
 

 

久しぶりの会報です。皆様いかがお過ご

しでしょうか。 

前回の会報発行後、次は半年後にと予定

して「落ち葉の頃」と書き、断念。「ク

リスマス」。とうとう「新年おめでとう」、

そして「春いっぱい」の季節を通り越し、

再び「暑中お見舞い」。 

丸一年をとっくに過ぎてしまい、とうと

う秋になってしまいました。皆さんのお

手元に届くのは中秋の名月を過ぎた頃

かも知れません。 

伝聴研がこの一年、これまでに増して忙

しく、変化の年でもあったことを判って

頂けるのではないかと思います。 

========== 

さて昨年からのことをおおまかにお知

らせいたします。 

一昨年、七田チャイルドアカデミーから

発売した‘ミラクルサウンドBOX’が

好評で全国の七田チャイルドアカデミ

ーの教室をはじめ、合計百回以上は講演

したでしょうか。日本全国を飛び回り、

その合間をぬって録音にもでかけまし

たので、受講中の皆様には出張が多くご

迷惑をおかけいたしました。（所長） 

 

====【 新 発 売 】==== 

【トレーニングＣＤ３５分版】 

「海辺にて」新発売。他に 

「土の精・Saturn」 

「日の精・Sun」 

も既に発売になっています。（英語が併

記されていますが、中身は同じです。） 

別売のトレーニングＣＤは種類によっ

て重複がありますので、追加ご購入の場

合はお尋ねください。 

 

【ブレインスイッチＢＯＸ】発売 

伝聴研初めての市販品トレーニングシ

ステムとして製作した“ビューティーリ

スニング”のネーミングを改め、（一時

期‘ハイパーｍｉｎｉ’とも言っていました）

‘ブレインスイッチＢＯＸ’として新た

に出発することになりました。 

 

昨年末、会員さんの紹介で学研の月刊

「ムー」の編集長に体験して頂きました。

「是非特集を組みたい。誌上で販売もし

たい」という申し出を受けました。 

ご存じの方も多いでしょうが、超常現象

を多く扱っている歴史ある雑誌です。 

そうでなくても伝えにくい伝聴研シス

テムです。掲載してもらって誤解を受け

ないか。「ムー」の読者とて理解困難な

システムではないか、と憂慮いたしまし

たが、ムー読者の理解力に期待し、お願

いすることになりました。発売は2006

年１月８日号の掲載と決まりました。 

当面、暫定的な箱と印刷物で出すことを

了解して頂き、発売を待ちました。 

発売一週間後、いきなり５０セットの注

文が飛び込み、それからの準備や対応が

たいへん。さらに二本の電話回線は朝か

ら晩まで、切れることなく問い合わせ。

とうとう電話もファックスも繋がらな

い、という苦情が出るまでになりました。

続いてムー提供のスカイパーフェクト

TVの取材が入り対応。出来上がった１

５分番組がなんと素晴らしいものにな

っているのでたいへん驚きました。この

映像は現在、講演で使っていますが、CS

テレビで３ヶ月間、合計30回くらい放

映されました。この影響でまたまた事務

所は問い合わせの電話が鳴りっぱなし。

期待はずれはそれこそ多くありますが、

嬉しい誤算てのはいいものですね。 

おかげで伝聴研の台所事情も改善傾向

にあります。 

‘ブレインスイッチＢＯＸ’ご使用の皆

様ありがとうございました。 

 

市販版の各システムにはオプションＣ

Ｄが用意してありますので追加して頂

くことで、他の製品と同等にすることが

できますから、新たに他の箱入りの製品

を買って頂くことはありません。 

 

またトレーニングヘッドフォンは（ハイ

スペックヘッドフォン（36,000円）以外は）

株式会社 傳田聴覚システム研究所

伝聴研ニュース　　第７号 　　０６年号(2006年10月15日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理店よりお求めの会員様は販売店からお求めください。＊は伝聴研のみの扱い



別売していません。しかしヘッドフォン

がもう一本欲しいという方に朗報です。

詳しくはお問い合わせ下さい。（下記‘み

ゅ〜ずＢＯＸ’参照→） 

 

＊【‘みゅ〜ずＢＯＸ’】発売 

もう６年くらいになるでしょうか。音楽

情報紙、「ぶらあぼ」に１ページの宣伝

を出しています。おかげで音楽関係者の

大概が知っているという存在になって

いるようですが、音楽関係者は疑い深い

のか、邪道と思うのか、なかなか訪れて

くれません。 

「音楽関係の耳は本格的にトレーニン

グしてもらわないと」というこだわりが

私にあり、市販版はこれまで控えていま

した。 

しかし宣伝の割りには来てくれないこ

とから、もうこだわりを捨てようと決意。

この９月１日に音楽、舞台芸術用の‘み

ゅ〜ずＢＯＸ’を発売いたしました。

39,980円（他の商品より約１万円安く

設定しました） 

とは言っても皆様お持ちの市販版のＣ

Ｄを少なくした製品ですので、市販版を

お持ちの方は買って頂く必要はありま

せんが、ヘッドフォンをもう一台欲しい

と言う方にはうってつけの製品です。ヘ

ッドフォンの別売はしていませんので、

ヘッドフォンと追加トレーニングＣＤ

入りという感じで買って頂けます。（ト

レーニングＣＤ３枚は、ご希望があれば、他

のCDへ変更できます。） 

 

‘リスニング Ｄｒ.’ 

【ライトバージョン】発売 

こちらも買いやすくと、‘リスニング Ｄ

ｒ.’の子音編を一枚抜くことで約一万円

強安く、49,000円で発売。気に入った

ら追加して頂く、というライトバージョ

ンを発売しました。 

 

【自然音シリーズ】 

《山の風景１》から始まった自然音シリ

ーズも山シリーズが６枚 

《海シリーズ》が２枚 

《山里シリーズ》が２枚 

新たに長時間録音できた“音の風景”《１

ﾄﾗｯｸｼﾘｰｽﾞ》が３枚加わり、合計13枚。 

詳しくは「音のカタログ」サンプルCD、

案内書をご覧ください。 

 

「自然の中のモーツァルト」発売 

世の中ではモーツァルトを聴けば万病

が治るがごときに言われています。（ま

たそれに悪のりする人たちも多くいて、「モ

ーツァルトを聴いていれば病気が治る」のだ

ったらオーストリア人やドイツ人は病気にな

らないのかと言いたいのですが、声の小さい

伝聴研としては、やぶ蛇になるのでなかなか

言いづらいものがあります。） 

大作曲家の条件の一つとしては生涯の

作品の中に駄作がないことも重要な要

素。確かにモーツァルトの曲にも、ヨハ

ンシュトラウスジュニアの８００曲を

聴いてみても駄作と言えるものがあり

ません。 

ただ同じ作曲家の音楽を長時間聴いて

いると頭が痛くなってきますね。 

聴き疲れしない曲、それだけでは伝聴研

が作っても意味がない。モーツァルト生

誕２５０年も伝聴研には関係ない。 

単に、良いものを出そうと一年も構想を

温めていたところ、名案が！！。 

「自然音の中にモーツァルトを流した

ら」と、早速実験にとりかかった所、結

構いけるではないですか。疲れもこない。

自然音を入れる作業、自然音に合うモー

ツァルトを探すのもたいへんな作業で

したが、満足いくものができました。 

“高原でモーツァルトの野外演奏会”さ

ながら。みなさん是非ご愛用ください。

詳しくはパンフレット、「音のカタログ」

サンプルCDを。 

 

＊特製【音楽用ヘッドフォン発売】 

聴覚システムを研究中に、たいへん優れ

たヘッドフォンが見つかり、それを標準

品として開発を進めていましたが、残念

ながら一年足らずで発売終了となって

しまいました。その後、そのヘッドフォ

ンが忘れられず、メーカーと５年越しの



交渉の末、ついに復刻させることができ

ました。 

この音楽用特製ヘッドフォンは“ハイパ

ーリスナー”に順次、搭載していくつも

りです。 

500本の限定品ですが、そのうちの300

本を一般販売いたします。 

勿論全てUST付です。 

このUSTは友人の安藤氏と共同開発し

た国際特許（PTC出願）申請中の技術

で、たいへん細かな音まで再生させ、拡

がり感、奥行き感、まったく自然そのも

のの音に変えてしまうという、これまで

世の中にまったく存在しなかった技術

です。（このヘッドフォンは一般音楽用で、

トレーニングには使えません。） 

---------- 

※	 現在ハイスペックヘッドフォン

36,000円として発売しているものがト

レーニングヘッドフォンにUSTを付け

たものですが、お手持ちのトレーニング

ヘッドフォンを21,000円にて上記UST

を付け、バージョンアップをはかること

もできます。 

音の粒が際だつためにトレーニング効

果として抜群なものがあります。どうぞ

ご利用ください。 

---------- 

なお、ここに紹介した商品、「自然音シ

リーズ」「自然の中のモーツァルト」等

のリラクゼーションのＣＤ類、そして特

製ヘッドフォンなどを使い、市販システ

ム品や、“ハイパーリスナー”のトレー

ニング休止期間にこれらを利用して頂

くことによってトレーニングＣＤを使

わずに（音に麻痺させずに）トレーニング

と同じような効果を発揮させることが

できます。（脳の錯覚と聴覚が高周波を捉え

られる脳力を開発されている） 

自然音は自然そのままに、そしてリラク

ゼーションＣＤ類は音質や曲にこだわ

り、またヘッドフォンは高周波や音の粒

一つ一つを忠実に再現させられるシス

テムです。 

これらは伝聴研以外の代替品では実現

できないものばかりです。また会員の皆

様のアフターケアに製作したもので、採

算度外視で製作したものです。是非ご利

用ください。 

 

‘ミラクルサウンドＢＯＸ’ 

【パーフェクトセット】【プレミア

ムセット】発売。 

代理店からの強い要請により、これまで

‘ミラクルサウンドＢＯＸ’は《月〜金

の精》合計５枚でしたが、新しいセット

品ができました。 

【パーフェクトセット】はＣＤ、「土の

精・Saturn」「日の精・Sun」を加え、

月火水木金土日と揃えたものです。

63,500円 

【プレミアムセット】は「月〜金の精」

に、この度発売になった１トラック自然

音シリーズを３枚加えたセットです。 

５９,９８０円 

勿論、皆様はＣＤを追加して頂ければ

‘これ’になります。 

 

====システムの効果===== 

整体師の M 氏からの報告です。３階

ベランダから転落、入院。 

トレーニングで生還？ 

市販品をお持ちの会員さんからの電話

で、自宅の３階のベランダから車のボン

ネットの上に転落、意識不明で病院に運

ばれCTで全身を検査。幸い打撲のみで

命には別状なかったものの、頭部に沢山

の動脈瘤が見つかり、再検査をすること

に‥。 

「〜体も痛てーしよー、たいへんなこと

を言われるし、寝てるだけじゃ暇じゃん

か、トレーニングをすれば体の治りも？

〜と」。一週間くらいトレーニングCD

を聴いて、再検査を受けた所、画像を見

た医者が「綺麗な脳ですね。私の診間違

いだったのでしょう」ということです。 

数日後、この方とは知らず、お会いした

時に、「そういえば整体師さんで３階か

ら転落して‥‥」と、その先を言わない

うち、自分を指さし「俺、俺、俺」と。

大笑いしながら体の傷を見せながら「そ

うなんだよ、 初のCTの写真はベット

で唸っていたんで俺は見てねえんだけ

どね」と。ともかく無事でなによりでし

た。（恐るべし伝聴研システム。独り言） 

 

１５年悩んだ高血圧。 

食事療法、漢方、何をやっても下がらな

かった高血圧。 

伝聴研にビジネス関係でお出でになっ

た方がサンプルでビューティーリスニ

ングをお持ちになり、７日後に再び来社。

会うなり「血圧が下がったんですよ。た

った５日でですよ〜！」。興奮ぎみに熱

く語ってくれました。伝聴研ではその事

例も多く、「良かったですね」と、一段

落して次の話に進むと、突然「私、血圧

が下がったんです」と。 



しばらくするとまた「たった５日で下が

ったんですよ」…。 

もっと皆で喜んで差し上げれば良かっ

たと反省しました。ゴメンナサイ。 

 

====頭が丸くなった==== 

トレーニング約10日目くらいでしたで

しょうか。 

「私は頭のテッペンが平らなんです。そ

れがたんこぶみたいに出てきたんです

よ」と。 

そんな事例もないことから私もたいへ

ん驚きましたが、まずは様子を見ること

にして、三日後、連絡したところ、ご本

人は留守で奥さんが電話に出ました。私

も心配でしたので、「その後どうなんで

しょうか？」と聞いた所、「ああ、もう

平気です」と言われたもので、「戻りま

したか？」と聞き返した所、「いえ、全

体に広がって、丸顔になりました。」 

「ギョ！」どうなっているんでしょ

う？？。 

====鼻が===== 

その約一ヶ月後、今度はトレーニング中

の音楽家から、「右に曲がっていた鼻が

中央になりました。」という報告に「エ

ッ！‥でも良かったですね」。三日後「折

角真ん中になったのに、今度は左になっ

てしまいました」。その三日後、「中央

に戻りました」 

「今は正常の中央で留まっているよう

です。」 

どうなっているんでしょう！？。 

------------------ 

きっと皆さんもトレーニング中にさま

ざまな変化を起こしている方も多いで

しょう。 

小さな出来事でも伝聴研には貴重なデ

ーターです。是非お便りをお待ちしてい

ます。 

===おたより=== 

親しい会員さんから、先日メールが届き、

「JALの機内誌を見たら傳田さんが出

てるではないですか、私はビックリしま

したよ、仰天しました。まさか高度１万

メートルでお目にかかれるとは思って

もいませんでした。やーお久しぶり。」

と。（‘リスニング Ｄｒ.’が一年半、JAL

全便の機内誌に掲載されていました） 

 

----講 演---- 

昨年１１月４日、大阪で行われた七田イ

キイキフェスタ（イプラスジム）のミニ

ワークショップで講演、会場の外では、

会場に入りきれなかった方の質問攻め

にも会いました。 

今年も８月２０日の東京で開催された

七田オープンワールドでもたいへん好

評を頂きました。 

----------- 

本年６月15日、衆議院第一会館で議員

さんを交え、「人間サイエンスの会」で

２時間たっぷり講演をさせて頂きまし

た。定員４０人の所８０人前後の方が集

まってくださり、たいへん好評をいただ

きました。 

 

本年９月29日ワールドフォーラム９月

例会で講演させて頂きました。（宮城県

会館、東京ビル）日本航空関係者が多く

参加され、感激して頂けました。 

 

---掲示板で--- 

パソコンのUSB端子に接続する超高性

能「USBオーディオ」なるものを開発

した方がいます。伝聴研で是非と言って

持って来られましたが、責任が大きいの

でまずテストからと、ホームページの掲

示板に１０本限りお分けします。と書い

たところ、一日で１１人の申込み、慌て

て15本に追加した次第です。皆さん掲

示板を見て頂いているんですね。これに

は驚きました。 

これまではパソコンのＣＤトレーでト

レーニングＣＤを再生することは禁じ

ていました。それは音が極めて悪いもの

が多いからてす。 

ところが、この小さな「USBオーディ

オ」を差し込むだけで、“ハイパーリス

ナー”並の音が実現できてしまいます。

私も仰天しました。たった１センチ×２

センチくらいの大きさの基板にヘッド

フォンジャックがついている超小型な

のにうそのような音質。もしこの「USB

オーディオ」が安く手に入るのだったら、

私が狙った音質がどんなパソコンでも

百パーセント実現しますので、今後

「‘USBオーディオ’をお求めになれ

ばパソコンのＣＤプレーヤーがベスト

です」ということになるかもしれません。 



問題は量産しても一千本位ではケース

やパッケージ代の方がはるかに高額に

なってしまうのが残念なところです。１

万円以内を目指して年内に発売しよう

と思っています。 

こう考えると私たちはすぐ捨ててしま

うゴミになる部分に大枚のお金を払っ

ていることが良く判ります。 

 

==２階にトレーニングルーム・ 

試聴コーナーが完成== 

二階フロア全体を使っていた通学コー

スでしたが、３階の事務所が手狭になっ

たこともあって、２階を二分の一に仕切

り専用のトレーニングルームを作りま

した。その半分はヘッドフォンやＣＤな

どの試聴コーナーが完成間近になって

います。将来的には語らいができるよう

にしたいと思っています。 

 

==ＣＤ「音のカタログ」プレゼント== 

この会報の中に同封しました「音のカタ

ログ」、必要な方は無料配布しています

ので、お申し込みください。 

 

==パンフレット完成== 

業務を開始してから８年が経とうとし

ています。 

伝聴研にはパンフレットの印刷物がな

い、というのが悩みの種でした。その理

由の一つに、常に情報が新しくなってい

るために半年前のものが使えなくなる

ことが多々ありました。 

「ムー」さんのおかげもあって、ようや

く会社案内や、その他のパンフレット類

が徐々にワープロ印刷から本印刷のも

のへ移行していきます。 

 

==南国の花が咲いた== 

一昨年春、八重山諸島に海の音の録音に

出かけた折り、南国の花々に魅せられ、

またロタ島に咲き乱れていたプルメリ

アも、もしかすると手に入るかもと石垣

島の花屋さんに立ち寄りました。 

そこで島の所々で咲いていたとても美

しい花がハイビスカスの原種だと知り、

送ってもらうことに。 

またお店に飾ってあった「サンパラソ

ル」（蔓性の植物で朝顔のような白やピンク

のパラソルが開いたような花、一日で咲き終

わり、夏中咲き続けます）。そして目指す

「プルメリアの苗」を機内に手荷物で持

ち込み、大切に持ち帰りました。その後、

ハイビスカスの原種と追加のプルメリ

アが送られて伝聴研４階で育てていま

したが、今年はついにプルメリアも咲い

て甘い香りを漂わせています。白黒写真

なのが残念。 

「サンパラソル」は昨年も咲きましたが

とても珍しい写真を一枚。 

蝶が昨日から「サンパラソル」に頭を突

っ込んだまま動かないよ、という報告を

受けて様子を見に行ったところ、動く気

配がまったく無し。 

「そうか。蝶が首を突っ込んでいる間に

花の形が変わってしまって蝶が動けな

くなっているんだ」と、珍しい光景に感

激しながら、静かに花を開いてあげまし

た。お礼は言わなかったけど、ひらひら

と飛び去って行きました。きっといつか

蝶の恩返しがありますね。 

 

《 お 薦 め 》 

※	 一昨年より自然音の録音にしばし

ば裏磐梯を訪れています。ここで知り合

った和食の達人がこの春、自分のペンシ

ョンをオープンさせました。 

もともと檜原湖入り口付近にあったペ

ンション、12部屋を４部屋にと広々と

したスペースに大改造。季節の山菜、自

家製の日本酒（田植えから厳冬の湧水汲み

まで仲間とやっている、日本一の銘酒）でも

てなしてくれます。 

一日４組（４人）だけ受け入れ、四季を

通じて美しい裏磐梯、今行くと（お客が

まだ少ないので）、裏磐梯名物オーナー夫

婦とお友達になれること請け合いです。

一泊一人、１２.６００円は格安。 



傳田の名前を出せば料理や酒のオマケ

が期待できます。 

ブナ屋TEL	 0241-32-2783 

http://www18.ocn.ne.jp/~bunaya/ 

 

===コウケントーのお話== 

以前から会員の皆様に是非お伝えした

いと思っていた健康器具があります。今

回ページ数を増やしてご紹介すること

にいたします。 

昔からある機械ですので、ご存じの方も

いるかも知れません。私が 初に出会っ

たのは今から約30年前、姉が母の病気

に、と買って使っていたものを、私の息

子の小児喘息のために借り受けてきま

した。結果的に喘息は整体でなおしたも

のの、その間さまざまなことに活用して

みました。風邪、痔、切り傷、下痢、便

秘、内臓から外科まで、ことあるごとに

使い、家族で確かめるうちに殆ど信じよ

うとしなかった両親、親戚皆一台づつ持

つようになりました。 

私の家族も、もしこれがなかったら医療

費に莫大なお金と時間をとられていた

に違いありません。 

使い方は簡単でも、伝聴研のシステムと

同じ、信じてしばらく使ってみないとそ

の効果、威力が判定できない、というこ

とがあります。「おばあさんが使ってい

た」、などと物置に寝ている場合もよく

耳にします。とてももったいない話です

が、それは鉛筆くらいの二本のカーボン

をスパークさせて、その光を体に当てる

だけという極めて単純なことだけに、怪

しく思ってしまいます。「光で？？良く

なる訳がない」「万病に効く」？？？。

と横目で見てしまいがちだからです。し

かし外科的なものの効果は視覚的にも

捉えられますので、驚くべきものがあり

ます。 

伝聴研３階事務所にも一台おいていま

す。「一家に一台、伝聴研とコウケント

ー」 

パンフレット請求先。 

株式会社 コウケントー 

TEL 03-3200-3900（代） 

 

==＊ ミネラル水== 

‘ブレインスイッチＢＯＸ’に惚れ込ん

でくださったお坊さんから、「伝聴研と

ミネラル水くらい面白いものはない、是

非この開発者に会ってください」と紹介

されました。 

この開発者は医師ですが、少し変わった

経歴があります。その経験から「何でこ

んな多くの人が成人病になるのか」とい

う素朴な疑問を持ち研究した結果、食品

に含まれるミネラル不足に気づいたそ

うです。 

野菜は沢山の栄養を人工肥料としても

らい、そのために「さまざまな養分を土

からを吸収することを怠ってしまって

いる」のだそうです。 

人間も野菜も同じなんですね。先の裏磐

梯の山菜の美味しさ、これが‘それ’だ

と気づかされました。 

人間も与えてばかりいると自ら開拓す

ることを止めてしまう。それが現在の社

会問題になっています。 

このミネラル水を一日体重の千分の一

CC飲むだけのことです。それだけで野

菜をトラック一台分摂取したことにな

るそうです。ミネラル百種類前後含まれ

ている透明な渋い水です。日本は温泉大

国だからミネラル抽出には事欠かない

のだそうです。 

成人病予防にとても優れた効果を発揮

します。２リットル10,500万円、約２

ヶ月分と、これで効果を感じたら、安心

できるのなら安いものです。 

困った時は伝聴研へ密かにお問い合わ

せください。 

 

《＊ 特 価 品 》 

==＊ ルブダイヤ== 

知り合いの会社が開発したルブダイヤ。

８ナノという人工ダイヤモンドから作

りだした超微粒子の炭素粒。これがまか

不思議な働きをします。 

自ら発電したり、金属の隙間を埋めて自

ら回転をしたり、まさにナノテクノロジ

ーの世界ですが、これが前号に紹介した

オーディオ端子や電源部に吹きかけ接

点を活性化してしまう。オーディオ各接

点にほんの少量吹きかけるだけで、驚く

べき効果を発揮します。音が一変。充電

器の接点にかけるとフル充電、電気カミ



ソリがウナリを上げます。当然、携帯電

話にもうってつけ。テレビのアンテナ端

子、電源にも。映りが変わります。 

20本入荷。電気接点用「電助」4,750円

を20本限り2,500円。 

 

同じ原理で車のエンジンオイルに入れ

る、エンジン改質剤。静かになり、燃費

がだいぶ良くなります。12,600円 を５

本限り35%引き→8,190円。 

 

==＊ 変なオジサンが作った 

不思議な石鹸== 

友人の通称変なオジサンが作った、妙な

石鹸。（癒しが専門の(有)ベックスジャパン

環境社 ゆらぎの） 

香りは悪い、色は黒、包装はナシ、と見

た目は悪いが、洗顔後は肌が元気になる

らしい。高級エステでは三千円で売られ

ています。 

果たして何が入っているのだろうか。死

海の土？。さる神社の波動の土？。成分

は全部自然界のものだが、「言っても解

らないよ」と聞いてみてもヘラヘラヘラ

と笑うだけ。 

今回10個限り、半額、一個1,500円 

 

===出版の話=== 

そうそう大切なことを忘れていました。

今年６月26日に七田眞先生と共著で本

を出版させていただきました。「耳から

の脳力革命」。多くの皆さんに買って頂

いてたいへん好評ですが、中には「何て

本だ、さっぱりわからないじゃないか」

とおっしゃられる方がいます。それもそ

のはず、私と七田先生が言っていること

が異なります。「七田先生の章は七田先

生の所を、私の章は私の章の部分だけを

通して読んでください。」そういうと皆

さん納得してくださいます。 

出版社は「ヴォイス」1,785円です。書

店でお求めください。 

皆さんに何冊かプレゼントをしたいと

考えていますが、どのようにプレゼント

するか思案中。いずれもお買いあげ頂い

た方になるのでしょうか。 

 

===プレゼント１=== 

※	 写真の左にある前書を“ハイパーリ

スナー”通信コースをトレーニングされ

た音楽関係の方にプレゼントさせて頂

いていますが、機械の担当者が交代した

時期に差し上げていない方が何人かい

ることが解りました。また音楽関係とお

っしゃらなかった方もいるかもしれま

せん。お申し出ください。 

※	 今年７月１日から通信で“ハイパー

リスナー”を音楽以外でトレーニングさ

れた方には発売記念として「耳からの脳

力革命」を年内限りプレゼントさせて頂

いています。上記同様、何名か漏れてし

まっています。お申し出頂ければお送り

いたします。 

 

===プレゼント２=== 

音楽、舞台等のご自分のリサイタルのよ

うなイベントがあった時、一回のみお花

を飾らせて頂きます。お送りする会場を

お知らせ頂ければ、些少ですが、舞台を

彩らせて頂きます。 

 

----あとがき---- 

前回会報をお届けしてから一年数ヶ月、

さまざまな出来事がありました。 

私も過労からメニエールをおこし、数回

再発させていますが、会員の方からの報

告で伝聴研のシステムがメニエールに

効果抜群ということで、私も自ら体験し

てみました。 

これがたいへんな効果であることが判

り、今まで数回、市販版や“ハイパーリ

スナー”で乗り越えています。しかし予

防をすることがなんと言っても 大の

効果です。皆様も過労には気を付けまし

ょう。 

お元気でお過ごしください。 

傳田文夫、伝聴研一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


