
体験者の声 

 
＜先生は占い鑑定、風水鑑定のプロです 沢山の人を救ってください＞ 

 

私は数年前からうつ病になって職場にも行けなく 

休職中になっており 二年ほど前に原因がわからず先生の所へ訪ねていきました 

家相を見てもらうと、風水的に悪いところがたくさんあり 

それを簡単な風水調節を指導していただきその通りにすると 

すると今では職場復帰して部署も変わり、管理職となり、 

元気に働き続けています 

職場にも事故などが続いたときに、先生の指導を受けて 

簡単な風水調節を指導していたき 

やはりその通りにすると事故も無くなり 

人間関係さえを良くなり更に働きやすくなりました 

暦や運命運勢そして風水的なことは迷信ではなく 

それによって良くも悪くもなるということが実感しました 

何かあるとすぐに先生の指導を受けて 

何事もなく運気もよく良い巡り会わせがやってきています 

わからないことは先生のような占いや風水のプロに 

相談することが大切であり 

自分の運命運勢の事なので自分の命と同じように 

お金には代えられないものであり 

それ以上の良い見返りがあります 

先生には救われました先生には本当に感謝しております 

同じように苦しんでいる人たちが 

先生に相談して救われればよいと思っています 

これからもよろしくお願いします 

茨城県 四十代男性 

 

 

 

 



 

 

＜先生の指導通りにやると奇跡のようなことが起こり続ける＞ 

 

 私は自分の運命を変えたくて、独り身ではあるが家を建てようと考え、 

先生の所へ、家相から契約や支払いの日取り、等等すべてを 

先生の鑑定通りに行ってきました、以前住んでいた家の家相が悪く、 

自分の呪われた運命のようなものを感じ、家相の良い家に住めばよい運命に代わると 

信じて先生を頼りにしました、運勢の鑑定から始まって、 

土地の選定、そして家相の図面となり契約や着工から完成や引っ越しまで 

先生の指導通りに行ってきました、これで運命は変わるからと言われました、 

この家は実業家の家だからとそして大金が入ってくるからと言われ、 

そしてきれいな美人のお嫁さんと結婚して子供を授かり、 

流離っているような今の暮らしから毎日を家にきちんと帰り 

休日も楽しめるようになるからと言われ、 

その大きな変化を、恐れずに乗るようにと言われました、 

そして現在大金が入ってくる話に載って順調にいっています、 

そのお金を元手に、自分のやりたい事好きな事楽しいことを、 

先生の言ったとおりにできることが楽しみです、 

事業展開をしていく年齢や、結婚をする年齢まで鑑定してもらってあり、 

その通りになっていくような信じられない奇跡のようなことが続いています、 

そして先生に状況報告をすると必ず良い方向へと展開していくのです、 

素晴らしい先生の鑑定と開運指導に感謝します、 

これからも先生を頼りに通い続けますので、宜しくお願いします、   

千葉県 四十代男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜先生に状況報告をするだけで、運気が好転していく＞ 

 

 罪の意識を感じて自分を責めて迷い苦しんでしまい、 

様々な霊能者や占い師に相談しても解決がつかず  

ある人から先生のことを聞き、先生に相談したところ、先生の鑑定と指導により、 

今まで悩んでいたことがうそのように肯定的に考えられるようになり、 

先生の所へ通い続けるようになり、除霊もしていただき、 

すっかり調子が良くなってしまって、もう自分一人で大丈夫だろうと、 

先生の所へ行かなくなってしまったところ、また調子が悪くなり、 

悪霊に取りつかれたかのような状態になり、慌てて先生の所へ行き、 

相談して話をして除霊をしていただき 

先生のお話を聞くとすっかり良くなってしまいました、 

先生ところへ行くことによって、パワーが授かり、 

状況報告をすることによってさらに良くなるのです、 

これからはどんなに良くなっても、先生のおかげであるということを忘れずに、 

通い続けますので、更なる開運をお願いします、   千葉県 四十代男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

＜先生の指導でパワハラが無くなり、運気が好転する＞ 

＜福岡から飛行機で鑑定を受けに千葉迄行ったかいがあり＞ 

 

鈴木先生との出会いは、たまたまネットで先生のサイトを見つけたことがきっかけでし

た。 

令和元年１２月に先生にはじめて電話で相談し、翌１月に福岡から上京し先生にお会いし

ました。 

 私が悩んでいたのが人間関係、特に上司からのパワハラで昨年４月の定期異動以来ずっ

と悩み続けていました。 

先生に相談したところ、簡単な風水調節というものを指導して頂きインテリア等の様々な

アドバイスをいただき実践しました。 

最初は半信半疑でしたが、出勤してみると上司からのバワハラが日を追うごとに減ってい

きました。 

そのほかにも、１月だけで懸賞応募でスーパーの商品券やクオカード、ラーメン店の食事

券が当選しました。 

さらに、フリマアプリで半年以上売れなかったものが２日間で４件も売れました。 

これは明らかに気の流れがよくなったのだなぁと自分では感じています。 

鈴木先生には感謝いたしております。その後何かあると電話で相談して色々な適切なアド

バイスを頂き色々な秘伝秘術を指導していただき人生が好転しているのが実感できます 

福岡から飛行機で先生の所へ行ったかいがありました、ありがとうございます。 

福岡市 四十代男性 

 

 

 

 



 

 
＜全ての願いが叶い奇跡を呼び寄せる先生の鑑定と祈祷＞ 

 

信じられないことが先生に鑑定とご祈祷の依頼をして私の願い事がことごとく叶い続けて

しまって怖いくらいです 四つの願い事が続けて叶い続けて、まだまだ続きそうです 

まず一つには主人がガンを患っており余命残り少なく車いすの生活なのですが、海外旅行

へ行きたいとのことで先生にその日時を鑑定してもらい予約をしておりましたが容態が悪

くなって旅行を取りやめたほうが良いと言われたところへ先生に相談したところご祈祷を

してくれるとのことで、依頼したところ、容体があっという間に回復して海外旅行へ夫婦

で行ってきました、その上夫婦仲までよくなって、今度は夏に北海道へ新幹線と飛行機で

行く予約までしてこれも行けそうです、孫の高校受験に関しても一度目の試験で不合格と

なり、先生にご祈祷をお願いしたところ二度目の試験で見事、奇跡が起き合格しました、 

更に娘に結婚式を挙げてもらい、主人と共にバージンロードを歩いてもらいたいという願

いに関してもご祈祷をお願いしていたところ、相手の男性から先日、正式に結婚の申し込

みを受けて結婚式が決まりました、余命少ない主人に娘の花嫁衣裳姿を見せてあげること

ができます、 

金銭では替えられない願い事が叶い続けて本当にうれしく先生には感謝しております 

先生の鑑定やご祈祷等でこれからたくさんの人たちの願い事をかなえ悩みを解決していっ

てたくさんの人たちを幸せにしてあげていってほしいです、これからも私たちのことをよ

ろしくお願い致します 

千葉県 六十代女性 

 

 

 



 

 
 

 
＜鈴木先生の言ったとおりの奇跡が起こる＞ 

 

鈴木先生は言ったことがその通りに起こる奇跡を呼び寄せ起こす素晴らしい先生です 

昨年の七月に、求職活動をしていて、先生が七月中に決まるからただ短いよとのこと

で 

三十一日になっても決まらないので、どういうことですかと先生に問い合わせする

と、 

必ず決まるからとのこと、でももう三十一日ですよと電話で会話しているところへ 

キャッチホンが入り、採用が決まった電話でした、 

先生の言ったとおりになってびっくりしました、 

そして先生の言ったとおり、短い期間でまた無職となってしまい、 

十二月に再び求職活動を始め、先生に鑑定したもらったところ、 

すぐに決まって楽しく働きながら年を越せるから 

今度は官公庁関係の仕事で長く続くからとのこと、 

私は信じられなくて、十二月ももう十日過ぎているのに、 

どうやって働きながら年を越せるのかと 先生にほぼ文句に近い電話をかけると、 

占いを聞く体制を整えなさいと言われ指導されました  

そして必ず先生の言ったとおりになるからとのこと、 

ところが本当に先生の言った通り、官公庁関係の、事務職に就けることになり、 

それがすぐに来てくださいということになり、 

お陰様で安心して楽しく働ける職場につくことができて年を越すことができました  

奇跡的なことが二度も起きて先生のすごさに驚いています、 

この素晴らしい鈴木先生を沢山の人に紹介してあげたいと思います  

悩んでいる人、迷っている人、夢や希望を叶えたがっている人は 

鈴木先生の鑑定指導を受けると良いですよ！ 

茨城県 四十代女性 



 

 

 

 

 

 

 

 

＜鈴木先生の開運鑑定指導により理想の自分に生まれ変われることができまし

た＞ 

 

前回の体験者の声の続きです 

一年前の 10 月まで、我慢だらけの人生で途方にくれていました。 

そんな時にインターネットで検索していたら 

鈴木開運鑑定所が出てきました。 

そして、問い合わせし鑑定する運びとなりました。 

鑑定していただき自分がしたい事を我慢しなくていいと決断でき大企業をやめ 

新しい仕事に飛び込む事ができました。  

素晴らしい人脈もでき、毎日が充実し、 

パワーストーンブレスなども作っていただき効果としては、何をしても時間ぴったりに行

動できたりと驚きでした。 

くじけそうになった時も、先生に電話して助言を頂き、乗り越えることができました 

収入も前職と同じくらいでしたが、1 年経ち定期的な鑑定をしていただくなかで今回今まで

より大金を稼ぐ事ができました。 

今後は、先生の指導を受け続けもっともっと大金を稼いで、増やしていけるように自分自信

も努力し、鑑定も定期的にうけ実りのある生活をしていきたいです。 

今の生活に満足できていなければ一度鑑定を受けると人生変われます！ 

喜びと満足の充実した人生を歩むことができます、 

今後もよろしくお願いいたします！ 

茨城県 三十代男性 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

＜鑑定の度に奇跡的なことが起こり続ける鈴木開運鑑定所はパワースポットです＞ 

＜目からうろこが落ちるような先生の鑑定と指導と話術によって生まれ変われる＞ 

 

人生このまま歯車の様に仕事をし、一生を終えるとあきらめて仕事をし、ありきたりの

日々を過ごし家族がいて幸せなはずなのにむなしい救われない気持ち一杯でいました。 

色々なスピュリチュアル関係のセミナーなどにも参加し話を聞きいろいろな占い師さんに

相談しましたが全然解決できずにさまように救いを求めて渡り歩いていました 

悩んでいて何気なく鈴木開運鑑定所に電話したのがきっかけでした。 

どう頑張っても、道は切り開けないと思っていたが 

先生の鑑定と指導を受けると力が湧き、どんどん行動を起こすことができたのです する

と、信じられないミラクルの連続で人生が大きく動き以前とは、考えられなかった生活を

スタートする事ができました。先生の鑑定と指導は、今までさ迷い、通っていたスピュリ

チュアル関係のセミナーの話や、他の占い師さんの話とは全く違う異次元の世界、今まで

信じていた常識を覆すような鑑定と指導と話術により目からうろこが落ちたように本来の

自分を目覚めさせてくれたのです、 

これから、もっともっと人生を動かしこの体験者の声の続編を書きたいです。 

この話には、続きがあり自分だけでも驚きなのに 

妻と娘にも、波動が伝わり家族にも奇跡のようなことが次から次に起こり先生の指導通り

にどんどん行動を前に進めました。 

また、鑑定に行く度に信じられない事が起き鈴木開運鑑定所は、パワースポットです。 

一度は、諦めた夢をまた、追いかける事ができます。 

今の生活に満足してない方は、一度鈴木開運鑑定所へ足を運んで下さい！人生変わりま

す！必ず生まれ変われます！      

茨城県 三十代男性 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
■鑑定からの助言や風水調節や、おまじない的なことなどを実行する

と言われたとおりになる 金額以上の価値ある鑑定と指導 

 

鈴木先生から鑑定指導していただくようになってから、半年以上が経ちました。毎

回、さまざまなアドバイスを頂いておりそれを実行すると先生の言われたとおりにな

り 楽しく幸せな毎日を過ごしています。更にパワーのある品物に祈祷してくださ

り、身に付けていると安心感とともに、心配事や、悩み事が遠ざかっていくことを感

じることができます。とても不思議なことですが、事実です。さまざまな場面での、

人間関係や、躓きそうな不安感など、誰でも感じることかと思いますが、そういった

ことが自信に変化して堂々と自分らしく振舞うことができます。年だからと、諦めな

いこと、自信を持つこと、勇気を持つこと、たくさん笑って幸せを感じること、他に

も書ききれないほどたくさんの、生きる意味を学んでおります。有難いです。過去

は、暗く、思い出したくないことが多い私ですが、未来を明るく変える方法を教えて

くださり、もっと幸せを感じていいんだよと先生はいつもお話してくださいます。そ

して、幸せが溢れると、他の人にも分けてあげられるようになるんだよと言われまし

た。お金があるから、先生に相談できる、お金のない人は、相談料が支払えないと、

嘆く方もいるかもしれません。もし、嘆く方がいるのであれば、お金がないのではな

くて、お金の使い方を考えて、変えることも必要だと思います。お金に感謝をする

と、お金も必ず応えてくださると思っています。 

鈴木先生は金額以上の教えをしてくださいます。心より、感謝申し上げます。今後と

もよろしくお願い致します。 

千葉県 四十代女性 

 



 

 

 
■鑑定指導と願いが叶うノートにより長年苦しんでいたうつ病が治り、

願いが叶い人生が変わり幸せ一杯になる 

 

鈴木先生とは、今年の初めに出会いました。最初は、少し不安な気持ちでお会いしたの

を覚えていますが、先生は、優しさの中に厳しさもあり、暖かい方です。鈴木先生の占

いの鑑定と風水の鑑定と指導は、普通の占いとは違って、未来を決めてしまうのでは

なく、明るいものへ変化させてくれるものだと感じています。未来は変えられると教

えて下さいました。感謝の言葉でいっぱいです。 

最近では、願い事が叶うノートを作って下さいました。ノートへ記入するペンも、ご祈

祷して頂き、使い方、書き方も詳しくご指導頂きました。人間が人間らしく生きていく

意味も、詳しく教えて下さいました。私は、過去を振り返り、自分の過ちを反省し、今

後の未来をいかに充実した、幸せな生き方にするか、よく考えるきっかけになりまし

た。良い生き方をすれば、良い人とめぐり合い、感謝すれば、感謝される自分になり、

優しい自分になれば、優しくされるものだと感じるようになりました。先生のお言葉

一つ一つが、とても心に響き、心に残ります。先生のお陰で、新しい事にチャレンジが

できました。新しいパートナーとも、幸せなお付き合いもできています。20 年患った

鬱病も完治しました。暗かった自分の生き方が、鈴木先生との出会いで、好転し、明る

い自分へと大逆転しました。先生ありがとうございます。今後とも良きアドバイスを

お願い致します。鈴木先生の占い鑑定と風水鑑定と指導は、本当に素晴らしい学びだ

と感じます。   

千葉県 四十代 女性 

 

 

 



 
■鑑定結果からの助言と指導と風水調節と様々な術により人生の全てが好転し

夢や希望が叶い続ける 

鈴木先生には、常々お世話になっております。月一度面会日を予約させて頂き、1ヶ月の過ご

し方と、良い生き方へのアドバイスを頂いております。本日も予約日でした。私が希望してい

た品物を取り寄せてくださり、その都度お電話をして頂いておりました。今日は希望の品物に

ご祈祷して頂き、早速先生の指示通りに、部屋へ置いてみました。夜になり、連絡を取りたか

った大切な友人から、私が最も必要とされる情報提供をして頂くことができました。なかなか

連絡が取れず、半ば諦めかけていたところへ、連絡がきたのです。感動で胸が熱くなり、涙が

こぼれました。先生からの、守られているから大丈夫！こうなるから大丈夫！のお言葉と、そ

の根拠となる説明を聞くと勇気が湧いてきます。来年早々に私の夢が叶い人生を大きく変える

ことができる受験、先生からアドバイスをいただき始めてから導かれるようにしてたどり着い

た大事な受験があります。目標があること、達成できる自信は、私自身が前向きに作成してい

くことです。先生の存在は、その自信をサポートしてくださっています。感謝の言葉しかあり

ません。ありがとうございます。受験には必ず合格して、人の役にたてる私で生きていきま

す。今まで私がこうしたい、こうなりたいと先生に伝えてきたことが全て叶い続け、悪いこと

さえも私にとって良いことに替えてきてくれました、突然の出来事などでどうしたらよいかわ

からず不安と恐ろしさで震えているときも深夜や早朝でも電話で適切なアドバイスと様々な術

を指導してくださり魔法にかかったように安心に包まれ物事が好転していきます、今後とも、

良きアドバイスをよろしくお願い致します。最後に、このブログを読んで下さる方へ、一言書

きます。苦しい時は、誰かに頼っていいと思います。人は一人で生きていくのは大変過ぎま

す。助けてもらうこと、支えてもらうことは、恥じることではありません。鈴木先生は、秘密

厳守を固く守ってくださり、どんな悩みにでも、的確なアドバイスをしくださいます。時には

厳しい事もおっしゃいます。それも、その方の為なのです。無駄なことなど、一つもありませ

ん。無駄な時間もありません。そして、どんな人も生きている＝幸せになれるのです。私は、

先生とお会いしてから、人生が全て好転して以来ずっと変わらず幸せです。受験できること、

チャンスが巡ってきたのです。幸せです。必ず合格できるよ、大丈夫！と言ってくださり、更

に幸せです。日々学びです。それも幸せです。生きていることそのものが、学びです。これか

ら私はもっと器の深く大きな人物になります。先生のお陰なのです。悩んだり、悲しんだりし

ている方、先生の声に耳を傾けてほしいです。必ず、幸せに生きていけます。私が実感してい

ます。鈴木先生、本当にいつもありがとうございます！   

千葉県 四十代女性 



 
■鑑定指導を受け続けてどん底の人生から裁判に勝訴そして自分も子供も輝く

スターに生まれ変われる奇跡が起きる 

 

私は今までの人生で離婚して子供を抱え度重なる事故そして病気などにより臓器を失ったりと

不幸の連続で更には昨年結婚詐欺にあって借金をして一千万円近い多額のお金を男性につぎ込

んでしまい、途方に暮れていたところ、先生のサイトを拝見し、鑑定に伺ったところ 私は命

理も運気もものすごく良いのだと言われ 驚いてしまい！それならどうして？こんな目にあう

のと？言う質問に的確に答えていただき、全くその通りの考え方と行動をしてその通りの想い

で言葉を発していた自分に気が付きそれならどうすればよいのか？借金してつぎ込んだお金を

取り返せるかという質問にも的確に答えていただき、裁判にして必ず勝てるからと、人生も全

く変えて豊かさと喜びと健康と幸せに満ち溢れることができるからと言われ、護符を作ってい

ただき先生のところへ通い続け、電話でも幾度も鑑定指導を受け続け、裁判に関してのやり取

りに関しての秘訣も教えていただき 途中何度も挫折しそうになる度に先生に励まされ勇気づ

けられ時にはきつく叱られて的確な指導をしていただき途中に疑いを覚えたこともありました

が、鑑定指導を受け続けてから一年以上が過ぎ、先生のおっしゃる通り裁判は勝訴となり 弁

護士さんさえもお金を取り戻すのは難しいと言っていたのをお金も取り戻すことができ、更に

は私と子供の人生が全く幸運に包まれたものになり、子供が突然芸能プロダクションにスカウ

トされ所属して超人気者となり活躍し始めています、私は自分の今まで気が付かなかった才能

が発揮できる巡り合わせと導きをいただき、私までもがスターのように光り輝くスポットライ

トを浴びて以前では考えられない多額の収入を得ることができるようになってしまい更には体

重も 17キロも減り魅力的な体と容姿なり男性との出会いにも恵まれ始め、全て先生がこうすれ

ばこうなるからと言う通りになってしまいました。私が先生に紹介して鑑定を受け護符を作っ

ていただいた女性までもが援助者が現れお店を出すことができ彼女も今までこれでいいんだと

自分に言い聞かせていた人生がシンデレラに生まれ変わったようになってしまいました 先生

は幸運を引き寄せ人生変える素晴らしいパワーとエネルギーに満ち溢れているのを感じます 

先生を信じて本当に良かったです ありがとうございます 私は素晴らしい先生のことを沢山

の人に紹介し続けていきますその時に通い続けることが大切だからということも伝えます 私

も通い続けますのでこれからも宜しくお願いします 

茨城県 四十代女性 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

■鑑定と指導と様々な術の駆使により悩みが解決し願いが叶い人生が好転する 

 

鈴木先生には毎月一度ご面会させて頂いております。的確なアドバイスにより、昨年は良い

方々との巡り合いと、何より自分に自信を持つことができるようになりました。今年は、38歳

の私に飛躍のチャンスが到来、某専門学校の受験を受けることになったのです。悩んでいる私

に、絶対大丈夫！だからチャレンジしてみて！と暖かいお言葉を頂き、勇気を出して受験して

みたところ、先生のおっしゃる通り、合格することができました。昨年離婚を決断し、自立の

道を歩き始めたのも、先生のアドバイスのお陰でした。今回の受験は、過酷で合否が出るまで

不安だったのですが、先生は受験前から受かるよー、心配ないの、順風満帆！と言ってくださ

り、合格通知が来た時は、嬉しさで涙溢れ、一番先に先生へ連絡しました。それにしても、合

格することがどうしてわかるの？と何度も聞いてしまいました。すると、先生は、私は悩みを

解決し願い事を叶えるプロのカリスマ占い師、カリスマ風水師だから、神様のようなものな

の、頑張ってやっている人を神様は見捨てないの、だから合格することを知っていたの、と 

確かに、勉強はかなりしました。しかし、試験問題は予想外で、間違えもありました。いずれ

にしても合格させてもらったのですから、これからしっかり学びます。鈴木先生は、神様で

す。それだけ学んでいらっしゃいます。不安になったり対人関係などで悩んでいた時や様々な

悩みが発生するたびに様々な術を教えていただき全てが言われたとおり解決してしまい 更に

は私の願い事も叶ってしまうのです、「素敵な男性との出会いもあり、先生の指導のおかげで

その方とも楽しく幸せに交際ができています」本当に心から尊敬しています。ありがとうござ

います また、今回勉強したことは、私の自信へ繋がりました。心から感謝しおります。これ

からも、よろしくお願い致します。 

茨城県 三十代女性 

 

 

 



 
■先生は奇跡を起こす魔法使い！お金をかける以上の価値と効果あり！ 

 

昨年、先生から恋愛と結婚に関する護符を作っていただき、女性へのアプローチの仕方や扱い

方なども指導していだきました、すぐに護符の効果が現れてかなり年下の綺麗な女性と出会い

お付き合いさせていただけるようになりました 今までお付き合いが縁遠かったのですが 自

分がこんな若い綺麗な女性とお付き合いできていることが信じられないぐらい幸せ気持ちで一

杯でした、それが今月に入って連絡が取れなくなってしまい不安になってしまい、先生にその

ことを打ち明けたところ、深夜零時を過ぎているにもかかわらず、真剣に話を聞いてくれ、大

丈夫だからすぐに連絡が来るから安心して眠りなさいと言われ、朝になりその女性からメール

が入ったのには驚きました！その後も毎日連絡が来るようになり、再び楽しいデートもでき、

いったいどんな魔法を使ったのか？願い事を叶えてくれる魔法使いのような先生に感謝と驚き

と尊敬の念が湧き、お金をかけた以上の効果と価値があり先生と出会ったのが幸運の第一歩だ

という気持ちです、更に先生は、その女性と結婚する意志はあるのか？と結婚する気持ちがあ

ればできるようになるからとしかし、かなり年が離れているからその女性の事もよく考えて

と、まだ新しい出会いはあるからとも言ってくれました そしてその後の方向性と行動の仕方

も教えていただき まるで先生の言ったとおりになってしまうことに驚きと恐怖さえ覚えてし

まいます 仕事のほうの事も様々な風水調節などを指導していただき順調に行っています 先

生は鑑定だけではなく その後の方向性をはっきり示してくださり 更に風水調節や様々な術

を駆使して希望を叶えてくださる素晴らしい魔法使いです 私も含めて沢山の人が先生の力で

幸せになっていけば良いと思います。これからも沢山の人の夢を叶え幸せにするために頑張っ

てください ありがとうございます。 

茨城県四十代男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■効果ある世界に一つだけの自分だけの呪符とお守りによって奇跡の高校受験

合格  

 

私は占いが好きであちこち歩いていましたが、先生の素晴らしい鑑定指導に出会ってから先生

だけのところへ通い続けています、今年は息子の高校受験もあるので合格祈願のお守りをおね

がいしました。これぞ本当に身につけるべき全身全霊をかけて作った世界に一つしかないお守

りだなと感じたのは、目の前で先生がお札を書いて本格的な祈祷してくださり更に私も先生の

いう通りに呪文のようなものを唱えて念じたものをお守り袋にいれてくれたからです。大量販

売されている神社のお守りとは重みが違います。全身全霊を込めて世界に一枚しかない自分の

為だけに作られ祈祷されたお札とお守りです、方位的な事を聞いて少し遅らせたほうが良いこ

ともきいていましたが遅刻させるわけにはいかないのでそれは受け入れるしかないと思ってい

たのです、ところが試験当日神がかり的なことが起こり、 

試験当日時間に余裕をもたせるため、息子を早めに起こしてご飯もしっかり食べさせ、励まし

の声かけをして、私は息子より先に仕事に出かけました。途中で、まさか時間が余りすぎてね

てしまってはないだろうなと心配になり、連絡しようとしたがいつもは忘れたことがないのに

携帯を家に置いてきてしまいました。夕方帰ってきて聞いてみたところ、案の定寝てしまった

らしく、着いたときには既に試験が始まっていたらしいです。おまけに上履きも忘れて。先生

に連絡を取ったところ、先生はこの日を覚えていてくださり祈祷をしてくださっていたらし

く、神様が守り導いてくれてそのように合格するための時間に動くように眠らせてくれたんだ

よと＜方角的に奇跡を起こせるいい時間だからだいじょうぶだよ＞と教えてくれました。息子

を二度寝させ遅刻させ私の携帯電話を忘れさせ連絡が取れないようにするそれが守り導かれた

こと、凄い神様です、その通り、奇跡が起き合格通知が届きました。 

その後、電話鑑定で 2 校のうちどちらがいいかということも様々な観点から鑑定していただき

アドバイスいただきその鑑定とご指導に納得しておりそのようにしようと思っています息子の

未来が楽しみです、 

先生の占いとはどうなるか？という受け身ではなく複数の占術の命理と運勢とカウンセリング

から迷いの中からどうしたいか！どうなりたいか‼を明確にしていって悩みを解決し、夢や希望

を叶え人生を変え豊かに楽しく健康に幸せになっていくためにあるということを教えていただ

きました。 

先生ほんとにいつもありがとうございます。 

毎週のブログも素晴らしい内容でとても楽しみにしており、活用させていただいております。 

先生これからもよろしくお願いします。 

千葉県 四十代女性 

 

 



 

■風水調節及び奇門遁甲術を指導いただき全てが言われた通りになり恋愛が順

風満帆成就する 

 

先生とは週一度はお電話でさまざまなアドバイスを頂いています。今年からお付き合いし

ている恋人に会う日の方位と時間を鑑定して頂いて、その日に気を付ける事も助言してく

ださり考え方と行動と言葉の工夫もしてくださいます。そして何もかもが先生の言ったと

おりになるのです 

お陰様で順風満帆で幸せなお付き合いをさせていただいております。いつも感謝でいっぱ

いです。先日、御祈祷していただいたお守りを身につけていますが、不愉快に感じること

や、悲しく思う出来事がなくなり、私自身はもちろん、周囲の大切な方々の幸せな出来事

の報告も聞くことができています。先生はいつも優しく話を聞いてくださり、正直にアド

バイスしてくれるので、どんな時も前向きな気持ちになれます。喜びと幸せを感じ作り出

す自分に生まれ変われたことを心から感謝をしています。今後とも良いアドバイスをよろ

しくお願い致します。 

たびたびお礼です 先生、風水って素晴らしいですね！信じるとか信じないとかではない

ですね！学問の一つですね！先生を尊敬しています、いつもありがとうございます 

千葉県 三十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■鑑定指導により本来の自分に気づき生まれ変われることができる  

先生の鑑定は、まず「自分がなにものであるか」を知ることから始まりました。 

今まで考えてもいなくて、自分では向いていないと思っていた仕事が向いていると言われ

て、自分の生きがいや使命と違うことをやっているから報われずにむなしく苦しくなるん

だと言われて驚いたことが印象に残っています。 

次に生きていくうえでの「欲」との付き合い方と解放の考え方を教えていただきました。

拘束時間の長い仕事をしているので、ご指導どおりにやったおかげでストレスが減り健康

的に働けています。 

お金に関しても「貯めるだけのものではない」「お金を何のために使うか、使って何を得

るか」などと言うお金に関するお話も勉強になりました。 

初めて伺ったときは、なんとなく満たされないからという理由でしたが、１つ１つ解決策

を考えていただけました。 

「心配することはない、自信を持って」と理由も解決方法も一緒に言っていただけるの

で、勇気と自信がつき今までとは違った楽しい生き方ができ生まれ変わることができまし

た 

これからもよろしくお願いします。 

千葉県 二十代男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■＜鑑定とともに具体的な助言と風水調節により豊かに楽しくなり更に造作に

より鑑定通り妊娠する＞ 

夫婦で昨年からお世話になっています。悩みとしては夫婦共に仕事が忙しく、家族との時

間がとれないこと、主人の仕事のことを主に相談させて頂いています。家の見取図や家族

の生年月日をみて頂き、鑑定をもとに様々な具体的な考え方と言葉と行動の工夫のアドバ

イスをいただき、風水的な調節の指導をしていただき、仕事はさらに忙しくなり、中々家

族の時間はとれませんが、収入が増え、生活が豊かになり、楽しく元気に笑って過ごせる

ようになりました。今年の五月に子供が欲しいことを相談したところ、造作というものを

指導していただき、次の排卵日には妊娠するからとの言葉通り、妊娠し、子宝にも恵まれ

ることが出来ました。これからはさらに忙しくなるだろうからと忙しい中でも家族の時間

を取って楽しく過ごせるようにと次の具体的な考え方と言葉と行動のアドバイスをしてい

ただき、不安だった気持ちが勇気づけられ前向きに楽しく仕事と家庭と子育てに取り組ん

で行けそうです 

先生の『大丈夫』という言葉にいつも励まされています。本当にありがとうございます。 

茨城県 三十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■＜夫婦関係が改善、セックスレスも解消、お互いを思いやり合い尽くし合え

るようになる＞ 

 

私は夫婦のことで悩んでいました。主人は短気でとても怒りっぽいのでいつも夫婦喧嘩を

していました。子供たちの前でも喧嘩になってしまうので、子供たちも口を閉ざし、家庭が

バラバラな感じになってしまう時がよくありました。 

そんなことが続くと自然と主人にも愛情が薄れていました。そんな時に鈴木先生のことを

インターネットで知って会ってみると本当に親身になって相談に乗ってくれました。鈴木

先生のいいところは必ず解決方法があると言うところです。私はとりあえず先生の言った

ことを守り実践してみました。言葉や考え方や行動の工夫や風水調節や造作などとても簡

単なことしかしてないのになぜだか不思議ですが、とても優しい気持ちになれるのです。主

人も今ではとても穏やかな性格になり、付き合い始めた頃のようだ。とお互い新鮮な気持ち

に戻りました。本当に不思議ですが今では夫婦でとても愛し合っております。セックスレス

も解消して身も心も一つになれている満足と幸せを感じています。 

鈴木先生と出会えて本当によかったです。ありがとうございました！ 

             茨城県 四十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

■＜鑑定と指導によりもめることなく円満離婚となりあらゆることが好転して

いった＞ 

鈴木先生との出会いは、今年の初めころです。最初はお電話でたくさん相談させて頂き、

そのあと、ご自宅で改めて鑑定してもらいました。私は結果的には２回離婚をしました

が、 

先生のお陰で、今回大変前向きな円満離婚をすることができました。円満離婚とは、人そ

れぞれとは思いますが、相手を恨んだり、憎んだりせず、自分も嫌いにならずとゆう意味

で書かせて頂きました。自分を大事に、自分を大好きになることができたのです。鑑定し

て頂いたとき、私は自分も、相手も否定的に思っていて、先生も私を説得するのが大変そ

うでした。それでも、先生は根気強く助言と指導をしてくれて、更に私の寝室と、頭の向

きと、ベッドの位置を変えるようアドバイスしてくれました。その通りに、その日に治し

てから、間もなく、この円満離婚へたどり着きました。また、自分を好きになる、自己肯

定を覚えてから、傷つくことなく、真から人、物を大切にできるようになりました。悪か

った言葉遣いや、態度も綺麗な言動に変化してきました。２回の離婚を恥じる人もいます

が、おかげさまで私にとってはプラスな出来事になり、今は新しいことに挑戦していま

す。それを別れた夫も応援してくれています。素敵な友人も増えて、ようやく人間らしい

私になれてきました。鈴木先生には、心から感謝しています。そして、これからも良きア

ドバイスをお願いしたいです。 

     千葉県 四十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

＜■鑑定結果だけでなくその結果からのあらゆる手法を応用駆使した素晴らし

い改善方法や開運方法の指導 ＞ 

先生と出会えて私は自分を大事にして愛せるようになり自己肯定ができるようになり、毎

日いろんなことに感謝の気持ちをもてるようになりました。まさか私までこんなに明るく

変われるとは思ってもみませんでした。 

初めて鑑定をお願いしたのは不登校の息子のことでした。先生は、息子の部屋を隣に移動す

ることと机やベッドなどの配置換えをしたほうがいいとおっしゃいました。しかし、頑固な

息子は絶対に移動したくないと強く拒み、私も説得しきれずにあきらめてしまいました。そ

んなときそれを分かっていたかのように先生からお電話をいただきました。先生は再度、移

動に最適な日時を調べてくださり、私が息子にどのように接したらいいかを細かくご指導

下さり、無事に移動することができました。その後は、以前は散らかし放題だった部屋が今

ではすっきりとしており、本人もイライラがなくなったようで家族との会話も増えました。

ゆっくりと自分の道を探し始めているようです。 

先生は、私に普段からの息子への言葉がけのことや、食事を作るときには楽しい気持ちで作

るんだよ、などと心の持ち方を教えて下さいました。 

先生のところは普通の占いだけのところとは全然違います。占い好きの私は、初めて本当の

心ある鑑定士と出会えたと思っています。先生ありがとうございます。そしてこれからもご

指導よろしくお願いします。   

千葉県 三十代女性 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

■＜離婚して人生のどん底から先生の言う通り結婚となりすべてが好転してい

った＞ 

 

二年前に夫の DV で離婚して子供を連れて一人で生き子供を育てていく決心をして先生のとこ

ろへ相談に伺ったところ、昨年は先生のおっしゃる通り、非常に運勢が悪く、病気入院や法律

問題、金銭問題、肉親との死別などが起こり、そんな中でも先生のご指導などをいただき乗り

越えることができ、何よりも、今年素敵な人と出会い結婚するからと二年前のそのどん底の時

期から言われていて、私は信じられなく、人間不信や投げやりな生き方をしていましたが、先

生のおっしゃる通り、今年心惹かれる出会いがあり、彼から求められお付き合いが始まり、今

ではその彼と一緒に暮らしています。彼は経済力もあり、優しく思いやりもあって、先生のお

っしゃる通り人生が突然変わるからそれを信じて希望を持ち続けて明るく生きてくださいねと

の励ましの言葉を信じてよかったです。突然不安になったりどうしたらよいかわからなかった

ときにも、電話でも話を聞いてくれ相談にのってくれて適切なご指導や励ましをいただき、本

当にありがたく心強かったです。今の幸せがあるのは先生のおかげです。本当にありがとうご

ざいます。これからもよろしくお願い申し上げます。 

      茨城県 三十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■＜息子の不登校、夫婦関係、嫁姑問題、遺産相続、全ての問題が解決される＞ 

 

鈴木先生は初めてお会いした時から、笑顔で親切に優しく対応してくださいました。「人生のど

ん底」というべき、本当につらい時期に、友人の紹介で先生に出会えて、私は今となっては、

信じられないくらい人生が変わりました。 

私の悩みは、息子の不登校、夫婦関係、嫁姑問題、遺産相続とたくさんのトラブルを抱えてい

ました。先生は親身になって話を聞いてくださり、一つ一つ丁寧に解決への道を鑑定指導して

導いてくださいました。更に祈祷もしていただき護符も作っていただき、徐々に、私の抱えて

いる問題も平和に解決していきました。おかげさまで、息子も元気に登校するようになり、一

日も欠かさず部活へも行き、休みや遅刻もなく楽しい毎日を過ごしております。私の気持ちも

軽くなり、前向きに明るく楽しいことを見つけて「私らしさ」を取り戻すことができました。 

これも先生が、いつも励ましてくれて応援してくれてお祈りしていただいているおかげです。

本当に本当にありがとうございました。 

私も先生を応援しています。 

     千葉県 三十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

■＜すべてが好転した効果ある風水出張鑑定と風水調節の効果＞ 

 

先生いろいろお世話になっております。 

一昨年の時に、先生に言われた通りに風水調節や、造作をしたところ、不足していたスタ

ッフが集まり、お客様も増えて、更に臨時収入があったのには驚きました、そして今年に

なって集客が伸び悩み、スタッフのことに関しても悩み今回は出張鑑定を依頼して、お店

まで来ていただき、風水の鑑定と調節をしていただきましたところ、すぐにお客様が以前

のようにいらしてくれるようになり、更には奇跡とも思われる息子の高校受験合格は、我

が家の開運に携わった先生のおかげだと信じ感謝しています。 

運勢などの鑑定だけでなく、しっかりと具体的な開運方法や風水の調節方法を指導してい

ただけるのがほかの占い師さんとは違い素晴らしいところです。また出張鑑定していただ

き、直接いろいろなところを治していただけるのも助かり安心します。 

まだまだ、不安だらけですが、前向きにがんばろうと思います。これからもよろしくお願

いします。 

      三十代 茨城県 女性 

風水家相の出張鑑定は、図面を見たりやお話を聞かせていただいただけではわからないこ

とに気が付き、すぐに直せるので、命理や運勢の鑑定と開運指導だけでは解決できない問

題や悩み事を解決して願い事を叶えるために風水の調節によって解決することが可能で且

つ効果が大きいので、どうぞお気軽にご利用ください。 

 風水師、占導師：鈴木鉄治朗 

 

 

 



 

 
■＜素晴らしい効果がすぐに出た、風水家相出張鑑定による、風水鑑定と風水

調節＞ 

 

鈴木先生には引っ越しの時からお世話になっています。とても辛い時期でどうしていいか

わからない状況だったのですが，「どんな話でもちゃんと伝えて。」と言ってくださり，泣

きながら鑑定していただきましたね。 

そして，「大丈夫，必ず幸せになれるから」と繰り返し伝えてくださいました。引っ越し

先も偶然よい物件が見つかり，日も見ていただいて引っ越したのですが、引っ越ししてか

ら何故か毎日気持ちが沈み，泣いて暮らす日が始まってしまいました。 

 先生が心配して出張鑑定して家を見に来てくださったら， 

なんと土地や周りの環境の悪い作用を思いっきり受けていたのです。 

 細かいところまでしっかり鑑定していただき，土地や周りの環境の悪い作用を受けない

ように調整をしていただき、更にすべての部屋にあるもので風水的にそこに在ってはいけ

ないものなどや風水的にそこに必要なものの移動や家具やベッドなどなどの調節をしてく

ださいました。 

すると，あんなに泣いていたのが，ぴたりと止まり，少しずつ元気が戻ってきたのです。

心も不思議なくらい軽くなりました。 

護符も作成していただき，効果も出てきているようです。 

鈴木先生は必ず解決できる方法を見つけてくださる先生です。本当に感謝しています。 

まだ心配ばかりかけていますが，これからもよろしくお願いいたします。 

 

                             千葉県 三十代 女性 

風水家相の出張鑑定は、図面を見たりやお話を聞かせていただいただけではわからないこ

とに気が付き、すぐに直せるので、命理や運勢の鑑定と開運指導だけでは解決できない問

題や悩み事を解決して願い事を叶えるために風水の調節によって解決することが可能で且

つ効果が大きいので、どうぞお気軽にご利用ください。 

 風水師、占導師：鈴木鉄治朗 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

■＜効果ある運気向上と開運そして幸せになるための鑑定指導と考え方と行動

の工夫と風水調節と肯定的な受け入れてくれる話の聞き方と優しい人柄＞ 

 

鈴木先生のお宅へ鑑定に初めてお伺いしたときは、私は婚約者にいきなり別れを告げられ、お

金もなくなってしまい、本当に途方に暮れておりました。 

恨みの気持ちでいっぱいでしたし、攻撃的な感じだったかと思われます。 

先生はそんな私を一切否定はしませんでした。 

辛かったよね、大変だったね、 

頑張ってきたねと優しく肯定的に励ましてくださいました。 

それから、運気を上げていく方法を詳しく教えてくださり、 

ボロボロだった私は半信半疑で始めてみましたが、直ぐに気持ちが落ち着いて、に対する怨み

や憎しみが少しずつ消えていきましたし 

自分の幸せを考えることができるようになりました。 

何より前向きになれました。部屋も掃除をし、 

幸運が空いたスペースに入ってきやすいように実行しています。 

先生の一番いいところは、命令口調ではないところです。 

中には強い口調で人格否定をする占い師もいます。 

ボロボロだから悩みを相談しているのに、ますますボロボロになります。 

が、鈴木先生は一切の否定はしませんでした。共感してくれ、その上で間違っているところを

優しくただしてくださいます。 

急に不安になったときは、夜、電話でも対応してくださいます。 

先生との出逢いに感謝します。 

先生、これからもどうぞよろしくご指導、御指南をお願い致します(^^) 

      茨城県 三十代女性 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■＜貴重な水晶さざれ枕の素晴らしい効果＞ 

 

 先生よりお譲りいただいた水晶さざれ枕を使用して、２週間がたちました。 

 

まず、やり方を教わり、自分自身できちんと洗い、浄化をすることにより、使用前から、愛

着がわいてきました。 

私は長年睡眠障害のため、強い睡眠薬を三種類、組み合わせで服用しなければ眠れませんで

したし、たくさんの手術や怪我の後遺症により、 

眠る前には更にロキソニンを服用しなければ、全身疼痛のため、痛みがなく眠ったこともこ

こ数十年ありません。 

これは仕方がないと思っていましたが、 

水晶さざれ枕を使用してみて、その晩は睡眠薬を飲まずにいつの間にか眠りについてしま

っていました。 

こんなことは久しくなかったので、びっくりでした。 

水晶さざれ枕は、首や背中、いつも痛み止の薬を塗る箇所に当てて眠りましたが、痛みも軽

減し、とても調子がいいです！ 

日にちの関係で、２日後に使い始めた母も、 

水晶さざれ枕を痛い箇所にも寝ると、痛みがほとんどなくなって安眠できると申しており

ます。 

人生の３分の１は睡眠です。睡眠の質をあげることは、普段の生活を生き生き送るためにも

必要なことですので、本当に助かっております。 

水晶さざれ枕は、もっと欲しいくらいです(^-^; 

 茨城県、三十代女性 

☆水晶さざれ枕は水晶のさざれ 5 キロ入りのもので一万円で販売しております☆ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■＜造作により鑑定通りに妊娠成就とともに親身になって話を聞いてくださり

素晴らしい人生の指針をいただく＞ 

 

昨年、流産をしてしまい、この先また妊娠することができるだろうか、妊娠できたとしても

大丈夫だろうかと不安に思っていた時に鈴木先生の鑑定所を紹介していただきました。そ

の良心的な値段設定からホンモノだ、と感じていました。実際にお会いしてみると、本当に

親身になって話を聞いていただけました。 

私に適した造作法を教えていただき、実践すると妊娠がわかりました。さらにそれは先生

が、この月とこの月が妊娠しやすくて、生まれるならこの月かこの月と仰っていたことに当

てはまっていました。 

妊娠がわかって、その報告をした際には泣いて喜んでくださり、優しくアドバイスをしても

らえました。 

無事に生まれてきてくれることを願うばかりですが、もうすぐ安定期となり今回はきっと

大丈夫と思うことができています。 

香取方面に行った際にはまた先生に会いに行こうと思います。ありがとうございました。 

               埼玉県 29歳女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

■＜夢が叶い奇跡が起きるそして前向きになれる鑑定と指導＞ 

＜素晴らしい効果があるパワーストーンブレスレッドへの浄化と祈祷＞ 

＜奇跡が起きる奇門遁甲術による効果＞ 

 

私は音楽の芸術関係の仕事に就いて世界で活躍できることを目指しています。 

その為には自分の才能を関係者の方に認めてもらえなければいけません。 

周りの人たちからは物凄く期待されているのに、いざ関係者の方の前で自分をアピールす

るときになると、とても緊張してしまい自分の力を発揮することができずにいました。 

メンタル強化などの本も読みましたが、やはり緊張はしてしまいます。そんな時に鈴木開

運鑑定所の鈴木先生の評判を聞き、早速相談させていただき、今悩んでいることを聞いて

頂き鑑定指導をしてもらいました。 

風水調節や、私の考え方や行動や言葉の工夫の指導を受けものすごく前向きに明るくなれ

て、更には私のために、ルビーやサファイア、アメジストの素晴らしいブレスレッドを用

意してくださり、私の目の前で浄化して祈祷していただき、物凄いパワーを授かることが

できた気がして勇気と安心感が湧いてその勇気と安心感に包まれ続えけるようになりまし

た！ 

そして自分をアピールするコンクールの会場まで行く時に出発する時間とか方角とかを奇

門遁甲術により指導していただき、先生の言うとおりに実行したところ、こんなことだけ

でと思いましたが。そうしたらなんと当日不思議と緊張せず自分の力を発揮することがで

きたのです。そして本選に通り素晴らしい賞をいただくことができました。先生がおっし

ゃった、宇宙と神様と運を味方につけ管理コントロールすることですとの言葉通り、先生

の指導で運を味方につけることができるんだと実感しました。これからも鈴木先生の指導

を受け続けて、宇宙と神様と運を味方につけ、私の夢を叶えて世界で活躍する音楽家にな

れる夢を信じて楽しく頑張っていきます。先生に出会えてよかったです。本当にありがと

うございました！これからもよろしくお願いします。 

 

            茨城県 十代 女性 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

■＜前向きになれていく素晴らしい鑑定指導と説得力のあるお話と、 

効果のある風水調節指導と頭の中がすっきりし、幸福感を感じたチャクラヒー

リング＞ 

 

先日知り合いの紹介で鈴木先生の事を知り、鑑定指導をして頂きました。 

先生はとても優しく話を聞いてくださる方で、今まで誰にも言えずに苦しんでいた事もな

ぜか鈴木先生にはうちあける事ができました。先生は、終始、大丈夫、必ず幸せになるから

ねと言葉をかけてくださり、私の家の方向や間取りやら、生年月日時などで、 

一つではなく色々方向から鑑定してくださいました。 

 

私は今まで自分の家でぐっすり眠ることができませんでした。 

なぜか家だと疲れてしまい本気で引っ越ししたいと考えていたのですが、先生に方角を見

てもらうと、最悪な方向で寝ているからきょうからお布団の向きをこちらに変えてねと。 

早速、その方向にすると、不思議な事に眠れるようになり、今まで自分は不眠症で、薬を飲

もうかと真剣に考えている時だったのでとても信じられませんでした。また、初めてチャク

ラヒーリングというのをして頂いたのですが、頭の中のモヤモヤしていたものをごっそり

取り外してもらったかのようなスッキリ感と、なぜかこれから大丈夫というような幸福感

を感じました。長い時間の鑑定でしたが、とても優しく親身になってくれる先生と話す度に

前向きになれていく自分を感じました。先生は人生を諦めていた私に希望をくださいまし

た。先生に出逢えた事で、新しい人生を頂けたきがします。これからは、先生に教えて頂い

た事を実行し、頑張っていきたいと思います。先生本当にありがとうございました。 

 

           千葉県 三十七歳 女性 

 

 



 

 
■鑑定と奇門遁甲術造作指導により鑑定通り妊娠が成就する。 

 

結婚して二年が経ち子供がなかなか授からずに、不妊治療のために病院通いして指導を受

けていても妊娠せずにいたので、ますます子供が欲しい気持ちが強くなり不安になり先生

の評判をお聞きしてすぐに駆けつけていって相談したところ、まず鑑定により妊娠する可

能性は高いことを告げられ、安心したとともに、妊娠するための奇門遁甲術による造作法と

いうのがあるというので、それの指導を受けて先生の指導の通り一月の指定の日時に指定

の場所に指定のものを造作し指示されたことを行ったところ、先生の鑑定通り、二月に妊娠

して順調に行けばこれもまた鑑定通り十月に出産となることになりました！待ち望んでい

た妊娠をすることができたのは本当に先生の鑑定と指導のおかげと夫婦二人で歓喜の声を

あげて喜び先生に感謝している次第です！これから出産までの間や子供が生まれ成長して

いく中で私たちの様々な問題をこれからも信頼できる鈴木先生に相談していきたいと思っ

ておりますのでどうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。  

千葉県 三十四歳 女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

■鑑定による風水調節や言葉や考え方や行動の工夫の指導を受け実践すること

により深刻な問題や悩みが解決し願い事が叶った！ 

 

私がなぜ、沢山の占い師の方がいる中で、鈴木先生に観てもらおうと思ったのかは、今まで

お世話になっていた霊能者の方がご高齢のため引退されて、その方と鈴木先生の考え方が

同じだったからです。一度お会いしてみたくなり会ってみると今まで人に言えなかったよ

うなことさえも気軽に話をすることができ相談できる、心が広く優しさを感じ話しやすい

素晴らしい先生でした！この先生ならばどんなことでも話をして相談することができると

感じ今まで抱えていた深刻な問題を聴いていただき心が軽くなり、その上すぐに風水調節

による対処方法や、言葉や考え方や行動の工夫の仕方を指導していただき、それを実践して

いったところ、何とたちどころに問題解決に至ったのです。 

今では、家族が皆、笑顔で過ごすことができているのも鈴木先生のおかげです。 

鈴木先生に会えなかったら今頃、間違った考えのまま進んでいたかと思うとぞっとします。

簡単な風水調節をしたり、言葉や考え方や行動を工夫して変えていきちょっとした心がけ

で良い方向へと変わっていく、奇跡は本当に起こるんだということが実感できました！ 

家族を幸せへと導いてくださった鈴木先生に心から感謝ですし、これから先もずっとよろ

しくお願いしたいと思います。   

茨城県 三十代 女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■母親の死期、寿命を教えてくれたことで母親に精一杯のことができる！ 

 

昨年の二月に先生のところに初めて相談鑑定していただきに行き、母親の死期、寿命が十一

月、十二月ごろが危ないそれを乗り越えれば後二年は大丈夫と教えていただいたところ、本

当に十一月末に亡くなってしまって先生の言ったとおりになったとただただ驚くばかりで

した！しかし、それを知ることによって、母親の残された日々の中で私にできる限りの精一

杯のことを母親にしてあげることができたことが、悔いが残らずに良かった事となりまし

た！今は、母親が亡くなってしまってからの私のこれからの人生の生き方や目標を指導し

ていただき、母親が亡くなっても希望を持って明るく生きていくことができている毎日に

なっていることに感謝です！これからも私の人生の良き指導者としてよろしくお願いしま

す。本当にありがとうございます。 

千葉県 五十代男性 

 

 

 

■運勢が落ち着き、開運して幸せになれた！ 

 

ここ数年、嫌なことばっかりだなーと落ち込んでいた時に先生のホームページを見つけま

した。 

スカイプ占いなら アメリカに住んでいても出来ると思って電話してみました。 

素敵な"ヘアカット"で、前向きで明るい雰囲気の先生でした。 

優しく私の話を聞いてくれ、私の傷ついた心を少しずつ癒してくれました。 

色々な占法で鑑定してくれて、どうやら数十年に一回の最悪な運勢の年だったらしく、"来

年の 2 月過ぎれば運勢も落ち着いて安定するからもう少しの辛抱ですよ"と。そして、開運

方法も風水などを駆使して丁寧に教えていただきました。 

その後も、何度か相談しながら辛い時期を乗り越え半年以上経った今、先生の言った通り安

定した状況になりました。 

今も、何かある度に相談させてもらっています。 

本当に感謝しています。人の気持ちがわかる先生です。 

アメリカ アリゾナ州在住 M.Y さん 三十代女性 

 

 

 

 

 

 



■経営状態が好転回復した！ 

 

旅館を経営していて、今年の春に旅館の一部を解体してリフォームしたところ、お客様が全

く来なくなってしまい、赤字続きとなってしまって他の占い師さんのところへ相談しても

全く効果がなく悩んでいたところ、母の書棚にある占いの本の占い師紹介のページで、先生

のお名前を拝見し、思いきって電話で相談したところ、色々な観点から鑑定指導していただ

き、命理や運勢を鑑定していただき、風水調節や、奇門遁甲術というものによる造作という

ものを指導していただきそれを行い、更に奇門遁甲術による吉方位取りを行ったところ

徐々に集客率が回復して今ではたくさんのお客様が毎日いらっしゃってくれるようになり

赤字状態を乗り越えることができ経営状態も回復しました！先生にはとても感謝しており

ます、悩んで困っていたところを救い開運へ導いてくれるので、相談して本当に良かったで

す。ありがとうございます。 

千葉県 旅館経営四十代女性 

 

 

■一枚だけ買った宝くじが一等前後賞に当選した！ 

 

私は、鈴木さんに救われました！たった一枚だけ買った、宝くじで、一等前後賞が当選した

のです。 

鈴木さんの鑑定とご指導は高度なもので、四柱推命や、紫微斗数推命というもので運気を調

べていただき、横財という大金が手に入る可能性があるとのこと、そして紫微斗数推命で購

入する日時を決めていただき、奇門遁甲術という方位術で購入する場所と時間を教えてい

ただき、更には、造作というものを指導していただき、それの効果が抽選日に出るというこ

とでした！ 

そして金運のお守りと護符も持たせていただき、見事に当選した時は、びっくり只々驚くば

かりでした！ 

お陰様で今では、自分の夢を叶えて自分のやりたかったことが今はできて、楽しい毎日を過

ごしております。 

こんな風に現実的な効果として現れる、鈴木さんの鑑定とご指導は素晴らしいと思います。 

本当に感謝です。ありがとうございます。 

千葉県 五十代男性 

 

 

 

 

 



 

■豊かに楽しく健康に幸せになれた！愛と夢と勇気と希望を与えてくれた！ 

 

鈴木先生とは… 

Skype・電話・手紙での相談から初めました。鈴木先生は…とても親身になりアドバイスや

励ましを下さり、先生が祈祷してくれた御守り・数珠・お札・のお陰で、病弱だった私が、

みるみる元気で健康な身体を取り戻す事が出来ました。 

人間関係のトラブルなども…多々ありましたが、鈴木先生が祈祷してくれた、数珠を身につ

けていたら、自然に良い方向に導いてくれ、明るさを取り戻す事も出来ました。 

先生のおっしゃる通り言葉・考え方等・行動を変えていくと、今よりももっともっと豊かに

楽しく健康に幸せになれるというのがわかってきました。 

私も先生のおっしゃる通りもっともっと豊かに楽しく健康に幸せになれるということを信

じて、笑顔で毎日を過ごしてゆきたいと思います。 

愛と夢と勇気と希望をそして思いやりと優しい心…。感謝の心を与えてくれるとても素晴

らしい先生です。これから先も…先生の勇気・希望のお言葉を実践してゆきます。 

本当に有難うございます。 

どうぞこれからもよろしくお願いします。 

先生に出会えた事を神に感謝しております。 

愛媛県 三十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■復縁が叶って、妻が戻ってきてくれた！ 

 

ここ数年、自分の運勢が悪いのは家相が悪いのではないかと考え先生に相談したのが先生

との出会いでした。職場でもあまりうまくいかず、家庭でも外国人妻(タイ人)が親の看病を

理由に帰国してから二年が過ぎ、向こうで新しい彼氏ができたため別れたいと言ってきた

のを、こちらでは踏切りがつかずに離婚を先延ばししている状態でした。家相は問題ないと

のことでしたが、方位よけと開運のお守りや呪符などを頂き、その後造作というある特定の

ものを特定の時間に庭の特定の場所に埋めるとよく効果が得られるという秘術を教えてい

ただき、家族の絆が強められる方位に造作を行いました。 

また奇門遁甲術による吉方位により５月１２日の夜１１時から一時間半の間に北に出か

け、一泊してくるととても良い効果があり、その効果は１３日の午後３時以降から西の方角

からいいことが起こると教えていただいたため、半信半疑でしたが、大雨、台風の中、北に

ある茨城県鉾田市へ行き、ビジネスホテルに一泊して帰ってきたところ、 

なんと丁度１３日の午後３時過ぎに、殆どあきらめていた妻から日本に帰り私のところへ

戻りたいと連絡が入り、其の後も先生の指導のもと奇門遁甲術による造作や吉方位取りを

続けていって、その三か月後に妻は日本に私のもとに帰ってきてくれました、 

現在は夫婦二人で元通り仲良く幸せに暮らしています。これも本当に先生のおかげです、あ

りがとうございます。 

千葉県 四十代男性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■恋人ができた 

 

昨年、鈴木さんに相談鑑定していただき、縁結びの護符やお守りを頂きました。 

お手紙で使い始める日付や護符について詳細に記載されており 

とても分かりやすくすんなりと使い始めることができました。 

ホームページに紹介されている護符やピンクのお守りを 

使い始めたことからじわじわと効果を感じ、 

また良いご縁もあり恋愛が成就いたしました。 

護符やパワーストーン入りお守りの効果をこんなに感じることが 

できるとは思っていませんでしたので 

驚きと喜びでいっぱいです。 

友人ともよく鈴木さんの鑑定と護符とお守りの話題になります。 

鈴木さんのおかげですね！ありがとうございます。 

今後とも何かとご相談をさせていただくかと思いますが 

よろしくお願い致します。 

東京都在住 20 才 女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ■金運、財運が向上して収入が増えて、生命線がつながる！ 

 

鈴木さんから、金運のお守りや護符、そして色紙などをいただいてから、本当に金運がよく

なり、毎年の年収が大きく増えるような話が転がり込んできて驚いています。 

話もよく聞いてくれ、運勢なども鑑定していただき、考え方や行動の工夫も教えて頂き安心

することができました。何より、私の手相の生命線が今まで途中で切れていたのが、鈴木さ

んと何度かお話をさせているうちに、生命線がつながってしまったのです。 

今まで気になっていたことが解消され、物凄く嬉しいです。これからも宜しくお願いしま

す。 

千葉県 五十代男性 

 

 

 

 

 

 

■どんなことでも安心して話せる！ 

 

鈴木さんは、女性の私が一人で深夜でも安心して面談鑑定を受けられる人でした。親身にな

って相談に乗っていただいて、優しくて安心感を与えてくれ、心が軽くなり帰る事ができま

した。何種類もの占いを使って鑑定してくれて、時間も深夜で長時間にもかかわらず良心的

な低料金にびっくりしてしまいました。私は何度も深夜に鑑定していただいていますが、日

中、時間がない人には助かります。本当にありがとうございます。また宜しくお願いしま

す！ 

千葉県 四十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■素晴らしい鑑定と助言とご指導！優しい心に前向きに明るくなれた！ 

 

“占い”や“鑑定”と聞いて正直興味はすごくありますが、「マイナスなことを言われた

ら･･･」と思いながら躊躇していました(笑) 

ですが、鈴木さんはとても丁寧に難しい専門用語も分かりやすくお話しをしてくださいま

した。 

お話をしていく中で、何度も「あくまでも良い方向に人生がいくようにアドバイスとしてと

らえるように。」と、おっしゃっていただいたことがとても印象的です。 

親身にお話を聞いてくださり、的確なアドバイスをしていただきありがとうございました。 

少しのきっかけやチャンスをしっかりつかんで毎日笑顔で頑張りたいと思います！ 

また、宜しくお願いします。ありがとうございました。 

大分県 二十代女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

■豊富な知識と温かい人柄に魅了される。 

 

最初占いや鑑定というものに対して「結果次第で人生が決まってしまう」という思い込みが

ありましたが、鈴木さんの「占いで全てが決まるわけではなく、あくまでもより良い人生を

迎えるためのヒントとしてとらえてください」というお言葉で安心して鑑定を受けること

ができました。 

豊富な知識と暖かい人柄に魅了されました。有難うございました。また、宜しくお願い致し

ます。 

東京都在住 30 才 男性 


