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特

伝聴犬

集

※「ハイパーリスナー」
リオオリンピック銅メダルに
貢献
※腰痛体操 特集 第７回
※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。

三林先生曰く、
「シンクロの大阪の練習

しているプールに行ったのよ。そしたらリ

ズムに乗れてない数人がいてバラバラ」。

『私の家に来なさい』
と井村コーチを自宅

まで引っ張ってきて、“ブレインスイッチＢ

写真のように伝聴研システムがリオま

で渡り、シンクロナイズドスイミングの銅

メダルに貢献しました。

実は伝聴研会員の女優で大阪芸術大
メディア・芸術学科専任

教授の三林京子先生の紹介で昨年夏、
シ

ンクロナイズドスイミングの井村コーチか

ら伝聴研に伺いたいという電話がありま

した。

丁度その日は他の約束があってお会い

出来ず、残念に思っていました。もうチャ

ンスはないだろうと思っていましたが、今

年の７月初 旬、三 林 先 生から
『 明日の午

後井村コーチから電話があるから対応し

て…』。
という電話が入りました。

同時に聴けるように機械を改良して持っ

ていきました。
リズム感を養う事とプレッ

シャーを受け難くするプログラム内容にし
ました。

井村コーチが直々に出迎えて下さいま

ＯＸ”を聴かせたの」
「そしたら、エ〜こうい

した。早速機械をセットし、今後のために

クロには資金がない」。

くと、水の中の様子が見通せて、立ち泳ぎ

いから心配しないで電話しなさい』。

見学をさせて頂きました。

う事だったの」
「 是非使いたい」
「でもシン
『傳田さんはそんなことを言う人じゃな

シンクロナイズドスイミングに

学短期大学部

リオオリンピック・シンクロ銅メダル獲得のお礼のサイン入りマグカップ

と言うわけで、井村コーチから電話を頂

きました。

井村コーチは盛んにお金の事を心配さ

れていましたが、兎に角使って頂こうと、
ま

ず“ブレインスイッチＢＯＸ”４セットを大阪
の練習場に送りました。

リオ直前合宿のグァムでは聴覚トレー

ニングをしている暇は一切ない。
と言う事

で、帰国後の連絡を待っていました。

まもなくオリンピック開会式、
という頃に

「〜〜日から国立スポーツ科学センター

練習風景も見せてもらいました。地下に行

から競技に入る、それは凄い様をじっくり
井村コーチは、
テレビで見ている様と全

く同じ調子でやっています。

そっと帰ろうと井村コーチに静かに挨

拶をすると、選手全員が「ありがとうござい

ました」
と返してくれました。

一礼をして帰ってきました。

「リオまでの飛行機内の合計28時間は

何もすることがないので、その間に選手に

はしっかりトレーニングをさせます」
と、“ブ

レインスイッチＢＯＸ”を２セット、三林先

生のセットと共に、持って行ってくれまし

に移動して最後の仕上げをします。その時

た。

ニングをさせたいと思います」。と井 村

ど、
トレーニングをしない人がいるとリズ

なら時間がありますので、
しっかりトレー

コーチから電話が入りました。

それならスポーツセンターでは伝聴研

の最強ツールの“ハイパーリスナー”のト

レーニングをして頂こう。
と、
４人の選手が
1

全員がトレーニングをしていれば良いけ

ムが狂ってしまう、
と言う事が心配でなり

ませんでした。

シンクロのテレビ放送を全部チェックし

て、その日は明け方まで生中継を見ていま

した。

まずデュエットの演技では２人の演技が

「ズレないでうまく行ってくれ」、
と祈る思

との事ですが、私の方へはまったく連絡は
ありませんでした。

また僕が「浅田真央ちゃんに提供できれ

ラップが成り立ち難いのはそのためです。
具体的に言うなら

「子音から母音」
に向かって発音し、母音

いで見ていました。

ば」
と、昨年三林先生に話していたことを

の前は無声音や子音です。その無声音や

より、中国より演技のリズム感は余裕を感

うです。そしたらそっぽを向いていたとの

以前はAmericaという発音を伝聴研セ

りました。

技者には教えたくないとも話していた、
と

それは素晴らしいリズム感。ウクライナ

じられる表現力で、決勝では銅メダルにな
その瞬間三林先生から携帯に電話が来

て、私と２人で
「凄い！凄い！バンザイ！バ

ンザイ！」の興奮で30分もの電話。
この銅

メダル一つでも井村コーチの面目は保た

思い出してくれて、井村コーチに話したそ
事で、
さらに絶対にこのシステムは他の競

ミナーで手拍子をとってもらっていました。

言っていました。

ません。三つ目のeに手拍子がきます。かれ

何故か伝聴研システムは、音楽、語学、

体調、精神など、決定的な効果を上げた人

ほど、人への紹介がない事から、私は
「また

れたと、心から喜べた瞬間でした。

か」
と思いましたが、
やむなし。

にＮＨＫの放送を待ちましたが、朝の５時

ければ…。

ので衛星も入りませんでした。
とうとうテ

たら井村コーチから機材と選手の写真に

が、
３位の情報が入りました。

入っていました。
（ 残念ながら選手の写真

その後８人のチームの演技を見るため

まで待っても放送されず。出張先だったも
クニカルルーティーンを見そこないました

決勝は朝の３時頃でしたが、８人のフ

リールーティーンの演技の体の使い方は、
母音から子音へのリズムが全員しっかり
取れていて、それは余裕を感じさせる感動

ものの演技を披露しました。

夜中の３時に三林先生に電話するのは

さすがに憚られて、
メールをしたら、30秒

でもシンクロが銅メダルで
「よし」
としな

らの行動は必ず子音から動かし始め、母音
に向かうのです。

一方、
日本語は極めて瞬間的な子音と母

音の組み合わせで、一音一音符ですので、
母音に向かう予備運動が殆どありません。

手 紙が 添えられて、１人１人のサインが

は掲載できません）

マグカップ（冒頭の写真）にも全員のサ

インがありました。伝聴研の宝になりまし

た。12月より東京オリンピックに向けて

伝聴研システムの正式採用が決定しまし

た。

そこで日本人の動きはメトロノームのカ

チとなる所で慌てて動かす事になります。

ですから余裕が持てないのです。

それが音楽や運動に出てしまって、音楽

のリズムに遅れて慌ててしまうことになり

ます。

た！やった！」
の応酬。

音楽やスポーツでのタイミングは時速

300キロで走るF１レーサー並の判断力で

リズムや演技の大きさは僕が感じた事と

行っているわけです。
１つのリズムの遅れが

同じく中国より、ある部分では上回ってい

とんでもないミスに繋がるのです。

たと言う意見は同じでした。
２人とも責任

実はこのビジネスに入る前、私の著書

AmericaのAで手拍子を打つ事ができ

オリンピックが終わって１週間ほど経っ

も経たないうちに電話がかかり再び「やっ

を果たせた思いに胸をなで下ろしました。

子音から母音目がけて行動するわけです。

勿論聴覚システムの最強ツール“ハイ

パーリスナー”を合 宿 所に持ち込んでト

《火事場のバカぢから》

さらにアスリートは体力の限界に日夜訓

“日本人はクラシック音楽をどう把握する

レーニングをして頂きます。

練に励んでいます。

の動きの違いについての科学的証明が取

す。皆さんも応援よろしくお願い致します。

く動かすのには限度があります。

か”の研究の最中、日本人とヨーロッパ人

れないために、
ビデオレコーダー３台を日
夜、回しっ放しで外国人の演奏やダンスな

どの演技、オリンピックなどの競技を録画

しまくっていました。その比較の中の一つ

としてシンクロナイズドスイミングのオリ

全力を挙げてお手伝いしたいと思いま

【何故選手達のリズム感が⋯】
《母音と子音の関係》

詳しくは私の著書、“日本人はクラシッ

例えば100ｍを走る時に、人間の足を早
運動をあまりしていない人がいきなり走

ると、必ずつまずいて転んでしまいます。そ
れは足を動かそうという意思に対して脳が

ついてこないのです。

アスリートも多かれ少なかれ同じ事にな

ンピックを２回分録りためてありましたの

ク音 楽をどう把 握するか ” 現「 音 楽は何

ります。その限界をできるだけ高める必要

ていました。

したが、日本語には言葉のリズムとして一

くになるとなかなか越える事はできません。

を使う競技だけでも使ってくれたら素晴ら

言語のように厳格なリズムで喋るという習

で、その彼女らの動きの違いは良く理解し
このシステムが出来て以来、せめて音楽

しい動きになれるのにと常々思っていたの
です。

三林先生の方へは井村コーチから度々

電 話 があって、
「 今 後 伝 聴 研システムを

使って行きたいと感謝をしていてくれた」。

語？」、及び
「日本人の耳をひらく」
に書きま

つのまとまりはありますが、ヨーロッパの

があるわけです。
しかし人間の脳は限界近

私が子供の頃の話しですが、親戚の親

同士でこんな会話をしていた事を思い出し

慣がありません。
ヨーロッパ、
アメリカの言

ます。

どメトロノームに乗って喋る事ができます。

けが留守番をしていたときの事。

呼べるものがありません。

ために
（その親戚は農家でした）
「ウチの婆

語は四拍子、
ラテン語は８分の６拍子、な

日本語は伸びたり縮んだり、でリズムと
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亡くなった腰の曲がったお婆さんと孫だ
孫が井戸に落ちたのだ。
その孫を助ける

さんは、あの長くて重いハシゴを持って井
戸に下ろして孫を助けたのだよ」。

「人間というのは凄いものだ、まさに火

いますけど…」
と言ったところ。

「ああ、
あの会社、昔は良かったけど今は

ペラペラの音で聴けたものではない」
と言

事場のバカぢからというのはああいう事を

う事でした。

えています。

でも
「日本最高の自然音ＣＤ」
と言う事に

言うのだな」
と感心して話していたのを覚

力持ちでもたいへんな、それも３階にも

届くような木のハシゴを１人で持って、
ハシ

ゴを立てて、それを井戸に下ろして孫を登

と言う事は伝聴研の自然音は海でも山

なってしまったようです。

この会社はタワーレコードでした。

また最近も自然音を提供してくれないか

らせて助けた。
と言う事です。

という要請があり、
「 聴くだけでストレス・

のか。

２種類

では何で普段からこういう事ができない
それは体を守ためにある一定の限度の

力しか出させないように脳が体を保護して

痛みが和らぐＣＤブック」
マナーズサウンド

した。

平田小百合著などにも提供しま

いますが、生きるか死ぬかなどの緊急時に

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（ある程度解除させるにはかけ声を掛け

《フライパンと天ぷら鍋》

はそれを解除するわけです。

ながら行うと普段より１割くらい上の力が

でるという事です。）

アスリートはこの能力の限界を行ってい

て、
その能力を高めているわけです。伝聴研

前回の会報でご紹介したフライパンと天

ぷら鍋ですが、予想以上の注文を頂きまし

た。

製品化前に

システムはその脳に働きかけて今まで不可

発注していま

能であった限界ギリギリまで即座に持って
行ってくれるという働きがあるようです。

ですから音楽を使うアスリートだけでは

いろいろ話しているうちに
「幾つ必要な

の」
と言う事になり
「しめた」
「できれば40
個」
と注文しました。

私の分として２個もらいますので、今回

限定38個を販売いたします。

伝聴研では石鹸の変なオジサンと紹介

していましたが、元々この方は油を正常化

させるための商品を昔から開発していた方
です。

客足がのびない下町のトンカツ屋に、そ

の触媒を使わせて一躍有名店にしたとい

う技術の持ち主です。

彼と知り合った十数年前、私のデリカの

新車時に頂いたこの
「MG-Z」を入れまし

したので、
フラ

た。

が大幅に遅れ

ラミック状のものを頂き、*オイルタンク、

イパンの納期

なくて短距離や様々なアスリートも、即座に

てしまい、
ご注文を頂いた多くの方にたい

東京オリンピックを控えて、多くのアス

ちょっと高額なので、それほど注文は来

その車用の触媒、写真のような小さなセ

*ガソリンタンク、*オートマチックオイル
（外

へんご迷惑をおかけいたしました。

から入れられます）
などに入れました。

リートにも伝聴研システムを使ってもらい

ないだろうと、限定数を書きませんでした

3,000ccのデリカが走ること走ること、21

巻く利権を持った人たちはなかなか認め

まいました。

落ちたもののエンジン音は相変わらず軽

効果を発揮させられると言う事なのです。

たいものですが、残念ですが、選手を取り
ないでしょう。

伝聴研の自然音ＣＤを

が、予想を大幅に上回る注文で、慌ててし
この価格でのご提供は発売元との約束

で、前回限りでしたが、大慌で
「高くても良
いから」
と追加注文をして何とか手に入れ

ました。今回限りの限定価格です。

フライパン 24個 14,800円（税込）

今後このフライパンと天ぷら鍋は２〜

トレーニングＣＤでお世話になっている

音源会社「ナクソスジャパン」
から、
『ウチと
取引がある会社が、
自然音を使う自主制作

のＣＤを制作するので良い自然音はない

か』
と相談されたとの事。白羽の矢が立っ

たのが伝聴研の自然音類。

結局、
コンセプトが分からないので、全Ｃ

Ｄを買って頂きました。

３万円くらいで発売されると言う事で、前
回お求め頂いた方はラッキーでした。
触媒《MG-Z》

前回、私の
「デリカの燃費が」
と書いたの

を忘れていましたが、燃費の改良材は扱っ

ていないのかというお問い合わせを多く頂
き、驚いてしまいました。

そこで、このフライパン、石鹸の開発者

この制作会社の担当者２人が「この日本

「変なおじさん」に
「車に入れる油の改質

のか」
と感心しきっていたと言う事を聞か

い」
という冷ややかな返事。そこで
「じゃ僕

にこんな素晴らしい自然音の録音があった

されました。

「え〜！、一社いい録音の会社を知って

剤はないのか」。
と言った所、
「 作りたくな

のだけ作ってよ」
と頼んだ所。
それならオー
ケー。
と。
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そ の お か げ も あ っ て、燃 費 の 悪 い

万キロ走った今でも、
さすがに馬力は若干
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。私の車のエンジ

ンオイル交換は毎回１万キロ強。

この商品は過去10万円くらいで売って

いたところもあったと言う事でしたが、車

関係の嫌がらせに遭って２度と作らないと
決めたそうです。

私の所の会員にはそんな人はいないか

らと説得しました。

ホームページには絶対に出さないという

約束です。

38個売り切れたら終了です。価格は少

し高いですが、効果抜群です。

オイル交換なしで２万キロは走れるとの

事です。
１万キロではもったいないと言わ

れました。

エンジンオイル以外は交換の必要はあり

ません。
このMG-Zを入れてから2,000キロ

くらいから本領を発揮してくるようです。

会員の皆様は女性が多いですので、使う

かりしていた

方は少ないかもしれません。何時売り切れ

これは便利と仕入れました。

になるかはわかりませんが、在庫限りの商

ところ、変なオ

大きな玉がガソリンタンク用。小さい玉

ターナイフは

すが、
「 野菜炒めの時にバターナイフを入

れました。

でしょうね。

ジ サン が「 バ

品です。

はその他のオイル用。オイル交換の予備が

どう？」
と言わ

５個入っています。

その性能を

聞いて耳を疑

いました。

鍋とフライパンと同じように、パンにバ

限定38個

39,800円
（税込）

《バターナイフ》50個限定

ターをぬるだけでトランス脂肪酸を限りな

と言う事は天ぷら鍋だけではなく、
フラ

イパンの中に入れても同じ事になる理屈で

れて炒める？」
それはカチャカチャうるさい
見てくれは真っ黒なただのバターナイフ。
既に手元にありますので、順次発送。

今後も手に入るとは思いますが、今回は

限定50本 5,400円
（税込）
→

27％引き3,950円
（税込）

くゼロにしてしまう触媒の役をするバター
ナイフ。

「ぬるだけで？」
とも思っていましたが、
そ

《蘇生砂》

前回ご紹介した歓喜の響
（元祖ミネラ

ル水溶液）を開発した久保先生の商品で

実は２年前、天ぷら鍋のサンプル品を

の後、説明を聞くと、実は天ぷら鍋の油の

した。
しかし価格を見て、
この値段では買っ

効果を得る事ができるとか。つまりより油

くべき効果がありました」。

てしまうとのこと。

も高め、生育を盛んにして生産量を増やす

送ってくれた際、
バターナイフも入っていま

てくれる人はいないと紹介を止めていまし
た。

鍋とフライパンが入手困難になってがっ

中にこのナイフを入れてしまうと、全く同じ

を持続させてトランス脂肪酸までゼロにし
「早く言ってよー」

「どういう風にトレーニングしたらよいか」
という問い合わせをよく頂きます。

そこで今回詳しく説明したいと思います。

【トレーニングの条件】

質に変換します。

多くの皆さんにお使い頂いています。聴

覚トレーニングの必需品です。
２．
トレーニングＣＤを増やす

トレーニング期間

１．音質が良いプレーヤーを使う。

能力開 発の場 合は、

《デンダック》や《ヘッドフォンアンプ》な

で用意してあります）

現在は音さえ出せれば。安ければ。と

現在16枚のトレーニングＣＤが完成して

いますのでＤセットまで組む事が可能です。
３．
自然音ＣＤを増やす。

お休みの期間はどう過ごせば良いのかと

いうお問い合わせも多く頂きます。

以前は音馴れを防ぐために休み期間は

ングは終了。
その後４

まってトレーニングすること自体忘れてしま

し上げていましたが、
するとしまい込んでし

〜６ヶ月以降に二回

う方が多くおられます。
これももったいない

間は音馴れしている耳を休ませて、次回の

て頂くためにも１週間から10日に１度、
日

目のトレーニングを開始します。
この休み期

に使えるＣＤラジカセは、３万円以上の製

トレーニング効果を高めるためです。

品になってしまっています。

可能となります。

トレーニングＣＤを聴かないで下さいと申

いう時代になってしまっています。音質が
重要な聴覚システムですが、トレーニング

そのためとても効果的なトレーニングが

種類を問わず20時間

で１クールのトレーニ

ど音質の良い再生機器を使う。
（特別価格

「全ての作物の光合成の力を20〜40％

という結果がでました」
と書きました。

《効果的なトレーニングの方法》
この会報にも度々書いていることですが、

すが、
「 最初、農業に利用したら、それは驚

勿論、体調や精神状態が思わしくないな

話しですし、
またできるだけ効果を思い出し

を決めて10〜20分くらいトレーニングして
頂く事をお勧めしています
（カレンダーに書

そこでＵＳＢオーディオを作りました。こ

どの目的の場合は、
そのまま続けて頂いて

き込む）
。
この時、
トレーニングで聴覚は極

より、オーディ

でも折角お持ちですので１、
２枚お使い下

然音ＣＤを聴いて頂くと、微細な音を捉え

の商品は伝聴研

オ業界で有名に

さい。

らいの価値は十

て頂くと新鮮な気持ちで聴いて頂く事がで

なり、６万 円く

を頂きました。

も構いません。
また緊急時の時は休み期間

分あるとの評価

その後、パソコンをお持ちでない方のた

めにＣＤプレーヤーの代わりにヘッドフォ

ンアンプを制作しました。このヘッドフォン

２クール目の時には新しいＣＤを増やし

る事ができるために半分くらいのトレーニ

ング効果が期待できます。

そのために沢山の自然音ＣＤを制作して

きます。

います。

ＣＤを持って４枚ずつ、
Ａセット、
Ｂセット、

ですが、
自然音ＣＤを値下げいたしました。

いています。
これを６ヶ月に１回のトレーニ

トレーニング効果。
ステレオから流すとリラ

多くの会員の皆様は沢山のトレーニング

Ｃセット、
Ｄセットとして、順番に聴いて頂

アンプは20万円クラスの音質を誇ります。

ングとすると、各セットは約２年数ヶ月聴か

をヘッドフォンアンプに取り込んで超高音

ングは結構忘れています。

ＤＶＤプレーヤーでＣＤを再生して信号

めて敏感になっていますので、その耳で自

ない事になります。
すると２年前のトレーニ

4

今回、
皆さんに使って頂きたいために若干

自然音ＣＤはヘッドフォンで聴いて頂くと

クゼーションになります。

自然音ＣＤの解説は致しませんが、今

回も特売いたします。→注文表へ

（７ページへ→）

伝聴研行 FAX:045－439－5956

ご注文日：

年

月

会報26号価格表

注文受付期間： 会報到着後～ 2017年１月31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。
※ ￥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
３
４
７
８

商

名

会員価格

フライパン

￥14,800

車用触媒
《MG-Z》

￥39,800

バターナイフ

数量

計

／

／

￥3,950

《蘇生砂》
１㎏

￥1,000

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
予約

９

品

※音響機器関係の納期は不定です。

￥10,584

トレーニングＣＤ
《No.８引き潮》

￥9,000

“ハイパーリスナー予約”
申し込み
（１万円のサービス）返金はできません

￥10,000

サプリメント４種
（注文品と個数を備考欄へ記入）

／

「歓喜の響」
２Ｌ 各１本目お披露目価格
（￥9,000）／ 2本目から
（￥10,３00）
10

温泉円盤
（Spa UFO）

¥39,000

《アレックス》
（ホワイト）

¥240,000

小型ステレオアンプ

¥87,000

Ｄ２/12面体スピーカー２本１セット

¥129,600

Ｄ８/12面体スピーカー２本１セット

¥375,000

《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）
《D８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）
Ｄ２用三脚
（2本組み11,310円）
（DVDプレーヤー接続ケーブル5,430円）
11

《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）

12

¥1,440

ダイヤフィンガード
（補充液 100ml）
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
自然音ＣＤ 1枚￥3,650、3枚￥10,800、５枚￥17,650 ／音のカタログ（￥500）
定価￥3,700 「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） 定価￥8,220
40分トレーニングシリーズNo.8を省くNo.1〜No.10

定価￥11,310

※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
コウケントー（要パンフレット）
備考欄へ
フリガナ

お支払い

¥9,500

￥3,000以上無料→

送料
合計

〒

TEL:
時間指定

¥7,400

ご住所

お 名 前

お届け日

￥2,570

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

腰
腰痛
痛体
体操
操
腰痛体操
（腰の操体法④）
腰痛体操
（腰の操体法④）
今 回 も、氣 道 で お
伝えしている腰痛体操
（ 前 後 の 操 体 法 ）をご
紹介しましょう！
この操体法は、腰骨
の一番下（腰椎５番）の
調整を目的としており、
前後の動きに関係しています。お尻が持ち
上がらない場合、
特にお辞儀をするのがつ
らい時などに有効な方法です！
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、
ベット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。
「動診」と言います。）
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、
体
の感じが変わったタイミングで全身の
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】
動きのチェックで「心地良
※「操体法」は、
い」
「行い易い」
（心地良い方向、
痛みがな
くなる方向）と感じた側だけを行います。
※「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。
両側とも違
※最初の動きのチェックの時に、
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23〜25
号に掲載した腰痛体操（操体法①～③）
と、
今回紹介する腰痛体操（操体法④）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！
今回は、
仰向けで行う操体法です。

写真①

１．
先ずは、あお向けの状態でリラックス
してください。無駄な力を抜き、体の
感じを味わいます。
（写真①）
あお向けの状態で膝を曲げます。

写真②

写真②
（膝が開いている）

写真③

か：写真④⑤参照）、をゆっくりと動いて
気持ちのいい所で数秒間キープします。
「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。
動診の時に「心地良い」
「 行い易い」
（心
地良い方向、痛みがなくなる方向）
と感じ
た側だけを行います。
オプション：ひざ裏の調整法
腰痛の方は、ひざ裏にも負担がかかっ
ている方が多くいらっしゃいますので、
前後の操体法を行う時に一緒に行うと一
石二鳥の効果が期待できます。

写真⑥

写真⑥（ひざ裏に力を集めた状態）
写真③
（膝がついている）
２．
膝の位置を確認します。
膝の位置が開いている方がしっくりく
るか、
それとも、ついている方がしっくり
くるのかを確認します。
（何となくで結構
です。
）操体法を行う時に、そのひざの状
態
（膝が開いているかついているか）で行
います。
（写真②③）

写真④

写真④
（骨盤が前屈する動き）

写真⑤

写真⑤
（骨盤が後屈する動き）
３．
動診：骨盤の前後の動きの確認をします。
腰を反らせる動き（写真④：お臍を天井
方向に突き上げる動き）か、
尾骨を丸める
動き（写真⑤：背中を床に押し付ける動き）
のどちらが心地良いのかを確認します。
大きめに動いてます。
※ 分かりやすいように、
※ 動きの方向を赤い矢印で、
骨盤と腰の
位置を水色の線で示しました。
※ どちらの動きも、
骨盤は床についた状態
で行ってください。
４．
「前後の操体法」を行います。
動診で心地よかった側の動き
（腰を反
らせる動きと尾骨を丸める動きのどちら

写真⑦

写真⑦（前後の操体法の脱力をした状態）
※ 踵を床に付けたまま、爪先を手前に引
きひざ裏に力を集めます。
（写真⑥）そ
の状態で
「前後の操体法」を行い、脱力
の時に爪先も床につきます。
（写真⑦）
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。
☆ 操体法を行う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。心地良さが分かりづらい方は、
３週
間くらいは「行いやすいと感じる側」で
行うと良いでしょう！
5. 動診を行って、最初とどのように変化
したかを確認します。
～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。

（→４ページより）
今回その商品をご紹介いたします。

園芸をしている方は
「バーミュキュライ

ト」
という土壌改良材をご存じの方もいる

かも知れません。
これも久保先生が開発し

ちょっと面白いですよ。
プランターに一握り

簡便さには驚かされます。

みてください。

思います。下記は大友先生が開発された商

混ぜて下さい。あるいは一握り振りかけて

品です。

たもので、風化花崗岩を2,000度で焼いた

ものなのだと言う事です。

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉

久保先生曰く
「この蘇生砂を撒いて育て

たお米を食べた所、
それは旨かった」
「いつ

2013年３月11日、ニューヨークタイム

もは茶碗１杯しか食べないのだけど、お代

ズが世界に向けて
「EUから広がる化粧品

わりをして３杯目を食べようとしたけど、
さ

すが止めておいた。美味しかったよー」
と。

１㎏（袋） 1,000円（税込）

この田んぼの場合は、初回はこの蘇生砂

を一反につき80㎏前後薄く、その後は数
㎏撒くだけなのだ。

それを聞いて凄いものだと思いました

が、考えてみたらお米は農協に納めるた

め、味を良くしても高くは取ってくれない。
そのために
「農家じゃ使ってくれないでしょ

う」
と言った所、久保先生「実はそうなのだ
よ！」
と嘆いていました。

直販をする農家だったら可能性もありま

すけど、伝聴研の会員の皆様で直販をして

《唾液検査》

伝聴研システムの体に対する科学的な

有 効 性はこれまで苦 労の末に取 得した

データがありますが、何れも驚くべきデー

タが出ています。

＊ S.記念病院のホルモンデータ。

こうした流れが起きる十数年前から、身

体の酸化を軽減し還元させる口紅組成物

の研究・開発に着眼してから15年の歳月

をかけて商品名：「オルプリップバーム」が
完成。現在、販売を開始しています。

口元は飲食や会話をするだけでなく、喜

＊ 東邦医大の有田先生が取ってくれた脳

唇は薄い皮に覆われ血流が透けて見え

さったトポグラフ。

議な存在です。

血流データ。

るため赤く見えるのです。

タ。

ている箇所に酸化素材を繰り返し付着さ

の家のベランダのお花たちにこの蘇生砂を

＊ 埼玉医大の和合先生が取って下さった、

が元気に育って花付もよく、
ちょっと驚きで

全性確認とした化粧品の製造・販売禁止

というニュースが配信されたのです。

怒哀楽の表情を変幻自在に映し出す不思

＊ 葉山先生が取ってくれた目に対するデー

パラパラと撒きました。
いつもの年よりお花

の動物実験を全面禁止」動物実験での安

＊ 東 洋 工 業 大 学、人 見 先 生 が 取って下

いる農家はまずいないでしょう。

そこで思い付いたのが、
まずテストと、私

このデータは次回に詳しく報告しようと

唾液検査においての有効性。

この微細な神経と微細な血流が往来し

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

何れも信じ難いほどの有効性を示した

の各細胞は強い酸化方向に傾き免疫力低

この10月の体験セミナーに、大友先生

皮をむいたリンゴが赤茶けて変質してい

下に繋がります。

した。皆さんの中には家庭菜園をやってい

データでした。

てている方も多いのではないでしょうか。

と言う方が開発した、非常に精度の高い唾

くように体内の各細胞も同様にサビ化しま

た。家庭菜園や庭だったら数年使えると思

前、体験後、30分後などのデータを取っ

酸化とは炎症・疲弊・過労・ストレス・老

る方がいるかも知れません。またお花を育

20㎏の袋詰めを１㎏小分けにしてまし

います。
この値段ですから、試しにやって楽

しんでみても良いのではないでしょうか。

液検査機器を先生自らお越し頂いて、体験

て下さいました。

たちどころに計測してしまう、
その精度と

連載〈ぶらあぼ〉体験談

す。

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

【第13回】
フルーティスト Ｅ.Ｇ.

催した。母親たちから多くの感謝と賛同の

で最初の体調を整える強い還元作用
（体

に魅せられて、音大に進学後も自ら尊敬す

ンギング（舌で音を切る奏法）
と指がまっ

す
「S検証」が付与されネット公開されてい

るほど、練習に励んでいた。留学を目指しつ

落ち込んでいた時に、
『ぶらあぼ』で
《聴覚

中学で入ったブラスバンド部でフルート

る演奏家からみっちり個人レッスンを受け
つも、結婚、出産、育児に追われるようにな

り、
自らフルートを閉ざす状態に陥ってしま

声を集めたが、長いブランクの壁は厚く、
タ

たく合わないという不測の事態を経験して

訓練》の体験談を目にして衝撃を受けた。

１本

つことだと悟った。

も再び演奏者として吹きたいという思いが

的な変化を体感し、
フルートがラクに吹け

家たちと
〈子供同伴〉
のミニコンサートを開

大友慶孝

するには、何より自分の音がわかる耳を持

う団体を知り子供と観に行ったところ、
ト

沸々と芽生えて、さっそく知り合いの演奏

いしています。

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

目を奪われ、音の問題も含めて現状を解決

ランペッターの演奏に刺激を受けて、
自分

ます。傳田聴覚システム研究所でお取り扱

体験者の
「倍音が聴こえる」
という一言に

った。ある日、子供たちに生の芸術に触れ

させることを目的とした
《こども劇場》
とい

調良好）を示すことが確認され、還元を示

体験後、
すぐに自分の耳で音に関わる劇

るようになったことにも驚いた。

“ハイパーリスナー”を受講
7

orp-lip-balm

3,780円
（税込）

《足楽です輪》

世の中には面白いものを作る人、考える

人がいるのですね。

これもまた、理解に苦しむ程簡単で効果

この製品も先頃見

思っていました。

娘の声を聞いて女房が付けた所、
「これ

つかった革新的な効

た所、
どんどんと膝の痛みが取れてきた、
と

です。まだ殆ど知られ

果抜群のサプリメント

はいい！」
とさらに１セット取り寄せて使っ

ていません。

大喜び。

単なるゴムの輪で高額とお思いでしょう。

近 年プラズマロー

取り敢えず一セット買って試してみて下さ

ゲンという物 質が 人

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

抜群の商品です。

写真のように単なる輪ゴムです。

私のシステムを長年扱って下さっている

なったら交換してくれると言う事です。

もし気に入ったらどこかでゴムを調達し

て自分で作るのもよし、再注文を頂いても

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。
この物質は人間のほ

か、鶏の胸肉、
ホタテ貝などに含まれていま

食育指導をされている大阪のＢＬ研究所、

よし。

すが、熱に弱く、
とても壊れやすく、その食

ました。

め下さい。
なかなかのものです。

難しいということです。
また検出も抽出、精

冨田哲秀先生がサンプルで送って下さい

私は
「こんなもの」
と冷ややかに思ってい

ましたが娘が足指に巻いた所、
「これはい
い」
と絶賛。

女房はここ１年膝をやられて歩くのに

不自由でした。残念ながら聴覚システムも
女房だけにはあまり効果がなく、気の毒に

変わった報告

《因果関係は解りませんが》
神戸の駒川先生

が沢山の方を紹介

して下さっていま

兎に角１セットは感覚を掴むためにお求

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》

今回は不思議な製品、効果的で知られ

てない製品が沢山集まりました。

品を摂取しても体内にまで取り入れるのは
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。

れているのですよ。
トレーニングを終えると

いたもので、体がきつくなり、静かに体勢

ンから漏れる音が聞こえるのでしょうか」

と凄まじい音がして鹿が２頭逃げていきま

鳴き止む。必ずそうなのです。
「 ヘッドフォ

と不思議がっていたことを思い出します。

それで思い出すのが春から夏にかけて

を変えた所、
２メートルほど前で
「バサッ」

した。鹿も驚いた事でしょうが、腰を抜か
すほど驚いたのは私です。

臆病で、野生の勘が鋭い鹿が私に気付

す。セミナーに呼ん

の事ですが、伝聴研４階のサロンでお客様

かず２メートルまで近づいていたとは…。

ットを買われた方

さな音で鳥の声のＣＤを流します。すると

ていたために、多分「気」
を発していなかっ

なく鳥がやってきてさえずり出します。野

と思います。そこへ何の危険も感じずに鹿

で頂きましたが、セ
からこんな写真が
届きました。

老犬だけど喜んで聴いています。

最近高くジャンプできるようになりまし

た。
という報告が届きました。

が来ると、話しの邪魔にならない程度の小

隣の４階の屋上のアンテナにどこからとも
生の耳は凄いものがありますね。
野生というと思い出します。

今から６〜７年前の事ですが、春、例に

以前も
「家の犬が喜んで聴いています」

よって富士山麓の1,000メートル付近に

また、音を出したままトレーニングを中

があります。

というお便りをもらったことがあります。

断していたらヘッドフォンから漏れてくる
音を猫が聴いていました。

時々猫の近くに置いて音を流していたら

猫が大人しくなって引っ掻かれる事がなく

なりました。

ヨーグルトを作っているときヨーグルト

に聴かせたらとても美味しくできました。

以前の事です。夏空調を入れた部屋で、

“ハイパーリスナー”のトレーニングをやっ

ているのですが、隣の犬がトレーニングを
やると吠え出すのです。20メートルは離

今は朽ちた山小屋、昔富士桜で有名な所

私は動かずボーッと、
ただ日の出を眺め

たのでしょう。無我の境地に近かったのだ

２頭がきたのだと思います。

トレーニングを受けた方からは良く、子

供に異常に好かれる、親子の関係がうまく
行くようになった。会社での人間関係がと

ても良くなった。

商売がうまく行くようになった。お客が

富士桜保存の地になって周囲は木で厳

寄って来てくれるようになった。など、人間

そこに平地が好きな鳥がやってきます

は証明できませんが、つまり先の鹿のよう

重に囲まれた平らな所があります。

関係の改善の報告がよくあります。科学で

ので、夜 明け前に録 音 機をセットしまし

に人間も気を発しながら、バリアを作りな

入ってしまうために100メートルほど離

所には猫は絶対に近づきません。そのよう

た。録音機の近くだと自分の出す雑音が

れて、木の柵に寄りかかって夜明けを待ち

ました。空が明るくなって、鳥が囀り出し
ます。日が昇り始めて気温が上昇してきま
す。
「ああ暖かくなった、日の出は気持ちい

い」
と太陽と木々が染まる様を見ていまし
た。30分も同じ姿勢で柵に寄りかかって
8

がら生活しているわけです。猫嫌いの人の

に人間も発信機、受信機を持って生活して

いるのです。聴覚システムは、その発信機、
受信機を調整してくれるようなのです。

自分が前向きになれば発信機も変わっ

てくるのですね。

脳に直接働きかけます。人間の根本的

う事になります。NO.11〜No.13の
《ブレ

勿論薬事法がありますので、ハッキリと

めると40分シリーズは合計13枚になりま

なコンディションに深く関わっています。

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

婦円満に過ごす秘訣でもあるようです。
〈ヒュークルミン〉
の代わりにどうぞ。

詳しくはホームページをご覧下さい。

https://www.youtube.com/
watch?v=Zvzi9xGwDpI
60粒、約30日分

10,584円
（税込）

《伝聴研からのお知らせ》

インシンフォニー》
のトレーニングＣＤを含

す。

予約受付 キャンペーン中にお申込の
特価

9,000円
（税込）

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】
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。
「やっぱり元祖は
素晴らしい」
との声を沢山頂きました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

“ハイパーリスナー”のお勧め
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。

前回ご紹介できなかったので、お会いし

【15周年記念ボールペンプレゼント】

たときの逸話をご紹介したいと思います。

久保先生は80才を越えていますが、
今で

前回このボー

も元気で都内を自転車で移動しているとの

ルペンをプレゼ

事です。

ントさせて頂き

喫茶店の中でのお話をご紹介いたしま

ましたが、年 末
も ま だ15周 年

す。

品をお求め頂い

しなんだけどな、機械で中指を切断してし

『俺なー、山仕事をしていた若い頃の話

中ですので、商

た方には在庫限

りプレゼント致
します。

とても書き易いと評判でした。
お早めにご注文を…。

予約を承ります。

予約金１万円（返金はできません）

《葉山先生のサプリメント》

崗岩だろう、
だから毎日
「歓喜の響」
の味見

間製作中になっていました。
これを
「せせら

私が時々体調を崩すとよく皆さんが「聴

をしていたんだ」
。
上の画像のサプリメントが突然手に入ら

なくなり、愛用者様には個々に連絡を致し

ましたが、少量手に入る事になりました。

覚トレーニングしていますか？いいですよ」 （内容は同じですが、一部入れ物が違う商

と言われて恐縮してしまいます。

今回ばかりは必死にやり始めて、脳幹

を、
より効果的に刺激するプログラムが見

つかりました。勿論ドライアイにも効果的

な事から、
このコンセプトでＣＤを制作しよ

うと作業を始めました。

タイトルをNo.8「引き潮」
として、一枚

全て波の音の自然音を主体に制作いたし

ます。

から何とかしてくれって言ったけどダメだっ

た」
。

いって諦めていたんだけど、商売が風化花

ぎ」
と題して、少し変わったコンセプトで製

をしていました。

行ったんだけど、
もうつかないって言われて

しまったんだ」。
「 俺バイオリンを弾きたい

「そうなんだよ。
もうバイオリンは弾けな

今までNo.8のトレーニングＣＤが長い

私自身がこの１年ドライアイで辛い思い

「すぐに切断した指先を持って医者に

『だって指はあるじゃないですか』

【新商品予定】

作しようと思っていました。

まったんだよ』
。

品になることがあります。）

《CLGG》12,960円→12,310円（税込）

（CLGGのみまとめ買いの割引あり）

以下は割引ができなくなりました。

《サルパス》10,580円（税込）

《Σヒュークルミン》8,640円（税込）
《BEGN》10,584円（税込）

「そのせいか、
指が生えてきたのだ」。
『え〜！』

両指を目の前に出した写真ですが、生え

てきたという指は、たしかに左指よりも太

く、
また綺麗でツメもピカピカしていました。
トカゲじゃあるまいし、
とても信じられる

話しではありません。

山仕事とバイオリンの組み合わせも可笑

しかったですが、生えて来たと聴いて、思わ
ず笑ってしまいました。

皆さんはどう思いますか！

信じるか信じないかはあなた次第です。

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。

お披露目価格 １本目 9,000円
（税込）

今回の会報には間に合いませんでした

２本目から10,300円
（税込）

が、夏前に発売予定にしています。

これを製作すればNO.1〜No.10まで揃
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回、ピンクノイズをやや大きめな音で３

【温泉円盤｛Spa UFO｝】

分ほど流してスピーカーをクリーニング

同じく、久保先生が開発した温泉効果

して下さい。音が蘇ります。

抜群の入浴器具。

以前「アクア」
という入浴剤を扱ってい

超小型12面体スピーカーと専用小型

ました。
「そうだ久保先生の所に入浴剤が
あるかも知れない」と思って電話したと

ころ、
「 作ってないよ、作るには数が必要

だし、許可やなんかでいろいろ面倒なの
だ」と言う話。

「温泉円盤を

使えば同じじゃ

CDはサイズの参考

ないか」
と…。

そう言えば

同じかと気付
きました。

「歓喜の響」

は硫酸で溶か
し て い る。水

アンプ。
（特別製品のためホワイトのみ）
このアレックスなのですが、このアレッ
クスは酷くなると使いますが、治るとい

う所まではいきません。

これ以上悪くなるのを防ぐという事は

できるようです。指が 痛くて我 慢ならな

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 体スピーカーとなると

いと言うときに帰宅してお風呂上がりに

謎だらけで「何でこうなるの？」と実は音

ています。

ですが、制作してみたら
「そうなってしま

使います。すると翌日はかなり楽になっ
またドライアイも同じように、辛い時、

響学的には矛盾だらけのスピーカーなの

う」、もともとの開発者が首を捻っていま

他の方 法でも楽にならない時に目の周

した。

翌日楽になります。

と全く同じ音場を再現してくれます。

高いが、これは安上がり。

目的で 使 用されているものと思 います

ると、私は無指向性マイクロフォンを一対

ているうちに細かいチリが取れてきま

れば有り難いです。

でも溶けるの

だっけ。と思い出しました。

10年以上使えるとなると初期投資は
使い始めは茶色い粉が出ますが、使っ

す。私も体感。
お勧め商品です。

蘇生石
（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、お肌も
ツルツル。
温泉に入ったようです。
〈構成鉱〉

囲の骨に使うと完治には至りませんが、
多 分お求め頂いた皆 様もそれぞれの

が、使 用 法 や 効 果 などをお 知らせ 頂 け
緊急時にはコウケントウとアレックス

はとても重宝いたします。

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

上下、左右、奥行きまで録音した状況

しかし自然音を録音している立場とす

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。

正長石・斜長石。
石英･黒雲母・風信子鋼・

毛・肩凝り･腰痛・関節痛・その他、健康

角閃石

ち下さい。

て帰られます。

現在

コンの音を聴いた」。
（フル・コンサートグ

ザクロ石・燐灰石・楔石・かつれん石。
褐色

41,000円→39,000円
（税込）

【健康用機具】
プラズマ波発生装置

《アレックス》

先日、私 が 腱 鞘 炎 になった記 事を読

んで「 腱 鞘 炎を治す方 法を教えてくださ
い 」とい うお 電

話 を 頂 きまし

た。

この10年、い

ろいろやっては

い る の で す が、

コウケントウも
今 一 つ。唯 一 効

果 が ある の が、

維 持のための器 具として是 非１台お持
38万円で販売していた機器です。

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
（税込）
です。

音響製品
【伝聴研オリジナル商品定番品】
《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
10

音楽家が聴くと、
しばし固まってジッと

聴き入って
「こんなの始めてだ！」
と感激し
また調律師は「初めてスピーカーでフル

ランドピアノ、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、
とても感激し

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。

す。
お部屋に合わせてどうぞ。

外部スピーカー

〈Ｄ２〉
２本１セット 129,600円
（税込） 《デンダック》やＣＤプレーヤーセットからス
〈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

《パソコンでトレーニングの必需品》
《デンダック》

一 般 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
（税込）

12面体スピーカー
（お求めの方全員にＵＳＢアダプターを
【２センチと８センチスピーカー】
プレゼント）

《ＣＤプレーヤーセット》

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、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。）

〈Ｄ２用〉
（ＣＤ６枚重ねよりやや小さい
サイズ）

小型ステレオアンプ

87,000円
（税込）

超小型12面体スピーカー

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。
）ケーブルはサービ

ス

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）

パソコンでも使いたい方に。

色は白と黒

9,900円（税込）

【レンズクリーナー】
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
（税込）

【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

Ｄ２、Ｄ８,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が
似ています。

改質剤として素晴らしい

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）
手の平に乗るくらいのサイズです。
会員価格

34,550円（税込）

効果を発揮します。
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。音が俄然良くな

写真でもお分かりの通り小型は５色に

ります。

黄色
（カラシ色）が可愛くてお勧めで

やヘッドフォンアンプを使

《ウルトラ》ヘッドフォン

なりました。
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われている方は、驚く程までは改善できな

いようです。

スプレー 10ml １本

と愛用し始め
ました。

1,440円
（税込）

補充液100ml

2,570円
（税込）

ないというこ

てしまいました。
（ 伝聴研では50冊確保

扱い難さもあ
ることから広
がり難いとも

無香料なので、
普通の石鹸臭より、
香り

聞きます。

は良くありません。ただその香りは残り

しかしこの

ませんし、
体臭をも防ぎますので、
使った
激が少ない石鹸です。

ひらく」。読まれた方の評判はとても良

と も 知 ら れ、

我が家では、
もう手離せません。

後の体は無臭です。
加齢臭も取れ、
肌に刺

酸化しやす

く保存が利か

【不思議な石鹸】

《新刊のご案内》

皆様にご好評を頂いた
「日本人の耳を

商品はある程

度保存が利きますので、
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。

かったのですが、残念ながら廃刊になっ

してあります）廃刊の一方、よく皆様から
どうやって聴覚システムの開発に至った
のか、という質問を頂きます。
私もそれを
著したかったのですが、なかなか叶いま

せんでした。が、来年３月１日、自由国民

社から
「耳は変わる！」という題名で、よ
うやく出版する運びになりました。６月

の27号会報に改めてご紹介いたします。
ご期待下さい。

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）
伝聴研以外ではエステで手に入る事が

後も肌が突っ張りません。

玄米と黒米

不思議な人が作った不思議な石鹸。
通常会員価格１個

キャンペーン価格
１個

1,540円

７個10,360円

のミックスの

2,000円を

健康食です。そ
のままでも、電

５個7,550円

子レンジで温

10個14,500円

めても、大豆の

30個以上１個につき1,430円

副食と味噌汁

キャンペーン期間中は何回でも。

でほぼ完全食。
玄米にしては

おいしい。保存

健康食品
《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、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
正月休みのお知らせ

平成28年12月28日㈬〜

営業時間

食にもうって
会員価格１パック

１0個以上は１パック

ら鍋、皆様への納品が遅れてしまってた

290円

今後扱うかどうかは価格次第ですが、

製品化になった今は前回のような事は起
こらないと思います。

深くお詫び致します。

今後も人知れず眠っている良い製品を

ご紹介して行きたいと思います。

2017年もよろしくお願い致します。
【開発秘話

第４話】

今回は記事が多いためにお休みいたし

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。

280円

※食品ですので会報の時期のみ取り扱い

体験会のお知らせ

下記の日程で、午後１時より（東横線菊

お知り合いを体験セミナーに是非お

名駅から徒歩３〜４分）伝聴研４階で開

誘い下さい。

定休日、
営業時間

１月15日
（第３）//２月19日
（第３）

が必要な方は別途お受け致します。

10時〜18時

５月21日
（第３）//６月18日
（第３）

平成29年１月４日㈬

定 休 日

つけです。

〈お詫び〉

沢山の注文を頂いたフライパンと天ぷ

いへん申し訳ないことをいたしました。

【でんでん米】

あるかも知れません。
頭も洗えます。
使用

《編集後記》

土日、
祝祭日

催。
予約が必要です。

３月５日 （第１）//４月16日
（第３）
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㈱ 傳田聴覚システム研究所

ご都合が悪い方、音楽や語学で録音

〒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
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