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録音日記

　早春の録音基地として恒例になっ
ている裏磐梯ペンション。
　親しくなった七田チャイルドアカ
デミー福島教室の先生、唐橋氏から、
裏磐梯の録音地を探すなら、うって
つけの男がいると、ペンションの
オーナー木村氏を紹介された。以来、
訪れる度に３人で一晩は飲み明かす
ことが楽しみの一つになっている。
　昨年春に滞在した時、木村氏が「こ
の音はどうだい」とビデオを見せて
くれた。それは洞窟にできたツララ
から落ちた水滴が、氷筍に落ちる音
だった。
　大小の氷筍に落ちる音はピン、ポ
ン、コン、それは沢山の音程を持つ
惚れ惚れする音だった。自然にでき
た水琴窟だ。

　この音の場所は、雪深い 1,800
メートルの山を登らなければなら
ない。僕は冬山の経験もなく、おま
けに近年、会社ではパソコンの前に
座ったままの生活で体力は毎年落ち
るばかり。特に冬の寒い時期は会社
と自宅の間の 300 メートルの往復
のみ。ほとんど歩く事もしていない。
そんな体力で登れるはずもないが、
行かなければ録音はできない。
　「行きたいが、この体力では登れ
ない。運動をしなければ」というプ
レッシャーばかりで、とうとう年を
越してしまった。
　今年１月末「気持ちだけでも」、
とスキーウエアー、スノーシュー、
スパッツ、靴と装備だけは調えたが、
体の準備は怠ったまま。

　兎に角、雪を歩いてみなければと、
冬の富士山麓に行った。到着した翌
日、幸か不幸か 70 センチの大雪で
交通も麻痺。ホテルの前で冬山のト
レーニングができる、僕にはチャン
スだった。
　ホテルの駐車場から冬山の完全装
備で小高い丘へスノーシューを付け
て登って行った。しかし一歩毎に股
まで埋まってしまう。たった 100
メートル進むのに 10 分もかかる。
大汗をかいてバテバテ、「これじゃ
行けるわけない」。
　翌日、「よしもう一度」と歩いたが、
状況は変わらない。40 分歩いて踏
み跡を引き返してみると、何と帰り
道は 10 分で帰れるし、それほど疲
れてない。「コレなら何とかなるか
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も」と、少しは安堵した。
　僕が先頭に立たなければ四分の一
の体力で済むということだ。「先駆
者の大変さはコレだ」。と妙な事を
考えたが、まったくその通りだろう。
　その翌週、東京、横浜も記録的大
雪。「しめた」とばかり、会社から
冬山の支度をして夜 12 時に降りし
きる雪の中を完全武装で出かけた。
ここ菊名周辺は山坂が多い所なの
で、ちょっとした訓練になる。駅前
に出ても完全武装の私の姿を見ても
変な顔をする人もいなかった。風が
吹くと雪が飛ばされ、まるで東北の
雪景色だ。大汗をかいて戻って来た
時は午前２時を過ぎていた。
　ニュースでは河口湖がさらに記録
的な大雪と言う。「行ってみたい」
という気持ちがムクムクと…。
　大雪から４日後、丁度大津での講
演の仕事があり、国道も開通したの
で、まず河口湖に立ち寄ってみるこ
とにした。
　前回の 70 センチの上に 154 セ
ンチも積もったので２メートルの大
雪。町の中は通行止めだらけ。ホテ
ルの従業員も４日間も缶詰状態との
事だった。大津の講演を終えて再び
河口湖へ…。再度冬山の訓練。ちょっ
とした山を登るだけで、とんでもな
い体力を使う。新雪の中で転ぶと起
き上がるのに苦労する。
　裏磐梯の木村氏に電話で泣き言を
言うと、「新雪ではないし、山は踏
み跡があるから大丈夫だよ…」と。
　それでも裏磐梯行きを躊躇してい
ると、唐橋氏から「白内障の手術の
前日は空けてあるから山行きは３月
18 日にしてくれ」というメールが
入った。入院前日に雪山に登る気で
いてくれている。もう逃げられない。
覚悟を決めて福島へ出かけた。
　到着すると例の如く深夜まで飲み
ながら、「雪崩が怖いから明日は６

時出発」と言う。今からじゃ寝る暇
もない。もうメチャクチャ。
　翌朝、林道に車を止めて、登り始
めた。「今年は雪が少ない」とは言え、
１メートルは積もっている急斜面の
山に取り付いた。登れども登れども
少しも進まない。30 分近くかかっ
てようやく急斜面の上に出た。
　その後、一旦は緩やかな斜面を登
る事 15 分。しかし斜面はどんどん
きつくなってくる。おまけにスノー
シューを付けていても足が潜ってし
まう。満足な歩行ができない。スキー
のストックに助けられ、何とか持ち
こたえているが、20度〜 25度前後
の急斜面を直登すること、どれくら
いか、近年時計を持っていないので
時間が分からない。それが幸いして
いた。
　ようやく尾根が見えてきて、あと
一息と気持ちを新たに、さらに急に
なった斜面を登りはじめた。目の前
の張り出た木の横をすり抜けようと
体を横にした瞬間、足を滑らせ急峻
な斜面に体を投げ出された。滑落だ。
勢いよく体が滑って行く。私の下に
居た唐橋氏の横を滑り落ちようとし
たその瞬間、唐橋氏が私に飛びつい
て来た。２人でクルクルと回転しな
がら雪の中を落ちて行った。私はス
ノーシュー、彼は 12 本の鋭い爪が
あるアイゼンを履いている。体を傷
つけるのではないかと気を使いなが
ら落ちて行った。

　私の体がうつ伏せに、足が谷側に
なった時、足を開いて雪に足を突っ
込んだ。ようやく２人の体が止まっ
た。100メートルは落ちたのではな
いだろうか…。
　自分の身が危ないのに間髪入れず
に身を投げ出してくれた唐橋氏。こ
の男には頭が下がる。
　体勢を立て直して、尾根に立った。
そこから 100 メートルほど下がっ
た所に洞窟はあった。ビデオで見た
氷筍やツララより、はるかに立派な
ので驚いた。
　早速録音機をセットして録音を開
始した。時々ツララが落ちてくる。
頭を直撃すれば命はない。上を見な
がらの作業。
　少し残念なのは氷筍が立派過ぎる
ためか、音の種類が少ない。しかし
これ１回限りの録音（２度と来る気
はない）であるので贅沢は言ってい
られない。録音機をセットした頃か
ら雨が落ちてきた。
　40 分くらい録音してそろそろ終
了させようかと思った瞬間。洞窟内
部でピシッ‥ドカドカ〜ン、ガシャ
ガシャ〜ン。と大音響。大きなツラ
ラが落ちて氷筍を巻き込んだのだ。
台所の鍋釜、コップや瀬戸物が一緒
になって崩れたような音だ。
　もう少し小さいツララなら氷が転
がる良い音がしたろうに…。と思っ
たが、しかし贅沢は言えない。これ
でも最高のチャンスに恵まれたの
だ。その後、10 分ほど録音して洞
窟を後に、雨ふる雪山を下山したが、
雨で緩んだ雪は足が股まで入ってし
まう。とうとう下りは２時間もか
かってしまった。林道が見える最後
の急勾配は体力も限界に近かった。
全身ずぶ濡れ、早く温泉に入りたい
一心で車に乗り込んだ。
　「１時間くらいで登れる」と一体
誰が言ったのか。登り４時間。往復
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　健康雑誌、「夢21」「わかさ」「壮快」
から、自然音ＣＤの製作を皮切りに
トレーニングＣＤを雑誌の付録にさ
せてくれないかという要請を受けま
した。実は私がこのシステムの事業
を始めた翌年には、私のトレーニン
グＣＤを真似た、まがい品が数多く
出回りはじめました。偽物は宣伝が
うまく、私の製品よりはるかに売れ
ていました。それらの製品名を言え
ば、皆さんは「エー」と驚くと思いま
す。一部は消えましたが、知られた
製品ばかりで、いまでも流通してい
ます。
　そんな事から音源流出を警戒して
製品以外は外に出しませんでした。
しかし広く知って頂かなければ伝聴
研も無くなってしまうので、理想ば
かりも言っていられなくなり、雑誌
にＣＤを掲載することを了承しまし
た。
　前回、前々回も雑誌を紹介しまし
たし、今回もご紹介しています。

　現在、40分トレーニングＣＤも沢
山出していますが、No.５が欠番に
なっています。そこでこれらの音源
をひとまとめにした内容に、さらに
手を加えて１枚のトレーニングＣＤ
にいたしました。
　タイトルは《想い出》。
　私の若い頃演奏した曲も一部入れ

ある山の風景　No.７《冬の音》　
　自然音CDには冬の音がありませ
んでした。それもそのはず冬は音が
ないのです。

　雪の音は「シンシン」言わない？
　雪が降ると音が吸い込まれてし
まって何の音もしないのです。
　実際、踏切の警報音ですら聴こえ
にくくなります。

　冬の音はすっかり諦めて、そんな
思いもかなたに遠のいていたとき、
冒頭で紹介したツララから落ちる
音、という現象があることを知らさ
れたのです。
　撮った写真にはオーブが沢山。さ
らに不可解な音がそこかしこに…。
　そして、この録音の前に準備して
いた富士の湧水。富士山は世界遺産
になり、観光名所での録音はさらに
難しくなってきてしまいました。
　しかし幸いな事に、一昨年名所と
は別の場所に湧水を見つける事がで
きました。静かに流れ出す湧水の音、
そして清流から岩をくぐり抜けるポ
コポコいう音を見つけ、大雪が降っ
た翌日に録音しました。
　「氷筍の音と湧水の音」、この２つ
の音だけでは寒々しいので、一計を
案じました。
　裏磐梯から帰った翌週。かつて
季節はずれに焚き火ができる場所
（長野県）を思い出しました。1,700
メートル地点なので雪の中での焚き
火になると覚悟をして出かけまし
た。案の定４輪駆動の愛車も一時雪
にはまって動けなくなってしまった
り、往生しながらようやく辿り着い
たキャンプ場も１メートルもの雪。
その中に入って雪の上で焚き火と相
成った。
　若い時、山小屋で雪を溶かして
ラーメンを食べようと試みたことが
あるがラーメンを作るだけの水を得
るのにガソリンバーナーで１時間も
かかった。
　多分雪の上でも焚き火は可能と
思ってやりはじめたが、３時間の焚

新製品紹介

【新トレーニングCD】

【新自然音CD】

ました。さてどの曲でしょうか。
　クリスタルボウル演奏者の三輪福
さんの演奏も特別提供を受けまし
た。今後も使わせて頂こうと思って
います。

①．ジョプリン：ジ･エンターテナー
２．ドビッシー：小さな黒ん坊
③．マスカーニ ： カバレリア･ルス
ティカーナ	

４．三輪福：クリスタルボウル演奏
⑤．ジョプリン：小さな滝	
６．D.Tose：《エンディング》
７．ハーフポイント
⑧．ベルリオーズ：ローマの謝肉祭
９．バッハ：ブーレ	
⑩．ヘルデル：ラルゴ	
⑪．D.Tose：ピアノと３つの木管の
ための《哀歌》

⑫．D.Tose：即興バレーのための《ヒ
ルトップ》

　自律神経のバランスを整え、不眠
を解消！しっかり寝てスッキリした
ら、憧れのボディーも夢じゃない。
定価11,310円　会員価格10,170円
今回限りのキャンペーン価格	

9,000円（税、送料込み）

６時間の強行軍だった。
　その後、天候不順が続き、今期
の冬山登山は今年最後のチャンス
だったようだ。それでも運がよかっ
た！？。「録音機材を運んでくれた
木村氏、滑落を救ってくれた唐橋氏
に感謝」。



4

　先頃10年ぶりに英語の聴覚システ
ム「イングリッシュクリアリー」を大
阪のダイレクト出版様に供給し、イ
ンターネット販売になりました。
　この教材はヘッドラインニュース
の教材をベースに、お持ちのヘッド
フォンを使って頂くように製作いた
しました。しかし良い再生装置と、
良いヘッドフォンがないとやはり良
い効果は望めません。
　近々伝聴研からも販売できる予定
です。２万円前後です。

【イングリッシュクリアリー】

＊＊＊英語用システム誕生＊＊＊

「Σヒュークルミン」　
　時々ボケを心配され、聴覚トレー
ニングの他に何か扱っていないのか
というご質問を受けます。
　今回、安心、安全でかなりの歴史
がある良い商品が見つかりましたの
で、皆様にご紹介させて頂く事にし
ました。

　Σヒュー
クルミンは、
主成分に神
経原線維変
化（い わ ゆ
る老人斑で
アルツハイ
マー病の原

因の一つ）を凝集、解離するといわ
れている「クルクミン」と脳をイキイ
キさせる「ビタミンE群」+「葉酸」、
そして今注目の認知機能障害を改善
するヒューペルジンAを含んだまっ
たく新しいサプリメントです。いつ
までも元気でボケずにいたい、そん
な方にお勧めします。特にΣヒュー
クルミンに使用されている「クルク
ミン」は、特許製法により、従来の
10倍もの吸収率アップの製品です。
1日２粒で脳を錆びさせず、いつま
でもイキイキと。（軽度認知障害の
場合は、１日３〜４粒）
　ヒュークルミンは、40代からの脳
の健康を考えたサプリメントで、医
療現場でも利用されています。
　現在、65歳以上の高齢者のアルツ
ハイマー病などの認知症の患者は、
462万人。
　その予備軍（軽度認知障害）とし
て400万人もいるといわれています
（厚生労働省研究班発表）。
　現在、認知症の薬も開発されてい
ますが、一旦認知症になれば、その
進行を遅らすことができるだけで、
もとには戻らないといわれていま
す。
　認知症の発病までには、10〜20
年かかるといわれています。
　つまり40代、50代から徐々に脳
が冒され、実際に発病するのが50代、
60代になってからということです。
ですから認知症には、予防がとても
大切です。
　ヒュークルミンは、その主成分の

　これを買うなら、もう少し出費し
てリスニング	Dr.（ドクター）のＣ
Ｄセットを買って頂いた方が得策で
す。この製品の伝聴研での取り扱い
はもう少しお待ち下さい。
　期日は不明ですが、予約販売いた
します。備考欄に予約の旨を書いて
申し込んでください。

　音のカタログが新しくなりまし
た。
　今までの音のカタログは、５〜６
年前製作したもので、新しく製作し
た自然音ＣＤは掲載してありません
でした。またホームページを新しく
しましたが、音を掲載する事は複雑
でそれも実現できませんでした。そ
のために皆様の利便を図ってパワー
スポット音の種類と今回の新製品１
枚を省いた全35枚分を１枚のＣＤに
各１分ずつ掲載いたしました。
　必要な方に、特別価格１枚300円
（税込）でお分けいたします。
　「これだけ聴いていても結構楽し
めます」と言われますが、楽しんで
もらっても困るのですが、聴いてみ
て下さい。

【新自然音サンプルCD】

き火も写真の如く、たいして溶けて
ない垂直の穴。不思議な光景だ。
01．洞窟の水滴が氷筍に落ちる
02．三輪福：クリスタルボウルの演

奏
03．雪の中の焚き火　　長野県
04．メンデルスゾーン：クラリネッ

トソナタより　傳田文夫
05．富士の伏流水　山梨県

定価3,900円
キャンペーン価格　3,120円

新製品
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「ブラックホール」　
　皆さんのお宅は蚊で悩む事はない
でしょうか。

　実は伝聴
研がある横
浜のこの場
所は高級住
宅地の中に
あるので、
木が沢山あ
ります。さ
らに会社が

ある場所は昔、湿地帯。
　夏に会社の裏側に回ると、１分と
無事にはいられません。「憎き蚊」
　あまりの蚊の多さに、一昨年から
蚊取り機を探し始めました。
　アメリカ製で２万８千円くらいの

【トレーニング効果について】

ものがありましたが輸入されていま
せん。鳥取県で県内用として出して
いるものは20数万円。

　脳を活性化する効果についてト
レーニングシステムには劇的なもの
があります。それは以前の会報17
号でも紹介した、東邦医大の先生が
とってくれた脳血流データがそれを
証明してくれています。

　現代医学ではビタミン剤以外には
血流を上げる方法はとても少ないと

聞きます。脳梗塞などの術後、後遺
症を少なくするには、「いかに早く血
流を回復するかにかかっているのに
良い方法がない」と、会員の脳外科
の先生が嘆いていました。
　このシステムの驚異的な血流を上
げる効果、検査をした先生はデータ
を見ながら呆れた顔をして、「こんな
変な音を聴いて何だよ」「これだけ
血流が上がれば何が起こっても不思
議じゃない！」「何だよコレは！」と
連発していました。
　他の医者に見てもらっても「こん
なデータはあり得ない」と言います。
　この他に脳の研究者でもある眼科
医の葉山隆一先生にも沢山のデータ

　何とかならないか。作れないかな
ど考えていました。
　２週間ほど前インターネットを検
索していたところ、何と取引がある
会社が出していたではないですか。
早速見本品を取り寄せました。
　まだ蚊の時期ではありませんが、
会報が皆様に届く頃はきっと効力を
発揮していることと思います。
　蚊でお悩みの方、注文してくださ
い。
　私が使って万が一思わしくなかっ

た場合には取り扱いを中止、と思っ
て一生懸命検証しました。大丈夫で
す。大漁です。５月半ばのようやく
蚊が発生し始めたこの時期、３日間
ですでに100匹以上捕らえていまし
た。やったやった嬉しくて…。
　自信を持って勧められます。
　高さ31cm/直径25cm　消費電
力30W　重量1.35kg

（税込価格 15,984円）これで取れれ
ばコストパフォーマンス。最高！
　沢山注文頂ければ会員価格を設定
できるかも知れません。
　お届けまで２週間くらいを目処に
して下さい。

１つであるクルクミンの働きによ
り、アルツハイマー病の原因と言わ
れているいわゆる老人斑の生成を阻
害し、またできた老人斑を解離させ
ます。

会員価格　税込8,200円

を取って頂いています。その詳しい
データは先生の著書「脳から不安・う
つ気分を消す	￥1,512」「うつ・不安
気分に脳内クリーニング	￥1,542」
に書かれています。
　お陰様で今では、この他にも科学
的データは数多くあり、聴覚システ
ムの驚異的な効果を現しています。
この科学的データの詳しくはホーム
ページでご覧ください。

ボケの予防
　今回ヒュークルミンというサプリ
メントを紹介いたしましたが、完全
にボケると脳が変化して音が変に聞
こえてしまうせいか、ヘッドフォン
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思い出して下さい。
　もし皆様が入院して窮地に陥った
時、伝聴研のシステムをお持ちであ
ることを思い出してください。
　また万が一意識不明になった時に
は、折角お持ちでも活用することが
できませんので、是非ご家族に伝え
ておいてください。
　「一般病棟に移った時には必ず
ヘッドフォンを付けて１日２枚でも
３枚でも聴かせてくれ」と…。
　既にもう何人かの方が実行しまし
た。

“ハイパーリスナー”は
価格据え置きで行っています。

　皆様がお持ちの市販盤はこの “ハ
イパーリスナー” の音源の一部を取
り出して製作してあります。
　市販盤のプログラムは１種類で
すが、“ハイパーリスナー” では30種
類のプログラムと各コース100時間
（ＣＤ約100枚分）の音源が用意して
あります。
　皆様からよく「ブレインスイッチ
ＢＯＸなどの市販品とどれくらい違
うのですか？」という質問を受けま
す。
　とても難しい質問です。
　それは１％でも大きな効果を出し

て差し上げたいという事からハイス
ペックヘッドフォンを開発したり、
ヘッドフォンアンプを開発している
からです。勿論これらの効果は１％
どころではありません。
　「風呂、飯、寝る」といった生活を
送っている男性諸氏等には、たとえ
効果を出して差し上げられても「え
え、まあ！」と答えるだけですが、
感性の良い方の場合はほんの少し

を投げつけて聴いてもらえません。
こうなると聴覚システムもどうにも
なりません。また耳が遠いお年寄り
も、聴覚トレーニングの特質から効
果を出すことはできません。
　耳が達者で初期の状態なら、半分
くらい戻す事ができるかも知れませ
ん。また進行しないで半分ボケて頑
固さが少なくなった可愛いいお爺
ちゃんお婆ちゃんになってくれるか
も知れません。早めの使用を。

　丁度今、“ハイパーリスナー”の受講
者からの報告で非常に興味深い報告
も含めてご紹介いたします。
●頭のテッペンがたんこぶみたいに
出っ張って来て、次第に横に広
がって丸い頭になった。
●曲がった鼻が真っ直ぐになったつ
かの間、反対に曲がってしまった
と怒られました。さらに３日ほど
経って戻ってきて正面に正しく向
いたそうです。

“ハイパーリスナー”
のお薦め

●手術してダメだった斜視が気にな
らないくらい正面になった。
●頭の大きな方がトレーニング後、
２回りくらい縮んだ。
などの報告がありましたが、最近
●気にしていた鼻の穴の大きさが小
さくなりつつあります！
という報告がありました。

★出っ張った骨が無くなった。
★因果関係は判らないが白内障を手
術した後、口からカニみたいに常
に泡を出し、外出できなくなっ
てしまった。“ミラクルサウンド
BOX” でトレーニングを15分く
らいして頂いた所、真っ赤な顔に
なったと同時に口に当てていたタ
オルを離したといいます。勿論外
出できるようになりました。

　これら各種、体の異常は脳の誤作
動だと考えています。
　脳には脳自体を正常にしようとす

る力があります。
　2001年宇宙の旅のコンピュータ
「ハル」がそのような機能を持ってい
たと思いますが、人間はまだ知られ
てない、脳が脳を修復する機能を内
在しているはずです。
　この事は、多くの方の報告から「そ
うでなくては説明がつかない」ので
す。

効果を感じて頂けると天地がひっく
り返ったように感激してくださいま
す。これが感性であり、感性が及ぼ
すことができるトレーニング効果で
もあります。
　通信コースは
Ａ．３日に１度の報告を頂いて、そ
の結果を見て、次に最大と思うプロ
グラムを私が直接差し上げていま
す。
　受講者と直接やりとりをすること
から遠慮無く強いプログラムを差し
上げられます。一方市販盤ではそう
は行きません。万人向きで好転反応
的な要素が出ないように配慮して製
作しています。
Ｂ．トレーニングＣＤの枚数も10倍
以上違いますし、さらに処理してあ
る各音源の強さも大きく違います。
　“ミラクルサウンドＢＯＸ” やブレ
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トレーニングには下記《デンダッ
ク》か《ヘッドフォンアンプセッ
ト》どちらかをお持ちください。

　やっぱり凄い効果。
　冬山に登った帰り、体力の限界を
感じ、膝をクッションのように曲げ
て下山できなくなってしまいまし
た。膝を立てたまま急勾配を降りる
はめに。
　筋肉を使わないで膝に直接体重が
かかるため、心配しながら下山して
いました。幸い雪のクッションが、
と言えばそうなのですが、雨の雪山
なので足がズボズボ雪にめり込むた
めに体力を使ったわけです。
　帰って１週間ほど経ったとき、気
づいたら左膝に違和感が…。
　日を追って膝の裏側の筋に異常を
感じます。このまま歩けなくなって
行くのではと不安を抱えていまし
た。
　思い出したのがコウケントーの効
果。運動関係は日ごとに改善して行
くことを何回も経験していたため、
やってみるかと光線をかけ始めた
所、見る見る間に回復に向かいまし
た。やっぱり凄い効果。
　そう、日ごとと言えば痔、肛門関
係も日ごとの効果を確認できます。
　一家に１台お持ちになるといいで
すね。
　私は３台、親戚は皆１台ずつ持っ
ています。
　この機械は数種類ありますが、こ
の家庭用タイプ（1号機）というの

　聴覚トレー
ニングＣＤを
パソコンで再
生させる時の
必需品。
　勿論一般の
音楽も超高音質で楽しめます。
　一般価格12,960円→会員価格
12,310円ですが、
●キャンペーン特別価格11,000円

（お求めの方全員にＵＳＢアダプ
ターをプレゼント）

　たいへんご迷惑をおかけいたしま
した。ようやく量産体制が整い、在

【コウケントー】

【デンダック】

【CDプレーヤーセット】

庫が持てるようになりました。
　超お買い得。
　音質の良いＣＤプレーヤーが市場
から無くなった事から開発したヘッ

ドフォンアンプ。
　ＤＶＤプレーヤーに接続して使い
ますが、説明すると面倒ですので、Ｄ
ＶＤプレーヤーとヘッドフォン・ア
ンプを組みにしてお届けいたしま
す。
　これで世界最高音質のＣＤプレー
ヤーになります。

　このヘッドフォン・アンプは２種
類あって
Ａタイプ
　コンピュータからもＤＶＤプレー
ヤーにも接続できるタイプ（上の写
真）
　つまりヘッドフォン・アンプとＵ
ＳＢオーディオ《デンダック》の組み
合わせです。
ＵＳＢ付きヘッドフォンアンプ価格

　会員特価34,550円

Ｂタイプ
　ＤＶＤプレーヤーのみのタイプが
あります。（下の写真）

が使い易く、価格も手ごろです。
129,600円
　これに別売のキャスター 12,960
円を付けると便利です。

（送料、書籍、別）
　パンフレットご希望の方はお送り
いたします。注文書の備考欄にご記
入ください。

インスイッチＢＯＸで十分成果を出
された方が通信コースを受けて、「ま
さかこんなに違いがあるなんて」と
驚かれることがよくあります。
　お申し込みをお待ちしています｡
　来期から５月中は、私が録音旅行
に出るために “ハイパーリスナー” の
トレーニングはお休みさせて頂きま
す。

音響製品のお薦め
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　今回100本入荷、
それ以上入るか分
かりません。
　早めの注文をお
願いいたします。
　うがい、歯周病予
防、怪我の殺菌、み
ず虫の殺菌、臭い消
し、痒み止め。
　僕は歯間ブラシ
に付けています。

定価5,450円　会員価格　5,170円

　前回から取り扱いを開始した、ヒ
スクリーナーと同じく葉山先生が開
発した目のサプリメントです。
　効果絶大な歴史あるサプリメント
です。

【ヒスクリーナー】

【CLGG】シーエルジージー
目のサプリメント

通常取扱商品

葉山先生が開発した

　凄い性能！
　そのまま
使用ならガ
ラスなどの
曇り止め、
汚れ防止。
メガネ、車
の ウ イ ン
ドウ、ワイ
パーに。
　ペーストタイプを溶かせば電気の
接点改質剤になります。
　ヘッドフォンのジャックに微量付
けると（ペーストタイプ）とても良い
音質になります。

【Diafinguard】
ダイヤフィンガード

12面体スピーカー＆
４チャンネルアンプセット

（スピーカー２個付属の価格／ス
ピーカーの色は赤、白、黒、黄色）

（通常筐体）　251,480円
（４チャンネルにするにはスピー
カーは合計４個必要です。別売ス
ピーカー、２個１セット129,600円）

　コンピュータには接続することは
ないという方は下のタイプ。
　ＤＶＤプレーヤー専用

セット価格は24,780円
（光端子かデジタル端子どちらも可能）

　買って頂いた方からは驚異の音質
と喜んで頂いています。

下記の理由により予約受付

　皆様に沢山注文を頂いている12面
体スピーカーとアンプですが、１台
１台手作りでなかなか注文に追いつ
けず、注文を頂いた皆様にご迷惑を
おかけしています。
　この度、ようやく量産の準備が整
いました。７月あたりから在庫が持
てるようになると思います。
　注文頂いた順番に納品させて頂き
ます。
　量産になるために、さらに小型に
なる予定です。スピーカーの色はこ
れまで黒、白、赤でしたが、新たに黄
色（カラシ色）が加わります。

　このアンプにヘッドフォンを差
し込めば理想的な音質に。さらにス
ピーカーから音を出してのトレーニ
ングも可能（ヘッドフォンが苦手な
お年寄りやお子さんに）

12面体スピーカー＆
（２チャンネル）ステレオ アンプセット

税込211,680円
（スピーカーの色は赤、白、黒、黄色）

【アンプ+スピーカーセット】

　老眼や長時間のデスクワークによ
る疲れ目の方など、目の水晶体の調
整機能が低下し、ピントが合わなく
なったなと感じた方にお薦めです。
　早めのケアーと継続が目の健康維
持に役立ちます。
　主成分に目の健康を考えた「クロ
セチン」を含有した健康補助食品。
　結構速効性があります。
　たいへん多くの方から注文を頂き
ました。効果を感じて頂いたようで
す。
12,960円→通常会員価格12,310
円（税込）
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　すっかり定着した石鹸。加齢臭も
取れ、肌に刺激が少ないです。
　不思議な人が作った不思議な石
鹸。

（エステでは３倍くらい、中には
12,000円で販売しているという）

伝聴研通常会員価格2,000円
キャンペーン価格  
１個　1,540円　５個7,550円　
７個10,430円　10個14,700円 
30個以上１個につき1,430円
キャンペーン期間中は何回でも。

【不思議な石鹸】

「知っておいて欲しい」
　ペット
の臭い・
汚れにも
効果があ
り ま す。
細胞毒性
は皆無で
す。
　１回のスプレーで約３兆のナノダ
イヤモンドを噴出。
スプレー 1,470円→１本1,440円

補充液100ml　2,570円
ペーストタイプ

《接点改質剤》会員価格6,830円

《超ミネラル水》「岩の力」2リットル

　これも詳しく書けないのが残念で
す。

　成人病の予防
の強力な味方。
　シミ、ソバカス
にも効果的なよ
うです。先日「今、
肌はとっても綺
麗になったわ」と
感激の電話を頂
きました。色白に
なるようです。

　何に効果が？ということは個別に
お答え致します。お問い合わせくだ
さい。
通常価格10,800円
１本目のみお披露目価格9,500円。
２本目からは会員価格10,300円

500ml今回限りの特別提供
3,240円⇨1,800円

「アクア」700ml
　「岩の力」と
同じミネラル
成分の入浴剤
ですが、飲め
ません。
　温泉に入っ
ている以上の
効果を実感！
　すっかり定

着した優れた製品です。素晴らしい
デトックス効果。私はもったいない
ので３分の１ずつ使っています。
　6,480円を１本目のみ5,400円。
　２本目からは会員価格6,150円。

　玄米と黒米のミックスの健康食で
す。

　そのまま
でも、電子レ
ンジで温め
ても、大豆の
副食と味噌
汁でほぼ完
全食。玄米に
してはおい
しい。

　保存食にもうってつけです。
　会員価格１パック　290円
　10個以上は１パック　280円　

※「でんでん米」等の食品は新鮮な
ものをお届けしたいために、今後会
報の時期だけの取り扱いにさせて頂
きます。品切れご容赦！

マインモイスト・ローションとクリーム
　私自身秋から春までの約５ヶ月近
く子供の頃から、足の痒みで苦しん
でいました。クリームもなかなか合
うものがなく１つだけ見つけた軽い
化粧水でした。

　冬の20号に紹介したクリームです
が、今年はこれを試していましたが、
数少ない効果的なクリームでした。
　女性の皆さんは長年の経験からご
自分に合うクリームをお使いと思い

【入浴剤スーパーミネラル】

【でんでん米】

【ローションとクリーム】
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夏休みのお知らせ
平成26年８月13日㈬〜

平成26年８月17日㈰
定休日、営業時間

定 休 日　土日、祝祭日
営業時間　10時〜18時

　毎月第３日曜日、午後１時より（東
横線菊名駅から徒歩３〜４分）伝聴
研４階で開催。予約が必要です。

７月20日（第３）	//	８月３日（第１）
９月21日（第３）//10月19日（第３）
11月16日（第３）//12月７日（第１）
ご友人をお誘いください。

体験会のお知らせ

《編集後記》

ますので、今後も注文があれば取り
扱いますが、掲載するのは最後にし
たいと思います。

特売価格。
マインモイスト・ローション

8,742円→8,000円
  　　〃  　 クリーム

9,257円→8,790円

　雪山で痛めた左膝裏の筋をか
ばいながら過ごしていたところ、
とうとうギックリ腰に。
　痛い腰を抱えながらブラック
ホールを試さなければと、腰を
曲げたり脚立に乗ったり、設置に
無理をしたために悪化させてし
まった。
　痛い腰を騙しだまし、ようやく
書き終わった会報です。紺屋の白
袴にならないように、これから聴
覚トレーニングをやります。

　昨年末に開設したホームページ
からご注文頂くと定価でしか対応
できません。TELかファックスでご
注文ください。またカード使用の場
合はお電話を頂いて指示に従ってか
らホームページで買い物をして下さ
い。

「ゆほびか４月号」
《富士山の自然音ＣＤ》

　わかさ出
版から富士
の音の特集
の企画を受
けて集めて
あった様々
な 富 士 の
音。
　その後１

年もその話がなかった。
　ところが敵会社である壮快の「ゆ
ほびか」からまったく同じ企画が持
ち上がって、提供。
　ＣＤ１枚30分くらいですが、とて
も良い内容です。

　「ゆほびか４月号」税込690円

「わかさ５月号」
〈脳活性トレーニングＣＤ〉

「わかさ５月号」税込689円
「わかさ７月号」

〈目の活性トレーニングＣＤ〉
「わかさ７月号」税込680円

　「壮快」「ゆほびか」、「夢21」「わか
さ」等に付録されたトレーニングＣ
Ｄ、自然音ＣＤをご入用の方は、ご注
文ください。（備考欄）

耳よりな情報

ホームページからのご注文ホームページからのご注文ホームページからのご注文

　この伝聴研ニュースのみの記事も
ありますが、ホームページには最新
の細々したニュース、トレーニング
ＣＤの使い方、その他、詳しく掲載し
ていますので、ご覧頂きたいと思い
ます。
　また私が気づかない情報などもあ
ると思います。
　ご一報頂けたら有り難く思いま
す。



会報21号注文書
注文受付期間： 2014年６月1日～ 2014年８月15日まで

※お届けは1週間～ 10日ほどかかります。会報ご注文の指定日配達は出来ません。	 	 	 	
	 ※ご購入合計が1万円以上で送料無料となります。１万円未満の場合は、送料500円（税込）

ページ 商　品　名 会員価格 数量 計

３ 新トレーニングCDNo.5　《想い出》（今回限りの価格は9,000円） ￥9,000

４

新自然音CD　ある山の風景No.7 《冬の音》キャンペーン価格 ￥3,120
自然音ＣＤ ※「ＣＤ番号」又は「タイトル」を備考欄にお書き下さい。お任せは

「お任せ」とお書きください　
上記No.7は省く　　　　　　
１枚3,650円　3枚10,800円　5枚17,650円　10枚33,500円

⇨￥

サプリメント　《ヒュークルミン》お披露目価格 ￥8,200

自然音サンプルＣＤ ￥300

５ ブラックホール（虫取器） ￥15,984

９

《デンダック》　（アダプタープレゼント）キャンペーン価格 ￥11,000

ヘッドフォンアンプUSB付セット　（本体価格は30,650円）Aタイプ ￥34,550

ヘッドフォンアンプセット標準品　（本体価格は20,360円）Bタイプ ￥24,780
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２チャンネルステレオアンプセット　○をする→スピーカーの色 （ 赤 ・白・ 黒・黄 ） ￥211,680
４チャンネルステレオアンプセット　○をする→スピーカーの色 （ 赤 ・白・ 黒・黄
　⇨スピーカーは２個価格 ） ￥251,480

ヒスクリーナー ￥5,170

CLGG（シーエルジージー） ￥12,310

ダイヤフィンガード（スプレータイプ） ￥1,440

ダイヤフィンガード（補充液 100ml） ￥2,570

ダイヤフィンガード（ペーストタイプ） ￥6,830
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不思議な石鹸　 ○をする↓ 
１個 （￥1,540） ／ 5個セット （￥7,550） ／ 7個セット （￥10,430） ／ 10個セット（￥14,700） 
／ 30個以上（1個¥1,430）
超ミネラル水　「岩の力」 2L　　1本目（￥9,500） ／ 2本目から（￥10,300）　
500ｍｌ（￥1,800）
入浴剤　「アクア」 700ml　　　  1本目（￥5,400） ／ 2本目から（￥6,150）

でんでん米　1パック290円　10パック以上ご注文の単価280円             

マインモイスト　ローション　8,000円　　クリーム　8,790円　〇を付ける

12 雑誌、個別に備考欄に書いてください。    

送料
合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956

フリガナ

ご住所
〒

お 名 前

TEL: FAX: e-mail　　　　    　＠

お届け日 □ 平日　　□ 土曜指定　　□ 日曜指定　　□ いつでも可

時間指定  午前中，12 ～ 14時，14 ～ 16時，16 ～ 18時，18 ～ 20時，20 ～ 21時（ヤマトのみ），19 ～ 21時（佐川のみ）

お支払い □ 代引き（現金払／ヤマト運輸）　　□ e‐コレクト （クレジットカード払／佐川急便）　　□ 郵便振込

備 考 欄

伝聴研行   FAX:045－439－5956 ご注文日： 　年　　 月　　 日

※ヘッドフォンの修理をご希望される方は伝聴研まで直接ご連絡ください



　皆様、如何お過ごしでしょうか。
　活動的な季節になりましたが、肩
こりでお困りの方も多いと思いま
す。その原因は、実は腕の使いすぎ
から来ていることが多いのです。そ
こで今回は、私たちが「腕の３点セッ
ト」と呼んでいる一連の体操をご紹
介します。（前回ご紹介した「肩上げ
ストン」の前に行うと心地よく肩が
緩みます。）
　今回の体操は、体の硬い方にとっ
て行いづらい体操もあるとは思いま
すが、無理の無い範囲で行ってくだ
さい。行うタイミングは、いつでも良
いのですが、お風呂上がりだと筋肉
が温まっていますので、より安全に
行うことが出来ます。

　指先が自分方向になるように手の
ひらをモモの上に置き腕を伸ばしま
す。

　息を吸いながら顔を上げ、息を止
めた状態で頭を気持ちよく振りま

〒231−0045
横浜市中区伊勢佐木町5−127
電話：045−261−3300
http://npo-kido.com/

（氣道で検索してください）

NPO法人氣道協会

　写真のように、背中で手をつなぎ
ます。手をつないだ後、緊張している
処の力を抜くつもりになります。（力
を抜くつもりが難しい方は、感じを
味わっているだけでも結構です。）
　なんとなく、馴染んでくる感じが
したら終了です。

　手をつなぐ事が難しい方は、写真
の様にタオルなどで補助します。毎

　写真のように、背中で合掌します。
（理想的には、両掌が完全に合わさっ
た形ですが、現在、肩を痛めている
為、ご容赦願います。）

　この状態
で、緊 張 し
ている処の
力を抜くつ
もりになり
ます。（力を
抜くつもり
が難しい方
は、感じを味
わっている
だけでも結

構です。）
　合掌が難しい方は、写真の様に拳
を合わせるだけでも結構です。

腕の３点セット

す。
　苦しくなったら、息を吐きながら
最初の状態に戻します。（ここまでを
１セットで合計３セット行います。）

※モモの上に手のひらを当てること
が難しい方は、床の上に手のひら
を当てた状態で行うとよいでしょ
う！

１．頭脳明晰呼吸法

松岡正彦先生のコラム松岡正彦先生のコラム松岡正彦先生のコラム
【肩、首のコリ解消法】

松岡正彦先生のコラム

２．後ろで手をつなぐ

３．後ろ手合掌

第二回

回、タオルを手繰り寄せる様にする
と、段々出来る様になってきます。


