
　裏磐梯の友人から「今年は雪が多い」と
お誘いの連絡がきました。
　氷筍ができる喜多方市の奥、「龍の山」に
３度目の正直と、挑戦をしてきました。
　１度目の滑落事故の際に助けてくれた唐
橋氏、ブナ屋オーナー木村氏と、もう１人お
供の４人での登山です。

　今回は最高の天気。サングラスをはずす
と、雪と群青色の空のコントラストは素晴ら
しい。
　写真のように正面には７〜８メートルも
の巨大なツララが垂れ下がっています。
　氷筍も立派に育っていました。
　無事録音もでき、今回は何事もなく下山
することができました。
　良い録音ができたとは言っても、１回目
の録音を使って〈ある山の風景⑦冬の音〉
の制作は終わっていますので、この録音は 

“ハイパーリスナー”に使う事にしました。
　この前日の早朝、猪苗代湖にまだ白鳥が
いるのではないかと、暗いうちから車を走ら
せました。30分くらい湖畔を走り回った所、
まだ旅だっていない数十羽の白鳥の一団
が…。水鳥の声はリラクゼーションには向
きませんが、少ない冬の音としては貴重な
音です。カモの群れと一緒に泳いでいます。
　この寒さの中で水の中に入っている光景
は、寒がりの僕には理解不能。
　この録音の数日後、白鳥は北に向けて旅
立ったと言う事です。本年最後のチャンス
だったようです。

　録音が終わり、木村氏が委託している酒
蔵へ。
　酒が発酵している音の録音に行きまし
た。録音は昼間だった為に雑音が多く、使
える所は15分程度でしたが、これも無いと
思っていた冬の音。新たな２つのコレクショ
ンが加わりました。

　個人事業者から20年、会社設立から15年
が経過いたしました。
　下記でご紹介する‘ミラクルサウンドBOX’
<premium>発売に伴って改めて原価計算を
してみました。
　音楽家から出発したもので、だいたいこれ
くらいだろう、と消費税も考えずにどんぶり
勘定でした。計算し直してみた所、中には利
益がないものが多数出てきてしまいました。
　今価格を見直しています。年内には固まる
とは思いますが、それまでその都度価格が違
う事も出るかも知れませんがお許し下さい。
　そして確実に値上げになる商品をお知ら
せしておきます。
　トレーニングＣＤ各種　１割程度
　自然音ＣＤ類　 １割強
　《パワースポットの音》ＣＤ （大幅）
　《デンダック》　２割程度
　ヘッドフォンアンプセット　１割程度
　12面体用アンプ　15％前後
　以上の製品はキャンペーンが終了する８月
までは現在のままの価格ですが、ホームペー
ジでは既に価格が上がっている商品もあり
ます。
　揃えたいと考えている製品がある場合は８
月18日までにご注文下さい。
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伝聴犬
※特売品は会報到着後より～2017年8月18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。

※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。

《伝聴研からのお知らせ》



‘ミラクルサウンドBOX’ <premium>
　2004年に発売した‘ミラクルサウンドＢ
ＯＸ’は七田チャイルドアカデミー様に供給

新トレーニングＣＤ
《No.8 引き潮》

　前会報で４月頃完成とお伝えしました
が、予期せぬ嬉しい新‘ミラクルサウンドＢ
ＯＸ’のリニューアルの仕事に忙殺されてつ
いにこの時期になっても完成しませんでし
た。
　多くの方に予約を頂きましたが深くお詫
びいたします。制作を始めましたので、もう
少しお待ち下さい。きっと良いものを作りま
す。
　前回の予約特価9,000円で、引き続き
予約を受付ます。

　通常価格　11,310円（税込）
　　特別予約価格　9,000円（税込）

　 先に紹 介した
「すごい 耳トレ」
に20ペ ー ジ 追
加して‘ミラクル
サウンドＢＯＸ’
<premium>の 宣
伝本にしようと、ビ
ジョンアカデミー
から特装版として

発売することになりました。
1,620円（税込）

【リニューアル発売】

【新商品紹介】

して１万セットを販売した大人気商品にな
りました。‘ミラクルサウンドＢＯＸ’に付属
させていたトレーニングＣＤは「月の精」〜

「金の精」まで合計５枚でした。このトレー
ニングＣＤは元々現‘ブレインスイッチＢＯ
Ｘ’の１時間バージョンのトレーニングＣＤ
を基に、忙しいお母さんとジッとしていられ
ないお子さんを対象に１枚35分に改定し、
新たに「月の精」「金の精「土の精」「日の精」
を制作しました。この一連のトレーニングＣ
Ｄは楽しみながら制作したこともあって、効
果、内容的にも傑作シリーズです。

　この‘ミラクルサウンドＢＯＸ’も発売から
10年で終了になりましたが、廃盤にしてし
まうにはあまりにも惜しい内容と思ってい
ました。
　昨年末、七田チャイルドアカデミー（藤
山）社長が突然独立され、‘ミラクルサウンド
ＢＯＸ’を改めて聴いてみたとの事。
　素晴らしい内容に感激されて、新たに立
ち上げた会社、「株式会社ビジョンアカデ
ミー」で是非扱いたいという要請を受けま
した。
　６月発売に向けてＣＤ以外をリニューア
ルいたしました。
　ネーミングは以前の‘ミラクルサウンドＢ
ＯＸ’を受けて、

‘ミラクルサウンドBOX’ <premium>
として発売することになりました。
　内容は「月の精」〜「日の精」までの７枚
セットと自然音２枚、再生装置の《デンダッ
ク》を付属させました。

108,000円（税込）

　既にトレーニングセットをお持ちの皆様
はオプショントレーニングＣＤを増やして
頂ければこのセットになります。
　また取説、Ｑ&Ａを新たに作り直しまし
たのでご入り用の方はホームページから
ダウンロードして下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　これまで何冊か
本を書きました。
　１冊目に20年を
要した“日本人はク
ラシック音楽をどう
把握するか”現「音
楽は何語？」。
　出版が決まって
からも３年もかかり

ました。聞くも涙、話すも涙の酷い状況で出
版しましたので、本には懲りていました。２
冊目の［シングルリード調整法］は拍子抜け
するほど簡単に決まり、１冊目の編集に懲
りて表紙以外、つまり奥付や柱と呼ばれる
部分から写真まで自分で作って、出版社に
は一切触らせないようにして印刷所に送ら
せました。
　本を出版となるとこの過去を思い出すた
めにトラウマになっていました。
　そのためにトレーニングシステムが如何
に生まれたかという、肝心の内容の本を出
せずじまいになっていました。
　なんとかしたいと、４〜５年前から書きた
めてA４百ページ以上の下書きができまし
た。その一部を会報で開発の経緯として紹
介しています。
　今回は出版社探しや纏めている時間的
余裕もないことから、編集者の力を借りて
３年越しでようやく完成。
　３月３日の耳の日に因んで発売になりま
した。
　勿論本屋さんでも手に入りますが、「すご
い耳トレ」という凄いタイトルになってはい
ますが、内容は開発の経緯で、マニアックな
本ですので、本屋さんから姿を消すのは早
いのではないかと思います。
　今回は良い編集者に巡り会い、とても柔
らかくなっていて読みやすい内容になって
います。
　ただこのページ数でまとめているので半
分以上割愛になったのはやむを得ません。
　皆様にはとても新鮮に感じて頂けるので
はないかと思います。是非お読み下さい。

1,510円（税込）

【新刊のご紹介】
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　前回は沢山の新製品をご紹介いたしま
したが、そのどれもが大変な人気を呼び、
何人もの方が繰り返し注文して下さり、準
備しておいた在庫が瞬く間に無くなって追
加発注をかける事何回も。嬉しい悲鳴を上
げました。今回も自信を持っておすすめでき
る製品３つをご紹介いたします。

　オリゴ糖はかつて能力開発系の会社で
自閉症や学習障害等の脳障害系に良いと
いうことで、多くの会社が扱っていました。
　私はどれほどの効果があるのかまったく
興味を持ちませんでした。
　約８ヶ月前に知り合ったオリゴ糖の会社
の方のお話しを聞くうちに「それなら納得
できる」とサンプルを頂きました。
　皆様におすすめできる良いものだとの確
信を得ました。そこでその方に書いて頂い
た文面をそのままをご紹介いたします。



触媒《ＭＧ-Ｚ》
驚くべき走りにビックリ

　前回「僕だけに作ってよ」と、インター
ネットにも掲載しない約束で作ってもらっ
たこの《ＭＧ-Ｚ》。

《国産天然オリゴ糖ラフィノース100》
　現在、腸内環
境改善を目的と
して販売されて
いるオリゴ糖は
十 数 種 類あり
ます。これらオ
リゴ糖の多くは

原料である砂糖・乳糖を酵素変換、加熱処
理等を加えて人工的に製造されたものです
が、ラフィノース100はビート（甜菜）糖蜜よ
り抽出・分離した世界で唯一の純度100
パーセントの天然結晶オリゴ糖です。砂
糖及び消化吸収される糖質は一切含まれ
ておらず、高いビフィズス菌増殖効果が期
待できる（理化学研究所）。
　甘味度は砂糖の約20パーセント、難消
化性オリゴ糖であり、大腸への到達時間
は２〜５時間（弘前大）で、その殆んどはビ
フィズス菌の栄養源となる。勿論、血糖値
上昇にも影響しません。
　特性としては、湿度95パーセント条件
下、開封状態で放置しても全く吸湿せず、
加熱安定性にも優れ、約160度まで分解し
ません。従って日本茶、コーヒー・紅茶に、
煮物や様々な料理に利用できます。また炊
飯時１合当たり１グラムを目安に使用する
事によって、米飯食味・艶の改善、食味保持
が期待できます。
　効果としては、人間の免疫向上に大きく
関与するＴｈ細胞リンパ球の増殖（日本歯
科大学）、アトピー性皮膚炎を含むアレル
ギー性皮膚炎の改善（日本アレルギー学
会・日本小児アレルギー学会）、肝障害改善

（千葉大学・富山医科薬科大学）、歯周病
等口腔内改善（全国二十六開業歯科医院
他）が報告されています。
　また、Ｔｈ細胞は抗原・細菌の侵入によ
り、Ｔｈ１とＴｈ２型に分化するが、Ｔｈ１が
優位になると自己免疫疾患（リウマチ、膠原
病、潰瘍性大腸、掌蹠膿疱症等）Ｔｈ２が優
位になるとアレルギー性疾患が引き起こさ
れると言われています。
　ラフィノース100はＴｈ１及び、Ｔｈ２の
バランスに有効である事が報告されており

（東京大学・日本大学）、アレルギー・自己
免疫疾患の改善、予防に寄与する旨の評価
を得ています。
　一方、アレルギー疾患には真菌であるカ
ンジダ菌が関与しているケースが多いと
言われています。カンジダ菌は口腔内や消
化管、皮膚、膣などに常在していますが、日

《ダブルリンク》
これは凄い効果

生命力のパワーアップ！
　12面体スピーカーを開発していた会社
に居た若いピュアな青年。その後会いたく
てもお互いの都合がつかず、今回十数年ぶ
りにようやく訪ねてくれました。
　嬉しかったのはいうまでもありませんが、
その時、「騙されたつもりで使ってみて下さ
いよ。凄いですよ」と１錠だけ置いていきま
した。
　自然由来の漢方だと聞いて、たいした事
はないだろうと思っていました。

　登山の疲れなのか、あまりにも体調が良
くないので飲んでみました。
　これがスゴイ！驚くべき効果で、たった１
錠で激変。１週間以上効果の持続を確認で
きたのには驚きました。
　価格は高いですが、使って頂いて納得で
きるでしょう。
　下記のような特徴があります。
　DOUBLE LINKは アメリカ のNutra-
ceutical Technology社が製造・発売して
いる商品です。
　アメリカは健康に対する意識が高い事で
有名ですが、この商品は中国で古くから伝
わる「薬食同源（=医食同源）の理論と健康
増進の思想が基礎となっています。また検
査基準が高いFDA（アメリカ食品医薬品
局）の販売許可も取得している製品です。
具体的には
・ 細胞遺伝子の機能を高めるように調合

され、遺伝子栄養素の中核を形成するの

《桑の葉茶》
　最近話題を呼んでいる桑の葉茶。
　取り寄せて飲んでみました。
　桑の葉？蚕が食べる葉っぱ？と恐る恐る
飲んでみると、何ととても美味しいではな
いか。ちょっと飲むとソバ茶のようで、後味
が以前紹介したルイボスティのような香り
もあり、なかなか美味しい。

　それほど
高くないの
で、こ れ で
健康に良け
れ ば と、ご
紹介いたし
ます。
　この桑の

葉茶は古来より用いられていたようです。
◆桑葉は、天然の食物繊維が豊富。
◆ビタミン、ミネラルが豊富。
　糖質をおだかやにします。糖を気にされ
る方には良い飲み物です。
　無農薬で丁寧に作られています。ノンカ
フェイン。ミネラルたっぷり。
　500ccのお湯に10分。
　20袋入り、お試し価格

通常価格　1,728円（税込）
お試し価格　1,500円（税込）

頃、特に悪さをする事はないが、しかし、免
疫力が低下するとカンジダ菌が異常に増
殖し、病原性を発揮することがあります。ラ
フィノース100は種々のカンジダ菌を抑制
する作用を持っています。カンジダ症に悩
んでいる方には推奨できる商品です。サン
プルを用意してあります。ご希望の方は備
考欄に。

60袋入り　通常価格　4,104円（税込）
お披露目価格　3,480円（税込）

を助けます。
・ 自然の植物の成分で調合され、カラダの

代謝バランスを整えたり免疫力を高める
ことでアンチエイジング効果や疲労回復
効果を助長させます。

・ 免疫力をアップさせる事で、代謝バランス
やホルモンバランスの調整を助ける効果
があると言われています。

・ また腎臓や肝臓のデトックスを促し、本
来の機能へと改善します。

・ 特に女性の更年期障害、アンチエイジン
グ対策として。

・ また男性のEDや精力減退対策などにも
高い効果を実感されている事例が多く報
告されております。

　10錠は半分にしますので、箱がありません。
10錠　15,000円（税込）

20錠入り　30,000円（税込）
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　前回24個限定としてご紹介した《フラ
イパン》は価格が上がったにも関わらず
凄い人気で、お１人７個も買われた方が
おりました。
　限定だったはずですが、困って製造元
に頼みこみ、１月までに注文頂いた方全
員にお届けする事ができました。

《蘇生砂》
　歓喜の響を開発した久保先生の商品。
　全ての作物の光合成の力を20〜40％
も高め、生育を盛んにして生産量を増やす
という効果。
　実際にベランダで私が育てているお花
に使ってみました。
　これが驚く程に効果を示しました。
　真冬の２月に春の花がアチコチに枯れ
ずに咲いているのにビックリ。
　暖冬だと言っても４階の寒風吹きさらし
のベランダでこの効果に首をひねってしま
いました。
 

　この写真は会社の窓辺に置いた朝顔。
　夏から２月末まで咲いていました。３月
にはさすがに枯れましたが、５月始めには

　毎月第３日曜日の体験セミナーで唾液
検査をして頂いている大友先生から嬉しい
便りが届きました。
　以下紹介いたします。

次世代の唾液ORP測定装置は
・ 従来の体調度を数値で可視化確認の他

に
・ 企業社員のストレスチェック数値で可視

化確認
　ドーピング　スクリーニング活用の数値
で可視化確認・特許取得となり、医療機器
で製造・販売業が許可され、横浜薬務課及
び医療機器総合機構より装置の製造許可
番号も付与されました。
　正式に、次世代ヒト唾液ORP装置は医
療機器として世に出せることになりました。

　体験セミナーで毎回行っているそのデー
タの中の一つです。

この鉢に２世が元気に育っています。
　ブーゲンビリアも２月まで表で咲いてい
ましたが、３月に入ったら枯れてしまいまし
た。あと１ヶ月の辛坊だったのですが。
　安いですので、皆さん是非使って笑って
下さい。
　土壌改良材の役目もします。

　家庭菜園や庭だったらこの１キロでも数
年使えると思います。プランターには指で
つまんで混ぜるか振りかけて下さい。
　とっても面白い製品です。

 １㎏（袋）　1,000円（税込）

《バターナイフ》50本限定
今回もご紹介いたします。
　フライパンと同じ効果があるこの《バ
ターナイフ》を使って下さい。
　油をより油にする不思議な製品です。
　フライパンと同じように、トランス脂肪酸

を限りなくゼ
ロにしてしま
う触媒の役を
するバターナ
イフ。
　天ぷら鍋の
油の中にこの
ナイフを入れ

てしまう。
　「野菜炒めの時にバターナイフを入れて
炒める？」
　見てくれは真っ黒なただのバターナイフ。
　このバターナイフをマーガリン容器に入
れて冷蔵庫で保管。３日ほどでトランス脂
肪酸はゼロになります。勿論バターにも。

　通常価格　5,400円（税込）
特別価格27％引き　3,950円（税込）

　燃費の悪い3,000ccのデリカが走るこ
と走る事。21万キロ走った今でも、さす
がに馬力は若干落ちたもののエンジン音
は相変わらず軽快、下道でリッター７キロ
以上、高速道路では９キロ前後走ります。
　と書きました。車検が終わった所でこれ
を機会に23万キロぶりにエンジンオイル、
オートマチックオイル、ガソリンタンクに入
れてみました。

　気づけば音は静か、録音で通いなれた
高速道路の登坂車線がある登り坂はオー
バードライブでは登らなかったのが加速し
ていくのにビックリ。その後も多くの場所で
試してみましたが、確実に馬力が増してい
ることを実感できました。燃費もさらにリッ
ター 0.5キロ以上上回っています。

　説明書に書いてある通り2,000キロか
ら3,000キロ走ったあとに効果を発揮する
ことは確かなようです。
　オイル交換も１万キロでも勿体ないとい
いますが、山の中を走り回る私の４輪駆動
でも年に１回１万キロでの交換です。
　価格は高いですが、元を取れる以上であ
ることは間違いありません。
　フライパンと同じ、驚くべき効果です。自
信を持ってお勧めできます。大きな玉が燃
料タンク用。小さい玉はその他のオイル用。
オイル交換時の予備が５個入っていま
す。

39,800円（税込）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《唾液検査》

　今回は販売できませんが、12月には
再びご紹介できるのではないかと思いま
す。ご予定下さい。

4
（７ページへ→）



会報27号価格表
注文受付期間： 会報到着後～ 2018年８月18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

「すごい耳トレ」	（白本） ￥1,510
特装版「すごい耳トレ」（赤本） ￥1,620
ミラクルサウンドBOX〈Premium〉 ￥108,000
新トレーニングCD《No.８引き潮》　予約 ￥9,000

３

ラフィノース ￥3,480
ダブルリンク　20錠入り30,000円　10錠入り15,000円（←丸で囲って価格を→）
桑の葉茶 ￥1,500
車用触媒《MG-Z》 ￥39,800

４
バターナイフ ￥3,950
《蘇生砂》１㎏ ￥1,000

７
還元リップバーム　オルプリップバーム ￥3,780
足楽です輪 ￥2,160
《サプリメント》プラズマローゲン ￥10,580

８

“ハイパーリスナー”予約　（10月、１月、２月開始） ¥10,000
CLGG(シーエルジージー）４割引き以上 ¥7,770
ヒュークルミン４割引き以上 ¥5,180
超ミネラル水／「歓喜の響」２L　１本目（￥9,000）初回の１本目のみの価格です。 ¥9,000
超ミネラル水／「歓喜の響」２L　２本目から（￥10,300）２本目以降の価格です。 ¥10,300

９
温泉円盤（Spa	UFO） ¥39,000
《アレックス》（ホワイト） ¥240,000

10

小型ステレオアンプ（D2	or	D８） ¥78,000
D２（小型）／ 12面体スピーカー２本一セット（色指定→会報参照） ¥129,600
D8（大型）／ 12面体スピーカー２本一セット（紺色のみ） ¥375,000

《デンダック》（16,200円）今回限りの特価 ¥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円）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円）Aタイプ ¥34,550
D2用三脚2本組み     ¥11,310
DVDプレーヤー＋接続ケーブル ¥5,440

11

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 10ml） ¥1,440
ダイヤフィンガード（ポンプ式300ml） ¥4,320
不思議な石鹸　	○をする↓ 
１個 （￥1,875） ／ 5個セット （￥9,125） ／ 7個セット （￥12,425） ／ 10個以上（1個¥1,675） 	
亜麻仁油生搾り（550粒￥9,720） ¥9,720
亜麻仁油生搾り（90粒￥特価48％引き1,000円）（限定５箱） ¥1,000
でんでん米　1パック￥290　10パック以上ご注文の単価￥280			
自然音CD（4,320円を今回限り）１枚￥3,650、３枚￥10,800、５枚￥17,650
《パワースポットの音》（10,000円を今回限り）各5,400円富士・久高島・パナリ島・分杭峠・葦原神社
《パワースポットの音》及び「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。

送料
合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956
送信先 info@denchoh.co.jp

フリガナ ご
住
所

〒

お 名 前

TEL: FAX:
e-mail　　　　　　　				　＠ 携帯メール　　　　　　　				　＠
お届け日 	いつでも可 時間指定 指定無し お支払い 	郵便振込（商品に振込用紙同封）

備 考 欄
プレゼント商品　その他お書きください。

ご 意 見
（ご自由にお書
きください）

伝聴研行			FAX:045－439－5956
送信先		info@denchoh.co.jp

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→



　毎回連載していた松岡先生の腰痛体操
ですが、私自身が皆様にお伝えしたいこ
とが溜まりましたので、しばらくの間は
冬号に掲載することにいたしました。ご
容赦下さい。

　下記項目を順次掲載していきます。
　　〈腱鞘炎対処法〉
　　〈歯茎のマッサージ〉
　　〈洋式便器の黒ずみ対策〉
　　〈カニサボテンの移動〉

　肩こり首コリの他、まず今回は私自身
が苦しんでいた「ドライアイ」の対処法を
お伝えいたします。

「ドライアイ」疲れ目に
　40年にも渡ってパソコンとにらみ合
いの生活。最近では夜中の12時過ぎに会
社から帰ると晩酌をしながらテレビを見
ているというディスプレー漬けの生活。
そのために肩コリ首のコリが慢性的に
なってその解消法をと、特集を組みまし
た。
　数年前から画面を見ることに耐えられ
なくなって、蒸しタオルを当てながら仕
事をするようになりました。
　ところが昨年の冬あたりからさらにひ
どくなりサングラスをかけないと仕事が
できなくなりました。
　面白い事にドライアイになるとどこで
も直ぐに寝られます。
　瞬きが重くなり、車に乗って高速道路
を走ると、瞬きすると目がくっついて開
けられず、その間に10メートル以上進ん
でしまうというありさまで、常に眠い状
態で危険極まりない状態でした。
　なんでこのような現象になるのか考え
たら、眠くなると瞼が重くなると思いま
すが、その時と同じ状態になります。眠い
時はきっと涙の量が減るのではないで
しょうか。
　ドライアイは文字通り涙が出なくなる
状態をいいます。その時の状態が眠い時
の状態と同じなので、脳の方で副交感神
経にスイッチが入ってしまうと言うこと
がわかってきました。
　涙が出ないといつでも眠いのです。
　合うメガネを探し、サングラスを探し、
十数本も作ってしまいました。
　このままでは大変と思って、知り合い
のゴッドハンドと呼ばれるエステのネイ

ドライアイの対処法ドライアイの対処法ドライアイの対処法ドライアイの対処法
チャーホスピタルの代表冨張ゆかりさん
にお世話になった所、目の周囲からおで
こ、さらに頭の方までコリコリに凝って
いる事に驚きました。
　目医者で見てもらおうと近くの眼科に
行った所、〜〜病院部長との肩書きの美
人女医。ラッキーと思いながら診察を受
けると「ドライアイです。もう治りません
ね」「左側は眼瞼下垂です。これ以上悪く
なったら手術です」と冷たく言い放ちま
した。美人が鬼のように見えたのは言う
までもありません。そこでサプリメント
の開発者、東大宮の眼科医、葉山隆一先生
の所に通い出しました。
　その後、整体の金井俊潔先生に、神戸で
は駒川先生にもお世話に、また九州の鍼
灸師平田先生にもお世話になりました。

　この経験からドライアイを緩和する良
い方法がいくつか見つかりましたので、
ご紹介いたします。
１／神戸に行った時、セミナーに参加し

ていた筒井円さんから送られてきた
小豆の袋。筒井さんのホームページ
を紹介しようと思ったら残念ながら
掲載していませんでした。

　この場を借りてお世話になった皆様に
お礼申し上げます。
　この小豆の入った袋（25㎝×8㎝くら
い）を電子レンジで40秒くらい温めて目
におきます。蒸しタオルは直ぐに冷めて
しまいますが、これは10分以上暖かさが
続きます。とても気持ちが良く、血流が増
します。
　同じく頭痛持ちの方は首に巻き付け
る、枕と首の間に置く。
　お腹の調子が悪い時は少し大きめのも
のを作ってお腹に置く。
　私は寝るときにやっています。
　血液は小腸で作られるとの事で、小腸
の上に置くと翌日とても快調になりま
す。

　目に被せる小豆の袋は薬局で700円
くらいで売っています。また肩こり用は
2,000円くらいで売っています。
　これを参考にしても良いし、ご自分で
作られても良いし、200回くらいは繰り
返し使えます。

　ドライアイ、もう１つの方法。
　私はお風呂に入っている時に肩こり解
消法の運動の最後にやっています。その
方法をご紹介いたします。
２／手の平を眉毛の上に置いてグリグリ

と回し、マッサージします。その手を移
動していきます。おでこも同時に行っ
ていきます。

　目が疲れている方は凝りが確認できる
でしょう。酷い方は頭の方まで凝ってい
ます。眼球を傷つけないように丁寧に回
していき、目の下も、目頭、目尻も行って
下さい。

３／「脱水ぎみだ」葉山先生から指摘を
受け、OS-1を飲むようにと。確か
に違います。いつも珈琲、お茶は飲み
過ぎくらいですが、それとは違うと
の事です。

４／時々顔を洗う（目の周り）。随分違い
ます。

　今、ブルーライトカットのメガネと運
転の時、黄色のサングラスは欠かせませ
んが、おかげで一時よりはウソのように
楽になっています。是非参考にして下さ
い。
 



　詳しくは前号26号をお読み下さい。
　このリップバームを唇に塗るとたちどころ
に体が酸性から還元されるというリップク
リームです。
　この商品を前回ご紹介した所、沢山の方
に使って頂き、追加された方が何人もいま
した。
　さすがに女性は敏感だと感心させられま
した。

　唇は薄い
皮に覆われ
血流が透け
て見えるた
め赤く見え
ます。
　この微細
な神経と微
細な血流が

往来している箇所に酸化素材を繰り返し
付着させたら、酸化反応は蓄積し、自律神
経の交感神経に瞬時に作用するだけでなく
身体の各細胞は強い酸化方向に傾き免疫

《足楽です輪》
　理解に苦しむ程簡単で効果抜群の商品
です。
　前回も書いたように、「こんなもの」と冷
ややかに思っていましたが、そのままにして
おいてもと思って「こんなものがあるけど」
と、女房に渡したところ、「これはいいじゃな
い！」。娘に渡したら「私欲しい」と…。
　そこで前回皆様に紹介した所、「歩ける
ようになった」「体が真っ直ぐ立てるように
なった」「立ち上がるのが楽になった」等々。
それはそれはたいへんな騒ぎになりまし
た。

力低下に繋がります。
　皮をむいたリンゴが赤茶けて変質してい
くように体内の各細胞も同様にサビ化しま
す。
　酸化とは炎症・疲弊・過労・ストレス・老
化要因で体調不良が示されるのです。
　還元とは免疫力アップ、回復力が強く
精神的にも肉体的にも体調良好を示しま
す。
　2016年７月21日NPO日本ORP測定検
証協会より、リップバームとしては日本で最
初の体調を整える強い還元作用（体調良
好）を示すことが確認され、還元を示す「S
検証」が付与されネット公開されています。

http://www.npo-orp-japan.com/
orp-lip-balm　

１本　3,780円（税込）

　これも勿論お１人で５セット６セットと、
追加注文があって、こちらでも追加発注、追
加発注の連続でした。

　伝聴研の商品を扱ってくれている食養の
先生の商品です。

　写真のように単なる輪ゴム状のもので
す。
　取り敢えず１セット買って試してみて下さ
い。体がシャンとして、体幹が鍛えられます。
　極めて柔らかいゴムですので半年くら
いで劣化してきます。３ヶ月くらいでダメに
なったら交換してくれると言う事です。
　兎に角１セットは感覚を掴むためにお使
い下さい。詳しい解説書が付いています。

足楽です輪　2,160円（税込）

《プラズマローゲン》
　前回からご紹介したものですが、同じく
使った方からは追加注文が多く入りまし
た。
　今少しずつですが、扱う業者も出てきた
ようです。

　近年プラズマロー
ゲンという物質が人
間にとって、とても重
要な働きをしている事
が分かってきました。
プラズマローゲンは
年齢と共にどんどん
減少していきます。こ
の物質は鶏の胸肉、ホ

タテ貝などに含まれていますが、熱に弱く、
とても壊れやすく、その食品を摂取しても
体内にまで取り入れるのは難しいというこ
とです。また検出も抽出、精製も難しく、極
めて高い技術が必要だとのことです。
　この製品は全て国産で、鶏90羽から抽
出し、国内大手食品メーカーが生産してい
ます。
　どのような効果が期待できるのか。

　このデータはたった２分の体験音源を聴
くだけでも大きく体の酸化が還元した、と
いうデータが出ました。つまり２分後には
体が変化しているという事をデータが示す
という驚くべきデータです。
　下記は大友先生が開発された商品です。
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【第14回】　ピアノ教師
　Nさんは音大在学中から自宅や幼稚園
でピアノを教えるかたわら、自身も10年前
からポリフォニー（すべてのパートが独立
したメロディを歌う合唱形式）を歌う女性
だけの合唱団に所属。ピアノ指揮に歌のレ
ッスンにと、多忙ながらも音楽活動に日々
励んでいる。ある時、音楽仲間から《伝聴
研》の講演会で被験者として出演を依頼さ
れ、『聴覚訓練』の前後に演奏がどう変わっ
たか…というのを実際にステージで披露し
たが、その時は指摘された≪左手の変化≫
が自分では正直わからなかった。翌月お礼
を兼ねて訪れた《伝聴研》で、挽回とばかり
にもう一度試してみたら、今度は紛れもな
く音の違いがハッキリと聴き取れて、更に
左手が前に進んで、初めて右手とバランス

よく音が合うのを感じてビックリした。くす
ぶり続けていた悩みが解消できるのではな
いか…と、ためらうことなくその日から本式
コースを受講。
　『聴覚訓練』の回数を重ねるごとに音が
ムリなく進み、客観的にリズム進行がつか
めて、フレーズが明確に作れるようになっ
た。気持ちが入りすぎて緩急が過剰にな
り、音楽が遅くなっていたことにも気が付
くなど、期待は現実のものに変わっていっ
た。初見も臨時記号の細部まで見通せるよ
うになり、合唱では特に高音が格段に出し
やすくなるなど、『聴覚訓練』で得た様々な
プラスの発見は、間違いなく音楽に対する
自信につながったと感じている。

“ハイパーリスナー”を受講。

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉

連載〈ぶらあぼ〉体験談連載〈ぶらあぼ〉体験談



【サンプルプレゼント】

　ふしぎな石鹸は伝聴研の定番となって
10年以上経ちます。今回お買い物をして下

　自然音ＣＤの解説は致しませんが、既
に4,320円になっています。今回のみ旧
価格での特売です。→注文表へ

　前回から扱った「歓喜の響き」。これま
で「岩の力」を愛用して下さった方からも

「これは素晴らしい」と評価を頂きました。
「やっぱり元祖は素晴らしい」との声を沢
山頂きました。
　顔を見るだけでなるほどと思える正直な

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】

《葉山先生のサプリメント》
大特価４割引き以上

　これまで扱っ
てきた葉 山 先
生が開 発した
一連のサプリメ
ントですが、総
代理店から今
後 取り扱わな

いという連絡を受けて慌てて大量に仕入
れてしまいました。
　下記の商品がまだあります。
　ご愛用の方はこのチャンスにお求めくだ
さい。なくなり次第終了になります。
　（内容は同じですが、一部入れ物が違う
商品になることがあります。）

４割引き以上（税込）
《CLGG》通常価格　12,960円（税込）

特別価格　7,770円（税込）
《Σヒュークルミン》通常価格　8,640円（税込）

特別価格　5,180円（税込）

　脳に直接働きかけます。人間の根本的
なコンディションに深く関わっています。
　勿論薬事法がありますので、ハッキリと
した事はここでは書けませんが、ボケ予防
の最高の成分ということです。
　また全て元気の源、いつまでも若く、夫
婦円満、ＥＤにもたいへん効果があるよう
です。
　〈ヒュークルミン〉の代わりとしてどうぞ。
　詳しくはホームページをご覧下さい。
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Zvzi9xGwDpI

60粒、約30日分　10,580円（税込）

さった方にもれなく（多分）、かわいいサン
プル石鹸をお１人２個、及びラフィノース３
袋をプレゼントさせていただきます。
　入浴時の体はもちろん、シャンプー、クレ
ンジングクリームのかわり、とてもいいです
よ。
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　３年くらい前に学習障害（正確には自閉
症）です。と言って“ハイパーリスナー”のト
レーニングを受けて下さった30代の男性
がいました。多くの男性もそうですが、口
数少なくいつも沈んだ声での受け答えでし
た。
　翌年も同じ頃にトレーニングを希望して
下さった事からやっぱり何らかの効果を感
じてくれていると、そこから判断していまし
た。
　昨年３回目のトレーニングをと申し込ん
でくれた時、驚くべき事を電話で話してくれ
ました。
　３回目を前に精神科に行って知能検査
をした所、IQが95から115に上がってい
たと言う事です。医者も大いに驚いたとい
う事でした。モーツァルトの作品から推察
できるIQが120との事です。一般人より遙

かに高いIQになったわけです。
　勿論その時は明るい声での報告でした。
友人も多くできて活動的に過ごしていると
の事でした。
　電話を切ってから、お役に立てた事をし
みじみと噛みしめました。

・・・・・・・・・・・・・・
　同じく“ハイパーリスナー”の申し込みを
して下さった男性。
　お陰様でバセドウ氏病だったが正常値
で推移していて薬も飲んでいません。との
事でした。
　これから３回目のトレーニングを開始し
ますが、お役に立てているようで、感激で
す。

　通信コースでは皆さんから直接声がき
けますが、‘ブレインスイッチＢＯＸ’では改
善しているとしても、なかなかお便りを頂く
事が叶いません。
　セミナーに出掛けた時の事ですが、終わ

って機材の片付けをしていると、１人ぽつ
っと立ってる方がいます。全員が外に出た
のを確認すると私の所に寄ってきて「あの
〜」と。
　何かと思って手を休めて話しを聞くと

「実は私の妹の子供が自閉症だったんで
す。それで私のセットを貸してトレーニング
をさせたんですが、20日のトレーニングで
すっかり普通になったんです。ありがとうご
ざいました｡」と帰っていきます。
　またある時は「お陰様で脳梗塞の後遺
症がみるみる間になくなってきたんです」。
　「学習障害だった子が〜」
　「ありがとうございました」
　「何でセミナー中に言ってくれないんだ」
と嬉しくもガッカリさせられる事が良くあり
ます。
　人に言いたくない気持ちも分かるのです
が…。
　皆様、些細な事でも結構ですので、ＢＯ
Ｘ製品を使った感想を是非お寄せ下さい。

受講者から嬉しいご報告

《伝聴研からのお知らせ》
　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。機械が割合空いている
月、１月２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）

“ハイパーリスナー”のお勧め



　同じく、久保先生が開発した温泉効果抜
群の入浴器具。

　温泉円盤をお風呂に入れ忘れて「あぁ」
と横にあった温泉円盤をお湯に入れてビッ
クリ！瞬間にお風呂の温度が２度前後下
がってしまいました。
　勿論体感温度です。

　 お 風 呂のピリ
ピリ感がなくなっ
てしまったせいで
しょう。この効果に
驚きました。
　一般の入浴剤
は大概逆にピリピ
リして体感温度が
高くなるのが普通

ですが、この温泉円盤は体感温度を下げ
て、お肌がツルツル。湯冷めし難くなります。
　これぞ理想的な入浴剤。
　入浴後は立てかけて水を切って乾燥させ
ておきます。
　お手入れも極めて簡単。
　10年以上は使え、毎回入れなければな
らない入浴剤に比べれば極めて経済的。

〈構成鉱〉
正長石・斜長石。石英･黒雲母・風信子鋼・
ザクロ石・燐灰石・楔石・かつれん石。褐色
角閃石

通常価格　41,000円（税込）
特別価格　39,000円（税込）

　久保先生が開発した浄水器もあります
が、10万円〜20万円します。これも半永
久ですが、興味がある方はお問い合わせ下
さい。

　私の腱鞘炎とドライアイに使っているこ
とをお知らせして、全快はしないものの多
少は楽になると言う事をお伝えいたしまし
た。
　このアレックスも
伝聴研のトレーニン
グシステムと同じ、
人間は順応性が極
めて高く、普通にな
い刺激に対しては当
初劇的な効果を発
揮します。しかし続
けているとその刺激に脳が順応してしまう
ようで、あまり効果を感じなくなります。そ
のためにお休み期間を設けています。
　このアレックスも20日間くらい続けて
効果が薄くなったと感じられた場合は２〜
３ヶ月空けてから使ってみて下さい。
　再び効果を発揮することを確認できると
思います。

　緊急時にはコウケントーとアレックスは
とても重宝しています。
　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（税込）
　  〃　　 Rayer（一般用）

198,000円（税込）
　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（税込）

プラズマ波発生装置 　春を待ちかねて録音に出ますが、機械の
故障でノイズだらけで、ガックリさせられる
と言う事も希ではありません。湿度の高い
所へ持っていくのでやむを得ません。
　先頃もノイズもなく素晴らしい録音で出
先で睡眠薬代わりに聴いていました。
　帰ってパソコンに取り込んで聴いてみる
と、音の広がりや録音地の景色、鳥の鳴き
合いも平易な音になっていてガックリ。
　一昨年の花火の録音で虫の音と花火の
音を同時の録ろうと苦心惨憺。
　録音を終えて聴いてみたら見事にスイッ
チョと花火が「ズドン、スィ〜ッチョ、ズド
ン」。これは凄いと感激し、コンピュータに
取り込んで見ると、虫の音など入ってない。

「ストン」「ストン」になってしまっている。ど
うしてこんな事になるの？
　考えてみると録音時の高音質録音から
ＣＤへの変換ですからやむを得ないのです
が、単純に計算してみると録音時の音質と
ＣＤのデータ量差が単純計算で500分の
１にもなってしまいます。
　その為に起こる現象な訳です。しかし高
音質での録音はいつ優秀な機材が出てくる
か解りませんので、良い録音をしておく必
要があります。
　ではスマホなどに取り込むと？
　CDの数十分の一のデータになってしま
います。耳が育つ訳ありません。

世にいうハイレゾとは
　24ビット、48キロHzの録音を一般的に
は言っているのではないかと思いますが、
先に述べたように、確かに高音質で録音し
たものは本当に素晴らしい音質です。しか
し今出回っている機器はハイレゾを再生さ
せると言って売り出されていますが、そのよ
うな音は全くしません。
　低音質な社会から、このハイレゾが密か
なブームになったことは私にとってもとても
嬉しい事なのですが、機械が追いついてい
ないのが現状です。
　皆さんがもし大枚を投じてハイレゾの機
器を買うのであれば、伝聴研のステレオセ
ット、もしくはヘッドフォンアンプ、それと《ウ
ルトラ》ヘッドフォンを買って頂いた方が余
程良い音質がします。

　是非、次ページにご紹介する音響機器
を参考にして下さい。

方です。利益だけで商売を
する方と違って２ヶ月もの
時間をかけ本質を貫いて
製造しています。本物は違
うと実感できる品質の良さ
を実感。
　成人病予防に最適なサ
プリメントです。
　病気になる前に１度は

使って知っておいて欲しい製品です。
通常価格　10,800円（税込）

お試し価格　１本目　9,000円（税込）
２本目から　10,300円（税込）
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【温泉円盤｛Spa UFO｝】

CDはサイズの参考

【健康用機具】 良い音質とは

《アレックス》

（特別製品のためホワイトのみ）



　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。
　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は似ています。
　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。
〈Ｄ２〉２本１セット　129,600円（税込）
〈Ｄ８〉２本１セット　375,000円（税込）
　（ケーブル、アンカーボルト付属）
※スタンドは別売となります。

《パソコンでトレーニングの必需品》
　今のＣＤラジカセは音質が悪くて使い物
になりません。お持ちでない方は是非お持
ち頂きたいと思います。
　「え〜、パソコンからこんな良い音が？」

　オーディオ
業 界 で 有 名
になった《 デ
ンダック》。最
近調べていま
せんが、《デン
ダック》並の

音質の他製品を買うとなると５〜６万円は
するのではないかと思います。
　理想的な音質でトレーニング。

　通常価格　16,200円（税込）
今回限りの特別価格　11,000円（税込）

（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》

　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
セットにしました。（ＤＶＤプレーヤーはＣＤも再
生できます。）

　この音質は20万円クラスのヘッドフォン
アンプに匹敵いたします。

会員価格　24,780円（税込）

ドピアノ、大きな演奏会場にある長さ３メー
トル前後のグランドピアノの事）
　どんな高級なステレオ装置でも、種類の
特定ができないとの事で、感激しきってい
ました。
　音源までの距離を再生しますので、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りま
せん。

　私の会社の４階には天井に吊ってありま
すが、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。こんな小さなスピーカーからこ
の音が。

　二昔前なら数百万円した事でしょう。
小型ステレオアンプ　78,000円（税込）

【伝聴研オリジナル商品定番品】
　下記音響機器も価格調整の対象になっ
ています。

《12面体用スピーカー》
　すでにお持ちの方は半年から１年に１
回、ピンクノイズをやや大きめな音で３分
ほど流してスピーカーをクリーニングして
下さい。音が蘇ります。

　超小型12面体スピーカーと専用小型ア
ンプ。
　一般的なスピーカーでもどのようにした
ら良い音が出るのかの細部は未だ解明で
きないと言います。バイオリンも同じように
どのようにすればベストなのかという震動
要素を科学的に証明できません。職人の経
験から生み出されるもののようです。

　開発した12面体スピーカーを制作して
みたら「そうなってしまう」、と開発者が首
を捻っていました。
　上下、左右、奥行きまで録音した状況と
全く同じ音場を再現してくれます。
　しかし自然音を録音している立場とする
と、私は無指向性マイクロフォンを一対の
みで録音しているのに、奥行き、左右は良い
録音方法さえとれば、あり得るとしても、上
下はどうして再現できるのか不思議でなり
ません。
　うまく録音するとセセラギは下から。鳥の
声は上から、見事に立体的になるのです。
　自然そのまま、演奏会そのままを再現し
てくれます。
　プロプレイヤーはしばし固まってジッと
聴き入って「こんなの初めてだ！」と感激し
て帰られます。
　また調律師は「初めてフルコンをスピー
カーから聴いた」。（フル・コンサートグラン

パソコンと共用、ヘッドフォンアンプ

　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（税込）
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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】

音響製品



《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。
　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。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、過去、
私は何十種類も試してきて最終的にこの製
品に辿り着きました。
　とても爽やかな音で聴き疲れしません。
　（トレーニングには使えません。）

色は白と黒　9,900円（税込）

　音飛び防止に。ＣＤ、ＤＶＤプレーヤーの
必需品です。音を読み込むレーザーレンズ
が汚れると、音が出ない？音が飛ぶ、などの
現象が起こります。故障と思ったら、まずレ
ンズクリーナーを試してください。

湿式レンズクリーナー　1,940円（税込）

【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。●電気の接点
改質剤として開発
され た 優 れ た 性
能。●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
インドの内外にも便利。１回のスプレーで
約３兆のナノダイヤモンドを噴出。
　私はあらゆる所に使っています。
　（標準品の）ヘッドフォンジャックにスプ
レーしてみて下さい。俄然音が良くなりま
す。
スプレー 10ml（写真右）１本　1,440円（税込）
ポンプ式300ml（激安）１本 　4,320円（税込）

　今のうちにお買い求めください。

【不思議な石鹸】
　自然由来の製品で、香料を使っていま
せんので香りは良くありません。しかし
その香りが残ることはありません。
　我が家ではすでに十数年この石鹸しか
使っていません。
　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。
　先日買い物で売り場を見て回っていた
とき50才前の女性とすれ違いました。そ
の時なんとも言えない臭い。この臭いど
こかで時々と思ったとたん。「女性の加齢
臭だ」と気がつきました。男の加齢臭から
比べるとまだましですが、女性のも結構
きついですね。
　この石鹸を使っていればな〜と思いな
がらその場を立ち去りました。

　そう。皆さんも気を付けて頂きたい事
があることを思い出しました。市販の
シャンプーの中にはこの加齢臭そっくり
な残り香になるものがあります。気を付
けましょう。
　今回この石鹸が80g→100gと１回り
大きくなりました。それに連れて価格が
上がりました。
　不思議な人が作った不思議な石鹸。

通常価格１個　2,700円（税込）
キャンペーン価格  

１個　1,875円（税込）
５個　9,125円（税込）

７個　12,425円（税込）
10個以上１個につき　1,675円（税込）

キャンペーン期間中は何回でも。

　《亜麻仁油生搾り》
　効果効能は前々回の会報をご覧頂きた
いと思いますが、歳と共に減少していく、

今話題のオメガ
３の宝庫。
　必須脂肪酸は
体に入るとDHA
やEPAに変化す
る。
　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が言われてい
ますが、この商品は保存がききますので
安心です。
　健康維持のため、１日４〜８粒を目安
にします。

　お徳用550粒入　9,720円（税込）

　正味期限が９月ま
での90粒入りがあり
ます。
５箱限定
90粒入　通常価格　

1,940円（税込）を
特別価格48％引き　

1,000円（税込）

【でんでん米】
　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（税込）

１0個以上は１パック　280円（税込）
※食品ですので会報の時期のみ取り扱い

ます。品切れご容赦！
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外部スピーカー 健康食品



お盆休みのお知らせ
平成29年８月10日㈭〜８月16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。
　 7月 2日（第１）／ 8月 6日（第１）
　 9月 3日（第１）／ 10月15日（第３）
　11月19日（第３）／ 12月 3日（第１）

　お知り合いを体験セミナーに是非お
誘い下さい。
　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致します。
※紙面の関係上掲載できない商品もあ 
　ります。価格表をご覧下さい。

体験会のお知らせ

トレーニングシステム
開発秘話

第４話

ＫＪ法を勉強1989.42才

　5,000枚の問題点を書いたカードを纏め
るべく努力をしたが、あまりの多さと問題が
多岐に渡るために纏まらず悩みに悩んでい
た。
　ある時、問題を解決する‘KJ法’という発
想法に出会った。
　‘KJ法’は裏側に糊が付いた小さなラベル
に問題点を書いて、分野別に纏めて、上位
の問題点を得ていくという方法だ。
　本当に纏まるのか大いに疑問を持った
が、その場で指導を受けて幾つかのカード
を指示に従って纏めてみると答えが出る。
　涙が出るほどに感激した。
　「これだ」、と直ぐに一泊の講習会に参加
した。
　参加者全員が徹夜の作業になる。部屋に
戻る時間もない。外が白み始める頃には目
頭が熱くなること何回も。
　朝のチェックアウトを迎えてホテルを出た
時の爽やかな思いは今でも思い出す。
　帰ってからは5,000枚を纏めるべく、即
チャレンジを始めた。
　5,000枚のラベルを１つ１つ書いて行く
ことも膨大な作業になる。
　また似た内容や、重複も纏めて行かなけ
ればならないという作業も待っている。
　‘KJ法’に入る前に、まずこの整理をどうす
るかを考えた。
　当時、初めて日本語化されたコンピュー
タ、マッキントッシュなら、私がやりたい作業
は全部できる、との情報を得た。
　コンピュータは当時まだ一般的になる
ずっと前の時代だ。秋葉原に行っても情報
は殆どなかった。当時はワープロが事業所

山小屋で挑戦

にようやく入り始めた時代だった。
　これを買うべくアルバイトを始める事から
出発。
　この目的には２つ。１つはデータの重複を
見つけるためと、ある程度項目別に整理す
ること。
　２つ目はラベル化するための印刷。当時
からマックは一ミリ以下の精度で印刷指定
ができる唯一のコンピュータだった。
　マックを買い込み、データの打ち込みと
整理。格闘すること約１年。
　ラベルに印刷のための書式ができた。
　ようやく印刷ができると思ったが、 ‘KJ法’
で勉強したのは50枚程度だったので、その
100倍をいきなりやるわけにも行かず、少な
い数での予行練習を始めた。
　準備万端整った所で夏休みの大学の図
書館の大会議室を３日間借り切った。

　ある程度
天 井 が 高
い 会 議 室
といえども
5,000枚 の
ラベルを貼
るとなると、
模造紙の全

紙を繋ぎ合わせて丁度６畳くらいの広さの
ものになる。
　しかし、この大きさになると全部のラベル
を見渡して関係性を精査するのは2,500枚
くらいが限度だろうと。
　印刷だけで２日がかり。
　当日わくわくしながら図書館に行った。
　この‘KJ法’だけで、数年間かかっている。
ようやく苦労が実る時が来たと意気込み、
全紙６枚を繋ぎ合わせた大きな紙を３枚天
井から吊す。
　ラベルは当然、小さな紙なので細かい文
字を見渡す事ができない。そのために双眼
鏡も準備。
　KJ法は全体を見渡して、関係の深い項目
をまとめながらラベルの並べ替えを行って

いくわけで、この作業が大切なのだ。
　その大きな１つの枠を島と呼んでいる。幾
つもの島を付けて、島と島を次第に関連づ
けていくのだが、試しに数百枚仮付けをして
ドキドキしながら「さて…！」、と双眼鏡から
覗いた。
　覗いて愕然！ 
　双眼鏡を覗いて見ると、ほんの一部しか
見えない。全体を見渡そうとすると文字は
全く見えない。どうにもならない。
　裸眼だと上と横も見えない。
　眺め始めて１時間、溜め息とともにあえな
く挫折…。虚しさだけが残った。

　その秋、今度は大きな項目800枚を知り
合いの山小屋に持ち込んでやってみるが、こ
れもできない。

　家にもどり、自分の部屋へ４畳ほどのベニ
ヤ板で机を作り、作業を始めた所、窓からの
風でラベルが飛んでしまう。
　子供が「パパー」と部屋に入って来ると数
日がかりで折角並べたラベルを崩されてし
まう。
　以来、部屋はガムテープでしっかり止め
て入れないようにする。
　昼夜、かかり切りに１週間。何とか、５つ
のグループに纏める事ができた。
　その後KJ法学会があり、特別参加でその
800枚を発表した所、「纏め切れてはいない
が、ここまでやった人はKJ法始まって以来
だ」、「（創始者の）川喜多先生が見たら喜ぶ
だろうな！」と…。それは大きな評価だった。
後で聞いた話だが、KJ法は多くて200枚。
平均は60枚前後なのだそうだ。
　「何だよ！」「最初から言ってよ！」「こっち
は必死の思いで整理した5,000枚なんだ
ぜ！」独り言…。

＊＊＊＊＊＊＊＊続く＊＊＊＊＊＊＊＊
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