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東日本大震災のお見舞いを
申し上げます。
被災地のみならず、その大きさに日本
中を震撼させた今回の大震災。地震に津
波、原発、停電。テレビに映し出される被
災地の映像を見ては、会員の住所を検索
し、グーグルの地図で調べ、
「 ああこの人
は奥地だ」
「 あ あ こ の 方 は 山 際 だ …」
。
。
「アッ、この方海岸、どうなったのか」
、と
胸がつまる思いで明け方まで、テレビに
かじりついていました。
今回のこの会報が宛先不明で戻って来
ないことを祈るばかりです。
これまで幾度となく災難を乗り切った
私たち、
日本人です。
負けてはならないの
です。近い将来、これをきっかけに、より

火大会へ
（体感震度７と触れ込みだ）。

に思っていたが、高波などで岸壁に船が

良い日本を取り戻し、さらに素晴らしい

４〜５時間で到着できるだろうと思っ

日本がやってくることを信じています。

ていた諏訪から熊野は、７時間もかかっ

みなが精神的に参っているこの時ほ

て、とうとう夕方の到着になってしまっ

眺望もよし。ここを録音地と決めた。

た。

全身汗だくになりながら車にとって返

ど、伝聴研システムでストレスを取り去
り、冷静に、
そして進むべき道を見つけて

着けられない時のための、釣り人の秘密
の道らしい。

花火大会当日の会場近辺は人混みに加

したものの、昼間でもキツイ急勾配を20

え、車は24時を過ぎても渋滞は解消しな

キロの録音機材と手荷物を持って、この

BOX製 品 を お 持 ち の 方 は ど う ぞ ト

いと聞く。諏訪湖と同じ状況のようなの

崖を下りられるか。懐中電灯で登れるか。

レーニングをしてください。きっと明る

で、打ち上げ会場の左側に伸びた半島の

いろいろと不安にかられ、さすがの僕も

い光が見えてくるものと思います。

先端あたりの場所に狙いをつけた。

たじろいだ。

頂ければ良いのですが。

まずは偵察と半島の山道を辿って海岸
被災にあわれた方でトレーニングの
セットに被害を受けてしまわれた方。登

しかし、行かなければきっと後悔して、

へと足を進めたが、風一つない無風の半

また来年ということになる。天気も快晴

島は、
まるで蒸し風呂状態。

…。
「 行くしかない」、と心に決め、日が落

録がある方に限らせて頂きますが、無償

これ以上先端に行くと、打ち上げ会場

提供、もしくは格安での交換をさせて頂

が見えなくなるという場所まで来てみた

夕闇が迫る山道は昼間と様子が違って

きたいと思います。
お問い合せ下さい。

が、
『海岸は直下200メートルも下だし道

いる。既に全身汗だくになって直下の道

もないし』。と思ったら獣道のような、人

に入って行ったが、いくら探してもロー

【熊野市の花火大会へ】

が歩いたらしいうっすらとした踏み跡が

プの場所が見つからない。とうとうまっ

前号の続き

目に入った。そこを100メートルほど平

たく道のない崖を滑り降りるはめになっ

毎年８月15日に行われる諏訪湖の花

行に進むと、海岸へと降りる直下の道に

てしまった。

火大会、20数年ぶりに最適なポイント

変わった。足下は、一歩間違うと滑り落ち

降りた場所は岩の上ではなく、ゴツゴ

を見つけて録音を済ませた。その翌々日

てしまう砂利まじりの乾ききった土であ

ツした岩が密集する海岸べりに出てし

に開催される、海岸にできた洞穴の前で

る。
所々にロープがあった。何のためにこ

まった。

打ち上げるという、音で有名な熊野の花

んな所に人が来ているんだろうと不思議


ちる前に出発した。

足を踏み外すと岩の隙間に落ちるか海

に落ちるか、無事では済まない場所だ。

横に伸びている。何と、そこが例の獣道

まだ日があるうちにと録音機の支度にか

だった。必死に崖を登っているうちに通

かった。打ち上げまでに腹ごしらえと岩

り越してしまったのだ。

陰で食事を取りながら休んでいたが、乾
ききった喉に食事が通らない。ペットボ
トルの水の残りはあと一本。

「しめた」と水平の獣道を辿り、ようや
く山道に出た。

じめている。
高い所へ出て自然の風を浴びながら寝
た方が、省エネにもなるし、気持ちもいい
だろうと車を出した。
一キロも行かないうちにアクセルを踏

ここからまだ40分、震えるおぼつかな

む右足が吊ってしまった。しかたなく左

いよいよ日が暮れてそろそろ始まる時

い足で歩かなければならない。車に戻っ

足でアクセルを踏んでいると左足も吊っ

間と思って海に目をやってみると、なん

てまず水をたらふく飲んで車のクーラー

てしまう。

と信じがたい光景が目の前にある。

を目一杯低くして涼むのだ。思いを巡ら

豪華客船が三隻、煌々とまばゆい光り
に包まれている。

しながら、
何とか車に辿り着いた。

交互に踏み換えながらようやく峠に出
て、停車した。

全身乾いているところがなく、素っ裸

頭痛が酷い、熱中症らしい。さらに水分

俺はこんな所で一人寂しくやっている

になって着替えをしたが、普段体臭など

を取りながら横になった。車内に入ってく

が、アソコじゃ酒も飲み放題、
にぎやかに

感じた事のない私の衣服の汗臭いこと。

る風は少しも涼しくないが、窓、ドア、サン

楽しくやっているのだろう…と。何とも

２リットルのペットボトルを瞬く間に

ルーフ、すべて全開にした。
「アア、また酷

飲み干した。エアコンが有り難い。
「 天国

い目にあってしまった」などと考えている

じゃ、
天国じゃ…」。

うちに、意識が次第に遠のいていった…。

虚しくなってくる。
花火が始まった。肝心の花火の音は会
場付近の岩場にじゃまをされて間接音し

漁港のここでエンジンをかけながら寝

か届いて来ない。
「やっぱり初めての録音

るしかない、と２〜３時間疲れを癒して

はこんなもんよ…」と自分を慰めるしか

いたが、遠くに見える国道の車が動きは

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ない。
「こんな苦労をしているのに、
あの客船
の…」とますます惨めになってくる。
打ち上げ時間もアバウトだ。９時まで
の予定が９時半になってもやっている。
最後の「体感震度７」
という触れ込みの音
らしき花火も、それらしき風圧だけが届
き、音としては殆ど到達しない。
懐中電灯の光頼りに慎重に岩から岩を
飛び移り、
機材を片付けながら
「本当に帰
れるだろうか」という不安がよぎってく
るが、
「登るしかない」
と足を踏み出した。
一歩登ると半歩滑り落ちる、を繰り返
し、真っ暗な急斜面を勘一つで上の道を
目指す。いくら登っても道に出ない。
汗が
滴り落ちる。
岩が立ちはだかり進めない。
また下りて迂回することの繰り返しでヘ
トヘトになった…。
ズルッと、
足を滑らせてしまった。
落ち
ながら30メートル程先の木に掴まれそ
うだと思った瞬間、股がギュっと締まっ
た、と思ったら止まった。
助かった！

【広大な草原を発見！】
草むらの虫の音の録音は、今では田舎
とて深夜も絶え間ない車の音に悩まさ
れ、挑戦と断念の繰り返しでした。

雑音を省く事が出来ず、ここもやむなく
断念せざるを得ませんでした。
それでも、草むらを見つけては、何と
か録音を続けていましたが、偶然を狙う

３年くらい前 、日本でこれ以上の場所

しかなく、その偶然も10回行って1回程

蔓をはずし、さてまた登ろうか、もう

は見つからないだろうという広大な草地

度の確率でしかありません。全く当てに

直ぐのはずだと眼前の岩と周囲を見回す

を見つけ、せっせと通いましたが、やは

ならない無駄な努力を強いられていまし

と、立っている所から踏み跡らしき筋が

り遠くに走る車の音 、工場の深夜操業の

た。

蔓が足に挟まっていた。



一昨年の晩秋 、地元の人に「この辺は
鳥が沢山居そうですね。
」
と尋ねたら、
「あ

応を示す、集中困難 、過度の警戒心 、
過剰な驚愕反応など）

あ、あそこならもっと居るよ」
、と教えて

これらが、心的外傷後 、数週間～数カ

くれた場所の奥は、何と、車も来ない大

月の間に発症し、数カ月～数年続くとの

草原でした。

ことです。

ここは雨さえ降らなければ100％の録
音が可能です。

震災後 、ストレス 、地震酔いはありま
せんか？

す。
なお、ストレスの度合いが高く、ボッ
信コースのハイパーリスナーをお勧めい
たします。
（10年前はこんなに若かった 愕然！）

な所に、こんな広大な草地が。それも静

東日本でこのたび被災された方だけで

か極まりない、いくら考えても首を捻る

なく、過去に被災されたご経験のある方

ばかり。道路は行き止まりで、殆ど車が

も、その時の恐怖を思い返して過度のス

入ってきません。飛行機も気になりませ

トレスを感じる場合もあります。

のなんの。おまけに「マムシ注意」
の看板

のようなPTSD時には特に推奨いたしま

クス製品より、効果を高めたい場合は通

開発され尽くされたと思っていたこん

ん。そのかわり夜一人きりの録音は怖い

ストレス時に大変効果的なので、こ

またその他 、家族 、職場関係や研究な
どの様々なストレスなどにも！

も。
沖縄の離島で覚えた長靴を履き、こわ
ごわ草地に分け入って行きます。

BOX製品をお持ちの会員の方は、
〝心
地よい〟と感じるトレーニングCDを聴

「え、それは何処？」

いてください（トレーニングのCDを聴

「ウーン！」

く順序などは気にしない）。

一般的に「トラウマ」と呼ばれる心の

ストレスを抱える友達などにもお手持

傷に、聴覚トレーニングには多数の実績

です。録音ポイントは幻のキノコと同じ、

ちのボックス製品を貸し出してあげてく

があります。特にハイパーリスナーでは

女房子供にも言えませんよ。
遺言ですね。

ださい。
きっとお役に立てると思います。

過去のトラウマ解消に向けた、効果的な

来春までには沢山の虫の音のCDが作れ

軽いストレスの場合には、今回ご紹介

トレーニングを用意しています。心理療

そうです。

の「伝聴研オリジナル自然音CD」類をト

法やカウンセリングよりも効果が早く、

レーニング用ヘッドフォンで聴いて頂く

気持ちが楽になったという受講生も多く

と効果的です。BGMとしてスピーカー

います。

イエイエ 、それはやっと見つけた場所

乞う、ご期待。
４月14日〜21日まで久米島に住んで

で流すのも良いですが、ヘッドフォンで

今回の震災後のPTSDに関わらず、過

おられる会員様のお力を借りて、波の録

聴くことにより、高周波まで確実に耳に

去のトラウマやストレス 、心の不調でお

音に行ってきました。

届かせる事ができるので、より一層効果

悩みの方は、是非ご相談ください。

また５月末には恒例になった裏磐梯の

的です。

友人のペンションに逗留して、鳥の録音
に行ってきました。
例の如くに珍道中記は改めてお知らせ
いたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【東日本大震災のPTSD（外傷後スト
レス障害）に聴覚トレーニングを！】

また、前回の会報でご紹介致しました

新

和漢生薬へOEM供給した「ストレスフ

発

売

【40分トレーニングCD】

リーボックス」。この製品は「ストレス」
を解消することにターゲットを絞った内

40分トレーニングシリーズがもう一

容になっています。40分トレーニング

枚完成しました。40分CDは ‘ブレイン

CDの【ふるさと】は、ほぼ同等の製品で

ス イ ッ チBOX’ の60分 版 を40分 に 凝 縮

す。

したシリーズです。
《No.4 波に遊ぶ》
（レベル.3）

PTSDとは

このトレーニングCDは残念ながら皆

［1］外 傷 的 な 出 来 事 の 再 体 験
（フ ラ ッ

様がお持ちの「水の精・Mercury」
、また

シュバックや苦痛を伴う悪夢）
、

「水の詩・Water」と重複した曲がありま

［2］類似した出来事に対する強い心理的

す。

苦痛と回避行動。
［3］持 続 的 な 覚 醒 亢 進
（こ う し ん）症 状

曲目を掲載しますので、お持ちのCD

（睡眠障害 、ちょっとした刺激にも反

の曲目を調べて頂き、納得の上お求め下


〝ブレインスイッチBOX〟

さい。

《№10ふるさと》

１枚60分（火 、水 、風の詩が標準品）

★

以上８枚

「火の詩」

他シリーズと重複

「水の詩」

他シリーズと重複

★印は重複がありません。

「風の詩」

他シリーズと重複

☆は一部重複。

各11,000円

「スリープリスニング」☆
以上４枚 各12,000円

BOX製品の基本セットをお持ちの方
は上記の重複のないトレーニングCDを

〝ミラクルサウンドBOX〟
（月の精〜金の精までが標準品）
「月の精」 ★

使用曲目
バッハ：カンタータ第147番
「主よ、人の望みの喜びよ」

増やして、多彩なトレーニングをされる
ようにお薦めいたします。
また、トレーニングをされた方には、

「火の精」

他シリーズと重複

自然音CD類はトレーニングの半分くら

「水の精」

他シリーズと重複

いのトレーニング効果が期待できますの

「木の精」

他シリーズと重複

で、トレーニング中 、またトレーニング

「金の精」 ★

のお休みの期間に20分くらい時々聴い

サティー：３つのジムノペディ第１番

「土の精」 ★

ていただくことをお薦めいたします。自

モーツァルト：モテト

「日の精」

他シリーズと重複

然音CDをお買い頂いた方は、単なるリ

「海辺にて」

他シリーズと重複

ラクゼーションではなかったと、その効

「アヴェ・ヴェルム・コルプス」k.618

以上８枚 、各8,000円

トレルリ：５声のソナタ 第1番〜Grave

果に驚かれています。

アーン：ガボット
Jr.シュトラウス：ワルツOp.167
（ただ一度の人生）

「月の精」
〝ミラクルサウンドBox〟のみ重複

ドビュッシー：前奏曲第１集
亜麻色の髪の乙女
ヘンデル：合奏協奏曲op.6

〝みゅ〜ずBOX〟
「金の精」
〝ミラクルサウンドBox〟のみ重複
「土の精」
〝ミラクルサウンドBox〟のみ重複

No.4-4

ローゼンミュラー：トリオソナタ ホ短調
（２ヴァイオリン＆ギターのための）

自然音CD
【新 発 売】
前号では ‘ある海の風景’③〜⑦まで完
成のお知らせをいたしました。

他に40分CDを発売しています。
この40分CDは忙しい方のために60

それに続き、１トラックシリーズ 、
「音
の風景」も７枚が完成しました。

第１楽章

分CDを40分に凝縮しました。そのため

１時間以上 、良い録音ができたものを

Jr.シュトラウス：

にNo.１〜No.４までは〝ブレインスイッ

１トラックシリーズとして、音を切らず

チBOX〟
と〝ミラクルサウンドBOX〟と内

にCD化しています。

「サン・スーシ・ポルカ」Op.178
ペルナンブーコ：かゆみ粉

容が重複していますが、曲の並び、その

なお、前号で『ブレイン・フォース』の

他処理方法が変えてあり、また原音が換

伝聴研版をこの春製作するとお知らせ致

わっていることなどから、これはこれで

‘音の風景’④

しましたが、申し訳ありませんが、新規

新鮮に聴けると重複を承知で揃えて下

《珊瑚の島》

CDの製作に追われて実現できませんで

さっている方も多くおられます。

した。
もうしばらくお待ちください。

《№１夏の夜空》→他シリーズと重複
《№２水の戯れ》→他シリーズと重複
《№３風のうた》→他シリーズと重複

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《№４波に遊ぶ》→他シリーズと重複☆

【オプショントレーニングCDのお薦め】
様々なオプショントレーニングCDを
用意してあります。
本体に付属しているCDと共にご紹介
いたします。

新

製

《№６山の香り》

品

珊瑚のかけらが積もってできた周囲

★

300メートルくらいの真っ白な小島。勇

《№７大地を焦がす》 ★

気を出して泊まり込んで録音。日が沈む

《№９森のお話》

と急激に気温が下がり、風が出てくる。

★


震えながら夜な夜な録音。

‘音の風景’⑦

‘音の風景’⑨

《砂の舞》

《南国の響き》

音の風景’⑤
《オヒルギの実が漂う海岸》

強風に邪魔され、雨にたたられ、大型

この録音は ‘ある海の風景’②のトラッ

船舶のエンジン音に邪魔をされと、良い

ク４を収録した翌日 、場所を移しての録

海岸を見つけながら思うような録音がで

音。スピーカー、ヘッドフォン初期化用

きずにいた奄美大島のとある海岸。四度

にと、特別な手法で録音した。低周波か

ようやく雨が上がり、出てみると一転雲

目の正直と、この海岸の音のみ求めて奄

ら高周波まで均一に入るように録音をし

一つない快晴になって大やけど。

美大島に渡ると、今度は私の体調が最悪

た迫力ある海岸の音をお楽しみ下さい。

到着して三日三晩大雨にたたられた。

さて録音と開始。
もうそろそろ、
と戻っ
てみるとマイクロフォンが海の中で踊っ

の状態。それでも三日間連続して録音す
ることができた。

ている。
「何しに来たのか」と途方にくれ

‘音の風景’⑩

た。幸い予備のマイクロフォンに救われ、

《ヤブサメのさえずり》

元気を取り戻して、録音続行。この海岸

‘音の風景’⑧

は数キロもある。綺麗な10月の海岸だ。

《珊瑚の海岸》

海の中にはオヒルギの実が無数に浮いて
いる。

‘音の風景’⑥
《リーフを越える小潮の海》
雪解けが終わった早春の裏磐梯。
短い夏のためか、木々の芽吹きと共に
フェリーで隣の島に渡ろうと車を走ら

鳥の季節になる。この時期はまだ早いか

せて信号待ちをしていたら、ドンと追突

も、と訪れたが、鳥の嫁さん探しの競争

された。始めての経験だ。おかげでフェ

率は激しいようだ。

リーの最終便に乗り遅れ、２時間も走っ
た所の民宿に素泊まりのハメに。
連泊した西表島の民宿の毎食同じメ
ニュー、エアコンは一時間100円と、その

朝はまだ５度〜７度という気温なのに
鳥はさえずり始める。

ところがこの民宿の前の海岸の横には

普段は藪の中でチッチと９千ヘルツと

数百メートルに渡る珊瑚バラスが積もっ

いう鳥の中でも最高音域で鳴く鳥がい

ていた。

る。この鳥がシシシ 、とさえずっていた。

待遇には懲り懲りして石垣島に渡った。
たいして期待していなかったここの民宿

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

は、朝からばかでかいステーキが出たの
には驚かされた。夕食時は飲み放題。その

これから紹介する「ある山里の風景」

うち主人夫婦が三線片手に踊りだす。

の二枚は数年前の録音で、ようやく日の

リーフに囲まれた暖かい穏やかな海岸

目をみました。

の波音。

これで自然音シリーズは、去年末から
約半年間で14枚一気に製作して、合計


27種類になりました。

‘ある山里の風景’④

生懸命に聴くのではなく、例え15分でも

《檜原湖へ注ぐ》

20分でも集中して聴いて下されば十分
なのです。

【ある山里の風景】
‘ある山里の風景’③

特

《裏磐梯の夜明け前》

集

【BOX製品の
トレーニングについて】
これまでトレーニング機材の事につい
かねてから、セセラギと鳥の音が同時
に一本のマイクロフォンで録れないかと、
試行錯誤しながらやっと実現できたもの

て多くを紹介してきました。
今回はどのようにトレーニングしたら
良いかを述べてみたいと思います。
「過ぎたるは及ばざるがごとし」

です。
人間の耳はセセラギはセセラギ 、鳥は

既に皆様においてはトレーニングの経験

鳥としてしっかり分けて聴いています

をお持ちですので、あまりコレには当た

る」と裏磐梯のペンションのオーナー木

が、
マイクロフォンはそうはいきません。

らないと思いますが、BOX製品をこれ

村氏からの連絡以来 、この鳥の録音に数

大概セセラギが勝ってしまって鳥のさえ

からご購入の方々にアドバイスをお願い

年通う事になった。しかしなかなか録ら

ずりが殆ど聴き取れなくなってしまいま

いたします。

せてくれない。
３年間 、20回以上朝晩通

す。人間の高度な耳のようにはいかない

い詰めてようやく録音できた貴重な音で

ものなのです。

裏磐梯の湿地に「こんな珍しい鳥がい

す。

特に教育的な面でお子さんに使う場

この《檜原湖へ注ぐ》は、私たちが高原

合 、良い物だからと、大きな音で無理矢

に行って聴くそのままの爽やかさを実現

理聴かせる、ということになりがちです。

上空を鳴きながら旋回し、急降下を繰り

しました。

このようなトレーニングは絶対にお止め

返す。この時の羽音がテリトリーを主張

１． プロコフィエフ：10の小品Op.12~第７曲

下さい。

この鳥は鳩くらいの大きさであるが、

する、いわゆるさえずりと同じ役割をは

前奏曲 ハ長調

02：35

たすという変わり種の鳥である。絶滅危

２．《湿地帯の静かな流れ》

惧種。

３． グリーグ：抒情小品集第６集Op.57~6

裏磐梯は食料が豊富なようで、とても

《郷愁》

26：09

26：54

に対する感覚も人それぞれです。

て、アチコチで急降下をする、そのテリ

５． サンサーンス：動物の謝肉祭.《白鳥》
03：06

２．《オオジシギの乱舞》

33：50

３． プロコフィエフ：ピーターと狼
《お話のはじまり》
より
４．《カジカ蛙の恋》

01：17
23：58

５． To a Water-lily/水連の花に寄す
02：02

『60分と書いてあるから』。
『35分と書
いてあるから』。絶対にその時間をやらな
ければダメだと言うことはありません。

１． プロコフィエフ：ピーターと狼
00：49

それはトレーニング時間も期間も同じ
ですが、聴覚の感度も、また集中力も、音

４．《雪解けのセセラギ》

《お話のはじまり》
より

その範囲で使って頂きたいと思います。

03：32

狭い地域に密集してテリトリーをつくっ
トリーのど真ん中での録音に成功した。

このシステムはあくまで気持ちがよい、

自然音の価格を下記のように改定いた
しました。

気持ちが乗らなくなったら一時止めて
頂いた方が得策の場合が多くあること

自然音CD１枚

3,800円

を認識して下さい。でないと音の拷問に

会員価格１枚

3,610円

なってしまいます。

会報特価で３枚以上ご注文の時 、１枚
につき3,500円

【トレーニング期間について】

お任せも承ります。ご趣味をお聞かせ
ください。

BOX製品は付属しているトレーニン
グCDに よ っ て 多 少 に 違 い は あ り ま す
が、取り扱い説明書には、20日間〜25

自然音CDの聴き方

日間に設定してあります。

変 化 の 少 な い 自 然 音CDを、１ 時 間

このトレーニング期間の意味するとこ

ヘッドフォンでジッと聴くのも大変な

ろは、長期間聞き続けると、音楽に馴れ

努力が必要です。いつも１枚１時間を一

てしまい、徐々に音の刺激が少なくなっ



てしまうので設定しています。
そのためトレーニングのお休み期間に

なってしまって、何とかなりませんか」
というご質問をよく受けます。

生きることになります。
難聴の方 、より効果を高めたい方には

効果を持続させるように配慮した自然音

一生懸命トレーニングした結果ですの

特にお薦めです。このハイスペックヘッ

CDをトレーニング代わりに聴いて頂き

で、可能な限り、ありがたく修理させて

ドフォンは “ハイパーリスナー”には初代

たいのです。

頂いています。どうぞ捨てる前に遠慮な

から採用していますし、また後述の《デ

くご相談ください。サービス価格で修理

ンダック》の再生技術も初代の “ハイパー

しています。

リスナー”に既に搭載されています。

【トレーニングを継続するための提案】
BOX製品は長期間聴き続けてはダメ

また音が出なくなってしまった。踏ん

ですと言っても、効果を感じる方ほど、

づけてしまった、などの場合も形さえあ

離せなくなり、半年 、一年聞き続けると

れば、同じくサービス価格にて新品交換

いう方もいらっしゃいます。

もさせて頂いています。

高額と思われますが、これ以上の音質の

【トレーニングヘッドフォン

います。
また反対に厳密に守って頂いている方

れを市販品とすれば、50万円以上の価

UST（ウルトラスーパーツィーター）

格を付けられるでしょう。それを考えれ

と言い、これをヘッドフォンに搭載した

に入れ忘れて眠らせてしまっているケー

ものをハイスペックヘッドフォンまたは
《ウルトラ》
と呼んでいます。

一定期間トレーニングした後は１週間に
一 、二度 、トレーニングをしてみてくだ

ば夢のようです。
お手持ちのヘッドフォンをハイスペッ
クヘッドフォン 、
《ウルトラ》に改良する

革新的な技術で超高音質に変化させら
そこで、一つの提案ですが、しっかり

ものは世の中にはありませんし、もしこ

改良のお薦め】

もおられますし、守ったために押し入れ
スも多いと聞きます。

密はそこにあったのです。
このハイスペックヘッドフォンはやや

それはそれで仕方ありませんが、たま
には耳の休む期間を作って頂きたいと思

“ハイパーリスナー”の超高音質の秘

ことができます。
改良に10〜15日かかりますが、お手

れます。
現在も、その技術はどんどん進んでい

持ちのヘッドフォンをお送りください。

ます。

さい。

このハイス

ハイスペックヘッドフォン
《ウルトラ》

説明会などでは、
「時々取り出して聴

ペックの技術

いて頂くことは構わない」と言っていま

は、現代最先

すが、
「時々っていつなんだ」
。と言うこ

端の科学技術

とになりますので、これを習慣づけてし

でも解明する

従来の手法のUSTを搭載。音の拡がり

まってください。例えばカレンダーに印

事ができませ

感 、柔らかでありながら細かな音の再現

をつけて１週間に１度定期的に聴く習慣

んが、種々の

ができます。

をつけるなど。

現象を総合し

販売価格

て 考 え る と、

標準品からの改良費 25,000円

また効果の自覚を持てなかったので仕
舞い込んでしまった。と言う方も是非 、

超音波を発生させているようです。また

再トレーニングしてみてください。

可聴帯域に、USTの音波が付加され脳に
到達させているか、または直接脳神経に

には二種類あります。
《ウルトラ-1》

42,000円
《ウルトラ-2》

さらに進歩 、新手法のUSTを搭載 、よ
りクリアーでまとまった音質を実現。

聴覚トレーニングは、耳という感覚器

到達させてこのような音になるか、まだ

壊れにくいハードなイヤーパッドと布

官を使うため、音に敏感な方の方がト

わからないことが多くありますが、とも

ケーブルに付け替えてお手元にお返しい

レーニング効果を多く確認できます。

かく、普通のヘッドフォンでは聴くこと

たします。

ができない微細な音まで再生させる事が

販売価格

できます。

標準品からの改良費 36,000円

一度目であまり効果が確認できなかっ
たという場合でも、
一年、
二年経つと、
（音
や臭い、味覚などの）感性がとても高く

この微細な音は、トレーニングをした

なっているのが普通ですので、再トレー

方には直ぐに判断つきますが、ともする

ニングではきっと大きな効果が確認でき

と音響専門家が気づけない現象もありま

るものと思います。

す。

52,500円

《DenDAC》
《デンダック》
市販の10万円相当のCDデッキの音質
と、２年くらい前からご紹介を始めた伝

聴覚トレーニングはそれほど音に対

聴研オリジナル商品です。

【ヘッドフォンについて】

して敏感になりますし、またその聴覚を

音の素晴らしさは比類がありません。

「ヘッドフォンの耳当てがボロボロに

持ってこそハイスペックヘッドフォンが

先日は北海道テレビ 、スカパーでも紹



今回10本のみの紹介です。

介されました。
この高音質もパソコンの機種やソフト
によっても多少音質が違うようです。

「インピーダンス・マッチング」
（200
㎖）
１本
（税込み）4,500円
こんな沢 山 は 必 要 な い と 言 う 方 は、

ても一般の音楽も

ペースト状にしたナノカーボンがお薦め

高音質で楽しめま

です。驚くべき小さな容器に入っていま

す。

すが、これを楊枝の先端にケチケチ付け

取扱店も徐々に

の報告 、及びこのシステムが出来た経緯
は下記。
「耳からの脳力革命」

聴覚トレーニングの他にも、勿論ス
ピーカーに接続し

トレーニングをして頂いた方の多方面

七田眞 、傳田文夫著

ヴォイス出版

れば十分な効果。当分使えます。

増えてきました。
お手持ちのコンピュータのUSB端子

ヘッドフォン

に差し込み、
《デンダック》にヘッドフォ

のUST《ウ ル ト

ンを繋ぐだけ。

ラ》に バ ー ジ ョ

一般価格12,600円→通常の会員価格

ンアップをため

11,970円ですが、

らわれている方

キャンペーン特別価格

10,500円

1,785円
（税込み）

は、こ の 二 つ の
どちらかをヘッドフォンジャックに塗布
してみてください。

取り扱い品コーナー

音が一変します。

定番品

ナノカーボン（５個限定）1,260円

定番品となった優れた商品のご紹介で

【接点改良材】
数年前にスプ

【本のご案内】

レー式の電助を

病気に関する事は書けません。

紹 介 し ま し た。

またこれまで医学的なエビデンスを取

この製品はナノ

ることが難しく、トレーニングをして下

カーボンをスク

さった方の報告が頼りでした。

す。

うがい水
【ヒスクリーナー】
昨年末の事です。
目が痒くなり、治っ

ワランオイルで

３年前 、東邦医大の有田先生に脳血流

たら左目の下まぶた

溶いたものでし

の驚くべきデータを取って頂いた事を皮

にできものの跡が

た。

切りに徐々に医学的な事が分かってきま

残ったために、この

した。

開発者の眼科医に

今回 、まった
く同等品 、噴霧
式で、内容量が

医学的検証をお知りになりたければ下

「先 生 、モ ノ モ ラ イ

記の本をご覧ください。

の跡が残ってしまっ

４倍（200㎖）
。超お得な「インピーダン

た」
「先生の所に行く

ス・マッチング」
をご紹介いたします。

ほどの事はないと思

これだけあれば電気関係の仕事をして

うので、近所の眼科

いても当分使える容量です。

で切ってもらおうか

電気の接点という接点の通電をよくし

と…」
。

ます。

先生曰く「絶対切ったらダメだよ、50

オーディオの音が良くなる。

過ぎて顔をいじるとガン化するから」
。

携帯など、フル充電できる。

「ヒスクリーナーを持っているだろう、

故障が少なくなる。

あれを目に入らないように塗ればいい

発熱しない。

よ」。
「もしダメなら漢方もあるから」
と。

車のバッテリー部にも使えます。
会員の皆様にはヘッドフォン端子に微

「脳から不安・うつ気分を消す」
葉山隆一著

展望社
1,470円
（税込み）

量スプレーしただけで、驚くべき音質に変
化しますので、是非試してみてください。

ISBN978-4-88546-220-7


半信半疑で塗ったら翌日は半分にそ
の翌日は消えてしまいました。驚いて電
話してみると「そう、良かったね。ヒスク
リーナーは殺菌力がすごいからね」
と。

そうかそんな所にも使えるんだ、と
ビックリ。

（あるエステでは３倍くらいの価格で

「アクア」700㎖ 6,300円

売っているようです）

もしこれが被災地にあったなら、様々
な殺菌に役立つと思うのにと残念に思っ

【入浴剤スーパーミネラル】

沢山ありますので、何個でも、何回で

温泉に入っている以上の効果を実感！
翌日お湯がドロドロ。

も注文を承ります。
伝聴研通常会員価格 2,000円

ています。

このアクアを初め

キャンペーン価格  

て使った時 、１週間

腔内の殺菌 、あらゆる殺菌に役に立つよ

１個 1,500円 ５個 7,300円

もお風呂のお湯がド

うです。結構使いでがあります。

７個 10,150円 10個 14,300円

ロドロになって、洗

この製品は「脳から不安・うつ気分を消

30個以上１個につき 1,400円

濯に使えないと女

す」の著者が開発しました。

※キャンペーン期間中は何回でもどうぞ

房がこぼしていまし

インフルエンザ対策だけではなく、口

今の所 、伝聴研のみ独占販売です。
会員価格

50cc入り 5,035円

た。どうも皮膚に蓄

超ミネラル水
「岩の力」2リットル
【でんでん米】
災害時の非常

毎回ご紹介している「岩の力」、
通常価格 10,500円
１本目のみのお披露目価格 9,000円

のに、と思って

人間に必要な百数十種類のミネラル成

づいて注文を下
さった方は残念
ながらいません
でした。

が排出されているらしいことがこれから
分かります。
１週間後 、私自身が漂白されてしまっ

食としてもいい
いましたが、気

積された余分なもの

【知って欲しい効果】

分がバランス良く入っています。
体重の2000分の1を目安に飲みます。
（例：体重60㎏→30cc）

ていました。
男ですので、それほど嬉しい事でもあ
りませんでしたが…。
今では規定量の四分の一を時々。１本
で２ヶ月くらい持ちます。

温泉の水を飲んだような渋い、酸っぱ

今回も前回同様 、一般価格6,300円を
１本目のみ 5,000円。

い味がします。

２本目からは会員価格 6,000円。

ハイキングな

体調が悪い時

どにも便利です。そのままでも食べられ

は 甘 く 感 じ、良

ます。

い時は渋く、酸っ

【ブラジル産高級
「蜂蜜」】

ぱく感じます。

大自然の恵
「ハニーランド」

会員価格一パック

294円
（税込み）

10個以上は一パック 275円
（税込み）

野 菜 か ら「岩
の力」30cc分の

【不思議な石鹸】

ブラジル産高級「蜂蜜」をご紹介いたし
ます。

ミネラル成分を

この製品は

取ろうとすると

日系ブラジル

小型トラック一

人が作って

台分にもなると

い る も の で、

のことです。

100%セ ン ダ

現代の野菜は

ンの花から採

沢山の肥料によって育てられているの

取された高級

で、野菜がサボってしまって大地の恵み

蜂蜜です。独特の味わいがあります。
（非

今回の８日間の久米島の旅行でもシャ

であるミネラル成分を吸い上げてないと

加熱）

ンプーは持たず、この石鹸一つで頭から

のことです。ミネラル不足 、そこに成人

全身を洗いました。

病の元が…。

加齢臭も取り、美白にも、発毛にも効
果があります。一度効果を知ってしまう
と、手離せなくなります。
大人気の石鹸ですので、新たに大量に

ヨーロッパオーガニック協会
（IFOAM）
の認定食品です。

保険医が開発した製品です。
１本だけ で も 試 し て み て く だ さ い。
知って損はありません。
冷蔵庫で長期保存できます。

発注しました。

私の朝食は食パン一枚 、これまでは
柚子のジャムが好きで、韓国産のジャム
や馬路村のジャムを食べていました。こ
の蜂蜜が手に入って以来 、蜂蜜が定番と
なってしまいました。結構長持ちします

一般市販は伝聴研だけ。オリジナルで

ので、ジャムと比べてもそれほど高くつ

す。

く事はありません。


一般的には5,000円以上で売っている
所が多いとのこと。
会員価格

2,940円
（税込み）

「スリムXパンダー」

ただ、私の所はお酒の販売の許可は

限定５本 2,940円
（税込み）
。

持っていませんので、皆さんには直接お

別送 、送料は500円 合計3,440円。

分けすることはできません。ご紹介のみ
です。
多分 、裏磐梯の酒屋さんからのお届け

情

報

耳よりな話

【肩こり解消法】
前回
【肩 こ り
解 消 法】と し て

過去何回か記事でも紹介しましたし、
また鳥の録音で世話になっている裏磐

になるのではないかと思います。
酒税や、
販売許可など、難しい問題もある事から
確約はできませんが、一応 、ご希望を募
りたいと思います。
価格は一升瓶１本5,000円
（別に送料

梯。

500円）くらいになると思います。

幾つかのグッズ

原発騒ぎで裏磐梯のペンションの予約

をご紹介いたし

が全てキャンセルとの事でたいへんな事

さらっとした飲み口の、どちらかとい

ました。私は椅

になってしまっています。

うと辛口の部類に入るでしょう。少しフ

子のマッサージ

私は今年も５月にお世話になりまし

ルーティーでベタベタしないので飲み

機を持っていますが、もっと手軽に使え

た。回復を願うばかりですが、私には少

応えはないかも知れません。それほどさ

るものがないかとさらに探していまし

しラッキーな話しをお伝えいたします。

らっとしているお酒です。

た。

この「ブナ屋」オーナー木村氏が音頭を

ご希望の方はお申し込みください。

勿論 、肩をトントンするような器具も

とり、近隣のペンション経営者仲間数人

今回春出しは20本くらい、秋出しは改

幾つも持っていますが、いずれもあまり

と田植えから刈り取りまで行い、厳寒の

めてお知らせいたします。今年限りにな

役に立っていません。今回紹介するもの

２月 、山奥の源泉に水を汲みに行くとい

ると思います。

は小型のマッサージ機です。価格が手頃

う拘りようで、仲間の優秀な杜氏（末廣

で、小型なので直ぐに壊れてしまうだろ

酒造）と日本酒を造っています。この杜

う、それほど役には立たないだろうと思

氏も商売ではなく、自分の満足いくお酒

いつつ、買って使ってみたら、何と大型の

を作りたいとの思いで、仲間に入り、年

機械に近いものがあり、数ヶ月毎日使っ

間限定で3,000本を作っています。

て大活躍。もう手放せません。
ATEX ルルド マッサージクッション
ブラウン AX-HL148

ペンションに来たお客さんに振る舞う
ために造っているお酒です。

プレゼント
《カセットテープ 、DATテープ 、レコード全集》
家を整理していましたら、未使用の60
分のカセットテープが約200本ほど出て

絶対に悪酔いしない。こぼしても翌日

きました。１万円以上のご注文を頂いた

7,500円前後で買えます。

臭いも残らないという純粋極まりない天

ご希望の方に差し上げます。中くらいの

痛ければタオルなどでカバー、当たり

下一品の酒であることは私が保証いたし

ランクの60分テープです。

が少なければ手をバンザイするなど、人
間の方も動いてください。
類似商品も沢山出ているようです。

その他 、DAT120分テープ10本。

ます。
私は日本酒を１週間飲み続けるとお腹

お一人何本でもどうぞ。

を壊すので、今から15年ほど前から晩酌
は焼酎に換えました。以来、日本酒の甘っ

《レコード全集》

たるさがダメになり、今ではどんな銘酒

CDの 発 売 が

前回 、ご紹介

も好まなくなってしまいました。唯一飲

始まって数年

いたしました

める日本酒はこの「蒼龍（そうりゅう）」のみ

経った頃 、まだ

です。

CDの 時 代 で は

前回ご紹介した「スリムXパンダー」

「ス リ ム Ｘ パ ン
ダ ー」は 大 変 好

いつもは頼みこんで１本だけお土産

ないと思い、わ

評で、すぐに売

にもらって帰っていました。今回の風評

ざわざレコード

り切れてしまい

被害のキャンセルを受けて、このお酒が

の全集を買って

ました。慌てて

余ってしまいそうという連絡をもらいま

し ま い ま し た。

無理を言って大

した。

ケースと立派な

量に追加をお願

勿論このお酒の水は原発事故の１ヶ月

いしました。非

前の名水ですので、全く問題がありませ

当 時30万 円 く

売品ですが、あと５本だけ残っています。

ん。

らいしたのではないかと記憶していま
10

解 説 書 付 き で、

す。
１万円以上のご注文を頂いたご希望の

ド10巻60枚。

下さる方は無料。
（ガラス扉付き）合板ケース 、やや傷ん

方に差し上げます。但し梱包と発送が大

でいますが、外箱 、本 、殆ど未使用品で、

変ですので、発送費として１万円のご負

綺麗です。

担をお願いいたします。直接取りに来て

各カラー解説書10冊。
７月15日締め切り後 、抽選となりま
す。

バロック音楽から現代音楽までレコー

2010.7.18

伝聴研４Fで撮影

編 集 後 記
地震 、津波 、原発 、停電と４重苦を背
負わされた災害。
リーマンショックの時 、マスコミはこ
ぞって「たいへんだ〜 、たいへんだ〜 、
不景気になる」の大合唱。そのおかげで
先進国の中では最も影響が少ないはずの
日本が大不況に陥ってしまいました。
テレビ報道を信じる国民性にウンザ
リさせられますが、今回の震災では、あ

だろうとも、とても心配していました。
録音に出かけたゴールデンウィーク前
のホテルは従業員の方が多い始末。
連休初日には伊豆に録音に行きまし
た。その３日後には河口湖へ。

がら写真を撮りました。その写真を掲載
しましたが、今回の地震でもしかして、
と気づかされました。
真偽の程は分かりませんが、普通雲は
一点に留まっていることはありません。

この時の渋滞くらい嬉しくなったこと

それが同じ場所に45分間も留まってい

はありませんでした。渋滞を楽しんでい

たのです。また二つの彩雲の左側が東京

ました。

方面に幾筋も流れていました。その延長

大混乱を起こした今がチャンスです。

線上を考えると、もしかして地磁気の変

まりのショックにテレビのコメンテータ

皆さん一緒に良い世の中を作っていこう

化が横浜に出たのではないか。前兆だっ

は出て来ず、マスコミは「頑張りましょ

ではありませんか。

たのではないか、などと考えています。

う」。
「お金を使うことが世の中にために
なる」。と報道してきました。

彩雲 、もしかして地震雲？？
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

あまりのショックに、反動で戻るのも
早いのではないかと考えていましたが、
反面 、日本の経済はどうなってしまうの

これからは雲をよく観察することにし
ましょう。

前回 、昨年の７月18日の体験会時に
伝聴研の窓から彩雲が見えて、感激しな
11

夏休みのお知らせ
平成23年８月12日㈮〜
平成23年８月16日㈫

体験会のお知らせ
通常第３日曜日の午後１時より横
浜市
（東横線菊名駅から徒歩３〜４
分）
伝聴研４階で行っています。

営業日 、時間
定 休 日

土日 、祝祭日

営業時間

10時〜18時

お近くにお出での節はお寄り下さ

７月17日㈰ 第３日曜日

い。またご友人をお誘いください。

８月 ７日㈰ 第１日曜日
９月18日㈰ 第３日曜日

会報特価は８月15日までです。

10月16日㈰ 第３日曜日

注文額 、一万円未満は送料500円が

11月20日㈰ 第３日曜日

㈱ 傳田聴覚システム研究所

〒 222-0013

必要です。

横浜市港北区錦が丘 11 番 17 号

TEL：045-439-5955
info@denchoh.com

12

８月と12月は第３ではありません
のでご注意ください。

※予約が必要です。

会員会報・第 15 号・2011. ６.1 発行

12月11日㈰ 第２日曜日

Fax：045-439-5956

http://www.denchoh.com

会報15号価格表
注文受付期間：2011年6月15日～ 2011年8月15日まで
※お届けは1週間～ 10日ほどかかります。指定日配達は受付出来ませんが、時間の指定は承ります。
また、
不在日が決まっている場合は、
注文書の備考欄にご記入下さい。
※ご購入合計が１万円以上で送料無料となります。未満の場合は、送料500円（税込）頂戴致します。
ページ
3

商
40分トレーニングＣＤ

No.10

〃
4

６
7

名

会報特別価格
（税込）

ふるさと
（定価￥11,000）

No.4

￥9,900（送料込）

波に遊ぶ

自然音ＣＤ
（１トラック） 音の風景４

５

品

￥9,900（送料込）

珊瑚の島（定価￥3,800） ※注１ 会報特価は欄外参照！

￥3,610

〃

音の風景５

オヒルギの実が漂う海岸

西表島

※注１

￥3,610

〃

音の風景６

リーフを越える小潮の海

石垣島

※注１

￥3,610

〃

音の風景７

砂の舞

〃

音の風景８

珊瑚の海岸

奄美大島

※注１

￥3,610

〃

音の風景９

南国の響き

奄美大島

※注１

￥3,610

〃

音の風景10 ヤブサメのさえずり

奄美大島

自然音ＣＤ

ある山里の風景３

裏磐梯の夜明け前

〃

ある山里の風景４

檜原湖へ注ぐ

トレーニングヘッドホン

※注１

※注１

￥3,610

※注１

￥3,610

※注１

￥3,610

ハイスペックヘッドフォン 《ウルトラ-1》単体価格
〃

トレーニングヘッドホン

￥3,610

バージョンアップ

ハイスペックヘッドフォン 《ウルトラ-2》単体価格
〃

バージョンアップ

デンダック
（定価￥12,600）
８

￥36,000

噴霧式 「インピーダンス・マッチング」
（200㎖） 限定10本

￥4,500

接点改良材

ペースト状 「ナノカーボン」 限定５個

￥1,260

眞

傳田文夫

￥1,470
共著

うがい水 「ヒスクリーナー」 50cc
でんでん米

￥1,785
￥5,035

１パック

￥294

10パック以上注文の場合の単価

￥275

〃
不思議な石鹸

１個
（通常会員価格2,000円）

￥1,500

〃

５個セット

￥7,300

〃

７個セット

￥10,150

〃

10個セット

￥14,300

〃

30個以上の場合の単価

超ミネラル水 「岩の力」
（定価10,500円） ※1本目のみ
〃
入浴剤

２本目～

スーパーミネラル 「アクア」700㎖
（定価6,300円） ※１本目のみ
〃

※注１

￥52,500

接点改良材

書籍 「耳からの脳力革命」 七田

10

￥25,000

￥10,500

書籍 「脳から不安・うつ気分を消す」 葉山隆一著

９

￥42,000

￥1,400
￥9,000
￥10,000
￥5,000

２本目～

￥6,000

ブラジル産高級蜂蜜
「ハニーランド」

￥2,940

スリムＸパンダー

￥2,940

会報特価！

限定５本

自然音ＣＤ３枚以上お買い上げの場合、１枚につき￥3,500になります！お任せも承ります。

その他

伝聴研製品／オプションＣＤ

ご一緒にいかがですか？♪

●ＢＯＸ製品		
｢内容が知りたい！ ｣ ｢資料が欲しい！ ｣ ｢どれを選んだらよいかわからない！ ｣ というお客様、伝聴研までお問い合わせく
ださい♪

●トレーニングＣＤ			
［35分ＣＤ］
（定価 各8,000円）
月の精・Moon / 火の精・Mars / 水の精・Mercury / 木の精・Jupiter / 金の精・Venus / 土の精・Saturn /
日の精・Sun / 海の精・Neptune （旧名：海辺にて）
［40分ＣＤ］
（定価 各11,000円）
No.1 夏の夜空 / No.2 水の戯れ / No.3 風のうた / No.4 波に遊ぶ / No.6 山の香り / No.7 大地を焦がす /
No.9 森のお話 / No.10 ふるさと
［60分ＣＤ］
（定価 各12,000円）
火の詩・Fire / 水の詩・Water / 風の詩・Wind / スリープリスニング					
※注１ 会報特価あります！価格表欄外をご覧ください！
									

●オリジナルリラクゼーション自然音ＣＤシリーズ（定価 3,800円）
［ある山の風景］
① / ② 雨に鳴く鳥 / ③ 果樹園のバカ騒ぎ / ④ 深山の風景 / ⑤ 富士の鳥 / ⑥ 早春の裏磐梯
［ある海の風景］
① / ② 太平洋の荒波 / ③ マングローブの森から海原へ / ④ 奄美大島の荒波 / ⑤ 珊瑚の響き 		
⑥ 春の波音と虫の声 / ⑦ 奇祭の島
［ある山里の風景］
① / ② 牧場の夜明け / ③ 裏磐梯の夜明け前 / ④ 檜原湖へ注ぐ			
［音の風景
（１トラックＣＤ）
］
① 富士山中 / ② 奄美大島 / ③ 北八ヶ岳 / ④ 珊瑚の島（海ｰ2）/ ⑤ 西表島（海ｰ3）/ ⑥ 石垣島（海ｰ4）
⑦ 奄美大島
（海ｰ5）/ ⑧ 奄美大島
（海ｰ6）/ ⑨ 奄美大島（海ｰ7ピンクノイズ入り）/ ⑩ ヤブサメのさえずり
［自然の中のモーツァルト］
（４枚組 15,000円）

㈱傳田聴覚システム研究所

朝 / 昼 / 午後 / 夜

電話 045－439－5955

FAX 045－439－5956

特 集
《“ハイパーリスナー”のお薦め》
突然聴覚が変わる

それは今から約30年程前の出来事です。

その後

特許の法改正がなされ、特許出願ができる
ようにました。
これも今から考えれば、予め用意されて
いたかの様なタイミングでした。

“ハイパーリスナー”を開発した当時は、
音楽 、語学を目的とした受講者が大半を占
めていましたが、能力開発や健康 、精神的

私たち日本人は、何でこんなに努力と苦労

特許を出願できたことで、初めて安心し

な方面に抜群な働きをする事が徐々に解

をしながら、音楽を勉強しなければならな

て公にできるようになり、様々な助成金を

り、それに呼応するかのように、受講者も

いのか。そんなバカな研究をしていました。

頂き、悲願であった機械式のシステムを完

多岐にわたるようになりました。

その途上 、突然 、私自身の聴覚が大きく

成させました。それが “ハイパーリスナー”

変化しました。これは聴覚トレーニングで

です。

変わったのと同じ、その感覚が何の前触れ
す。

製品で全て、と思っておられる方も多く、

まず “マジックリスニング”から

もなくある日 、突然私の耳に起こったので

会員の多くの皆様は市販版のBOX製品

音楽に全てを賭けて人生を歩いていた時で

をお持ちですが、そのルーツは “ハイパー

すので、この現象は言葉にならない程の大

リスナー”の通信コースを開設した直後 、

きな衝撃でした。

英語版の市販品の要請を受けて製作したの

言語という閃きが

BOX製品をお持ちの皆様の多くは、その

が“マジックリスニング”。この製品は楽天、

オプションCDはもとより、ハイスペック
ヘッドフォン 、また自然音CDの使い方 、
その他効果的な方法を、ご存じない方が多
くおられることが分かりました。
伝聴研の主事業は

さらに “ハイパーリスナー”は伝聴研の主

人気No.1になり、２年連続１位を獲得した

事業である事を、理解して頂いていないよ

この聴覚の問題 、そして様々な音楽の現

ほどのヒット商品になりましたが、代理店

うです。

象に悩みきっていたある日 、買い物途中の

がひた隠しに隠したもので、伝聴研の名前

駅前で突然 、瞬間的に頭から体を突き抜け

は世に出ませんでした。

る息ができないほどの激痛が起こり座り込

能力開発の完成（BOX製品）

んでしまいました。激痛が治まり歩き始め
ると、私の頭に「言語 、言語」という言葉だ

その “ハイパーリスナー”と “マジックリ

けが閃くのです。
「何でこんな時に」と思い

スニング”に遅れること約４年 、“ハイパー

ましたが、その言語というキーワードこそ

リスナー”を受けた方の多くから「休みの期

が今日に繋がってくるのです。

間に聴けるものがないのか」「
。このまま維

現在の “ハイパーリスナー”の内容だけで
も各市販品の300〜400倍の充実した内容
になっています。
通信コースではその方に合わせて数十種
類のプログラムを適時選びながらトレーニ
ングをして頂いています。
人間の脳の無限な働き

つまり日本語のリズムで西洋音楽を演奏

持できるのか不安だ」などの声も多くあり

自分の能力の可能性をかけて、また様々

していた、ということです。日本人の英語

ました。また広く世の中に総合的な能力開

な目的でBOX製品をお買い頂いています

下手 、これも言語の習慣性により、聴覚が

発の方法があると言うことを知って頂くた

が、人間の脳は無限であること、皆様一人

日本語用に発達しているためです。決して

めにも、と “ハイパーリスナー”の姉妹品 、

一人がまだまだ多くの脳力を秘めているこ

言語の周波数の問題ではありません。

現在の総合的な能力開発製品の元になった

とを知って頂きたいと思います。

これは取材を受けていろいろな雑誌に記
事になりましたので、ご存じの方も多いで
しょう。

“ビューティーリスニング”を製作いたしま
した。

脳は体全てをコントロールしています。
健康に過ごすための脳 、代替えための予備

現在の様々な商品 、“ハイパーミニ”、“ミ

の脳 、古代にあったらしい機能の脳。まか

ラクルサウンドBOX”“ブレインスイッチＢ

不思議な脳 、閃きの脳。学業のための脳。そ

ＯＸ”“みゅ〜ずＢＯＸ”などの、その原点は

して感覚器官の脳。あらゆるプログラムが

音楽の様々な問題は約25年かかって解

通信コースの内容のほんの一部 、数％を取

既に脳に用意されているのです。

明し、本を書こうと「日本人はクラシック

り出し、改良を加えて市販品にしたもので

音楽をどう把握するか」にまとめていまし

す。

出版

た。同時にその頃 、聴覚の問題意識も膨ら

そ し て 市 販 品 の 原 点 で あ る、ビ ュ ー

私たちはその脳の能力を知らないだけで
末端の、表に出た現象のみの不調を嘆いて
いることになります。

み、聴覚開発の研究にも入っていきました。

ティーリスニングは、その後の様々な市

折角自分の能力開発に賭けてBOX製品

当時 、マッキントッシュのコンピュータ

販品のベースになっていきます。ビュー

を買って頂いた訳ですので、もう一歩踏み

が日本で発売された時でしたので、運よく、

ティーリスニング発売以来７年くらい経ち

込んで自分に賭けて頂いても良いのではな

莫大な研究費用も一台のコンピュータで、

ますが、基本的理念や方法は変わっていま

いかと思っています。

できるようになった訳です。

せん。進歩がないと言えばそうかも知れま

聴覚システム“ハイパーリスナー”の完成

その数年後 、この聴覚システムの完成を

見た訳です。また同じ頃 、音処理〈方法〉も

せんが、それだけ集中して閃きを得ながら

もう一歩前進。是非 、最強トレーニング

製作したので、神懸かりなものを作ってし

システム 、“ハイパーリスナー”のトレーニ

まったとも言えるのかも知れません。今で

ングをお薦めいたします。

も最高傑作と思っています。

