


2021年「性活運」を呼び込む、夢占い
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2020年11月26日 ｜ 株式会社TENGA

星と初夢から見る「性生活運」占い

2020年もあと1ヵ月。そろそろ来年1年間の運勢が気になってくる頃ではないでしょうか。

今月の月刊TENGAでは、性生活をテーマにした星座別運勢や、「性生活運アップが期待できる初夢」などを

占い師のかたやま伸枝先生にお伺いしました。来年は占いを参考に、充実した「性生活」を送りましょう！

尚、本レターに記載の情報は、グラフ画像素材を含め、ご自由にお使いいただけます。

その際は、出典として、「月刊TENGA 第31号」とお書き添えください。

画像ダウンロードURL：

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGsEnqFNhuZPCbOGY06hag4Y1r3d2tDA

●先着3名様限定で、実際にかたやま先生に占っていただけます！

ご希望の場合は、下記宛にご連絡くださいませ。

Mail：tengapr@publicgood.co.jp Tel：03-6416-3268 担当：TENGA広報事務局 渡邊
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星はあなたのエロスを知っている

Report

1 一富士・二鷹・三TENGA！性生活運が上がる初夢大公開！

1.2021年 性生活運を上げる初夢ランキング

おめでたい夢として、「一富士二鷹三茄子（いちふじ にたか さんなすび）」ということわざがあります。
これは、夢に見ると縁起が良いとされるものを順に並べたものです。
かたやま先生によると、2021年、初夢に見ると性生活運アップが期待できるものは4つあるそう。
下記にてベスト４を紹介します

1位 エレクトリックブルー
(稲妻を思わせるような鮮やかな青)の色が出てくる

2位 海外旅行をしている

3位 ボランティアなどの、
集団で行う未来をよくするための行動をしている

4位 多人数（4人～30人未満）が登場する

※すべての条件が揃った初夢イメージ

1.2021年 性生活運を上げる初夢ランキング

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGsEnqFNhuZPCbOGY06hag4Y1r3d2tDA
mailto:tengapr@publicgood.co.jp
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2.あの生き物が夢に出てくるとムラムラしている証拠!? 性欲が高まっている時に見る夢とは？

■実はこんな夢は、性欲が高まる予兆！？

・海老や蟹など甲殻類が出てくる夢 → 性的に興奮している

理由：甲殻類というモチーフは、獲物をしとめたり、襲ったりする行動を連想させます。
ちなみに、「水」は人間の感情を、「水中」は無意識に抱いている考えなどを象徴するもの。
海老や蟹など、水の中や水辺で暮らす甲殻類が出てくる夢の場合は、
表に現れた感情の下で、実は無意識に獲物をとらえようとしているという意味になります。
つまりそれは、性的に興奮している状態といえるでしょう。

・蛇・火が出てくる夢 → 精力的になっている

理由：蛇は脱皮を繰り返すので、「不老不死」のイメージがあります。
ヨガでも「蛇」はクンダリーニといって、性的な力の象徴とされています。
ほかに、火の夢（焚火、マッチの火）なども、活力がある時に見る夢です。

■そのほかにも、生き物以外でこんなモチーフが出てくる時は、
性的欲求が高まったり下がったりしているサインかも？

・泥棒やスリなどに盗まれる夢 → 欲求不満

理由：自分のエネルギーが漏れている状態、または自分のエネルギーをコントロールできていない時に見る夢です。

・歌う夢・日の出など太陽の輝く夢 → 性欲が上がっている

理由：エネルギーの状態がよい時、生命力が高まっている時に見る夢です。

・氷の出てくる夢・出血する夢・電車に乗る夢 → 性欲が下がっている

理由：氷は、冷えて固まるという意味から、テンション自体の低下を示すモチーフ。
出血は、エネルギーが漏れ出していることを象徴します。
電車に乗る場面は、重すぎる責任であったり、やりたくないことをやっているという気分を反映しています。
こういったネガティブなモチーフが出てきやすいのは、性欲が下がっている時だと考えられます。

3.実はこんな意味が！セックスやマスターベーションの夢を解説

それでは、実際にセックスなど直接的な「性」に関する行為を行っている夢には、どのような意味があるのか。
かたやま先生にお伺いしたところ、意外な回答をいただきました。

・セックスをしている夢 → 夢の中のセックス相手の、良い部分を取り入れたいと感じている

実はセックスをしている夢は、「性欲」とは無関係。セックスをしている相手の良い部分を吸収しよう、
取り入れようとしている時に見ると言われています。

・マスターベーションをしている夢 → ストレートに性欲が湧いていて欲求不満になっている

ストレートに性欲が湧いていることに加え、それを発散して、身体のストレスや緊張を和らげる必要があるという証拠。
TENGAを使うなどして解消することをオススメします。

2.あの生き物が夢に出てくるとムラムラしている証拠!? 性欲が高まっている時に見る夢とは？

3.実はこんな意味が！セックスやマスターベーションの夢を解説



▶︎ 本件に関するお問い合わせ先
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Report

2 2021年 星座で分かるあなたの「性生活」！

1.あなたは何座？星座からみる、あなたの性生活の特徴や傾向は？

西洋占星術では、太陽星（世間一般で言われている星座）に応じて、性生活の特徴や傾向に違いが出ると言われています。

2.2021年、性生活の相性はどの組み合わせが良いのか？抜群に良いのは牡羊座と天秤座！

・来年、牡牛座と蠍座は突然恋に落ちそう！相手との性生活に夢中になれるかも。

・牡羊座と天秤座は、それぞれ相手が素敵な人として見えやすく、ハッピーな性生活が楽しめそうです。

牡羊座は活発で、さまざまなことにチャレンジします。
ですが、熱しやすく冷めやすいので、挑戦し続けたけ
れば、飽きないための工夫が必要です。

【アグレッシブ星】
「性生活」にもチャレンジングな人

牡羊座
(3/21～4/19)

心地よいことや快感を非常に好む傾向があります。
セックスのパートナーに何かしてもらい、甘えることで
満たされることも多いでしょう。ただし、自分のペース
を優先しすぎたり、受け身になりすぎないよう気を付
けてみてください。

【赤ちゃん星】
相手に甘えることで満たされる人

牡牛座
(4/20～5/20)

興味のあることはいろいろと調べて、さまざまな方法
を試してみたくなる人が多い星座。
セックスの場面では、相手の最もよい反応を引き出
すことに、喜びを感じるでしょう。

【オタク星】
性生活についても突き詰めている上級者

双子座
(5/21～6/21)

寂しがりやで、スキンシップを求める傾向が強いで
す。
パートナーとの接し方ですが、あまりくどいと相手に逃
げられるので、注意しましょう。

【かまってちゃん星】
イチャイチャが好きな人

蟹座
(6/22～7/22)

王道・正統派を好み、また、自分が「正しい」と認識
した方法は、なかなか変えません。けれど、セックスに
関していうと、相手を喜ばせたいという気持ちは持っ
ているので、ワンパターンではなく、その時に応じてバ
リエーションを使い分けます。

【オードソックス星】
正統派な性生活を送っている人

獅子座
(7/23～8/22)

不潔なことが大嫌い」「気持ちいいことが大好き」双
方の性質を持つ乙女座。
そのため、性生活を極端に避ける人と、貪欲に求め
る人の二通りに分かれる傾向があります。

【あっさり星】
あっさり派で性生活にも清潔さを求める人

乙女座
(8/23～9/22)

人にどう見られるかを気にしがち。
マスターベーションの時も、他に誰も見ていないの
に、カッコ悪い体勢などは避けたがる傾向がありそう
です。ただ、セックスの場面では一概にそうではなく、
きちんとパートナーの反応に気を配るやさしさも持っ
ています。

【ファッショナブル星】
「性生活」にもカッコの良さを求める人

天秤座
(9/23～10/23)

持久力が非常に高く、スタミナがあり、疲れ知らずの
タフな人です。ちなみに、性的に魅力的だと感じる
人の好みが、非常にピンポイントな可能性がありま
す。

【スタミナ星】
スタミナがあり、疲れ知らずでタフな人

蠍座
(10/24～11/22)

セックスでは、相手と優しくコミュニケーションをとりた
い、と願う反面、時として悪ノリのいたずらをしてしま
うことも。
相手の怒りや不安を招かないよう、度を越さない範
囲にとどめておくのが無難です。

【小悪魔星】
いたずらっ子

射手座
(11/23～12/21)

一般的に優等生で、セックスにおいても、パートナー
をきちんとリードし、相手の反応をちゃんと見て、ベッ
ドの上で大人な振る舞いができます。しかし受け身
な相手だと一気にやる気が萎えるようです。

【ダンディ星】
大人なリードができる人

山羊座
(12/22～1/19)

いわゆる「普通の性生活」に飽き足らず、道具など
を積極的に取り入れたり、セックス中も体位を変え
たり、自分なりに快楽を追求する傾向が強いです。
けれど決して自分本位なわけではなく、パートナーの
嫌がることはしません。

【オリジナリティ星】
自分なりの快楽を追求する人

水瓶座
(1/20～2/18)

奉仕精神は十二星座の中で一番強く、セックス
シーンでは、相手に快楽を与えることに喜びを感じま
す。時として自分の満足を置き去りにするので、とも
に楽しむことを忘れないでください。

【奉仕星】
相手に尽くすことに充実感を覚える人

魚座
(2/19～3/20)

1.あなたは何座？星座からみる、あなたの性生活の特徴や傾向は？

2.2021年、性生活の相性はどの組み合わせが良いのか？抜群に良いのは牡羊座と天秤座！



▶︎ 本件に関するお問い合わせ先
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3.マスクを○色にすると運気アップ！？身近なもので出来る性生活運をアップさせる方法

■男性は、赤いマスクを使うべし！

・西洋占星術では、生年月日、出生地、出生時間を元にしながら、
太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星、いずれの天体に属するかを導出し、
その人の性質や運勢を占います。

・この中で、火星は積極性や興奮を表す星であり、男性性の象徴とされています。
火星の持つ男性性とは、男性の抱く性欲と言ってもいいでしょう。

・西洋占星術では、星座を体の部位にあてはめて、健康や病気の傾向の判断をすることもあるのですが、
その場合、火星は「鼻」を指します。赤い火星は、男性性の象徴であり、そして鼻を示すもの。
このことから、男性は鼻を赤くすると性生活運が高まるのです。

・いま、鼻の近くで使う身近なアイテムといえばマスク。
マスクの内側にあたる裏地だけでも赤い生地を使ったものを選ぶのがおすすめです。
もちろん、表も裏も真っ赤なマスクでもOKですよ！

■女性はパステルカラーのリップを！

・金星は快楽や魅力を表す星で、女性性の象徴とされています。金星の女性性は、女性の性欲を示しています。

そして火星が「鼻」にあたるなら、金星は「唇」や「喉」にあたります。

・金星は金色ですが、上品なゴールドや、それに近い淡い色を唇に使うと効果的です。

パステルカラーのリップなどを使用すると性生活運が上昇するかもしれません。

4.性生活向上のために必見！気になるあの子の星座に合わせた効果的アプローチとは？

かたやま先生いわく、星座によって効果的なアプローチ方法があるとのこと。

■牡羊座・獅子座・射手座の場合 → サプライズデートや熱烈なメッセージを！

解説：12星座は、「地」「水」「火」「風」にカテゴリ分けすることができるのですが、
この3つの星座は、「火の星座」といわれています。
「火の星座」の特徴は、テンションの高さを大事にする傾向があります。
また、創造性があり、世の中の新しいものを取り込むことにすごく肯定的な人達でもあります。
ぜひ、創意工夫をこらした情熱的なアプローチを試してください。

■牡牛座・乙女座・山羊座の場合 → プレゼントを贈ろう！

解説：この星座は「地の星座」といわれています。
特徴としては、「物質」や「数字で測れるもの」を大事にする方が多いといわれています。
想いは形にして伝えるのがよさそうです。

■蟹座・蠍座・魚座の場合 → マメな連絡とデートを重ねて

解説：この３つのは「水の星座」といわれています。
感情の星座と言われており、気持ちのやり取りを大事にする傾向があると言われています。
丁寧かつマメに接して、堅実に仲を深めていきましょう。

5.より詳しく西洋占星術を調べる方法

今回のレターでは簡易的な星座での占いでしたが、本格的なホロスコープは太陽と月、さらにすべての惑星の位置で計算します。
太陽星座は皆さんが良く知っている誕生日で分けられる星座を表しています。

より詳しい計算式が知りたい方は、こちらより↓

http://www.horoscope-tarot.net/

3.マスクを○色にすると運気アップ！？身近なもので出来る性生活運をアップさせる方法

4.性生活向上のために必見！気になるあの子の星座に合わせた効果的アプローチとは？

5.より詳しく西洋占星術を調べる方法

http://www.horoscope-tarot.net/


▶︎ 商品や株式会社TENGAに関するお問い合わせ先

TENGA マーケティング本部 国内コミュニケーショングループ 広報チーム
TEL： 03-5418-5590 担当:犬飼幸

▶︎ 月刊TENGAに関するお問い合わせ先

月刊TENGA 広報事務局 ｜ 株式会社パブリックグッド内 TEL：03-6416-3268 / FAX：03-6416-3269 
MAIL : tengapr@publicgood.co.jp
担当: 渡邊聖之(まさゆき)、森下、金子、中尾

コラム 2021年は変化の年！？

■2021年は、240年ぶりの価値観が変化する年。

今までのような近い距離感でのコミュニケーションは廃れ、距離を取ったコミュニケーションが主流に！？

かたやま先生：「西洋占星術的に見ると、これまでの240年間は「お金」「土地」「資源」「領土」など、
目に見えて手で触れられ数えられる「物」に価値があるとされる「土の時代」と言われてきましたが、
2021年からは「情報」「コミュニケーション」「信用」が価値を持つ「風の時代」とされています。

そのため、恋愛においては、パートナーを「自分のもの」にするということに価値がなくなっていくと予想されます。
2021年は、適度な距離感のある、友人のような軽やかな恋愛が好まれる傾向になるのではないでしょうか。

＜プロフィール＞
かたやま伸枝 (かたやまのぶえ)

1963年生まれ。
NHK教育テレビ「おはなしのくに」原作執筆をきっかけに、1995年1月よりフリーランスで著述業を開始。
現在はマイナビウーマンなど女性向けのポータルサイトで占いコラム等を掲載中。
占い師としては2004年に西洋占星術とタロットカードを使用した鑑定でプロとして開業。
鑑定士歴a16年。鑑定延べ人数11,000人
公式HP「ゆめよみ.com」（http://yumeyomi.com）
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NEWS from TENGA

■ふたりを繋ぐカップルローション「TENGA SMART GEL」発
売。性生活に関する調査も実施
11月22日(日)の「いい夫婦の日」に、カップル用ローション
「TENGA SMART GEL」を発売いたしました。
高保湿成分ヒアルロン酸Na配合で、潤い長続き。拭き取り後も
突っ張らずしっとりとした使い心地です。
また、性生活に関する意識調査を実施し、お悩みやパートナーへの
要望が明らかになりました。
詳細はこちら:
https://store.tenga.co.jp/product/EC-TSM-001

■ロンドンブーツ田村淳 初のPOP UPストアがオープン！
TENGAとタッグを組み、「田村淳の脳内」が覗ける空間を実現
ロンドンブーツ田村淳さんと協力して、阪急メンズ東京6Fにて、11
月28日(土)～12月27日(日)の間、
「田村淳さんの脳内をちょっとだけ覗いてみよう」をテーマとしたPOP 
UP STORE「アツシLAB」を開催いたします。
詳細はこちら:
https://www.tenga.co.jp/topics/15346/

編集後記

社内で内容を確認し
ている際、広報チーム
のメンバーから
「犬飼さんって蠍座？
『性的に魅力を感じる
人の好みが非常にピン
ポイントな可能性があ
ります』ってすごく当たっ
てるね！(笑)」
と言われました。

マーケティング本部 国内コミュニケーショングループ
広報チーム 犬飼幸

思い返してみれば私の好きなタイプは、
「ふくよかな体型だけど動けてイケメンではなく、根暗なく
せにパリピ空間にも馴染めちゃう系男子。
生活能力は低いのに何か一つのことに秀でてる人」な
ので、まさに"ピンポイント"でした！ 私のこの偏った好
みは星から授かりし天明だったようです…。

月刊TENGA バックナンバー https://www.tenga.co . jp/top ic s/category/g -tenga/

“面白おかしさ”を大切にしつつも、性と真正面から向き合い、真面目に作り続けてきたTENGAだからこそ発信できる、硬軟様々な情報を届けます。様々な文献
や歴史、そして人物、市場情報など多様なリサーチと開発を継続し、皆様により意義と価値のある情報を提供できればと考えています。性に関するストレスが
少しでも軽減されたり、親しい誰かに相談するきっかけを作ったりと、性の悩みを和らげられる社会づくりへの貢献をめざします。

は、TENGAの製品やニュースだけでなく、性にまつわる様々な情報を定期的に提供するニュースレターです。

TENGA 公式オンラインストア https://s tore . tenga.co . jp

TENGA コーポレートサイト https://tenga-group.com

画像のダウンロードはこちら https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGsEnqFNhuZPCbOGY06hag4Y1r3d2tDA

※本レターに記載の情報は、画像素材含め、ご自由にお使いいただけます。その際は、出典として、［月刊TENGA］とお書き添えください。

mailto:tengapr@publicgood.co.jp
http://yumeyomi.com/
https://store.tenga.co.jp/product/EC-TSM-001
https://www.tenga.co.jp/topics/15346/
https://www.tenga.co.jp/topics/category/g-tenga/
https://store.tenga.co.jp/
https://tenga-group.com/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGsEnqFNhuZPCbOGY06hag4Y1r3d2tDA

