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女優でファッションモデルの鈴木 えみ（22）が株で３０億円を稼ぎ出したという記事が最近、週刊誌

やネット上のニュースを賑わしていた。 
 

  

鈴木えみ 中卒 22 歳モデルが 30 億円を稼いだワケ 

11 月 10 日 10 時 0 分配信 日刊ゲンダイ 

タレント活動はパッとしないが、株や中国の土地取引で 30 億円も稼いだと聞けば

頭が下がる。モデルの鈴木えみちゃん（22）だ。学歴こそ中学卒でしかないが、よ

ほどの才女に違いない。ところが、どーも事情があるようで……。 

「不動産会社『サイズ・コーポレーション』の社長と親しく、上海の土地取引に一

枚噛んで、本人も知らず知らずに大儲け。ただ、本人の手に 30 億円が入っている

かは疑問です」（マスコミ関係者）よほど社長にかわいがられていたのか、「10 月

まで取締役に名を連ねていた」（同社広報担当者）という。稼ぎが 30 億円でなくて

も、それなりの報酬は得ていたようだ。   

 
彼女のチャートを作成してみると、投資や投機の獅子座に惑星集中しており、また獅子座は不動産に強

い星座でもあるため、株や不動産投資を通じて、巨額の利益を得ていることは間違いではないとまず、

思うのである。 
チャンドララグナで検証しても４室支配の月がラグナに在住し、４室の自室にアスペクトを返しており、

不動産運があることが分かる。ラグナにはラグナロードの太陽、９室支配の火星、２、１１室支配の水

星が絡んで、１－２、１－１１、２－９、９－１１室のダナヨーガを形成し、木星も逆行しているため、

投資の５室、獅子座にアスペクトして、ダナヨーガに５室を絡ませている。この配置からすると、投資
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で利益を上げていないと考えるほうが難しいかもしれない。 
 
それでは彼女のラグナはどこであるかという話になるが、獅子座が鍵であり、獅子座を何室に持ってく

るかが問題である。まず可能性として考えられるのは獅子座を投資、投機の５室と考えるか、株式、債

権などからの不労所得、遺産相続などの 8 室と考えるか、資本家、経営者的な発想や、飛びぬけて高い

地位、収入を表す１１室と考えるかなど、いくつかパターンが考えられる。２室も資産のハウスでお金

を表すが、これは両親から受け継いだり、実家や家族が関わったり、もともと生まれつき持っているも

のを表すため、この場合、当てはまらない。 
従って、牡羊座ラグナか、山羊座ラグナか、天秤座ラグナが可能性として考えられる。 
 
牡羊座ラグナだとすると、７室支配の金星が蟹座４室に在住してしまい、彼女は投資家の彼氏の指南で

株や不動産投資をやって資産を得たことから、４室金星は投資家の彼氏らしくないのである。また１０

室に木星が在住するが、１０室の木星は教師である。従って彼女の職業にあっていないと単純に分かる

のである。 
次に山羊座ラグナだとすると、獅子座は８室に在住するが、８室惑星集中はかなり性格的に内向的で特

殊な性格になるのである。また８室は配偶者のお金を表し、結婚によって束縛されてそれで配偶者のお

金が自由になるとか、配偶者のお金を相続するとか、父親の死によって父親のお金を相続する（９室か

ら１２室目）ことなどを表すのである。従って、これも現在の彼女のあり方に適合していないのである。 
 
投資家の彼氏から株のやり方を教えてもらって稼いだというのは彼氏は友人か、先輩か、兄のような印

象である。兄のような彼氏と楽しみながら株で稼いだという印象である。 
また１０室支配の月が１１室に在住して１０室と１１室の絡みが見られ、また１１室が強調されている

が、１１室は社会的ステータスの高い有力者とか、地位もあり、お金も持っている成功したビジネスマ

ンや起業家というイメージである。１０室と１１室が絡むと、企業経営者とか、資本家などの社会的に

有力な人たちとの社交を通じて、それを仕事にしたり、収入につなげていく配置である。この１１室の

人間関係というものは労働で収入を得るというよりも会社を起業したり、有力な企業に投資したりとい

った形での収入の得方になりそうである。 
また５室－１１室の軸に惑星が絡む場合のダナヨーガは強力なようである。事業で成功して大金持ちに

なる配置である。また彼女は日刊ゲンダイの記事に『・・・不動産会社『サイズ・コーポレーション』

の社長と親しく、上海の土地取引に一枚噛んで、本人も知らず知らずに大儲け。・・・』と書かれてい

るように経営者と交流して、会社の取締役に名前を連ねていたということから、経営者レベルの人との

社交を表しており、その社交を通じて、収入を得たことがはっきりと分かるのである。従って、彼女は

天秤座ラグナで、１１室に惑星が集中しているのである。そうするとラグナロードの金星が１０室に在

住し、仕事がファッションモデルということが整合してくるのである。１０室の金星のため、彼女はそ

れほど知名度がないにも関わらず、マスコミ、週刊誌の記事によって有名人になってしまったようであ

る。この有名で多くの人に知られて見られるというのが１０室の象意であり、この点でも天秤座ラグナ

であることを物語っている。また彼氏の指南で投資をして成功したことは７室支配の火星が１１室に在

住して、多くのダナヨーガを形成していることでもよく分かる。 
 
今現在、１１室に木星と土星がダブルトランジットし、彼女の投資活動や社交生活は活発化し、金融資



Suzuki Emi  鈴木 えみ 

Copyright(C) 2007  Kanteiya Inc. All Rights Reserved. 

産や人脈をますます増やしていることは間違いないと思われる。今現在、サディサティであるが彼女の

場合、天秤座ラグナのため、土星は吉星化しており、サディサティはそれほど激しく厳しい時期とは思

えないのである。むしろ、知名度が上がり、社会的責任がまして、投資や社交において大人の振る舞い

をしなければならないという社会という名の抑制、厳しさを体験している面はあるかもしれない。 
また鈴木 えみは整形手術をしたということがネット上に書き込まれていたが、もしそれが本当であれ

ば１室のケートゥは自分の容姿に幻滅するというデヴィッド･ベッカムに見られた配置が機能している

可能性もあるのである。 
 

 
１０室金星蟹座らしい、愛嬌があり、wikipedia によれば、共演者から「えみちぃ」「えみにゃん」など

の相性で親しまれているらしく、人気者のようである。 
 

 
華やかな一面を持つと同時にクールな印象や世間から距離を置いた感じの変わった印象ものぞかせる

ようである。これは１室で高揚する土星か、ケートゥの働きではないかと思われる。 
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ドラマ『有閑倶楽部』の衣装姿 
 

 
雑誌セブンティーン表紙を飾る 
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いろいろ理屈を捏ね回してラグナ特定のための検証作業を行なってみても、彼女の容姿を見れば、天秤

座ラグナであると直感的、経験的に分かるのである。 
獅子座惑星集中を手がかりに、牡羊座、山羊座、天秤座に絞込み、その中からさらに天秤座ラグナを特

定する作業は経歴と実際の写真を手がかりに、理屈と直感、経験によって可能になるのである。 
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雑誌ヴォイ表紙を飾る 
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（資料１） 
ウィキペディアより引用抜粋 
 
鈴木 えみ（すずき えみ、1985 年 9 月 13 日-、Rh-AB 型）は、女性ファッションモデル・女優。スターダストプロモー

ション所属。京都市立藤森中学校出身・京都両洋高等学校中退。 

 

エピソード 

愛称「えみちぃ」「えみにゃん」、ウォーターボーイズで共演した石原さとみには「えみえみ」とよばれている。  

1999 年、中学 2 年の夏に友人の薦めで「ミスセブンティーンオーディション」を受け、見事セブンティーン専属モデル

になった。そして、モデルになってすぐに中高生の女の子間で人気が出て一躍トップモデルになる。  

女性ファッション誌『セブンティーン』を 2006 年 20・21 号で卒業した。  

現在、女性ファッション誌『PINKY』でモデルとして活動中。  

モデルを始めて中高生の女の子間で人気が出てからファッション誌だけでなく CM や TV ドラマでも活躍し始め、女性

だけでなく男性からも支持されるようになる。  

沖樹莉亜とのユニット『ジュエミリア』として CD デビューも果たしている。しかし、沖樹莉亜の留学のため「ジュエ

ミリア」は現在休業中。  

歌手のソニン、共にセブンティーンで活躍している榮倉奈々、木村カエラなど様々な芸能人と仲が良い。  

井上和香とは昔から付き合いがあり、映画や買い物など一緒に出かけることもある。  

ケツメイシの『さくら』のプロモーションビデオに萩原聖人とともに出演している。  

昔から 20 歳までには結婚したいと色んな雑誌のインタビューなどで話していた。2005 年にはとうとう 20 歳になったが

「今年中には結婚したい」と雑誌『seventeen』の 20 歳記念インタビューで話している。  

歯並びが悪かったので歯の矯正をしていた。「矯正をしていた時は歯が痛くて食べ物を満足に食べることが出来なかった

ので今でも辛い思い出として残っている」と語っている。途中で矯正をあきらめ、前歯 6 本を差し歯に変えたことは有

名。  

写真集のタイトル『LOVE』は鈴木えみの好きな言葉であったことから付けられた。  

ピアスホールは、左耳 2 個、右耳 5 個、臍 1 個の合計 8 個開いている。  

 

主な出演作品 

 

バラエティー 

ラブ*リルカ（2005 年 10 月～、MX テレビ）  

 

テレビドラマ 

反乱のボヤージュ（2001 年、テレビ朝日）  

ロング・ラブレター～漂流教室～（2002 年、フジテレビ）  

ランチの女王（2002 年、フジテレビ）  

ウォーターボーイズ 2（2004 年、フジテレビ）  

ナニワ金融道・6―新春ドラマスペシャル（2005 年 1 月、フジテレビ）  

ギャルサー（2006 年、日本テレビ）  

嫌われ松子の一生(2006 年、TBS)  
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有閑倶楽部（2007 年、日本テレビ）  

 

CM 

明治製菓、メルティーキッス&ポルテ  

大塚製薬、カロリーメイト（2003 年 - ）  

資生堂、マシェリ（2004 年～）  

ジークス天神、リニューアルオープン告知（2004 年）  

サントリーフーズ、DAKARA  

 

映画 

千年の恋・ひかる源氏物語（2001 年 12 月、全国東映系）  

bird call（2005 年 10 月から Yahoo!で配信）  

 

写真集 

鈴木えみビジュアルブック LOVE!（2002 年、集英社）  

鈴木えみビジュアルブック Love love（2006 年 1 月、集英社） 
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（資料２） 
ライブドアブログ日記より引用抜粋 
 
鈴木えみ（ファッションモデル、女優）  

鈴木えみ（すずきえみ、スズキエミ）さんが、2007 年 11 月 6 日発売の写真誌「FLASH」で俳優の渋谷謙人さんと青年

実業家との二股交際を報じられた。鈴木えみさんは、11 月 8 日に東京・六本木ヒルズで行われたパイオニアのカーナビ

ゲーションシステム「楽ナビ」の新商品発売イベントに出席した。鈴木えみさんは、報道陣の質問に対して、恋人の存

在を認めたものの、二股交際については何も語らなかった。鈴木えみさんといえば、1985 年 9 月 13 日中華人民共和国

上海市生まれで、京都府京都市出身の女性ファッションモデルであり、女優でもある。鈴木えみさんの中国名はウー・

ツーリャンであり、12 歳のときに日本国籍を取得し日本語名の「鈴木えみ」を得ている。鈴木えみさんの所属事務所は、

スターダストプロモーションである。鈴木えみさんは、「えみちぃ」、「えみにゃん」、「えみえみ」などの愛称で親しまれ

ている。鈴木えみさんのデビューは 1999 年である。鈴木えみさんは、1999 年の中学 2 年の夏に友人の薦めで「ミスセ

ブンティーンオーディション」に応募し、女性ファッション誌『セブンティーン』の専属モデルになっている。現在は、

鈴木えみさんは女性ファッション誌『PINKY』のモデルとして活動している。その後、鈴木えみさんは CM や TV ドラ

マでも活躍するようになる。鈴木えみさんは、沖樹莉亜さんとのユニット『ジュエミリア』として CD デビューも果た

している。しかし、沖樹莉亜さんの留学のため「ジュエミリア」は現在活動休業中である。現在、鈴木えみさんは、日

本テレビ系のドラマ『有閑倶楽部』に出演している。鈴木えみさんには、株や中国の土地取引で年収 30 億円を稼いだと

いう噂がある。鈴木えみさんの年収 30 億円という噂を疑問視する声もあるが、それなりの報酬を得ているのではないか

と見る向きがある。 

 


