琉球風水鑑定メニューと料金
一覧表

初回相談・単発コンサルティング
琉球風水鑑定ご依頼前のご相談

通常料金 （税別）

無料

初回診断【出張対応】（2時間）

5万円～

単発コンサルティング（2時間）

5万円

【既存住宅】 琉球風水鑑定
琉球風水鑑定 【鑑定図面作成付きプラン】
納期：現地調査から1~2週間
琉球風水鑑定 【鑑定図面作成&鑑定報告書付きプラン】
納期：現地調査から2～3週間
琉球風水鑑定 【住環境改善プロジェクト（10ヶ月）】

【新築住宅】 琉球風水鑑定
琉球風水鑑定 【鑑定図面作成付きプラン】
納期：現地調査から1~2週間

通常料金 （税別）

29.8万円～
50万円～
120万円～

通常料金 （税別）

29.8万円～

琉球風水鑑定 【鑑定図面作成&鑑定報告書付きプラン】
納期：現地調査から2～3週間

50万円～

琉球風水鑑定 【最初の基本設計図作成サポート】
納期：現地調査から3～4週間

60万円～

琉球風水鑑定 【建築設計プロジェクト（10ヶ月）】

120万円～

※ 一般住宅（50坪まで）の料金です。法人、店舗、集合住宅などは、別途お問い合わせください。
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琉球風水鑑定メニューと料金
鑑定内容詳細

琉球風水鑑定ご依頼前のご相談は無料
現場へ出張しての初回診断は5万円～
内容

通常料金 （税別）

琉球風水鑑定ご依頼前のご相談

無料

初回診断【出張対応・交通費込み/沖縄本島中部】（2時間）

5万円

初回診断【出張対応・交通費込み/沖縄本島南部】（2時間）

6万円

初回診断【出張対応・交通費込み/沖縄本島南部】（2時間）

7万円

現地調査&ヒアリング（4時間）

10万円～

琉球風水鑑定図面の作成

14.8円

対面による琉球風水鑑定図面の解説

5万円

琉球風水鑑定図面報告書の作成

30万円

対面による琉球風水鑑定報告書の解説

5万円

単発コンサルティング（2時間）

5万円

基本設計図の風水提案（下記一連の流れ一回につき）
【ヒアリング→間取りの風水提案→担当建築士の方との意見交換
→図面の確認→新プランの風水解説】

12万円

【基本設計図作成時】
建築士作成ブロック図に関する意見交換と間取り提案

30万円

インテリアコーディネート相談料（10時間）

10万円

片づけコンサルタントへの相談料（10時間）

10万円

お得なセットプランでご準備しております。
次ページ以降をご覧下さい。
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【新築・既存住宅共通】
琉球風水鑑定プランと料金

 琉球風水鑑定をご依頼前のご相談 【無料】
お客様が琉球風水鑑定を受けることによって、得たい未
来をお伺いし、弊社の琉球風水鑑定で、お客様に対してど
のようなご提案ができるかを、具体的に解説いたします。
琉球風水鑑定のプランは複数ございますので、お客様の
現在の状況と、ご希望に合わせて、最適なプランをご提案
させていただきます。
図面や現場のお写真など、状況がわかる資料をお持ちい
ただくと、より具体的にお話しさせていただくことができます。

 琉球風水鑑定 初回診断（出張対応） ５万円～
現場へ行って、琉球風水鑑定がお役に立てるご依頼内
容かどうかを判断させていただきます。
引き続き、琉球風水鑑定をご依頼頂いた場合には、初回
診断の料金を、ご希望の鑑定プランの料金より割引させて
いただきます。
※ 調査の結果、弊社の風水鑑定でご対応できないケースにおいても、出張調査料金として、初回診断
料は発生いたしますのでご了承ください。
※ 遠方の場合は、別途お見積りをさせていただきます。

 単発コンサルティング ５万円～
ご要望に応じて、対面の風水コンサルティングを行います。風水に関するご質問に、
お答えいたします。1回のみの風水鑑定後、疑問・質問が出てきた場合などにも、ご対
応いたします。出張調査もご相談下さい。
※ 図面をお持ちいただければ、拝見してアドバイスをさせていただきます。ただし、ご回答に鑑定図面
の作成が必要なる場合には、鑑定図面の作成を別途ご依頼くださいませ。
※ 調査にお時間を頂く内容については、別途追加料金が発生いたします。

3

【新築・既存住宅共通】
琉球風水鑑定プランと料金

 琉球風水鑑定 【風水鑑定図面の作成付】（1回） 29.8万円（税別）～
琉球風水鑑定図面を作成することにより、パッと見ただけ
ではわからない情報を読み取ることが可能です。住宅の中
心を正確にとることで、各空間の方位が明確になり、問題解
決の方法に、選択の幅が広がります。
新築住宅の設計では、既に出来上がっている図面の風水
的に問題のある部分を見つけ出すことが可能です。住宅出
来上がってからでは簡単には修正できない、窓やドアの配
置など、住宅の構造に関わる部分の修正が可能です。方位
鑑定の結果に配慮して、枕の向きや座る向きを吉方位へむ
けることのできる空間設計ができます。

内容

通常料金 （税別）

無料

1

琉球風水鑑定ご依頼前のご相談

2

初回診断【出張対応・交通費込み/沖縄本島中部】（2時間）

3

現地調査&ヒアリング（4時間）

4

琉球風水鑑定図面の作成

14.8円

5

対面による琉球風水鑑定図面の解説

5万円

特典

3ケ月メールサポート（通常価格1ヵ月：1.5万円）

特典

琉球風水スクール「アムリタ」2016年全6回コースレッスン動画講義

合計

5～7万円
10万円～

4.5万円

通常価格 41.3万円 → セット料金 29.8万円

※ 一般住宅（50坪まで）の料金です。法人、店舗、集合住宅などは、別途お問い合わせください。
※ 新築、リフォームの場合、図面の改善提案を行います。部屋の配置を変更するような間取りの風水提案をご希
望される場合には、建築士との連携が必要となります。別途、「基本設計図の風水提案」をご依頼くださいませ。
【離島、沖縄県外よりご依頼のお客様へ】
現地出張がの代わりにグーグルアース等により、周辺環境の調査を行います。また、対面コンサルティングに変
わり、お電話やインターネット通話により、ヒアリングや解説を行ないます。現地調査をした場合よりも、周辺環境へ
の理解が、不十分であることをご承諾くださいませ。
現地調査をご希望される場合には、ご相談くださいませ。スケジュールの調整がつく場合にはご対応いたします。
ただし、別途交通費、宿泊費、出張料をご負担頂きます。
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【新築・既存住宅共通】
琉球風水鑑定プランと料金

 琉球風水鑑定 【鑑定報告書付き】（1回） 49.8万円（税別）～
新築時や、インテリアを大々的に変えたい時など、ゼロ
から住宅の形やインテリアを整えたい時に有効なプラン。
鑑定図面の作成に加え、鑑定報告書の作成により、お
悩みを解決するため具体的方法と住環境を風水の良い
環境に整えていくために、陰陽五行の調和のとれた彩りを
プラスする方法を、琉球風水鑑定によって導きだします。
内容
1

琉球風水鑑定ご依頼前のご相談

2

初回診断【出張対応・沖縄本島内交通費込み】（2時間）

3

現地調査&ヒアリング（4時間）

4

琉球風水鑑定図面の作成

5

風水鑑定報告書の作成

6

対面による琉球風水鑑定図面及び鑑定報告書の解説

特典

3ケ月メールサポート（通常価格1ヵ月：1.5万円）

特典

琉球風水スクール「アムリタ」2016年全6回コースレッスン動画講義

合計

通常料金 （税
別）

無料
5～7万円
10万円～
14.8円
30万円

5万円
4.5万円

通常価格 71.3万円 → セット価格 49.8万円

※ 一般住宅（50坪まで）の料金です。法人、店舗、集合住宅などは、別途お問い合わせください。
※新築、リフォームの場合、図面の改善提案を行います。部屋の配置を変更するような間取りの風水提案をご希
望される場合には、建築士との連携が必要となります。別途、「基本設計図の風水提案」をご依頼くださいませ。
【離島、沖縄県外よりご依頼のお客様へ】
現地出張がの代わりにグーグルアース等により、周辺環境の調査を行います。また、対面コンサルティングに変
わり、お電話やインターネット通話により、ヒアリングや解説を行ないます。現地調査をした場合よりも、周辺環境へ
の理解が、不十分であることをご承諾くださいませ。
現地調査を強く希望される場合には、ご相談くださいませ。スケジュールの調整がつく場合にはご対応いたします。
ただし、別途交通費、宿泊費、出張料をご負担頂きます。
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【既存住宅】
琉球風水鑑定プランと料金

 琉球風水環境改善プロジェクト 【10ヶ月】 120万円（税別）～
琉球風水鑑定実施後、風水鑑定結果の実践をサ
ポートします。明確なゴール設定を行い、目標達成の
ための行動計画を立てます。月に1回の対面コンサル
ティングにより、メンタル的なブロックははずし、段階的
ステップを踏みながら、ゴールを目指します。
これまでの暮らし中で、できなかったことを、できるよう
になるために、風水の叡智を取入れながら、思考と行
動のクセを、改善していきます。
インテリアコーディネーター、片づけコンサルタントの
サポートも付き、風水を取入れた暮らしをトータルに実
現します。

内容

通常料金 （税別）

無料

1

琉球風水鑑定ご依頼前のご相談

2

初回診断【出張対応・沖縄本島内交通費込み】（2時間）

3

現地調査&ヒアリング（4時間）

4

琉球風水鑑定図面の作成

5

風水鑑定報告書の作成

6

対面による琉球風水鑑定図面及び鑑定報告書の解説

7

対面コンサル 【3時間（1回）7.5万円×10回】

75万円

8

インテリアコーディネート相談料（10時間）

10万円

9

片づけコンサルタントへの相談料（10時間）

10万円

特典
合計

5～7万円
10万円～
14.8円
30万円
5万円

琉球風水スクール「アムリタ」2016年全6回コースレッスン動画講義

通常価格 161.8万円 → セット価格 120万円～（税別）
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【新築住宅】
琉球風水鑑定プランと料金

 初回の基本設計図作成サポート 60万円～
1枚目の基本設計図ができあがっていない状態で、
これから図面の作成をする方向けの琉球風水鑑定。
最初の設計図は、住宅設計の8割の方向性を決める
最も需要な図面です。間取りの配置や、住宅の形や
向きに、風水を取入れて設計することができます。
敷地で担当建築士と住宅向きやゾーニングなどに
ついて話し合います。光、風、水の流れ、人の動く
動線や視線の流れを配慮して、一枚目の基本設計
図を建築士と意見交換をしながら風水提案をいたしま
す。
内容

通常料金 （税別）

無料

1

琉球風水鑑定ご依頼前のご相談

2

初回診断【出張対応・沖縄本島内交通費込み】（2時間）

3

現地調査&ヒアリング（4時間）

4

建築士事務所への要望書提出時の同行

5万円

5

敷地の琉球風水鑑定図面の作成

14.8円

6

建築士作成ブロック図に関する意見交換と間取り提案

7

初回基本設計図の琉球風水鑑定図面の作成

8

初回基本設計図の琉球風水鑑定図面の対面による解説

特典
合計

5～7万円
10万円

30万円
14.8万円
5万円

琉球風水スクール「アムリタ」2016年全6回コースレッスン動画講義

通常価格 98.6万円 → セット価格 60万円～（税別）

※ 新築住宅の設計では、通常、1枚目の図面が完成した後に、お客様のご要望をプラスしながら、複数
回にわたり図面を修正していきます。本プランは、1枚目の設計図の作成をサポートするプランであり、主
に、住宅の向き、住宅全体の形、空間のゾーニング、間取りのつながりやレイアウトなどをご提案するもの
です。最初の基本設計図ができあがった後の図面の修正提案には、「基本設計図の風水提案（1回12万
円）」の追加料金が発生いたします。
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【新築住宅】
琉球風水鑑定プランと料金

 建築設計プロジェクト（10ヶ月） 120万円(税別）～
新築・リフォームの設計に、初期段階から琉球風
水鑑定をトータルに取入れたい方へ。住宅の向き、
形、間取り、家具のレイアウト、インテリアなど、本格
的な風水住宅設計で、心地よい家造りが可能に。
お客様がご依頼された建築士と連携し、間取りの
風水提案、建築士との話し合い、解説を複数回実
施する10ヶ月のコンサルティング。
内容

通常料金 （税別）

無料

1

琉球風水鑑定ご依頼前のご相談

2

初回診断【出張対応・沖縄本島内交通費込み】（2時間）

3

現地調査&ヒアリング（4時間）

4

建築士事務所への要望書提出時の同行

5

建築士作成ブロック図に関する意見交換と間取り提案

6

初回基本設計図の琉球風水鑑定図面の作成

7

初回基本設計図の琉球風水鑑定図面の対面解説

5万円

8

対面による琉球風水鑑定図面及び鑑定報告書の解説

5万円

9

基本設計図の風水提案 【1連の流れ 5回まで 12万円×5回まで】

60万円

10

対面コンサルティング 【1回2時間 5回まで 5万円×5回まで】

25万円

11

風水鑑定報告書の作成

30万円

12

インテリアコーディネート相談料（10時間）

10万円

13

片づけコンサルタントへの相談料（10時間）

10万円

特典
合計

5～7万円

10万円
5万円
30万円
14.8万円

琉球風水スクール「アムリタ」2016年全6回コースレッスン動画講義

通常価格 211.8円 → セット価格 120万円～（税別）

※ いずれのプランも一般住宅（50坪まで）の料金です。法人、店舗、集合住宅などは、別途お問い合わせください。
※ 沖縄本島内は現地調査の交通費込み。沖縄県外、離島からのご依頼は、別途交通費、宿泊費、出張料をご負担頂きます。
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