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★ 講座の目的
新築住宅の設計に必要な風水の考え方を身につけ、

美しく心地よいプランを提案できるようになった。
望む未来から逆算した空間を設計デザインし、人生に良い変化が起こす空間が設計できた。

★ 成果指標 1.土地× 2. 建築× 3.インテリア × 4.暮らし

指標1 土地の風水 周辺環境から、土地の風水をみることができた

指標2 建築の風水 建築計画・間取り設計に必要な風水術を理解し、プランを提案できた

指標3 インテリア風水 インテリア設計に必要な風水術を理解し、プランを提案できた

指標4 暮らしの風水 日々の暮らし方の風水に配慮して、新築のプランを提案できた

＜第1部＞　マインドフルネス風水〜住まいと暮らしの風水空間デザイン™ 
風水哲学を学び、住まいと向き合うことを通して、空間の現状と課題を把握できた。理想の自分になれる空間をデザインするための情報を集めることができた。

第0回　イントロダクション 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

　a. 家づくりを成功に導く脳の仕組み　Being　思考改革

0-a-1 【動画】風水空間デザインと脳科学　

0-a-2 【動画】脳科学の基本とワークのやり方解説　

0-a-3 【ワーク】プラスになる基本：言葉・態度・表情

0-a-4 【ワーク】自分の言葉・ポーズを決める

0-a-5 【ワーク】捉え方を変換する：マイナスをプラスの意味に変えて感謝する

　b. マインドセットと学習計画　Doing　目標達成 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

0-b-1 【動画】目標達成マネジメントとマインドセット　セルフイメージの解説

0-b-2 【ワーク】理想の住まいで暮らすセルフイメージシート作成【長期ビジョン・３年後】

0-b-3 【ワーク】理想の住まいで暮らすセルフイメージシート作成【短期ビジョン・ロンジェ修了時】

0-b-4 【ワーク】LONGE工程表から学習計画を立てる

0-b-5

【ワーク】想定外の出来事に備え危機管理をする
①つまづきそうなことをリストアップ
②なぜそうなりそうか理由を分析する
③問題を解決する対策を考える
④達成できること信じて最善をイメージする

0-b-6 【ワーク】モーニングルーティンリスト・ナイトルーティンリストを作る
【言霊ポーズを鏡の前・感謝・セルフイメージシートを見て問いかけ】

0-b-7 【ワーク】学習時間を確保し、理想の1日の時間割を作る　参考文献：「神・時間術」「タイムクエスト」

0-b-8 【ワーク】PDCA日報の原本を作成する

0-b-9 ロンジェ® 風水空間デザインを成功させる８つのマインドセット

　c. 課題の取り組み方 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

0-c-1 【動画】講座で使用する各ワークシートの記入方法

0-c-2 セルフチェック&レーダーチャート&マトッリクス

0-c-3 風水空間デザインシート

0-c-4 新居への要望シート

0-c-5 陰陽バランスチェックシート

0-c-6 【動画】図面の準備について（中心の取り方と羅盤の当て方）

第１回　風水概論 ／ 玄関 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

1-1 【動画】「風水概論」の講義

1-2 【ワーク】「風水概論」の基礎知識

1-3 【動画】「玄関の風水」の講義

1-4 【ワーク】「玄関の風水」の知識問題

1-5 【ワーク】「琉球風水セルフチェックシート」で玄関の現状分析をする

1-6 【ワーク】課題と目標を明確にして「空間デザインシート」に書き込む

1-7 【ワーク】玄関の「新居への要望シート」を書く　※

1-8 第１回の実践報告と振り返り

第２回　琉球風水の歴史 ／ トイレ 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

2-1 【動画】「琉球風水の歴史」の講義

2-2 【ワーク】「琉球風水の歴史」知識問題

2-3 【ワーク】「トイレの風水・アロマの使い方」の講義

2-4 【動画】「トイレの風水・アロマの使い方」の知識問題

2-5 【ワーク】「琉球風水セルフチェックシート」でトイレの現状分析をする

2-6 【ワーク】課題と目標を明確にして「空間デザインシート」に書き込む

2-7 【ワーク】トイレの「新居への要望シート」を書く　※

2-8 第２回の実践報告と振り返り

第３回　陰陽方位 ／ 水回り

　a. 陰陽方位鑑定 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

3-a-1 【動画】「琉球民家の風水と陰陽理論」の講義

3-a-2 【ワーク】「琉球民家の風水と陰陽理論」の知識問題

3-a-3 【ワーク】自宅の羅盤入り図面を作成する

3-a-4 【動画】「現代住宅の陰陽方位鑑定図面作成」の講義

3-a-5 【ワーク】陰陽方位鑑定図面作成

3-a-6 【ワーク】陰陽方位とパブリックプライベート空間のゾーニング確認

3-a-7 【動画】「陰陽方位バランス分析」の講義動画

3-a-8 【ワーク】各空間の陰陽方位との相性と陰陽が調和する方向性を出し、図面にコメントを書き込む

　b. キッチン・浴室・洗面所 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

3-b-1 【動画】「キッチン・水回りの風水」の講義

3-b-2 【ワーク】「キッチン・水回りの風水」の知識問題

3-b-3 【ワーク】「琉球風水セルフチェックシート」でキッチン・水回りの現状分析をする

3-b-4 【ワーク】「陰陽バランス分析シート」でキッチン・水回りの現状を分析する

3-b-5 【ワーク】「陰陽バランス分析シート」で玄関とトイレの現状を分析する

3-b-6 【ワーク】課題と目標を明確にして「空間デザインシート」に書き込む

3-b-7 【ワーク】キッチン・水回りの「新居への要望シート」を書く　※

3-b-8 第３回の実践報告と振り返り
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第４回　四神相応 ／ 寝室

　a. 四神相応・氣の流れの鑑定 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

4-a-1 【動画】「四神相応」の講義

4-a-2 【ワーク】「四神相応」の知識問題

4-a-3 【動画】氣の流れの鑑定図面作成の講義

4-a-4 【ワーク】基本設計図に、全部屋の家具レイアウトを書き込む

4-a-5 【ワーク】住宅のゴールデンゾーンを図面に描く

4-a-6 【ワーク】氣の流れの鑑定図面作成

4-a-7 【ワーク】氣の流れの鑑定図面に現状分析のコメントを書き込む

4-a-8 【ワーク】氣の流れの鑑定図面の改善案作成

　b. 寝室 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

4-b-1 【動画】「寝室の風水」の講義

4-b-2 【ワーク】「寝室の風水」の知識問題

4-b-3 【ワーク】「琉球風水セルフチェックシート」で寝室の現状を分析する

4-b-4 【ワーク】「陰陽バランス分析シート」で寝室の現状を分析する

4-b-5 【ワーク】課題と目標を明確にして「空間デザインシート」に書き込む

4-b-6 【ワーク】ベッドの配置と向きを決める

4-b-7 【ワーク】寝室の「新居への要望シート」を書く　※

4-b-8 第４回の実践報告と振り返り

第５回　個別運勢方位 ／ 個室

　a. 個別運勢方位鑑定 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

5-a-1 【動画】「個別運勢方位」の講義

5-a-2 【ワーク】「個別運勢方位」の知識問題

5-a-3 【ワーク】個別運勢方位を出す

5-a-4 【ワーク】個別運勢方位鑑定図面作成

5-a-5 【ワーク】個別運勢方位鑑定図面に、現状分析と改善策のコメントを書き込む

　b. 書斎・子ども部屋 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

5-b-1 【動画】「書斎・子供部屋」の風水の動画講義

5-b-2 【ワーク】「書斎・子供部屋」の風水の知識問題

5-b-3 【ワーク】「琉球風水セルフチェックシート」で書斎・子供部屋の現状分析をする

5-b-4 【ワーク】「陰陽バランス分析シート」で書斎・子供部屋の現状分析をする

5-b-5 【ワーク】課題と目標を明確にして「空間デザインシート」に書き込む

5-b-6 【ワーク】机と椅子の配置と向きを決める（スライド）

5-b-7 【ワーク】書斎・子供部屋の「新居への要望シート」を書く　※

5-b-8 第５回の実践報告と振り返り

第６回　八方位 ／ ＬＤ
　a. 八方位・五行の鑑定 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

6-a-1 【動画】「八方位と五行」の講義

6-a-2 【ワーク】「八方位と五行」の知識問題

6-a-3 【ワーク】八方位と五行の琉球風水鑑定図面作成

6-a-4 【ワーク】八方位と五行の鑑定図面に、現状分析と改善策のコメントを書き込む

　b. ＬＤ 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

6-b-1 【動画】「LDの風水」の講義

6-b-2 【ワーク】「LDの風水」の知識問題

6-b-3 【ワーク】「琉球風水セルフチェックシート」でLDの現状分析をする

6-b-4 【ワーク】「陰陽バランス分析シート」でLDの現状分析をする

6-b-5 【ワーク】課題と目標を明確にして「空間デザインシート」に書き込む

6-b-6 【ワーク】LDのソファ・ダイニングチェアの配置と向きを決める（スライド）

6-b-7 【ワーク】リビング・ダイニングの「新居への要望シート」を書く　※

6-b-8 第６回の実践報告と振り返り

＜第2部＞　【デザイナー】風水空間デザイン™ で設計プランを作成する／【施主】風水空間デザイン™ の要望をまとめる
理想の自分になれる空間の設計デザインができた

第７回　住宅のコンセプト設計 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

7-1 【動画】「コンセプト設計」の講義

7-2 【施主ワーク】理想の家が手に入る夢実現シート（ご家族にも書いてもらう）

7-3 【動画】「全体的コンセプトと各部屋のコンセプト設計法」の講義（1時間）

7-4 【施主ワーク】全空間の空間デザインシートをまとめ、空間改善マトリックスシートで課題を明確にする

7-5 【施主ワーク】住宅のコンセプトを設計する

7-6 【施主ワーク】隣接空間レイアウトを作成する

7-7 【施主ワーク】各部屋の広さを割り出す

7-8 【施主ワーク】予算を出す

7-9 【施主ワーク】イメージ写真を集める

7-10 【施主ワーク】好きなインテリアスタイルを絞り込む

7-11 【施主ワーク】全空間の新居への要望書をまとめる　※

7-12 【建築士ワーク】要望書を受け取る&ヒアリング

7-13 第７回の実践報告と振り返り

第８回　土地の風水調査と建築計画

8. 【新築】土地の風水調査と建築計画

　a. 事前準備 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

8-a-1 【動画】「土地の風水調査」の講義

8-a-2 【ワーク】図面で敷地の形を見る

8-a-3 【ワーク】バードビューで土地の氣の流れを見る

8-a-4 【ワーク】土地の歴史を調べる

8-a-5 【ワーク】敷地の陰陽方位鑑定図面を作成する

8-a-6 【ワーク】敷地の個別運勢方位鑑定図面を作成する

　b. 現地調査 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

8-b-1 【ワーク】自然の氣をチェック

8-b-2 【ワーク】土地と周辺環境の人工的な氣の流れをチェック

8-b-3 【ワーク】磁場に狂いがないかチェック

8-b-4 【ワーク】ゴールデンゾーンを見つける

8-b-5 【ワーク】間取りのゾーニングをイメージする

8-b-6 【ワーク】建物の向きと配置をイメージする

8-b-7 【ワーク】周辺散策調査
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　c. 箱の具体化と土地の風水診断 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

8-c-1 【ワーク】箱の具体化1　情報をまとめる

8-c-2 【ワーク】箱の具体化2　文献調査

8-c-3 【ワーク】箱の具体化3　箱を敷地図面に描く

8-c-4 【ワーク】土地の風水診断1　敷地調査の結果、メリット、デメリットまとめた報告書作成

8-c-5 【ワーク】土地の風水診断2　施主との意見交換

8-c-6 【ワーク】土地の風水診断3　敷地の風水調査結果をクライアントへ解説する

8. 【リフォーム】既存建築の風水調査

　a. 事前準備 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

8-a-1 【動画】「土地の風水調査」の講義

8-a-2 【ワーク】致命傷のチェック

8-a-3 【ワーク】図面で敷地の形を見る

8-a-4 【ワーク】バードビューで土地の氣の流れを見る

8-a-5 【ワーク】土地の歴史を調べる

8-a-6 【ワーク】敷地の陰陽方位鑑定図面を作成する

8-a-7 【ワーク】敷地の個別運勢方位鑑定図面を作成する

　b. 現地調査 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

8-b-1 【ワーク】自然の氣をチェック

8-b-2 【ワーク】土地と周辺環境の人工的な氣の流れをチェック

8-b-3 【ワーク】磁場に狂いがないかチェック

8-b-4 【ワーク】ゴールデンゾーンを見つける

8-b-5 【ワーク】建物の構造をチェック

8-b-6 【ワーク】周辺散策調査

　c. 箱の具体化と土地の風水診断 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

8-c-1 【ワーク】箱の具体化1　情報をまとめる

8-c-2 【ワーク】箱の具体化2　文献調査

8-c-3 【ワーク】箱の具体化3　箱を敷地図面に描く

8-c-4 【ワーク】土地の風水診断1　敷地調査の結果、メリット、デメリットまとめた報告書作成

8-c-5 【ワーク】土地の風水診断2　施主との意見交換

8-c-6 【ワーク】土地の風水診断3　敷地の風水調査結果をクライアントへ解説する

8-c-7 第８回の実践報告と振り返り

第９回　間取り設計と家具のレイアウト リンク 期日 完了

a. 琉球風水の間取り設計 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

9-a-1 【動画】「間取り設計と家具レイアウト」の講義

9-a-2 【ワーク】周辺環境と要望から、住宅のコンセプトを設計する

9-a-3 【ワーク】陰陽方位鑑定図面を確認する

9-a-4 【ワーク】家族運勢方位図面を確認する

9-a-5 【ワーク】風水の良い住宅の向きをイメージする

9-a-6 【ワーク】風水の良い住宅の形と配置をイメージする

9-a-7 【ワーク】風水の良いリビングの位置を決める（琉球風水ゴールデンゾーン）

9-a-8 【ワーク】風水の良い玄関の位置を検討する

9-a-9 【ワーク】陰陽方位からパブリックプラベート空間をゾーニングする

9-a-10 【ワーク】間取り全体のゾーニングを検討する

9-a-11 【ワーク】ブロック図を作成する

9-a-12 【ワーク】住宅フレームの風水的に凶となる間取りを避ける

9-a-13 【ワーク】1枚目の基本設計図作成する

b. 家具のレイアウト設計【四神相応】 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

9-b-1 氣の流れが整う、家具のレイアウトを設計する

9-b-2 氣の流れの改善案を作成し、コメントを図面に書き込む

9-b-3 改善案の家具レイアウトを、図面に描く

9-b-4 改善案の氣の流れを、図面に描く

9-b-5 氣の流れの現状分析と改善案のコメントを図面に書き込む

9-b-6 不具合があれば修正を繰り返す

9-b-7 人間工学上の計算式から、机と椅子の理想的な高さを計算する

　c. 家具のレイアウト設計【個別運勢方位】 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

9-c-1 個別運勢方位が吉方位になる家具のレイアウトを設計する

9-c-2 個別運勢方位の図面を作成し、現状分析のコメントを図面に書き込む

9-c-3 不具合があれば修正を繰り返す

9-c-4 氣の流れの改善プランに、個別運勢方位にも配慮した、家具のレイアウト設計図面を完成させる

9-c-5 実践報告と振り返り

d. 間取り設計を完了する（基本設計図を完成させる） 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

9-d-1 各部屋の家具レイアウトを確認し、寸法・動線を風水チェック

9-d-2 窓の位置、大きさを確認し、窓の種類を風水チェック

9-d-3 ドアの位置、種類を風水チェック

9-d-4 収納スペースの量と配置が適切がどうかを風水チェック

9-d-5 エアコンの位置を風水チェックし、調整する

9-d-6 必要な家電と配置を風水チェック

9-d-7 鏡の配置、大きさを風水チェック

9-d-8 絵画など大型のディスプレイを掛ける場所を決める

9-d-9 照明の種類をイメージする

9-d-10 コンセントの位置を確認する

9-d-11 基本設計終了　建築確認申請へ

9-d-12 実践報告と振り返り
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第10回 インテリアデザイン【陰陽論・五行・八方位】

　インテリアを知る 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-1 【ワーク】インテリアの歴史を学ぶ

10-2 【ワーク】デザインの特徴を知る

　a. 玄関のインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-a-1 【玄関】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-a-2 【玄関】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-a-3 【玄関】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-a-4 【玄関】建具の方向性を出す

10-a-5 【玄関】床の方向性を出す

10-a-6 【玄関】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-a-7 【玄関】カーテンの方向性を出す

10-a-8 【玄関】アクセントファブリックの方向性を決める

10-a-9 【玄関】照明の方向性を出す

10-a-10 【玄関】壁と天井の方向性を出す

b. LDのインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-b-1 【LD】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-b-2 【LD】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-b-3 【LD】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-b-4 【LD】建具の方向性を出す

10-b-5 【LD】床の方向性を出す

10-b-6 【LD】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-b-7 【LD】カーテンの方向性を出す

10-b-8 【LD】アクセントファブリックの方向性を決める

10-b-9 【LD】照明の方向性を出す

10-b-10 【LD】壁と天井の方向性を出す

c.キッチンのインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-c-1 【キッチン】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-c-2 【キッチン】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-c-3 【キッチン】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-c-4 【キッチン】建具の方向性を出す

10-c-5 【キッチン】床の方向性を出す

10-c-6 【キッチン】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-c-7 【キッチン】カーテンの方向性を出す

10-c-8 【キッチン】アクセントファブリックの方向性を決める

10-c-9 【キッチン】照明の方向性を出す

10-c-10 【キッチン】壁と天井の方向性を出す

d.トイレのインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-d-1 【トイレ】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-d-2 【トイレ】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-d-3 【トイレ】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-d-4 【トイレ】建具の方向性を出す

10-d-5 【トイレ】床の方向性を出す

10-d-6 【トイレ】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-d-7 【トイレ】カーテンの方向性を出す

10-d-8 【トイレ】アクセントファブリックの方向性を決める

10-d-9 【トイレ】照明の方向性を出す

10-d-10 【トイレ】壁と天井の方向性を出す

e.洗面所のインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-e-1 【洗面所】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-e-2 【洗面所】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-e-3 【洗面所】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-e-4 【洗面所】建具の方向性を出す

10-e-5 【洗面所】床の方向性を出す

10-e-6 【洗面所】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-e-7 【洗面所】カーテンの方向性を出す

10-e-8 【洗面所】アクセントファブリックの方向性を決める

10-e-9 【洗面所】照明の方向性を出す

10-e-10 【洗面所】壁と天井の方向性を出す

f.浴室・脱衣所室のインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-f-1 【浴室・脱衣所】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-f-2 【浴室・脱衣所】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-f-3 【浴室・脱衣所】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-f-4 【浴室・脱衣所】建具の方向性を出す

10-f-5 【浴室・脱衣所】床の方向性を出す

10-f-6 【浴室・脱衣所】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-f-7 【浴室・脱衣所】カーテンの方向性を出す

10-f-8 【浴室・脱衣所】アクセントファブリックの方向性を決める

10-f-9 【浴室・脱衣所】照明の方向性を出す

10-f-10 【浴室・脱衣所】壁と天井の方向性を出す

g.寝室のインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-g-1 【寝室】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-g-2 【寝室】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-g-3 【寝室】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-g-4 【寝室】建具の方向性を出す

10-g-5 【寝室】床の方向性を出す

10-g-6 【寝室】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-g-7 【寝室】カーテンの方向性を出す

10-g-8 【寝室】アクセントファブリックの方向性を決める

10-g-9 【寝室】照明の方向性を出す

10-g-10 【寝室】壁と天井の方向性を出す
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h.子供部屋のインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-h-1 【子供部屋】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-h-2 【子供部屋】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-h-3 【子供部屋】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-h-4 【子供部屋】建具の方向性を出す

10-h-5 【子供部屋】床の方向性を出す

10-h-6 【子供部屋】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-h-7 【子供部屋】カーテンの方向性を出す

10-h-8 【子供部屋】アクセントファブリックの方向性を決める

10-h-9 【子供部屋】照明の方向性を出す

10-h-10 【子供部屋】壁と天井の方向性を出す

i.書斎のインテリアデザイン 報告曜日：◉曜日 リンク 期日 完了

10-i-1 【書斎】陰陽バランスを分析し、方向性を出す

10-i-2 【書斎】八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

10-i-3 【書斎】家具の設計と、デザインの方向性を出す

10-i-4 【書斎】建具の方向性を出す

10-i-5 【書斎】床の方向性を出す

10-i-6 【書斎】アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

10-i-7 【書斎】カーテンの方向性を出す

10-i-8 【書斎】アクセントファブリックの方向性を決める

10-i-9 【書斎】照明の方向性を出す

10-i-10 【書斎】壁と天井の方向性を出す

第11回　琉球風水デザインのプレゼンボードを作成する（2ヶ月） リンク 期日 完了

11-1 琉球風水鑑定報告書をまとめる

11-2 具体的プランを図面に落とし込みプレゼンボードを作成する

11-3 プランを発表する

11-4 実践報告と振り返り

第12回　インテリアの仕様・予算・期限を決める（実施設計） リンク 期日 完了

11-1 カタログ、サンプルを取り寄せる

11-2 家具を決める

11-3 建具を決める

11-4 床を決める

11-5 アクセントクロス（壁紙）を決める

11-6 カーテンを決める

11-7 アクセントファブリックを決める

11-8 照明を決める

11-9 壁紙と天井を決める

11-10 確定版のプレゼンボードを作成する

11-11 見積の概算を出し、予算を組む

11-12 スケジュールを組む

11-13 実施設計のプランを発表する

11-14 発注する

11-15 実践報告と振り返り

特別編：直感力を高める風水ライフスタイルを構築する

1 【動画】直感力を高める風水ライフスタイル概論

2 【ワーク】自分にあったパワーストーンとアロマを選ぶ（全課程修了者にプレゼント）

3 【ワーク】風水ライフスタイル構築の年間予定表を作る

＜第3部＞　ロンジェ® 【風水空間デザイン™ プラン提案プレゼン演習】　　
風水空間デザイン™ でプランを作成し、プレゼンテーションを行うことができた

自分でプロジェクトを持ってきて、琉球風水の設計プランを提案するプレゼンテーションを行う リンク 期日 完了

1 依頼内容を確認する

2 クライアントの要望をヒアリングする

3 現地を調査する

4 間取り・レイアウトを琉球風水で設計する

5 インテリアのデザインプランを作成する

6 氣の流れの鑑定図面作成し、コメントを書き込む

7 陰陽方位鑑定図面を作成し、コメントを書き込む

8 個別運勢方位鑑定図面を作成し、コメントを書き込む

9 八方位の鑑定図面を作成し、コメントを書き込む

10 見積もり書を作る

11 風水空間デザイン™ プレゼンシートを作成する

12 クライアントに風水空間デザイン™ プランを提案する

13 実践報告と振り返り
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＜第3部＞　風水空間デザイナー® 資格試験【風水空間デザイン™ 新築設計ワークフロー】　
基本設計図を作成して完成させる

1. 風水空間デザイン™ のアウトライン設計・ゾーニング設計（間取り設計）

ヒアリング

1-1 ロンジェ®新居への要望シートの記入

1-2 ロンジェ® 風水セルフチェックシート記入

1-3 ロンジェ® 空間デザインシート記入

1-4 人生をデザインし、住宅のコンセプトを明確にする

事前調査

1-5 土地の形を見る

1-6 バードビュー調査

1-7 陰陽方位鑑定図面作成

1-8 家族運勢方位図面作成

現地調査

1-9 【氣の流れ】風、光、水の流れとゴールデンゾーンを図面に描く

1-10 【氣の流れ】風水の良い住宅の向きをイメージする

1-11 【氣の流れ】風水の良い住宅の形と配置をイメージする

1-12 【氣の流れ】風水の良いリビングの位置を決める（ゴールデンゾーンから）

1-13 【氣の流れ】風水の良い玄関の位置を検討する

1-14 【陰陽方位】パブリックプラベート空間をゾーニングする

1-15 【個別運勢方位】玄関と寝室の個別運勢方位を確認

1-16 現地にて施主と建築士で一緒にゴールデンゾーンの確認をする

1-17 周辺散策調査

1-18 情報をまとめてアウトラインを設計する

2. 風水空間デザイン™ のゾーニング設計（間取り設計）と家具レイアウト設計

2-1 ブロック図の作成

2-2 基本設計図の作成

2-3 氣の流れの鑑定図面を作成し、氣の流れを確認する

2-4 全ての部屋の風水家具のレイアウトを設計する

2-5 陰陽方位鑑定図面を作成し、陰陽バランスを確認する

2-6 家族運勢方位図面を作成し、吉方位を確認する

2-7 風水鑑定結果から、不具合のあるところを図面に書き出す

2-8 不具合を修正する

2-9 1～6を繰り返し、納得いく間取りのアウトラインを作成する

2-10 実践報告と振り返り

3. 風水空間デザイン™ の基本設計図最終チェック（家具レイアウトと構造調整）

3-1 各部屋の家具レイアウトを確認し、寸法・動線を風水チェック

3-2 窓の位置、大きさを確認し、窓の種類を風水チェック

3-3 ドアの位置、種類を風水チェック

3-4 収納スペースの量と配置が適切がどうかを風水チェック

3-5 エアコンの位置を風水チェックし、調整する

3-6 必要な家電と配置を風水チェック

3-7 鏡の配置、大きさを風水チェック

3-8 絵画など大型のディスプレイを掛ける場所を決める

3-9 照明の種類をイメージする

3-10 コンセントの位置を確認する

3-11 基本設計終了　建築確認申請へ

3-12 実践報告と振り返り

4. 風水空間デザイン™ のインテリア設計【陰陽論・五行・八方位】

4-1 陰陽バランスを分析し、方向性を出す

4-2 八方位の運勢からテーマカラーの方向性を出す

4-3 家具の設計と、デザインの方向性を出す

4-4 建具の方向性を出す

4-5 床の方向性を出す

4-6 アクセントクロス（壁紙）の方向性を出す

4-7 カーテンの方向性を出す

4-8 アクセントファブリックの方向性を決める

4-9 照明の方向性を出す

4-10 壁と天井の方向性を出す

4-11 具体的プランを図面に落とし込みプレゼンボードを作成する

5. インテリアの仕様・予算・期限を決める（実施設計）

5-1 カタログ、サンプルを取り寄せる

5-2 家具を決める

5-3 建具を決める

5-4 床を決める

5-5 アクセントクロス（壁紙）を決める

5-6 カーテンを決める

5-7 アクセントファブリックを決める

5-8 照明を決める

5-9 壁紙と天井を決める

5-10 確定版のプレゼンボードを作成する

5-11 見積の概算を出し、予算を組む

5-12 スケジュールを組む

5-13 実施設計のプランを発表する

5-14 発注する

5-15 実践報告と振り返り




