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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 13 号 2010年、夏号（2010年7月）
※特売は2010年7月1日～2010年8月1日まで。先行予約を受付ます。
※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。

【自然音について】
自然音の録音を始めたきっかけは、人

間は自然の産物であるから、必ずや自然
から大いなる癒しを受けて進化してきて
いるはずだ、という直感があったからで
す。
私自身、奥多摩の山々が見える田園風

景が広がる自然豊な所で育ったこと。そ
の昔山男であったことなどが影響してい
たと思います。
時は自然音ブーム。
沢山の自然音が市販されています。そ

の音源を借りれば良いと、百近くの自然
音を調べました。中には一万円を越える
ものもありました。しかし何故か ‘ピン’
と来るものがなく、反対に聴いてイライ
ラさせられるものが殆ど。
もしオーケストラの音楽を録音すると

なれば数百万もかかるけど「自然はタダ
じゃないか」。「それなら自分で録音すれ
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ばいいだろう」。と思ったのが間違いの
始まりでした。
そしてその後、皆さんが伝聴研ニュー

スで知っての通りの、悪戦苦闘となった
のです。

=発見！《自然の中のノイズ》=
自然音を自ら録音しようと決めた一つ

のきっかけは、録音機は音楽をやってい
た頃に使っていた高性能のデジタル録音
機DATを持っていたこと、マイクロフォ
ンもそこそこのものを持っていたことで
した。しかしマイクロフォンを調べてみ
ると壊れて使い物にならず。
新しくするならできるだけ高性能のプ

ロ用のものと。戦々恐々としながらプロ
ショップへ…。
威張った店員が出てくるのではと思い

きや、意外に親切に対応してくれる。
薦められる幾つかを耳で比較して「コ

レなら買える」と、いう製品を買ってみ
た。
さて録音の時間を捻出しては、判らな

いまま録音に出かけてみた。
鳥がいるとマイクロフォンを向ける。
しかしなかなか鳥は一点に留まっては

くれない。
追いかけては短時間の録音を繰り返し

ていた。
しかし、その殆どは音を聴いてみると

「ザー、サー」という音が耳につく。車
や飛行機の雑音を避けられたと思っても
収録できた音はテレビの砂嵐のようなノ
イズが混じる。
これが多い時や少ない時がいろいろ

あって、機械のノイズではないかと、悩
んだ末、DATを買い直した。
しかしノイズは更に多くなってしまっ

た。困り果ててオーディオショップに相
談してみると、なんと「マイクロフォン
ジャックにマイクロフォンを繋いではだ
めなんです」。と、すまなそうな顔。「専
門家はマイクロフォンアンプを使って、
ライン入力へ入れるんです」という答え。
仕方なく高額なマイクロフォンアンプを
買うはめになった。
しかし録音をして聞いてみると多少、

少なくはなっているものの根本的には解
決しない。
困り果てて、音響技術の知人に自然音

の録音をしているプロの機材を調べても
らった。ところが多くの人は私の機材と
殆ど同じと言うことで安心はしたが、ノ
イズの問題は解決していない。そこでこ
の友人の提案を受けて、さらに高性能な
マイクロフォンアンプの前に付けるアン
プを作ってもらった。
世の中に誰も持っていない超高性能な
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録音機に変身したが、それでも根本的解
決ではなかった。
そこで彼と話し合った結果、多分その

ノイズを減らすため、またクリアーに録
音するためにパラボラアンテナ風の集音
機を使ったり、指向性のマイクロフォン
を使ったりするのではないか。という結
論に達しました。それで市販の自然音は
人為的なためにイライラさせられるので
はないかと、なんとなく理解、納得もで
きた。
作ってもらったアンプのおかげでノイ

ズは半減したものの、まだ根本的な解決
とはならなかった。
録音を始めてから既に３年が過ぎ去っ

た。

======驚愕の出来事======
４年目の春、鳥の録音は野辺山の別荘

地が有名だと聞きつけ、暇を見つけては
無断進入。
ここは標高 1,500 メートルくらいか

ら 2,000 メートル付近まで別荘地が広
がっている。
ある日いつものように車の中で一晩過

ごし、その日は夜明けと共に中腹の高台
から録音することにした。
ここは視界が 200 度以上拡がる高原

状で、眼前は上から下へとなだらかに広
がる広葉樹林帯が一望できる。
近く遠くにウグイスが何十羽も鳴いて

いる。
「これぞ望んだロケーション」と、録

音した音をモニターしたところ、凄まじ
いノイズの中にかすかにウグイスが数羽
聞こえるだけ。「またか」と、愕然。
何のために来たのか。この原因を探ら

ないといつまでたっても解決しない。そ
の日の録音を諦めて持っている機材を調
べることにした。
30分かかって調べたが異常が見つか

らずノイズが入る。再び調べる。しかし
全く同じ状況で、性能の問題とも思えず、

また原因も解らない。
途方に暮れながら登る朝日を恨めしく

眺めるだけ。鳥は今がさえずり時とばか
り、素晴らしいロケーションで鳴いてい
る。泣きたいのは僕の方なのだ。そうこ
うしているうちに既に最高の録音時間は
過ぎ去ってしまった。

===また聴こえない音が？===
今から 30年ほど前、勉強のために数

千回と聴き込んだレコードから、それま
で『聴いたこともない音が聞こえてき
た』、その時のことが鮮明に蘇ってきた。
その経験を聴覚システムへと発展させき
た訳だが、まさか『この高原に聞こえな
い音があるわけがないだろう』と思いな
がらも、一応確かめてみようという気に
なった。
そこでヘッドフォンを耳に当てて、録

音機の音をモニターし、同じような雑音
を歯の隙間から「スー、シー」と発音し
ながらヘッドフォンを取る。高原の音に
耳を澄ませながら発音を止める。
再びモニターをする。また「シー」と

言いながらヘッドフォンを外す。これを
繰り返していた。
数回目の時であった。何か高原から聞

こえてきた。「エッ？？？」。
更に繰り返していくと、繰り返す度に
その音が大きくなってきた。
何と驚くべきことに機械は正確に録音
をしていたのだった。自分の耳が、原野
が自然に発する音をシャットアウトして
いたのだ。
よく考えてみると当たり前の現象だ。
高原に広がる広葉樹林帯には数兆枚の葉
が重なり合っている。たとえそよ風でも
葉と葉が擦れる。その数兆枚という葉の
擦れる音がしないはずがないのだ。
「サー」というノイズは自然が生きて
いる証だったのだ。
山は静か、気持ちが良いと森林浴を良
くいうが、こんな所にも未知な現象が存
在していたのだ。

なんということだ。また私の耳に聞こ
えない音が飛び込んで来た。「耳（脳）
とはかくも不思議なものだ」。と改めて
教えられた。
勿論それ以来、耳を澄ませば殆どの音
はキャッチできるようになったが、この
山のノイズは切ってはいけない重要な音
だったということに気づかされた最初
だった。
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つまり人間は悠久の太古から、この自
然界が発する自然の雑音に癒されながら
歩んできたということですが、自然が発
する雑音がなく、騒音だらけの社会が人
間をダメにしているということも言える
訳だ。
また自然からわれわれが受け取れる直
接的な、精神、体への癒しも、文化、科学、
便利さの下に、自らが拒絶してしまって
いるということだったのだ。
これらの経験から、雑音、高周波ノイ
ズはバランス良く録音することが良い自
然音の録音であると認識させられたの
だ。

この現象が明かになったとき、何故調
べた百枚近くの自然音にイライラさせら
れたのか納得できた。
ノイズのないクリアーな録音をするた
めに指向性、集音機を使う、鳥は一点に
留まっていない。仕事となると時間的な
制約がある。機材は私のように乱暴には
扱えない。聴き取れていない等、様々な
理由から「非自然音」となってしまって
いたのだった。
-----------------------------------------------
太古の昔から人間は水辺で生計を営
み、野山に狩猟採集に出かけた。
その記憶が子供の水遊びに、そして男
は棒を持って遊び、女の子はおままごと
やお人形さん遊びをする。それは遺伝子
に刻まれた道筋なのではないかと思って
います。
子供は自然から学び、育っていく。現
代社会は子供の遊びという重要な学習、
創造を、親を満足させる人為的な「教育」
というものにすり替えてしまっているの
ではないかと感じさせられます。
それを考えると、私は何もない時代、

米の弁当を持っていくにも事欠いた。幼
稚園もない時代に生まれたことを感謝し
ています。

《自然音CDの使い方》
トレーニングCDはご存じのように音

が右にいったり左にいったりと、その手
法は世界 10カ国近くの特許の認可を頂
いています。
自然音CDの録音にはご紹介したよう

に、私独自のコンセプトと拘りがあり、
音から景色や臭いまで感じさせることを
頭において録音しています。
それだけに録音は過酷で、満足した録

音はめったに録れないということになり
ますが、車や飛行機など不慮の雑音を切
る以外一切の加工はしない。反対に自然
の中の雑音は適度に感じられる、という
ことも重要な要素になっています。
これが何故重要かは前述の通りです。
市販の聴覚トレーニングキットのCD

にはこれらの自然音がバックグランドと
して流れています。それがトレーニング
の一つの重要な ( トレーニング ) 要素と
もなっています。

===トレーニングＣＤの慣れ===
トレーニングＣＤは特徴のある加工を

施してありますので、音刺激に対して、
人間の耳は約 20日前後で慣れてきてし
まいます。覚えてしまったり、飽きたり
するとトレーニング効果が次第に薄く
なります。通信コースの “ハイパーリス
ナー” では約 100 枚分のＣＤから複数
の多様なプログラムを三日に一度、受講
者に直接ご連絡し、トレーニングして頂
いていますが、集中して聴いて頂いてい
るために、それでも約一ヶ月で慣れてき
てしまいますのでトレーニング期間は約
一ヶ月弱にしています。また “ハイパー

【特集記事】 リスナー” は刺激が強いですので、それ
だけ印象も長期間残るために休み期間も
約半年としています。
一方、市販品ではその慣れを防ぐため

に、約３ヶ月から４ヶ月程度の休み期間
を設けて頂くように記載しています。
トレーニング中その慣れを防いで新鮮

に聴いて頂くためにはできるだけ多くの
トレーニングＣＤを持って頂くことが効
果を上げる秘訣でもありますので、１
クール目のトレーニングが終了し、２
クール目に入る時にトレーニングCDを
一枚増やして頂くことをお薦めしていま
す。

===休み期間は？===
ではトレーニングの休みの期間にどう

したら良いのでしょうか。このことにつ
いてよく問い合わせを頂きます。
自然音はトレーニング中に使うだけで

はなく、この休み期間に聴いて頂くため
に沢山のＣＤを作っているのですが、皆
様にはあまり理解されていません。
普段の私たちの耳には正確な自然音は

聴き取れません。しかしトレーニングし
た耳だと私が経験したように、その聴き
取れなかった音を余すところなく聴き取
れるようになってきます。
そのため、自然音CDをヘッドフォン

で聴くことによりトレーニングCDの半
分以上の効果が期待できるということで
す。
自然音シリーズは今回ご紹介する海の

音を含めて合計 18枚になります。年末
には頑張って、さらに５枚～８枚製作い
たします。
この自然音はCDプレーヤーから流す

とリラクゼーションになり、ヘッドフォ
ンで聴くとトレーニング効果を発揮いた
します。

直接的に感じられる効果とすれば、例
えばカーステレオで聴いて頂くと、車で
の長旅、疲れ、渋滞のイライラなどウソ
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のように取れてしまいます。
また、海の音は寝にくい時、また情緒

が不安定だったり鬱っぽかったり、精神
的スランプ時などは聴いていると泣けて
くるかも知れませんが、抜群の効果を発
揮いたします。
波は一分間に約 18回
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、呼吸数と同じ
4 4 4 4 4 4

です。また鳥のさえずりの周期も同じく
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、
数秒に一回
4 4 4 4 4

、それぞれ長い周期の複雑な
‘ゆらぎ’ の音がわれわれを太古の昔に
誘ってくれるのです。

きっとトレーニングCDと同じく頭頂
部にシワが寄るような感覚が起こると思
います。
勿論これらは拘り抜いた録音ならでは

の効果です。
ただし海の音はリラックスし過ぎとて

も眠くなるので車の運転中には聴かない
で下さい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【海のＣＤ新発売】
この５年間必死になって録り溜めた波

の音の録音ですが、その録音の失敗談を
数回にわたってお伝えしてきました。南
の島への録音旅行は手間も時間もかか
り、技術的にも難しいことから、ある程
度たまってからと思っていました。振り
返って調べてみると相当な音源が溜まり
ましたので、今年は海行きを断念して一
気に５枚のＣＤを製作いたしました。
素晴らしい海の音、伝聴研自然音シ

リーズをお楽しみ頂きたいと思います。

今回のこの５枚のCDは２～３分の音
楽、自然音約 20分という組み合わせに
なっています。
また、今回から特殊な電源を使い、特

殊な方法で原盤を作り、私の思いが乗る

ような方法で製作してあります。
この海のシリーズ全体に言えますが、

半年に一度一回再生させるだけで、ピン
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

クノイズを使わずにスピーカーを蘇えさ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

せることができます
4 4 4 4 4 4 4 4 4

。
新しいスピーカーの慣らしには【‘あ

る海の風景’ 4 奄美大島の荒波】をお使
いください。「スピーカー初期化用」と
表示しています。
（１トラック全て波の音だけの「音の
風景シリーズ」は夏頃製作になりま
す。また鳥の声の「山の風景シリーズ」
CD２～３枚は年末の発売予定です。）

‘ある海の風景’ No.3 
マングローブの森から海原へ

《奄美大島》

小川をバックに多彩な鳴き声で鳴くア
カヒゲを収録。
マングローブから流れ出る繊細な小川

の音、マングローブへと寄せる遠浅の
シャワシャワと波打つ音を収録。山から
小川へ、そして遠浅の海岸と多彩な飽き
ることない内容です。

 ‘ある海の風景’ 4　
奄美大島の荒波

(スピーカー初期化用 )

‘ある海の風景’ 2 に収録してある同
じ海岸ですが、今回スピーカー初期化用
にも使えるようにと、重低音まで録音し
ました。荒波が洞窟の空気を押し出し重
低音を生み出します。海岸にはこぶし大
の石が乱舞する高周波が絶え間なく響き
ます。
ピンクノイズを使わず、海の音を流し
ながらスピーカーの初期化ができれば最
高と、重低音まで録音するために、改め
て録音しなおしました。
間に挟んである音楽は音を確かめるた
めの標準をしてお聴きください。

‘ある海の風景’ 5
《珊瑚の響き》八重山の海 No.1

地図に載ってない珊瑚が集積した無人
島に夜な夜な進入に成功。獅子座の静止
流星、はさみ虫の大群の襲われたのはこ
の島だ。昼間は照りつける太陽に悲鳴を
上げ、日が沈むと同時に冷えて来て、南
の島だというのに震え上がった。
波に珊瑚が洗われるチャリチャリした
音の録音が長年の夢であった。
心の底まで洗われます。
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‘ある海の風景’ 6
《春の波音と虫の音》
八重山の海 No.2

三日間雨にたたられ、ようやく上がっ
た雨。隣の島へ録音に出た。
新品の録音機を海岸に仕掛け、次の録
音地の偵察から帰ってみると、マイクロ
フォンが海の中に漂っている。機材も水
を被っていたが、幸い録音機は無事。運
良く持っていた予備のマイクロフォンで
収録。
波の音とマングローブで鳴く虫の音を
同時に録音できた貴重な録音だ。（本人
は帰って調べるまで判らなかった） 

‘ある海の風景’ 7
《奇祭の島》八重山の海 No.3

初期の録音から最近までの八重山の海
の音を集めてみた。
照りつける真っ青な空、海はブルーに
輝き、原始の海がそこにはある。
海は悠久の営みを繰り返しているのだ
ろう。

自然音CD 定価一枚 3500円
のところ
三枚同時購入は一枚　3,300円
五枚以上購入は一枚　3,200円
（今回新発売のＣＤにつき組み合わせ
自由、今回のみ）

【緊急紹介】インフルエンザ対策
新型インフルエンザもウソのように話

題に上らなくなったと思いきや、今回は
牛、豚の口蹄疫。
私もこうした事業を行っている所から

様々の情報が入ってきますが、その中の
確かな情報で、これは覚悟して対策をし
ておいた方が良いと思う事があります。
昨年大騒ぎになった新型インフルエン

ザは、今後起こるであろうインフルエン
ザの対策の準備として良かったのではな
いかと思っていますが、「今後は？」と、
専門家に聞いてみると何れも恐ろしい答
えが返ってきます。
鳥インフルエンザは時間の問題。口

蹄疫の変異の可能性が極めて大きい。
O-157も変異。猛威をふるう事が予想
されているというのだ。
では猛威とは。
鳥インフルエンザの場合、もし人から

人へと感染を始めると２～３週間で世界
に拡がり、１～２ヶ月で全世界の人口の
５％が死に至る。という事が言われてい
ます。阪神大震災は約６千人の犠牲者で
したが、日本の人口の５％は約 550 万
人いう数字です。
今回の新型インフルエンザではマスク

が手に入りにくくなりました。流行って
からでは手だてはなくなります。
前回の会報に間に合わなかったので、

今回にずらしましたが、化学薬品を使わ
ない自然物から抽出した物質を「のど
飴」にした製品が入手できました。うが
いを長時間持続させるために、飴にした
と思って下さればよいでしょう。
そしてもう一つ液体のうがい水、人畜

無害な二つを紹介いたします。

【レイシセダン葉のど飴】
電車や人混みの中で危ないと思った時

に舐めます。喉を長時間、保護させます。

日本食品分析センターによるウィルス不
活性試験により驚きの数値が出ています。
賞味期限は表示してありますが、飴で

すので３～４年くらいは十分に持つとの
ことです。

15粒入り4,725円　
会員価格4,480円

【ヒスクリーナー】

昨年８月号のユホビカに目を主眼とし
た伝聴研の商品が紹介されましたが、こ
の目の医学的データを取って下さった葉
山隆一先生は眼科、脳科学でも有名な方
で、以来お付き合いをさせて頂いていま
す。この方の波瀾万丈の人生は改めてご
紹介することにして、約一年前に歯周病
予防 ( ？ ) の「うがい水」を開発されま
した。
加湿器に数滴入れることも、またマス

クにスプレーすれば長時間使用できると
いう優れものです。
これも自然のもので人畜無害です。
まだ発売前の製品です。（写真は 10 

＝＝新製品情報＝＝
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cc 入りのサンプル品。10cc でも結構
使いでがありました）
50cc 入り 5,035円

いざ必要となった時は入手困難になり
ますし、能書きも書けませんので、情報
を得た方のみご提供ということになるで
しょう。私も家族、社員用にストックし
ておくことに決めています。

【接点改良材】

前々回まで原価を切って皆様にご紹介
していた「電助」というナノカーボン、
電気器具の接点に微量付けるだけで、驚
くほど抵抗値がなくなり、ヘッドフォン
のジャックに付けると見違えるような音
になると紹介しました。残念ながらこの
商品は手に入らなくなりました。
電助のような製品が出ないものかと

思っていた所、世の中はうまくできてい
るもので、輪をかけて優れた製品が出て
きました。今自身で使っていますが、驚
くべき効果を出すことを確認いたしまし
た。
商品名は「PHONONN　LIQID」フォ

ノン・リキッドといいます。
以前の炭素粒子は 15ナノだったと思

いますが、今回の製品は 4ナノ、世界
最小です。粒子は円形ということで、化
粧品にも使われているフラーレンを電気
の世界に持ち込んだものです。

優れた特徴として、
※ 1　これまでのものはサメの油スク

アランオイルに溶かし込んだもので沈殿
してしまうため攪拌して使う必要があり
ましたが、これはまったくその必要があ
りません。
※ 2　アルコールに溶かしてあるため

に使用後にべとついてホコリを呼ぶこと
も酸化の恐れも一切ありません。
※ 3　電助より一層伝導率が良くなり

ヘッドフォンの接点に微量つけるだけ
で、さらに良い音になり、音が深く浸透
します。トレーニングの必需品といえま
す。
トレーニング効果を上げて頂くため

に、これまで音を良くするための方策を
いろいろ研究し、開発し、その成果をお
伝えしてきました。《ハイスペックヘッ
ドフォン》、《デンダック》もハードとし
て紹介し、どちらかというとソフト的な
電助も紹介しましたが、このフォノン・
リキッドはさらに効果を上げて頂くため
の画期的な製品です。
また販売したばかりですのですので、

種類が出てないことが残念です。内容量
は３ml ですが、これだけあれば当分使
えます。
価格は 4,900 円　会員価格 4,655円
携帯電話はフル充電できます。コンセ

ント、接点につけると、導通がよくなり、
熱を持たなくなります。パソコンの端子
に付けることで接点不良から解放される
でしょう。オーディオの各接点に付ける
と、格段に良い音質になります。
特記すべきはヘッドフォンのジャック

に微量付けてティッシュで拭き延ばして
ください。驚くべきクリアーな音に変身
し、脳の奥まで洗われるような音に変化
します。勿論トレーニング効果抜群です。

以前紹介したナノカーボン（ペースト
状）の在庫はあと 10個あります。
10個限定、一個1,260円

【でんでん米】

前回黒米入り玄米「でんでん米」をご
紹介いたしましたら、みなさんから大き
な反響がありました。
「三鷹市のNさんよりのお便り」
お腹空いた時にインスタントばかり

じゃ体によくないと思っていたらこんな

いいものがあったんですね。そのままで

も、電子レンジ２分でもうお食事できる

なんて素晴らしいです。それだけでも感

激なのに、玄米でこんなに美味しいとは。

「姫路市のHさんよりのお便り」
とてもおいしく◎（←花まる）：：早

速、友達にも教えてあげたら気に入り、

「二人で続けてみよー。」ということにな

りました。体にもいいしお腹もスッキリ

してきて嬉しいです。目指すは▲３キロ

です。

私　　　57 kg → 54 kg

友達　　65kg → 58kg

結果はどうでした？きっとスリムに
なったことでしょう。

「Kさんよりのお便り」
20 袋で 3kg やせました。こんなに簡

単に痩せられるものなんですね。

ところで私傳田ですが、気にしている

引き続き扱っています。
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こともあり、さらにいい加減にしか食べ
てないのに 78kg が 75 ｋｇになって、
その後 72ｋｇ台に入りました。体が軽
いです。
目標 69ｋｇ、あと３㎏です。最近風
呂屋の鏡でギョッとすることはなくなり
ました。ずっとスマートに？なりました。

おみそ汁と一種類くらいの大豆の煮物
があれば完全食。勿論、このでんでん米
にごまを振り掛け、海苔で食べる。結構
いけます。これで完全食。でんでん米は
お腹が減っていれば何袋食べても影響あ
りません。
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)
１0個以上は一パック 275円(税込み)

【マルンガイ】

前回ご紹介したフィリッピン原産の植
物「マルンガイ」をご紹介いたしました
が、会員様から「インターネットでもっ
と安く売っていますよ」ご指摘があり、
発売元にクレームを出しました。「先方
の答えでは以前の会社で出したもので、
ネットで出ていても今は手に入らないは
ずだ」ということでした。たいへんご迷
惑をおかけいたしました。伝聴研で扱う
製品で、いくら良い製品でも不明瞭な販
売方法や裏切る行為があった場合には直
ぐに取り扱いを中止いたしますが、これ
を受けて直ぐに社長がお詫びに来てくだ
さいましたので、水に流し今回再びご紹
介することにいたしました。皆様には深

くお詫びいたします。
ご紹介した半年前、私も球根をブラン

デーにつけ込み、ブランデー酒を作りま
した。既に半年近く経っているところか
ら、来社した年配の方二人にコレを飲ん
で頂きました。
先日このお二人がお出でになり、再び

打ち合わせが終わったと同時、「忘れな
いうちに言っておくけど、あのお酒は凄
いね」と言ったとたん、もう一人の方が
「そうそう僕もそれを言おうと思ってい
たんだ」「あれは凄いよ」
「朝、どういうわけか元気いいんだよ」

「残念ながら予定はなかったんだけど」
「なんでかって冷静に考えたらアレ飲

んだ事しか原因が掴めないんだ」「絶対
それに違いない」と。「今日もう一度飲
ませてくれる？残念ながら今日も予定は
ないけど」と、３人で大笑い。「是非手
に入れてよ。高くてもいいよ」と言って
帰られました。
と言うことで早速球根を注文したとこ

ろ、「今年は発芽が悪く、全滅だったん
です」「今育てているので、６月末まで
待って下さい」との事。
写真の大きさ、私たちが良く見る朝鮮

人参の大型までの成長は何と約半年強
（春植えて秋収穫）だそうです。（ハヤ
イ！）

多くの方に種を買って頂きましたが、
発芽しなかったというお電話を頂き、申
し訳なく思いましたが、私の所では年末
に蒔いた種は全て発芽しました。でも寒
さでやられてしまいましたが、今また会
社のベランダで育てています。
懲りず育てて頂くのもよし、苗や粉末

を買って頂くのもよいと思います。
前回ミラクルハーブ「乾燥マルンガイ」

として紹介した葉を乾燥させた商品は今
後粉末として発売になるとの事です。こ
れで粉にする面倒がなくなりました。

別の形態 ( 多分カプセル ) で大手が販
売することが決まったとの事です。
育てる、浸ける、振り掛ける、のもま

た楽しいものです。
健康、前回紹介した如く回春効果、試

してみてください。

栽培キット (種２つ )　
通常価格1,575円・会員価格1,500円

粉末マルンガイ
通常価格、一袋　100g入り、8,400円

会員価格一袋  7,560円
マルンガイの球根は先方では手がかか

るので売りたくないと言っていますが、
苗木の幹をちょん切って球根のみお送り
することは可能です。
Lポットに育っている球根は約石鹸く

らい。
Mポットは Lポットの三分の二くら

いのサイズです。
育てたい方はポット苗でお送りできま

す。
直ぐに球根が欲しい方は球根のみお送

りできます。

収穫できたら球根の薄皮を割り箸など
で擦って剥がして、水分を飛ばしてから
お酒に漬けてください。いかにも効果が
ありそうな、凄い臭いと目に刺激を感じ
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ますので、水を流しながら作業するとよ
いかも知れません。
苗木の Lサイズの球根だと約１～ 1.5

個で一リットルのお酒、Mサイズだと
２個で１リットルのお酒を作ることがで
きます。私は安いブランデーに黒糖を入
れました。なかなか美味です。
４～５ヶ月くらい経って飲めるように

なったら、お酒から球根を取り出し、も
う一度使えるとの事です。
ワサビ科の植物ですのですり下ろして

ワサビのような使い方も美味しいという
ことです。
育ててみましょう。

苗木　Ｍポット　3,675円 
樹高 40センチ前後

苗木　Ｌポット　5,250円　
樹高 50センチ以上

８月発送予約受付です。
（今育てています）
※製造元から順次発送いたします。
※送料は着払いになります。
送料はヤマトの宅急便の料金に従いま

すので、地域によって差があります。球
根のみの方が送料は安くなりますが、M
ポットの苗木１本の場合、関東圏で約
750円、九州、北海道で 1,170 円です。

【不思議な石鹸】

半年前にリニューアルした変なおじさ
んが開発した不思議な石鹸。これまで彼
を紹介することはありませんでしたが、
私の友人でもあり、ヒーラーや占い師か
らも尊敬されている不思議な能力を持っ
ている、感じのよい方です。

この石鹸自体の詳しい内容物は全て自
然物という以外、教えて頂けませんが、
この記載されている内容物に珪素と書い
てあります。これは場の浄化能力を持つ
貴重な珪素の粉末が入っているとの事
で、石鹸を使う前に気になる部屋の四隅
に置き、後に一つずつ使っていってくだ
さい。浄化してくれるようです。
怪しい事が嫌いな方もいますので、こ

れまで浄化という事は言いませんでした
が、神社のお札と思えばそれほど抵抗も
感じないと思いますので、そんな感じに
受け取って下さって良いのではないかと
思います。
彼の能力もさることながらこの石鹸の

違った使い方です。
肌に強すぎたと言う方がお一人いまし

たが、アトピーに最高、全身、頭まで洗
えます。お化粧のクレンジングクリーム
が不要になります。
エステでは 4,000 円以上で売ってい

る所もあります。
今回も在庫は十分にあります。キャン

ペーン中何個でもどうぞ。
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 十個 14,300円

【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」、通
常価格 10,500円

１本目のみ 9,000 円、（２本目～
10,000 円）
「何で水が？」ということで、薬事法 ,
その他で目の付けられやすい製品です
が、発売元でも精力を上げて改善に取り
組んでいますし、素晴らしい製品ですの
で、広めるお手伝いをしたいと思ってい
ます。
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！」
私は一週間で肌が白くなっているのに
ビックリ。体が温まり過ぎて、今は規定
量の四分の一を時々使っています。
今回も前回同様、一般価格 6,300 円
を一本のみ5,000円。
二本目からは会員価格6,000円。
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【《デンダック》特別販売】

会社の昼休みなどにパソコンで使って
頂くために開発したUSBオーディオで
す。理想的な音質でトレーニングができ
ます（コンピュータを使用しながらの聴
覚トレーニングは効果が著しく減少する
ため、厳禁です）。
この音質を得るには市販の 10万円相
当のCDデッキになるでしょう。
トレーニング効果を上げて頂いたと思
うことから、本来はBOX製品に標準に
セットしたい所ですが、製品価格が高く
なるため現在はまだオプションにしてい
ます。是非使って頂きたい製品です。
お手持ちのコンピュータのUSB端子
に差し込み、《デンダック》にヘッドフォ
ンを繋ぐだけ。
理想的なトレーニングが可能な素晴ら
しい製品ですが、ＢＯＸ製品の価格が上
がるために製品には添付できません。そ
のためにご存じない方が殆どですので、
お披露目のために特別提供させて頂きま
す。
一般価格12,600円→通常の会員価格
11,970 円ですが、キャンペーン特別価
格 10,500円 ( ８月 10日まで )

『どんぐり向方 (むかがた )学園』

昨年末、どんぐり向方学園の学園長が
伝聴研を尋ねて下さって、私財をなげ
うって学園を作った経緯や、この学園の
思想をお聞きしました。
現代の子供は前頭葉が弱い傾向にあ

り、精神力を強くするためにはこの聴覚
システムが必要だと、採用して下さいま
した。
今回の会報でこの学園の紹介をするつ

もりでしたが、記事が多くなりましたの
で、次回に特集したいと思いますが、イ
ンターネットで是非『どんぐり向方学園』
と入れて検索してみてください。
引きこもり、登校拒否児を主に受け入

れていますが、今は発達障害児童も受け
入れています。
学園長の中野先生は現在も大学で教鞭

をとっておられ、前頭葉の研究者でもあ
ります。温厚で気さくな尊敬できる学者
です。
またこの先生はアフリカの草でもある

「ルイボスティー」を最初に紹介した唯
一の研究者です。
もし飲んでおられる方がおりました

ら、最高級品、五つ星の最高級「ノーティ
エ　ルイボスティー」が入手できますの
で、ご注文ください。中野先生のお墨付
きです。
飲み方は簡単！ 
１パック（3.5 ｇ） を１～２リットル

のお湯にひたし、10分間煮沸させます。
香り高いおいしさと色が出てきます。

ホットでもアイスでもおいしくいただけ
ます。
特に焼酎割りは絶品です。
一箱 30袋入り 3,000 円
 会員価格 2,850円

【通信コース“ハイパーリスナー”について】

ＢＯＸ製品と違い “ハイパーリスナー”
はより強力な音刺激ですので、トレーニ
ングからトレーニングまでの休み期間を
半年にしています。この “ハイパーリス
ナー”を受けて下さって方が「半年も放っ
ておかれてその間どうすんの！」
というご不満と、また宣伝を兼ねて製
作したＢＯＸ製品ですが、多くの方は効
果を上げていただいても、それで終わり
と思っている方が大変多くいらっしゃい
ます。
またオプション製品や、より効果を上

げて頂こうと世界に比類のない音響装置
も必死に開発していますが、それも全く
ご存じない方もおりまして、私の情熱も
空回りしています。
今回も皆様にこの会報を通じて情報を

お届けしていますが、私の主事業はあく
まで通信コースの “ハイパーリスナー”
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であることを認識して頂きたいと思いま
す。
 “ハイパーリスナー” は三日に一度、

皆様の状態の連絡を頂き、私傳田が直接
に対応させて頂いています。
内容はBOX製品の音源が約２時間半

に対して “ハイパーリスナー” では約
100時間、そしてプログラムは30倍と、
そのプログラムを皆様の状態に合わせて
個々に選定してお出ししています。
勿論この機械を扱える者は私一人です

ので、対応できる人数に限りがあります
が、8月半ばを過ぎますと、初回用の機
材に空きが出てきますので、割合ご希望
日にお送りすることができるようになり
ます。
空いている８月から 10月末までに初

回お申し込み者に限り、入会金一万円を
免除にさせて頂きます。
詳しくはお問い合せください。
通信コースのお申し込みをお待ちして

います。

【修理について】
ハイスペックヘッドフォンのバージョ

ンアップ、修理、その他製品については
どうぞ遠慮なくお問い合せください。

2月半ば頃、ベンチャービジネスを
扱った「菅生新のビジネスハンター」
BS2 の番組に「出演頂けませんか」と
いう番組製作会社からの電話依頼があ
り、半信半疑で受けた所、今晩質問票を
メールで送るので記入して送り返してく
ださい。との事。早速書き込んでその日
のうちに送り返しました。二日後、台本
をメールで送ってきました。一週間後の
～時に収録しますのでお出でくださいと
のこと。
何が何だか判らないので、先方に電話

した所、「打ち合わせ？」「ああそういう
ものはありません。テレビってそんなも
んなんです」と…。訳解らず一応何があっ
てもよいように大量の資料を抱えてスタ
ジオに。
スタジオはもぬけのから。ひょっとす

ると、と歩き回ると収録中。
30分くらい経ってから担当者が「よ

ろしくお願いします。」簡単な挨拶を交
わして、またスタジオに入ってしまった。
さらに 30分くらい経った所でメイクさ
んに鏡の前に座らされ顔にファンデー
ションを塗られた。生まれて初めての経
験に「ワオ、女性はいつもこんな感じな
んだ」と顔が気になって気になって、ど
うしても顔を掻いてしまう。メイクさん
が僕の顔を見つけると、パフで修正。
「それではスタジオにお入りくださ

い」。と、いきなり本番。何が何だか判
らず、菅生氏と女
性のアシスタント
の質問に答えて行
けば良いとのこと
で収録が始まった。
私への質問や話

しの返しがトンチ
ンカン。私のシス
テムの質問になっ

てないので、困ってしまって私がまくし
立てると、間を割ってまたトンチンカン
な質問。ディレクターがそれを感じたの
か、40分ほど経って「噛み合っていま
せんので体験をして貰いましょう」。と
二人に体験をしてもらうことに…。
終わって開口一番「凄いな凄い。こう
いうことだったか、凄いな」の連発。
なんかトンチンカンなまま１時間半の
収録が終わってしまいました。ところが
終わった途端にスタッフ、関係者が体験
の機材に殺到…。
「今回が最終回だけど、今までで一番
面白かった」、と菅生氏とスタッフは大
喜びしてくれました。
ここまでは良かったのですが、台本に

「健康」と書いてあることに放送局側か
らクレームが入り、「放送できない」と。
収録側は最終回で代わりがないと頑
張ったようですが、局側はさらに「天才
を作るとどこぞのホームページに書いて
あった」「全員を天才にできるわけない
でしょう」「責任問題になる」、と擦った
揉んだの駆け引きに…。
私は「もういいですよ」。やっぱりテ
レビはいい加減な無難なことだけを配信
するんだ、と…。
もう期待もしていなかった所、放送数
日前に「放送が決まりました」と、編集
したDVDを届けてくれました。
どんな内容になっているのかと期待せ

【菅生 新のビジネスハンターに出演しました！】
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ずに見た所、頭から建物、トレーニング
の様子、商品までバッチリ紹介されてい
ました。「商売くさくないように」とし
つこく言われたのに、よくここまで、と
驚くべき紹介にびっくり。
トンチンカンな質問にまくしたててい
る私が結構迫力があり、全てを説明しき
れているわけではないものの、‘世の中
にない不思議な商品’ を開発した事は十
分伝わっていることがわかり、私の商品
の説明にこのDVDが十分に使えると予
期せぬ出来映えに大喜びでした。
送料の関係もありますので、製品をご
注文頂いた方にプレゼントいたします。
注文書の備考欄にDVD希望と書いてく
ださい。
（今回の海の音のサンプルは入ってい
ませんが、自然音サンプルCDをご希望
の方も同じく「音のカタログ」希望と備
考欄に書いてください。）

また、このＤＶＤと同じ内容の動画は、
菅生新氏のホームページ
http://www.success-fighter.net/
media/business.html に て、「 第 25
回株式会社傳田聴覚システム研究所：
Movie」からご覧いただけます。
また、伝聴研ホームページ、トップペー
ジの【最新ニュース】2010 年 3月 17
日付けでご案内いたしました
「【3 月 21 日（日）放送の BS ジャ
パンに出演します】
3 月 21 日日曜日　10:00 ～ 10:30 
BS ジャパン「菅生新のビジネス ハン
ター」に所長の傳田文夫が出演します　
→new!! 番組HPにて動画配信中です！
(2010 年 4月 )」からも菅生新氏のホー
ムページにリンクしております。
是非ご覧ください。

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 体験会のお知らせ ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

‒‒‒‒‒‒ 夏期休暇、定休日のお知らせ ‒‒‒‒‒‒

代理店の（株）シグマの桜井氏が、聴
覚トレーニングに関する本を出版して下
さいます。
今最後の詰めをしている段階で夏に刊

行になりますが、まだタイトルを決めて

いません。
とっても素晴らしいライターに巡り会

い、良い内容の本になると思います。次
回の会報でお伝えいたします。

【本が出ます】

通常第三日曜日の午後１時より菊名
の伝聴研４階で行っています。（８月
12月は第二日曜日）
予約が必要です。
お近くにお越しの節はお立ち寄り下

さい。
またご友人をお誘いください。

＊体験会日程＊
7月18日（日） 第 3日曜日
8月 8日（日）  第 2日曜日
9月 19日（日） 第 3日曜日
10月 17日（日） 第 3日曜日
11月 21日（日） 第 3日曜日
12月 12日（日） 第 2日曜日

平成22年 8月 13日 ( 金）
～平成22年 8月 17日（火）
定休日：毎週土、日、祝祭日
̶̶̶̶̶営業時間̶̶̶̶̶

営業時間：平日10時～ 18時

※OEMですが、今超特級で新製
品を製作しています。次号に
紹介できると思います。

※伝聴研に製品のご使用の感想
など報告を頂けるとどういっ
た方面に効果があったのか把

握できますので、たいへん助
かります。お待ちしていま
す。

※暑い夏の到来です。元気に乗
り切りましょう。

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 編集後記 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
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