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株式会社 傳田聴覚システム研究所

伝聴研ニュース 第 12 号 09年末号（2009年12月）
代理店よりお求めのお客様は販売店よりお求めください。

※特売は12月28日まで

　去年の今頃、�2 月４日に、七田チャ

イルドアカデミーの沖縄教室の母親セミ

ナーで数カ所を回りました。

　冬の南の島は何回も行っているので、

ある程度の温度は予想していましたが、

空港に降りたってみると何と、29 度と

真夏の暑さに驚きました。沖縄と言えど

も異常とか。

　折角の旅ですので海の音の録音にと、

今回は徳之島に足をのばしました。

　徳之島へは奄美大島を経由して、軽飛

行機に乗り換えて戻るというコースしか

ありません。交通費がたいへんなので、

中でも一番安い民宿を取りましたが、そ

れでも民宿から空港まで迎え、見送り、

滞在中は軽自動車を無料で拝借できると

いう待遇。

　沖縄の真夏から一転、奄美大島で降り

始めた雨が徳之島ではさらに寒さを増

し、横殴りの雨に…。

　通された部屋にはテーブル一個だけの

四畳半。

　シーズンオフのため宿泊客は私一人。

あまりの寒さに体の震えが止まらなくな

り、共同の風呂にお湯を入れる勇気すら

なくし、ひたすら着込み、布団を被り…。

　窓の外には地植えした屋根にも届く大

きなブーゲンビリアの紫と赤い花が咲き

乱れて窓を飾っている。

　１時間ほど経った時、そうだクーラー

があるはずだと気づき、わずかな希望を

持ってコントローラを見ると、暖房の文

字が…。30 度に設定し、しばらく待つと、

それはそれは暖かい南国の空気が出てき

ました。ようやく安堵して眠ることがで

きました。

　翌、早朝雨が上がった事を確かめ、民

宿で借りた軽自動車で島巡り。「凡そ、

このあたりが…」。と聞いていた地点を

巡るが、海岸は素晴らしく良いものの、

小潮で満潮の潮位が低い。肝心の所まで

波が上がってこない。

　夜の満潮を期待して、昼とは別の場所

に録音機を仕掛けてみたものの、やはり

潮が殆ど上がって来なかった。

　三日目、海水浴もできる大きな砂浜、

有名な喜念浜に行くことにした。

　到着してみると砂の多さにビックリ。

録音のモニターをしていると、猛獣のよ

うな鳴き声に「何事か！」と、首をすく

めて振り返ってみると、見たこともない

大きいイカツイ体型の牛を引っ張ってい

た。有名な闘牛の牛の運動を砂浜でさせ

ていたのだ。「これも面白いかと…」。

　ここもあまり期待持てないが、万に一

つの ‘下手な鉄砲 ' と、この数キロ広が

る浜の音の良さそうな所に 400 メート

ルほど離して、東西二箇所に録音機を

セットしてみた。

　一応満潮時刻も過ぎて、さて引き上げ

ようと西側に移動して、マイクロフォン、

ケーブル、録音機と片付けながら、東側

のマイクロフォンを見ると、海岸に見あ

たらない。少し場所を変えて見るが、見

えない。「もしや」とイヤな予感が頭を

よぎって、30 メートル 50 メートルと

近づいて行くが確認できない…。早足に

なり、走り、足場の悪い砂浜をゼーゼー

させながら半分ほど走ると、倒れている

ことが確認できた。到着してみるとマイ

クロフォンの一本が波に浸かってしまっ

ている。

　三方向にペグを打って補強していたに

も関わらず「またやってしまった。」と

ガックリ落ち込みながら波打ち際から海

水の跡がない所へと手に持っていたマイ

クロフォンと録音機、倒れた機材を残し

て再び西側の機材の片付けに戻り、再び

東側の録音機の所に近づいた時、衝撃が

走った。砂浜に付いている波の跡がおか
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れそうな岩場があり、その付近からもド

ドーンと音がしている。真下は激流なの

で、恐る恐る荷物を持たず登ってみた。

　‘迫力がある ' 次の録音地点に決め、機

材を背負って慎重に登った。日が暮れる

と共に波もうねって来て �0 メートルも

ある岩場の私の所まで波しぶきが容赦な

くかかってくるが、ひたすら我慢と録音

機の保護。

　日も落ち、足場が見えなくなりそうな

ので慎重に慎重にと自らに言い聞かせな

がら降りた。少し期待がもてそうな録音

だった。

　その晩は、前回の奄美の録音旅行時、

３日間腹をやられ、追突され、フェリー

に乗り遅れ、しかたなく泊まったあの民

宿に宿をとった。

　到着するなり、おばさんは「ああー！

アンタ、お腹の具合が悪いって去年きた

お客さんだね。」と…。もう仲良しのお

ばさんになっていた。

　実はあの時仕方なく泊まったこの海岸

こそ、素晴らしい録音が録れた海岸だっ

た。再び海岸に仕掛けて徳之島の波の返

り討ちに合わないように敵討ち。

　翌日は空港近くの泊まり馴れた民宿へ

移動。

　奄美大島では天気が回復してきた事も

あり、凡そ目的の録音に目処がついた

所で、これまで録ったことがない、空港

に近い静かな海岸で録音をすることにし

た。

　海岸にある３畳くらいの大きな岩をぬ

うようにリーフを乗り越えた波が静かに

寄せては砂を舐める。晴天、無風、のど

かな静かな海の音だ。

　これを録音しようと、�2 月半ばの海

岸を半袖で日光浴をしながら録音機を眺

めていた。

　時間が経つにつれ、潮がだんだん満ち

て波が岩を迂回するようになってきた。

しいことに気づいた…。倒れたマイクな

どを置いていた場所に目を移すと、機材

の先まで波の跡が…。ギョ！として録音

機の所に駆けつけると、なんと機材全て、

潮水に浸かってしまっていたではない

か。

　なんということか…。満潮は 30 分も

前に終わり、波の跡がない５メートルも

上に機材を置いたのに、マイクロフォン

４本、機材一台がびしょ濡れ。

「俺は何をしに来たのか」

　民宿に帰って、マイクロフォンと機材

を慎重に水分をとる。真水ですすぎ、機

材を乾かし。。。しかし機材の回復の見込

みは薄い・・・・。

　民宿の食事は拷問だった。どうしたら

こんな不味い料理が作れるのか、と感心

しながら合計朝晩６食詰め込んだ。（�0

キロ四方お店がない。）

　まあ、軽自動車無料、オヤジは親切で

一泊 3,700 円では文句は言えない。「何、

ガソリンまで入れといてくれたんか」と

感謝される始末だったので、それは良し

とするか、とガックリしながら徳之島を

後に奄美大島へ。

　奄美大島の民宿でも機材をアノ手コノ

手で回復を願いながら精査したが、結局

マイクロフォンは４本とも使い物になら

ず、機材１台はスイッチも入らず。

　予備の一台が残っただけでも幸運と思

わないといけないと気持ちを変えて、再

び録音に挑むことにした。

　前回の奄美大島では、無風の絶好の満

潮時に高校生の遠足の一団とぶつかり、

浜で大騒ぎ。マイクロフォンケーブルま

で引きずられた苦い思い出がある海岸に

行ってみた。

　今回は夕方の中潮の満潮だったが、風

が強い、海から陸へと強風が吹いている。

条件はずっと悪い。

　海岸の中央、眼前に 30 メートルほど

そびえ立つ島がある。この島の横腹に波

が削った洞窟がある。そこへ波が出入り

する度に「ボッ、ドドーン」と凄まじい

重低音と共に海水を空高く吹き上げる。

以前からこの音を録りたかったのだが、

今回は中潮の上にその吹き上がった潮が

マイクロフォンに向かってくる。最後の

１本のマイクロフォンをダメにしてたま

るかとアレコレ工夫して 40 分間何とか

録音。

　さらに、その洞窟に面した海岸に登
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左から来る波が右側へ、右からの波が左

側へ岩を超えて流れて行く。絶好の音に

なってきた。良い録音が録れそうだと、

気持ち良く景色をみながらボーッと時を

過ごしている時だった。

　突然「ビシャビシャ、ピシャピシャ」

と異様な音がした。‘何事！’ と目をやる

と、何と、その岩を回り込んだ海水の道

に数十、数百という小魚が凄まじい勢い

で渡っている。「こんなことがあるもの

か」と仰天して見ていた次の瞬間、海水

が引いたもので、魚が 50 匹ほどが取り

残され砂の上でピチピチ跳ねている。

「スゲー」と思った瞬間「可愛そうに、

海に戻してあげなければ」。。。

　何匹もピチピチ跳ねながら海に戻って

いるが中央の魚は飛び跳ねているだけ。

次の瞬間「そうだ今晩のおかず」、と思

い直し、海に戻ろうとしていた魚まで手

づかみに砂の上部へと掴んでは投げ、掴

んでは投げ、合計30〜35匹を捕まえた。

　それを仲良くなった民宿の板前の所へ

持って行くと板前は、「そんな話し聞い

たことがないよ」と驚いていた。

「こういう姿のいい魚は大概食えると思

うけど、一匹だけ食わしてくれ」「夕食

の時もし俺が居なければ食えないと思っ

てくれ」と…。

　夕方の録音から帰ってみると、５匹も

の天ぷらが出ていた。板前は「この魚の

名前がわかったよ」「小骨が多いけど結

構うまい魚だよ」。

　５匹も食べるのはきつかったが、折角

の料理なので全部食べてしまった。天ぷ

らの写真は携帯で撮ったが、ボケている

し、浜の光景は写真を撮るのをすっかり

忘れていたほど夢中だった。残念なこと

をしてしまった。

　またまた珍しい経験と被害甚大なお話

でしたが、まだその被害とショックは回

復してない。

　聴覚トレーニングには微細な音響特

性が必要なことからヘッドフォンだけ

OEM として開発いたしました。本来は

CD プレーヤーの音響特性も指定したい

所でしたが、そこまでは手を広げること

はできませんでした。

　現在は携帯用を省けば、CD ラジカセ

以上の機種なら何でも良いということに

してあります。

　しかし、時代と共に音響製品が安くな

り、それにつれて音質も悪くなる一方で

す。

　この問題を解決しようと考えていた時

期に優秀な音響回路設計者に出会い、コ

ンピュータに接続して使用する「USB

オーディオ」《デンダック》を委託開発

しました。

　�0 万円クラスの CD デッキ並の超高

音質の CD 再生機と驚くべき性能です

が、コンピュータに接続して使うために、

コンピュータをやりながら使われたら逆

効果になる恐れと、またコンピュータを

持っていない人もおられるので、積極的

に薦めることもできず、別売で紹介して

いたのは皆様ご存じの通りです。

　折角のツールも宝の持ち腐れになって

しまっていました。しかし、思い切って

今後、‘BOX’ 製品を買われる時に《デ

ンダック》を同時購入して頂いた場合、

9,500 円（単品販売 �2,600 円）でお

【トレーニング CD40 のシリーズ化】

==== 伝聴研オリジナル商品 ====
《デンダック》特別販売

　第二弾、《No,9 森のお話》（レベル ,�）

40 分 CD が完成。

定価 ��,000 円、会員価格 9,900 円
　このトレーニング CD はレベル１と

なっていますが、従来のミラクルサウン

ドＢＯＸ、‘ブレインスイッチＢＯＸ’ よ

り若干レベルが高くなっています。従来

分けすることにいたしました。

　これで私の方はどのような音響環境で

使っているか全て把握することができま

すので、効果についての質問にも答えや

すくなります。

　《デンダック》＋《ハイスペックヘッ

ドフォン》を使って頂くことで、音質

においては通信コースの “ハイパーリス

ナー”にかなり近づいたことになります。

　是非効果的なトレーニングに《デン

ダック》、そして《ハイスペックヘッド

フォン》へのバージョンアップ（後述）

をお薦めいたします。

　《デンダック》はお持ちのコンピュー

タの USB 端子に接続し、そこにヘッド

フォンを接続して頂くだけで超高性能な

CD プレーヤーに早変わり、理想的な音

質にてトレーニングが可能です。

　ウィンドゥズ７、リナックスにも対応。

一般価格 �2,600 円→通常の会員価格

11,970 円ですが、今回キャンペーン

特別価格 10,500 円 ( 年内 )
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る方ほど、イヤーパッドの薄皮が剥がれ

てしまいます。イヤーパッドはいつでも

交換できますが、イヤーパッドの質は

音質に大きく影響しますので、標準のト

レーニングヘッドフォンの場合は残念な

がら丈夫なものに付け替えることができ

ません。(しかしハイスペックヘッドフォ

ンなら→ )

ハイスペックヘッドフォンのさらなるアップへ
ハイスペックヘッドフォン化に特典

　最近はハイスペックヘッドフォンも浸

透し始め、一日一本の割合で改良を申し

込んで頂いています。

　ハイスペック化を申し込んで下さる方

は効果を実感し、熱心にトレーニングを

行って下さっている方でもありますの

で、イヤーパッドが傷んでいる場合が多

くみられます。

　ハイスペックヘッドフォンに改良致し

ますと音質が格段に変化しますので、も

う少し丈夫なイヤーパッドに変更できな

いか実験を重ねた結果、可能であること

が解りました。

　またハイスペックヘッドフォンにバー

ジョンアップを希望される方は、すでに

使い慣れしていますし、折角のハイス

ペック化ですので、断線防止の為のカー

ルコードでなくても、この際、より高性
能なコードに付け替えるサービスも可能

だろうということになりました。

トレーニング CD から音が出ない。
　CD は CD 盤面に１秒間に 4�,000 個

書き込まれた微細な ( 点の ) 信号をレー

ザー光線によって読み取って音に変換し

ています。小さな傷の場合は補正機能に

よって修正されています。　

※音が出ない。音が飛ぶ、などの多くは

レーザー光線を発するレンズが汚れてい
る場合です。

　CD から音が出ないと思ったら、まず

オーディオの量販店で（千円前後）CD

レンズクリーナーを買ってクリーニング
をしてください。CD プレーヤーの必需

品です。（500 円以下の安物に注意）

　かかりにくくなったり、音飛びが出た

らまずクリーニングをしてみてくださ

い。

　(過去、私は250円の特売のCDクリー

ナーを買って高級 CD プレーヤー４台と

超高級プレーヤーを同時に壊しました。)

　乾式と湿式があり、湿式は若干高いで

すが、この方が良く落ちます。

　CD レンズクリーナーが手に入らない

====　『 特 集 』　====
【トレーニング CD の故障】

品を１とするならレベル ,�.5 くらいの

ランクです。また一枚 40 分ですが、‘ブ

レインスイッチＢＯＸ’ の一時間に近い

内容となり、ミラクルサウンドＢＯＸの

�.5 倍くらいの充実した内容になってい

ます。

　従来のトレーニング盤とは重複してい

ませんので追加トレーニング盤としてオ

プションを充実させてください。

　�2 面体スピーカーをお買い頂いた方

にお知らせした専用アンプが、この度よ

うやく完成し、年内にお送りできる運び

になりました。

　予想を超えた素晴らしい音質と機能で

お届けできることを安堵しました。

　大きさは当初の予定より大型になって

お弁当箱二つ分くらいの厚みになって、

かなりガッチリしたものになっていま

す。

　中途半端なものを作りたくないという

開発者の超まじめな姿勢から、完成が半

年も遅れてしまったことを深くお詫びい

たします。皆様のお名前入りでお送りで

きると思います。

　新規購入をご希望の方はお問い合せ下

さい。

イヤーパッドについて
　システムを一生懸命に使って頂いてい

【特性アンプについてのお知らせ】

　ただこの両者、コード交換、イヤーパッ

ド交換をすると価格が上がってしまうの

で、当面ご希望者に提供いたいます。

�） 通常のハイスペックへのバージョン

アップ料、送料込み、25,000 円
2) ハイスペック化＋布ケーブル＋新イ

ヤーパッドへ交換 31,000 円
※　従来のハイスペックヘッドフォンを

お持ちの方で、上記のハイスペック用イ

ヤーパッドの変更、ケーブルの付け替え

料金は検討中です。

ハイスペックヘッドフォンの高性能化＝

バージョンアップは �5 日くらいのお預

かりとなります。
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方は（定価通りですが）伝聴研にて用意

してあります。ついでの時にご注文くだ

さい。

乾式（税込み）�,470 円　

湿式（税込み）�,890 円　

※　CD 盤面に付着物がついている
　CD はレコードとは反対に内側から書

かれています。一番内側の１〜２ミリの

所には各トラックの情報があり、その外

側から音の情報が書かれています。

　この一番内側の情報部に付着物や傷が

つくと、音をまったく拾えなくなる場合

が起こります。

　また音の情報部に大きな傷ができる

と、音飛びが発生することがあります。

　CD の盤面は中心に交差する形での傷

には強く、平行するような傷には弱い

( 音飛び ) という特徴があります。

　汚れた CD を拭く場合は中心点を通る

ような拭き方をしましょう。また柔らか

いと思っているティッシュも傷がつきや

すく、メガネクリーナーのようなものを

使った方が得策かも知れません。またレ

コードでやったように、息を吹きかけて

汚れをとるのも策ですし、薄めた中性洗

剤でも良いと思います。但し水滴の跡を

（中央を通過するように）きれいに拭き

取って乾かして下さい。

トレーニング CD が傷だらけになって
しまった。
　CD は便利なためにどうしても机の上

においたり、重ねたり、扱いが乱暴にな

りがちです。そのため長年使っていると

表面が細かい傷だらけになります。

　音は傷がない方が当然、補正がかから

ない分、理論的には良い音がします。い

つでも格安で新品に交換することができ

ます。遠慮なくお申し出ください。（現

品交換で �,500 円）

割れてしまった。
　最近少なくなりましたが、ケースから

取り出す時に CD を割ってしまったとい

う報告がありました。レコードならまだ

しも「CD はどうしたら割ることができ

るのだろ ??。」と、反対に「どうしたら

割れたのですか」と、聞いてみると、「取

り出せないので曲げたら割れてしまっ

た」と。「?? ??」。とにかく割ってみよ

うと思って実験した結果、CD は 90 度

を超えて �00 度くらいに曲げると割れ

ることが判りました。（結構怖かった！）

　どのような状態でも、壊れた現品をお

送り頂ければ 1,500 円送料サービスで

交換していますので、破損品は捨てない

でお送り下さい。

　壊れた現品がない場合は下記の場合と

同じ扱いになります。

紛失してしまった。
　登録頂いている場合には会員価格に

てお分けいたします。（3,000 円＋送料

500 円）

　登録がない場合には一般価格＋送料

500 円になります。

【通信コースをご検討の方へ】

　多くの方は伝聴研の家庭版 ‘〜〜

BOX’ をお持ちのことと思いますが、こ

の市販の製品は通信コースの簡易版とし

て今から８年ほど前に開発したもので、

伝聴研の発足当初は通信コースのみで皆

様に提供していました。

　通信コースの機械 “ハイパーリスナー”

には限度があって、月に 20 台以上はお

受けできません。

　この所、受講希望の方が増え、また複

数回希望される方も大変多くおられるた

めに、新規の方にお待ち頂くことが多く

なっています。

　“ハイパーリスナー” のトレーニング

ご希望の場合は、２週間程度の余裕を

もってお申し込みくださいますよう、お

願いいたします。

【休止中の市販版トレーニングキット】
どうぞ有効に使い回ししてください。

　‘ブレインスイッチＢＯＸ’、ミラクル

サウンドＢＯＸ、‘みゅ〜ずＢＯＸ’ など

の市販トレーニング版の性能を理解して

頂く為、大勢の方のお役に立ててほしい

と願っています。どうぞ、お持ちの一台

を家族、友人、困っている方に試しても

らってください。

　多くの方にこのシステムが役立てられ

るということは喜ばしいことです。

　押し入れに寝かせている方も、もう一

度引っ張り出してお役に立てさせてくだ

さい。

****************************************************

《新規 取り扱い製品 / ２点のご紹介》

【健康のための製品紹介】　No,1
　聴覚から精神、体への影響を研究開発

している伝聴研ですので、それに関した

様々な情報が入ってきます。

　最近特にしっかりした情報や協力があ

ります。それらを吟味して私、傳田自ら
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必要のない栄養分は体にため込んでしま

うからです」。

　だから「バランスの良い食事が必要」。

「なるほど！」、私は妙に納得。

　すると、その後あまり、この玄米を食

べなくても維持しているということは、

体が覚えたのか、体の不思議です。

　今後、この食に関する製品を徐々に

扱って行きたいと思いますが、まず、安

全安心、手軽で美味しいビニールパック

入りの黒米入りパック、一食分をご紹介

いたします。

一パック目お試し価格 250円 (税込み)

会員価格一パック 294円 (税込み)

�0個以上は一パック　275円 (税込み)

　電子レンジで２分、もしくはボイル数

分で美味しい玄米食が完成です。

　半年間常温保存が可能です。そのまま

でも食べられます。忙しい方の食事、ま

た緊急時の食料としてもこれ以上のもの

はないでしょう。

　健康な痩せ方をしましょう。一度試し

てみてください。

　国産 �00%、農薬、除草剤不使用。

次号に続く…。

【新規 取り扱い】　No,2
　フィリッピン原産の植物「マルンガイ」

をご存じでしょうか。この植物の薬効は

世界中で知られた所だそうですが、日本

ではまだ広まっていません。

が体感したもののみ皆様に紹介していま

す。もちろんそれらの商品は「人のため」

と願っている内容のもので、流行ではな

い隠れたものです。

　もし取り扱う商品が私のポリシーに合

わなくなった場合は即取り扱いを中止す

ることにしています。

　今回は二種類新たな製品を扱うことに

いたしました。

「玄米」《傳田（でんでん）米》

　「自然食」と言われて久しくなります

が、ブームになると、玉石混淆になって

しまいます。

　輸入食材の危険性や心ない業者の食品

偽装などから私たちもどんな物を食わさ

れているのか判ったものではない、とい

う不安から、食に関する意識もこれまで

になく高まって来ています。

　玄米は体に良いということは、私より

皆さんの方がよくご存じかも知れません

が、炊きにくい、まずいで挫折した方も

多くいらっしゃると思います。

　今年の夏、食に関する研究、啓蒙をやっ

ている団体の関係者が多く集まる、ある

一泊の研修会 ( 飲み会 ) に招待されまし

た。

　温泉に浸かりながら、( 臨月ほどの自

分の体型の醜さに )「私の腹が〜」、と

嘆いた時、玄米食を推進している一人

の男性が、「それなら是非玄米をやりな

さいよ。」「何の努力もなしに �0 キロも

減ったよ」「ただし玄米は最初が肝心」「ま

ずい玄米を最初に食べると、拒否反応が

出て、二度と食べなくなるので、最初に

美味しい玄米を食べなければ絶対に成功

しない」「でもこれは美味しいですよ」、

と一パック頂きました。食べてみると少

し赤飯に似た味と歯ごたえがして、「確

かにまずくはない」と感じました。

　続けてみようと、時々食べるようにし

ました。二日に一食ほど気が向いた時だ

け、とだいぶ適当ですが、20 パックほ

ど食べたでしょうか。なんと一ヶ月後４

キロも落ちていました。

　ところがその後、あまり食べてないに

もかかわらず、体重をキープしているの

が不思議。（ズボンのサイズが一つ落ち

て、「信じられな〜い」）

　この玄米パックは完全食に近く、これ

を食べ過ぎても太ることはないとのこと

で、お腹の空いた時も安心して沢山食べ

られます。

　このパックにみそ汁、ちょっとした副

食だけで、ほぼ完全な食生活ができると

いうことです。

　よく人は「母が、父が〜だから」と家

系のことを言います。しかしもっと根幹

を考えてみると子供の頃からの食生活は

親兄弟皆同じものを食べて育ちます。勿

論家族の精神状態や行動なども同じで

す。

　それらを遺伝子とは呼べない部分があ

ると、このメンバーの一人がつぶやいて

いたことが思い出されます。

　「遺伝子以外のそれらの習慣が（遺伝

以外の）殆どを占めている」という説は

とても納得できる所です。

　私自身、朝は食パン１枚、昼は麺類、

夜は事務所ではじめて手料理、夜は少量

の晩酌、栄養が取れているとは思えない

生活。女房も「何で太るんだろうね」と

笑いますが、私は首を捻るばかり…。

　氏曰く「体に必要なものは少なくても、
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　先日ある方に紹介され、少量試してみ

たら驚きの効果がありました。

　フィリピンでは野菜と同じ扱いで体に

良いということで、どこの家でも庭に植

えているとのことです。在日のフィリピ

ンの方に聞いたら、その通りでした。

　この植物は成長が早く、夏場は一日に

５センチも延びるとのことです。

　葉はあらゆる料理に使用し、球根は朝

鮮人参の数倍の薬効、成長も朝鮮人参の

数倍、花は強壮剤として珍重されていま

す。

　但し南の植物ですので、ある程度の温

度が必要で、寒さにあうと葉が落ちてし

まいますが、春になると、また芽を吹き

ます。（関東以南では冬は葉が落ちるが

地植え可能）

　乾燥した葉は ‘乾燥マルンガイ’ とし

て別売しています。ちょっとお茶の香り

がして癖のない味です。

　ハーブティーとしても、料理に入れて

も、粉にして振りかけても、と多用途で

す。

　先日この乾燥マルンガイを数人に少量

お分けした所、年配の女性は食べた瞬間

体が熱くなった。

　石鹸の開発者は、「石鹸と組み合わせ

たら凄いな〜、もう虜だよ」と。確かに

素晴らしいです。

　関東以北の地域では地植えは難しいと

思いますが、室内で観葉植物代わりに育

ててみたら如何でしょうか。

====== 前会報のご報告 ======

【売り切れが続出】
　前回 �� 号の会報で皆様にご紹介した

商品はお陰様で殆どの製品が売り切れて

しまい、皆様にはたいへんご迷惑をおか

けしました。

　東芝の CD ラジカセは８台のみと紹介

しましたら、いきなり �00 台の注文を

頂き、このままでは済まないと関係会社

に頼み込んで新たに仕入れてお届けいた

しました。未だお問い合せを頂いていま

すが、終了にさせていただきました。

　また在庫処分として数本の UST 付の

ヘッドフォンも瞬く間の注文で終了に

なってしまいました。考えてみたら半額

にも満たない金額を表示してあるものも

あり、それに最新鋭の UST（驚くべき

音質）を付け大大大特価になっていまし

た。

　価格を変える訳にもいかず、表示のま

ま買っていただきましたが、ため息！。

でもありがとうございました。

　二酸化炭素の吸収率が杉や檜の数十倍

ということですので温暖化防止にも一役

買いそうです。

　大手の会社が取り扱う方向で検討に

入ったということですが、伝聴研では今

後も直接入荷できると思います。

　是非試してみてください。

　栽培キット ( 種２つ )　

　通常価格�,575円・会員価格1,500円
　ミラクルハーブ「乾燥マルンガイ」

　通常価格　一袋�00g入り、8,400円

　会員価格　一袋　　　　　7,560円
　次号にも特集をしたいと思います。

【電助も完売、今回からはナノカーボン】
　前回の会報でご紹介して「電助」も瞬

く間になくなり ( 完売 ) ました。

　今はその替わりにナノカーボンとい

う、ペーストタイプのものをご紹介して

います。この製品の効果は伝助と同じで

すが、鉛筆の先の三角くらいの小さな容

器に入って、綿棒のような塗拭機が付属

していますが、これを使わず楊枝の先に

ほんの少量（黒く見えれば可）それを塗

り広げて頂きます。

　ヘッドフォンの端子に付ける場合は

ジャックの先が三つに分かれていますの

で、その三点に塗り広げてください。黒

く見えなくてもナノという細かさですの

で、十分効果があります。

　それだけで、音が蘇ります。

　使い勝手は悪いですが、スプレーと

違って、ロスがありませんので、少量で

すが、長持ち致します。1,260 円

【石鹸がリニューアル発売】

　�� 号ではこの石鹸も瞬く間になく

なって、入荷が困難になり、多くの方に

お待たせ状態になりました。

　待って頂いた甲斐があり、さらに高性

能な石鹸に生まれ変わりました。色も白

炭を使うことにより以前より白くなり、

香りもよくなり、また洗うほどに肌を磨

きつつ、頭髪や肉体まで若返り効果も発

揮させるようです。勿論加齢臭や体臭の
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　薬事法の関係で詳しく書けない所が残

念ですが、成人病予防にたいへんな効果

的。

　人間が必要とす

る全ミネラル成分

がバランスよく、

また吸収されやす

いかたちで入って

います。温泉のお

湯を飲んだみたい

な、ちょっと渋味

と酸っぱさがある

超ミネラルの水で

す。

　これを知っているか否かで皆さんの人

生を大きく左右することと思います。

伝聴研の製品と同じ、「まさかそんなは

ずが」と思われてしまいますが、たどり

着いた方のみ幸運を授かることができる

でしょう。

入浴剤スーパーミネラル「アクア」

　温泉に入っている以上の効果を実

感！。翌日お湯がドロドロ、「ワー汚い、

これどこから出たの！」

　今回も前回同様、

　一般価格6,300円を一本のみ5,000円。

　会員価格で二本目からは6,000円。

【マジックピロー・安眠枕】

　今から５〜６年前に �2 面体スピー

カーの会社と私と、ある枕メーカーとで、

安眠のための枕を開発しました。低反発

ウレタンの枕の両側に超高性能スピー

カーを仕込み、私が開発した寝るための

ソフトを組み合わせたものですが、当時

78,000 円で発売したものです。

　寝つきにくい方、また寝ながら聴覚ト

レーニングもでき、波の音を子守唄に入

眠、ラジカセなどのタイマーを利用すれ

ば、朝、鳥の音でお目覚めなど。音質に

は文句のつけようがありません。

　今回、販売会社の倉庫に眠っていた最

後の３個をご紹介いたします。

　ご家庭の CD ラジカセのヘッドフォン

ジャックにつないで使用します。若干音

量が小さいためにヘッドフォンアンプを

付けた方が良いと思われますので、小型

ヘッドフォンアンプ 7,500 円もサービ

スでお付けいたします。

　但し価格を抑えるために、トレーニン

グ CD は省いてあります。( 伝聴研のお

好きな自然音 CD をお求めください )

　枕の高さは工夫してください。

　枕を頭の上に立ててもご使用いただけ

ます。

　９号でご紹介した �2 面体スピーカー

を躊躇なさった方、ヘッドフォンが出来

ない事情がある方にお薦めの方法です。

限定３セット

枕 ( ヘッドフォンアンプ付 /CD 別売 ) 

25,000 円

気になる方、防腐剤などの不純物が一切

入っていませんので、アトピーや、湿疹

などにも安心して使って頂けます。

　また不思議な効力を発揮させる大地の

恵みの物質が入っているようです。（教

えてもらえません）

　使う程に効果を実感して頂けると思い

ます。

　私も早速、頭から全身に使って見たと

ころ、体からウソのように垢がでました。

以前の同じ石鹸だと「使える」とは言っ

ても、湯上がりそのままだと、多少顔が

つっぱっり、頭も少し痒くなりました

が、今回のものはそれがありません。風

邪を引いて風呂に入れない日が続きまし

たが、頭は三日間痒くなりませんでした。

驚きです。浄化能力も持っているとのこ

とですが、そのようです。

　私が信頼している「変なおじさん」の

石鹸です。

　今回は品切れを起こさないように、沢

山入荷しています。一個使ったらもっと

欲しくなると思います。

　エステでは 4,000 円以上で売ってい

る所もあります。

　今回のロットは非常に素晴らしい出来

映えとのことですので、どうぞまとめ買

いしてください。（同じ成分を使っても

同じものはなかなか出来ないとのことで

す）

伝聴研通常会員価格 2,000 円
キャンペーン価格　一個 1,500 円
　五個 7,300 円 七個 10,150 円
年内、何回でもご注文頂けます。

【知って欲しい効果】 
超ミネラル水「岩の力」

　毎回ご紹介している「岩の力」

今回も一本目のみ 7,500 円

=========【特売】=========

恒例の特売
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という商品を関係会社の営業が置いてい

きました。お付き合いもあることから２

セット見本で仕入れたのを忘れていまし

た。

　ゴルフは伝聴研のトレーニングでも飛

距離や、ミスも �0 分 20 分のトレーニ

ングでも簡単に改善することから、あま

り関係ないと仕舞い込んでしまいまし

た。

　�4,800 円の品です。7,000 円以上お

買い上げの方は �2 月末までに申し込ん

で下さい。応募多数の場合は抽選にて。

無料【体験会のお知らせ】
　毎月 ( 原則 ) 第三日曜日の午後１時か

ら伝聴研４階のサロンで体験会を行って

います。

　参加ご希望の場合は予約が必要です

が、既に通信・通学コースを受けた方、

また製品をお持ちの方も是非お出かけく

ださい。

　かなりバカ丁寧な説明をさせて頂いて

います。また体験時 “ハイパーリスナー”

のトレーニングもサービスさせて頂いて

います。

　音楽、語学等の録音する体験者がいな

い場合でも３時間くらいかけています。

毎回参加される方もおられます。「何回

聞いても楽しい」と言ってくださいます

が、それは褒めすぎでしょう。

１.【入浴剤アクアのサンプル】
　 先 に 紹 介 し た 入 浴 剤 の サ ン プ ル、

7,000 円以上お買い上げの方 �00 名様

にプレゼントいたします。

２.【ゴルフボール活性機】
　数年前にサンプルとしてゴルフボール

を温めると遠くに飛ばすことができる

=======【プレゼント】=======

====== 業 務 関 係 ======

【“マジックリスニング”の内容品の特売】
　今から �0 年近く前に “ハイパーリス

ナー” 完成直後、「�0 日間で英語耳」“マ

ジックリスニング” を代理店より発売い

たしました。これが大ヒット商品となり

楽天の人気 NO,� を二年連続で受賞しま

した。取り扱い業者さんからは返品のな

い不思議な高額商品と首をかしげられま

した。合計７万セットを販売した実績が

あります。その後 ‘リスニング Dr,（ﾄﾞ

ｸﾀｰ）’ を製作したことから伝聴研として

は廃盤にいたしました。しかしまだ一部

で細々販売は続いています。伝聴研を知

らずとも、この商品の記憶がある方も多

いのではないかと思います。

　倉庫にサンプル品として開梱したもの

が３セットほど出てきました。ヘッド

フォン付きで現在 52,290 円で売ってい

る現行品です。

　ヘッドフォンは現在の小豆色のトレー

ニング用ヘッドフォンで使えます。今回

はヘッドフォンを省いたこの内容品 “ト

レーニング CD、原音 CD 旅行英会話、

その他” をお分けいたします。但し開梱

品です。

　‘リスニング Dr,（ドクター）’ の続き

として、また能力開発としても使って頂

けます。

限定３セット限り。送料込み 10,000 円
（ヘッドフォンを省く）

　時間に余裕のない方は途中でお帰り頂

いてもかまいません。お気軽にお越しく

ださい。

　またご紹介頂く方で、どうしても第三

日曜日が来られないと言う場合は、これ

ほど丁寧には出来ませんが受け付けてお

りますので、どうぞご予約ください。

　時間がある限り、私、傳田が応対させ

て頂きます。

【販売協力員募集】
　“気持ちよく聞くだけ” で、広い分野

に短時間で劇的な効果。努力や根性、大

和魂などを旨とする日本人には信じられ

ないこと。さらに日本人である私が開発

したこと。世界に類がないということな

どから、亜流は拡がりますが、それが逆

に短所となってしまいます。

　これまで皆さん方のように呼び寄せる

力、直感が働く方だけが、このシステム

を持って下さいます。が、それを一般に

広く理解して頂くには、トレーニングシ

ステムを実体感して下さった皆様のお力

がどうしても必要です。

　前号でお知らせした、伝聴研の販売に

協力していただく「販売協力員」の募集

をいたします。

　以前より伝聴研の製品の効果を知って

頂いている皆様の力を借りることができ

ないかと考えていました。しかし好意で

協力して下さっている方もおられ、お金

を発生させる事はよくないのではないか

と、社内でも様々な意見があってなかな

かまとまりませんでした。　　　　　　

　勿論ご厚意で紹介して下さる方には、

これまで通り、ご協力をお願いいたしま

す。

　今回、これを一歩進めて、経費くらい

のお礼を差し上げても良いではないか

と、この ‘販売協力員 ‘という制度を設

けることにしました。
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【会報後記】　自然音 CD
　前号で ‘波の音の CD’ を次号

の会報で紹介する旨お知らせ致し

ましたが、今年虫の音の録音に夢

中になってしまったこともありま

すが、冬に海の CD を出しても

多くの方の興味を引かないだろう

と、来春まで遅らせることにしま

した。

　しかし私が主に録音をしている

時期は �0 月〜 �2 月、４月〜６

月で、今回ご紹介したように �2

月の録音も多数あります。海の録

音は春の鳥、夏の鳥や虫が終わり、

仕事が一段落した時に行きます。

　寒い時期に行く南の島の海の音

は私にとっては南国のイメージが

強いのです。そのため私は寒い時

期に波の音を聴くと、暖かい南国

のイメージが出て、暖かい風と光

と海を思い出します。

　しかし光や暖かい風ともに録音

できれば皆様に伝わるのですが、

普通に聴いたら「冬の波の音は寒

い」と思われるのは仕方ありませ

んね。この会報の発送が終わった

ら、海の音の最終編集に入る予定

です。春までお待ちください。

〒 222-00�3 　横浜市港北区錦が丘 �� 番 �7 号
Tel=045-439-5955 　　Fax=045-439-5956
info@denchoh.com 　　http://www.denchoh.com

　ご紹介頂く時にお申し出ください。「販

売協力員」として登録をさせて頂き、書

類をお送りいたします。この登録がない

と、謝礼を発生させられませんので、ご

注意をお願いいたします。是非、多くの

方にお薦めくださり、協力をして下さい

ますよう。お願いいたします。

　販売協力員には制約はありません。

BOX 製品をお持ちの方、“ハイパーリス

ナー” を受講して下さった方であればど

なたでも結構です。

【定休日が変わります】
　定休日はこれまで土曜日と第二、第四

日曜日でしたが、平成 22 年１月より『土

曜日、日曜日、祭日』を、お休みにさせ

て頂きます。通学コースは→

【通学コース】   《休止について》
　約半年前より社内的な事情により新規

の方の通学コースは一時休止に致しまし

た。

　これまで通っていた方のみお受けして

います。

　通学されていた方でも、通信コースに

は今までと違った発見があるかも知れま

せん。

【出荷日変更のお知らせ】
　今まで可能な限り、注文を受けた当日

出荷を心掛けてきましたが、本年 �2 月

より翌日出荷に変更させて頂きます。

「優待券をお持ちの方へ」
　優待券は伝聴研が取材や紹介でお世話

になった方にお礼として差し上げていま

す。通信コースの際の費用としても使っ

て頂けますが、商品購入代金の場合は、

一枚 2,500 円としてお使い頂くことも

可能です。基本的に期限はありませんが、

再発行はできませんので、忘れないうち

に使ってください。

　通学サポート券、30 分無料トレーニ

ング券は省きます。

【全国郵便ポスト設置場所で伝聴研が…】
　一昨年、千葉の整体の先生がお見えに

なり、「ポストがあるというので検索し

ました」と、印刷した写真を見せてくだ

さいました。ビックリです。

　「ポストをひたすらマッピング」グー

グル

　http://postmap.org/map/36970

　神奈川県を選択、港北区錦が丘の住所

を入れてください。 画面右上をクリッ

ク、拡大して見てください。

　伝聴研全景がグルリ写ります。私の録

音用、全国行脚の車、デリカが車庫に入っ

ていました。笑っちゃう。いつの間に！。

矢印をクリックしながら今隣町まで行っ

てきましたが、何の目的なのでしょう

か？？。

―――――――住所変更――――――
　会報をお送りしていますが、各回

200 通以上返却されてしまいます。ど

うぞ住所が変わった場合は新しい住所を

お知らせください。

―――お世話になりました。―――
　本年 �2 月 20 日を持って伝聴研で長

年働いてくれた富岡美代子が退社いたし

ます。皆様には大変お世話になりました。

　またご報告が遅くなりましたが、五十

嵐茂は丁度一年前の �2 月末日に退社い

たしました。

遅ればせながらご報告いたします。

―――――年末年始の休業日―――――
　平成 2� 年 �2 月 29 日（火）〜平成

22 年１月４日（月）

　今年以上に来年もよろしくお願い致し
ます。


