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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の

AdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は合同会社 RYUSHINに属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、

流用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は

一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規

に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があ

ります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ず

に誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありまし

ても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナ

ー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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こんにちは。塾長の橋詰です。 

本日は、あなたに金運アップの方法をお知らせいたします。 

 

金運アップの最高日は「３月１２日 財布の日」です。 

 

実は単なる語呂合わせだけではなく、 

春と張る お金も貼るとかけても 

日頃使っている「財布」の買い替えに最適な時期としても知ら

れています。 

 

新年から春先に財布を新調するのは春財布とよばれ、 

春＝張るということで財布がお金で 

http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10257000332
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ぱんぱんに張るということで縁起が良いとされています。 

つまり、「春」と「張る」が同じ読みである為「財布が（お札

で）張る」ことが連想でき、縁起が良いとされているんですね。 

ちなみに、「秋財布＝空き財布」ともいうそうです。 

 

さらに春には財布を新調すべき理由がほかにもあります。 

 

出費が重なるこの時期に財布を新調する理由も出てくる 

引越しや新生活に向けての準備で忙しい日々を送られている方

も多いのではないでしょうか。 

http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28177002048
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歓送迎会や異動に伴う引越しなど、なにかと出費が重なる季節

です。。 

お札が詰まった「張る財布（=春財布）」にするには、春に財布

を新調して金運を呼び込むとよいとされています。 

春財布、購入時期以外に 

もお金を貯めるための使い方があります。 

 

 

お金が集まる財布とは？ 

お財布にまつわる金運アップの習慣はたくさんあります。 

二つ折りは、お札の腰を折るのでオススメできません。 

 

＜余談＞ 

財布を購入するタイミングで縁起の良い月 

１月、２月、３月、４月、５月、１１月、１２月 

お金が貯まらないから財布購入を控える月 

６月、７月、８月、９月、１０月 

１月～５月、１１月１２月は指を中に折るので入金。 

６月～１０月は指を伸ばすので散財でお金が貯まらない。 

http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11016015568
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最近では、メーカーも金運を意識して、風水的な考え方を取

り入れたお財布を販売しているケースも多いようです。 

2015年のラッキーカラーが「黄・緑・ゴールド」なので、

お財布もラッキーカラーのものが多く販売されています。 

 

お札を寝かせる                      S２４ 

 

 

http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28053000087
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いきなり使い始めないで、新しいお財布に可能な限りの一万円

札を入れ、一定期間保管しておきます。 

入れた一万円札は、出来れば 21日間、無理なら 7日間、最低

でも 3日間はおいて下さい。 

お札を 1万円、5千円、千円と種類別で並べておくことも 

重要です。 
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「張る」と言ってもお札以外でパンパンにしない 

整理整頓を心がけ、レシートはその日のうちに整理、カード類

は必要最低限のものだけ入れましょう。 

日頃使うクレジットカードのみ入れて、ショップカードや会

員証は、別途カードケースにまとめておきましょう。 

 

                      R8 

古い財布の処分にも気をつけましょう。 

 

 

 

財布購入をした後必ず生じるのが古くなった財布の仕方です。 

どうせ購入にも気を使ったから古いお財布にも感謝の気持ちを込めて 

処分をしましょう。 

 

一般的に 

雨の日に処分するのがいいそうです 

 

 

http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11016011273
http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=07800012786
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処分するときには、お財布をむきだしのまま捨てるのではなく、

和紙など白い紙で包みましょう。 

 

金運 UPのためには、雨の日に捨てると良いでしょう。「水」

が金運を上げてくれるのです。 

お世話になったという感謝の気持ちを表現するためにも、きち

んとした形で手放すのが金運をアップさせる秘訣です。 

購入もよいのですが、張る財布を整える選択肢に 

「メンテナンス」を加えてよいかもしれません。 
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今年は気分も一新！ 新しい財布を購入してみませんか 

 

財布のメンテナンスについて 

 

次は新しい財布のメンテナンス、今使っている財布の 

メンテナンスにつてお伝えします。 

 

うまく使えば金運がどんどんよくなりますが、使い方が悪いと

金毒というものがどんどんついて金運ダウンしていきます。 

 

そこで月に一回きちんとリセットすることで金毒を追いだすこ

とが金運を維持するためには重要です。 

 

金毒ってウイルスみたいなもので、 

お金に必ずくっついてくるので月 1リセットは絶対にやりまし

ょう。 

 

                         S5 
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お財布の金運をリセットする方法 

 

 

 

まずは【お財布のリセット】お金には必ず 

「金毒」が付いています。それをリセットするために、 

月に 1回財布の中身をすべて出し、5分したら戻します。 

 

その際、不要なレシートやゴミは撤去。空になったお財布は、

天然塩水でキレイに拭きます。 

 

なんだか最近金運がないと感じる方には 

お財布をリセットする方法があります。 

まずはお財布を塩水で拭くことです。 

 

出来れば毎日行って欲しいです。 

リセットといっても、お財布の中身をすべて出し、 
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さかさまにして悪い気をふるい落とし、そのあと財布を固く絞

った布で拭くだけですので簡単に行うことができます。 

 

お手入れについてですが、黄色やラベンダー色の布で拭いてく

ださい。お財布が喜びます。 

 

また小銭は塩水で洗うようにしてください。 

 

でも・・・お財布にも金運の期限があります 

使い始めて約３年を過ぎる（厳密にいうと１０００日だそうで

す）と、財布の運気は下がるといわれています。 

出典財布の寿命は、約３年です 

 

見た目からしてボロボロな状態であれば、 

そのときはもう買い替えどきと考えた方が良いでしょう。 
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あなたは、京都にある「御金神社」という神社を知っています

か？？ 

 

 

京都市中京区の町中に、黄金の鳥居で一際目を引く神社があり

ます。 

 

その名も「御金神社」（みかねじんじゃ） 

「御金」と書いて「みかね」と読む御金神社 

「金神様（こんじんさま）」と呼ばれ親しまれている 

・「御金神社」は、元々は金属の神様を祀った神社だった 

http://www.gettyimages.com/detail/124206559
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御金神社（みかねじんじゃ）は、京都市中京区にある 

「金山毘古神」=「金山彦命」（かなやまひこのみこと）を主祭

神とする神社 

金山毘古神は、金属類を司る神様で、世にいう金神様 

元々は農機具や刀剣、鉱山などの金属の神様 

昔は民家にあって密かに祀られていましたが。明治 16年

(1883)今の名を附して社殿を建立し、 金神（こんじん）様の

愛称で親しまれ氏子と崇敬者で祀られるようになりました 

現在は金、銀、銅の御金からいわゆるお金の神様として広く解

釈されるようになり 

・ 

http://matome.naver.jp/odai/2142058817439866801/2142060663658169403
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しかし、今は「金運アップ」の神社として人気があるようです。 

 

イチョウの葉の形をした絵馬が奉納されています。 

これはご神木である銀杏の木にちなんで作られていて、人気の

一つとなっています 

 

H1 

 

当然のように金運アップ、商売繁盛のために熱心にお参りする

人が増え宝くじや競馬の当選を願う絵馬も多数奉納されている 

http://matome.naver.jp/odai/2142058817439866801/2142060663658171303
http://matome.naver.jp/odai/2142058817439866801/2142060663658171003
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ここ数年、宝くじが当たる神社と評判になり、全国に知られる

ように。 

 

お金を扱う人が幸せになるように 

ただ、その由来からもわかるように、一攫千金をもたらす神様

ととらえるのではなく、お金ならお金を扱う人が幸せに導かれ

るように見守ってくださる大神様なのです 

http://matome.naver.jp/odai/2142058817439866801/2142060663658172203
http://matome.naver.jp/odai/2142058817439866801/2142060663658172003
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近年、京都を訪れる旅行者が行ってみたい注目スポットとして

人気を集めている 

わざわざ東京からこの神社にお参りに来る人もいるそうです 

 

・京都のどこにあるの？？…「御金神社」へのアクセス 

 

〒604-0042 京都市中京区西洞院通御池上る押西洞院町 618

出 

中京区の堀川御池の交差点から 

ほどなく近い通りを入ったところです。 

 

 

                      H8 

http://matome.naver.jp/odai/2142058817439866801/2142060663558168703
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無料で即刻今日から金運を上げる方法 

 

「金運」を上げるには、トイレの掃除をするのが良い 

 

トイレでその家族の健康運が決まる！ 

 

「トイレ掃除金持ち」伝説が単なる迷信であることを証明する

ため、ある男性が調査をしました。 しかし、結果は期待と全く

逆でした。  

収入の高いご家庭のトイレ清掃回数を調べたのですが、収入と

清掃回数が比例していることが分かってしまったのです。  

トイレ掃除伝説の間違いを証明するはずが、逆に「お金持ち

がトイレ掃除を頻繁にしている」という 

事実を信じざるを得なくなってしまったのです。 

 

これらをぜひとも取り入れる事で金運アップをして下さいね！ 

 


