
　昨年の秋の出来事です。
　一年ほど前に発見した広大な草
原。ここは、この草原に来るための道
が１本のみ、車の音も殆ど入らず、
雨、風さえなければほぼ100％の録音
ができるという夢のような草原だ。
　檜が生い茂る真っ暗で不気味な急
勾配の林道を抜けると突然、草原が
広がる。
　夜中の草むらは昼間とは一変、格
別に怖いものがある。

　この草むらを登っていくと、中間
部にジメジメして真っ暗な杉林があ
る。これを過ぎるとまた広大な草む
らになる。
　草むらのあちらこちらに録音機を
仕掛けては移動を繰り返していた。
　そうしているうちに、いざ車に帰
ろうとすると方向が分からなくな
る。
　そこで「車のスモールを点灯させ
れば明かりがあるので安心もでき
る」と…。加えてフォグランプもつけ
て移動を繰り返していた。
　草原の下側のポイントで最後の録
音をして、「さて帰ろう」、と車のキー
を回したところ、「カチッ、カカカカ」
と、スターターが回らない。
　「しまった！」バッテリーを上げて
しまったのだ。さて困った。
　車を置いて徒歩で町まで帰るしか
ないのかと途方にくれた…。

　「そうか、ＪＡＦに入っていたっ
け！」とかつての経験が生きた。
　携帯のアンテナが立つ所を見つけ
ＪＡＦに電話をかけた。
　説明をしてもＪＡＦの地図に出て
こないとか。
　「それでは直ぐに地元に連絡しま
すので、担当者に説明してくださ
い。」と電話を切った。
　20分くらい待ったであろうか、よ
うやく電話があった。
　「そこは昼間一度行った事がある
ので、だいたい分かると思います」
と。
　車が見えたら私の位置を懐中電灯
で知らせる事にして待った。
　直ぐに行くと言っていた割には時
間がかかる。
　待ちくたびれているとようやく車
のライトが林の隙間から見えた。草
原に出たらしいところを見計らって

※メールアドレスを登録して下さい。
※この会報は最終のお買い物（伝聴
研へのご連絡）から約５年間（年２回
発行）お届けしています。
　引き続きご覧頂く場合はご一報く
ださい。また、メールアドレスをお知
らせ頂いた方には、引き続き会報の
PDFをメールでお届けしています。

＊キャンペーン期間中は、電話によ
る注文またはお問い合わせは午後に
お願い致します。
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《こんな所で何をやってんすか》

株式会社

傳田聴覚システム研究所 第22号 2014年末号

伝聴犬
※特売品は2014年12月１日～2015年1月15日まで。　※掲載商品は全て税込価格です。
代理店よりトレーニング製品をご購入の方は代理店よりご注文ください。但し、特売品は伝聴研のみの扱いです。



　伝聴研の事業として最初に製品化
したのが現在の聴覚システムの最強
ツールでもある“ハイパーリスナー”
です。事業化する約２年前、1997年
末にこのシステムを完成させました。
既に17年経過しています。
　その後2005年にフルエンシーシ

ステムと言って超音波３万Hzまで出
せるシステムを装備して、新しい“ハ
イパーリスナー”２号機を完成させま
した。
　現在の２回目以降のトレーニング
で提供している新型の“ハイパーリ
スナー”です。その時に音源や内容も
大きな変更をしましたが、今回のリ
ニューアルはそれ以来ですから９年
ぶりになります。

　改定の大きな理由として、上級コー
スの一部に若干音源が少ない事が長
年気になって暇を見つけては音源を
製作していました。
　市販品のＢＯＸ製品と違って山の
ような音源が必要ですので、業務の合
間をぬって作業をするために、ここま
で時間を取ってしまったわけです。
　１コース約1,000種類。その他に自
然音、原音合わせて200種類。合計約
1,200種類。
　ＣＤの枚数にすれば100枚を軽く
超えるでしょう。

　初期型“ハイパーリスナー”１号機
は何で初回なのかという理由は、様々
な理由がありますが、特に初回の開発
には新型にない音質の特徴があり、初

懐中電灯で合図を送ると「確認でき
ました」との連絡が入った。「これで
帰れる」と安堵した。
　35才前後のがっしりした体型の男
性が車から出るなり、第一声が「こん
なおっかない所で何をしてんすか」

「天体観測でもしてんすか」。
　「よく怖くないですね…」と周囲を
見回して、「一人じゃとても行けない
から一緒に行ってくれる人を探して
きたんすよ」。
　「この上だったらどうしようかと
思っていたっすよ。上だったら帰っ
てしまったかもしれないっすよ…」。
　「よかった下側で…」。
　「マムシだっているっしょ…」、と。
　確かに助手席には無言の女性が
乗っていた。
　「そりゃ怖いよな。僕だって何回来
たって怖いものな〜…」。と思いな
がらも、彼の言い方に、一人心の中で
笑ってしまった。
　ＪＡＦが帰った後、直ぐに本部か
らの電話で、「地元に要請しました
が、行きましたか？」
　「良かった」
　「あんなおっかない場所には行け
るわけないじゃないかって拒絶され
たんですよ」。
　「本部からでは４時間はかかって
しまうので行ってもらわないと、と
説得に苦労しました」。
　「でも行ったんですね。作業完了で
よかったです」
　「またのご利用をお待ちしていま
す」と、電話を切った。
　余程怖かったらしい。
　おかげ様で無事帰る事ができた。

　この一件から２ヶ月後、秋の気配
も濃厚になったある日曜日の晩、草
原の中腹に上がっていくと、見晴ら
しの良い草原の尾根に珍しく１台の

【“ハイパーリスナー”】
内容をリニューアル

車があった。
　「こんな夜中にカップルか」と遠慮
しいしい、車の横を通り過ぎると、一
人の小太りの男性が車の後ろにい
る。
　沢山の機材と共に望遠鏡が見え
た。
　少し離れた所に止めて、「星の観察
ですか？」と近づいて行った。
　完全防寒姿だ。晩秋の草原は寒い。

「〜〜星です」とパソコンを指さし
た。
　綺麗に写っている。「〜〜光年離れ
ている」。
　ボソ、ボソっと面倒くさそうに、そ
れでも答えてはくれていた。
　「それじゃ車の振動もライトも影
響を受けるんでしょうね。」と言う
と。
　「十分受けていますよ」
　今度は迷惑そうな顔…。
　「…それじゃお邪魔しました。頑
張ってください」と、帰ろうとした
ら、「えっ」と、悲しそうに私の顔を見
上げて「…もう帰っちゃうんすか？」
　「…」
　この寂しい草原で夜明けまで寒さ
に震えながら、一人、星の観測を続け
るんだろうな〜。
　それならそんなに面倒くさそうな
言い方をしなくてもいいではない
か。と、なんか可哀想に思うと同時に
笑えてしかたなかった。
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《もう帰っちゃうんすか？》



　20号の会報でご案内した通り、昨年
末に、自作できるホームページツール
を見つけ、十数年来の大きな悩みから
解放されました。昨年末の約10日で完
成させました。悩みが大きかっただけ
に、この感激は言い表す事ができませ
んでした。

　しかしホームページは不特定の方に
ご覧頂くために、掲載できない事も多
くありますが、差し障りがない事項に
ついては、まず最初にお知らせするの
が、このホームページ上になります。
　トレーニングの方法、疑問、各種取り
扱い説明書類、細々としたことまで殆
ど網羅しています。
　現在、不足と思われる項目について

【ホームページをご覧下さい】
はその都度掲載しています。
　コンピュータをお持ちの会員様はど
うぞ時々覗いてみてください。
　先日は「毎日１回は見ています」とい
う方からの電話があり、とても嬉しく
思うと同時に、しっかり作らなければ
という思いにかられました。
　検索方法は「でんだ、傳田、伝田、伝聴
研」、でも出てきました。

回のトレーニングにはうってつけの
ために部品をやりくりしながら再生
を計っています。この時にさらに音質
を重視した改良をしていますので、開
発当初から比べると格段に良い音質
になっています。
　“ハイパーリスナー”は事業開始以
来、約四千五百人の方に受けて頂き、
半数以上の方には上級コースに進ん

で頂いています。
　新旧とも、機械の台数も多くありま
せんし、また私がお一人お一人の受講
に直接対応させて頂いていますので、
月に多くの人数の受け入れもできま
せん。以前は月に35人という多くの
方のお相手をさせて頂きましたが、今
ではひと月に最大８人くらいが精神
的に限度です。そのため、お待たせす

ることも出てきます。
　この音源改定は１月１日を目指し
て目下最終調整を行っています。
　どうぞご期待下さい。
　なおホームページのショッピング
に“ハイパーリスナー”のお申込の欄
も作りました。ショッピングからお申
込頂ければカード払いが可能になり
ます。
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【第８回】ソプラノ歌手　R.S.
  クラシックを含め、声楽も器楽も音
楽に関わる活動なら何でも大好きな
Sさん。スイスとドイツで集中的に声
楽の勉強を始めたが、７年ほど前か
ら「思うような声が出せない」と密か
に強く悩み、自分で歌うことと他人
へ教えることの「発声のバランス」が
つかめずジレンマに陥ってしまい体
力にまで影響、めっきり疲労しやす
い身体になってしまった。
　伝聴研の試聴直後に身体の緊張感
がなくなってびっくりするほど声が
ラクに抜けて歌いやすくなり、歌っ
た声の変化に衝撃を覚えた。劇的な
変化は歌だけではなく、スコアラー
の仕事においても、一つひとつの楽
器の音がまるで指揮者の耳になった
ようにハッキリと聴こえるようにな
り、音を一瞬見失う恐怖心から見事
に開放された。
　手に取るように体得できた変化

は、自らが歌い、また教えるというこ
とへの自信につながり、体力回復に
も大いに役に立ったという。理想の
声を得た今、夢は人一倍朗らかに音
楽人生を歩んでいくこと、だそうだ。

【第９回】ピアニスト　Y.A.
　ウイーンでの留学中、外国人講師
から何度も「遅い」「音をよく歌って
聴きなさい」とのアドバイスを受け
たＡさん。戸惑いながら自分の音楽
について人一倍悩み、音を捉える感
覚が西欧人と日本人とではかなりず
れていること、こちらが思う以上に
高い位置で音を聴いていること、そ
れが拍子の問題にも通じているので
はないか…と感じていた。
　帰国後、知り合いの声楽家の自宅
にあった伝聴研の試聴機具に興味を
覚えヘッドホンを耳にあてたら、音
のトーンがまるで変わり、たった１
回の試聴でこれまで音に対してずっ

連載〈ぶらあぼ〉体験談
と疑問に思い、探していた答えが見
つかって感涙。フィンガーシュピッ
ツェン（鍵盤のタッチを早く指先に
集める奏法）が断然スムーズに、ほん
の少し触れただけで音がクリアに鳴
り、完全にリラックスした状態で音
が前のめりで伸びている自己の弾き
方にも驚いた。
　試聴後、すぐに20日間コースをス
タート。倍音も響きすぎるくらいす
ごくよく聴こえるようになり、音に
対する耳使いが無意識にできるよう
になって、劇的な変化は更に続いた。
さる著名な外国人の音楽家から「あ
なたのピアノの音は日本人にはめず
らしく、深くて遠いところまでしっ
かり鳴っている」とも言われた。　
　「聴覚訓練」で得たサウンドの広が
りと躍動感あふれる演奏は、今、自分
の音として、確固たる自信に繋がっ
ている。

連載〈ぶらあぼ〉体験談
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【トレーニングのヒント】

　日頃ホームページをご覧頂いてい
る会員様には感謝しています。
　ホームページは公のものですの
で、特に病気などに関わる事につい
て記載できない事を残念に思ってい
ます。電話にての相談は承っていま
す。傳田宛ご質問ください。
　また会報での特価、その他割引き
がある場合もありますが、同じく公
のホームページですので、定価でし
か記載できません。
　皆様がペイパルを使ってホーム
ページからお申し込み頂くと、通常
価格になってしまいます。以前は差
額をお返ししたり、サービス品を付
けて送ったりしていましたが、この
作業がとても大変で、今後は出来な
くなってしまいます。
　会員の皆様の商品のお申し込みは
ホームページの価格を参考に、伝聴
研のメールでお申し込み頂くか、直
接お電話にて承ります。よろしくお
願いいたします。

ホームページを持っている皆様
にお願い

　リンクが貼ってあるほど検索エン
ジンの重要度があるとみなし、検索
が上位にくるという情報を得まし
た。どうか伝聴研のリンクを貼って
ください。また伝聴研にリンクを
貼る希望がある方はお知らせくださ
い。リンクページを作ってご紹介し
ようと思っています。

【ホームページのショッピング
PayPalからお申込の場合…は】

２種類のセットを（７〜８枚）持って半
年に１回交代でトレーニングをする。

　“ハイパーリスナー” では豊富な音
源と多彩なプログラムで、できるだ
け飽きが来ないように作られていま
す。しかしそれでも20日を過ぎると
耳慣れがしてきます。
　一方皆様がお持ちの市販品、ブレ
インスイッチＢＯＸ、‘ミラクルサウ
ンドＢＯＸ’、‘みゅ〜ずＢＯＸ’、また

《ブレインシンフォニー》ではトレー
ニングＣＤの枚数に限りがあります。
　繰り返し聴いているうちに曲の細
部まで覚えてしまいます。覚えると
次第に効果が薄くなります。
　会員様の中には上記のトレーニン
グＣＤを全て持っている方も多くい
らっしゃいます。沢山お持ちの方に
は次のような方法をお薦めしていま
す。
　正月は《ブレインスイッチＢＯＸ》、
夏は《ブレインシンフォニー》、合間
は《ミラクルサウンドＢＯＸ》や《みゅ
〜ずＢＯＸ》などを時々聴いて頂き
ます。
　この聴き方だと、同じトレーニン
グＣＤは１年に一度しか聴かない事
になります。さらにブレインスイッ
チＢＯＸの40分ＣＤには９枚ほどの
トレーニングＣＤがあります。それ
らを加えて頂けると、同じＣＤは１
年半に一度聴くだけということにな
り、とても合理的なトレーニングが
可能になります。徐々に買い足して、
このような聴き方をしてください。
　ホームページのトレーニングの方
法を参考にしてください。

〈私、毎日聴いています〉
　BOX製品はお買い頂くと皆様のも
のですので、基本的にはどうお使い
になろうが、私がダメとはいえませ

ん。体調が思わしくなかったり、精
神的に不安定な要素があったりする
場合は連続しても構いません。しか
し通常の場合は耳慣れを起こさない、
耳に飽きさせないように使うのが効
果を最大に出すコツでもあります。

《トレーニングの効果的な方法》
　今まではＢＯＸごとにトレーニング
時間はまちまちでしたが、どの製品も
目安として、１ヶ月の間に、合計20
時間のトレーニングとして下さい。
　このトレーニングの中間あたりに
耳休めとして自然音ＣＤやナクソス
音楽ＣＤを聴く事をお勧めします。
　自然音ＣＤは可能な限り自然その
ままの録音を心掛けています。
　自然音には低周波から高周波まで
満遍なく含まれています。トレーニ
ングした耳はたいへん細かい音まで
拾えるようになっていますので、微
細な音が脳を刺激できるのです。
　またナクソスＣＤは現在発売され
ているどのＣＤより音質がクリアー
です。その事によって伝聴研のトレー
ニング音楽は全て、このナクソスを
採用することになったのです。
　現在では世界一のＣＤレーベルに
なっています。
　このナクソスＣＤをトレーニング
の合間に聴くことによって、トレー
ニング音と同じ音質なために、多少
のトレーニング効果も期待できます。
全品は扱えませんが、ほんの１部50
タイトルほど在庫を持っています。
　１枚1,380円と安いですので、是
非ご利用ください。
　ＣＤの内容が分からなければ、ど
ういう分野が好きかお知らせ頂けれ
ば選定してお送りいたします。
　扱い品目の詳しくはホームページ
をご覧ください。

（７ページへ→）



会報22号注文書
注文受付期間： 2014年12月1日～ 2015年１月15日まで

※お届けは1週間～10日ほどかかります。ご注文の指定日配達は余裕がある場合。※音響機器関係の納品は不定です。
※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

７
イングリッシュクリアリー ￥16,000

ＣＤ、ＤＶＤ湿式レンズクリーナー ￥1,940

８

新小型アンプ（Ｄ２小型スピーカー用）（D8大型スピーカー用）・（２チャンネル・４チャンネル）	
スピーカー（小型D2　　本　　色/・/大型Ｄ８　　　本・黒、青）	 	
凡その価格を記載してください。改めてこちらからお電話を差し上げます。

⇨￥

スピーカー　　アンプ　単独注文　⇨

９

「岩の力」10倍濃縮液 ￥5,400

（サプリメント）サルパス ￥9,000

パソコン用推薦小型スピーカー（送料込み）（白･黒） ￥9,900

《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
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ヘッドフォンアンプセット標準品　（本体価格は20,360円）Ａタイプ ￥24,780

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

サプリメント《ヒュークルミン》 ￥8,200

ヒスクリーナー ￥5,170
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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
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）　

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													
ナクソス音楽ＣＤ（１枚　1,380円）
※「タイトル」を備考欄に。お任せは「お任せ」と、枚数を。
自然音CD
※「タイトル」を備考欄に。お任せは「お任せ」と枚数をお書きください。複数枚割引き有り。

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

プレゼント商品　その他お書きください。

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。寒さが一段
と厳しさを増す
季節になってき
ました。冬は、空
気が乾燥し、そ

の影響は皮膚が真っ先に受けること
になります。中でも皮膚が一番薄い眼
球は、大きな影響をうけます。目が乾
燥すると頭がくたびれ、首が凝って
きます。今回は、目を緩める「目の三点
セット」をご紹介します。寝る前に行
うのがベストなタイミングです。
注意：コンタクトレンズは、必ず外し
てから行ってください。

　左右の耳に触れてみて、強張ってい
る側だけを行うととても効果があり
ます。
（分からない時は、両側を行ってくだ
さい。）

〒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

　目の上の骨のキワを指で下から押
さえ、目頭から外側へ押さえながら滑
らせていきます。
☆ワンポイントアドバイス
　指を滑らせていく途中で、目に響く
ような痛みを感じる所があったら、そ
こを中心に刺激しても結構です。

　最後にこめかみを軽く押し上げます。

　手のひら
の付け根（写
真Ｄ参照）
で、目を圧迫
します。
注意：コンタ
クトレンズ

は、必ず外してから行ってください。
　写真Ｅの様に、
手のひらの付け
根で眼球を圧迫
するのですが、両
方の目に同じく
らいの気持ちい

い圧がかかるように力加減を調整し
てください。30秒～１分くらい、何
回かに分けて圧迫しても結構です。
☆ワンポイントアドバイス
　強めに圧迫すると、チカチカとした
模様が見えてきます。その模様が左右
同じくらいに見えるように力加減を
調整すると良いでしょう！（目を圧
迫するのが不安な方、心地よさを感じ
ない方は、あまり強く押さえないでく
ださい。）
※別法
　最後に、手のひらの中央が目の上に
来るように位置をずらします。そし
て、手のひらの中央で呼吸をするつも
りになります。（愉氣）

目の三点セット

　写真Ａ～Ｂの様に、耳殻の中央を５
秒引っ張ります。その後、中央から上
の５ヶ所を５秒ずつ引っ張ってくだ
さい。少し痛いくらい強めに刺激した
方がその後、急速に目が緩むから不思

１．耳殻（耳のふち）を引っ張る

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．眼窩を押さえる

３．眼球を押圧する

第三回

A Ｂ

C

Ｄ

E

議です。
☆ワンポイントアドバイス
　耳殻の中で硬い塊（硬結）がある場
合は、その塊を指でとらえて丁寧につ
まむととても効果的です。

※別法
　写真Ｃの
ように、強く
つまんだま
ま耳のふち
まで引っ張
り、そのまま
耳殻をはじ

いても結構です。



《犬にトレーニングをしました》

　犬が興味津々だったので犬にト
レーニングをさせました。気持ちよ
さそうにおとなしくジッと聴いてい
ます。
★私がトレーニングしていると隣の

犬が遠吠えをはじめるんです。
★猫がヘッドフォンから漏れてくる

音を聴いていました。
★犬も猫もとても性格が良くなりま

した。
★ヨーグルトに聴かせたらとても味

が良くなりました。
★自分がトレーニングしたらハムス

ターに噛まれなくなった。
★鳥が逃げなくなった。
★子供の野良犬が一駅ついて来た。
★公園で大型犬が寄ってくる。（怖

かった）
　動物に関してもいろいろな報告が
あります。

　皆様のトレーニングCDなどによ
る効果、近況などご一報頂けたら有
り難く思います。

（ナクソスＣＤを差し上げています。）

《耳も千差万別》
　私が聴覚の話をすると「とても説
得力があります」。と耳を見られます。
　耳の大きさと性能には関係はない
と思いますが…、こんなに違うんで
すね。改めて自分の耳のデカさに驚
きます。

【特価品のご紹介】

　前回ご紹介した他社からOEMで発
売した《English Clearly》英語用聴覚
システム。伝聴研からも販売できるよ
うに用意いたしました。
　今回20セットを特別価格にてお分
けいたします。
　内容はヘッドラインニュースです
ので、英語のレベルは結構高いです。
しかし、皆様もよくご承知のように英
語を勉強するシステムではなく英語
を通じての聴覚の開発です。
　この《イングリッシュ・クリアリー》
は音楽も勿論入っていますが、英語を
直接効果音にもしていますので、英語
を聴いてそのままトレーニングにと、
これまでとちょっと違った効果音の
使い方をしています。
　このニュースの聴き取りで聴覚開
発もできるでしょうし、難しい内容に
あえてチャレンジするのも良し、いろ
いろ使い方はあると思います。
　このセットはＯＥＭ供給したもの
で価格を抑えてという先方の意向で、
一般のヘッドフォン、またインナーイ
ヤホンで聴くということになってい
ますが、それではやはり効果が激減
です。皆様がお持ちの再生機器と専用

【イングリッシュ・クリアリー特価】
【レンズクリーナー】

ヘッドフォンでお聴きください。
　今回２割引でお分け致します。
　多分今回のみになるのではないか
と思います。

　16,000円

　ＣＤの音飛びについての問い合わ
せがよくあります。
　ＣＤプレーヤー、ＤＶＤプレーヤー
はレーザー光線によって盤面を読み
取っています。このレンズは盤面の下
側に露出していますので、使う環境に
よって汚れ方が大きく違います。

　盤面が読
み取れない

（再生でき
ない）など
の不具合が
起きたとき
はまずレン
ズの汚れを
疑ってみて

ください。
　この問題を解決するにはレンズク
リーナーが必要です。（湿式がお勧め）
　ご自分で買い求める場合は国産で
千円以上の製品を選んでください。
　再生機器の必需品です。
　湿式レンズクリーナー　1,940円

　これまで多くの方に買って頂いた
12面体スピーカー用の専用アンプで
すが、ようやく量産の体制が整いつ
つあります。（多分）年明けからこの
アンプになる見込みです。

　大きさは写真の通り、だいぶ小型
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今回は３点の紹介です。

新製品のご紹介

【アンプのマイナーチェンジ】

（→４ページより）



になりました。小型過ぎると思われ
る方には下段の高級筐体もあと数台
は製造可能です。

　この大きさで性能は初期型と全く
変わりません。●十分過ぎるほどの音
量と素直な音質、また●デジタル入
力、●アナログ入力、そしてフロント
にはトレーニングができるように●
ヘッドフォン端子もついています。
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　写真でもお分かりの通りこれまで
２センチスピーカーは黒白赤であり
ましたが、カラシ色が加わりました。
またスピーカーユニットも黒と白２
色が選べます。
　私も自宅ではこのカラシ色を天井
から吊り下げています。部屋壁は白
ですが、馴染んでいます。

２本１セット　129,600円

（小型Ｄ２と大型Ｄ８の比較）
　この夏このＤ８スピーカーの特徴
がようやく解析できた所で、音質調
整に入りました。
　これまで紹介して来た手の平に乗
る可愛い２センチスピーカー（Ｄ２）
とほぼ同じ素直な音質にすることが
できました。
　この２センチと８センチの音質の
差は、８センチの方がスピーカーユ
ニットが大きい事と、筐体が大きい
ために低音がゆったりと、音に余裕
が出ることです。
　勿論有り余るボリュームも出ます。
　この12面体の特徴である、小さな
音から大きな音まで殆ど音質がかわ
りません。
　どこで聴いてもステレオ感があり、
生演奏そのものです。
　受注製品ですが、１セットだけは
在庫を持つつもりです。
　音質設定をトレーニングポジショ
ンにすれば聴覚トレーニングもでき
ます。
　吊しても良し、スタンドに立てても

　超小型12面体スピーカー〈Ｄ２〉
に色が加わりました。

上　2015年販売　小型アンプ
中　現行アンプ
下　初期製品（高級筐体）

【８センチスピーカー〈Ｄ８〉完成】

　伝聴研のサロンにはこれまで10セ

構いません。

　アンプは以前のものでも使えます
が、８センチ用に少し改造する必要が
あります。

Ｄ８大型スピーカー
　価格２本１セット　375,000円
（ケーブル、アンカーボルト付属）

スタンドは別売
※お手持ちのアンプをＤ２、Ｄ８ス

ピーカー共用へ改良費用
　　　20,000円

新価格〈Ｄ２用〉
小型アンプ（２チャンネル）     87,000円
〃４チャンネルアンプ   126,880円

〈Ｄ２、Ｄ８用〉共用アンプ
小型アンプ（２チャンネル） 102,000円
 〃４チャンネルアンプ 141,000円

※８センチスピーカー用アンプは現行のＤ２
アンプより20,000円プラス

※４チャンネルの時は４本（２セット）のス
ピーカーが必要です。

ンチのスピーカーが天井からつり下
げてありました。残念ながらこのス
ピーカーは製造中止になってしまい
ました。その後８センチユニットを
12個配置した（Ｄ８）サッカーボール
大のスピーカーを完成させていまし
たが、皆様にはまだご紹介していま
せんでした。筐体の色は黒と濃紺を
用意してあります。
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「岩の力」10倍濃縮
　毎回紹介
し て い る、
成人病予防、
人間に必要
なミネラル
成分がバラ

ンス良く入っている「岩の力」。（体
重の2,000分の１）約30cc摂取する
と小型トラック１台分の野菜をとっ
たことと同じくらいのミネラルが取
れる、という優れたサプリメント。
　最近の野菜は温室育ち。肥料をや
るために野菜がサボってしまって昔
の10分の１から100分の１くらいし
かビタミン、ミネラルが入っていな
いと言うことです。成人病はミネラ
ル不足という観点から作られたサプ
リメントです。
　今回非売品ですが、10倍濃縮液を
手に入れました。（体重60kgの方だ
と３cc）
　旅行に良し、また濃いのでシミソ
バカスにもさらに効果があるのでは
ないでしょうか。

売価5,400円

　Surpass（サ
ルパス）は、血
糖値が高めの方
向けの目のサプ
リメントです。
　これも眼科医
の葉山先生が作られました。
　糖尿病による糖尿病性網膜症、緑
内障、黄斑変性症の予防及びケアに
是非お勧めです。

　一般の目のサプリメントは、抗酸
化成分と目の血流を良くする成分で

ヘッドフォンアンプ・デンタックに
　多くの皆様にヘッドフォン・アンプ
をお買い頂いています。しかしヘッ
ドフォンからしか音を出すことがで
きません。部屋に自然音や音楽を流
したいとお思いのはず。

　ヘッドフォン・アンプには外部出力
という端子が後側に付けてあります。
前側のヘッドフォン出力と同じサイ
ズの穴です。ここにパソコン用の外
部スピーカーを繋ぐ事ができます。

（ヘッドフォン端子からの接続も可）
パソコン用スピーカーには千円くら

新製品紹介

【サルパス】

【パソコン用外部スピーカー】

作られています。

　そのため、血糖値の高い方は、な
かなかその効果が出にくい場合があ
ります。それは、血液自体がドロド
ロだからです。目にはたくさんの毛
細血管がありますが、その血を改善
しなければ、効果は望めません。
　Surpass（サルパス）には、天然
のインスリンと呼ばれるサトウキビ
由来の「イヌリン」を配合してありま
す。低カロリーで血糖値の上昇を抑
制し、血中脂質の低減など血液から
目の健康を促すことができます。純
度の高い「イヌリン」ですので１日３
粒でＯＫです。
　この〈サルパス〉と、前回ご紹介し
た〈CLGG〉〈ヒュークルミン〉はた
いへん優れたサプリメントですので、
伝聴研では当分の間、常時扱います。

通常価格　10,584円
お披露目価格　9,000円

いのものから数万円まであります。
かつて伝聴研でヘッドフォンができ
ないお子様用として改良して販売し
た事がある外部スピーカーです。
　音質はとても素直で推薦できる製
品です。
　これを今一
度取り扱う事
にしました。
　 但 し、 ト
レ ー ニ ン グ
に は 使 え ま
せん。音楽や
自然音をお部
屋に流して楽
しむためのス
ピーカーです。

色は白と黒　9,900円

　以前はラ
ジカセなら
なんでも良
いと言って
いましたが、
時と共に安

かろう悪かろうという製品に拍車が
かかり、今では３万円くらいださな
いと満足いく音が得られない時代に
なってしまいました。良い音を聴く
習慣がなくなってしまったからです。
　そこで開発したのが、ＵＳＢオー
ディオ《デンダック》です。パソコン
のＵＳＢポートに接続、そこにヘッ
ドフォン端子を差し込み、パソコン
から再生させます。最高の音質が楽
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）

【パソコンでトレーニングの
必需品】
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　前々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。
　効果絶大で、歴史あるサプリメン

トです。
　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

通常取扱商品

　パソコンをお持ちでない方にはど
う再生して頂いたら良いだろうと考
えた末、ＣＤプレーヤーの代わりに
ＤＶＤプレーヤーを利用しようと思
い立って製作したのがヘッドフォン
アンプです。（上記写真のＤＶＤプ
レーヤーの上の製品）最高級の音質
が楽しめます。
　ＤＶＤプレーヤーとヘッドフォン
アンプのセットでお届けいたします。

Ａ　会員価格　24,780円

　このヘッドフォンアンプに★《デン
ダック》を加えて、ＤＶＤプレーヤー
とＵＳＢオーディオを共用にしたＵ
ＳＢオーディオ内蔵のヘッドフォン
アンプ（デザインは同じ）
　パソコンを使わない方は上の商品
です。
　ＤＶＤプレーヤーと、ＵＳＢオー
ディオ付のヘッドフォンアンプの
セット

Ｂ　会員価格　34,550円

　多分これが最後の
ご紹介になると思い
ます。30本限りです。
　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

ＣＤプレーヤーのかわりに

【ヘッドフォン・アンプセット】

【プレゼント】

①《チューナー》２台
　古いですが新品のチューナーが２
台あります。動作保証はできません。

②ポータブルＣＤプレーヤー
　サンプルで
取り寄せた製
品で、聴覚ト
レーニングは
使 え ま せ ん。
一般音楽用と
してお使いく
ださい。１台
限り。

　商品のご注文を頂いた方に限ります。
①②とも12月25日締め切り、新年
発送予定。
　共に希望者が多数の場合は抽選で。

　ボケが心配な方、安心、安全でかな
りの歴史がある良い商品です。ここ
で紹介のサプリメントは医者が薦め
ています。

　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１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」+

【Σヒュークルミン】

【ヒスクリーナー】

【CLGG】シーエルジージー
目のサプリメント

「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。
　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。
　ヒュークルミンは、その主成分の
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　8,200円

当時12,000円くらいしていたのでは
ないかと思います。
　弦楽器や管楽器の方の音合わせ用
です。
　かつて “ハイパーリスナー” のト
レーニングをして頂いた方、もしく
は今回１万円以上お買い上げ下さっ
た方で音楽関係者のご希望の方に差
し上げます。

送料500円
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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」

　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。
　●ペー
ストタイ
プをヘッ
ドフォン
のジャッ
クに微量
付けると

とても良い音質になります。特に標準
ヘッドフォンには効果的です。
　●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
　（微量しか入ってい
ません）
　《接点改質材》会員価格　6,830円

【Diafinguard】
ダイヤフィンガード

《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。
　ミネラル不足
の方。
　成人病の予防
の強力な味方。
　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。

「アクア」700ml　6,480円
　「岩の力」と同じミネラル成分の入

【入浴剤スーパーミネラル】

　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！

【でんでん米】

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。
　早めのケアと継続が目の健康維持
に役立ちます。
　たいへん多くの方から注文を頂い
ています。
　12,960円→会員価格12,310円

　やっぱり
凄い効果。
　後記の自
律神経でも
使 い ま し
た。
　よく眠れ

〈コウケントー〉ご紹介

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ずつ時々使っています。
　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。

補充液

スプレー

ペースト
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《編集後記》
　私ごとですが…
　今年の夏の異常な暑さ。でも会社
は冷房で、一日中作業に明け暮れて
います。暑さ知らずに過ごした事は
良かったのですが、夕方６時を過ぎ
ると、社内の人数も次第に少なくな
り、夜11時頃になると足が冷えきっ
て痛くなってきます。作業に没頭し
ていると空調を切らなければと思う
ものの、ついうっかり。
　いよいよガマンできなくなってか
ら切りに行くということを続けてい
ました。
　それが悪かったのかある日、心臓
がバクバクし始めました。よく観察
しているとバクバクしたり、リズム
が悪かったり。そう、不整脈のようで
した。

　そうこうしているうちに、今度は
背中が痛み始め、我慢できなくなり
ました。
　胃潰瘍は長年の友達みたいなもの
でしたが今回は少し様子が違うと内
心心配になっていました。昔飲んで
いた胃潰瘍の薬を見つけ、取り敢え
ず飲んでみると背中の痛みが全くな
くなった。それで胃潰瘍に違いない
とようやく確信できました。手持ち
の薬もなくなり市販薬を飲もうとし
たのですが、以前その市販薬を飲ん
で副作用の動悸が来た事もあって、
胃と心臓と、どちらを優先すべきか
迷ったが、胃潰瘍を優先。試しに市販
薬を恐る恐る飲んだ。
　案の定、さらに心臓は高鳴るし、胃
も大してよくならない。そこで顔が
広い若い友人に、薬が手に入らない
か電話をしてみた。
　彼曰く、それなら『重曹を飲んでみ
てください』
　「えー重曹？？」
　『僕がアメリカに住んでいた頃、ア
メリカでは重曹が見直されていて
…』『但し絶対医者に行ってください
ね』と。
　本当かウソか、500g350円の重
曹を薬局で買って、恐る恐る手の平
にほんの少し乗せて飲んで就寝。
　朝起きて気づいたら背中が痛くな

い？？
　まさかという思いもあったが、出
社して１グラムほど飲んだ。以来背
中の痛みが止まってしまった。
　それから10日間、重曹を飲み忘れ
るほどに回復した。
　何と35円も使わずに胃潰瘍が治っ
てしまった。
　心臓はというと、足は第２の心臓
と言われています。
　歩かない。その上に冷やした。
　歩く事は頭にはあるが仕事が山積
みでままならない。そこで足を温め
る事、冷やさない事を心掛けていた
ら、これも自然消滅。
　先日、テレビ番組「ほんまでっか」
で、「１日30分の歩き」は万病の薬と
言っていました。納得できます。
　ジョギングではなく、普通歩きの
スピードとの事でした。
　この件で、桑原先生ご夫婦にはた
いへんお世話になりました。感謝い
たします。
　本年も伝聴研に注目して頂きまし
て誠にありがとうございました。
　新しい年も今まで以上にお引き立
てよろしくお願いいたします。

　皆様にとって良い年でありますよ
う、お祈り申し上げます。

るし、安らげます。
　一家に１台、必需品です。
　この家庭用タイプ（１号機）という
のが使い易く、価格も手ごろです。

129,600円
　これに別売のキャスター 12,960
円を付けると移動に便利です。

（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。

正月休みのお知らせ
平成26年12月27日㈯〜

平成27年１月４日㈰
定休日、営業時間

定 休 日　土日、祝祭日
営業時間　10時〜18時

　下記の日程で、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。

第３日曜日
１月18日（第３） // ２月15日（第３）

３月15日（第３）//４月19日（第３）
５月17日（第３）//６月21日（第３）
　ご友人をお誘いください。
　ご都合が悪い方、音楽語学で録音が
必要な方は別途お受けいたします。

体験会のお知らせ


