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代理店よりお求めの会員様は販売店からお求めください。＊は伝聴研のみの扱い

止らしい）

は倒れても海側に落ちないように慎重。

昨年第７号の会報を印刷所に送ったその

準備万端までは行きませんが、渡ること

点検が終わって、ネグラに帰って空を見

時期に沖縄、宮古島、石垣島に講演に出

に決め、講演が終わった翌日、船頭に電

上げているとアチコチでチクと刺される

かけました。このようなチャンスも少な

話した所、今日はダメだと言われ、一日

「イテッ」、良く見るとはさみ虫の大群だ。

いことから、日にちを伸ばして、過去２

暇つぶし、翌日は快く引き受けてくれて

こんな所に虫がいるなんて、強風を唯一

回失敗している波の音の録音をすること

夕暮れ時に念願の無人島へ。

防げる窪地なもので移動もできない。追

にしました。

まだ日のあるうちに録音機をセットして

い払っては一寝入り、刺されては追い払

今までは雨と港を出入りする船の騒音で

しまわないとと、島の二箇所に準備をは

い。ビールがまだ残っていた、と一口含

全滅だったので船が終わる７時頃からの

じめました。海に落ちる夕日が今日最後

んだ、口の中で何か違和感が有ったと思

録音です。夜はハブも恐いしするので、

の輝きを見せながら次第に暗くなる。船

っら、舌ベロに激痛、慌ててはき出すと、

めったな所には行けません。そこで珊瑚

らしき音がまだ聞こえる。闇夜となって

何とはさみ虫ごと口の中に入れてしまっ

でできた小さな無人島に渡って一晩中録

録音を開始する。珊瑚の島はまだ暑く、

た。

音することにしました。携帯電話は通じ

喉が乾く。持っていったビールで待ち時

二日目ははさみ虫対策をして島に入った。

ますが、緊急時しか使えません。何故な

間を過ごしながら天を仰ぐと真上の空に

相変わらずの強風、強風とビールが入っ

ら渡してくれた船頭を起こすはめになる

は天の川、東からオリオン座が出てくる。

たためか、気温はそれほど低くないが、

し、また複雑に入り組んだ珊瑚礁の海で

10 月とは言ってもまだ昼間は真夏、水を

長袖２枚着こんでグランドシートを被り

すから夜は船が出入りできません。

買い込み、暇なので有名なオリオンビー

ながらガタガタ震えが止まらない。空を

珊瑚が積もってできた、木が一本もない、

ルも買い込み、空を見上げてはバッテリ

見上げると相変わらず美しい星空。

巾４０メートル長さ１５０メートル、標

ー交換、録音機点検。

オリオン座と天の川が真上になった。天

高３メートルの無人島ですから雨が降っ

結構風が強い、でも今回は防風対策がう

の川の方向の一等星を見ていたら突然、

たり、不測の事態をどうしようと準備だ

まくいっているようで、強い海風にマイ

中間あたりで強烈な光、その点に目をや

けはしました。

クロフォンが耐えている、時々マイクロ

ったら再びピカッ、三度ピカッ。同じ点

（もう一つ心配はここに夜渡ることは禁

フォンが風にあおられ倒れている。今回

で３回も光る不思議な光景。

後で会員さんからの情報で、オリオン流

うと開発者は言っています。追いついて

→

１９,２００円

星群が丁度そのあたりから降ってくるの

もこの価格で出すには一万セット以上の

《DenDAC》

だそうで、静止流星だということが解り

ロットで作らなければならないでしょう。

１２,８００円

ました。なんだそりゃ。聞いたことない

‘ブレインスイッチＢＯＸ’
‘ミラクルサ

ご予定の方は今のうちにお求め下さい。

ぞ！。

ウンドＢＯＸ’
‘リスニング Ｄｒ.’等の

今回のこの無人島での録音は２０時間強、

市販版のトレーニングＣＤを聴く時にこ

帰って精査してみると、狙った音とはや

れまでパソコンのＣＤトレーで流すこと

《ホームページ新規開設》

っぱりちょっと違う、防風対策も効果を

は禁止していましたが、10 万円クラスの

２年間の懸案であったホームページが４

発揮していたが、返り討ちにとはいかな

ＣＤデッキ並の音が実現できるために大

月に一新致しました。まだ不備も多く、

いものの、３度目の正直は叶わなかった。

きく変わり、この《DenDAC》を使った

これをもとに徐々に更新して行きたいと

もう一度チャレンジでしょうかね。

場合たけは推薦になります。皆さんのト

思っています。

一枚の海の音のＣＤを作るだけで実費だ

レーニングの音質が把握できるために伝

ホームページからも直接お買い物頂ける

けで数百万円。溜息がでますね。これも

聴研としてもトレーニング状況が掴みや

ようになります。

良いものを作るため。皆さん伝聴研自然

すくなります。

もし皆様お気づきの点がございましたら、

音をよろしくお願いいたします。

送料サービス９,８００円

ご指摘下さいますようお願いいたします。

《値上げのお知らせ》

《NPO 立ち上げ準備中》

「 USB オ ー デ ィ オ 」《 DenDAC 》 発

上記自然音シリーズ・音楽シリーズ・

これまで多くの障害者にトレーニングを

売。

《DenDAC》について会員の皆様のトレ

受けて頂き、中には短期間に正常になっ

ーニングの耳を持って聴いて頂けたらど

てしまった方、徐々にではあるが確実に

れほどお役に立てて頂けるだろう、とな

効果をあげて下さっている方さまざまで

い技術を時間と足でカバーをしてきまし

すが、方法がなかなかない障害関係です

た。

が素晴らしい効果を上げて頂いていても、

世の中にはいろいろ名を打って〜に効果

薬事法の関係で一切宣伝できません。こ

がある。と一万円近いものもあり、呆れ

うして皆様にお知らせすることですら躊

ていましたが、この努力をあまりにも安

躇するしまつです。

売りしすぎると思い直しました。とは言

せっかく持っているシステムですので、

ってもまだまだ採算には半額止まりです。

伝聴研システムを広く障害者、痴呆、そ

５月１日より下記のように価格を改定致

の他苦しんでいる方々に一ヶ月間、貸し

します。

出しし、試して頂き世の中のお役に立て

９,８００円

→

前号でもご紹介した「USB オーディオ」
が 12 月 15 日に発売になりました。ネー
ミングは傳田の DA コンバータそのもの
《DenDAC》（デンダック）となりまし
た。
試作品の格安提供、製品版の予約提供を
経て本発売になりましたが、既に 100 人
自然音シリーズ

３,５００円

→

れば、ということを思い、方法を考えて

くらいの方が使われていますが、
「もっと
いました所、伝聴研と切り離し、NPO を

４,８００円
高くてもいいのではないか。天上の音だ。
音楽シリーズ

２,８００円

→

ということになり、今立ち上げの準備を

これを知らなければ損だ。」沢山の評価を
３,５００円

はじめました。これを利用していただけ

「自然の中のモーツァルト」4 枚組

れば体験ではなくいきなりトレーニング

頂きました。
他メーカーが作って、この《DenDAC》
１５,０００円
の音質に追いつくには３年はかかるだろ

のセットを貸し出すことになります。貸

し出すセットはまずブレインスイッチＢ

かされました。腹もたっぷり出て体重が

用システムですが、返品可としたために

ｏｘを基本とするセットと考えています。

気になっていましたが、驚くことに体重

一般販売を控えておりましたが、高知市

どうぞお困りの方にお知らせください。

は変わらず。あの料理どこへ行ってしま

のタチバナ楽器店様をはじめに、関係楽

また、ボランティアのスタッフも数名募

ったんでしょう。

器店、山陽、山陰の関係楽器店へ供給を

集いたします。立ち上げ直後ですので、
殆ど手弁当になってしまいます。

始めました。今後大阪、名古屋と下って
《健伸学園幼稚園にシステムが採用

来る予定です。

に》
先の台湾から幼稚園の視察を受けて健伸

《12 面体スピーカー新発売》

学園の教育に感心され、参考にされまし

伝聴研で採用していた 12 面体のスピー

た。日本から私を含めてこの健伸学園の

カー（関係会社）、が新たに２センチユニ

理事長ほか２名が同行されましたが、私

ット×12 と 8 センチユニット 12 個を付

のシステムに感心を持って頂き、健伸学

けたスピーカーを開発、年末に発売にな

園幼稚園で大々的に採用されました。

りました。

この健伸学園幼稚園は千葉の船橋にあり、

２センチユニットを搭載した 12 面体は
手の平に乗る大きさながら思わぬ低音が
出てくることに驚愕します。伝聴研でお
聞き下さい。
２センチユニット×12=23,5000 円
8 センチユニット×12=98,5000 円
会員割引きがあります。

幼稚園のモデル校になっていますが、モ
《台湾で採用》

デル校だけあって、それは自由でありな

（トヨタの合弁会社で有名な）台湾の巨

がら園児の個性を伸ばし、伸び伸び教育

大企業、和泰グループの財団が創設した

されている様子、アイディア、設備に驚

幼稚園が開園になりました。

きました。伝聴研としても全面協力でシ

この幼稚園に伝聴研システムが採用にな

ステムを入れて頂きました。今後幼稚園

り、和泰興業（ダイキンエアコンの総代

の教育に如何に組み込んでいくか、楽し

理）に招かれ１月８日から１５日まで訪

みです。

台いたしました。毎日７日間、これ以上

------------------------

ないという接待を受け、食べきれないほ

《‘みゅ〜ずＢＯＸ’販売》

どの美味な料理、もうダメといいながら
つい手を出してしまいます。
彼らが日本に来た時どうしようかと、接
待が心配になってしまいます。台湾の料
理の旨さは定評があると聞いてはいたも
のの、毎日変わった味の中華料理には驚
昨年夏に発売した音楽、パフォーマンス

幸福の木に花が咲いた

２階のトレーニングルーム、４階のサロ
ンには沢山の観葉植物が所狭しとおいて
ありますが、昨年「虎の尾」に沢山の花
芽がニョキニョキと出て来て来られるお
客様が驚いておられました。前回の会報
にはプルメリアが咲いたお話を掲載しま

した。

‘ミラクルサウンドＢＯＸ’と同じに３

今年はなんと４階のベランダにおいてあ

０分にしたほうがトレーニングをした充

った「幸福の木」に変な茶色のツルみた

ルブダイヤ「電助」のサービス品が再び

実感が得られるとのことで３０分にいた

いなものが出ているので、ひょっとした

入荷

しました。

らと部屋の中に取り込んだらやっぱり花

前回と同じ、２５００円

芽でした。この二本の花芽から小さな花

電気器具、オーディオの接点改良材で驚

水車の詩が発売。

が沢山咲いて、夜になると全館香りが充

くべき効果を発揮します。オーディオの

《さらに胸を張って世界一の音質》

満するほどでした。来られたお客さんが

音は一変、携帯電話やカミソリなどの充

伝聴研オリジナル特製音楽用ヘッドフォ

「こんなの見たことがない」
「やっぱり伝

電はフル充電、電気抵抗をなくすために

ンをバージョンアップ。

聴研は癒しが充ちているんですね」と感

熱を持ちません。

前号にご紹介した一般用オリジナルヘッ

心しきりでした。

この人工ダイヤモンドをナノ粒子にした

ドフォンですが、発売した直後、さらに

特製として自ら発電しているとのことで、

効果的な方法が開発されました。買って

さまざまな特製があります。

頂いた方には無償でバージョンアップを

そこで考えたのが楽器に使う方法です。

行っております。まだお送り頂いていな

一時は体に良くないのではという情報も

い方は伝聴研へご連絡ください。

お願い、伝聴研のホームページにリン

あり、遠慮していましたが、無害である

再び、胸を張って世界一のヘッドフォン

クを貼ってください。またアフリエイ

との実験データが出たようです。そこで

とてご紹介できます。

トを是非お願いいたします。詳しくは

金管楽器のスライド、木管楽器のジョイ

時々おられますが、「伝聴研のは 48,000

伝聴研へ

ントやネジ部に使ってみたら如何でしょ

円でしょ。だから私は 10 万円を出して

うか。金管では驚くべき変化が確認でき

もっと高いのを買いました。」。

ました。

傳田「ガクーーーー！。無言:心の中では

脳波実験の話

２０本限り

「チクショー30 万円に設定すれば良か
った」

変なオジサンが作った石鹸。

新型ボリゴン発売

「エステでは 3500 円で売っているんで
す、頂けるだけください」と控えめに５

《DenDAC》発売

個注文下さった方、数名。

前号でお知らせいたしましたが、会報発

たいへんご好評につき再び入荷。今回は

行直後に製品ができました。

５０個に増やしました。
［写真］

新 社 員 が１２月１日より二人入りまし

３１３ヘッドフォンのバージョンアップ。

「自然の中のモーツァルト」好評

た。

‘ブレインスイッチＢＯＸ’３０が発

ご紹介いたします。

売。

（社）耕心学堂

これまで一枚一時間トレーニングＣＤを

石鹸が好評

台湾で取り扱い

していないのですから…。
ある日女房がヘンテコな枕状のものを通

オプションＣＤの件

販から買ったと枕元においてありました。

トレーニング用ヘッドフォンのハイスペ

ピンクや青色で両手首を上にして手の平

ック化のお薦め。

がついている形です。そりゃ気持ちが悪
い色。それを枕にしていると、これが気

========== 皆 様 に お 願 い

持ちが良いやら痛いやら。翌日起きてみ

=============

ると頭痛はどこへやら、数日使ってつい

ホームページもリニューアルし、より一

忘れ、頭痛が起こると思い出して使うと

層認知度を計るために皆様が開設してい

いうことを繰り返していますが、これが

るホームページに伝聴研の紹介を是非お

なかなかのものです。多分３０００円く

願いできればと思います。

らいのものだったと思いますが、頭痛持

ただ伝聴研のホームページには皆様の

ちの方、これはお薦めです。

リンクはできませんので、ご承知頂きた

《会員サービス品》

いと思います。

在庫の棚卸しをしていましたら貴重な製

------------------------------

品が出てきました。格安にて皆様にサー
ビスさせて頂きます。
マジックピロー一台限り半額セール、

頭痛のお話。

81,900 →40,950 円

前回７号で頭痛について書きましたが、

UST 付ヘッドフォン（オープンエア型）

没にさせられてしまいました。ちょっと

３割引き

良い話ですので述べたいと思います。

若干外に音が漏れる構造で耳にやさしく、

十数年間、コンピューターの前に座りっ

装着感抜群

きりで超運動不足がたたり、６年前より

3本

腱鞘炎に苦しんでいますが、ここ一年前

→33,075 円

くらいから肩こり、首のこりから酷い頭

4本

痛に悩まされていました。朝起きると丁

→26,460 円

度二日酔いの酷いやつと言ったらお分か

5本

り頂けるのではないかと思いますが、こ

→27,930 円

AD9=（25000 円

AD7=（16000 円

A700=（18000 円

26250）47,250

16800）37,800

18900）39900

れが四六時中続き、凝りから来ているら
しいことが解り、マッサージに通い出し

ナカミチ業務用ＣＤプレーヤー開梱品=

ました。とても楽になりますが、これも

６万円→3 万円

三日くらい。通うこともさることながら

３枚のＣＤがセットできます。

持続しません。そこでマッサージを自宅

--------------------------------------

に買いましたが、これでも根本的な解決
にはなりません。そりゃそうです。運動

株式会社 傳田聴覚シス

テム研究所

伝聴研ニュース
第７号
号(2006 年 10 月 15 日)

０６年

代理店よりお求めの会員様は販売店から

「日の精・Sun」

いてムー提供のスカイパーフェクト TV

お求めください。＊は伝聴研のみの扱い

も既に発売になっています。（英語が併記

の取材が入り対応。出来上がった１５分

されていますが、中身は同じです。）

番組がなんと素晴らしいものになってい

別売のトレーニングＣＤは種類によって

るのでたいへん驚きました。この映像は

重複がありますので、追加ご購入の場合

現在、講演で使っていますが、CS テレ

はお尋ねください。

ビで３ヶ月間、合計 30 回くらい放映さ

久しぶりの会報です。皆様いかがお過ご

れました。この影響でまたまた事務所は

しでしょうか。

【ブレインスイッチＢＯＸ】発売

問い合わせの電話が鳴りっぱなし。期待

前回の会報発行後、次は半年後にと予定

伝聴研初めての市販品トレーニングシス

はずれはそれこそ多くありますが、嬉し

して「落ち葉の頃」と書き、断念。
「クリ

テムとして製作した“ビューティーリス

い誤算てのはいいものですね。

スマス」。とうとう「新年おめでとう」、

ニング”のネーミングを改め、
（一時期‘ハ

おかげで伝聴研の台所事情も改善傾向に

そして「春いっぱい」の季節を通り越し、

イパーｍｉｎｉ’とも言っていました）
‘ブレ

あります。

再び「暑中お見舞い」。

インスイッチＢＯＸ’として新たに出発

‘ブレインスイッチＢＯＸ’ご使用の皆

丸一年をとっくに過ぎてしまい、とうと

することになりました。

様ありがとうございました。

手元に届くのは中秋の名月を過ぎた頃か

昨年末、会員さんの紹介で学研の月刊「ム

市販版の各システムにはオプションＣＤ

も知れません。

ー」の編集長に体験して頂きました。
「是

が用意してありますので追加して頂くこ

伝聴研がこの一年、これまでに増して忙

非特集を組みたい。誌上で販売もしたい」

とで、他の製品と同等にすることができ

しく、変化の年でもあったことを判って

という申し出を受けました。

ますから、新たに他の箱入りの製品を買

頂けるのではないかと思います。

ご存じの方も多いでしょうが、超常現象

って頂くことはありません。

==========

を多く扱っている歴史ある雑誌です。

さて昨年からのことをおおまかにお知ら

そうでなくても伝えにくい伝聴研システ

またトレーニングヘッドフォンは（ハイス

せいたします。

ムです。掲載してもらって誤解を受けな

ペックヘッドフォン（36,000 円）以外は）別

一昨年、七田チャイルドアカデミーから

いか。
「ムー」の読者とて理解困難なシス

売していません。しかしヘッドフォンが

発売した‘ミラクルサウンド BOX’が好

テムではないか、と憂慮いたしましたが、

もう一本欲しいという方に朗報です。詳

評で全国の七田チャイルドアカデミーの

ムー読者の理解力に期待し、お願いする

しくはお問い合わせ下さい。（下記‘みゅ

教室をはじめ、合計百回以上は講演した

ことになりました。発売は 2006 年１月

〜ずＢＯＸ’参照→）

でしょうか。日本全国を飛び回り、その

８日号の掲載と決まりました。

合間をぬって録音にもでかけましたので、

当面、暫定的な箱と印刷物で出すことを

＊【‘みゅ〜ずＢＯＸ’】発売

受講中の皆様には出張が多くご迷惑をお

了解して頂き、発売を待ちました。

もう６年くらいになるでしょうか。音楽

かけいたしました。（所長）

発売一週間後、いきなり５０セットの注

情報紙、
「ぶらあぼ」に１ページの宣伝を

文が飛び込み、それからの準備や対応が

出しています。おかげで音楽関係者の大

】====

たいへん。さらに二本の電話回線は朝か

概が知っているという存在になっている

【トレーニングＣＤ３５分版】

ら晩まで、切れることなく問い合わせ。

ようですが、音楽関係者は疑い深いのか、

「海辺にて」新発売。他に

とうとう電話もファックスも繋がらない、

邪道と思うのか、なかなか訪れてくれま

「土の精・Saturn」

という苦情が出るまでになりました。続

せん。

う秋になってしまいました。皆さんのお

====【

新 発 売

「音楽関係の耳は本格的にトレーニング

詳しくは「音のカタログ」サンプル CD、

聴覚システムを研究中に、たいへん優れ

してもらわないと」というこだわりが私

案内書をご覧ください。

たヘッドフォンが見つかり、それを標準

にあり、市販版はこれまで控えていまし

品として開発を進めていましたが、残念

た。

「自然の中のモーツァルト」発売

ながら一年足らずで発売終了となってし

しかし宣伝の割りには来てくれないこと

世の中ではモーツァルトを聴けば万病が

まいました。その後、そのヘッドフォン

から、もうこだわりを捨てようと決意。

治るがごときに言われています。（またそ

が忘れられず、メーカーと５年越しの交

この９月１日に音楽、舞台芸術用の‘み

れに悪のりする人たちも多くいて、「モーツァ

渉の末、ついに復刻させることができま

ゅ〜ずＢＯＸ’を発売いたしました。

ルトを聴いていれば病気が治る」のだったらオ

した。

39,980 円（他の商品より約１万円安く設

ーストリア人やドイツ人は病気にならないの

この音楽用特製ヘッドフォンは“ハイパ

定しました）

かと言いたいのですが、声の小さい伝聴研とし

ーリスナー”に順次、搭載していくつも

とは言っても皆様お持ちの市販版のＣＤ

ては、やぶ蛇になるのでなかなか言いづらいも

りです。

を少なくした製品ですので、市販版をお

のがあります。）

500 本の限定品ですが、そのうちの 300

持ちの方は買って頂く必要はありません

大作曲家の条件の一つとしては生涯の作

本を一般販売いたします。

が、ヘッドフォンをもう一台欲しいと言

品の中に駄作がないことも重要な要素。

勿論全て UST 付です。

う方にはうってつけの製品です。ヘッド

確かにモーツァルトの曲にも、ヨハンシ

この UST は友人の安藤氏と共同開発し

フォンの別売はしていませんので、ヘッ

ュトラウスジュニアの８００曲を聴いて

た国際特許（PTC 出願）申請中の技術で、

ドフォンと追加トレーニングＣＤ入りと

みても駄作と言えるものがありません。

たいへん細かな音まで再生させ、拡がり

いう感じで買って頂けます。（トレーニン

ただ同じ作曲家の音楽を長時間聴いてい

感、奥行き感、まったく自然そのものの

グＣＤ３枚は、ご希望があれば、他の CD へ変

ると頭が痛くなってきますね。

音に変えてしまうという、これまで世の

更できます。）

聴き疲れしない曲、それだけでは伝聴研

中にまったく存在しなかった技術です。

が作っても意味がない。モーツァルト生

（このヘッドフォンは一般音楽用で、トレーニ

‘リスニング Ｄｒ.’

誕２５０年も伝聴研には関係ない。

ングには使えません。）

【ライトバージョン】発売

単に、良いものを出そうと一年も構想を

----------

こちらも買いやすくと、‘リスニング Ｄ

温めていたところ、名案が！！。

※

ｒ.’の子音編を一枚抜くことで約一万円

「自然音の中にモーツァルトを流した

36,000 円として発売しているものがト

強安く、49,000 円で発売。気に入ったら

ら」と、早速実験にとりかかった所、結

レーニングヘッドフォンに UST を付け

追加して頂く、というライトバージョン

構いけるではないですか。疲れもこない。

たものですが、お手持ちのトレーニング

を発売しました。

自然音を入れる作業、自然音に合うモー

ヘッドフォンを 21,000 円にて上記 UST

ツァルトを探すのもたいへんな作業でし

を付け、バージョンアップをはかること

【自然音シリーズ】

たが、満足いくものができました。

もできます。

《山の風景１》から始まった自然音シリ

“高原でモーツァルトの野外演奏会”さ

音の粒が際だつためにトレーニング効果

ーズも山シリーズが６枚

ながら。みなさん是非ご愛用ください。

として抜群なものがあります。どうぞご

《海シリーズ》が２枚

詳しくはパンフレット、「音のカタログ」

利用ください。

《山里シリーズ》が２枚

サンプル CD を。

----------

新たに長時間録音できた“音の風景”
《１
ﾄﾗｯｸｼﾘｰｽﾞ》が３枚加わり、合計 13 枚。

現在ハイスペックヘッドフォン

なお、ここに紹介した商品、
「自然音シリ

＊特製【音楽用ヘッドフォン発売】

ーズ」
「自然の中のモーツァルト」等のリ

ラクゼーションのＣＤ類、そして特製ヘ

れ’になります。

ッドフォンなどを使い、市販システム品

た５日でですよ〜！」。興奮ぎみに熱く語
ってくれました。伝聴研ではその事例も

や、
“ハイパーリスナー”のトレーニング

====システムの効果=====

多く、
「良かったですね」と、一段落して

休止期間にこれらを利用して頂くことに

整体師の M 氏からの報告です。３階

次の話に進むと、突然「私、血圧が下が

よってトレーニングＣＤを使わずに（音

ベランダから転落、入院。

ったんです」と。

に麻痺させずに）トレーニングと同じよう

トレーニングで生還？

しばらくするとまた「たった５日で下が

な効果を発揮させることができます。
（脳

市販品をお持ちの会員さんからの電話で、

ったんですよ」…。

の錯覚と聴覚が高周波を捉えられる脳力を開

自宅の３階のベランダから車のボンネッ

もっと皆で喜んで差し上げれば良かった

発されている）

トの上に転落、意識不明で病院に運ばれ

と反省しました。ゴメンナサイ。

自然音は自然そのままに、そしてリラク

CT で全身を検査。幸い打撲のみで命に

ゼーションＣＤ類は音質や曲にこだわり、

は別状なかったものの、頭部に沢山の動

====頭が丸くなった====

またヘッドフォンは高周波や音の粒一つ

脈瘤が見つかり、再検査をすることに‥。

トレーニング約 10 日目くらいでしたで

一つを忠実に再現させられるシステムで

「〜体も痛てーしよー、たいへんなこと

しょうか。

す。

を言われるし、寝てるだけじゃ暇じゃん

「私は頭のテッペンが平らなんです。そ

これらは伝聴研以外の代替品では実現で

か、トレーニングをすれば体の治りも？

れがたんこぶみたいに出てきたんです

きないものばかりです。また会員の皆様

〜と」。一週間くらいトレーニング CD を

よ」と。

のアフターケアに製作したもので、採算

聴いて、再検査を受けた所、画像を見た

そんな事例もないことから私もたいへん

度外視で製作したものです。是非ご利用

医者が「綺麗な脳ですね。私の診間違い

驚きましたが、まずは様子を見ることに

ください。

だったのでしょう」ということです。

して、三日後、連絡したところ、ご本人

数日後、この方とは知らず、お会いした

は留守で奥さんが電話に出ました。私も

‘ミラクルサウンドＢＯＸ’

時に、
「そういえば整体師さんで３階から

心配でしたので、
「その後どうなんでしょ

【パーフェクトセット】
【プレミアム

転落して‥‥」と、その先を言わないう

うか？」と聞いた所、
「ああ、もう平気で

セット】発売。

ち、自分を指さし「俺、俺、俺」と。大

す」と言われたもので、
「戻りましたか？」

代理店からの強い要請により、これまで

笑いしながら体の傷を見せながら「そう

と聞き返した所、
「いえ、全体に広がって、

‘ミラクルサウンドＢＯＸ’は《月〜金

なんだよ、最初の CT の写真はベットで

丸顔になりました。」

の精》合計５枚でしたが、新しいセット

唸っていたんで俺は見てねえんだけど

「ギョ！」どうなっているんでしょ

品ができました。

ね」と。ともかく無事でなによりでした。

う？？。

【パーフェクトセット】はＣＤ、「土の

（恐るべし伝聴研システム。独り言）

====鼻が=====

精・Saturn」「日の精・Sun」を加え、

その約一ヶ月後、今度はトレーニング中

月火水木金土日と揃えたものです。

１５年悩んだ高血圧。

の音楽家から、
「右に曲がっていた鼻が中

63,500 円

食事療法、漢方、何をやっても下がらな

央になりました。」という報告に「エッ！

【プレミアムセット】は「月〜金の精」

かった高血圧。

‥でも良かったですね」。三日後「折角真

に、この度発売になった１トラック自然

伝聴研にビジネス関係でお出でになった

ん中になったのに、今度は左になってし

音シリーズを３枚加えたセットです。

方がサンプルでビューティーリスニング

まいました」。その三日後、「中央に戻り

５９,９８０円

をお持ちになり、７日後に再び来社。会

ました」

勿論、皆様はＣＤを追加して頂ければ‘こ

うなり「血圧が下がったんですよ。たっ

「今は正常の中央で留まっているようで

す。」

本年９月 29 日ワールドフォーラム９月

以内を目指して年内に発売しようと思っ

どうなっているんでしょう！？。

例会で講演させて頂きました。
（宮城県会

ています。

------------------

館、東京ビル）日本航空関係者が多く参

こう考えると私たちはすぐ捨ててしまう

きっと皆さんもトレーニング中にさまざ

加され、感激して頂けました。

ゴミになる部分に大枚のお金を払ってい

まな変化を起こしている方も多いでしょ

ることが良く判ります。

う。

---掲示板で---

小さな出来事でも伝聴研には貴重なデー

パソコンの USB 端子に接続する超高性

==２階にトレーニングルーム・

ターです。是非お便りをお待ちしていま

能「USB オーディオ」なるものを開発し

試聴コーナーが完成==

す。

た方がいます。伝聴研で是非と言って持

二階フロア全体を使っていた通学コース

===おたより===

って来られましたが、責任が大きいので

でしたが、３階の事務所が手狭になった

親しい会員さんから、先日メールが届き、

まずテストからと、ホームページの掲示

こともあって、２階を二分の一に仕切り

「JAL の機内誌を見たら傳田さんが出

板に１０本限りお分けします。と書いた

専用のトレーニングルームを作りました。

てるではないですか、私はビックリしま

ところ、一日で１１人の申込み、慌てて

その半分はヘッドフォンやＣＤなどの試

したよ、仰天しました。まさか高度１万

15 本に追加した次第です。皆さん掲示板

聴コーナーが完成間近になっています。

メートルでお目にかかれるとは思っても

を見て頂いているんですね。これには驚

将来的には語らいができるようにしたい

いませんでした。やーお久しぶり。」と。

きました。

と思っています。

（‘リスニング Ｄｒ.’が一年半、JAL 全便の

これまではパソコンのＣＤトレーでトレ

機内誌に掲載されていました）

ーニングＣＤを再生することは禁じてい

==ＣＤ「音のカタログ」プレゼント==

ました。それは音が極めて悪いものが多

この会報の中に同封しました「音のカタ

いからてす。

ログ」、必要な方は無料配布していますの

昨年１１月４日、大阪で行われた七田イ

ところが、この小さな「USB オーディオ」

で、お申し込みください。

キイキフェスタ（イプラスジム）のミニ

を差し込むだけで、“ハイパーリスナー”

ワークショップで講演、会場の外では、

並の音が実現できてしまいます。私も仰

==パンフレット完成==

会場に入りきれなかった方の質問攻めに

天しました。たった１センチ×２センチ

業務を開始してから８年が経とうとして

も会いました。

くらいの大きさの基板にヘッドフォンジ

います。

今年も８月２０日の東京で開催された七

ャックがついている超小型なのにうその

伝聴研にはパンフレットの印刷物がない、

田オープンワールドでもたいへん好評を

ような音質。もしこの「USB オーディオ」

というのが悩みの種でした。その理由の

頂きました。

が安く手に入るのだったら、私が狙った

一つに、常に情報が新しくなっているた

-----------

音質がどんなパソコンでも百パーセント

めに半年前のものが使えなくなることが

本年６月 15 日、衆議院第一会館で議員

実現しますので、今後「‘USB オーディ

多々ありました。

さんを交え、
「人間サイエンスの会」で２

オ’をお求めになればパソコンのＣＤプ

「ムー」さんのおかげもあって、ようや

時間たっぷり講演をさせて頂きました。

レーヤーがベストです」ということにな

く会社案内や、その他のパンフレット類

定員４０人の所８０人前後の方が集まっ

るかもしれません。

が徐々にワープロ印刷から本印刷のもの

てくださり、たいへん好評をいただきま

問題は量産しても一千本位ではケースや

へ移行していきます。

した。

パッケージ代の方がはるかに高額になっ

----講

演----

てしまうのが残念なところです。１万円

==南国の花が咲いた==

一昨年春、八重山諸島に海の音の録音に

ンをオープンさせました。

違いありません。

出かけた折り、南国の花々に魅せられ、

もともと檜原湖入り口付近にあったペン

使い方は簡単でも、伝聴研のシステムと

またロタ島に咲き乱れていたプルメリア

ション、12 部屋を４部屋にと広々とした

同じ、信じてしばらく使ってみないとそ

も、もしかすると手に入るかもと石垣島

スペースに大改造。季節の山菜、自家製

の効果、威力が判定できない、というこ

の花屋さんに立ち寄りました。

の日本酒（田植えから厳冬の湧水汲みまで仲

とがあります。「おばあさんが使ってい

そこで島の所々で咲いていたとても美し

間とやっている、日本一の銘酒）でもてなし

た」、などと物置に寝ている場合もよく耳

い花がハイビスカスの原種だと知り、送

てくれます。

にします。とてももったいない話ですが、

ってもらうことに。

一日４組（４人）だけ受け入れ、四季を

それは鉛筆くらいの二本のカーボンをス

またお店に飾ってあった「サンパラソル」

通じて美しい裏磐梯、今行くと（お客がま

パークさせて、その光を体に当てるだけ

（蔓性の植物で朝顔のような白やピンクのパ

だ少ないので）、裏磐梯名物オーナー夫婦

という極めて単純なことだけに、怪しく

ラソルが開いたような花、一日で咲き終わり、

とお友達になれること請け合いです。一

思ってしまいます。
「光で？？良くなる訳

夏中咲き続けます）。そして目指す「プルメ

泊一人、１２.６００円は格安。

がない」
「万病に効く」？？？。と横目で

リアの苗」を機内に手荷物で持ち込み、

傳田の名前を出せば料理や酒のオマケが

見てしまいがちだからです。しかし外科

大切に持ち帰りました。その後、ハイビ

期待できます。

的なものの効果は視覚的にも捉えられま

スカスの原種と追加のプルメリアが送ら

ブナ屋 TEL

れて伝聴研４階で育てていましたが、今

http://www18.ocn.ne.jp/~bunaya/

0241-32-2783

年はついにプルメリアも咲いて甘い香り

すので、驚くべきものがあります。
伝聴研３階事務所にも一台おいています。
「一家に一台、伝聴研とコウケントー」

を漂わせています。白黒写真なのが残念。

===コウケントーのお話==

パンフレット請求先。

「サンパラソル」は昨年も咲きましたが

以前から会員の皆様に是非お伝えしたい

株式会社 コウケントー

とても珍しい写真を一枚。

と思っていた健康器具があります。今回

TEL 03-3200-3900（代）

蝶が昨日から「サンパラソル」に頭を突

ページ数を増やしてご紹介することにい

っ込んだまま動かないよ、という報告を

たします。

== ＊ ミネラル水==

受けて様子を見に行ったところ、動く気

昔からある機械ですので、ご存じの方も

‘ブレインスイッチＢＯＸ’に惚れ込ん

配がまったく無し。

いるかも知れません。私が最初に出会っ

でくださったお坊さんから、
「伝聴研とミ

「そうか。蝶が首を突っ込んでいる間に

たのは今から約 30 年前、姉が母の病気

ネラル水くらい面白いものはない、是非

花の形が変わってしまって蝶が動けなく

に、と買って使っていたものを、私の息

この開発者に会ってください」と紹介さ

なっているんだ」と、珍しい光景に感激

子の小児喘息のために借り受けてきまし

れました。

しながら、静かに花を開いてあげました。

た。結果的に喘息は整体でなおしたもの

この開発者は医師ですが、少し変わった

お礼は言わなかったけど、ひらひらと飛

の、その間さまざまなことに活用してみ

経歴があります。その経験から「何でこ

び去って行きました。きっといつか蝶の

ました。風邪、痔、切り傷、下痢、便秘、

んな多くの人が成人病になるのか」とい

恩返しがありますね。

内臓から外科まで、ことあるごとに使い、

う素朴な疑問を持ち研究した結果、食品

家族で確かめるうちに殆ど信じようとし

に含まれるミネラル不足に気づいたそう

《 お 薦 め 》

なかった両親、親戚皆一台づつ持つよう

です。

※

になりました。

野菜は沢山の栄養を人工肥料としてもら

裏磐梯を訪れています。ここで知り合っ

私の家族も、もしこれがなかったら医療

い、そのために「さまざまな養分を土か

た和食の達人がこの春、自分のペンショ

費に莫大なお金と時間をとられていたに

らを吸収することを怠ってしまってい

一昨年より自然音の録音にしばしば

る」のだそうです。

にもうってつけ。テレビのアンテナ端子、

私の章は私の章の部分だけを通して読ん

人間も野菜も同じなんですね。先の裏磐

電源にも。映りが変わります。

でください。」そういうと皆さん納得して

梯の山菜の美味しさ、これが‘それ’だ

20 本入荷。電気接点用「電助」4,750 円

くださいます。

と気づかされました。

を 20 本限り 2,500 円。

出版社は「ヴォイス」1,785 円です。書

人間も与えてばかりいると自ら開拓する

店でお求めください。

ことを止めてしまう。それが現在の社会

同じ原理で車のエンジンオイルに入れる、

皆さんに何冊かプレゼントをしたいと考

問題になっています。

エンジン改質剤。静かになり、燃費がだ

えていますが、どのようにプレゼントす

このミネラル水を一日体重の千分の一

いぶ良くなります。12,600 円 を５本限

るか思案中。いずれもお買いあげ頂いた

CC 飲むだけのことです。それだけで野

り 35%引き→8,190 円。

方になるのでしょうか。

そうです。ミネラル百種類前後含まれて

== ＊ 変なオジサンが作った

===プレゼント１===

いる透明な渋い水です。日本は温泉大国

不思議な石鹸==

※

だからミネラル抽出には事欠かないのだ

友人の通称変なオジサンが作った、妙な

スナー”通信コースをトレーニングされ

そうです。

石鹸。
（癒しが専門の(有)ベックスジャパン環

た音楽関係の方にプレゼントさせて頂い

成人病予防にとても優れた効果を発揮し

境社

ていますが、機械の担当者が交代した時

ます。２リットル 10,500 万円、約２ヶ

香りは悪い、色は黒、包装はナシ、と見

期に差し上げていない方が何人かいるこ

月分と、これで効果を感じたら、安心で

た目は悪いが、洗顔後は肌が元気になる

とが解りました。また音楽関係とおっし

きるのなら安いものです。

らしい。高級エステでは三千円で売られ

ゃらなかった方もいるかもしれません。

困った時は伝聴研へ密かにお問い合わせ

ています。

お申し出ください。

ください。

果たして何が入っているのだろうか。死

※

海の土？。さる神社の波動の土？。成分

リスナー”を音楽以外でトレーニングさ

《＊ 特 価 品 》

は全部自然界のものだが、
「言っても解ら

れた方には発売記念として「耳からの脳

== ＊ ルブダイヤ==

ないよ」と聞いてみてもヘラヘラヘラと

力革命」を年内限りプレゼントさせて頂

知り合いの会社が開発したルブダイヤ。

笑うだけ。

いています。上記同様、何名か漏れてし

８ナノという人工ダイヤモンドから作り

今回 10 個限り、半額、一個 1,500 円

まっています。お申し出頂ければお送り

菜をトラック一台分摂取したことになる

ゆらぎの）

だした超微粒子の炭素粒。これがまか不

写真の左にある前書を“ハイパーリ

今年７月１日から通信で“ハイパー

いたします。

思議な働きをします。

===出版の話===

自ら発電したり、金属の隙間を埋めて自

そうそう大切なことを忘れていました。

===プレゼント２===

ら回転をしたり、まさにナノテクノロジ

今年６月 26 日に七田眞先生と共著で本

音楽、舞台等のご自分のリサイタルのよ

ーの世界ですが、これが前号に紹介した

を出版させていただきました。
「耳からの

うなイベントがあった時、一回のみお花

オーディオ端子や電源部に吹きかけ接点

脳力革命」。多くの皆さんに買って頂いて

を飾らせて頂きます。お送りする会場を

を活性化してしまう。オーディオ各接点

たいへん好評ですが、中には「何て本だ、

お知らせ頂ければ、些少ですが、舞台を

にほんの少量吹きかけるだけで、驚くべ

さっぱりわからないじゃないか」とおっ

彩らせて頂きます。

き効果を発揮します。音が一変。充電器

しゃられる方がいます。それもそのはず、

の接点にかけるとフル充電、電気カミソ

私と七田先生が言っていることが異なり

----あとがき----

リがウナリを上げます。当然、携帯電話

ます。「七田先生の章は七田先生の所を、

前回会報をお届けしてから一年数ヶ月、

さまざまな出来事がありました。
私も過労からメニエールをおこし、数回
再発させていますが、会員の方からの報
告で伝聴研のシステムがメニエールに効
果抜群ということで、私も自ら体験して
みました。
これがたいへんな効果であることが判り、
今まで数回、市販版や“ハイパーリスナ
ー”で乗り越えています。しかし予防を
することがなんと言っても最大の効果で
す。皆様も過労には気を付けましょう。
お元気でお過ごしください。
傳田文夫、伝聴研一同

