
恋愛♥

1月生まれ

甘いロマンスやミラクルな熱愛を
求めがち。空想に酔いしれるばかりで現実
が伴わないのも今月の特徴。バーチャルな世
界で楽しむのもかえってイイでしょう。

占い監修  ヒスイ

占い監修  ヒスイ
タロット、開運方位、風水、家相、
九星気学、四柱推命、姓名判断
http://www.baywave.co.jp/junsen/
お問合せ ☎080-1381-9602
　 hisui22@docomo.ne.jp
ブログ http://s.ameblo.jp/junsen-22

総合★ 頭では様々なビジョン
が湧き上がるのに行動に移せず
終わる心配が…。逆手にとって今
月は空想して思案を練る方向性
で。ホビー系を楽しむのも○。

Happyカラー★

聖杯7

バイオレット
チャンス日★ 3月11日
注意日★ 3月9日

恋愛♥

2月生まれ

しばらく恋から遠ざかっていた人
は淡い恋愛モードに。勢いはないのでゆっく
り温めて楽しんで。カップルはお互い創意工
夫して盛り上げるムード作りを。

総合★ 年度末の締め、引き継
ぎなど雑務に追われながらもバ
ランスを保ちこなせるのが利点。
新生活への期待や展望を膨らま
せ頑張れば、あとは自由～

Happyカラー★

剣2

チャコールグレー
チャンス日★ 3月23日
注意日★ 3月15日

恋愛♥

3月生まれ

フリーは恋人募集宣言を明るく
あっけらかんとアピール。アプローチ中の人
は積極果敢に。カップルは愛情表現がマンネ
リ化せぬよう情熱を掻き立ててください。

総合★ 引き続き好展開。エン
ジョイ心を切り札にとことん楽し
んで。レジャーで得た発想がビジ
ネスチャンスに。体調もワクワク
感がホルモン分泌を活性化。

Happyカラー★

棒ペイジ

ライトブルー
チャンス日★ 3月9日
注意日★ 3月23日

恋愛♥

4月生まれ

先行き楽しみな流れ。フリーの人
はイベント合コン飲み会、仕事関係の集まり
と片っ端から参加してみて。カップルは揃い
のブレスレットを身に付けるとラブUP

総合★ 視野は十分に開け、先
の見通しも一目瞭然。落ち着いて
冷静に前進、新たな考え方もプ
ラスして○。感情任せの行動は差
し控え従順さをアピール。

Happyカラー★

金貨クイーン

山吹色
チャンス日★ 3月14日
注意日★ 3月29日

恋愛♥

5月生まれ

初対面で進展、いきなりのプロ
ポーズ、キープから本命へ…と急接近の予
想。理想の愛と夢はブレないようにしておく
こと。思いきった作戦は吉となり効果大。

総合★ 物事の流れが早まりま
す。停滞していたことがトントン拍
子に運ぶ反面、思慮深く進めたい
案件も加速し勢いづくのでご用
心。旅行吉。空の旅がオススメ。

Happyカラー★

棒８

シナモン
チャンス日★ 3月26日
注意日★ 3月13日

恋愛♥

6月生まれ

カップルは、自分の都合やわがまま
を押し付けがち。相手を思いやる慎ましさを
忘れないで。シングルの新しい出会いは難。
自分をより高いレベルへの磨きを重視。

総合★ 人脈や力量ともに広が
りをみせた先月。今月は守備範
囲を狭め、これと思う知識やスキ
ルを掘り下げることに力を注い
で。ネットでの買い物は慎重に。

Happyカラー★

金貨３

チョコレートブラウン
チャンス日★ 3月12日
注意日★ 3月26日

恋愛♥

7月生まれ

恋も優位に立てる幸運月。カップル
は恋人があなたにメロメロ。本命攻略も今
がチャンス。フリーも交際成立。この波をキー
プするためにも清艶さプラス&アップ。

総合★ 心機一転、運気来福。
上昇志向や目的意識が高まる快
調月。これまでの不調や不安が
一掃。ビッグなオファーや舞台が
巡ってきたら迷わずGET！

Happyカラー★

女帝

マリーゴールド
チャンス日★ 3月5日・29日
注意日★ 3月27日

恋愛♥

8月生まれ

胸キュンのハートフルなムードを
大切に。案外冷めている自分に気付くかも。
相手の言動に感動したらしっかりリアクショ
ンをしてワクワク感を伝えてあげて。

総合★ 運気と心にゆとりが戻
り、あなたの魅力にも輝きが宿り
ます。時間の流れをゆったりと感
じられる日常を。森林系のアロマ
で心を柔らかくすると尚ベター。

Happyカラー★

節制

シュガーホワイト
チャンス日★ 3月17日
注意日★ 3月28日

恋愛♥

9月生まれ

誤解が生じやすいので注意。カップ
ルはもちろん、片想いの人も。他の異性と親
しく話しすぎたり必要もないのに頻繁なメー
ルのやり取りなど。不透明さに警戒を。

総合★ 一寸先は闇。表面的に
は平穏な日々が続くものの一歩
間違うと落下状態。油断大敵で
す。常にセンサーを働かせてアク
シデントを防ぐようにしよう。

Happyカラー★

搭

瑠璃色
チャンス日★ 3月27日
注意日★ 3月5日・17日

恋愛♥

10月生まれ

進展はスローテンポ。定食屋でラ
ンチやファミレスでお茶するなど庶民的な
デートが親近感アップのカギ。お互いの存在
感や必要性を実感する時間を作ってみて。

総合★ 得意な仕事、大好きな
趣味、親しい仲間…。狭く深くを
キーとして大切に過ごしましょ
う。気付かなかった一面や価値
に改めて開眼。感謝も大切に。

Happyカラー★

金貨４

レモンイエロー
チャンス日★ 3月8日
注意日★ 3月18日

恋愛♥

11月生まれ

好調運ながらどこか物足りない
感じ。アプローチを受けたりリッチなお
誘いも気乗りしない様子。あなたの求め
る愛の形が変わってきたからでしょう。

総合★あなたの発言、アイデ
アが輝きます。諦めていたことに
チャレンジする好機。新しい可能
性が開け成功への切符をキャッ
チ。花咲かせるのはこれからです。

Happyカラー★

聖杯エース

チェリーレッド
チャンス日★ 3月20日
注意日★ 3月31日

恋愛♥

12月生まれ

恋にドラマ性を求めても現実は刺
激なし。期待しすぎずに悠長にいきましょう。
一緒にいて和める関係性を築ければ御の
字。大胆さや戦略などは必要なし。

総合★ 穏やかお気楽運。面
倒ごとも不思議とよけて通れそ
う。のほほんと過ごせるのはい
いけれどだらしない生活になら
ないように気を付けること。

Happyカラー★

棒４

ロイヤルパープル
チャンス日★ 3月22日
注意日★ 3月8日

純占

【イオンモール津田沼】5/7㈭・11㈪・13㈬　
14㈭・18㈪・21㈭・25㈪・27㈬
【千葉パルコ】5/1㈮・8㈮・15㈮・22㈮・29㈮で
ヒスイ先生の対面鑑定が行われます！

ホームページ　http://www.baywave.co.jp/junsen/
ブログ　http://s.ameblo.jp/junsen-22
お問合せ ☎080-1381-9602   　hisui22@docomo.ne.jpヒスイ先生の対面鑑定▶【イオンモール津田沼】5/23㈪・25㈬・30㈪、6/6㈪・8㈬・13㈪・15㈬

【千葉そごうジュンヌ】5/24㈫・31㈫、6/7㈫・14㈫【千葉そごう本館】5/26㈭、6/2㈭・9㈭・16㈭
【千葉パルコ】5/20㈮・27㈮

【イオンモール津田沼】
3/1㈬・6㈪・ 8㈬・13㈪・15㈬・
22㈬・27㈪・29㈬
【千葉そごうジュンヌ】
3/7㈫・14㈫・21㈫・28㈫
【千葉そごう本館】
3/2㈭・9㈭・16㈭・23㈭・30㈭
ヒスイ先生の対面鑑定が行われます！

イオンモール津田沼
12/5(月)7(水)12(月)14(水)19(月)21(水
)26(月)28(水)

千葉ジュンヌ(火)
12/6 13 20 27

千葉そごう(木)
12/1 8 15 22 29

千葉パルコ(金)

イオンモール津田沼(月)(木)
7/4 6 11 13 20 25 27

そごうジュンヌ(火)
7/5 12 19 26

そごう本館(木)
7/7 14 21 28

(金)
7/1 8 15 22 29

【イオンモール津田沼】6/6㈪・8㈬・13㈪
15㈬・20㈪・22㈬・27㈪・29㈬
【千葉そごうジュンヌ】6/7㈫・14㈫・21㈫・28㈫
【千葉そごう本館】6/2㈭・9㈭・16㈭・23㈭・30㈭
ヒスイ先生の対面鑑定が行われます！

Junsen

3月の運勢
タロットが導く

ヒスイ先生の対面鑑定が行われます！

１月

恋愛…

吉 1/22
凶 1/20

２月

恋愛…
吉 1/10
凶 1/21

３月

恋愛…
吉 1/20
凶 1/10

４月

恋愛…
吉 1/13
凶 1/23

５月

恋愛…

吉 1/1
凶 1/12

６月

恋愛…
吉 1/15
凶 1/25

７月

恋愛…
吉 1/4
凶 1/14 26

８月
恋愛…
吉 1/16
凶 1/27

12月

恋愛…
� 3/22
� 3/8


