
　今年の３月、例の如く喜多方市の冬山

　熊本地方の皆様、地震の被害のお見舞
いを申し上げます。
　熊本県の会員様は150名程いらっしゃ
います。また地震被害が大きかった所に
も数名の会員様がいらっしゃいました。
東日本の震災の時もそうでしたが、伝聴
研として特別な事はできませんが、もし
お持ちのトレーニングセットを震災に
よって無くされた方はお申し出下さい。
‘みゅ～ずＢＯＸ’もしくは‘ブレインスイ
ッチＢＯＸ’の基本セットを差し上げた
いと思います。このような時ほど精神的、
肉体的ケアにお役立て頂きたいと思いま
す。

肋骨２本折った不注意

に登って、もう一度氷筍の音を録ろう。と
いう誘いが年末から来ていた。
　運動不足がたたっていたので、「ああ行
きたくない」これは毎年思う事だが、２年
連続して連れて行ってもらい、お世話に
なった。
　１回目の一昨年、緩んだ雪に足を取ら
れながら登って頂上付近で滑落。昨年は
足を雪にもぐらせて捻って全治半年の故
障。今回はお酒で清めてから登るという
手はずになっていた。しかし、この半年
すっかり気力が落ちて何もする気が失せ
ていた。そのためか体調も今一つ。１月に
入っても行くためのトレーニングを全く
してなかった。
　運動不足解消のためにも登るべきなの
は分かっていたが…。
　１月になり２月になり、「待っているか
ら」との声をもらう。
　断るつもりでいた３月初旬、裏磐梯の
ペンションのオーナー木村氏から「残念
だけど今年は雪が少なくて登れないらし
い」
　「それは残念ですね」「諦めましょう」と
心にもない返事をした。
　それが祟ったのか、少し暖かくなった
３月半ば過ぎ、いつもなら裏磐梯に行っ
ている頃だ。
　花の手入れをしようとベランダに出

た。朝方まで雨が降っていたが、良い天気
になっていた。
　私が住んでいる４階はベランダに出る
たびに梁の部分を越えなければならな
い。この梁は厚い防水ゴムで被われてい
る。そこは滑り易いので人工芝を敷いて
あった。
　足下を確認せずに梁の部分に乗った途
端、何の前触れもなくツルっと滑った。そ
の滑り方は道端の氷の上を知らずに歩い
たのと同じ、受け身を取る余裕もなく仰
向けに叩き付けられた。
　前日の強風で人工芝が飛ばされ、おま
けに雨で濡れていた。そこへゴムのス
リッパで乗ったものだから、たまったも
のではない。
　運悪く、右後ろの大型の植木鉢に右脇
腹をイヤというほどぶつけてしまった。
　「イテーッ！」
　しばらく息も困難なほどだった。

　その後は鼻もかめない、咳をすると激
痛。クシャミなどは全身に響く。
　「肋骨にヒビでも入ったんだろう」とは
思っていた。
　会社に出勤すると皆「医者に行った方
がいい」と。
　それでも行かなかったが「貼り薬だけ
でも貰ったら、あの貼り薬は大きくてい
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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。

※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。
　会報をＰＤＦでご覧頂ける方には引き
続きメールでお届けしています。
　配信ご希望の方はメールアドレスをお
知らせ下さい。

＊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。

【送料に関して】
　2015年６月15日より、3,000円以
上のお買い物の場合は送料無料になりま
した。



【新商品予定】

【フットライト】

【15周年記念ボールペンプレゼント】

“ミラクルサウンドＢＯＸ”の原音盤を
製作しました。

　今までNo.8のトレーニングＣＤが長
い間製作中になっていました。これを「セ
セラギ」と題して、少し変わったコンセプ
トで製作しようと思っています。
　今回の会報に間に合わせようと作業を
始めましたが、間に合いませんでした。
　これを製作すればNo.1～No.10まで
揃う事になります。No.11～No.13の《ブ
レインシンフォニー》のトレーニングＣ
Ｄを含めると40分シリーズは合計13枚
になります。

　もう１枚、自然音ＣＤに川の流れの音
が少なかった事からこれは「春の小川」と
題して製作したいと思っています。水の
音は低周波から超音波までたっぷりと含
まれています。聴覚トレーニングをした
皆様の耳には、この流れの音がトレーニ
ングの如く脳に響いてくるはずです。
　次回の会報で詳しくご紹介いたしま
す。

【‘ミラクルサウンドＢＯＸ’の原音盤】
　前回新製品としてご紹介した‘ミラク

ルサウンドＢＯＸ’の原音盤。
　思惑通り、トレーニング盤を聴き飽き
た耳には錯覚を生み、とても良い効果
だったという報告を多数頂きました。
　つまり‘ミラクルサウンドＢＯＸ’のト
レーニングＣＤは右、左と音が振れます。
　当然同じ曲がかかると、耳（脳）はそう
なるものだと待ち構えます。条件反射で
す。それが原音盤だと、当然そうはなりま
せん。素直に原音が流れますので、一々耳
が驚く事になります。
　これが逆トレーニングです。
　勿論リラクゼーションＣＤとしても
使って頂けます。お試し下さい。

　定価、１枚　各3,700円 
　（キャンペーン特価）

「月,火,水,木,金,土,日の精」７枚セット
24,500円

「月,火,水,木,金の精」５枚セット
　 17,500円

“みゅ〜ずＢＯＸ”用　　　　
「月,金,土の精」３枚セット　10,500円

自然音ＣＤの解説はありませんが、今回
も特売いたします。→注文表へ

　 時 が 経 つ の は 早 い も の で す。ベ ン
チャー企業と走り回っていた時は既に
20年前のバブルがはじけた頃。
　会社組織にして満15年が経過いたし
ました。
　これもひとえに皆様のおかげ、感謝い
たします。

　まだまだ多
くの方に理解
頂けるほど広
まっていませ
んが、このシ
ステムが何時
の日か「常識
だ」と言われ
るように今後
もまい進して
行きたいと思

います。
　この15年を記念してボールペンを製
作しました。粗品ではありますが、今回ご
注文を頂いた全員に記念ボールペンを差
し上げたいと思います。
　とても書き味の良いボールペンです。

《日本人の耳をひらく》
　 2 0 1 1 年 1 1 月
に 発 売 の こ の 本
が5,000冊 を 売 り
切って間もなく絶
版になるとの連絡
を受けました。
　無くなったら大
変 と、慌 て て50冊

手に入れました。
　ご入用の方はこの機会に是非ご注文下
さい。
　音楽に関する巷の問題や矛盾などを分
かり易く解説しています。
　読んだ方からは「そういう事だったの
か。目から鱗」、と評価して頂いています。

1,400円（税抜）

　ご注文をお待ちしています。
　（初回のご注文に限らせて頂きます）

　10年以上前になるでしょうか。奄美大
島かサイパンだったか、巻き貝に彫刻し
てあるちょっと素敵なフットライトを見

つけてお
土産に沢
山買って
来た事を
忘れてい
たのを発
見いたし
ました。

　ご希望の方５名に差し上げます。
　豆電球をＬＥＤに交換すると電気代も
気にならないで付けっぱなしにできるで
しょう。
　備考欄にフットライト希望とお書き下
さい。多数の場合は抽選（７月末）になり
ます。

いのよ」という女房の意見を聞き「なるほ
ど」と、しぶしぶ医者に行った。
　医者はレントゲンを見るなり、「ああ２
本折れていますね」
　コルセットと貼り薬をもらって帰っ
た。全治１ヶ月半。
　この時期、冬山に登っても登らなくて
も怪我をする運命だったと、可笑しく
なった。

　以前、河口湖に録音に行った際、たまに
は温泉に入ろうと誰も居ない露天風呂の
広い洗い場を歩いて居たとき、ツルっと
滑って背中から落ちた。後頭部の髪の毛
に何かが触った。
　起き上がって見てみると、何と風呂の
縁石。肝を冷やした。あと１センチ頭が落
ちていたら救急車だったろう。
　中学生の頃、柔道をやっていたおかげ
で、とっさに受け身を取ったようで、頭を
持ち上げる癖も未だ付いていたようだ。
　ベランダの時も脇腹こそぶっつけたが
頭を打たなかったのは多分首を前側にし
ていたんだろう。
　クワバラ、クワバラ。
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《伝聴研からのお知らせ》
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　標準的なトレーニングの方法は説明書
に記載してあります。
　しかし問題を抱えている方に対して20
時間で終了して半年後に再トレーニング
とは行きません。説明書はあくまで標準
的な使用方法です。
　もし体調や精神状態をもっと改善した
い。などの場合は多少長く、30時間くら
い増やしても構いません。
　但し曲を覚えるに従って効果が落ちて
きますので、トレーニングＣＤを増やし
て下さい。また緊急を要する場合も同じ
ようにトレーニング時間を増やして、そ
の中に自然音ＣＤなどを混ぜて出来るだ
け多彩なトレーニングをお願いしたいと
思います。

　伝聴研のトレーニングセットは様々な
目的で皆様に使って頂いています。
　皆様の中には残念な事に一度使って押
し入れに入ったまま忘れてしまうという
報告も時々あります。
　また、一度目にあまり変化を確認でき
なかったので諦めてしまう。などの事も
時々聞くことがあります。

　このシステムを開発した当初は、感性
は持って生まれた感覚で、感性を上げる
事は難しいことだ、と思っていました。
この事業開始時は、お披露目のために
ビッグサイトなどのフェアに度々出展し
ていました。
　その時体験して頂いた方が、数年後、
来社され、再度体験して頂くとフェアの
時より、格段に上がり、平均値以上の優
れた感性になっていることに驚かされま
す。
　ご自身もフェアの体験後、感覚が以前
と比べて何か違って来ている事を何とな
く感じていたとの事です。
　その事からこのシステムは「生まれつ
いて」、と思っていた「感性も上げる事が
できるのだ」とこの時に分かったのです。
しかも体験ですので、たった１分半の刺
激を与えただけなのですが、この１分半
の体験が、その方の人生を大きく変える
ほどの感性に変化させていたのです。
　そういう事例は数限りなくあります。
　諦めずに続けて頂く事が如何に大切か

　お求め頂いた聴覚システムの使用方法
を文章で書いてあります。私を含めて文
章を読むのが苦手な方も多くいらっしゃ
います。
　これらを良く理解して頂きたいため
に各種類〈ブレインスイッチＢＯＸ〉〈ミ
ラクルサウンドＢＯＸ〉〈みゅ～ずＢＯ
Ｘ〉〈ブレインシンフォニー〉〈リスニン
グ Dr.〉の聴覚システムを表にいたしまし
た。
　今年お求め頂いた方には商品に添付さ
れていますが、昨年以前にお求め頂いた
方の場合は種類によって入ってない場合
もあります。
　ホームページの《サポート情報》でダウ
ンロードして頂けるようになっていま
す。連絡頂ければお送りいたします。どう
ぞご利用下さい。
　なお曲名が不明な場合もこの《サポー
ト情報》に掲載してあります。

　皆様お持ちの聴覚システムのセット
は、それぞれの目的でお買い頂いていま
す。
　しかしご自分の目的以外で使った事は

【トレーニングと感性について】

【トレーニング方法を表に】

【聴覚システムの効果】

ということ
を物語って
います。
　また感性
が高い方は
当然、聴覚
からの刺激

が強く、聴覚トレーニングの効果は速効
です。
　後から分かる事ですが、このシステム
をお持ちのはずの方が重病になってし
まった。という報告が時々あり、とても
残念な思いをさせられます。
　勿論回避された事例も沢山あります
が、半年に１回、規定の日数でなくとも、
少しでもトレーニングをして頂いていた
のなら、多分避けられただろうと思うか
らです。
　トレーニングに飽きてしまった時には
トレーニングＣＤや自然音ＣＤを増やす
なりして元気に過ごされる事が、私の何
よりの希望です。

あまりないのではないかと思います。
　23号より開発秘話を掲載しています
ので徐々に内容が明らかになると思いま
すが、膨大なページですので、掲載が終わ
るまで５年くらいかかってしまいそうで
す。
　そこで重複していくと思いますが、今
回から効果の部分だけを取り出してお知
らせして行こうと思います。
　実は、開発のきっかけになった「音楽の
聴覚開発」です。
　実は、いずれの聴覚システムのセット
でも、国際的な聴覚を獲得させることが
できます。ある面では音楽家より余程正
確な音を判断できる耳になっているはず
です。
　もしあなたが音楽家であったら、劇的
に演奏が飛躍し、驚異的なリズム感と表
現力、テクニックになっているはずです。
それは私の所に訪れる音楽家の大多数
は、たった１分半の体験を聴く前後の演
奏は劇的に変わり、目を白黒させたり、泣
き出したり、悲鳴を上げたり、「なんだコ
リャ」と大笑いしたりすることが普通に
あります。
　また専門家ほど、このシステムを極秘
扱いされています。
　現在ではお子さんに音楽を勉強させて
いるご家庭は一時より激減してしまい、
今は英語の塾通いと言うことが多くなっ
ていると思います。当然と言えば当然か
も知れません。

＊＊英語では＊＊
　音楽を目的に開発して来ましたが、開
発直後、音楽では広まらないと語学にも
転用を図りました。
　多くの語学
を必要とする
方々に受けて
頂きました。
　これまで英
語を必要とし
て現場で苦労
さ れ て い る
方。外資系の会社、アメリカにビジネスで
出掛ける方、客室乗務員、会社でTOEICを
受けさせられる。等多岐に渡ります。
　TOEICではこれまで点数が下がったと
言う方はなく、倍の点数になった。100

《トレーニングの方法》《トレーニングの方法》



　今回も“ハイパーリスナー”の初回ト
レーニングご希望の方。４月開始と10月
開始の方に限り、入会金の１万円をサー
ビスさせて頂きます。

　予約を承ります。
予約金１万円（返金はできません）

　半年に１度お送りしています。
　時々「伝聴研ニュースは全部ファイル
にとってあります」という返事を頂く事
があり、頭が下がる思いがします。
　もし皆様の中でファイリングして下
さっている方がいて、バックナンバーご
希望の方がおられましたら、下記の会報
はまだありますので、お申込下さい。
　11号、14号、15号～24号

　ヘッドフォンのイヤーパッドは音質を
重視するためにイヤーパッド部が柔らか
くできています。そのために大勢で使っ
たり、毎日使ったりしていると早ければ
１、２年で皮が剥がれてきます。
　全部剥がしてしまっても構いません
が、音が柔らかくなってしまい音響特性
も変わってきます。
　3,900円（送料込み）で、イヤーパッド
交換＋特性をチェックしてサービス価格
で送り返しています。１週間ほどお預か
りしますので、トレーニングの合間など
にお送り下さい。
　また時々「壊れたから捨てました」と
いう方がおりますが、標準品のヘッド
フォンは単品では販売していませんが、
どのような状態でも伝聴研のヘッドフォ
ンと分かれば全額頂く事はありません。
全損の場合は新品と交換という形で約半
額強。標準品の場合は10,475円（送料込
み）で新品と交換させていただけます。
　《ウルトラ》タイプの場合は54,000円
で販売していますが、これも全損の場合
は、半額強33,000円（送料込み）で新品
と交換させて頂けます。
　またお手持ちのヘッドフォンが気に入
らないなども、お送り下されば、この価格
で交換させて頂きます。

【ヘッドフォンのイヤーパッド】

　安心してお使い下さい。絶対捨てない
で下さい。

不思議な石鹸を作った方がまたまた作っ
た不思議な健康《フライパン》

　不思議な石鹸のおじさん。実はこの石
鹸のずっと前から油を酸化させずに保た
せるという売れない商品を作り続けてい
ました。この実力は私も良く知っていま
す。私の録音用の愛車、今問題の三菱です
が、デリカ・スペースギア3,000ccのガソ
リンタンクにもエンジンオイルにも小さ
なボール状のものを入れてあります。
　このおかげもあって、新車の時から21
万キロ走行した現在でも１リットル平均
8.8キロ、普通は６キロ走れば良い方だと
言いますが、野山を走っても６キロは走
ります。オイルは１万キロに１回しか交
換していません。エンジンは新車の時と
変わらずの音です。

　その後、開発したのが食用油を酸化さ
せない親指ほどのグッツ。青息吐息のト
ンカツ屋を（私は食べていませんが）、界
隈一の有名店にしてしまったということ
です。
　この技術を応用してようやく日の目を
見たのが、このフライパンと天ぷら鍋で
す。
　実は天ぷら鍋は昨年預かっていたので
すが、現代の住まいでは油が飛ぶのを嫌
いますので、天ぷら鍋は売れないだろう
と扱いを止めて、「フライパンだったらど
この家庭でも使う」と提案していました。
１年後の今回、会報に間に合いましたの
でご紹介いたします。
　まだ流通価格は決まっていませんが、
多分テレビ通販などで扱うものと思いま
す。安くては売れないので結構高めの価
格設定になるのではないかと思います。
　テスト販売のために各20個、特別価格
でご提供。

特別価格　フライパン　11,500円
天ぷら鍋　9,500円

　フライパンの納期は７月頃。
　天ぷら鍋は即納。

　次回も扱う事ができれば、その時にく
わしい機能を紹介いたします。
　トランス脂肪酸の害が昨今問題になっ
ています。今回紹介した鍋とフライパン
はこのトランス脂肪酸を限りなくゼロに
近づけ、酸化した料理を再び料理すれば、
本来の素材の良さを引き立たせ、出来た
ての美味しい状態に戻してくれます。
　また折角の料理も時間が経過すれば酸
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“ハイパーリスナー”のお勧め

【バックナンバー】

新製品紹介

点上がった。中には一例、満点を取れたと
言う方もいます。
　たった１分半の体験を聴いて頂いても
大変化が確認できる音楽、英語ですが、受
験シーズンを迎えるといつも残念に思う
のは「なんで受験前に聴覚システムを利
用してくれる人がいないのだろう」とい
う事です。

　センター試験のその日の朝、トレーニ
ングＣＤを10分でも聴いて頂ければ、リ
スニングテストは一割くらい上げられる
のにと思う事しきりです。
　もし親戚に受験生が居た場合、皆さん
お持ちのセットを直前に持って行って、
前日か当日例え10分でも聴かせて上げ
てください。きっと素晴らしい結果が期

待できると思いますよ。
　英語に限らず何か試験や集中して事に
当たらなければならない日があったら
２、３日前からトレーニングを始めて、当
日出掛ける前に10分でも聴いて出掛け
て下さい。
　運も味方をすると思います。



会報25号注文書
注文受付期間： 会報到着後～ 2016年８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。　※音響機器関係の納期は不定です。
※ ￥3,000未満のご注文のみ送料￥500を頂きます。
※価格は全て税込です。　※その他のご注文は備考欄に。

ページ 商　品　名 会員価格 数量 計

２
ミラクル/みゅ〜ずBOX原音盤CD、１枚（￥3,700）、３枚（￥10,500）、５枚

（￥17,500）、７枚セット（￥24,500）
本「日本人の耳をひらく」 ￥1,400

４
天ぷら鍋 ￥9,500
フライパン ¥11,500

７ BEGN（ビジン）サプリメント ￥9,500
８ 温泉円盤（Spa UFO） ¥37,000
９ 《アレックス》（ホワイト） ¥240,000
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《D２用》4チャンネルアンプ+スピーカーセット（色指定→会報参照）（三脚、DVDプレーヤーなし） ¥256,480
《D２用》2チャンネルアンプ+スピーカーセット（色指定→会報参照）（三脚、DVDプレーヤーなし） ¥216,600
（Ｄ２用三脚2本組み￥11,310）（DVDプレーヤー＋接続ケーブル￥5,440）     
Ｄ８/12面体スピーカー２本１セット（紺色のみ） ¥375,000
Ｄ２/12面体スピーカー２本１セット（色指定→会報の写真参照） ¥129,600

《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
CDプレーヤー（ヘッドフォンアンプ）セット標準品（本体価格は￥20,360）Bタイプ ¥24,780
CDプレーヤー（ヘッドフォンアンプ）USB付セット（本体価格は￥30,650）Aタイプ ¥34,550
パソコン用推薦小型スピーカー（白･黒） ¥9,900
ＣＤ、ＤＶＤ湿式レンズクリーナー ¥1,940
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
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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 （￥10,360） ／ 10個セッ
ト（￥14,500） ／ 30個以上（1個¥1,430）
亜麻仁油生搾り（90粒￥1,940 ／ 550粒￥9,720）
でんでん米　1パック￥290　10パック以上ご注文の単価￥280             
超ミネラル水　「歓喜の響」「岩の力」 ２L　各１本目（￥9,500） ／ ２本目から（￥10,300）
ＣＬＧＧ（シーエルジージー）サプリメント　3個以上はお問い合わせください。（組み合わせ可） ￥12,310

《サルパス》サプリメント　3個以上はお問い合わせください。（組み合わせ可） ￥9,950
《ヒュークルミン》サプリメント　3個以上はお問い合わせください。（組み合わせ可） ￥8,200
自然音ＣＤ　1枚￥3,650、3枚￥10,800、５枚￥17,650 ／音のカタログ（￥500）

　　「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。
七曜精トレーニングCD（月〜海の精）通常会員価格　￥7,800 ¥7,400
40分トレーニングシリーズNo.8を省くNo.1〜No.10　通常会員価格￥10,170 ¥9,500

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　　    ￥3,000以上無料→
コウケントー（要パンフレット）備考欄へ



　今回も、気道でお伝
えしている腰痛体操
（操体法：通称カエルの
操体法）をご紹介しま
しょう。
　この操体法は、骨盤
や股関節、腰の痛みな

どを簡単に調整できる方法です！
　行う時間はいつでも構わないのです
が、行った後、静かにしている時間を取る
と良いので、理想的には寝る直前に行う
のが良いでしょう。その時、ベッドの様に
柔らかいところよりは、畳のようなある
程度の堅さのある床の上で行った方がよ
り効果的です。

～ 操体法に共通する基本手順 ～
１．動きのチェック（どちら側が行いやす
いかを調べます。）

２．操体法（行いやすい側にゆっくりと動
いて、一番心地の良いところで止ま
り、全身の力を一気に抜きます。）

３．動きのチェック（最初の動きのチェッ
クの時と比べてどの様に変化したか
を確認します。）

【ポイント】
※「操体法」は、行い易い側（心地よい方向、
痛みがなくなる方向）だけを行います。
※「操体法」を行っている時は、体に意識
を向け心地よさを味わうことがとても
大切です。
※最初の動きのチェックの時に、両側とも
違和感が無ければ行わなくても結構です。
　ですので、腰が痛くなったら、第23、24
号に掲載した腰痛体操（操体法①～②）
と、今回紹介する腰痛体操（操体法③）を
順番に行ってみて下さい。その時、動きの
チェックで差が無い操体法は行わずに、違
和感があった操体法だけを行って下さい。

　簡単な手順ですがとても効果があるの
で、私もよく活用しています。
　それでは、行い方をご説明しましょう！

腰痛体操（腰の操体法③）腰痛体操（腰の操体法③）腰痛体操（腰の操体法③）腰痛体操（腰の操体法③）

腰痛体操腰痛体操腰痛体操腰痛体操
１．うつ伏せの状態でリラックスして下

さい。（ニュートラルポジション）
　無駄な力を抜き、体の感じを味わいま
す。（写真①）

４．動きのチェック
　前述の写真②～④の要領で、動きを
チェックします。
　最初の時とどのように変わったかを感
じてください。

～ワンポイントアドバイス～
☆一度行ってみて変化があればそれで終
わりにします。変化が感じられない時
には、もう一度同じ側を行ってみてく
ださい。それでも変化が無い場合は、逆
側を行ってみてください。

写真②

写真⑤

写真⑥

写真③

写真④

２．動きのチェック（動診）を行います
　写真①の状態から、膝を広げている腕
に近づけるように動かします。（どちらの
足から行っても構いません。）
　どちらの足が行い易いかをチェックす
る目的です。
　片側を行ったら、ニュートラルポジ
ション（写真③）に戻してから逆側も行い
ます。（写真④）

～ワンポイントアドバイス～
☆動きのチェックの時は、操体法の時の
ようにゆっくりと動く必要はありませ
んが、体の感じを味わいながら丁寧に
動いて下さい。

別法：より効果を上げるために、操体法を
行う時、少し抵抗をかけてあげる方法が
あります。（写真⑥）この時、動きを邪魔し
ない程度の力加減で抵抗を掛けるのがポ
イントです。

　今回は、うつ伏せで行う操体法です。

写真①
　ぎっくり腰は、ドイツでは「魔女の一
撃」と言われるほど激しい痛みですが、動
作と呼吸を合わせて動くだけでもかなり
防げます。
　重たいものを持ち上げる時も、片膝を着
き、腰を落とした状態で荷物に指をかけ、
息を下腹（丹田）に吸い込んでから足と腰
の力で立ち上がる様にしてください。

　操体法は、全身の関節で応用が可能です。
　皆様もご活用ください。

３．操体法を行います。（写真⑤）
　動きのチェックの時に、行い易い側（心

地よい方向、痛みがなくなる方向）だけを
行います。
　膝を腕に近づけるようにゆっくりと動
かし、一番心地良く感じる位置で止めて
数秒間キープ。
　「体の感じが変わったな！」と感じた瞬
間に全身の力を一気に抜きます。
　脱力した後は、20～ 60秒間くらいそ
のままの姿勢で体の感じを味わってくだ
さい。

～ワンポイントアドバイス～
☆脱力した後に動かないことが、操体法
で一番重要なポイントです。
☆「お風呂の中で行った時、波立たない位
ゆっくりとした動き」と表現する人も
います。体に意識を向けながら、丁寧に
動いて下さい。
☆この時に感じる心地よさは、ストレッ
チのような筋肉を力づくで引き延ばす
「痛、気持ちいい感じ」ではありません。
普段からストレッチ系の体操を行って
いる方は、3週間くらいは「行いやす
い側」で行うと良いでしょう！



《BEGN》ビジン
　今回ご紹介するサプリメントも眼科
医、葉山先生が開発した効果抜群のサプ
リメントです。
　私も試しましたが、先生が言う通りの
効果を確認できました。
　ドライアイと特にパソコンやＬＥＤが
発するブルーライトにやられ、花粉症用
のサングラスを四六時中かけるはめに
なってしまいました。この１年、自分に合
うサングラスを含めた様々なメガネは
10本以上。ようやく合うメガネが数本見
つかって、楽になってきましたが、メガネ
は離せない生活になっていました。
　勿論、コウケントウやアレックスも
使っていますが、今一つ大きな効果の実
感が持てませんでした。
　先頃から葉山先生が「今作っている所」
という言葉に発売を待っていました。
　これはスマホやパソコンのやり過ぎの
目によるドライアイや目の悩みにはうっ
てつけのサプリです。

化し、品質も味も低下します。
　この特殊なフライパンと鍋はその問題
を解決してくれる強い味方です。
　天ぷらや炒め物をするご家庭ではこれ
を１度使うと手放せなくなるでしょう。

連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談

　舌の上など
口内で吸収さ
せ、あまりの
うまさに思わ
ず飲み込みた
く な り ま す
が、グッと我
慢してBEGN

ビジンの顆粒を舌の上に置いておきま
す。
　目の悩みにはこの製品も使ってみてく
ださい。飲み込むと吸収まで30分かかり
ますが、できるだけ長く舌の上に置いて
おくと10分ほどで吸収。効果が確認でき
てきます。
　美味しいものは一刻も早く飲み込みた
いものですが、それが叶わない辛さがあ
ります。

　通常価格　10,584円
お披露目価格→9,500円
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（→４ページより）

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】

　ここで２つの商品の紹介をいたしま
す。

　定番商品となっていつも紹介している
「岩の力」ですが、このミネラル成分の溶

液を誰が作ったのだ
ろうか、と長い間、不
思議に思っていた
所、会員のお一人に

「あれは実は久保力
先生と言う方が開発
したんですよ」と教
えて頂き、４月末に
お会いすることがで
きました。
　現在80過ぎのお
元気な爺さん先生で
したが、その開発秘

話を詳しく教えて頂きました。ミネラル
水のラベルにその要約が要領よく書いて
ありましたので、そのまま紹介させて頂
きます。
　1967年、日本のある場所で移動動物園
が開園された時、雨が降った後の水たま
りに、動物たちが集まって来ました。専用
の水飲み場があるのに、地面に貯まった
アチコチの泥水をおいしそうに飲み干し
てしまいました。
　不思議に思って、秋田大学の鉱物学教
授に調査を依頼したところ、水たまりの
場所の土は、なんと約8,000万年前の海
底火山の花崗岩が隆起した後、600万年
もの間に風化して出来た土でした。地層
が雨水を、素晴らしいミネラル成分が含
まれた水に変えたために、動物たちが喜
んで飲み干したことが判明しました。
　その場所を25ｍまで掘り下げたとこ
ろ、粒状風化花崗岩を発見したのです。そ
して粒状風化花崗岩が不思議な力を持っ
ているのに驚き、その有効利用の研究を
始めました。
　最初、農業に利用したら、それは驚くべ
き効果がありました。
　全てに作物の光合成に力を20～40％
も高め、生育を盛んにして生産量を増や
すという結果がでました。
　その後、私の後輩の薬学博士に紹介し
たところ、粒状風化花崗岩が人体に及ぼ
す効能効果の研究をして、製法特許を取
り現代に至るまでになりました。この粒
状風化花崗岩の砂を無機酸で数ヶ月かけ
て自然抽出した濃厚液を人体に役立つ濃
度に100倍にしたものが希釈溶液「歓喜
の響」です。

　「岩の力」も今後扱いますが、同じ価格
で「岩の力」より濃厚な味です。

【第12回】クラシックバレエ　M.T.
　小学２年生からクラシックバレエに
親しんできたが、長らくのインターバル
を経て、５年前から好きなバレエをもう
一度習得し直そうと思い立った。ところ
が２年前にパソコンの使い過ぎで左肩に
痛みが発生し、首のヘルニアとの診断が
下され、整体や指圧などを試して一時的
に改善しても、根本的な治療にまで至ら
ないまま、激しい痛みで踊りを楽しむど
ころか苦痛を感じるまでになってしまっ
た。
　そんな折にインターネットで《伝聴研》
のホームページを見つけ、「音で体の不調
を治す」というアプローチに新鮮さを感
じた。体の痛みに加えてレッスン中の高
音も聴こえづらく（難聴）、リズムだけで
はバレエのポーズを決めるのも難儀にな
っていた現状が治せるのではないか…と
の一縷の望みを託して《伝聴研》を訪問。

左肩ライン水平にまで上げるのが限度だ
った左腕が、体験後は耳の近くまで些細
なひっかかり感もなくすんなりと上がる
ようになったことに驚き、翌日から早速
20日間のコースを開始した。回を重ねる
ごとに体が心底ラクになって帰宅できる
楽しさを覚えて、効果が一時的なもので
はないことを実感した。
　Tさんは『聴覚訓練』は脳のマッサージ
と理解している。体がラクであることは
呼吸や筋肉もラクになり、必然的にたく
さん踊れることにもつながっている。聴
力も見事に回復し、音に対して敏感に反
応できるようになり軸もブレなくなっ
て踊りも安定した。ダンサーにとって重
要な《股関節》が柔軟になり開脚もラク
になった。『聴覚訓練』が身体機能回復の
満足に100％、身体改善法を発見する喜
びを与えてくれたことにプラス20％で、
120％の効果を実感している。



　同じく、久保先生が開発した温泉効果
抜群の入浴機具。
　浴槽に置くだけ。たったの20分で温泉

に早変わり。
　10年以上使えま
す。
　蘇成石（粒状風化
花崗岩）ラドン222
を始め、ミネラル
30種を越える成分
が…。

　蘇生石水のお風呂は、優しいラドン温

泉。よく温まる上、疲れも取れて温泉気分
に。

〈構成鉱〉
正長石・斜長石。石英･黒雲母・風信子鋼・

ざくろ石・燐灰石・楔石・かつれん石。
褐色角閃石

通常価格　41,000円
特別価格　37,000円
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　この商品も今後扱って行きたいと思っ
ています。価格は「岩の力」の項へ。

【温泉円盤｛Spa UFO｝】

《因果関係は解りませんが》
　最近こんな悩みを言われる事が少ない
ので私もすっかり脳裏から離れてしまっ
ていました。
　以前は時々「血圧が高くて」とおっし
ゃる方がいました。
　中にはこの20年間「薬を飲んでも、何
をやっても下がらないんだよ」と。
　システムをお求めになって４日目に突
然お出でになり、「不思議な事に正常値に
なった」。「あれだけだめだったのに…！」
と感激しきりでした。その後も持続して
いるとの報告がありました。

《低体温》
　最近、低体温は病気の元だと言われる
ようになりました。
　以前大手の会社の経営者がお見えにな
って「俺、低体温なので、体温計を持ち歩
いているんだ」とセンサーの体温計を見
せてくれました。「ちょっと高めに出るん
だけど」と「ピ！」「ほらな33度」。
　こんな低い人がいるんだと驚かされま
した。
　体験が終わった後ご自身で「ピ！」「エ
ー」、「ホントかよ」。
　37度になっていました。この方も１ヶ
月ほど経ってからお見えになって、「お陰
様でもう36度から37度です」と喜んでい
ました。

《強度な不眠に悩まされ》
　広島から飛行機でわざわざお出でにな
った60代の男性は「１日に２時間しか眠
れない」「寝たと思うと発作で起こされて
しまう。この発作の辛さは女房でもわか
らない」。「20年何をやっても同じだ」と、
不眠の辛さを語っていました。
　私は「運動や朝日に当たるなどすると
良いようですよ」と言った所。
　「朝６時から走っている。私は運動が好
きなので外に居る時間は多い」余計なお

世話だったようです。
　それではと体験の他、折角飛行機代を
使ってわざわざお出で頂いたんだから、
と“ハイパーリスナー”のトレーニングを
30分聴いて頂きました。「これで寝られ
るようになったら最高だけど」と言いな
がら帰って行きました。
　その翌日電話があり、「帰りの飛行機で
爆睡して気づいたら広島についていた」

「それで夕べは４時間も寝られました」、
と興奮気味に語ってくれました。すぐに
セットを買って頂きました。その後連絡
がありませんが、多分「便りが無いのが元
気な証拠」なのでしょう。
　聴覚システムは睡眠誘発のホルモン、
メラトニンが劇的に出ます。そのために
皆さんも、ついウトウトしてしまうと言
う事を経験されていると思います。また
肌が綺麗になる、悲観的な気持ちが消え
て、とても元気になるという報告も沢山
いただきます。それは通称若返りホルモ
ンDHEA、ドーパミン、コルチゾルなどの
ホルモンが劇的に増えるからです。それ
らのデータはホームページでも公開して
います。
　眠れるようになったら自然音ＣＤに切
り替えます。

《変わった報告》
　突然の電話で、「隣のお婆ちゃんに久し
ぶりに会ったら、口にタオルを当てたま
ま庭の手入れをしているんです」。
　話を聞いたら、因果関係は不明なんだ
そうですが、「白内障の手術をして以来カ
ニのように口から泡が出てしまう」
　「それで外にも出られない」と言う事で
した。
　「それ治りますか？」
　僕も困って、「そんな病気あるの？」
　「じゃ、ＣＤ１枚で聴かせてみたら」「こ
のシステムは、訳の分からない事は得意
だから、何らかの変化が出るんじゃない」
と電話を切りました。しかし私だって半

信半疑だったのです。
　１時間ほど経った時、電話があって「お
婆ちゃん聴いているうちにどんどん顔が
赤くなって15分くらいたった所でタオ
ルを口から外してしまったんです」本人
も驚いていました。
　勿論直ぐに買って下さいましたがその
後の報告はありませんでした。
　元気な証拠でしょう。

《扁平足が治った》
　大分前の話ですが、通学で通っていた
中年男性が「扁平足が治りました」と、足
に水を付けて足跡を見せてくれました。

《足のじゃんけん》
　今通信コース３回目を受講中の方です
が、半年前、足でじゃんけんができるよう
になりました。
　まあ皆さん細部まで気がつく方がいる
んだと感心させられました。
　でもそれくらい観察力がある方の効果
は大きく出ます。
　聴覚トレーニングする皆さんは、どん
な変化が出るか、よく観察しながら励ん
で下さい。

《耳鳴り・難聴》
　今回も耳鳴り・難聴のお問い合わせが
多くあります。
　壮快からムック本で耳鳴り・難聴の特
集があり、私のシステムがメインに出て
いるからだと思います。
　子供の頃から聴こえないとか、突発性難
聴の場合には成績はかなり良いのですが、
老人性難聴の場合、効果があっても自覚さ
せる所まではなかなか難しく、また耳鳴り
は確かに多くの方が軽減した。あるいは無
くなったという報告は多く頂きます。
　大切な事は年齢が上がるに連れて体を
動かす事がなくなってきたり、一定の動
きしかしなくなります。
　すると肩や首の血流が悪くなります。
次第に耳鳴りや難聴を誘発していくよう
です。

難病で困った時には



　男性から「肌が綺麗になった」と思わぬ
報告がありました。
　また「もう１台欲しいと思っていたと
ころ、製造中止となって諦めていました」

「再発売になって嬉しく思います」と追加
してお求め頂いた方も数名おられまし
た。

　先だって録音の
際、うっかりアレッ
クスを持って行くの
を忘れてしまいまし
た。その時はしかた
なくマッサージや指
のストレッチなどで
済ませ、その後も１
週間使いませんでした。するとまた指の
腱鞘炎が酷くなってしまい、やっぱりア
レックス効果なのかと使い始めたら、そ
の翌日から大分楽になりました。
　やっぱり私も手離せません。

　皮膚や、リンパに沿ってピリピリと放
電する先端を当てていきます。不思議な
効果を出します。
　シミ・くすみ・たるみ・美肌効果・髪の

プラズマ波発生装置

毛・肩凝り･腰痛・関節痛・その他、健康維
持のための器具として是非１台お持ち下
さい。
　38万円で販売していた機器です。現在
の価格は
Alex Beauty pro（プロ用）285,000円
　  〃　　 Rayer（一般用）198,000円
　この２種類がありますが、プラズマの
強さの違いです。
　これを伝聴研の特注として一般用をプ
ロ用の強さに変えた製品。つまりプロ用
です。
　ホワイトのみ240,000円です。

【伝聴研オリジナル商品定番品】
《12面体用アンプ》

　超小型12面体スピーカーと専用小型
アンプ。
　伝聴研４階で聴いて頂いた方からは生
そのものと感激して頂いています。
　音楽は生演奏そのもの、自然音はまる
でその場に行ったかのような錯覚に囚わ
れます。
　聴いた皆さんは、どこから音が出て来
ているんですか？と、スピーカーの存在
が分からないほど音がマイクロフォンか
ら音源の位置までの距離を再現します。
　天井に吊ってある手の平サイズのスピ
ーカーを指さすと「エー！」と近づいて行
って「本当だ」と感慨しきりです。こんな
小さなシステムからこの実力。
　詳しくはホームページをお読み下さい。
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　何よりも大切なのが首肩の運動です。以
前も解消法として特集しましたが、ホーム
ページに「首・肩こり解消法」の運動を掲載
していますので、参考にして実行しながら
トレーニングを行ってください。

〈自然音の１つの大きな効能〉
　自然音の録音でしばしば後悔させられ
る事は、折角録った音に電気的なノイズ
が入っている事です。
　昨年の裏磐梯でも大失敗。帰って原因
を精査しても分からず４本のマイクロフ
ォンを修理に出しましたがノイズは治ま
らず。新品のマイクロフォンもダメだっ
た事から、考えられる最後はケーブルと
いう基本的な所に辿り着き、ガックリさ
せられました。
　つまりいつも悩まされていた微細なノ
イズも接触不良と言う事になったのです。
　それは海に山に酷使したケーブルです
から接点が悪くなっても仕方ない事だっ
たのです。そこで念入りに接点を掃除し
て、ようやく正常な綺麗な音が録れるよ
うになりました。
　５月末、１年ぶりに裏磐梯の友人のペ
ンションに行き、１つの目的であった綺
麗なセセラギの音を狙って、夜明けと同
時に機材をセット。急いで山の中に入っ
ていきました。
　４日間の滞在が終わって、裏磐梯から
河口湖に移動。
　翌日、富士山麓の夜明けの録音が終わ
って、部屋に帰り、寝ようとしましたが、
変な時間に寝たり起きたりで、眠いのに
頭が興奮して寝られません。そこで裏磐
梯で録った録音を調べながら寝ようと聴
き始めたら、肝心の小川の録音の右チャ
ンネルに大きな電源ノイズが…。左側の
チャンネルには実に綺麗な小川の流れの
音が録音されているではないですか。余
計ガックリさせられ、ますます寝られな
くなりました。
　そこで録ったばかりの富士山麓の録音
を聴いてみました。実に綺麗な音で入っ
ていたので、安心した事もあり、眠気に襲
われて直ぐに寝付きました。
　この所、仮眠、仮眠の連続だったので１
～２時間くらいで目が覚めて、もうろう
としていたのに、何とお昼まで熟睡でき
て実にスッキリしていたのです。
　そう言えば過去もそうだったことに気
づき、自然音は入眠に効果的だけではな

《女性特有の病・花粉症など》
　因果関係はこれも全く不明ですが、病院
でもダメな場合は是非使ってみて下さい。
　自然治癒力という機能が動物には授か
っています。しかし普通では起こり得な

い、脳自体に脳を正常化させる治癒力が
働くのでしょう。
　１人でもお役に立てて頂きたいと思い
ます。

く、とても深い眠りにつける事を自ら経
験したのです。
　どうぞ皆さんもお試し下さい。
鳥やセセラギと共に眠りに就くと、それ
は気持ちがいいですよ。
　１枚のＣＤの製作には百万円以上のお
金と大変な労力がかかりますが、皆様は
3,700円で良い眠りにつけるのです。安
いものでしょ (^o^)。

【健康用機具】

《アレックス》

音響製品
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



〈Ｄ８用〉
小型アンプ４チャンネルアンプ

141,000円
　今回は２チャンネルアンプを紹介致し
ます。 

〈Ｄ２用〉
小型アンプ２チャンネルアンプ

87,000円

　それぞれ２センチユニットと８セン
チユニットを12個配置した正12面体ス
ピーカー。

　伝聴研サロンでは主に小型スピーカー
を鳴らしています。
　大きい方は音に余裕があって迫力満点
ですが、両方鳴らしているうちにどちら
から音が出ているか判らなくなることが
よくあります。それほど音質や鳴り方が
似ています。

　写真でもお分かりの通り小型は５色に
なりました。お部屋に合わせてどうぞ。

　〈Ｄ８〉２本１セット　375,000円
　〈Ｄ２〉２本１セット　129,600円

　（ケーブル、アンカーボルト付属）
　スタンドは別売

《パソコンでトレーニングの必需品》
　「え～、パソコンか
らこんな良い音が出
せるの？」
　再生機器をお持ち
でない会員の皆様。

パソコンをお持ちでしたら是非使って
頂きたいと思います。理想的な音質でト
レーニング。
　 通 常 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）

《ＣＤプレーヤーセット》
（ヘッドフォンアンプセット）

　パソコンをお持ちでない方のために開
発したＣＤプレーヤーセット。
　ＤＶＤプレーヤーとヘッドフォンアン
プをセットしてあります。（ＤＶＤプレー
ヤーはＣＤも再生できます。）

会員価格　24,780円

パソコンでも使いたい方に。
　ＤＶＤプレーヤー接続用とパソコン

（ＵＳＢオーディオ）を共用にしたＵＳＢ
オーディオ内蔵のヘッドフォンアンプも
用意してあります。（デザインは同じ）

会員価格　34,550円

《デンダック》やＣＤプレーヤーセットから
スピーカーに繋いで音楽を楽しみたい方へ

＊＊＊＊＊＊＊＊
　ヘッドフォンアンプや《デンダック》
を買って頂いた方。

　会報24号参照
　音飛び防止に。ＣＤ、ＤＶＤプレーヤー
の必需品です。

　湿式レンズクリーナー　1,940円

【レンズクリーナー】

【ダイヤフィンガード】
私の愛用品！

　世界最小４ナノ、丸形のナノカーボン
です。●テレビ、メガネ、車のウインドウ、
●ワイパーや動きが悪くなったパワーウ
インドの内外に。●電気の接点改質剤と
して素晴らしい効果を発揮します。一回
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

【不思議な石鹸】
　我が家でも離せません。
　香料が全く入っていませんので、普通
の石鹸臭より、香りは良くありません。た
だその香りは残りませんし、体臭をも防
ぎますので、使った後の体は無臭です。加
齢臭も取れ、肌に刺激が少ない石鹸です。
　伝聴研以外ではエステで手に入る事が

　スピーカーからも音
を出して音楽や自然音
を楽しみたいという方
にピッタリの非常に音
質が良いパソコン用の
スピーカー。
　ヘッドフォンジャッ
クかラインアウトに接
続します。
　パソコン用の外部スピーカーは沢山出
ていますが、私も何十種類を使って最終
的にこの製品に辿り着きました。
とても爽やかな音がします。
　（トレーニングには使えません。）

色は白と黒　9,900円
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12面体スピーカー
【２センチと８センチスピーカー】

超小型12面体スピーカー

外部スピーカー



　《亜麻仁油生搾り》
　亜麻仁油ってどこかで聞いた名前だと
考えていたら、その昔ライフル銃の木部
の台座に塗った経験を思い出しました。
それが健康食品とは。
　今ブームになっていることを知りませ
んでした。

　効果効能は
前回の会報を
ご覧頂きたい
と 思 い ま す
が、必 須 脂 肪
酸 の 宝 庫、体
に入るとDHA
やEPAに 変 化
す る と 聞 く
と、今 私 が 飲
んでいるもの

より、劇的に安いと愛用し始めました。
　酸化しやすく保存が利かないというこ
とも知られ、扱い難さもあることから広
がり難いとも聞きます。
　しかしこの商品は２年の消費期限があ
りますので、安心です。
　小袋を買って頂いた方はお徳用に切り
替える方が多くいらっしゃいます。
　健康維持のため、１日４～８粒を目安
にします。

　90粒入　1,940円（税込）
　お徳用550粒入　9,720円（税込）

【でんでん米】

【サルパス】

【Σヒュークルミン】

【CLGG】シーエルジージー
目のサプリメント

　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

《超ミネラル水》
　前のページでご紹介した通り、ミネラ
ル水の開発者、久保先生にお会いするこ
とができました。
　紙面に余裕がある時にまた詳しく書き
たいと思いますが、今回から久保先生が
開発し、元になった超微量元素ミネラル
液「歓喜の響」も扱う事にしました。「岩の
力」より濃厚な味がします。

　効果効能につい
て、私のシステムと
同じに、詳しく書け
ないのが歯痒い所で
すが、「人間に必要な
ミネラルがバランス
よく入っているミネ
ラルの水溶液」なの
で す が、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。
　健康な時は渋い味がします。ミネラルが
足りない時はとっても美味しく感じます。
　詳しくは電話でお問い合わせください。
通常価格 「歓喜の響」 ２リットル 10,800円

通常価格 「岩の力」 ２リットル 10,800円
各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

　以下のサプリメントは種類を問わず１
回３つ以上は特価でご提供。お問い合わ
せ下さい。

　CLGGを買って下さった方からのビッ
クリする報告です。
　目のために飲んだら、難聴で困ってい
た私が結構聴き取りが良くなり、娘は音
にとても敏感になってビックリしていま
す。という報告です。
　もしそのような現象が出た方があった

　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。
　 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。眼科医
の葉山先生が作られました。

通常価格　10,584円
会員価格　9,950円

　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
は医者も薦めて
います。
　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、その主成分の一つ
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。組み合わせ自由、ま
とめ買いあり、お問い合わせ下さい。

通常価格　8,640円
会員価格　8,200円

あるかも知れません。頭も洗えます。使用
後も肌が突っ張りません。
　不思議な人が作った不思議な石鹸。

通常会員価格１個　2,000円を
キャンペーン価格  

１個　1,540円　５個7,550円
７個10,360円　10個14,500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。

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
※生物ですので会報の時期のみ受付。品 
　切れご容赦！

らお知らせ下さ
い。
　難聴の方にも
お勧めなのかも
知れません。
　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。
　早めのケアと継続が目の健康維持に役
立ちます。
　すでに定着しています。

　通常価格　12,960円
会員価格　12,310円
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健康食品

「知っておいて欲しい」



　‘ブレインスイッチＢＯＸ’と同時購入
して頂いたヘッドフォンアンプ、及びス
テレオアンプが２ヶ月も遅れてしまい、
注文を頂いた皆様には大変ご迷惑をおか
けしてしまいました。
　部品メーカーの製造遅延のために起こ
った事でした。在庫をできる限り持って
おくつもりですが、今後も若干お待たせ
する事があるかも知れません。お詫びと
同時に、ご承知頂きたいと思います。

12

会員会報・第25号・2016年６月 発行
 ㈱ 傳田聴覚システム研究所

〒222-0013 　横浜市港北区錦が丘11番17号
TEL：045-439-5955 　 FAX：045-439-5956
info@denchoh.com 　　http://www.denchoh.com

お盆休みのお知らせ
平成28年８月11日㈭～

平成28年８月15日㈪
営業日、時間

定 休 日　　土日、祝日
営業時間　　10時～18時

体験会のお知らせ
　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

トレーニングシステム
開発秘話

第３話

【聴き慣れた雑音だらけのレコードから何
故新しい新鮮な音が聴こえてきたのか！】

　自問自答の日々が半年もの間続きまし
た。
　人間は半年くらい経つとショックは
和らぐもので、いつまでショックを引き
ずっていても解決にはならない。「それな
ら一層反対に考えたらどうだ。」と思えて
きました。
　それは「僕が聴こえてきた音は世界の
誰もが聴こえていなかった音なのだ」と。
あまりにも突飛で都合良い考え方で、自
分でも可笑しく思えるほどでした。
　しかし、それ以外答えを導き出す方法
がなかったのです。
　その条件として例外は作ってはダメ、
ということです。
　それはベートーヴェンもバッハもモー
ツァルトも聴こえてなかった。と考えな
ければなりません。当然世界で活躍する
指揮者たちも入り、外国で活躍する音楽
家も同じ事です。
　それは例外を考えると複雑になりすぎ
るからという理由と、またその理由づけ
に、また一つ一つに理論が必要になりま
す。

　兎に角そのような考え方で今一度考え
直そうと出発する事になりました。

　音という現象は微細な音の変化です。
そのため人にこれ聴こえる？と確かめる

「再出発」

「自分にだけ聴こえてきた？」

「聴覚システムの夜明け前」

訳にはいきません。そのため当然最初か
ら人に言うことができません。自分で答
えを見つける以外になかったのです。

　十数年の間、音楽に起こる疑問点、問題
点をカードにしてありました。その数は
既に５千枚を数えます。
　それらを常に書き足したり、重複を常
に整理していましたが、それから１年く
らい経ったでしょうか。
　「もし音楽家に聴こえているとしたら
こんな矛盾があるわけない」という、問題
点が見つかってきました。
　１つ出てくると芋づる式に出てくるも
ので、その半年後、つまり私に聴こえた以
来２年後には「どうもそうらしい」という
ことが山のように見つかってきたので
す。さらにその半年後、それは確信に変
わったのです。32才の時でした。
　やっぱり私が聴こえてきた音は自分に
しか聴こえてなかったのだ。
　と言うことはこれまでの研究全ては正
しかったという確証でもありました。
　ということはそれまでの研究はその
まま持ち越しになって、無駄にはならな
かったのです。
　安堵した一瞬でした。

　安堵したのもつかの間、では「何故僕に
だけ聴こえてきたのか」という新たな大
問題がまた出てきたのです。
　何十年音楽家をやっていても天才と名
の付く人たちも聴こえてこない。その原
因は何故。という事です。

＊＊＊僕は天才？＊＊＊
　「ハハハ！僕は天才だから」と片付け

る の は 簡 単 で
す。しかし天才
であったら子供
の頃から聴こえ
ているはずで、
ある日突然！な
ど、起こるはず

がありません。
　これにはキッと原因があるはずです。
　その答えを求めて、また考える日々が
続きました。

　この問題は多分としか言いようがあり
ませんが、私自身が一般の音楽家はまず
経験しないだろうという、紆余曲折した
音楽経験に加え、大きな問題意識を抱え
ていたことなどから、水面下から水面上
へ水生植物が顔を出した如く、「ある日突
然聴こえてきた」、その事に気づけたのが
その日だったのではないかという風に思
えたのです。

　「もし、僕が聴こえて来た音を訓練させ
る手立てがあったらな～」とぼんやり考
え始めたのはその頃からでした。

　その後、大きな問題が解決ついた所で、
再び５千枚のラベルを纏める作業に入っ
ていきました。
　しかし幾つかの大きな固まりには分類
できても、１つのキーワードで纏まりま
せん。纏まらなければ当然理論にはなり
ません。単なる沢山の思いつきに過ぎな
いのです。
　ここまで解っていながら説明困難な音
楽の現象。イライラが募ります。

　その答えを求めて、また考える日々が
続きました。

「何故聴こえて来たのか」

催。予約が必要です。
　７月10日（第２） //８月７日（第１）
　９月４日（第１）//10月16日（第３）
　11月20日（第３）//12月４日（第１）
　お知り合いを体験セミナーに是非お誘
いください。
　ご都合が悪い方、音楽や語学で録音が
必要な方は別途お受けいたします。

お詫び


