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報道関係者各位 

有名・行列占い師の対面占いを擬似体験 

カリスマ占い師の殿堂「占者（せんじゃ）ストリート」を 7 月 15 日にオープン 
 

 

 
 
株式会社ナムコは、占いエンターテインメント施設「占者ストリート」を、「ナムコ・ナンジャタウン」

（東京都豊島区・池袋サンシャインシティ内）に、7月15日(土)オープンします。 

「占者ストリート」は“カリスマ占い師の殿堂”をテーマに、人気占い師の分身たち(映像)がマン

ツー・マンで占いを行う、日本初の対面占いが擬似体験できるエンターテインメント施設です。 
 

本施設は、予約がいっぱいで鑑定してもらえない、現在は対面占いを行っ

ていないなどの有名・人気占い師が一堂に集結します。占って欲しい占い師

を選び、まずジャンル（恋愛、仕事、人生など）を選択、お客様のデータ（お

名前、性別、生年月日）を入力後、占い師からの質問に回答します。操作は

すべてボタンにて行い、質問が終了後に占い師からのアドバイスと同時に占

いの結果がプリントアウトされます。質問は対話形式で進行するので、あた

かもその場で占い師本人が占っているように、対面占いを擬似体験していた

だけます。 
 
■出演占い師 

氏 名 人物紹介 氏名 人物紹介 

【新宿の母】栗原すみ子 

(ｸﾘﾊﾗｽﾐｺ) 

「○○の母」の元祖。50 数年間に訪

れた相談者は延べ 300 万人以上。 

【銀座の父】小石河雅仁 

（ｺｲｼｶﾜﾏｻﾋﾄ） 

過去の鑑定実績は、延べ 15 万人以上。街に

は長い行列ができ、銀座の名物となる。 

エミール・シェラザード 予約待ち必至、メディアでも活躍す

る恋愛占いの第一人者。 

宮坂悠紀（ﾐﾔｻｶﾕｳｷ） 大阪の人気占い師。独自の占術をもつ。 

青紀妙沖（ｱｵｷﾐｮｳﾁｭｳ） 三星透視術の考案者。 絢絲(ｱｲ) 多数の出演実績をもつ恋愛占いのアイドル。 

伊藤瑛輔（ｲﾄｳｴｲｽｹ） 本巫易を使用する易の達人。 マダムセリカ 会社経営者などから絶大な信頼を受ける。 

波都島えり（ﾊﾂｼﾏｴﾘ） 恋愛の相談が人気の占い師。 あすか麻帆（ｱｽｶﾏﾎ） 華を使った恋愛占いを得意とする。 

キャサリン 鑑定暦 28 年。聖獣を見抜く占い師。   
 

■演出概要 

施設内は、たくさんのテントが立ち並ぶアラビアの街の占いマーケットをイメージ

しています。一流占い師たちが集まる架空の“占者街”という演出のもと、有名・人

気占い師の鑑定を受けることができます。 

 
※ プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あら

かじめご了承ください。 
※ 株式会社ナムコは、2005 年 9 月 29 日付けで経営統合を行ったバンダイナムコグループの国内組織再編の

一環として、2006 年 3 月 31 日（金）施設系エンターテインメント事業を主体とした新生『株式会社ナムコ』とし
て、新たにスタートしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「占者ストリート」イメージ 

株式会社 ナ ム コ 

社   長 :東 純                         

本   社 :東京都大田区多摩川2-8-5                                               

資 本 金 :100億円 

 

占者ストリートイメージ 

占いブースイメージ 



【参考資料 1】 

■｢占者ストリート｣施設概要 

【施設業態】 占いテーマパーク 
【施設名称】 占者ストリート 

【テ ー マ】 カリスマ占い師の殿堂 
【事業主体】 株式会社ナムコ 
【開設時期】 2006年7月15日（土） 
【施設面積】 106㎡（約32坪） 
【占い筐体数】 11台 
【利用料金】 1ブース1回500円 ※パスポート使用可（1ブースのみ） 

【営業時間】 10：00～22：00 
【入 場 料】 無料 
【定 休 日】 年中無休 
【総投資額】 1億円 
【入場者数】 20万人（初年度見込み） 
【売   上】 1億円（初年度見込み） 

【プロデュース】 株式会社ナムコの企画設計集団「チームナンジャ」 
【企画協力】 株式会社GT-Agency(※)(東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル 8F ガイアックス内) 

※原宿竹下通り占い館塔里木（タリム）のコンテンツ提供を中心に、占いや心理学に特化したサー

ビスを専門に構築・提供する企業。 

 

■｢占者ストリート｣ゾーニング図 



【参考資料 2】 

■企画の背景 

占いは人間の歴史と共に始まり、東洋ではインド、中国を起点とし、西洋ではチグリス、ユーフラテス

地域や古代ギリシャ文明の中にその起源があると伝えられています。日本の占いも、古くは邪馬台国・卑

弥呼の呪術的なものから、平安時代の陰陽道、江戸時代の庶民文化の中にも受け継がれ、少しずつ形を変

えながら現代文化の中へ受け継がれています。 

現在は第4次占いブームと言われ、女性の約90%は占い好き、男性の約50％が占いに興味をもち、占い

人口は全国4,000万人にも上ると考えられています。占い・心理テストを行うテレビ番組、占いの専門雑

誌の刊行が相次ぎ、街の中では、「新宿の母」をはじめ、評判の高い占い師には連日行列ができています。

インターネット（パソコン、携帯電話）上には、簡単なキャラクター占いから電話・メール鑑定など様々

な占いサイトが次々に登場、多種多様な形で娯楽としての占いが広がっています。 

 

また、人が困難に向き合ったとき、参考となる方向を指示し、将来に夢と希望を与えるのが、占いの原

点です。占いは人間の心に「癒しと決断」を与えてくれるものでもあります。ストレス社会の中で人々は

迷い、悩みの参考となる方向を示してもらいたいと、恋愛・仕事の相談から心理カウンセリングまで、占

いを求める人が増加しています。 

しかしながら、対面占いや心療内科でのカウンセリングは本格的で金額も高く、自分に合う占いが見つ

けにくいなど、人気の占い師/カウンセラーにはなかなか占ってもらうことが難しく、ちょっとしたアド

バイスが欲しいときに利用できる気軽な占い施設がないのが現状です。 

そこで今回、「占者ストリート」では、新宿の母、銀座の父、「原宿竹下通り占い館塔里木（タリム）」

の人気占い師など、各地で行列を作る占い師/カウンセラーの分身たちから気軽に悩みの参考となる占い

を受けながら、楽しく自分探しをすることができる占いエンターテインメント施設の実現を目指します。 

 

■占いの種類 

さまざまな占術が世の中にはありますが、大きくは 3 つの術に分類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命術＜ﾒｲｼﾞｭﾂ＞ 

生まれた年・月・日 

時を用い、人の持つ資質や性

向、相性、人生の起伏を 

知るのに適しています。 

ト術＜ﾎﾞｸｼﾞｭﾂ＞ 

偶然性を用いた占術。 

進退の決断 

現在から未来にかけての 

吉凶を知るのに適しています。 

相術＜ｿｳｼﾞｭﾂ＞ 

外側から見える形から 

内面を推察。 

自然や人間の事象から 

（相）暗示を読み取ります。 

⇒手相占いや人相占いなど ⇒星座占いや姓名判断、四柱推

命、九星気学、数気運命学、妖精

占い、カバラ、華占い、聖獣占い

など 

⇒タロット、イーチンタロットや

易など 



【参考資料 3】 

出演占い師 

占い師 占術 紹介 占い師 占術 紹介 

【新宿の母】 
栗原すみ子 
（クリハラスミコ） 

九星気学 「○○の母」の元祖。厳しい

修行の後、新宿の街頭で占

い師として独立。そのエネル

ギッシュで思いやりあふれる

アドバイスで、いつしか「新

宿の母」と呼ばれる。以来 50

数年間に訪れた相談者はの

べ 300 万人以上にのぼる。

著書に『新宿の母の幸せ占

い』『運命逆転の手相術』な

ど多数。 

【銀座の父】 
小石河雅仁 
（コイシカワマサヒト） 

四柱推命 過去の鑑定実績はのべ 15 万人

以上。四柱推命を中心に九星

気学、易、西洋占星術などの幅

広い占術のほか、哲学、形而上

学などの学問にも精通。その深

い知識と鋭い洞察力から「小石

河教授」とも呼ばれている。その

鋭く的確な助言を求め、街には

長い行列ができ、銀座の名物と

なる。 

エミール・ 

シェラザード 

妖精占い 1970 年代に神秘学の門をた

たいて以来、恋愛占星術の

第一人者として、テレビ・雑

誌で活躍。西洋占星術をは

じめ、東洋占星術、心理学、

カウンセリング技法を学ぶ。

中華民国星相学会より、公

式に永久名誉会員の認定。

通常、対面占いを行わない

が、今回特別に登場。 

絢絲 
(アイ) 

イーチン 

タロット 

芸能界に多く顧客を持つ恋愛

占いのスペシャリスト。西洋占星

術/タロットカード姓名判断/周

易/イーチンタロットなどで占う。

年齢の近い、若い世代のお客

様が多く、特に恋愛占いを得意

とする。「塔里木」所属。 

宮坂悠紀 
（ミヤサカユウキ） 

数 気 運 命

学 

大阪で今もっとも勢いのある

占いサロン「イデア」の人気

占い師。心理カウンセラーの

資格をもち、四柱推命を軸

に潜在意識を引き出すカウ

ンセリングを組み合わせた独

自の占いスタイルが人気を

呼ぶ。 

青紀妙沖 
（アオキミョウチュウ） 

四柱推命 各種メディアに多数出演する人

気占い師。日本占術協会、初

代会長大熊チヨ氏に師事。万

物の出来事を見通すと言う三星

透視術を自ら考案した。著書の

メディアファクトリー『Ｈ度即診

断』は、30 万部を超える占い本

としては、異例の発行部数を誇

る。「塔里木」所属。 

マダムセリカ カバラ 大手企業の経営者などが通

う占い師。カバラをはじめ、

中国占星術・気学などにて

占う。元大臣秘書の経歴を

持つ彼女の視点は広く、政

界や会社経営者などから絶

対的な信頼を受けている。

鑑定希望者で長蛇の列ので

きる人気占い師。「塔里木」

所属。 

伊藤瑛輔 
（イトウエイスケ） 

易 本巫易を本格的に使用する易

の達人。手相/四柱推命/人相/

本巫易/タロット/西洋占星術/

気学/風水/印相/方位を習得。

人間関係から経営まで幅広い

ジャンルの悩みに対応でき、落

ち着いた人柄が人気を呼ぶ。

占い技術の向上を常に行い対

面鑑定で統計データを蓄積し

ている。「塔里木」所属。 

波都島えり 
（ハツシマエリ） 

タロット 四柱推命/九星気学/宿曜

占星術/手相/風水家相/タ

ロットカード/易/方位学にて

占う。東洋の占いのほか、仏

の教えも学ぶ。ハッキリとした

口調で、明確にアドバイスを

与えてくれる彼女への相談

は後を絶たない。 

あすか麻帆 
（アスカマホ） 

華占い 四柱推命、タロットや、華を使っ

た恋愛占いを得意とする。東洋

の占いの神秘に見せられ、手相

/四柱推命/人相/本巫易/タロ

ット/気学/風水/印相/華占いな

ど多くの占い技術を習得する。

男女問わず恋愛相談を持ちか

けられる人気占い師。「塔里木」

所属。 

キャサリン 聖獣占い 鑑定暦 28 年。西洋占星術/

サビアン占星術/聖獣占い/

タロットカード/パワーストー

ンなどで占う。スピリチュアル

な観点から、占いを行い、的

確にアドバイスを与える。「塔

里木」所属。 

 

 


