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録音日記
再度石垣島へ

私のシステムに感激して下さった取り

引き会社の重役お二人と時々お酒の席で
録音の苦労話をしているうちに、是非一
緒に行ってみたいということで、予定の

島巡り。その合間に少し録音。

りました。

でしたが、この時期の石垣島の照りつけ

ので、その後４日間の逗留予定を組みま

から見る海の色と島の景色は筆舌に尽く

なかった石垣島方面に急遽行くことにな
６月24日から２泊で。私は折角です

した。

石垣島は梅雨はないということで大き

南の島巡りは、これまで５月か10月

る太陽と海の素晴らしさは格別。展望台
しがたい青と緑のコントラストです。
りません。

をインターネット予約をと検索。ところ

おもて）へ。

キモを冷やしながらツテを頼りながら何

な岩肌を見せる海岸があります。但し、

がどこも一杯、
レンタカーもありません。
とか手配を終わらせる事ができました。

夏に行くことは初めてで、
暑さ対策と、

以前２回とも無人島で震え上がった経験
から寒さ対策の両方の準備をして出かけ
ました。

午前10時、石垣島に到着してみると

照りつける太陽と湿度に閉口。朝食から

ようやく目印の大きな奇岩が姿を現

し、ここからさらに30〜40分、海岸も
狭まり岩を登ったり下りたり…。

石垣島を堪能した翌日は西表島（いり

この西表島には前々回見つけた不思議

そこへは砂浜を歩くこと１時間。その後、
さらに岩だらけの海岸を30分歩いて辿
り着く事ができますが、日陰のない炎天
下に歩く海岸は、それは過酷なものがあ

しかし、それらしき奇岩も点在して

いるのに、以前見た景色とは桁が違う。

ります。
「是非に！」ということで案内

「もっと奥だったのかも」と、どんどん

西表島の宿に到着まもなく、ようやく

きものがありません。同行したお二人か

することになりました。

ステーキが出るという民宿に荷物を置

手配できた頼りない軽自動車に乗り、誰

温はさらにウナギ登り。案内を優先して

ざ出発。

き、さて海岸へと出発すると、湿度と気

騒ぎながら元気に砂浜を歩く。

同行したお二人の感激はいうまでもあ

な心配もなく準備する中、出発の３週間
くらい前、少し早めに宿泊とレンタカー

炎天下の広い砂に足を取られながらも

も居ない海岸入り口にお昼頃、到着。い
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先へ…。さらに１時間進んでもそれらし
ら「勇気ある撤退をしましょう」と…。

私も体力の限界を感じていましたし、

黙々と歩いても片道２時間半の行程を考

えると日没までそれほど余裕がありませ

思っていたら、連れの一人が「待ってく

よくよく考えると、以前は奇岩群を過

「エ、 そ ん な も の を 持 っ て き た の

日が沈み、ボートの往来も無くなって、

ださい。懐中電灯を」

録音開始。予想した通り、珊瑚を洗う波

ぎるとさらに岩が険しく海岸から海へと

か？？？」

かし１台の録音機とマイクロフォンはい

い出し、こんなに奥まで入ったはずない

の瞬間「ピカッ」。

ん。

崖になって進めなくなっていたことを思
と、撤退することにしました。

なにやら携帯をいじっていました。次

「何それ！」

「iPhoneの懐中電灯ですよ…」

飲んで、ようやく喉の渇きが止まりまし

した。

私は「コレだ」と叫びましたが、では

一体他の奇岩はどこへ行ったのか。珍し

い岩肌を見せていた場所は「ココ」に違
いありません。

無人島に２泊して、その後、石垣島に

炎天下の海岸は隠れる場所もない。足

熱中症ギミだった私は立て続けに３杯

是非見せたかった珍岩がそこにありま

ら録音…。

ようやく宿に到着。早速シャワーを浴
いえ、その前にビール！。

「何だコレは！」と…。

しさ一杯で、島を行ったり来たりしなが

戻った。初日に案内がてら探しておいた

びて食事。

ようやく１時間戻ったあたりで、連れが

つもの事ながら、昼の録音で塩漬け。悔

そんな便利なアプリケーションがある

のかと関心してしまいました。

猛暑の中、
岩を超えたり海に入ったり、

の音は前回に増して綺麗な音がする。し

録音場所、数カ所へ出かけた。

取りも重く、もうろうとしながら半ば宙
を歩いているような感覚で、ただ黙々と
作業をこなしていった。

夏の石垣、西表の過酷さと、パイナッ

た。

プルのうまさを知った旅だった。

て寝たことはいうまでもありませんが、

せすることができません。

その日は勿論クーラーをガンガンかけ

翌日頭痛が止まらない…、やっぱり熱中

残念ながらその「珍岩」の写真はお見

症だ。

《 特 集 1》

この日は次の目的地、珊瑚が積もった

小さな小さな島。知り合いの渡し船を頼
んで渡った。

着いてみると、ここも前回とは全く島

奇岩の多くは砂岩で形作られたもので

の形状が違って、細長くヘビのように蛇

と、その猛威を思い知らされました。こ

海抜１〜２メートルの尾根つたいにす

【トレーニングについて】

この会報が届いている９割以上の方が

何らかのトレーニングセットをお持ちで
す。

七田チャイルドアカデミーで講演の

行している。

折、既にお持ちの方もおられ、
「皆さんは

の５年の間、何百トン、何千トンという

れ違いも困難なくらい細い。

ておられると思います」と、喋りますが、

ですから…。

もった珊瑚も全部入れ替わりサイズが細

あったため、南の島の台風の波の仕業か

大岩石まで、すっかりなくなっていたの

しかし島は前回に増して綺麗だし、積

かい。
さぞ良い音がするだろう予感が…。
明日彼らを送り出した後、再びここに

戻って泊まり込みで録音を予定している
が…。
「どこに寝る！？」

寝る場所さえない。うっかりすると海

に落ちてしまう。波にさらわれそうと心
細い。

綺麗な珊瑚の島とブルーの海のコント

ラストに、連れは大喜びであったが、
「こ
日もすっかり傾き、持ってきた水も底

をついてしまいました。フラフラしなが

ら岩石群をようやく抜け、砂浜に到着。
ここからさらに１時間歩き続けてやっと
入り口に到着した時は、日もとっぷり暮
れていました。車まではうっそうと茂る

こに泊まるんですか」。「危ないから止め
た方がいい」と連発。

心の中では「そりゃ僕だって今回はや

りたくない」でも折角来たのだから止め
る訳にはいかない…。

翌日、渡ってみると少し大きなクルー

トレーニングをして何らかの効果を出し
よくよく聞いてみると、
「１回使っただけ
で押し入れに入れてしまいました。
」

またアフターフォローを同じ教室で

行ってみると、前回のセミナーでお求め

になった方の半分以上は、
「まさかそんな

効果が出るとは思ってもいなかった。
」

「あれはサプリメントを飲んだからでは

なかったんですね…。
「よく寝たから調
」

子がよくなったのではないんですね…。
」
などと、講演で話した事の10分の１も本

当だとは捉えて頂けていなかったので
す。

喋っても喋っても真実は伝わらない事

を思い知らされます。

うそだらけの世の中ですし、
「音楽を聴

いて？」と思われるのは仕方ないのかも
知れません。

かと思うと、セミナーが終わって皆さ

マングローブ地帯を抜けなければなりま

ズ船が船底を海底に擦って動けないでい

んが引けたのを見定めて、私の所へ来

道を外れてハブにでも噛まれたら…。と

が船はエンジンを切っていて幸い無音。

品を妹に貸してあげたんです。そした

せんが、道が全く見えません。うっかり

た。
「チクショウこんな時に」と思った
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て「実は、妹の子供が自閉症で、私の製

らすっかり普通になってしまいました」

●腰が楽になった。

しかし近年

て行かれた事もありました。
「何故セミ

●生理痛が軽くなった。

●電機楽器の氾濫

「本当にありがとうございました」
と帰っ
ナーの質問コーナーで言ってくださらな

かったの？」と心の中で残念に思いまし
た。でも障害ということを表に出したく
なかったのでしょうね。

セミナーではこういった事がよくあり

ます。

「ど う か 皆 さ ん 押 し 入 れ か ら 出 し て

使ってください」
。

【トレーニング効果について】

紙面だとなかなか効果については書け

ないのが現状です。

今回ホームページを新規製作中、この

会報が届く頃には立派なものが出来てい
ると思いますが、ホームページとなると
不特定多数がご覧になるので、いくら世
のため人のためと思っても、医療従事者
ではないので、健康関係についての真実
も書けません。

しかし伝聴研の会員様向けの会報です

ので、これから少しはお伝えしようと思
います。

遠回しな書き方になるかも知れません

が、そこをお酌み取りください。

このシステムの開発のきっかけは私が

音楽家であった頃、ヨーロッパ人と耳が
違うという発見にこのシステムの研究が
始まりました。

●便秘がなくなり毎日定時に来る。
●生理の期間が定期的になった。

トレーニング３ヶ月くらいは25日周

期になるという方も少なからずおられま
す。

に使って頂くうちに予想外の報告が相次
ぎました。

●一つは精神的に元気になる。

●気持ちが前向きになるせいか、運も
良くなる。

●思いもかけない閃きが。

●不思議な感覚も磨かれる。
●落ち込みがなくなる。

今では有名な精神科の先生にも使って

頂き、そこの担当者数人から絶大な効果
の報告も頂いています。

●鼻水が出なくなった。

これらが一度に来たために極めて音質

良いＣＤラジカセが手に入りました。音

人間は太古の昔の機能を脈々と受け継

いでいるのですね。

そのためと思いますが

●デジャブーが起こった方
●シンクロニシティーが

８年ほど前は１万円くらい出せば結構

を判る人がいなくなったのもその原因の
一つでしょうが、今では３万円位出さな
ければ音質の良いＣＤラジカセは手に入
らなくなってしまいました。

もし皆様がここ数年の間に買われたＣ

●予知能力が

Ｄラジカセが１万円しない製品だとした

●直感力が鋭くなった。

と思って差し支えありません。音質を重

●現実夢が立て続けに起こった
●夢をカラーで見るように

●トレーニング中、色が見える
●トレーニング中、香りが…

これら元々持っていただろう能力では

ら、それはもう音楽を聴く製品ではない
視するトレーニングですので、当然聴覚

トレーニングどころの話ではないのです。
新たにトレーニングセットを買って頂

ないかと思います。

く方には “ＣＤプレーヤーセット”（ヘッ

とを考えれば納得できるでしょう。人間

一緒に買って頂くようにお薦めしていま

犬や猫が感覚を頼りに生きているこ

もそうして生きて来たわけです。
●交通事故の機能回復に

●脳梗塞の予防、機能回復に

●目眩や原因不明の体調不良に
このシステムに頼って手遅れ、なんて

てもなかなか良くならない時に使ってみ

レーニングを開始し、BOX製品を皆様

●クラシック音楽の衰退

どうもそうらしい情報があります。

になる。と心血を注いで研究、製作した
数十年の研究の末、ビジネス化し、ト

●オーディオの衰退

が悪い機材が氾濫しています。

事があったら大変です。勿論あくまで予

システムです。

●スマホの発展

だとすると、その昔は月が25日で地

球を回っていたのかな〜？

耳を換える事ができれば私が直接教え

なくとも８割くらいの教育ができたこと

●デフレ

ドフォンアンプ+ＤＶＤプレーヤー）も

す。折角製品を買って頂いても効果を出

せないのでは情けない限りです。この
ヘッドフォンアンプのセットは音質から
すれば20万円にも相当する製品です。

予算は高くなりますが、皆様のために

ギリギリの価格でお分けしています。

今はまだ生産が追いついていません

備の方法と思ってください。医者に行っ

が、年明けには量産体制に入る予定です。

てください。

ください。

人間は全て脳が命令しています。その

脳を正常化させる働きがこのシステムに
はあるようです。

「私はもう歳だから」とよく言います

が、人間の脳は歳を取るほどサボる所が
多くなります。必要以上に機能低下して
いる事が考えられます。

頭の先から足先まで元気にする大きな

効果があると考えてください。

【再生機材について】

会報で何回かお伝えしていますが、こ

のシステムはヘッドフォンとＣＤの音質
を揃えてあります。音響特性がピッタリ
合う事が効果を上げる最大の秘訣です。
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是非このＣＤプレーヤーセットをお持ち
ヘッドフォン・アンプの項→Ｐ９をご

覧ください。

【トレーニング方法の変更】

各BOX製品の取り扱い説明書にはそ

の 種 類 に よ っ て18日 か ら20日 間 を ト
レーニングして、４ヶ月休んでください
と記載しています。

こうすると忘れて宝の持ち腐れになっ

てしまいます。またこういう時こそ使っ
て欲しい、というときにも休み期間を厳
格に守っている方もおります。

そこでどの製品も下記のように統一い

たします。

トレーニングは

❶合計20時間、その後、維持のために。

前回２回にわたりご紹介しました首コ

❷週に１回、15〜20分程度、曜日を決

リ、肩コリ解消の運動ですが、その後も

❸次回のトレーニングは４ヶ月から半

いたします。

めてトレーニングをしてください。
年後に再開します。

トレーニングの期間は約１ヶ月の間に

20時間、なか日を作ってお休み頂いても
構いませんし、またなか日に自然音ＣＤ
を20分程度聴いて頂いても効果的です。

これまでご紹介した運動の中で効果的

だと思う運度の中から効果的と思う方法

を組み合わせて、歩く時、エレベータの中、
肩クロール

フィンなどのホルモンを活発にするとこ

でやっています。

めしますが、トレーニング期間が決まっ

肩バタフライ

で眠りやすいＣＤを見つけて頂いて、条

に手を置いて、

薦めしています。

をやる如く、両

これまでも多くの方のお役に立ってい

ます。

毎回「自然音日記」で書いている通り、

現在私はホ

椅子の肘掛け

ームページ製

肩でクロールを

の 開 発 と、こ

します。次は反

れる方が多くなっています。勿論このシ

件反射的に眠りにつく、という方法をお

ろうとは思っていました。

作 と、英 語 版
の会報製作と

回 〜15回、 回
対回し。

ていますので、その期間中に自然音ＣＤ

葉山先生の開発ですので優れた製品だ

す る よ う に10

うってつけの自然音

ろから、まずトレーニングセットをお薦

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。

に両手をかけて

【自然音ＣＤのお薦め】

ステムはメラトニンやベーターエンドル

【ＣＬＧＧ】
目のサプリメント

私が有効と思う運動をもう一度、ご紹介

睡眠障害やウツっぽい方にも
最近睡眠が…という悩みで伝聴研に訪

【 新 製 品 】紹 介

私は入浴時に風呂桶に手をかけて中腰

追 わ れ、疲 れ
目 が 酷 く、悩

んでいました。代理店からの紹介で、
この

CLGGを一錠飲んだ所、１〜２時間で疲
れからくる目の痛みが取れたのにはビッ
クリしました。

有名な商品ですのでご存じの方もいる

同じく肘掛け

と思います。

特にお薦めなのは、老眼や長時間のデ

肩でバタフライ

スクワークによる疲れ目の方など、目の

肩を同時に前回

わなくなったなと感じた方にお薦めで

水晶体の調整機能が低下し、ピントが合

転させます。

気持ちが良い所はしばらく負荷をかけ

す。丁度、私にも適合。

早めのケアと継続が目の健康維持に役

過酷な珍道中を繰り広げながら、どう

て止めてみましょう。

立ちます。

苦労し、製作したＣＤ類です。価格には

回。

ン」を含有した健康補助食品。

やったら本物の自然音が録れるだろうと
反映できずに割に合わない苦労もありま

次は反対回しです。同じく10回〜15

主成分に目の健康を考えた
「クロセチ

12,600円 → 今 回 の み10,500円
（税

すが、皆様のお役に立ちたいという一心

バンザイで右左

込み）

どうか多くの方に使って頂きたいと思

手を組みます。

【ローションとクリーム】
マンモイスト・ローションとクリーム

バンザイをして上で

で録音旅行に出ています。

体を反らせて右、左

います。

と曲げます。

《特集2》
【肩、首のコリ解消法No.4】

首、肩こりが慢性化してくると脳への

血流が悪くなり、聴力、耳鳴り、視力、
の衰えの自覚が出てきます。

脳の血行は健康の基。聴覚トレーニン

グで血行を良くしても、日頃の生活習慣
を若い頃のように取り戻す事はたいへん
です。特に年齢が高くなるに連れ、体を
動かす事も少なくなってきます。
２、
３ヶ
月かけて柔らかくしましょう。

当初、
単なるヒ

ア ルロ ン 酸？ と

歩きながら足と反対

思っていたとこ

側に曲げながら行ってみましょう。肩、

ろ、それどころで

背中に負荷をかけなが

はないことが判

ら行うのがコツです。
上に上げた手を組み

替えてみましょう。

くれぐれも無理のな

いようにしてくださ
い。

明。冬いつも苦し

む 足、体 の 痒 み。

これまで使っていたものよりはるかに良
い事が判りました。もう手放せなくなり

ました。顔につけると男の私でも実感。
今
回のみの特売価格。

マンモイスト・ローション8,500円→
〃

無理をしないように自宅でのストレッ

チ運動を日課にしましょう。

4

6,800円

クリーム9,000円→

7,200円

（９ページへ→）

トレーニングＣＤ 40分盤・35分盤
◆40分トレーニングCDシリーズ
このシリーズNo.1〜No.４までは60分盤をより効果的にし、40分に圧縮したものです。約20分前後でハーフポイン
トである知らせが入っています。この20分間で35分CDと同等の効果が得られます。

★No.1《夏の夜空》レベル.1
脳力開発の基本CD。
花火の音と王宮の花火の絶妙な競演が、脳を刺激。
①〜⑥ヘンデル
王宮の花火の音楽
⑦ガーシュイン
サムバディ・ラブズ ミー
⑧ドビッシー
月の光がそそぐテラス
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑨ヘンデル
La paix
⑩ヘンデル
王宮の.花火=スターウォーズ
⑪ヘンデル
「セルセ」〜ラルゲット
⑫チャイコフスキー クルミ割り人形"金平糖の踊り"
⑬自然音
《山里の鈴虫》

★No.2《水の戯れ》レベル.2
脳力開発の基本CD。
超高周波音が含まれる爽やかなセセラギの音で脳をリラックス。
①ラベル
"水の戯れ"
②ショパン
夜想曲第8番 変ニ長調Op.27-2
③シュトラウス.Jr 「元気にやろう」Op.386
ブランデンブルク協奏曲第2番-1 BWV.1047K
④J.S.バッハ
⑤シュトラウス.Jr ポルカ「恋人たちの戯れ」Op.399
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑥テレマン
組曲イ短調より パスピエ:1&2
⑦チャイコフスキー クルミ割り人形"葦笛の踊り"
⑧グラナドス
詩的な情景"マルガリータの歌"
⑨ローゼンミュラー トリオ・ソナタ ホ短調 第5楽章
⑩グラナドス
詩的な情景より"エヴァとワルター "
⑪自然音
《湖畔の朝》

★No.3《風のうた》レベル.1
脳力開発の基本CD。
風の音 、水の音 、鳥の声に癒されます。狩猟 、採集の時代のタイムマシン。
①〜⑤シューベルト
⑥シュトラウス.Jr
⑦フォーレ
⑧シュトラウス.Jr

八重奏曲4楽章より
ワルツ[クラップフェンの森で]Op.336
劇音楽「シャイロック」Op.57〜夜想曲
行進曲「フランツ・
ヨーゼフ皇帝万歳！」Op.126
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑨自然音
《八ヶ岳の鳥の饗宴》
⑩メルツ
吟遊詩人の調べ[妖精の踊り]
⑪ヘンデル
クラヴィア組曲 第8番[クーラント]
⑫ボロディン
弦4重奏.第2番.第1楽章
⑬自然音
八ヶ岳 [風と木ずれ]

★No.4《波に遊ぶ》レベル.3
高度な感覚を養うためのトレーニングＣＤ。大きな周期の揺らぎが
心を癒す。やはり太古の昔は海なのか。精神 、肉体の原点を味わう。
①ＪＳバッハ
コラール「主よ、人の望みの喜びよ」BMV.147
②サティー
3つのジムベティ第1番
③モーツァルト
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」K618
④トレルリ
５声のソナタ 第1番～ Grave
⑤アーン
ガボット
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑦シュトラウス.Jr
ワルツOp.167（ただ一度の人生）
⑧ドビュッシー
前奏曲第1集  亜麻色の髪の乙女
⑨ヘンデル
合奏協奏曲op.6 No.4-4
⑩ローゼンミュラー トリオソナタ  ホ短調  第1楽章
⑪ペルナンブーコ
かゆみ粉6

★No.5《思い出》レベル.2
2014年夏発売予定
昔懐かしい、どこかで聴いた事がある曲ばかりを特集。
傳田の若かりし頃、イベントの団体のサンプルと
して製作した曲を取り出して製作しました。決して
自慢できる演奏ではありません。傳田の演奏と傳田
のアレンジもあります。（盤面は参考）
ジョプリン・ペルナンブーコ・乾杯の歌・バッハ・ヘ
ンデル、他

★No.6《山の香り》レベル.2
山の香りが漂う、自然への回帰。
レベル.２のトレーニングCDシリーズ第３弾。
①スメタナ
②ガーシュイン
③シュトルツ

"ワルツ"
《ライザ》
君はわが心の皇帝たれ
〜お気に入りの家来〜
④クロンマー
6つの行進曲? No.5
古典舞曲.第2組曲[ベルガマスカ]
⑤レスピーギ
⑥ローマン
ロイヤル・ウェディング（プレスト）
⑦ダウランド
タールトンの復活
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑨グラナドス
詩的な情景"バラの踊り"
⑩ショパン
ピアノ協奏曲第1番 第２楽章より
⑪自然音
《富士山麓の鳥》
⑫R-コルサコフ
《熊ん蜂の飛行》
⑬ルビンシュテイン ヘ長調のメロディ op.3-1
★⑭自然音
《富士山麓の鳥》

★No.7《大地を焦がす》レベル.3
より上級の感覚を養うためのレベル.３のトレーニングCD。強力な
超音波が出る焚き火の音で脳をより活性化。目 、耳 、鼻もスッキリ。
①モーツァルト

ピアノ協奏曲第21番ハ長調
K.467 第2楽章
②シュトラウス.Jr 「雷鳴と電光」
③レーガー
J.S,Bach主題による変奏曲と
フーガより
④スメタナ
メヌエット 変ロ長調
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑥チャイコフスキー 眠りの森の美女より「パノラマ」
⑦シュトラウス.Jr
パリのポルカop.382
⑧自然音
《崩落》
⑨バッハ
チェンバロ協奏曲第5番ヘ短調
BWV1056〜Largo
⑩自然音
《焚き火》

★No.8 未定 レベル.3
製作中 、完成未定
より上級の感覚を養うためのトレーニングCD
超音波まで出ているセセラギを中心に音楽を加工

★No.9《森のお話》レベル.1
モーツァルトやポルカを口ずさんで森を散歩。
変わった鳥やセセラギのお出迎え。基本トレーニングCD。

★No.10《ふるさと》レベル.3（スリープリスニング）
虫の音・波の音・セセラギなどが入った、落ち着いた内容。
クリスマス・オラトリオBWV.248〜第10曲 シンフォニア
①J.S.バッハ
②ボロディン
弦楽四重奏曲第2番ニ長調 1楽章
③バッハ
チェンバロ協奏曲 第5番-2 BWV,1056 Largo
④ガーシュウィン《私の彼氏》The Man I Love
⑤サンサーンス 動物の謝肉祭より《水族館》
⑥ヘンデル
水上の音楽より 9.Alleglo Moderato
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑧自然音
《石垣島の海》・
《富士山麓の虫》
⑨マクダウエル 森のスケッチOp.51《昔秘かに逢った場所で》
⑩シュトラウス.Jr 想い出 ポルカ Op.162
⑪ラベル 組曲
ダフニスとクロエ No.2《夜明け前》より
⑫ペルナンブーコ 《鐘の響き》

①バッハ
②モーツァルト

シンフォニア ト長調op.6-1 1楽章
クラリネット三重奏曲 変ホ長調
K.498 前半
③ソル
私のほうへ第一歩Op.53*2
④自然音 山の風景6 《ミソサザイのディスプレイ》
⑤レーガー
モーツァルトの主題による
変奏とフーガより[主題]
⑥スメタナ
Loulsa's Polka
⑦自然音
《オオジシギの急降下》
ーーーーーーーーハーフ・ポイントーーーーーーーー
⑨メンデルスゾーン 無言歌 第44番「追想」Op.102-2
⑩E.シュトラウス
Mit Damp,Polka schnell,Op70
⑪ガーシュイン
３つの前奏曲 第3番 /3 Preludes No.3
⑫ツィーラー
フランス風ポルカ「夜ツバメ」Op.417

《ブレインシンフォニー》CD 6枚セット
No.1《浄化》
（Grave）/計44:23（《Purification》Brain Force）
バッハ：マタイ受難曲を中心に、バッハ後期の作品を集め、波の音で心を洗い流してくれる、珠玉の名曲選。きっと涙がと
まらないことでしょう。

No.2《内省》
（Adagio）/計42:07（《Healing》Brain Force）
ドビッシーとラベルを中心に、幻想的な曲を集め、虫の声と共に、幻想的な世界をさまよう事でしょう。

No.3《飛翔》
（Animato）/計41:45（《Creating》Brain Force）
明るい様々な曲を集め、鳥の声の自然音。
浄化され、自分に向き合い、心が解放されたら、この明るい曲集で羽ばたきましょう。
★サービスCD《郷愁》付（昔懐かしい聞き覚えがある曲集と自然音のコラボレーション）

◆35分トレーニングCDシリーズ
大人から幼児までお聴き頂けるように製作した傑作盤の七曜精シリーズ

★「月の精・Moon」
月の精が癒す、ちょっと大人向きのDCサウンド
①ドビュッシー
「月の光」ベルガマスク組曲より
②Ｊ.シュトラウスⅡ ポルカ マズルカへの招待
前半、後半
③ベートーヴェン
ピアノソナタ「月光」より第1楽章
④ヘンデル
クラヴィーア組曲7番 第5楽章ジーグ
⑤モーツァルト
弦楽５重奏 第1番 4楽章より
⑥ヘンデル
合奏協奏曲第4番
★⑦ガルデル
想いの届く日

★「水の精・Mercury」
水の精と戯れる、懐かしい匂いのDCサウンド
①ラベル
②J.シュトラウスⅡ
③JシュトラウスⅡ
④J.S.バッハ
⑤グラナドス
⑥ガーシュイン
⑦ドビュッシー

水の戯れ
ポルカ「元気にやろう」
ポルカ「恋人たちの戯れ」
ブランデンブルグ協奏曲第2番－1
詩的な情景第2集
「マルガリータ夕歌」
ストライク アップ ザ バンド
前奏曲第2集「水の精」、
雨に鳴く鳥より

★「金の精・Venus」
金の精がその存在を主張する、金管のDCサウンド
①Ｃ.レーマン
「超特急列車行進曲」
②Ｍ.Ａシャルパルティエ
陽気な羊飼いはどこに行くのか
③ヘンデル
合奏協奏曲より
④スメタナ
わが祖国より「ボヘミアの森と
草原から」後半
⑤ガーシュイン
「アイ ガット リズム」
⑥J.シュトラウスⅡ オッティンガー騎兵行進曲
⑦グラナドス
「草原へ」
⑧マクダウエル
「荒野のバラ」
⑨グラナドス
詩的な情景第2集
「遠い土地の思い出」
自然音 深山の伏流水より

★「火の精・Mars」
火の精を躍動させる、雷鳴と稲妻のDCサウンド
①J.シュトラウスⅡ ポルカ「雷鳴と稲妻」
②ヘンデル
王宮の花火の音楽
（序曲上中下、ブーレ、歓喜、
メヌエットⅠ＆Ⅱ）
③シューマン
小さな練習曲
④ヘンデル
王宮の花火の音楽（平和）
自然音 夏を彩る花火、キャンプ地の夕げ

★「木の精・Jupiter」
木の精と対話する、力が蘇る木管のDCサウンド
①ヨゼフ・シュランメル
②J.シュトラウスⅡ
③シューベルト
④フォーレ
⑤R＝コルサコフ

機嫌よく
クラップフェンの森で
八重奏曲第４楽章より a,b,c,d,e
劇音楽「シャイロック」～夜想曲
歌劇「サルタン皇帝の物語」
～熊ん蜂の飛行
⑥ドビュッシー
前奏曲第２集「枯葉」
⑦メルツ
吟遊詩人の調べ、
「妖精の踊り」
自然音 ミソサザイのディスプレーより

★「土の精・Saturn」
悠久の大地を行くDCサウンド
①C.レーマン
「超特急列車行進曲」
オッティンガー騎兵行進曲 Op.83
②シュトラウス.Jr
③Ｍ.Ａシャルパルティエ
陽気な羊飼いはどこに行くのか
④グラナドス
「草原へ」
⑤ヘンデル
合奏協奏曲より
⑥マクダウエル
「荒野のバラ」
⑦スメタナ
わが祖国より「ボヘミアの森と
草原から」後半
⑧グラナドス
詩的な情景第2集
「遠い土地の思い出」
⑨ガーシュイン
「アイ・ガット・リズム」

★「日の精・Sun」

★「海の精・Neptune」

日の精がゆとりを与える、くつろぎとやすらぎのDCサウンド

海の精が導く、母なる海への回帰DCサウンド

①J.シュトラウスⅡ 行進曲
「フランツ・ヨーゼフ皇帝万歳」
②ショパン
ノクターンNo.8
③J.シュトラウスⅡ 「ただ一度の人生」
④J.シュトラウスⅡ 「サン・スーシ・ポルカ」
⑤テレマン
組曲イ単調よりパスビエⅠ＆Ⅱ
⑥アルビノーニ
オーボエ協奏曲二短調より
⑦ペルナンブーコ 「かゆみ粉」

①Ｊ．Ｓバッハ
②モーツァルト
③ドビュッシー
④ガーシュイン
⑤グラナドス
⑥フォーレ

ある山の風景より

コラール「主よ、人の望みと喜びよ」
モテット「アヴェ・
ヴェルム・コルプス」
前奏曲集 第2集
月の光がそそぐテラス
サムバディー ラブズミー
詩的な情景第1集～子守歌・
エヴァとワルタ・ばらの踊り
子守歌、ヘンデル／「セルセ」
、
ある海の風景より

自然音ＣＤ

ある山の風景
①ある山の風景
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

ある山里の風景

（北八ヶ岳の伏流水/他）
（富士山麓/深夜の山小屋での雨）
（奄美大島の果樹園で騒ぐ鳥/他）
（北八ヶ岳/富士山中の鳥）
（広葉樹林の通り雨）
（アカショウビンの飛来/他）

①ある山里の風景
②牧場の夜明け
③裏磐梯の夜明け前
④檜原湖へ注ぐ
⑤草原の一日
⑥夏の草原
⑦草原のセセラギ
⑧夏の思い出

音の風景
①鳥のオーディション
②珊瑚のささやき
③深山の伏流水
④珊瑚の島
⑤オヒルギの実が漂う海岸
⑥リーフを超える小潮の海
⑦砂の舞 奄美大島
⑧珊瑚の海岸 奄美大島
⑨南国の響き 奄美大島
⑩ヤブサメのさえずり
⑪草原の早春

（初夏の富士山中）
（海①を含む）一トラック
（山①を含む）一トラック
（南の島）海⑤⑥⑦の一トラック
（西表島）
（石垣島）
（奄美大島）
（奄美大島）海❽を含む一トラック
（奄美大島）
（裏磐梯）
（ひばり 子鹿 アカゲラ等 傑作）

（山寺の水琴窟/水車がある風景）
（朝霧高原の朝）
（裏磐梯にいる絶滅危惧種の珍しい鳥）
（セセラギと鳥のさえずり）
（草原の一日の音を収録、変化が…）
（伊豆高原の広大な草原）
（草原に点在する湿地帯のセセラギと虫）
（水琴窟、諏訪湖の花火、鳥、虫の音）

ある海の風景
①穏やかな海
②荒海
③マングローブから砂浜へ
④《荒海ー 2》奄美大島の海
⑤珊瑚の響き
⑥春の波音と虫の声
⑦奇祭の島

（珊瑚が囁く、静かに打ち寄せる波音）
（海岸に打ち付ける太平洋の荒波/他）
（マングローブへ寄せる静かな波音、アカヒゲ）
（海音でピンクノイズ効果!勿論聴くことも可）
（珊瑚が集積した無人島で一泊、珊瑚海岸の波音）
（波音とマングローブで鳴く虫を録音）
（照りつける真っ青な空、海は輝いている）

パワーサウンドの音

（ゼロ磁場で有名な分杭峠の音）
《分杭峠の気音》
《葦原神社と大池の気音》（分杭峠を通り超した大鹿村の気音）

パワースポットの音

《パナリ島の海》
《富士山の森と聖祠》
《久高島のウタキ》

（島内立ち入り禁止、奇祭の島）
（富士山麓の）
（琉球王国の神ノ島）

自然の中のモーツァルト
自然音の中に静かに流れるモーツァルトの秘曲。飽きの来ない
リラクゼーションの最高峰

朝「高原のコンサート」（裏磐梯、富士山麓、北八ヶ岳）
昼「せせらぎのコンサート」（裏磐梯､南アルプスにて収録）
午後「森のコンサート」（裏磐梯、富士山麓、北八ヶ岳、南ア）
夜「海辺のコンサート」（先島諸島、八重山諸島にて収録）

郷愁
誰もが聞き覚えある、昔懐かしい曲を集めて自然音と
コラボレーション。人気のCD

伝聴研行 FAX:045－439－5956

ご注文日：

年

月

会報20号注文書

注文受付期間： 2013年12月1日～ 2014年１月末日まで
※お届けは1週間～ 10日ほどかかります。会報ご注文の指定日配達は出来ません。
※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

トレーニングＣＤ→ご希望のＣＤ名を備考欄にお書きください。
［会員特価］35分CD１枚8,000円→7,200円 40分CD１枚11,000円→9,350円
自然音ＣＤ→ご希望の
「ＣＤ番号」
又は
「タイトル」を、
「お任せ」は必要枚数を
備考欄にお書きください。
１枚3,610円
３枚10,500円
５枚17,000円
10枚32,500円
パワースポットCD パワーサウンドCD
１枚6,100円 ２枚以上＝１枚5,800円 ５枚組28,000円
自然の中のモーツァルト５枚組15,000円→14,250円 郷愁3,950円→3,750円
４

９

⇨￥

CLGG（シーエルジージー）

¥10,500

マンモイストローション6,800円

クリーム7,200円

○を付ける

ヘッドフォンアンプセット標準品
（本体価格は19,800円）

￥24,100

ヘッドフォンアンプセットUSB付
（本体価格は29,800円）

￥33,600

２チャンネルアンプセット

○をする→スピーカーの色（ 赤 ・白・ 黒 ）

￥205,800

４チャンネルアンプセット

○をする→スピーカーの色（ 赤 ・白・ 黒 ）

￥244,500
￥11,000

《デンダック》（アダプタープレゼント）

￥10,500

《ブレインシンフォニー》CD６枚＋
「郷愁」
セット（ヘッドフォンなし）

￥46,550

ヒスクリーナー

￥5,035

ダイヤフィンガード
（スプレータイプ）￥1,400
ダイヤフィンガード
（補充液 100ml）￥2,500

セット価格（スプレー＋補充液）
￥3,600

ダイヤフィンガード
（ペーストタイプ）

￥6,650

不思議な石鹸 ○をする↓
１個（￥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（1個¥1,400）
超ミネラル水 「岩の力」2L

１本目
（￥9,000）／ ２本目から（￥10,000）

超ミネラル水 「岩の力」500ml
入浴剤 「アクア」700ml
でんでん米
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計

⇨￥

別売スピーカースタンド三脚型２本

10

数量

1パック294円

￥2,600
１本目
（￥5,000）／ ２本目から（￥6,000）

10パック以上ご注文の単価275円

《音楽療法元年》1,575円

《窓》1,050円

夢21 ９月号600円 10月号590円
各１点３冊まで
（先着100名様）

壮快11月号630円

←○で囲む
←○で囲む

※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

送料
合計

フリガナ
ご住所

お 名 前
TEL:
お届け日
時間指定
お支払い

FAX:
□ 平日

□ 土曜指定

e-mail

□ 日曜指定

＠

□ いつでも可

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）
□ 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

㈱傳田聴覚システム研究所

電話 045－439－5955

FAX 045－439－5956

日

音響製品のお薦め
【ＣＤプレーヤーセット】

上記Ｐ．
３でご説明した
〈ＣＤプレーヤ

ーセット〉
です。

異の音質と喜んで頂いています。

税込み205,800円

写真下はDVDプレーヤー専用

会員セット価格は24,100円

写真上はUSB端子付。

（スピーカーの色は赤、
白、
黒）
別売スピーカースタンド

（以前サービス品で付属

これは詳しく説明すると判らなくなる

《ヘッドフォンアンプ＋《デンダック》

させていた、つり下げ型の

できるヘッドフォン用の最高級のＣＤプ

からも音を出

くない事が判りました。音

方がいるのでトレーニングや音楽が再生

「パソコン

レーヤーと覚えてください。

せ た ら 」と い
う要望に応え
が、
写真上の製品です。

て開発したの

バナナスタンドは音質がよ
質の関係上）下記を使って
ください。

三脚型軽量スタンド２本

つまりヘッドフォン・アンプと《デンダ

ック》
の組み合わせです。

USB付きヘッドフォンアンプ本体価格
写真のようにＤＶＤプレーヤーにヘッ

ドフォンアンプを接続、ＤＶＤプレーヤ
ーにＣＤを入れて、
再生。

現在、
今製造が追いついていません。
半

月遅れの納品で皆様にはご迷惑をおかけ
しています。ようやく年始あたりに量産
の目処が立ってきましたので、在庫が持
てるようになると思います。

この両製品とも、伝聴研の主力商品の

29,800円

【アンプ＋スピーカーセット】

以前からご案内している12面体用ス

ピーカーとアンプも同じく、長い間製造

が追いつかず、ご迷惑をおかけしていま

すが、
これも年明けに量産の見込みです。
12面体スピーカーの最高の音質が楽し
める他、
勿論ＤＶＤからの入力も。またヘ
ッドフォンの音質も最高ランクです。

11,000円

《デンダック》

コンピュータ

で聴覚トレーニ
ングＣＤを再生
させる時の必需
品。

勿論一般の音

楽も超高音質で楽しめます。「何と素晴
らしい音…もう離せない」

一 般 価 格12,600円 → 会 員 価 格

11,970円ですが、

キャンペーン特別価格10,500円

（お求めの方全員にUSBアダプターをプ
レゼント）

一つになりました。

特にヘッドフォンアンプはトレーニン

グには欠くことができないものになって

【オプショントレーニングCD】

現在推薦できるＣＤプレーヤーは３万

気分が沈んだ時や不眠で悩まれている

《ブレインシンフォニー》

います。

円以上の製品ですので、
世界最高音質で、
セット価格24,100円はバカ安です。

20万円のヘッドフォン・アンプより高

音質です。

ご自宅のＤＶＤプレーヤーに接続も可

能ですが、部屋に移動したいという要望

12面体スピーカー＆

４チャンネルアンプセット

（スピーカー２個付属の価格／スピーカ
ーの色は赤、白、黒）

（通常筐体） 244,500円

が多いためにＤＶＤは安価な製品でも使

で最高級のＣＤプレーヤーになります。
（光端子

ちらも可
能）

買って

頂いた方
からは驚

大きな成果の報告を頂いています。

今年の始め頃から精神科、内海聡先生

のTokyo DD ClinicのNPO法人 薬害研
究センターで使って頂いています。ここ
には伝聴研を信頼して下さる会員がい
取り入れて下さっています。

写真上か下の、このヘッドフォンアンプ

ル端子ど

たこの《ブレインシンフォニー》
。

て、積極的にトレーニングを患者さんに

えますので、4,800円で斡旋しています。

かデジタ

方、鬱（うつ）っぽい方のために製作し

（４チャンネルにするにはスピーカーは

合計４個必要です。別売スピーカー、２個
１セット126,000円）
12面体スピーカー＆

（２チャンネル）ステレオ アンプセット
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驚異的な効果だという報告を頂いてい

ます。

この《ブレインシンフォニー》は目的

をハッキリさせていますので、セット販

不能。

雨の日が困ります。ウィンドーを手で

持ち上げながら締めますが、また下がっ
てしまうという繰り返し。

もしかすると、と思って、このダイヤ

売しかできません。

フィンガードをウィンドーとゴムに吹き

は差し支えありません。

上スムースに動いています。同じくサン

勿論、能力開発としても使って頂く事

昔懐かしい曲を網羅した音楽ＣＤ《郷

愁》付。

標準トレーニングヘッドフォン付き

セット

かけてみました。１回だけでもう半年以
ルーフの不調も解消。

勿論眼鏡にも、ガラス製品全てつるつ

るです。

前回はスプレータイプとペーストタイ

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。

１本

1,400円

《接点改質材》会員価格

6,650円

スプレー1,470円→
補充液100ml

ペーストタイプ

2,500円

【不思議な石鹸】

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。

頭は馴れないと痒みが出ますが、頭、

標準ヘッドフォン63,080円

プをご紹介しました。電極（接点）には

顔、全てこれ１つで全身を洗えます。

ＣＤ盤６枚＋「郷愁」付。（ヘッドフォ

ストタイプは使い難いので、これをスプ

屋の浄化作用もあると提言する不思議な

会員価格

《ウルトラ》ヘッドフォン94,050円

ンなし）

会員価格46,550円

（ヘッドフォン付きセットをご希望の方
は備考欄に）

《社外品

このスプレータイプは少し薄いし、ペー
レーの中に溶かし込んで使っています。
布袋入りの小瓶だったら３分の１くら

部屋の四隅に１つずつ置いておくと部

人が作った不思議な石鹸。

い、100mlなら全部入れてしまいま
す。

解けにくいです

推奨新製品》

【ヒスクリーナー】

一時入荷が突然ス

トップしてしまい、
多くの皆様から注文
を頂いたにも関わら
ず発送が出来ず大変

が、使う度に振っ
て、便利に使ってい
ます。

ナノカーボンでは

４ナノ、フラーレン

というダイヤの丸い微粒子、世界最小。
以前は化粧

ご迷惑をおかけいた

品にのみ使わ

今後多分入荷可能

価、貴重なも

しました。

だとは思いますが、
少し心配していま

僕は歯間ブラシに付けています。
会員価格

5,035円

伝聴研通常会員価格2,000円
1,500円

５個7,300円

10個14,300円

30個以上１個につき1,400円

のでした。

キャンペーン期間中は何回でも。

けて軽くふきとっていただければＯＫで

ず虫の殺菌、臭い消し、痒み止め。

す。肌がつるつる。

７個10,150円

ました。

うがい、歯周病予防、怪我の殺菌、み

一般市販は伝聴研だけが扱っていま

１個

使い方

早めの注文をお願いいたします。

12,000円で販売しているという）

キャンペーン価格

れていた超高

す。

今回150本入荷し

（エステでは３倍くらい、中には

脂分を（洗剤等で）取ってから吹きか

【通常取り扱い製品】

接点には微量塗るか、先のスプレーな

「知っておいて欲しい」
【超ミネラル水「岩の力」】2リットル

使った所には、皮膜ができますので、

けないのが残念で

す。

ら一吹き。

から拭きで綺麗になります。

【ダイヤフィンガード】
Diafinguard

これも詳しく書

す。

成人病予防に是

非皆さんに知って
頂いて、いざと言

凄い性能！

うときに思い出し
て頂きたいと思う

前回から取り扱いを始めたこの商品。

一心です。

ちょっと閃いてこんな使い方を。

何に効果がとい

私の録音の友、デリカも古くなって運

うことは個別にお

転席側のウィンドーが締まりにくく修理
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答え致します。お問い合わせください。
毎回ご紹介している「岩の力」。
通常価格10,500円

１本目のみお披露目価格9,000円。

２本目からは会員価格10,000円

高ければ勧めませんが、これまでの経

験から言える事は「本物は安い」と言う

をお届けしたいために、今後会報の時

月号に快眠の特集で私が

品切れご容赦！

録になりました。約25分

聴研システムに

2,600円

不良の時は甘くおいしく感じます。美味

ネラル成分の入浴剤

ですが、飲めませ
ん。

温泉に入っている

以上の効果を実感！

11月号には耳鳴り、めま

さいました。

ニングＣＤが付録になり

展望社

伝聴研でも「自然の中のモーツァル

すれば、このＣＤは最高です。

注文の際にお申し込みください。
ＣＤ「自然の中のモーツァルト」
４枚組み会員価格

14,250円

す。前々回のゼロ磁場の記事を読んで下
の方が、「窓」
という本に掲載
して下さると言
うことで投稿、
10月20日に本

おなじみのでんで

になりました。
ゼロ磁場につ

玄米と黒米のミッ

いて少し詳しく

そのままでも、電

書きました。「窓」に興味がある方はお

も、大豆の副食と味

1,500円→1,050円でお分けいたしま

会員価格１パック

申し込みください。

294円

10個以上は１パック

275円

※「でんでん米」等の食品は新鮮なもの

税込み

い）

1,300円（書店でお求め下さ

これらのトレーニングＣＤは皆様のト

できていますが、皆さんお持ちのトレー

ん米。

保存食にもうってつけです。

容で付録になっています。

さった明窓出版

【でんでん米】

い。

本）「視力回復」という

タイトルで10月号の特集とほぼ同じ内

レーニングＣＤの１つとして使って頂け

２本目からは会員価格6,000円。

噌汁でほぼ完全食。玄米にしてはおいし

してムック版（雑誌大の

会員様に出版関係の方が何人かおりま

6,300円を１本目のみ5,000円。

子レンジで温めて

630円

かさ出版から目の特集と

ツァルトの効果を狙って作ったものでは
ありません。モーツァルト効果があると

税込み

さらに10月末に先のわ

てＣＤを製作していますが、これはモー

らしいデトックス効果。私はもったいな

クスの健康食です。

ました。

ト」という自然音とモーツァルトを重ね

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

いので３分の１ずつ使っています。

い難聴、の特集でトレー

1,575円

すっかり定着した優
れた製品です。素晴

590円

検証し、その結
果を本にして下

体調の良い時は渋く酸っぱいが、体調

税込み

また同じく「壮快」の

ついての効果を

今回のみのお試し500mlの岩の力

「岩の力」と同じミ

ました。

和合治久氏が伝

色白になるようです。

6,300円

ニングＣＤが付録になり

名な埼玉医大の

なったわ」と感激の電話を頂きました。

「アクア」700ml

号には目の特集でトレー

モーツァルト

うです。先日「今、肌はとっても綺麗に

600円

同じく「夢21」の10月

の音楽療法で有

やっぱりシミ、ソバカスに効果的なよ

【入浴剤スーパーミネラル】

税込み

新刊紹介

成人病の予防の強力な味方。

庫で長期保存できます。

入っています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ことです。

しい時は倍くらい飲んでください。冷蔵

製作した自然音ＣＤが付

期だけの取り扱いにさせて頂きます。

す。５冊限り

ます。普通のヘッドフォンで聴くように
ニング用のヘッドフォンと高性能ＣＤプ
レーヤーでトレーニングをして頂けば伝
聴研のトレーニングＣＤと同じ効果が出
ます。

１枚が約25分ですので、２誌を手に

入れればトレーニングCD１枚を持つの
と同じです。

なおこのムック版を省いた先の３誌を

100冊づつ在庫してあります。

買い損ねた方は注文してください。

もし伝聴研の在庫が切れた場合はムッ

クをお買いください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お知らせ

【耳よりな情報】
健康誌「夢21」と「壮快」

【《ウルトラ》ヘッドフォンについて】

わかさ出版の健康雑誌「夢21」の９
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《ウルトラ》ヘッドフォンが少しづつ

できるようになりました。

今は製品としてだけの生産で、まだ追

ビジネス化して数年後、ようやく業者

いついていません。

さんに頼めるようになりました。しかし

まちください。

ジが長年の大きな悩みの一つでした。

バージョンアップはもう半年くらいお

【処分品、展示品】

少々傷があります。

まったくうまく行かず、このホームペー
昨年末知り合った方から「１年後は全

部自分でできるようにしますから」とい

円で販売していました。各１台

左オンキョウ《ウルトラ》→18,000円

オンキョウ

ノーマル

4,500円

中、左=朝日《ウルトラ》12,000円
※電話にてお問い合わせください。

新ホームページ開設
このビジネスの初期（まだ個人事業者

年初は「窓」の原稿依頼に始まり、

識がないと作れないようになってしまう

直後トレーニング音を付録させたい

したが、全く逆で、HTMLという専門知

自然音を付録させたいという要請。
との事。

私の信念から、音源を外部に出す

詐欺にあった気分。

事はこの20年間しませんでしたし、

ろ、専門知識がなくともできる方法があ

難題で頭を痛めてしまいました。そ

また胃が痛む日々が続いていたとこ

ハイスペック化《ウルトラ》して37,000

オンパレード。

６月にはわかさ出版から「夢21」に

まう。
おまけにホームページは中途半端。

んにと、パソコン用の小型スピーカーを

今年はどういうわけか雑誌と本の

うことで大きな希望をもってお願いしま

し、検索してもまったく出なくなってし

以前、ヘッドフォンができないお子さ

《編集後記》

ると聞き、少しやってみた所、可能性が
あると確信し、１ヶ月集中して製作して
みた所、予想以上の思い通りの良いもの
が出来上がりました。

11月から運用を開始しました。今後、

最新の情報、その他必要な情報は全てこ
のホームページの最初に記載いたしま
す。

私自身が直接触れますので、その日の

うちに直ぐに情報を上げる事ができま
す。

是非「伝聴研」あるいはhttp://www.

さらに音源使用料の事もあり、無理
れがやっと終わったと思ったら、か
つてお世話になった壮快からもＣＤ
の要請…。

そして業者の対応に業を煮やして

ホームページを新たに自分で製作。
加えて英語版の製作。と仕事に追わ
れました。

今年はいったいどうなっている

の？

幸運なのか、試練なのか？

にもなっていない）今から約20年くらい

denchoh.com、でご覧ください。

簡単なホームページを製作していまし

ページのお問い合わせから注文を頂いた

来年の午年は、今年以上に

ことが決まっていて、画像と文章はまっ

します。
（１月末日まで）

飛躍の年を迎えましょう。

前ですが、ホームページソフトを使って
た。当時のホームページソフトはできる
たく別になるために殆ど文章だけの簡素
なものでした。その後忙しくなって、こ
のホームページも閉じてしまいました。

年末年始休業のお知らせ

平成25年12月28日㈯〜

平成26年１月５日㈰

定 休 日
営業時間

営業日、
時間

土日、
祝祭日

10時〜18時

ホームページ開設記念として、ホーム

方には自然音ＣＤを１枚プレゼントいた
但し、連絡先、支払い方法をハッキリ

明記してください。

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
催。
予約が必要です。
毎月第３日曜日

１月19日（第３）／２月16日（第３）
３月16日（第３）／４月20日（第３）

会員会報・第20号・2013.12月 発行
㈱ 傳田聴覚システム研究所

〒222-0013

ご友人をお誘いください。

※注文額、１万円未満は送料500円が
必要です。

横浜市港北区錦が丘11番17号

TEL：045-439-5955
info@denchoh.com
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５月18日（第３）／６月15日
（第３）

FAX：045-439-5956

http://www.denchoh.com

