
一番おすすめできる電話占いサイトはどこですか？ その電話占いサイトが良いと思う理由を教えてください。
「当たる占い師」を選ぶときに大事
なポイントはなんですか？

ココナラ電話占い
 口コミがいい！

情報漏洩の危険性が少ない
直感

ココナラ電話占い わざわざ出かけなくても占ってもらえる点 口コミを重視します。

電話占いピュアリ 電話なのでいつでも好きなときに占ってもらえる点。
サイトに載っている占い師のプロ
フィールや口コミを重視して選んで
います。

電話占いウラナ SNSで見て、怖い噂とかも聞かなかったので安心したからです
直感で先生を選んだ方が自分に合う
占い師さんだと思います。

電話占いピュアリ
親身になって話を聞いてくれる先生が多く、利用したら当たっ
ていると思うことが多いので。

占い師の相談件数や良い口コミが多
いこと。

電話占いヴェルニ 実績のある占い師さんが多数在籍
相談する悩みに適した鑑定方法を
持っているかどうか。

電話占いヴェルニ 千里眼にふさわしい説得ある意見を言うからです。
当たるというフレーズを最後まで言
わない人が信頼できます。

ココナラ電話占い 有名だから 人気の、ところで占うこと

電話占いピュアリ
個人情報の徹底した管理が一番で、信頼、安心できるサイトだ
からです。

信頼できて、相性の良い占い師であ
る事です。

電話占いピュアリ 信頼できる占い師が多い 口コミや信用度

電話占いウラナ とても親切でいいです。
いいことも言うけど悪いことも言う
ことです。

電話占いヴェルニ 占い師が多く在籍しているから
クチコミを見てそれで判断していま
す。

ココナラ電話占い 支払い方法が楽で、スムーズに占ってもらえる。
紹介文に自分の占いに向いている
方、向いていない方を明記している
方

電話占いウラナ 言葉づかいが丁寧
口コミを調べてから選んだ方が良い
と思う

電話占いヴェルニ 丁寧に聞いてくれるから。 傾聴する力。

電話占いウィル 恐ろしいほど当たること
自由に選択できて自分にあった占い
師が担当するからです。

電話占いピュアリ よく当たる占い師がいるため ネットでの口コミ

電話占いヴェルニ 有名な先生が多いから
クチコミが多くて評価が高い先生を
選びます

電話占いデスティニー 電話対応が良い 私は自分の直感を信じます

電話占いヴェルニ
いつも多数の占い師さんが在籍していて、どなたも親身になっ
て話を聞いてくれる。

占い歴、在籍歴の⻑さを見ること。

ココナラ電話占い 数多くの占い師の中から選べる 年齢が近い

ココナラ電話占い
料金設定が安く、またサイトも使いやすい（自分の悩みに合っ
た占いが検索しやすい）からです

占い師のコメントを読み、占いとは
必ず当たるものではないと書かれて
いる方や、利用した方のレビューが
良い部分も悪い部分も書かれている
ところです。

電話占いカリス 料金がそこそこですし、占い師の数と質もそこそこです。
自分以外の話をした時に、マクロ的
な知見があるかどうかです。

電話占いカリス
選考基準が厳しいとカリスのサイトにも書いてありますが、
多々試す中で一番氏名生年月日等の情報もなくとも「分かる」
かたが多いと感じました。

口コミや占術から見て1回試し当た
るかとお人柄も大事だなと感じてい
ます。先生の価値観が入ってきつい
口調で言われたりすると怖いですが
逆にやわらかく、穏やかだとまた連
絡させていただきたいとなります。

電話占いヴェルニ
在籍占い師が多く、ネット以外の館でも鑑定している方もいて
安心です。

経歴の⻑い方は当たる人が多いで
す。

みんなの電話占い
初回無料ではないですが、初回と2回目まで割引があるので、
初めて利用するにはお得感がありました。

良い事ばかり言われるのも信用がで
きない気がするので、マイナスな部
分もきちんと伝えてくれる方が良い
と思います。

電話占いピュアリ
ピュアリが一番占い師が多く在籍していて、当たりやすいとい
う口コミがあって利用しています。

口コミですかね。いつも評価をサイ
トで見比べています。

電話占いヴェルニ 占い師の在籍数が多く、結構当たって良いと思う。
鑑定歴が⻑い占い師を選ぶことが大
事だと思う。



電話占いヴェルニ
電話占いサイトの中では⽼舗的存在で、⻑続きしている分良い
先生方が揃っているから。

占いの方法に拘らず、比較的鑑定歴
の⻑い先生を選ぶといいと思いま
す。

ココナラ電話占い 説明がわかりやすく占ってもらいやすい。
誰にでもあり得そうな事を言わない
人を探す。

電話占いウィル
 どの先生を選んでもハズレ無し！

親身になって話を聞いてくれて、解決策を提案してくれる先生
ばかり。

 絶対にクチコミの文章を見る。
評価の点数よりもクチコミを見る
と、その先生の占い方や話し方、当
たるかハズレるかが大体分かる。

電話占いヴェルニ 初めて利用したときにズバズバ当たってビックリした。
ネットなどで口コミを見て判断す
る。

電話占いウィル 占い実績が多く、精度が高い。 占い実績

電話占いウィル
有名な電話占いサイトで安心して利用することができること
と、的中率の高い占い師の先生が揃っていることです。

的中率などの占いの実績や口コミな
どを調べて信用できる方を選ぶこと
が重要だと思っています。

ココナラ電話占い 顔を見られることがないのが嬉しい。 ネットでの評判

電話占いデスティニー チャットでも電話でも占いができるところ
使ったことのある知り合いからの口
コミ

電話占いヴェルニ 対面鑑定もちゃんと行っているから

霊視のみなど占術が不確定要素の強
い占術のみの占い師はやめた方がい
いと思います。根拠のあるものを
使っていらっしゃる先生は安心でき
ます。また、先生に寄せられたお礼
を読んで、具体性があったら良いで
す。

電話占いヴェルニ ⽼舗で安心感がある。 口コミが多い

電話占いヴェルニ ⽼舗ということもあり実力派の占い師が揃っている

誰にでも当てはまるような表現をし
 ない占い師を選ぶ

個人的にはやはり上位陣の方々は当
たる方が非常に多いと思います

ココナラ電話占い 探すのは大変だけれど、本物が確実にいるから。
こちらの話をしっかり聞ける傾聴力
と理解力。

電話占いデスティニー 説得力がある
インスピレーションが大事だと思い
ます。

電話占いフィール 私はよく当たってると思う
その占い師の口コミなどをチェック
する。

クオーレ
深夜２時までやっているので、電話をかけやすいです。また、
⽼舗という面でも安心してかけることができます。

はっきり言いにくいこともきちんと
言ってくれる方がいいので、口コミ
をとても重視しています。タロット
占いの方。

電話占いヴェルニ
占い師の解説が細かく、音声による雰囲気もつかめて選びやす
い。

口コミ。

ココナラ電話占い 口コミが良かったから。
口コミをみて、生の声を参考にす

 る。
占い実績を調べる。

電話占いウィル メディアに出て活躍している占い師が多くいるから。
プロフィール写真や紹介コメント。
それから、実際に占った人の口コミ
も参考にします。

電話占いロバミミ

希望したらすぐに受付してもらえて、占っていただけたからで
 す。

また、入会してすぐ、10分の無料でのお試し電話鑑定があっ
たので、気軽に占ってもらいやすかったです。

 口コミの評価です。
当たる占い師さんに鑑定してもらい
たいので、当たるかどうかが一番気
になります。

ココナラ電話占い これしか使ったことがないので…。
占いを始める前にちゃんとこちらの
話を聞いてくれる人。

ココナラ電話占い
すぐ占ってもらいたいときに対応してくれるのでいいと思いま
す。

これまでに見てきた人の数を重視し
ます。

電話占いカリス テレビや雑誌でも取り上げられていて有名だから。 有名な事、怪しくない事｡

電話占いウィル 応対が非常によく、実際に内容が当たっていた
曖昧な表現ではなく断定的に具体的
な数字などで占ってくれるところ

電話占いヴェルニ 知名度があると思うから ネットで検索して口コミを見る

ココナラ電話占い
話を聞いていて、1番わかりやすく、内容も合っていたためで
す。

自分の直感「この人ならいいかも」
と思った人を選ぶのが1番だと思い
ます。



電話占いピュアリ はじめて占ったときからの親しみ 人気がある有名な占い師かどうか

電話占いヴェルニ
サイトが見やすく、自分の悩んでいる分野が得意な先生を見つ
けやすいから

口コミと、先生の紹介文

電話占いピュアリ 当たる確率が高いだけでなく、先生の対応が優しい。 口コミなどを大切にしています。
電話占いヴェルニ よく当たるから 話したときの雰囲気です

みん電
占いを受けた人の口コミが、否定的なものもあるので、信用で
きる。

お試しの無料や大幅割引になる機会
を利用して、何人か占ってもらっ

 て、相性を確かめること。
その後で、実際にお金を払って鑑定
してもらうと、とんちんかんなこと
を聞かされてお金だけ払わされるこ
とが防げます。

電話占いデスティニー
デスティニーはライブチャット鑑定も取り入れており、リアル
タイムに文字で鑑定を受けられるので好きです。

プロフィールページなどでしっかり
と相談件数や口コミ数をしっかりと
チェックすることです。

ココナラ電話占い どこでも占ってもらえる 感覚

電話占いウィル 恋愛系が充実しており評判も良いところ
 インスピレーション

 経験
占い師さんのコメント内容

電話占いウィル 鑑定士のランキングを見ることができるから。
顔写真を載せているか。その写真に
オーラを感じるかで選んでいます。

ココナラ電話占い 電話対応が丁寧であった。相談事にも乗ってもらえた。
まず、目を合わせてくれて話しかけ
てくれる方。こちらを見ずに占おう
とする方は信用できません。

電話占いピュアリ
いつでもたくさんの占い師が待機していて親身に対応してくれ
る

当たるかどうか口コミをチェックし
てみる

電話占いウラナ 有名だから。 口コミ。話しやすさ。

電話占いピュアリ
経験豊富な占い師の先生がたくさんおられることと、待ち時間
なしですぐに占ってもらえる点です。

「この人の言うことは信じられそ
う」という直感

電話占いピュアリ 対応がとても良かったです。
口コミをしっかりと読むことかなと
思います。

ココナラ電話占い あたりやすそう 好み

電話占いピュアリ 初回のお試し無料費用が多い気もします。

占い師の方のレビューや得意な占い
 方法です。

時間がかかりそうなものは頼みませ
ん。

ココナラ電話占い
初回最大30分無料サービスがあることや、とても当たると人
気があること。

評判の良いクチコミがあること

インスピ
的確な先生がいる。サイトも見やすく、使いやすい。料金設定
もちょうどいい。

霊視が出来るかできないか。

占いタウン
好みの占星術や占いたい事柄で占い師の先生を検索して、自分
に合った方を選べること。

利用者のレビューを参考にしていま
す。占いの結果と、的確なアドバイ
スがセットになっていること。

ココナラ電話占い
サイトのUIが見やすい、他アプリと比べて価格が安い、頻繁に
割引を行なっている、内容も当たっていることが多い

レビューと値段

電話占いヴェルニ 分かりやすいです。
しっかり占って欲しいことを聞いて
くれる。

電話占いウィル
単純にそこしか体験したことがないので。でも他と比べなくて
もいいなって思えるのでここがいいと思いました。

自分の過去とか未来を当ててくる
人。なんとなくぼやかして説教する
人もいるので、、、。単純に伝えて
いない情報を占い師さんから言って
くると、ドキッとする。

アイズ ずっと利用している。

身の上相談にならないように、あく
まで占ってもらう。少ない情報で的
確に当ててくる先生、アドバイスも
具体的な先生をリピートしたくなり
ます。

占いタウン

電話占いが主ですが、他にもライン、メールなど、ツールが多
種多様です。占い師さん一人に対し、色々な会話手段で相談で
きるので、電話占い興味あるけど初めてだとちょっと緊張する
な…という方にオススメです。

編集社から注目されて、取材を受け
て半生が書籍化されている占い師さ
んを選ばせていただいています。

電話占いデスティニー 利用方法がわかりやすい 直感



TYP ずっと利用していて、信頼できる占い会社だから。
フィーリング、相性、霊視占いが好
きなので霊視が得意であること。

電話占いピュアリ 名前 経歴
電話占いウィル 当たる占い師さんがいるからです。 友人からなどの口コミです。

ココナラ電話占い とても気さくにできたので
とりあえずネットでクチコミを調べ
ました

電話占いウラナ 回答がわかりやすく、好印象をもてるから
変に考えずに直感で選ぶ方が当たる
ことが多い印象があります。

電話占いヴェルニ 占い師の数が多い 口コミを参考にします。

電話占いヴェルニ 占い師がたくさんいることと、実績です。
相談内容や悩みに合った占い師を選
びます。

電話占いシエロ
初めての相談する先生には１０分間無料があり、無料時間が終
了する前には相談の途中でもアナウンスが流れるシステムで利
用者に親切。

利用者の口コミ

電話占いヴェルニ ホームページが見やすい 口コミなどが多く、評価も高いこと

恋愛応援スペーシア 3回まで無料
よくわかりません。が、親身にはな
しを聞いてくれる方がいいと思いま
す。

電話占いウィル 名前 話しやすい人
電話占いヴェルニ ネット検索でも上位で安心だから。 得意な分野や、経歴。

ココナラ電話占い 親身に話しをきいてくれる。
ありきたりなことを言わないかどう
か！

ココナラ電話占い 会員数や口コミ人気が高い 継続的に占ってもらえるかどうか。

電話占いヴェルニ 占い師がたくさんいるので信頼できる
直感と占いたい内容に詳しい人を探
すこと

電話占いウィル
電話での鑑定だけではなく、占い師の先生に直接会えるところ
が良いと思います。

ネットなどの口コミを参考にするの
が最も当たる占い師の先生と出会え
る確率が高いと思います。

電話占いヴェルニ 安い 評価、口コミ
電話占いヴェルニ 手軽に楽しめる、番人受けしている。 口コミ評価

電話占いカリス よく当たると評判だから。
当てた実績があるかどうか。よく当
たると評判がある人を選ぶのがポイ
ント。

電話占いデスティニー よく当たるから ネットで評判をみる
ココナラ電話占い 不思議と当たっている インスピレーション
電話占いウィル 丁寧に教えてくれたから これまでの実績


