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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。

だと感心しきり。結構広いお風呂に入り、

こんにちは。所長の傳田です。1 年に

昨年の高知の旅は「神戸から橋を渡っ

1 回がやっとの会報も今回は少し早めら

て…」と軽く考えていたのが間違いのも

自動販売機の食事をとり、陸らしきかす

れました。

と、走っても走ってもなかなか到着しな

かな光に目をやりながら就寝。朝起きて

2007 年は出張の当たり年、四国の高

いことを「体感」しましたが、この 14

も相変わらずの速度…。

知県に始まり、関西、北陸、東北へと何

時間の距離の移動も半端じゃない、とま

回も通い、11 月には七田チャイルドア

たまた自覚。

船長に尋ねてみると、「そうですね、

カデミー北海道教室の勉強会で〈ミラク

そこで、陸路から海路へと発想を転換

東京湾内では時速に直すと 30 キロくら

ルサウンド BOX〉の説明をして回りま

し、フェリーでの旅を実行してみました。

いでしょうか。でも湾を出た所で速度を

した。車の走行距離が 1 年間で、３万キ

東京から徳島まで 23 時間の船旅です。

上げているんですよ、今は 38 キロくら

ロを超えてしまいました。

18 時に東京の晴海を出航。１時間ほど

いですかね」

一度に 35 人が体験できるヘッドフォ

でようやく横浜のベイブリッジらしきも

「えー、巡航速度が 38 キロですか ?」

ンその他の体験セットを持って、お声が

のが…。ベイブリッジに別れを告げ、東

「もっとスピードは出ますけどスピード

掛かれば、東西南北、車で馳せ参じるの

京湾から外洋に出る頃は 22 時を回って

に比例して燃料をバカ食いしますので、

が普通になっています。

いたでしょうか。

これが一番効率の良いスピードなんで

いつぞやは広島の講演を終えて、博多

しかし依然速度を上げている感じがな

へ即移動。博多で講演後の翌日広島で再

い。いつになったら速度を上げるのだろ

講演、そのまま横浜に直帰。ある時は新

うと…。

す」ということでした。
なるほど、そう言えば大型船はどの船
も大差ない速度で走っている。追い越そ

潟での講演を午後 2 時頃終えて、その足

車と共に乗船する人は 50 人ほどしか

うとする後続の船を発見して眺めていて

で鳥取県の米子へ移動。ところがカーナ

いない。しかしフェリーの貨物は満杯で

も、なかなか近づかない。追い越されて

ビに入力してビックリ、高速道路 14 時

す。90% 以上のフェリーの貨物は大型

30 分眺めていてもたいして差がついて

間の距離です。ホテルには「スミマセン、

トラックの牽引車両の荷物台 ( 貨車部 )

ない。水の抵抗を考えると納得でした。

3 時頃の到着です…」もちろん朝のです。

だけでした。こんな使い方をしているの

時間がありすぎて、何も考え付かない
23 時間の船旅、諦めがついたとたん、
肩の力が抜けて、快適と思えるようにな
りました。何もしない贅沢！！
11 月の北海道の講演の旅も、茨城県
の大洗からフェリー「サンフラワー号」
に乗船しました。その時は 18 時間の船
旅、お風呂場は浴槽が二つにサウナ付き
の気の利いた風呂屋並み。そして、サン
フラワー号の大きさに、
「昔は大勢が利用
したんだろうな」と感慨にひたりながら
暇な船旅が楽しさを増してくれました。
人は少ないし、安いし、疲れない。本州
を離れる旅ならフェリーが最高！人間は
なんにもしない時間も必要なんですね！

北海道・洞爺湖
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【肩こり、メニエール、私の経験談 】

翌年の同じ時期に、再発。時間に追わ

ース、目標を低く、低く設定することで

トレーニングを受けて下さる方々で肩

れるように仕事をしていたところ、再び

楽しく続けられ、筋肉痛にならない」と

こり、首のこり、メニエール、また難聴

目眩で椅子から立ち上がれなくなりまし

いうことでした。それでも時々頭痛に襲

の人もおられます。

た。とりあえず床に段ボールを敷き、横

われます…。そこで、今すぐ出来ること

4 年ほど前、事務所で突然、目眩に襲

になってトレーニング CD を聴きまし

はないかと…なんとなく身体を動かし、

われ椅子から立ち上がることができなく

た。
「世界が回ってるぅ〜」ような半眠

ついに探し当てました。

なりました。目眩が治まった数日後、耳

状態で１枚聴き終わって、目を開くと

が詰まって遠くなった感じがしたので、

何と天井が静止しているではないです

１日に２〜３回、肩や腕の上げ下ろし

耳の商売であることに支障があってはな

か！！慌てて製品を片手に帰宅、徹底的

らないからと、近くの耳鼻科に行きまし

にトレーニングをしました。すると翌日

た。

はもう快調。苦しまなくて済みました。

「メニエール病」との診断でしたが、

や振り下ろし、首の運動、ストレッチ

腕の重さはダンベル代わりになるもの

です。
コツは筋肉が「イタ気持ちよい」とこ

３回目の発病は台湾へ出張の前々日。

ろでストレッチ、息を止めずに 10 秒間

私の聴覚システム研究所の健康保険証を

飛行機の中に持ち込んでトレーニング。

くらいキープすることです。つまりヨガ

見るなり、警戒心を持たれ、さらに横柄

そのおかげで４日間の過密スケジュール

でもやっている ʻ有酸素運動ʼ です。

な態度。ステロイドを使うと言われたの

も難なくこなし、帰ることができました。

で、それを断ったら「うちでは治療でき

このメニエール病は、積もった疲れが

ますが、首のこりにとっても有効なグッ

飽和状態になって発症するということが

ズを紹介しましょう。商品名「ツインボ

総合病院へ行けば、
「三半規管に水が

経験的に判りました。私の場合は、運動

ール」です。

溜まると言われていますので利尿剤を」

不足と気疲れのダブルパンチですが、そ

百円均一でも似た商品は売っています

と…。

れにコンピュータ作業が加われば、当然

が、ツボにあたる具合の心地よい感じが

どうも、やることなすこと、しっくり

目の疲れ・肩こり・首のこりで姿勢も崩

まったく違います。是非試してください。

いかず、そのため薬も途中でみな捨てて

れ、マッサージも週に一回では間に合わ

私の必需品。首の付け根をイヤと言うほ

しまいました。

なくなってきていました。

どもみほぐせます。

ないから」と…。

耳の詰まり 治まりの繰り返しで、医
者の完治の声がかからないのです。

多くの方の肩こりは、精神的な疲れか

具体的なことは次の号にしたいと思い

インターネットで「ツインボール」で

ら来るもので、三層構造の筋肉の一番中

検索してみてください。

ふと、歩きながら耳を傾け、百メート

側の筋肉のこりになって出るのだそうで

http://store.yahoo.co.jp/e-seleshop/

ルほど歩いて指を抜いてみると、なんと

す。それは運動直後の表層のこりと違っ

b0253.html

耳が通っているではないですか。
「なん

て、ほぐすのがたいへん難しいというこ

価格は 1,000 円〜 2,500 円くらいです。

だこんなことか」と通院もやめてしまい

とでした。

伝聴研にも数本ご用意してあります。早

ました。プールで耳に水が入った時にや
る、耳の中に指をつっこんで首を曲げて
片足でトントン跳ねる ʻアレʼ です。
その後約 1 年にわたって、どことなく
体調が…。自律神経が乱れるとはこうい
うことかと、更年期障害などの辛さの一
端を垣間見た気がしました。
しかし伝聴研のトレーニングで効果を
上げたという沢山の報告を頂いています
ので、開発者の私に「効かないわけがな
いじゃないか !」と、トレーニング CD
を取り出しては聴いていました。忙しさ
のわりに症状はどんどん改善していきま
した。

いもの勝ちです。

== 肩こり首のこりは病の元 ==

ただし（価格 :1,600 円 + 送料 500 円）

集中して長時間同じ姿勢で作業をす

る、目を長時間使うなどで肩こりが慢性
化すると、首のこりに発展します。血流
を停滞させ、頭痛になります。これを放
置すると、耳鳴りが発生、聴力が落ちて
きます。果てはメニエール、難聴。難聴
になると、頑固、ボケ…と、一つのコー
スが見えてきます。
私は、日頃の運動不足とメタボ解消、
肩こり解消のためにスポーツクラブに通
いはじめました。そして気が付いたこと
は「記録にチャレンジせず、楽にマイペ
2

== 枕の高さ ==

もう一つコリの重要な要素として枕の

高さがあります。

30 年ほど前になるでしょうか。二日

価格 :10,500 円 ( 税込み ) 飲む量は体重

かの研究が始まっております。聴覚トレ

酔い（？）並みのひどい頭痛に時々襲わ

の 1/2000cc（25cc 前後）予防の飲み

ーニング効果の科学的解明を待望視され

れることがありました。よく観察してみ

方なら１本で約２ヶ月。

ているところですが、これを機会に進展

ると、首と後頭部がしびれていることが
多く、寝返りをしないほど熟睡するのか、

別紙をご覧ください。お取り扱いの場

することを期待しています。

合はご相談ください。

枕が長時間首にあたり、血行が悪くなっ
ていたのです。
その後、枕を選ぶようになってから頭
痛の回数も激減しました。しかし、再び、
最近ひどい頭痛が続き、肩こり・首のこ

【既にハイパーリスナー通信・通学
で受講された皆様！ご意見・ご感
想をお寄せください】

“ハイパーリスナー” を開発して、は

りとご対面。
「枕の高さ」を思い出して

や十数年。システムの向上のみならず、

先週から枕を気にしだしたところ、あれ

トレーニングのサポート体制の更なる向

ほど酷かった肩こり首のこりも半減して

上をめざし、通信コース、通学コース

います。枕の高さについても引き続き調

で “ハイパーリスナー” を既に受講され

べたいと思います。

た皆様に、伝聴研のサポート対応へのご

上記の東邦大学の実験のほかに、聴覚

意見やご感想をお寄せ頂きたいと思いま

システムの不思議な効果を解明すべくこ

す。

れまで様々な機関、学校、病院等に持ち

【成人病予防に】※別紙参照

【ただ今実験中！】

効果についてはもちろん、サポート担

込んだり、実験を依頼してきました。ご

豊富な水を紹介いたしました。そこでお

当者の対応へのご不満やご意見なども、

協力いただけた先生方のところでは、お

困りの方からの問い合わせで沢山の出荷

是非お聞かせ下さい。（勿論私、傳田文

かげさまでいくつかの成果が出ておりま

数と、リピート率の高さに驚いています。

夫も例外ではありません！！！）

すのでご紹介します。

前号で「泉力」というミネラル成分が

愛飲頂いた方から多くの効果の事例が寄

再トレーニングをしたいけど、伝聴研

せられています。
（この紙面でご紹介で

とコミュニケーションをとるのはちょっ

きないのは残念！）ミネラルが身体の中

と…と躊躇なさっている方もいるのでは

目白学園大学の眞田亮子先生のご縁

を元気にしてくれるようです。
（所員も

ないかと思います。サポート担当者に

で、東洋大学工学部の人見憲司先生がリ

愛飲中）

は直接言いにくいと思いますので、電

スニング Dr. の効果を脳の血流を測る光

先日も伝聴研の製品と泉力を扱って頂

話なり手紙なり、あるいは電子メール

トポグラフィー技術等で測定し、英語の

いている豊橋市の長生道場の先生と電話

「sachiko@denchoh.com」 に て ʻ 傳 田

聞き取りや発音がよくなることを科学的

［１］語学に関する実験

幸子ʼ 宛にご連絡を頂きたいと思います。

に検証した成果が出始めました。今後の

「お互い良いものが集まりますね。
」

今後、受講される皆さんにアンケートを

ご研究の進展が期待されます。

「健康関係の仕事をしているとピンキリ

ご用意する予定です。ご協力をよろしく

で

で沢山商品が集まるけど、中には凄いも

お願いいたします。

［２］脳波に関する実験
日本医科大学の河野貴美子先生が中心

のもありますね。
」

【野口英世記念財団から認定・表彰】

になって、脳波の面からの研究をして頂

平成 18 年８月１日、伝聴研は国際医

いていますが、単にα波がよけい出るとか

と、そんな話をしていたのを思い出しま

学貢献に携わる米国法人野口英世記念財

いうことでなく、更に科学的に意味のあ

した。

団の協賛企業として認定されました。

るデータを追いかけています。明確な結

「本当に良いものは百に一つないので、選
ぶ目も必要だけど、有り難いですね…。
」

飲むだけの健康的な効果。現在お困り

これに伴い、聴覚トレーニングの医学

の方、健康管理を心がけている方に、お

的効果の調査研究等に協力して頂けるこ

すすめです。

とになりました。

理解しがたいほど良い製品、本物は意
外に値段が安いようです。
1 本 2 リットル、ペットボトル入り、

論を得るのにもう少し時間がかかります。
［３］Ｓ病院でのホルモン測定実験

この流れの一つとして、東邦大学医学

聴覚トレーニングの前後でホルモンが

部において、聴覚訓練で脳の血流、脳波、

変化するかどうか測定して頂きました。

ストレス、ホルモンなどがどう変化する

（Ａ）スリープリスニングという睡眠導

3

入を意図したトレーニング CD を 1 時間

珍しいというより、こんなこともあると

聞いた場合、2 倍前後という大幅なメラ

いうご報告数例のご紹介をいたします。

トニン（睡眠と若返りのホルモン）の血
中濃度となり、睡眠に効果があるという
データが得られました。

バイスをしました。
３〜４日後に来社されて「言われた通
り恐る恐るやってみたのよ、そしたら頭

元スチュワーデス（60 代女性のお二人）

がスッキリしたの…、翌朝とっても爽や

彼女 30 年間苦しんでいたのよ。その

かな目覚めで、その日は 1 枚聴いてみた

（Ｂ）被験者の女性３名のうち１名は、

時期になると「私死ぬーー」と電話が来

の、そしたらボーという感じはなく、む

１時間のトレーニング CD を聴く前後で

たのに今年は来ない。だから５月頃に電

しろ事故前よりスッキリ感。信じられま

ホルモンの変化を測ったところ、血中の

話してやったのよ。「あんた今年は死ぬ

せん。本当に凄いですね。」と目を輝か

DHEA（若返りホルモン）が 2 倍強にな

ー、って電話して来なかったじゃない !。

せていました。

りました。

今年は死なないの ?」って。そしたら何

（Ｃ）3 名の病院スタッフのうち 1 名は、

て言ったと思う。

（50 代女性）

18 日間のトレーニング終了後、血中の

「アラーーー ! って電話口で鼻をすす

トレーニングの後気づきましたがウエ

βエンドルフィン（喜びのホルモン）が

りながら、通ってるー、通ってるー、目

ストが細くなった様です。腕の付け根

2 倍強になり、また DHEA（若返りホル

もー〜」って騒いでいるのよ。人から言

から腰にかけて、すっきりした様な気が

モン）が 1.5 倍強となりました。

われないと気づかないんだからバッカみ

します。音楽を聴いて、ウエストが細

やはり、脳の中では凄いことが起こって

たい。そうでなくても私から見たら凄い

くなったなんて誰も信じないでしょうね

いたのです。

トレーニング効果だったのに、解らない

今後も、理解者、協力機関を見つける

（笑）。…抜粋

って言って。これで気づいたでしょ。

努力をして行きたいと思います。被験者
として協力して下さった皆さんにも深く
感謝いたします。

（代理店の 50 代男性）
２年くらい前に脳梗塞をして歩行、左
手がうまく動かない。販売店になったこ
とで、ブレインスイッチ BOX を 1 週間
トレーニング、驚くべき効果が。「なん
と茶碗が持てるようになったんですよ」
と、動かして見せた。

ブレインスイッチ BOX 愛用者
（30 代男性）
歯並びが変化してきて、すっかり噛み合

（特約店の 50 代女性）
自転車に乗っていた時に交通事故にあ

わせがよくなった。写真で次号にご紹介
します。

って、頭を打って数日入院。

【トレーニング感想】

伝聴研も株式会社になって 8 年目をむ

「退院したんだけど頭がボーとしてい
るので昨日、再び検査に行ったんです。

【朝青龍の事件に伝聴研の影 ? お騒
がせな話し】

かえ、“ハイパーリスナー” の会員様も

そしたら脳幹から出血していることがわ

２千人を超えました。市販版は総計８万

かり、お医者様は『しばらく様子をみま

月末、知り合いの裏磐梯のペンションに

セット販売致しました。

しょう』
、ということなんです。ブレイ

逗留し、鳥の声の録音をしていた時でし

ンスイッチ BOX を聴いても大丈夫でし

た。会社から「大変です ! 朝青龍のこと

ょうか ?」と。

で朝からテレビ局から電話がなりっぱな

当初の開発の目的であった音楽や語学
でも、大きな効果と即効性に、私自身が
信じられない思いでしたが、まして精神、

これまでトレーニングして悪化したと

世の中を騒がせた朝青龍事件。昨年５

しです！どうしましょう？！」

能力、体などの幅広い効果と応用性の広

いう報告もないし、このシステムは人間

さを考えるたびに、気が遠くなる思いで

本来の機能に戻す大きな効果があるとの

同行の本田医師が 12 面体のスピーカー

います。

私の確信から、「音を小さく 10 分くら

を手荷物で持って行くところをテレビ局

い聴いてみてください」「気持ち悪くな

が見つけ、またその箱に［Dr. ３］と書

ったらすぐに止めてくださいね」とアド

いてあった所から、私が社外取締役にな

しかし、医学的証明はまだまだですが、
臨床データは増え続けています。下記は

4

朝青龍関がモンゴルに静養に帰るとき、

っていたことを探りあてて「取材させて

うなったのかいな。」改めまして、取材

新価格適用になります。詳しくはご連絡

くれ」というわけです…。が、出張中と

にご協力頂いた皆さんありがとうござい

をお願いいたします。

いうことで全てお断りいたしました。

ました。

“ハイパーリスナー” のトレーニング

その後再び本田先生が「自然の中のモ
ーツァルト」の CD を持って「朝青龍関
に聴かせる」
、とモンゴルへ…。すると、
また会社に取材の申し込みの電話が…。
「あいにく所長は出張中でして…」
。
あの一連の事件、一皮剥くと伝聴研も
関係者だったんです？！

通信コースでは、トレーニングご希望の

【伝聴研製品の価格改定のお知らせ】

季節が重なり、お待ち頂くこともしばしば

皆様に喜んで頂きたいとの一心から現

ですが、６月くらいまではご希望の日にお

在の価格体系で頑張ってきましたが、諸

送りできるのではないかと思います。早め

般の事情により価格を改定させて頂くこ

のご予約をお待ちしています。

とになりました。（詳しくは別紙価格表

【販売終了】

をご参照ください。）

会員の皆様のためだけに取り置きして

【韓国 TV（KBS）取材】

昨年 9 月に伝聴研へメールで韓国の

KBS のテレビ番組制作会社の取材申し
込みがあり「自然音について伺いたい」

【“ハイパーリスナー” の価格改定】
“ハイパーリスナー”料金表改訂表 08.2.1
コース

受講期間

受講料金

が多いので、取材のほとんどは日本でや

入会金1万円(お一人様)
通
信 レンタル補償金５万円（終了後にご返金）
コ
ー 開発コース
約25日
15万円
ス
上級コース
各コース
14万円

るとの事。そして「五感を通して自然に

★家族割引…同時に受講（２人目10万円〜）

ということでした。韓国でも、年々自然
に関心が大きくなっているそうですが、
日本には自然に関しての研究者や実践者

癒される」事をテーマに、聴覚分野では
伝聴研が選ばれたのです。最初は「僕は
実践と臨床だけで専門家ではないので」
と断りましたが、
「どうしても」という
ことでした。10 月、取材当日。数件の

★学生割引有り ★障害子供特別割引

入会金 1万円（お一人様）
通
学 開発コース
20回
12万円
コ
ー トライアルコース
10回
７万円
ス
スポットトレーニング
5回 32,500円

ングが販売終了になります。
今回会員の皆様に最後の 10 セットを、
会員価格からさらにサービスしたご奉仕
価格 45,000 円で提供いたします。
（但
しインスタントカメラ無し）
この製品は同等品の ʻブレインスイッ
チ BOXʼ に換算すると 67,000 円相当の
内容です。

【ナクソス音楽 CD について】
※伝聴研のみ

聴覚システムのトレーニングの音源に
ナクソスを採用しています。たいへん高
音質であることや、トレーニング CD と

取材があったそうで予定より２時間遅れ
てカメラマン兼ディレクター男性と通訳

あったお買い得品のビューティーリスニ

同じ音質のために、この CD をヘッド

●通信コース

嬢の二人が来社。夕暮れ時にもかかわら

前号で価格改定をお知らせ致しました

フォンで聴くと疑似トレーニングができ

ず、録音しているところの絵が欲しいと

が、これまで受けて下さった方に影響が

る、ということで特にお勧めしてきまし

言われ（鳥は春の早朝だ！）
、こんな時

出ないように一部のみ改訂させていただ

た。今や世界一の CD レーベルになりま

間に横浜にそんなところ !????? 思い立

きました。改訂項目は以下の通りです。

したが、昨年末に日本総代理店が替わっ

ったのが蚊のメッカ、とある場所へ。仕

旧来の会員様には殆ど影響いたしません。

たことから CD が入手しにくくなりまし

方なく早朝の暗さを想定してと、やり

※ 入会金の復活

た。またユーロ高の影響もあり、価格も

始めたら 20 〜 30 匹の蚊の攻撃、涼し

※ 家族割引の割引率の改訂

値上がりしました。

い顔で画面に収まる。次は通学受講の２

※ アフターケアコースの廃止

名の方にお願いして、聴覚トレーニング

08 年 1 月より適用させて頂いています。

ル以外の注文は受け付けられなくなりま
す。ご了承ください。

後は自然音をどう感じるのか etc…の質
問。なごやかにインタビューは進みまし

当面（年内）は推薦盤、約 70 タイト

推薦盤については在庫を確保してあり

●通学コース

た。取材陣はその後、都内に戻っての取

通学コースの料金を改定させて頂きま

材もあると、笑顔も絶やさぬバイタリテ

した。07 年 12 月１日以前の（旧料金

ィ。後日、丁寧なお礼のメールと韓国で

で受講された）会員様には、４月末まで

の放送予定のホームページのご案内を頂

にご予約、５月末までご入金頂ければ旧

きましたが、それも会社では開けず「ど

料金を適用させて頂きます。５月以降は
5

ます。
ナクソス CD 8.55……
１枚 1,050 円
（税込み）
マルコポーロ 8.22……
１枚 2,100 円 ( 税込み ) 在庫限り

［１］オリジナル自然音 CD

改定予定）

ることになりました。

自然音 CD や「自然の中のモーツァル

脳力開発 ʻブレインスイッチ BOXʼ の

勉強するときに CD をいちいち交換す

ト」等の製品は会員の皆様のアフターに

ト レ ー ニ ン グ CD は １ 枚 60 分 で し た

ることがなくなり、たいへん勉強しやす

と思って、持てる技術と感覚を駆使して

が、今後のトレーニング CD は、１枚

くなります。

録音し、制作したものです。

40 分、合計 6 枚のセットとして発売に

こ の バ ー ジ ョ ン で は「 土 の 精・

勿論、お求め頂いた皆様には自然音と

なります。それに伴い ʻブレインスイッ

Saturn」は入っていません。合計 20 枚

クラシックの組み合わせを楽しんで頂け

チ BOXʼ も下記のようなラインナップに

になります。

たようです。
「モーツァルトの良さが伝

なります。

わる」等の評価をして頂いて、ほっとし
ています。しかしヨーロッパの音源であ
るために原価が押し上げられています
が、今期はこのままで頑張ります。

すでにお持ちの方にはバージョンアッ

《ライト》¥49,800（予定価格）
（40 分 CD ４枚）計４枚

市販品の “ミラクルサウンド BOX” “ブ
レインスイッチ BOX” “みゅ〜ず BOX”
等は、添付のトレーニング CD の枚数に
限度があります。しかし次第に音に慣れ
て、覚えてしまうと思うような効果を発
揮させにくくなります。そのため内容豊

す。発売日は未定です。お楽しみに !

《ベーシック》¥71,800（予定価格）
（40 分 CD ６枚）計６枚
《プリメール》¥81,800（予定価格）

［２］オプション・トレーニング CD

プセットをお求めいただけるよう致しま

（40 分 CD ６枚 + 自然音２枚）計８枚
《グランデ》 ¥105,000（予定価格）
（40 分 CD ８枚 + 自然音、他３枚）
計 11 枚

【DenDAC（デンダック）が 12,600 円に】
※伝聴研のみ

コンピュータに接続してパソコンで最
高の音質のトレーニングを…。と開発し
た《デンダック》。
会員の（ハンドルネーム、とうりすが

《ブリランテ》¥182,000（予定価格）
（40 分 CD10 枚 + 自然音、他９枚）
計 19 枚

りさん）のご協力もあって、インターネ
ットで評判になり、徐々に売れ行きが伸
びてきました。「会員のために」という

富で多様な “ハイパーリスナー” のトレ

意気込みの価格設定でしたが、やむを得

ーニングをお勧めしていますが、一方で

上記製品のヘッドフォンをハイスペッ

ない事情により、これも昨年 12 月より

はオプション・トレーニング CD の開発

クヘッドフォンが標準添付になる製品

9,800 円から 12,600 円に値上げいたし

も進めています。今お持ちのトレーニン

も新たに加わります。（製品タイトルに

ました。

グ CD に新しいオプション CD を加えて、 『ULTRA』と付く予定）
是非新たな刺激でトレーニングをお楽し
みください。

【BOX 製品のお知らせ】

この他に CD の盤面が特殊樹脂に金メ

記念キャンペーンを実施します。

ッキを施したゴールド盤と、より高級バ

＜デンダック＞キャンペーン価格

ージョンも新たに加わり一気に 10 種類

10,500 円（４月末日まで）

以上になります。

［１］みゅ〜ず BOX（４月１日より一部
改定）

オプション CD としてもご用意いたし
ますが、今がお買い得です。

音楽、舞踏等、芸術関係者のために発
売した ʻ み ゅ 〜 ず BOXʼ に 4 月 1 日よ
り新たな種類が加わります。
（35 分 CD

トの他、CD ７枚（ガイダンス CD、実

3 枚）計 3 枚

力 テ ス ト CD、 英 語 聴 覚 ト レ ー ニ ン グ

《ベーシック》¥59,500
（35 分 &40 分 CD

［３］ʻリスニング Dr.（ドクター）ʼ
英語教材 ʻリスニング Dr.ʼ は、テキス

《ライト》¥39,980（従来品）

CD ２枚、英語原音 CD ２枚、トレーニ
5 枚）計 5 枚

《プリメール》¥77,000

ング CD「土の精・Saturn」) 等が入っ
ています。

（35 分 &40 分 CD 5 枚 + 自然音 2 枚）
計7枚

現在それぞれ分かれている各章をまと
め、新たに「トレーニング / 原音 /1.6
倍速」を組み合わせた CD を、各章ごと

［２］ブレインスイッチ BOX（夏頃全面

今回お披露目のため、会社発足８周年

に１枚、14 章分で計 14 枚追加制作す
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【その他オススメ品】※伝聴研のみ

== 天然ミネラル入浴液「ビーフリー」==
冷え性の方にオ

アトピーに最高。
30 個限定 1,500 円（税込み）お一人
様の買い占めも可

== ナノスプレー「電助」==
※伝聴研のみ

不思議な接点活性剤。

ススメ！体の芯か

たとえば携帯電話等の接点に吹きかけ

== 小型スピーカー == ※伝聴研のみ

るだけでフルート充電、音響機器の接点

でも登場した長生

ーパー・テクノロジー）搭載の小型スピ

れなら全部にかけてしまえ !

道場の先生の推薦

ーカー。

10 本入荷しました。4,500 → 2,500 円

ら暖まります。ミ
ネ ラ ル 水「 泉 力 」

好評頂いている UST（ウルトラ・ス

品です。簡単に家

聴覚トレーニングに、特別の理由から

庭のお風呂でミネ

ヘッドフォンができないという方のため

ラル温浴。無香料、無添加。塩素を和ら

に、パソコン用の小型スピーカーを特別

げ保湿。しっとりとした弱酸性のお肌が

に改良した、ガスボンベ２本半分くらい

保てます。大きなリラックス効果のうえ、

の大きさ、楕円型。ラジカセのヘッドフ

お化粧のりも一層よくなります。

ォン端子につないで、リラクゼーション

※家庭のお風呂で効率よくカロリーを消費

用として最適。疲れない音質。

させます。私も使用しています。たいへん
すばらしい！

にかけると音が良くなる。ビックリ ! そ

==「ポリゴン 10」を半額で！（中古品）==

※ 1 ヶ月使用の

「ポリゴン 10」を
半額で !
伝聴研４階で
使用している 12

寝ながらのトレーニングは枕元に置い

面 体「 ポ リ ゴ ン

て、お一人でのトレーニングが可能。

10」（ 両 チ ャ ン

[ 使用法 ]

深紅と黒色があります。

お風呂のお湯（200 リットル）に対して、

私は音源開発の外部スピーカーとして

チスピーカーが 24 個）。予備として持

本液 30 ミリリットルを目安に入れます。 《デンダック》とを組み合わせて使って

っていた約 1 ヶ月弱使用のものです。中

天 然 ミ ネ ラ ル 入 浴 液「 ビ ー フ リ ー」
（700ml）6,300 円（税込）

います。

ネ ル で 10 セ ン

古品と言っても慣らし運転が終わったく

今回 4 台を用意しました。

らいの所ですが、どなたかにお譲りいた

1 セット 37,000 円→ 35,000 円

します。スタンドで立てることも可能。

== 石鹸 == ※伝聴研のみ

70 ワット以上のアンプが必要です。

恒例となりました不思議な石鹸。

販売価格ペア 128 万円を 58 万円で。

ＮＰＯグッド・ライフが誕生

体験会
本年から、毎月第３日曜日の 13 時より伝聴研 4 階の

伝聴研の聴覚システムを広める一つの組織として

サロンで体験会を催しています。
（開催日の確認をお願

NPO 法人〈グッド・ライフ〉が 3 月 1 日に誕生いたし

いします。
）

ました。
教育関係、障害者、各種施設など、門戸が固く、折角

傳田が詳しくご説明しています。語学、音楽の体験者
がいる場合は 3 時間くらいかかってしまいますが、通常

役に立つシステムでも広める手段がとれませんでした。

は約 2 時間、お話やプロジェクターを使ってご説明して

そこで業務とは切り離して NPO の奉仕団体としても活

います。ついでがあった場合一度覗いて下さい。要予約。

動をして行きたいと設立いたしました。
社会貢献に意欲のある方はどうかご連絡を頂きたいと
思います。活動の詳細はこれから順次詰めて行きたいと

販売店募集のお知らせ

思います。担当、五十嵐。

皆様の中で、伝聴研システムを少しでも世の中のため
に広めてくださる意欲をお持ちの方がおられましたら、
是非販売店になって下さい。詳しくは伝聴研、
五十嵐まで。
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==TEAC DAT（中古品）==

ーとの交渉で約 10 年前に限定発売され

の演奏の録音で使っていた DAT があり

せることができました。

こちらも中古品ですが、4 階でお客様

ます。

たヘッドフォンを 500 本リバイバルさ

あとがき

近年桜の季節になると、録音に出かけ

なくてはと、何か心が騒ぎはじめます。

これを勿論ハイスペック化して “ハイ

鳥のさえずりは桜の花が散った直後の約

TEAC の DAT、
（AC 電源、充電バッ

パーリスナー” に使うと同時に会員の皆

10 日間が勝負です。その時期を過ぎる

テリー 2 〜 3 本、充電器、120 分新品

様のために世界最高音質のヘッドフォン

と後家さん鳥と、ウグイスなどの長い期

DAT テープ約 21 本、使用済みテープは

として提供しています。48,000 円。30

間鳴く鳥、時期をずらせて鳴く鳥の世界

沢山）興味がある方はご連絡ください。

万円のヘッドフォンにも負けません。

になってしまいます。

発売は終了しているものですから、テー
プの値段くらいで…と考えています。

今回お披露目も含めて自然音 CD とセ

海の音は連敗ですが、南の島が待って

ットのお買い得品として 30 セットの限

います。海はいつでもと思いきや、いろ

定品を作りました。お好きな自然音 CD

いろな季節に録音に出てみると、旬があ

を選んでください。

るようです。

ヘッドフォンと音のアルバム（サンプ

海岸線を歩くのも辛いですが、鳥を追

ル CD）をお送りします。その中 13 タ

いかけるのも本当にたいへんです。でも

イトルから 5 枚お選びください。

トレーニング CD を作った時と同じ、う

「自然の中のモーツァルト」は 4 枚組
になります。若干高くなります。

まく行った時の充実感は何事にも変えら
れません。今年も行くぞ…。

《音楽専用ハイスペックヘッドフォン誕生》
限定 30 セット 60,000 円

音にもデザインにも流行があって、ヘ

ッドフォンもどんどん特性が変わってし
まい、“ハイパーリスナー” 用のヘッド
フォンも音響特性を合わせるのが限界
になってきました。“ハイパーリスナー”
を制作した当時、巡り会ったヘッドフォ
ンの音質が忘れられず、長い間のメーカ
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