向けた明確なゴール設定
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設計変更に対応するため、継続的、段階ごとにアドバイス

【プラン内容】

設計変更に対応し、各段階ごとに、必要な提案をいたします。期間中は、何度でも、メールや

ビデオ会議でのご相談に対応いたします。

【具体的サポート例】

◆段階的アドバイス （設計変更に応じて、図面チェックとヒアリングを行います）

◆お悩みを解決する風水改善プランの作成による設計変更提案、間取り提案

◆建築士、インテリアコーディネーターなど各専門家との意見交換

◆インテリア設計ワークシートの書き込みの指導

【⾵⽔空間プロデュースによる設計変更・間取り提案事例】

新築住宅の壁の配置の設計変更提案

寝室のベッドの配置を⾵⽔の良いレイア
ウトにするため、壁の位置を20㎝ずらす
提案図⾯

⼩規模リフォームの間取り設計提案

壁とドアの位置を変えて⽣活動線を修正
⾜りなかった収納スペースの具体的提案
氣の流れが良くなる家具の配置と⼨法提案
広い和室の活⽤法とゾーニング提案



八方位鑑定

琉球風水スクール「アムリタ」
通学コースCOURSE

自己実現に向けた明確なゴール設定

琉球風水の魅力は、目に見えない心地よさを作り出す再現性の高さです。氣の流
れの整った空間では、心が調和し穏やかになります。マイホームに家族の笑顔があふ
れ、生き生きと健康に過ごすことができれば、心も明るく元気に。夢や希望が実現す
る未来を、琉球風水の住環境がサポートします。

【琉球風水の鑑定法】
氣の流れを整え、心地よい空間をつくるために

�氣の流れの鑑定
安心、安全、快適で、目に見えない心地よさを創りだすための鑑定。家具のレイアウトや、悪い

氣が生じている部分を改善し、氣の流れをと整えます。

�陰陽方位とプライベート空間・パブリック空間
1）方位と空間の機能と相性に配慮し、新築住宅設計のゾーニングに取入れます。

2）方位と空間の相性をみて、部屋が目的に合わせて上手く機能するよう、インテリアで調和を
取ります。

�家族運勢方位鑑定 【才能運と健康運】

生年月日から吉方位を割出し、各個人の部屋の配置や、枕の向き、机の向きを見ます。

�八方位鑑定
各空間の八方位の運勢に合わせて、色や素材で五行の調和をとり、インテリアを整えます。

4種類の鑑定法

家族運勢方位鑑定氣の流れの鑑定 陰陽方位鑑定
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方位を中心に判断を行う家相風水と違い、「琉球風水」は、地形や
ものの形から生じる氣の流れを重視し、現実的に心地よい空間を作
ることを優先します。方位鑑定も組合わせ、数種類の鑑定法を駆使
します。
風水設計デザインの全てのプランにて、その時の段階における設
計図に対し、4種類の鑑定図面を作し、コメントを記載いたします。



風水空間プロデュース
３つのプラン内容
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②基本設計プラン 【基本設計まで継続コンサルティング付き】

継続コンサルティング期間（新築：12ヶ月、リフォーム：6か月）

①現地調査&ヒアリング

②風水鑑定図面作成

③対面解説（オンライン）

④設計変更に対応した段階的、継続的アドバイス

※建築アウトライン設計・間取り設計含む。

③基本設計＋インテリアコーディネートプラン
【インテリアコーディネート終了まで継続コンサルティング付き】

継続コンサルティング期間 （新築：24か月、リフォーム：12ヶ月）

①現地調査&ヒアリング

②風水鑑定図面作成

③対面解説（オンライン）

④設計変更に対応した段階的、継続的アドバイス

※建築アウトライン設計・間取り設計含む。

①風水鑑定プラン（１回）

任意のタイミングで基本設計図を１回鑑定し、現状把握と方向性を出す

①現地調査&ヒアリング

②風水鑑定図面作成

③対面解説（オンライン／1回）

納期：現地調査から2週間程度

風水診断により、風水的な問題と改善の方向性について、お話させていただきます。

間取りを変えずにできる家具レイアウト設計と、それに伴う、窓やドアの配置、大きさ

についてはアドバイスさせていただきます。

建築アウトライン設計や間取り設計などの具体的な設計プラン提案は含みません。

基本設計終了まで継続コンサルティングを必要とされる方は、②または③のプラン

をご利用ください。



風水設計デザイン
３つのプランとメニューの組合せ方

現地調査

12

電話・メールでお問合せ

①風水鑑定プラン（1回）

②インテリア設計プラン

③基本設計プラン（リフォーム）

④基本設計プラン（新築）

⑤トータル設計プラン（リフォーム）

⑥トータル設計プラン（新築）

5

4

3
2

６

建築計画 基本設計 実施設計 施 工 竣 工

1



風水空間プロデュース
メニューと料金
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※ 本サービスをご検討の方はまず、次ページでご案内するWebコンサルティングをお申し込みください。ご

契約いただいた方は、Webコンサルティングの料金を割引させていただきますので、実質、 Webコンサル
ティングは無料です。

※ 一般住宅（60坪まで）の料金です。60坪を超えるごとに、追加料金が発生いたします。
法人、店舗、集合住宅などは、別途お問い合わせください。

※  インテリアコーディネートについては、業務の状況によってご対応できない場合もあります。
まずは、ご相談ください。

【離島、沖縄県外よりご依頼のお客様へ】

現地調査の際は、別途交通費、宿泊費をご負担頂きます。（沖縄本島は現地出張料無料）

現地出張料：離島は55,000円、北海道を除く本土は110,000円、北海道は165,000円。

①風水鑑定プラン（1回）

【設計期間中の任意のタイミング】

家具レイアウト設計
風水鑑定図面の作成と対面解説

66万円～（60坪を超えるごとに2万円/坪）

②インテリアコーディネートプラン

【新築入居時・模様替え】

99万円～（60坪を超えるごとに6万円/坪）

契約期間：6ヵ月

③基本設計プラン【リフォーム】

【基本設計終了まで】

継続コンサルティング付き

９９万円～（60坪を超えるごとに6万円/坪）

契約期間：６ヶ月

④基本設計プラン【新築】

【基本設計終了まで】

継続コンサルティング付き

165万円～（60坪を超えるごとに8万円/坪）

契約期間：１２ヶ月

⑤トータル設計プラン【リフォーム】

【基本設計＋インテリアコーディネート】

継続コンサルティング付き

198万円～（60坪を超えるごとに10万円/坪）

契約期間：12ヶ月

⑥トータル設計プラン【新築】

【基本設計＋インテリアコーディネート】

継続コンサルティング付き

330万円（60坪を超えるごとに12万円/坪）

契約期間：２４ヶ月

※料金は全て税込み価格です。



風水空間プロデュース
お試しメニュー

自己実現に向けた明確なゴール設定
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『住宅設計の方向性を決めるための風水アドバイス』

【図面有り】Webコンサルティング 料金：55,000円(税込）/90分

【対象】 買ってはいけな間取りかどうかを相談したい方

□ 複数の設計プランの中から、どのプランを選んで設計を進めていいのかわからない。

□ 風水の本に「凶」と書かれていることが、設計図に入ってしまっていて不安。

□ 要望通りの設計図だが、本当に良いのか、このまま設計を進めていいのか不安。

□ 設計士に自分の意図が上手く伝わらず、要望通りの図面ができあがってこない。

□ 詳細な風水鑑定までは必要としないが、風水的致命傷の有無など、不安を解消したい。

現在お持ちの設計図面から判断できる範囲で

今後の『方向性』に関わるご質問や不安にお答えします。

※お申し込み頂いた方全員に、「住宅のコンセプト設計ワークセット」（55,000円相当）をプレゼント

※現地調査はありません。新築・リフォームの設計途中での「部屋の配置変更提案」や「風水鑑定図

面作成」は含まれせん。詳細な風水調査を必要とする場合は、別途、風水空間プロデュースプランを

お申込み下さい。

『家づくりをはじめる不安解消のための風水アドバイス』

【図面なし】Webコンサルティング 料金：33,000円(税込）/60分

【対象】 「設計会社の選択」「リフォーム範囲」にお悩みの方

□ 新築住宅に風水を取り入れたいけど、何をどうすればいいのか。

□ 築年数を経過して、この先どうメンテしていっていいのかわからない。

□ どこを、どうリフォームしていいのかわからない。

家づくりをされる際の漠然とした不安を解消し、

安心して次のステップへ進むためのアドバイスをします。

※お申し込み頂いた方全員に、「買ってはいけない住宅チェックセット」（33,000円相当）をプレゼント

風水空間プロデュースをご検討の方は、まずはこちらをご利用ください。

Webコンサルティングを受けることで、あなたに最適なプランがどれかが分かります。



風水空間プロデュース
特別メニューと料金
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私がお勧めする、一番コストパフォーマンスの良い風水の取り入れ方は、新築する1〜3年前から風水を学び、

新築住宅に風水を取り入れて、風水の良い箱の中で、風水の良い生活を送ること。

次に、リフォームする1〜3年前から風水を学び、今の住宅で風水を実践し、現状の風水的な問題点を自分

で把握した上で、それを改善できるリフォームプランで住まいを改装することです。

新築・リフォームの前に学んでいただきたいと言う理由は、「予算の準備」と「設計会社の選択」で、家づくり

の運命が決まるからです。

住まいは生活の一部ですから、「暮らしの風水」は、「手料理」と同じです。風水師に風水を相談するというの

は、シェフに自分たちのためだけのオリジナルの料理を作ってもらようなものです。

結婚式やお祝いごとなどの特別なタイミングにはプロの力もありがたいですが、毎日の暮らしでは、手料理の

質が高いほど幸福度が上がります。

同じく風水も、家づくりという重大なタイミングは、シェフの腕を借りるように、風水師の力を借りるのもいいか

もしれません。しかし、暮らしの風水については、手料理のように考えられると良いと思います。ご自身でご自

宅の風水鑑定ができて、暮らしの中で風水を当たり前に良くする生活習慣を身に着けることができれば、生

活の質が高くなりますので、幸福度が上がるわけです

風水師が行う新築住宅を設計する風水空間デザインや風水鑑定と、ご自身で風水を学ぶことは、表裏一体

です。風水を学ぶと風水の価値の高さがわかるので、風水の良い家に住みたくなります。

一方、風水を知らない方が、住宅設計の時だけに風水鑑定を取り入れる場合、風水の価値が理解できずア

ドバイスが受け入れられなかったり、意味がわからないので実行に移せないこともあります。

また、風水の良い家という「箱」を手に入れることができたとしても、日常で風水の悪い暮らし方をしてしまう

なら、「中身」としての良い風水がないので、せっかくの住まいの風水効果も小さくなってしまいます。

「風水が気になる」という方は、どのように風水を取り入れるのがご自身とって幸せなのか、そして、どこまで

人生に風水を取り入れたいのかをよくお考えになるとよいでしょう。

ロンジェ風水空間デザインTM実践会

卒業生限定プラン

【現地出張】建築アウトライン設計＆ゾーニング

１枚目の基本設計図の具体的なプラン提案をします。
その後の図面の微調整に関しては、ロンジェ®倶楽部（会員制
コミュニティ）に入会いただくことで、東道里璃が継続的にアド
バイスします。

33万円～（60坪を超える場合はご相談ください）

最もコスパの良い風水の取り入れ方



風水空間プロデュースと
従来の建築・インテリア設計の違い
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ロンジェ®の風水空間プロデュースは、 QOLを向上させる5つの要素を、トータルに設計できる

のが特徴です。その５つの要素とは、①5つの氣の流れ設計、②氣の質を向上させる設計、③

得たい感情が得られる設計、④住む人の運勢方位に配慮した設計、⑤理想の未来から逆算

した設計です。

一方、従来のインテリアコーディネートが手掛けるのは、⑥のインテリアスタイル設計のみ。

QOLを向上させる５つの要素に、美しいデザインが加わることで、理想の自分に似合う美しい

空間のトータルコーディネーができる、日本で唯一の設計法です。

※５つの氣の流れとは：自然の氣の流れ（光・風・水）と、人工的な氣の流れ（生活動線、視線

の流れ）

建築・インテリアの選択基準は従来、コストやデザイン性の高さがメインでした。しかし、物で豊

かになれる時代は終わり、心の豊かさを求める時代に移行。Quality of Life（生活の質）を上

げる流れが建築・インテリア業界にもあり、「風水＋建築」「心理学＋建築」など、建築以外の考

え方をベースにした設計者を育成する動きが出てきています。

ロンジェ®の風水空間プロデュースは、古代中国の風水思想をベースにした環境学＝風水に、

「心理学」と「脳科学」を掛け合わせた、新時代の建築・インテリ設計。東洋思想と現代科学の

融合で、物心両面からよりQOLの高い空間作りを実現します。



ご契約の流れ

1．メールでお問い合わせ
風水鑑定、及び、新築・リフォームの風水設計について、一度話を聞きたいという方
は、事務局までお問い合わせください。

2. 事務局対応
疑問、ご質問に、お電話またはビデオ会議でご対応させていただきます。

3. Webコンサルティングのお申し込み
風水鑑定、及び新築・リフォームの風水設計をご希望の方は、まずはWEBコンサル
ティングから対応させていただきます。

※WEBコンサルティング料金：図面なし【60分】 33,000円（税込）
図面有り【90分】 55,000円（税込）

4. 契約
申込書（メールフォーム）のご提出、ご契約書（電子契約書）にサイン、現地調査料
330,000円のご入金をもって、お申込完了となります。

※個別相談の前に、敷地図面または、現段階の図面、ロンジェ®でご準備しているご要望書をお
送りください。

※ご契約いただいた方へは、Webコンサルティングの料金をキャッシュバックいたします。

5. 現地調査（２時間） 施主・建築士同行

6. 風水鑑定結果報告（２時間／オンライン）
現地調査終了後に、ご希望のお支払い方法によってご入金ください。

【お支払方法のご選択】
①一括払い
②分割払い（6・12・24回) 【毎月お支払い】

※延床面積が60坪を超える場合は、別途ご相談ください。

7. 建築アウトライン設計と間取りのご提案
※担当建築士と相談のうえ、ご提案いたします。

8. 設計開始後は、必要なタイミングで随時打合せ、ご提案をさせていただきます。
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【東道里璃からの実践報告に対する琉球風水分析コメント】

[ 形勢法の鑑定 【形から生じる氣流れを整える鑑定法】

玄武、朱雀が良い配置に収まり、整っています。また、壁の張出しがベッドに影響しないよう、観葉植物の配置も良い位置です。
お部屋もすっきりとシンプルで、危険を感じるものがなく、清浄化されていて、インテリアも美しいです。
※形勢法は、安心、安全、快適で、目に見えない心地よさを創りだします。主に、空間の「形」、「清浄さ」、「美しさ」で判断します。

[ 陰陽方位鑑定 【太陽からのエネルギーの受取り方で、方位を陰陽に区別する鑑定法】

�部屋の配置と枕の向き
北側の陰の方位に部屋が配置、枕の向いている方角も陰の方位。寝室の配置されている方位、枕の向きともに、理想的です。

�陰陽バランスのインテリア
ファブリックには、寒色系で陰のカラーが使われており、壁の色もダークブランは陰性で落ち着きがあります。床の白さ、窓の大
きさ、そして、ベッドリネンの大きめの柄、頭上のお花のプレート、頭上のブルーの布の華やかさが、陽のエネルギーです。適度な
華やかさ、明るさがあることで、陰氣になりすぎず、素敵なインテリアにまとまっています。
全体的に陰でまとまっているところに、陽のエネルギーが適度に補われ、印象としては、陰6：陽4くらいのイメージでしょうか。寝
室の陰陽バランスとしては、理想的なバランスだと思います。バランス感覚が、素晴らしいですね。

※陰陽方位は、大きく2つの視点から分析。1）方位と部屋の配置が、空間の機能と相性が良いかをみることができます。2）方位
と空間の相性をみて、部屋が目的に合わせて上手く機能するように、インテリアで調和を取る時に、役立つ鑑定法です。

[ 家族運勢方位鑑定 【個人の生年月日から導き出す「才能運方位」と「健康運方位」】

部屋の配置、枕の向きともに、才能運方位。この方位は、安定感があるので、寝室に向いています。寝ている間に、自分にとっ
て良い氣をしっかり吸収できますね。健康運方位も生命力を強めるエネルギーが入ってくる方位で、無意識にそこにいる時間が
長くなると言われる方位です。寝室であれば、良い眠りにつながることでしょうね。

※家族運勢方位は、個人の部屋の配置（方位）と、枕の向き、机の向き（方角）を見るのに適した鑑定法です。

[ 八方位鑑定 【八卦の象意から、その方位を司る運氣を活性化するための鑑定法】

これまでの3種類の鑑定に八方位鑑定を取入れると、より寝室の風水を楽しむことができます。現在のインテリアは、夏は、すっ
きりとさわやかで眠り心地も良いかと思います。ただ、陰の方位ですので、冬場に冷えるようなら、少し陽を補うといいかもしれませ
ん。この場合、陽性の色を選ぶ際に、陰陽バランスに加え、八方位の運勢も取入れます。北西は「地位・良い指導者との出会い
運」を司ります。五行では、北西は「金」の方位です。冬場は、黄色、ピンク、クリーム色などの暖色系で陽を補い、色のトーンを淡
くすることで陰を保つと、寝室の落ち着きが維持されます。モコモコしたような感触など、温かみのある素材を使うのも良いでしょう。
そして、丸みや流線形、やわらかみを取入れると金の氣がプラスされ、水の空間である寝室の氣と相性が良いです。

季節にも陰陽があります。時間は刻々と変化しています。宇宙の星の動きを意識し、時を読み、季節を感じ、太陽のエネル
ギー、月のエネルギーを受け取りながら、その中で調和するように、暮らしていくということが、風水を実践するということです。

風水スクール 受講生の声
実践報告と琉球風水分析コメント事例

�矢富弓子様（沖縄県） 【沖縄ガス株式会社 営業企画課】

琉球風水の講義で学んだことを形にしてみようと、寝室のレイアウト変更に取組みました。
陰陽方位鑑定に基づいて、寝室を陰の方位の北側へ移動。壁を背に玄武をとり、枕位置
は陰の方位の北東へ向け、入口は朱雀の配置。柱の張出の角が、ややベッドに向いてい
るため、少しでも氣の流れが緩やかになるように観葉植物を置きました。ファブリックはもと
もと水色が好みなので、陰の気の水色と白をベースにしました。
第4回の講義までに習ったことを実践し、１ヶ月ほど経って感じたことは、本当にグッスリ寝
れます！熟睡度が全く違うんです！
そして、第5回の講義で習った、八宅周書法も当てはめてみると、西四命で、本命卦が艮
（ごん）の私にとって、寝室の配置も、枕の向きも吉方位でした！しかも、健康運方位も才能
運方位も寝室にありました！どうりで、安眠が得られるのか、腑に落ちました。
家は身体と一緒ですというお言葉もとっても印象に残っています。内面がやはり現れるこ
となので、お部屋の状態が心の鏡なんだな～と思います！
琉球風水の叡智は本当に素晴らしいと思います。実践しながら、「一生使える」と思いまし
た。東道先生にご縁を頂きまして、学ばせて頂きけましたこと本当に感謝しています。

陰陽方位鑑定図面の作成体験

琉球風水実践後の寝室
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1

メールで
お問合せ

Webコンサルティングの前に、
一度話を聞きたいという方は、
ロンジェ琉球風水アカデミーの

HP、またはメールマガジン内の
お問い合わせメールフォーム
から、事務局までお問い合わ
せください。

風水空間プロデュース お申込の流れ

無料Webセミナー

琉球風水ご興味がございましたら、まずは無料のWebセミナーにご参加ください。

/      2

事務局対応
（無料）

風水空間プロデュース、風水

鑑定に関する疑問・ご質問に、
お電話、またはビデオ会議で
ご対応させていただきます。

3

Web
コンサルティング

風水鑑定、及び、新築・リ

フォームの風水設計をご希望
の方は、まず初めに、WEBコ

ンサルティングから対応させ
ていただきます。

～ お問い合わせ・お申込みはこちら ～

ロンジェ琉球風水アカデミー

900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 9F
HP h'p：//longe.jp

E-mail info@longe.jp

まずは、下記HPより、無料Webセミナーにご参加ください。


