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No カード名 メインキーワード 連想キーワード例 述語 分類 Yes/No

1
騎士
cavalier

メッセージ、ニュース、若い男性
【吉報が届く】

吉報、伝達、エリート、カリスマ、訪問者、スピード、俊敏、英雄、勇気、英
才教育、昇進、名誉、高貴、忠誠、礼節、奉仕、配達人、スポーツマン、そ
の他乗り物全般(車、バイク、自転車)、新しい出会い、新しい人々との交
流、新しい展開、新しい機会

到着する、通知する、乗馬する、乗る、近づく、走る、動
く、活動する、移動する ポジティブカード Yes

2
クローバー
clover

希望、幸運
【幸福な出来事】

チャンス、満足感、勝利、楽しい出来事、誠実、ラッキー、幸運、健康、愛
情、春、新生、活力、褒める、観葉植物、漢方薬、薬、お守り、厄除、思い
がけない幸運、有利な状況、楽観、刺激的な楽しみ、ギャンブル、お守り、
宝くじ

勝つ、チャンスをつかむ、リスクを冒す、
満足する ポジティブカード Yes

3
船
ship

船出、海外、旅行
【チャレンジ、挑戦】

夢、冒険、旅、フェリー、客船、世界、アルバイト、パート、営業職、外国
人、スキルアップ、遠出、挑戦者、船乗り、添乗員、旅行会社、異文化交
流、新しい価値観との出会い、フリーランス

旅する、転換する、通訳する、憧れる、
冒険する、操縦する、取引する ポジティブカード Yes

4
家
house

自宅、プライベート
【原点、安心できる場所】

家庭運、家、家庭、家族、家系、妻、故郷、望郷、思い出、現実逃避、身辺
の変化、価値観、行動基準、基盤、耐久性、素性、不動産業、新築、借
家、賃貸、アパート、在宅ワーク、ホームページ、日常生活、財産、保護、
ライフ、小さなビル、安定、本拠地

住む、帰宅する、建てる、休む、避難する ポジティブカード Yes

5
樹
wood

健康、生命
【成長、癒やし】

健康運、医学、医療、病気、医者、患者、薬剤師、体力、病院、医療関係
者、ドラックストア、永遠、豊穣、信仰、繁栄、観葉植物、森、大工、林業、
果樹園、木を育てる、仕事、じっくり、長寿、日陰、季節、精霊、生命力、更
新、再生、スピリチュアル、家系図、ソウルメイト

成長する、治す、負担する、耐える、根つく
ネガティブカード
(ニュートラル寄り) No

6
雲
cloud

混乱、曖昧
【一旦停止】

曇天、雨、グレーゾーン、横やり、迷い、不安要素、トラウマ、不安、モヤモ
ヤ、腹黒い、妨害、足止め、覆い隠す、移ろいやすさ、朽ちやすさ、暗闇、
恥、恥辱、不信感、分離、災い、不安定、不確実、変化、予測不能、妄想、
障害、虚偽、心の病、煙、匂い、ペアのもの、複雑

隠す、混乱する、迷う、疑う、
不安がる、当惑する ネガティブカード No
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No カード名 メインキーワード 連想キーワード例 述語 分類 Yes/No

7
ヘビ
snake

裏切り、嫉妬
【悪行】

凶事、邪悪、悪運、女友達、復活、再生、悪意、敵、賢い女性、爬虫類、不
正行為、鋭さ、賢さ、冷血、年配の女性、女性の友人、知的な女性、魔
術、精神的葛藤、欲望、虚偽、二枚舌、詐欺、悪巧み、裏工作、卑劣な行
為、トラブル、モラルの低さ、細長いもの、誘惑

妬む、独占する、ねじれる、
誘惑する、悩殺する ネガティブカード No

8
棺
coffin

死、終焉
【終末】

死、末期、最後、破壊、終息、結末、悲しみ、腐敗、葬儀、遺産、相続、沈
黙、ひきこもり、致命的、変化、急変、仕切り直し、執着、未練、箱、ごみ
箱、日の当たらない場所、受容、完了、離別、白紙に戻る、１からやり直
す、解放、抑鬱、地下、考古学、締め切り、最終事項、過去の人物

終了する、中断する、籠る、
沈黙する、引きこもる ネガティブカード No

9
花束
flowers

幸福、贈り物
【感謝】

祝福、感動、慶事、祝いごと、喜び、誕生日、結婚式、招待、サプライズプ
レゼント、豪華さ、華やかさ、美しいもの、はかなさ、春、アプローチ、とき
めき、生け花、花輪、押し花、花屋、フラワーアレンジメント、飾り、美容
師、エステティシャン、美に関すること、喜び、楽しみ、幸運、願いが叶う、
満足、心身の回復、癒し、魅力、優雅・優美、化粧品、装飾品

贈る、与える、祝福する、招く、
美しくする、飾る ポジティブカード Yes

10
鎌
scythe

切断
【別れ、分裂】

決断、分離、中断、拒絶、危険、攻撃、事故、暴力、怪我、離婚、切る作
業、ショックな出来事、外科、農業、豊穣、旬、衝撃的な出来事、時間、ア
クシデント、衝撃、苦痛、有害、分析、最終決断、刃物、針

切り取る、刈り取る、収穫する、
分割する、傷つく ネガティブカード No

11
鞭
whip

争い、口論
【罰、自己懲罰】

喧嘩、アクシデント、トラブル、不和、奮い立たせる、励まし、叱咤、口うる
さい、しつけ、訓練、咳、嘆き、痛み、暴力、打撲、事故、怪我、自己啓発、
家庭内トラブル、離別、色情、肉体的魅力、性的関係、異常性癖、中毒、
依存症、スポーツ、身体活動、アスリート

論ずる、訓練する、習慣化する、
活動する、調査する ネガティブカード No

12
鳥
birds

会話、噂
【コミュニケーション】

おしゃべり、会合、会議、情報、インターネット、SNS、歌、楽器、カラオケ、
風評、広報活動、新聞、知識、口コミ、小さな鳥、井戸端会議、電話、ス
ピーチ、ミーティング、司会、インタビュー、デート、双子、兄弟姉妹、ゴシッ
プ

しゃべる、電話する、不安がる、伝える、
耐える、スピーチする

ネガティブカード
(ニュートラル寄り) No
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No カード名 メインキーワード 連想キーワード例 述語 分類 Yes/No

13
こども
child

子供、新しいこと
【新しい出来事】

新規、始まり、初め、新学期、新入学、新入社員、初心者、幼少時代、幼
馴染、幼さ、可愛らしさ、無邪気、無垢、純粋、無知、未熟、残酷さ、幼稚
園、小学生、中学生、おもちゃ、子供用品、若者、思春期、気まぐれ、無責
任、小さいもの、妊娠・出産、赤ちゃん、子供っぽい人

始める、成長する、遊ぶ ポジティブカード Yes

14
キツネ
fox

詐欺、陰謀
【偽り、たくらみ】

偽善、策士、詐欺師、嘘、嘘つき、青年、恋敵、ライバル、研究者、先輩、
同僚、探求心、研究熱心、知略、好色、異端、自己主張、頭の回転が速い
人、賢い人、エキスパート、日常の決まった仕事、就労、雇用、キャリア、
慎重、思慮分別、警戒心、人見知り、罠、小細工

欺く、騙す、操作する、裏をかく、
盗む、策略を練る、間違う ネガティブカード No

15
熊
bear

パワー、権力
【支配者】

母性、上司、権力者、目上の人、地位、高貴、威厳、根気、忍耐、忍耐、
リーダーシップ、統率力、母親、保護者、庇護、職人、教授、博士、地位の
高い人、身体の大きな人、大きな動物、財政、現金支給、投資、相場、貯
蓄、推進、親分、栄養、食習慣、肥満、ダイエット、食物アレルギー

蓄える、保護する、独占する、
圧倒する、妬む ネガティブカード No

16
星
star

幸福、希望
【導き】

目標、願望、憧れ、煌めき、光、注目、人気、人気者、夢、到達点、指針、
洞察力、軌道、有名人、センス、アイドル、芸能人、アイデア、占星術、宇
宙、天文学、秩序、啓示、伝説、理想、想像力、吉兆、霊的な導き、新たな
前進、名声、評判、花形、夢追い人、光るもの、電気

導く、案内する、祝福する、見せる、
明らかにする、再スタートする ポジティブカード Yes

17
コウノトリ
stork

変化、移転
【移動】

引越し、リフォーム、転校、転職、再配置、配置換え、革命、改革、改善、
妊娠、分娩、出産、新しい家族、親孝行、国内旅行、飛行機、飛行、躍
進、飛躍、遠出、大きな鳥、身近な目新しい出来事、進歩、発展、再編、
改良、母親、養育、頂上

変える、出産する、旅行する、転居する、
改善する、戻す、帰る ポジティブカード Yes

18
犬
dog

友情、誠実、忠誠
【仲間、信頼】

友人、同僚、親友、信用、従順、忠義、服従、同情、欲深い、うぬぼれ、警
戒心、怒り、愛犬、年下の男性、気弱、大口を叩く、犬や猫などのペット、
伴侶、支持者、アドバイザー、ソウルメイト、知人、親交、サポート、好意、
親密、セキュリティー、短気

懐く、信じる、仲良くする、
心を許す、手伝う ポジティブカード Yes
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No カード名 メインキーワード 連想キーワード例 述語 分類 Yes/No

19
塔
tower

公的、権威
【国家、伝統】

法律、法的なこと、ルール、牢獄、政治、行政、制度、国立、学校、官職、
公務員、建物、マンション、職場、会社、団体、認定、救済、習わし、継承、
隠された心理、遺産、隠れ家、超俗、見張り、保護者、良心、堅固、頑固、
傲慢、官邸、裁判所、庁舎、刑務所、銀行、裁判、大学、権力、特権、階
級、ピラミッド構造、野心、エゴ、孤独、守り

保護する、促進する、成長する、守る、
認定する、仕える、誇る、孤立する ニュートラルカード どちらでもない

20
庭園
garden

社交的、楽しむ
【集会、交流】

人が集まる場所、会場、遊園地、公園、コンサート、美術館、博物館、クラ
ブ活動、サークル、パーティ、飲み会、女子会、カルチャースクール、婚
活、楽園、四季、活気や明るさのある場所、活躍できる場所、一般大衆、
群衆、セミナー、会議、祭典、非営利団体、チャリティー、人脈、庭、ガーデ
ニング

開催する、集まる、楽しむ、祝う、
行う、交流する、参加する ポジティブカード Yes

21
山
mountain

障害、邪魔
【向上心】

試練、スランプ、壁、困難、達成感、ブロック、高い目標、隔たり、国境、延
滞、遅れ、忍耐、頂上、山、山岳、ハイキング、登山家、山岳信仰、霊山、
崇高な場所、精神的な高み、超越、抜きんでる、上を目指す、立ち往生、
撤退、否定、拒絶、敬遠、不動、沈黙、冷淡、無関心、非協力、山積みの
もの

邪魔する、立ちはだかる、封鎖する、塞ぐ、
分ける、隔てる、修行する ネガティブカード No

22
道
paths

選択、手段
【選択】

選択肢、人生の岐路、ターニングポイント、道しるべ、分岐点、道、道路、
高速道路、パイプ、レール、地図、ナビゲーション、目標までの道のり、究
めるための道、取捨選択、決断、複数、多重、並列、乱雑、複合的、多角
的、調停、仲裁、優柔不断、自由意志、逃亡、選挙、分岐したもの

選ぶ、行く、歩く、解決する、決める、
散歩する、探検する、迷う ニュートラルカード どちらでもない

23
ネズミ
mouse

喪失、盗難
【損失、損害】

窃盗、病気、ウイルス、失うもの、忘れ物、落とし物、置き引き、スリ、悪い
癖、増殖、感染、不潔、蔓延、疾病、貯蓄、蓄え、ハムスター、モルモット、
小動物、ストレス、不安、悲しみ、欲求不満、神経質、疲労、出費、湿気、
腐敗、生産、生産業、労働者、隙、溝、隅、害獣

失う、盗られる、少なくなる、小さくなる、ダメージを受け
る、ストレスを受ける、感染する ネガティブカード No

24
ハート
heart

愛、情熱
【愛情】

恋、心、恋心、恋愛、ロマンス、ときめき、夢中、情け、感情、好感、良心、
好意、慈愛、誠実、情緒、恋人、嫉妬、心臓、心理、心理学者、博愛、満
足感、優しさ、親切、寛大、献身、調和、官能、結びつき、交際、花盛り、
幸福、趣味、楽しみ、お気に入り、ハート型のもの

愛する、仲良くする、情熱をかける、惹きつける、つなが
る、好きになる ポジティブカード Yes
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No カード名 メインキーワード 連想キーワード例 述語 分類 Yes/No

25
指輪
ring

契約、約束、パートナーシップ
【契約】

認知、婚約、誓い、合意、協定、繋げる、公正、合法、信頼関係、無限、身
分証明、公文書、所有権、絆、結合、盟約、連帯、確約、印鑑、貴金属、
指輪、婚約指輪、アクセサリー、宝石、共同、連合、結論、解決、完成、プ
ロポーズ、既婚、サイクル、円、高価なもの、拘束具

誓う、契約する、約束する、循環する、仲良くする、ネット
ワークをつなぐ、宣誓する、取り囲む、合意する ポジティブカード Yes

26
本
book

秘密、本
【秘密、知識】

勉強、学習、学問、テキスト、漫画、小説、解説書、ブログ、機密文書、日
記、記憶、記録、資格、専門知識、知識欲、履歴、文化、封印、掟、明かさ
れない真実、隠しごと、図書館、本屋、塾、ノート、文房具、教育、分析、発
見、調査、研究、審査、興味、関心、計画、企画、執筆、法律

教える、隠す、秘密にする、勉強する、記憶する、記録
する、知る、明らかにする ニュートラルカード どちらでもない

27
手紙
letter

手紙、お知らせ
【便り】

通知、メール、LINE、はがき、封書、ファックス、情報、電報、届け、郵便
物、ダイレクトメール、チラシ、文書、個人情報、請求書、招待状、案内
状、郵便局、記録、免許、免状、遺言、委任状、委任権、受賞、賞状、紙
幣、小切手、宣伝ビラ

記す、送る、書く、届ける、知らせる、
宣伝する、連絡する ニュートラルカード どちらでもない

28
紳士
gentle 【男性】

男性を表すカード、人物カード、彼、僕、男気、男らしい人物、男性の友人
や知人、男性的、〇〇男子 象徴カード ニュートラルカード どちらでもない

29
淑女
lady 【女性】

女性を表すカード、人物カード、彼女、私、色気、女らしい人物、女性の友
人や知人、女性的、〇〇女子 象徴カード ニュートラルカード どちらでもない

30
ユリ
lily

調和、幸福
【潔白、セクシャリティ】

平和、純粋、セックス、性的なこと、プラトニック、恥じらい、処女性、円熟、
老後、シニア、威厳、介護、介護職、老人ホーム、ボランティア、自己犠
牲、献身、香水、聖職、葬儀、結婚式、花嫁、聖域、愛人、成熟、知恵、賢
明、完成、完了、満了、満足な結果、充足、安らぎ、玄人、定年退職、引
退、保養

歳を重ねる、平和をもたらす、調和する、
性行為をする、サポートする、昇進する ニュートラルカード どちらでもない
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No カード名 メインキーワード 連想キーワード例 述語 分類 Yes/No

31
太陽
sun

成功、幸福
【活力、成功】

栄光、年運、昇格、運勢、名誉、カリスマ、リーダー、夏、エネルギー、パ
ワー、男性性、男性心理、威厳、権威、最高の地位、陽だまり、勝利、生
命力、熱、意志、正義、達成、壮大、豪華、力強い、エゴ、プライド、自己本
位、電球、バッテリー

浄化する、明るくする、暖める、充電する、
回復する、成功する、好意を持つ、
自信を持つ、光る

ポジティブカード Yes

32
月
moon

成功、名声
【夢、直感】

予感、霊感、予言、新生、深層心理、インナーチャイルド、夜間の出来事、
妻、女性性、女性心理、評判、サポートされる、ロマンス、芸術、人気、才
能、ホルモンバランス、作家、ライター、感受性、センス、クリエイティブ、
ファンタジー、魅力、誘惑、流行、母性、エンターテイメント、ナイトクラブ、
演劇

変化する、名声を得る、人気が出る、成功する、
インスピレーションを得る、創造する ポジティブカード Yes

33
鍵
key

鍵、解決策
【ヒント】

問題解決、チャンス、セキュリティー、きっかけ、暗証番号、守る、保護、貞
操観念、家の鍵、幸運の鍵、金庫の鍵、キーパーソン、キーマン、キーホ
ルダー、ロックシステム、解き放つ、役員、財務管理者、支配権、解答、打
開策、切り札、奥の手、発見、発覚、現実、天啓、兆候、因縁、運命的展
開、奇跡的な成功

解決する、打開する、開ける、鍵をかける、
守る、重要視する、隠す、明るみに出す、
ヒントを得る、ひらめく

ポジティブカード Yes

34
魚
fish

お金、富
【資産】

財産、財力、預貯金、投資、商取引、銀行員、拡大、お年玉、小遣い、給
料、ギャラ、収入、性衝動、食欲、糧、魚、海産物、漁業、漁師、熱帯魚、
観賞魚、裕福な人、売買、取引、商売、商業、貿易、株式市場、独立、自
営業、フリーランス、事業家、仲介者、経営コンサルティング、川、湖、海、
水族館、シーフード

儲ける、稼ぐ、交渉する、交換する、
取引する、泳ぐ、働く、独立する、
釣る、増える

ポジティブカード Yes

35
錨
anchor

安定、安心、信頼
【仕事】

基盤、基礎、堅実、頑固、固定、会社、社会、学校、希望、現実、キャリ
ア、職人、準備期間、定期、定型、正規雇用、資格、確信、救済、港、港
町、継続、専念、忍耐、長期計画、長期目標、ライフワーク、安住、定着、
海岸、浜辺、島、重し、留め金

安定させる、錨を下ろす、錨を上げる、
目的を達成する、決定する、
成功する(仕事)、落ち着く

ポジティブカード Yes

36
十字架
cross

運命、宿命
【使命、重責】

運命的、重荷、人生、受難、困難、苦闘、試練、忍耐、苦労、不遇、天命、
生き様、魂、啓示、高次元、協会、宗教、信仰、聖職者、天職、罪、次元、
節度、屈辱、不名誉、悲嘆、心配、懸念、自責の念、後悔、絶望、贖罪、
孤独、疲労、病気、礼拝堂、祈り

交差する、横切る、試される、
祈る、離散する ネガティブカード No


