
 

                     

2013年 11月 27日 

報道関係者各位 

株式会社サイバード 

 

 

 

 

 

 

 

サイバードグループでモバイル事業を手がける株式会社サイバード（本社：東京都渋谷

区、代表取締役社長：堀 主知ロバート）は、西洋占星術界の巨匠として絶大な支持を受け

る鏡リュウジ氏による一夜限りのスペシャルイベント「鏡リュウジ カウントダウン トークイベン

ト」を 12 月 21 日（土）に東京・代官山の「ラ・フェンテ代官山スタジオ」にて開催いたします。これを

受け、本日 11 月 27 日（水）から先着 100 名の参加申し込みを開始いたします。

（http://ryuji.tv/mobile/talk2013.php?adv=RELEASE20131125） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡リュウジ氏は、心理学的アプローチの西洋占星術を日本に紹介した心理占星術家の第一

人者としての地位を確固たるものとし、書籍、雑誌、テレビ、携帯サイトなどのメディア

を通して老若男女問わず絶大な人気があります。 

 

この度開催する「鏡リュウジ カウントダウン トークイベント」では、より一層幸せな 1年を過ごす

ために、2014 年の気になる運勢と併せて、内面・外見共に美しく輝き、愛される女性にな

る方法を、鏡リュウジ氏と 3 名のスペシャルゲストがアドバイスします。スペシャルゲス

トには、FRaU 編集長・関龍彦氏、人と社会、自然環境に配慮したエシカルジュエリーブラ

ンドを手掛ける株式会社 HASUNA 代表取締役兼チーフデザイナー・白木夏子氏、「オリエン

タル占星術」などオリジナルの占術の表現を考案する占術家・水晶玉子氏が登場します。 

 

また当日は、「星」にちなんだアイテムを身につけてご来場いただくドレスコードを設け

ており、来場者の中から「★Best Star賞★」を選出します。なお、受賞者の方には、特別

なプレゼントを贈呈させていただきます。 

 

2014 年女性として、さらに輝き・愛される秘訣を伝授！ 

鏡リュウジ氏による一夜限りのトークイベント 

12 月 21 日（土）、東京・代官山にて開催決定！ 
 

 



 

 

■「鏡リュウジ カウントダウン トークイベント」概要 

 
鏡リュウジ カウントダウン トークイベントでは、占星術に関する知識がなくともどなた

でも自由にご参加いただけます。2014 年さらに美しく輝くためのアドバイスを、鏡リュウ

ジ氏から特別に聞くことができます。 

 

・開催日時：2013年 12月 21日（土）開場： 18：00 （18：30開演）※2時間 30分 

 

・会場：ラ・フェンテ代官山スタジオ （http://www.l-ds.com/access/access.htm） 

東京都渋谷区猿楽町 11-1 ラフェンテ代官山 B1F 

・ 

・価格：5,000円(税込) ※軽食・ドリンク・お土産が含まれます。 

 

・定員：100名  ※定員になり次第、ご応募を締切りとさせていただきます。 

 

・ドレスコード：スマート・カジュアル＋“星”を身につけてご参加ください。 

※星モチーフのアイテムや星をイメージさせるお洋服などを身につけてご参加ください。     

ワンポイントでも構いません。 

 

＜スペシャルゲスト＞ 

■第 1部：鏡リュウジ × FRaU 編集長 関 龍彦氏 

12月 12日（木）に発売される FraU 2014年 1月号の特集記事や制作秘話をお話いただきま

す。 

 

■第 2部：鏡リュウジ ×株式会社 HASUNA 代表取締役兼チーフデザイナー 白木夏子氏 

昨今注目を集めるエシカルジュエリーを身につけて、内面から輝くための方法をアドバイ

スします。 

 

■第 3部：鏡リュウジ × 占術家 水晶玉子氏 

星の動きから見る 2014年」、「2014年の恋愛・仕事で一番輝ける女性とは」をテーマに、2014

年の運勢や幸せな 1年をを過ごすためのアドバイスをします。 

 

＜ご参考＞ 

■鏡リュウジ氏プロフィール 

 
 

▲心理占星術研究家・翻訳家 鏡リュウジ氏 

心理占星術研究家・翻訳家。 

国際基督教大学卒業、同大学院修士課程修了（比較文化）。 

雑誌、テレビ、ラジオなど幅広いメデイアで活躍、とくに占星術、占いに

対しての心理学的アプローチを日本に紹介、幅広い層から圧倒的な支持を

受け、従来の『占い』のイメージを一新する。 

英国占星術協会、英国職業占星術協会会員。 

日本トランスパーソナル学会理事。 

平安女学院大学客員教授。 

京都文教大学客員教授。 



 

 

■株式会社講談社 FRaU 編集長 関 龍彦氏プロフィール 

 

▲FRaU 編集長 関 龍彦氏 

 

■株式会社 HASUNA 代表取締役兼チーフデザイナー 白木夏子氏プロフィール 

 

▲株式会社 HASUNA  

代表取締役兼チーフデザイナー 

白木夏子氏 

 

 

■占術家 水晶玉子氏プロフィール 

 

▲占術家 水晶玉子氏 イメージ写真 

株式会社講談社 FRaU（フラウ）編集長。 

1964年生まれ。 

'83年、早稲田大学第一文学部入学。 

'87年 株式会社講談社入社。 

『ViVi』『FRaU』の編集者を経て'97年、『VOCE』創刊のため新雑誌準備室へ。 

'04年より同誌編集長に。 

'10年、編集長として『FRaU』に戻り、現在に至る。。 

☆FraUについて 

株式会社講談社が発行する、30 歳からの働く女性のためのワンテーマ・マガジン。 

女性が知って得すること、知ると幸せになれることを満載！ 

公式 HPは FR@U（アットフラウ） http://frau-web.net/ 

 

1981年鹿児島生まれ、愛知育ち。名古屋市の高校・短大を卒業後、英ロンドン大学キングス

カレッジにて発展途上国の開発について学ぶ。卒業後は国連人口基金ベトナム・ハノイ事務

所およびアジア開発銀行研究所にてインターンを経験。2006年に帰国し、投資ファンド事業

会社勤務を経て 2009年 4月株式会社 HASUNAを設立。現在、同社代表取締役兼チーフデザイ

ナー。著書に「世界と、いっしょに輝く-エシカルジュエリーブランド HASUNAの仕事（ナナ

ロク社）」がある。  

Ethical（環境や社会に配慮をした）なジュエリーブランド事業を展開中。 

■2010年 日経ウーマン ウーマン・オブ・ザ・イヤー2011キャリアクリエイト部門受賞 

■2011年 世界経済フォーラム（ダボス会議）が選ぶ日本の若きリーダー30人に選出 

■2011年 AERA「日本を立て直す 100人」に選出 

■2012年 Japan Venture Awards2012中小機構理事長受賞 

■2012年 APEC（ロシア）日本代表談として Women and Economy会議に参加 

■2013年 世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に参加 

公式 HPは HASUNA  http://www.hasuna.co.jp/ 

 

東洋・西洋の枠を超えて、数々の占術を研究。数々の雑誌を中心に執筆活動中。「FRaU」

では長年連載の「オリエンタル占星術カレンダー」で人気を得ている。著書に「はじ

めてのオリエンタル占星術～27宿の秘密」（株式会社講談社）、14年 1月に「四柱推命

～運を呼ぶ年、逃げる年」（青春出版社）をリニュアル出版予定。モバイル「オリエン

タル占星術」 

https://oriental.cocoloni.jp 

「マンダリン占星術」 

http://suisho.pocke.bz/aff.php?m=suisho&af=115 

 

https://oriental.cocoloni.jp/
http://suisho.pocke.bz/aff.php?m=suisho&af=115


 

 

 

◆ 公式携帯サイト『鏡リュウジ占星術』概要 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

情報提供  株式会社サイバード  

情  報  料  

◎ スマートフォン 

クレジット決済：年額 3,300円コース、月額 315円コース（税込・通信料は除く） 

キャリア決済 ：月額 315円コース（税込・通信料は除く） 

◎ フィーチャーフォン 

月額 315円コース、525円コース（税込・通信料は除く）※キャリア決済のみ 

 

公式サイトページ 

下記 URLよりご覧下さい。 

◎ スマートフォン：http://ryuji.tv/sp/ 

◎ フィーチャーフォン：http://ryuji.tv/mobile_site/ 

コピーライト ©1999-2013 CYBIRD 

 

☆鏡リュウジ占星術 年末年始特集☆ 

（http://ryuji.tv ） 

   

 

◆「2014年前半の運勢」  

2013年後半から 2014年前半にかけては、幸運の星・木星が蟹座を運行し、人々に「居場所の大

切さ」を教えてくれています。あなたには心の落ち着く場所がありますか？2014年前半の運勢か 

ら、自分の未来を読み解き、幸せな毎日を目指しましょう。 

 ・2014年前半の総合運 

 ・2014年前半の恋愛運 

 ・2014年前半の仕事・対人運 

 ・2014年前半の金運 

 ・2014年前半の美容・健康運 

 

▲公式携帯サイト『鏡リュウジ占星術』 

鏡リュウジ氏監修の総合占い携帯サイト。 

本格占星術が、恋に、そして人生に迷うあなたを 

強力サポート！ 

鏡リュウジ氏に直接相談できるのはこのサイトだけ。 

 

鏡リュウジ カウントダウン トークイベント情報はこちら 

（http://ryuji.tv/mobile/talk2013.php?adv=RELEASE20131125） 

http://ryuji.tv/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 

 

◆ 「クリスマス特集」 2013年 12月 2日（月）～ 

一年に一度、あの人と過ごす特別な日のために鏡リュウジから恋に悩むあなたへ…クリスマスサ

プライズ！ 鏡リュウジからの恋愛運アップさせるクリスマスメッセージや 

・あの人と最高のクリスマスを迎えるには 

 ・もっと親密になりたい…すぐにでもあの人から誘ってもらうには? 

 ・何を贈れば喜ばれる? 

 ・あなたの人生最高のパートナーはこんな人 

・どうしてもあの人が好き…この先の未来を、2人で歩んでいけますか? 

・あの人は運命の相手？2人を結ぶ赤い糸 

 

 

■サイバードについて 

会  社   名：株式会社サイバード（http://www.cybird.co.jp/）  

本       社：東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山  

代  表   者：代表取締役社長 堀 主知ロバート  

創       立：1998年 9月 29日  

設       立：2006年 10月 2日  

事 業 概 要：モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援 

クロスメディアソリューションの開発／提供 

モバイルマーケティング、モバイル広告／モバイルプロモーション、 

モバイルサイト構築、モバイルコマース、 

次世代プラットフォームの研究開発など 

 

 
 

 

 

 

 

 

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。 

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社サイバード 広報 高谷・岩田 

TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 

 

http://tsp.ryuji.tv/campaign/freesupply/id/940/
http://tsp.ryuji.tv/payment/paymenttitle/id/9052/crscd/CM9052_20131202/
http://tsp.ryuji.tv/regist/tempregisttop/
mailto:press@cybird.co.jp

