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※特売品は会報到着後より～2019年１月15日まで。

※掲載商品は全て税込価格です。

ビジョンアカデミー様のお客様で“ミラクルサウンド BOX<premium>”関係の製品のご注文はビジョンアカデミー様の方へご注文下さい。
その他の製品、特売品は伝聴研のみの扱いです。

特

伝聴犬

集

※受講者から嬉しいご報告
※セットの貸し出しを始めました
※新商品のご案内
※第17回 ぶらあぼ体験談
※第７回 開発秘話
会報に載せている商品
（一部を省
く）は通常期でも購入できます。
価格
は会員価格になります。

《会員の皆様にお願いとサービス》
振込での商品代金のお支払いは商
品到着後、20日以内にお支払い下
さい。
会員の皆様がシステム製品をお求
め頂いた場合はもともと５％の割引
をさせて頂いていますが、ＢＯＸ製
品を伝聴研へ直接ご紹介頂いた場合
はお礼としてお好きなトレーニング
ＣＤ１枚か、
自然音ＣＤ２枚、
あるい
は優待券2枚を差し上げるサービス
をすることにいたしました。
（ご紹介
で、販売店からの注文は自然音ＣＤ
１枚）
どうぞ伝聴研システムを広めるお
手伝いをお願いいたします。
優待券は“ハイパーリスナー”の受
講の場合は１枚5,000円。部品購入
の場合は2,500円になります。

※この会報は最終のお買い物
（伝聴研へ
のご連絡）から約４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。

自然音日記
宮本武蔵のような「気」の⋯
もう７年くらい前の出来事です。会報で
もお知らせしたので、覚えておられる方も
いるかも知れません。
それはある早春、富士登山道の一つ、吉
田登山道の原生林の中程に富士桜の名所
があった。そこは割合平坦な所で、録音を
試みた時の事です。
今では想像もできないが朽ち果てた山
小屋だが芸者まで居たという事である。そ
の富士桜は乱獲されて、今は復活を目指し
て柵で囲われています。その柵の奥に録音
機をしかけて夜明けを待った。
録音機から50メートルくらいしか離れ
ていないため、踏み音が入ってしまうので、
柵に肘をかけてジッとしていた。
空が白んで、次第に赤くなり、太陽が顔
を出して、広葉樹林を照らし出した。
同じ姿勢を30分も続けているのでさす
がに体が痛くなった。
音を立てないようにと静かに体を動かし
たその時、私の体の真横１〜２メートルの
所で
「バサ」
と凄まじい音がして腰を抜かさ
ん程驚いた。
「何事か！」、
と振り返ると２頭
のメス鹿が、
これまた凄まじい勢いで逃げ
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て行った。
ボーっとしていた私に気づかず、私の真
横に来てしまったものと思われる。
私は、
ただ夜明けの美しさに見とれてい
ただけなのだが、今考えると一切「気」
を発
していなかったのではないか。でなければ
臆病な鹿が私の真横にくるはずもない。
・・・・・・・・
前回の会報で洞窟の探検秘話を書きま
したが、
その続きの話になります。
洞窟の録音も一応終了し、久しぶりにパ
ワースポットの１つ
〈富士の森と聖祠〉
の録
音地1700メートル付近の新屋山神社の
奥宮へ行く事にした。そこは小さな祠が原
生林に囲まれ、富士が目の前にそびえてい
る。
この付近で鳥の録音が出来たのは十数
回通ったたまものであった。
この日も録音
ができるとは思わないまま出掛けてみた。
まず神社にお参りをした。
この神社の奥

に小さな火口があるので、そこへ行ってみ
ることにした。
（ 写真の地）
ここもたった一
度だけ録音ができた場所だ。
「気」も素晴らしいので自分の浄化にと
思って原生林の中へ入っていった。
早朝の火口は馴れないと長時間居られ
ないほど寒い。
火口の丘に立った時、微かな音ではある
が「ドドドド」
と地響きのような音が微かに
聴こえた。
「気」
が発する音だ。
生で聴くのは初めての経験。
千載一遇のチャンスと、鳥はいないが、
慌てて録音機をセットした。
自分の雑音が入ってしまうために、手前
の尾根に避難。待つ間腰をおろせるだけの
小さな草地に座った。
雄大な富士を眺めながら冥想の真似事
をしていた。
10分か20分くらい経ったのだろうか。
突然頭の後ろの方からパタパタパタパタと
羽音が近づいてきた。
カブトムシのような大きな虫が飛んで来
るのかと思った瞬間、頭の右後ろの髪の毛
に止まった。慌てて頭を振った。
虫と思ったその正体は何と鳥だった。
すぐ横の１メールくらいの木に飛び移っ
て、盛んに首を捻りながらこちらを見てい
たのだ。
５〜６秒後、飛び去ってしまった。

受講者から嬉しいご報告
こんな偶然があるでしょうか！
つい先頃の10月末の話。
以前から付き合いがあった方から、体
験セミナーの前日に「目眩と難聴で苦し
んでいる女性がいるんだけど、紹介する
から対応して欲しい」。との電話があり、
翌日のセミナーに来て頂きました。
50才前後の女性でした。一応の説明と
体験をして頂き、
「 よさそうだ」との感触
を得て頂き、
帰られました。
翌日彼女を紹介してくれて方から聴覚
システムを借りてトレーニングをしたと
のことでしたが、パソコンの悪い音質で
聴いたため、返って目眩を起こし寝込ん
だと言います。
朝、
目覚めてから不調なた
めに、寝直して起きてみたら
「目眩が止まっている」
「左右差の音程が完全４度
（ドとファの音
の差）あったのが両耳普通になっていた」
「聴こえを確かめたらまったく正常にな
っていた」
スッカリ正常になっていました。とい
うメールを頂きました。
さらに今日耳鼻科に行く日なので、先
生にこの事を話してみます。と書いてき
ました。
私は「医者は理解できない人が殆どで
すよ」と返信したのですが、午後４時頃、

【製品の貸し出し】
どういった製品なのか分からないと言う
方のためにBOX製品の貸し出しを始めま
した。
・貸し出し品は専用ヘッドフォン
・トレーニングＣＤ１枚。
・自然音ＣＤ１枚
・携帯用ＣＤプレーヤー
１万円
（代引き）
で貸し出しますが、
ご購
入の場合は差額をお支払い頂いて、新品を
お送りいたします。
ご不要の場合は返金させて頂きます。
ご
友人など、
ご希望があったらご利用下さい。
貸し出し期間は１週間です。

先方も驚いただろうけど、私も驚いた。
特にそれが野鳥だったとは！
こんな事があるのだろうか！
（Ｐ７で
《パワースポットの音》
を紹介）
・・・・・・・・
宮本武蔵の小説にこのような事が書い
てあった事を思い出しました。
トレーニングセットの選定方法
殺気だらけで荒れ狂っていた宮本武蔵
皆様は既にトレーニングセットをお持ち
を住職が見かねて、寺の一室に幽閉。そこ
ですので、
この記事はあまり役に立たない
で武蔵は３年もの間本を読みあさって一つ
とは思いますが、一応お知らせしておきま
の開眼をする。
す。
庭に出て刀を抜いて天にかざしながら
これまで
冥想をする。
いつしかその刀に鳥が留まる
《ベーシック》
ウルトラ、ヘッドフォンアンプ
ようになる。
そのような内容だったと思いましたが、 セット
《ウルトラ》
ＵＳＢオーディオセ
そんな事が実際にあるのかとても疑問に 《プリメール》
ットなどと、その種類を分けると十数種類
思ってました。
しかし、実際に体験できた事
になっていました。
で納得させられました。
ある耳鼻科医から電話があり、
「○○さん
すっかり治っていました」。
『患者も「正常だから」と言ったのでそ
のまま帰って頂きました』。
「凄いですね」。と興奮気味の電話。
私も大興奮！
実はその耳鼻科の女医さんは家族を伴
って２週間ほど前に伝聴研を訪れて、早
速“ブレインスイッチＢＯＸ”を買って下
さって、精神的にも効果を上げて下さっ
ていたのです。
目眩と言ったその方が行った病院が偶
然にもこの先生だったと言うわけです。
こんな偶然があるでしょうか。
先生も私も本当にビックリして興奮気
味に話しをしていましたが、ふと思い付
き、
「 これはチャンス」データを取って頂
くべきと、
「先生是非データを取って下さ
い」
とお願いしたところ
「前のデータもあることだし、そうです
ね。まだ駅近くのはずだから引き返して
もらいましょう」と、彼女を呼び戻しデー
タを取って、それを送って下さいました。
掲載したデータは医者のお墨付きのデ
ータです。
正常になっているのが、このデータか
ら読み解けます。
（まだ回復中のために不
安定ではあるようです）
先生に感謝！。偶然に感謝です。紹介下
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さった方にも感謝！
先生の診たてはメニエールとの事でし
た。

それは個々に説明して買って頂くと、
どん
どん高額になっていくために、私の方も忍
びなく思っていました。
そこで元に戻してシンプルにしました。
Ａ／ “ブレインスイッチＢＯＸ”の３種類を
選んで頂く
①
《ベーシック》
②《プリメール》
③
《グランデ》
Ｂ／ヘッドフォンの種類
①付属のヘッドフォンのままか
②
《ウルトラ》
に差し替えるか
Ｃ／再生機器の選定
①携帯用ＣＤプレーヤー
②ＵＳＢオーディオ
《デンダック》
③ヘッドフォン･アンプセット標準
④ヘッドフォン･アンプセットＵＳＢ付き
このＡ〜Ｃそれぞれ選んで頂きその合計
が商品価格になるという方法です。
ホームペ
ージのショッピングでも採用しています。

【新製品】
新製品４つのご紹介
単結晶ゲルマニウム
超目玉品

ゲルマニウムの人体における効果は言
われて久しく、皆さんもよくご存じの事
と思いますし、一昔前まではいろいろな
形の製品になっていました。
今回残念ながら予定していた美顔器が
手に入りませんでした。
その替わり、ブレスレット２種類が入
荷できましたので、
ご紹介いたします。
こんな方に
肩コリ・風邪を引きやすい・生理痛・疲れ
やすい・手足のしびれ・痛風・眼精疲労・
四十肩五十肩・リウマチ・頭痛・偏頭痛・冷
え性・むち打ち症・腰痛・自律神経失調症・
ぎっくり腰・筋肉痛・神経痛・不眠・歯が痛
い・座骨神経痛・関節痛・耳鳴り・顔面神経
痛・虚弱体質
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ゲルマニウムは外部からエネルギー
（熱32度以上・光・電磁波など）
を加える
事により反応を起こし、マイナス電子を
発生させます。ゲルマニウムを肌に触れ
させることにより、体の生体電流を整え
ると言われています。
単結晶ゲルマニウムとは、規則的な配
列により、その電気的特性は他の構造の
ゲルマニウム（類似品）と比べて、半導体
ゲルマニウムとして、電子移動を効率的
に導く事ができ、それによりゲルマニウ
ムの力をより発揮する製法です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
このゲルマニウムはNGMCという製
法で作られています。

NGMC製法はゲ
ルマニウムの力を
最大限発揮できる
ようにお肌への皮
膚接触面積にこだ
わ り ま し た。ゲ ル
マニウムが全体的
にコーティングされています。この製法
は原料として99.999％のゲルマニウム
を使用しています。

《スーパー糠（NUKA）
》

健康維持に最適な胚芽。
ちょっと笑ってしまうような製品ですが、
ご紹介いたします。
大分長いお付き合いになりますが、“みゅ
〜ずBOX”を扱って下さっているBL研究所
の富田先生。食養の専門家で、多くの方を
助けています。
ここでは玄米食を広めていま
す。
その関係で、簡単に美味しく食べられる
ので、
〈でんでん米〉
を扱っています。
今 回ご 紹 介 するのは
《 スー パ ー 糠
（NUKA）》。簡単に言えば単なるヌカです
が、
この糠をスーパーと名付けたのは、普通
ヌカは酸化するためにヌカ独特の臭いがし
ますので食用にはなりません。
このブレスレットには２種類がありま
スーパー糠は精米するときに出るヌカを
す。通常38,000円で売られていますが、 １時間以内、
つまり極力酸素に触れないよ
今回のご紹介は
うに、素早く袋詰めし、
さらに酸化を防ぐた
フリーサイズ➡10本 10,000円（税込） めに特殊な多重構造の袋に入れてありま
喜平チェーン（写真下）
す。
フリーサイズ➡５本 13,000円（税込）
これをフランパンで煎り、密閉できるビン
などに保存します。
付け放しでお風呂も可。
それをご飯を炊くときに入れ、
また炊い
追加できるか分かりませんので早めに
たご飯に振りかけ、
あるいは野菜炒めに振
お申込下さい。
りかけ、
あらゆる料理に振りかけて使うとい
うものです。
スマーティー
笑ってしまうというのはわざわざ取り除
《レッグホット》
いた胚芽を再びお米に入れる。
という事で
2015年に会報で一度ご紹介いたしま
すが、
しかしこれが違うのです。玄米を食べ
した。
るのとは全く味がちがうのです。
前回は値引きができず、いろいろなオ
本当に面白い発想で作られたスーパー
マケを付けてご紹介いたしましたが、今
糠です。
回は他の業者様から破格の値段で入りま
理想的には１袋を10日くらいで使い切る
した。
ようにすると言うことですが、
あくまで理想
このレッグホットの温める技術はこの
です。
製造会社独自の方法で追随を許さない技
但し時間が経つとまたヌカ臭くなってき
術です。
ますので、
それまでに使い切って頂くのがよ
今回は３台のみご紹介できる事になり
いでしょう。
ました。
１袋250ｇ入り 540円
（税込）
前回のサービス価格59,000円
説明書１冊はサービス
➡約34％引きの特価39,000円（税込）

深海鮫《生肝油》

私は子供の頃から冷え性で10月末は
会社でアンカに足を乗せて作業をしてい
ます。
以前紹介した時に私も手に入れて冬に
はお世話になっています。
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スクアレンは一般的に体内において酸
素をすみずみまで運ぶ手助けをします。
スクアレンは私たちの体内に存在する
成分もありますが、歳と共に減少してい
きます。最近は積極的に補うことが良い
とされています。
スクアレンを多く
含んでいる食品は、深
海鮫をはじめ、オリー
ブ オ イ ル、綿 実 油、ア
ボカド油などありま
すが、含有量でいうと
深海鮫の肝油が群を
抜いて多いのです。
光も届かない水深

1,000メートルの冷たい深層海水の中、
酸素も少ない環境下で生息する深海鮫
の強靱な肝臓（肝油）にはスクワレン
（約
80％）をはじめ、さまざまな有用成分
（約
20％）が含まれています。深海鮫の中で
もアイ鮫は、体重の４分の１を肝臓でし
めます。肝油中に含まれるスクワレンの
量も他の深海鮫を遙かに超える量を持っ
ています。
召し上がり方 １日約４〜６粒
ソフトカプセル60粒入り
1,720円
（税込）

《浄水器》
前回から扱い始めた浄水器です。
以前から２週間に１度録音と静養を兼
ねて富士山に行くことが習慣になって
います。そこで知ったのが富士の水が甘
く、実に美味しいという事でした。
それか
らというもの、河口湖に行った際には20
リットルのタンクを持って行って水を汲
むようになったのですが、水くみ場はい
つも長蛇の列。自分
の番になるまで長
い時には１時間も
…。
ふた夏で止めて
しまいました。
春にはいつも訪
れている裏磐梯の
水を持って帰った
りもしていました
が、これも、いつしか止めてしまいまし
た。
この浄水器は
〈歓喜の響〉
〈 温泉円盤〉
〈蘇生砂〉
などを作っている久保先生の会
社の製品。風化花崗岩を使った製品なの
で良いに決まっていると思いながら、設
置の方法や価格帯など、いろいろ問題が
ありそうだと勝手に決め込んで、扱いた
いと思いながら、
延期していました。
取り付けも割合簡単だったということ
を知り、それじゃ扱ってみようかと、
この
浄水器を４階のサロンに設置して、早速
浄水器の水を飲んでみた。
飲んで驚いた事に何と富士山の湧き水
と同じ味で、
甘く、
癖がない素晴らしい味
にビックリ！早く付ければよかったと後
悔しきり。ソバ屋さんや豆腐屋さんも遠
くに汲みに行かなくても良いと、大喜び
との事です。
粒状風化花崗岩は海底火山の地層が
源となっ て 出 来 た 岩 石 で、海底深くに
7,500万年もの年月をかけて形成されて
いましたが、隆起現象の際に偶然に地表
に現れ、さらに650万年の年月を経て風

化していった花崗岩です。
これを利用したのが一連の商品です
が、自然のものは最高だと言うことは誰
もが納得するところです。動植物を支え
ているのが土壌、その土壌の元になって
いるのが岩石です。
つまり自然の大本が岩石によって成り
立っているのです。
この浄水器はそんな自然の恵みをふん
だんに作ってくれる製品です。10年間
はフィルターの交換は必要ありません。
水道中の浮遊物のみを除去するフィル
ターは簡単に交換できるシステムです。
目安は水量が減った段階です。
取り付けは
（簡単で自分でもできます
が）関東の方は直接発注会社が行ってく
れます。取り付けをご希望の遠方の方に
は水道屋さんを紹介してくれます。
取り付け費用は実費（１万円前後）です
が、
据え置き型はお電話対応で、お客様で
も設置可能です。
（運賃別料金）
●据置き用
280,800円（税込）
●シンク用
●バスルームシャワー用
3,780円（税込）
★交換フィルター
※簡単なパンフレットがあります。ご希
望があればお送りいたします。

《もろみ香酢》
熟成香酢はアミノ酸が豊富！
もろみ香酢は５年
もの間ジックリ熟成
させ、アミノ酸を25
倍に濃縮します。液
体黒酢に比べて十倍
ものアミノ酸が含ま
れています。
一部の香酢は出来
上がって直ぐに出荷
されますが、この香
酢は専用の部屋でジックリ寝かします。
もろみ香酢の３大特徴
・無農薬の厳選された６種類の雑穀
・５年の長期熟成
・25倍の濃縮。アミノ酸17種類
こんな方にお勧め
＊朝、起きるのが辛い
＊体が重いと感じる
＊体調を整えたい
＊お肌に元気がない
＊お酢や黒酢が苦手
＊毎日元気に過ごしたい
お手頃の値段ですので、一度試してみ
られる事をお勧めします。
60粒入り 1,620円（税込）
１日２〜４粒を服用
4

＊＊フライパン・天ぷら鍋等＊＊
再び、トランス脂肪酸ゼロにするフラ
イパン、天ぷら鍋、バターナイフのご紹介
をします。
相変わらず凄い人気で使用者からの感
謝の声が沢山あります。
感想をお寄せ頂いてありがとうござい
ました｡
その中で男性から変わった報告があり
ました。
※家で油を使うとクシャミが絶えないん
ですけど、これらの商品を使った所、
油
の一段と良い香りがしてきた。不思議
な事にクシャミが出ない。
※ＩＨが使えます。
（磁石が張り付く）
※天ぷらカスが真っ黒に焦げても油は最
初の綺麗な油のままだった。
※フライパンや天ぷら鍋にこびり付いて
しまった場合には擦って落とすより酷
い場合は火で焼ききってしまった方が
早いようです。
この商品を使うと、とにかく美味しい
との意見です。

《フライパン》
会員の多くの皆様が既にお持ちの事と
思いますが、引き続きご紹介いたします。
どうぞご親戚にも紹介して下さい。
この一連の商品は全てトランス脂肪酸
を殆ど無害化してカラッとした天ぷら
が、あるいは炒め物ができます。

換気扇に付着する白い油分がトランス
脂肪酸との事。体には良くありません。
サイズ直径 28㎝
27,000円→特価19,000円
（税込）

【天ぷら鍋】万能鍋
ＩＨ鉄たっぷり深型揚鍋（蓋付）
勿論トランス脂肪酸をカット。
使った方からは感謝の声。
良い物を
扱って感謝
さ れ る と、
紹介した方
としてとて
も嬉しく思
います。
（７ページへ→）

伝聴研行 FAX:045－439－5956
送信先 info@denchoh.co.jp

ご注文日：

年

月

会報30号価格表

注文受付期間： 会報到着後～ 2019年１月15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。 ※音響機器関係の納期は不定です。
※ ￥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。 ※キャンペーン終了後、定価になります。
ページ
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商 品 名
ブレスレット フリーサイズ
ブレスレット 喜平チェーン
スマーティー《レッグホット》
スーパー糠
（NUKA）
深海鮫
《生肝油》60粒入り
浄水器
（送料、
設置料別）
交換フィルター
もろみ酢
フライパン
天ぷら鍋
バターナイフ
車用触媒
《MG-Z》
《パワースポットの音》
１枚につき
天然オリゴ糖、
ラフィノース
ダブルリンク 20錠入り￥30,000 10錠入り￥15,000（←丸で囲って価格を→）
桑の葉茶
リップバーム
足楽です輪
《蘇生砂》
１㎏
超ミネラル水／「歓喜の響」
２L １本目お披露目価格
（￥9,000）／２本目から
（￥10,300）
温泉円盤
（Spa UFO）
“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
《アレックス》
（ホワイト）
《D２用》
２チャンネルアンプ+スピーカーセット
（色指定→）
（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→）
（三脚、DVDプレーヤーなし）
別売 D2用三脚2本組み
（¥11,310）DVDプレーヤー +接続ケーブル（¥5,910）
《デンダック》（アダプタープレゼント）
CDプレーヤーセット標準品（ヘッドフォンアンプセット）特価
CDプレーヤー USB付セット
（ヘッドフォンアンプセット）特価
パソコン用推薦小型スピーカー（白･黒）
ＣＤ、ＤＶＤ湿式レンズクリーナー
不思議な石鹸 ○をする↓
１個（￥1,875）／ 5個セット（￥9,075）／ 7個セット（￥12,215）／ 10個以上（1個¥1,665）
亜麻仁油生搾り
（550粒）
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3,600、３枚10,650、５枚17,500 ／音のカタログ（¥500）
「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。この価格はキャンペーン期間中のみ
40分トレーニングシリーズNo.1〜No.10 （定価1枚￥9,800)

※ヘッドホ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。
フリガナ

会員価格
￥10,000
￥13,000
￥39,000
￥540
￥1,720
￥280,800
￥3,780
￥1,620
￥19,000
￥19,000
￥3,950
￥35,000
￥6,150
￥3,480

数量

￥1,500
¥3,400
￥2,160
￥1,000
¥39,000
￥10,000
¥240,000
¥216,600
¥477,000
¥12,000
¥29,800
¥34,700
¥9,900
¥1,940
¥9,000

¥9,200

3,000円以上無料→

送料
合計

ご 〒
住
所

お 名 前
TEL:
e-mail
お届け日
時間指定
お支払い

FAX:
＠
携帯メール
□ 平日
□ 土曜指定
□ 日曜指定
□ いつでも可
午前中 , 12 ～ 14時
（佐川のみ）,14 ～ 16時 , 16 ～ 18時 , 18 ～ 20時 ,19 ～ 21時
□ 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）

備 考 欄

その他お書きください。

＠

□ 郵便振込

ご 意 見

（ご自由にお書
きください）

㈱傳田聴覚システム研究所 電話 045－439－5955
送信先 info@denchoh.co.jp

FAX 045－439－5956

計

日

鼻の調整法
「 鼻 の３点 セット 」

①鼻の調整点への愉氣
写真Ａの

印の３点を上から順番に愉

氣をします。
一番上
「涙腺の急所」二番目
「花粉症の
急所」
三番目「骨盤を調整する急所」
三番目の場所は、
「 迎香」と言うツボで
す。
鼻の両脇、小鼻の開いた根もとのすぐ
横のあたりにあり、小鼻の両脇に凹みが
あります。
どのポイントも一点一点指先で触れて
感じを味わいます（愉氣）。

③恥骨への愉氣
お臍から足方向に真っすぐ指を滑らし
ていくと骨に当たりますが、ここが恥骨
（写真C

印）です。触れてみて気になる

場所の感じを味わいます（愉氣）
。
（違和感は、
「ピリッ」とした鋭い痛みに感
じられることが多いです。）
この場所は、呼吸器の急所であり皮膚
を綺麗にする急所でもあります。敏感な
所ですので、分からない場合は強く押さ
えないで手のひらで愉氣をして下さい。
※さらに効果を上げるには！

普段、何気なく呼吸をしていると当た
り前すぎて
「鼻」
のありがたみを感じるこ
とが少ないですが、風邪や花粉症などで
詰まるととても気になって注意も散漫に
なります。
鼻は、単に空気や匂いの通り道では無
く色々な意味があります。
ヨーガでは、左の穴は副交感神経と関

写真Ｄ（恥骨の押さえ方）

係し、右の穴は交感神経と関係している
と説いており、左右交互に呼吸を行うこ

触れている場所に気持ちを向けてそこの

写真Dの様に、恥骨を指先でピンポイ
ントで癒氣をすると深いところまで響き
ます。
愉氣をする時のポイントとしては、
「何
となく」の感覚を大切にして下さい。
体は、ある場所に気持ち
（意識）を向け
写真Ｂ
られると（愉氣）その処に一番ふさわしい
②側腹への愉氣
変化をしてくれますので安全ですし、依
わき腹の肋骨と骨盤の間
（写真B）を摘
存になることも有りません。
むしろ、愉氣をすればするほど体が育
まんで、
そこの感じを味わいます（愉氣）。
ち 敏 感 に な り ま す の で、楽し み な が ら
左右の感じが違った場合、違和感を感じ
行ってください。手を当てている所が、
る側
（厚さや硬さ等）だけを行うとさらに
「何となく」
変化した感じがあったら離す
効果的です。
タイミングです。
ここは、
お腹全体を弛める急所ですが、
（文章：整体指導者（氣道協会）
松岡正彦）
腰痛の時に愉氣をすると傷みが和らぎま

感じを味わってください。触れている場

すので覚えておくと便利です。

とで、自立神経のバランスを取り延いて
は、頭脳を明晰にする呼吸法
（スクハプル
バク）もあります。
また、野口整体では、
香りは骨盤の動き
とも関係が深く、
「 鼻が利く」と言う言葉
がある様に直感力と関係が深いのです。
この様に、鼻は私たちが思っている以
上に大切な処なのです。
それでは、
手順を説明いたしますので、
鼻に違和がある時に行ってみて下さい。
（文中に
「愉氣」と言う言葉が出てきます
が、
「 愉氣」とは気持ちを向けることを言
います。お体に触れて
「愉氣」
している時、

所の、
「 変化を感じること」がとても重要
です。）

写真Ａ

写真Ｃ

（→４ページより）
揚げ物がお好きなご家庭なら是非使っ
て頂きたい商品です。
古い油を試しに庭に撒いても蟻は寄り
つきませんでしたが、このトランス脂肪
酸カットのこの製品の中に入れた油には
蟻が寄ってきました。
凄いですね。
自然界
の感性は…。
一連の商品のデータ
各種トランス脂肪酸
C16：1 trans9 ヘキサデセン酸メチル
C18：1 trans6 オクタデセン酸メチル
C18：1 trans9 エライジン酸メチル
C18：1 trans11 バクセン酸メチル
C20：1 trans11 エイコセン酸メチル
C22：1 trans13 ドコセン酸メチル
上記のトランス脂肪酸は全て0.05以
下。
極めてゼロに近い値だという検査結果
です。
深型20㎝、フタ付きの鉄製鍋で、素晴
らしいデザインです。
底が狭いので油も少量で済みます。
ＩＨ対応。
重さ1,320g 深型20㎝
外形寸法236㎜×219㎜×150㎜
容量2.8ℓ 適正油量1ℓ ～ 1.2ℓ
底面の厚さ 1.6㎜
27,000円→特価19,000円
（税込）

【MG-Z】
愛車のために

24万キロ走っている私の車スペース
ギア。車検の為に技術者が取りに来た。
終わってから「15,000キロ走ったオ
イルとは思えない。黒くはなっていたけ
ど、粘度は十分だったね」と。｢エンジン
も静かだし最高だ。24万キロとはとて
も思えない｣。
開発者に聞くと１〜２万キロに１粒
足していけばオイル交換なしで８万キ
ロは走れるとの事です。
「但しスラッジが多くなるので３〜
４万キロでオイル交換した方がいいけ
どね」とケロっと言い放ちました。
ガソリンタンク用は大粒を１回入れ
るだけ、小さな粒は８個入っています
が、オートマチックオイルも１回のみ。
あとの７個はエンジンオイル用。１万キ
ロに１回のオイル交換ならこの１セッ
トで７万キロ乗れることになります。

【バターナイフ】
人気商品なので、前回は十分準備をし
ていたにも関わらず、予定した本数をは
るかに上回る注文を頂き、お応えするこ
とができない方もいました。今回は多め
に準備して
あります。
こ の バ
ターナイフ
を天ぷらの
油の中にい
れたら良い
と紹介した
通りにやっ
たら天ぷらが激変したとの嬉しいおたよ
り。
「 野菜炒めも美味しいです」というお
便りも頂いています。
バターナイフに触れたとたん油が変化
…。
マーガリンに、このバターナイフを入
れておくとトランス脂肪酸をカットでき
るそうです。
通常価格 4,500円
（税込）
特別価格 3,950円
（税込）

オイル交換の費用。燃費もよくなりま
すので、この価格はお釣りがくることは
間違いありません。
世の中には私の所だけ。あと10セッ
ト。いつまで持っていてもしかたありま
せんので毎回少しづつ下げていきます。
45,000円➡特価35,000円（税込）

《パワースポットの音》単品
パワースポットの音シリーズはステレ
オで聴いた場合は違いは判りません。多
分こんな高価なＣＤと思うでしょう。
私もそう思います。しかしトレーニン
グ用や音楽用に販売しているヘッドフォ
ンで聴いた場合の感想は一変します。

7

「凄いですね。全然違う！」と言われま
す。
このパワースポットを制作した時に、
何故か眠くなる。他の自然音と同じよう
なものですが、眠気が抑えられなくなり
ます。
確かに「何かが違う」それがこのパワー
スポットです。
さらに葦原神社の気音では
「気」
の特殊
な音が確認できます。
今回は単品５種類を提供いたします。
１枚6,480円➡会員価格6,150円（税込）

《天然オリゴ糖ラフィノース100》
定期的に注文を頂いている方も多く、
すっかり定着したオリゴ糖。
現在、腸内環
境改善を目的
として販売さ
れているオリ
ゴ糖は十数種
類あります。こ
れらオリゴ糖
の多くは原料
である砂糖・乳糖を酵素変換、
加熱処理等
を加えて人工的に製造されたものです
が、ラフィノース100はビート（甜菜）糖
蜜より抽出・分離した世界で唯一の純度
１00パーセントの天然結晶オリゴ糖で
す。砂糖及び消化吸収される糖質は一切
含まれておらず、高いビフィズス菌増殖
効果が期待できます。
詳しくは28号をお読み下さい。
ビフィズス菌の栄養源となる。
勿論、
血
糖値上昇にも影響しません。
免疫力が低下するとカンジダ菌が異常
に増殖し、病原性を発揮することがあり
ます。ラフィノース100は種々のカンジ
ダ菌を抑制する作用を持っています。カ
ンジダ症に悩んでいる方には推奨できる
商品です。
4,100円→キャンペーン価格3,480円（税込）
《ダブルリンク》
これは凄い効果
生命力のパワーアップ！
これがスゴイ！驚くべき効果で、たっ
た１錠で激変。１週間以上効果の持続を
確認できたのには驚きました。
価格は高いですが、使って頂いて納得
できるでしょう。
27号から扱い始めましたが、たいへん
な評判を呼んでいます。困った事に
「人に
教えたくない」と。
まるで伝聴研の聴覚トレーニング製品
のよう…。
下記のような特徴があります。

DOUBLE LINKは ア メ リ カ のNutraceutical Techonology社が製造・発売し
ている商品です。
検査基準が高いＦＤＡ
（アメリカ食品
医薬品局）の販売許可も取得している製
品です。
具体的には
・ 細胞遺伝子の機能を高めるように調合
され、遺伝子栄養素の中核を形成する
のを助けます。
・ 自然の植物の成分で調合され、カラダ
の代謝バランスを整えたり免疫力を高
めることでアンチエイジング効果や疲
労回復効果を助長させます。
・ 免疫力をアップさせる事で、代謝バラ
ンスやホルモンバランスの調整を助け
る効果があると言われています。
・ また腎臓や肝臓のデトックスを促し、
本来の機能へと改善します。
・ 特に女性の更年期障害、アンチエイジ
ング対策として。
・ また男性のＥＤや精力減退対策などに
も高い効果を実感されている事例が多
く報告されております。
10錠は半分にしますので、箱がありま
せん。
10錠入り 15,000円
（税込）
20錠入り 30,000円
（税込）
※注意、初めて使う方にまれに頭痛が起
こる場合があります。
買われた方は念のため４分の１に包丁
で切って少しづつ増やして下さい。
ある方はこの『４分の１で十分効果が
あるよ。』
と言っていました。

（キャンペーンが終了すると通常価格になります。）

《桑の茶葉》
蚕が食べる
葉っぱ？と恐
る恐る飲んで
み る と、と て
も 美 味 し い。
ちょっと飲む
とソバ茶のよ
う で、後 味 が
以前紹介したルイボスティのような香
りもあり、なかなか美味しい。
それほど高くないので、これで健康に

良ければと、27号からご紹介いたしま
した。
◆桑葉は、天然の食物繊維が豊富。
◆ビタミン、ミネラルが豊富。
糖質をおだかやにします。
無農薬で丁寧に作られています。ノン
カフェイン。ミネラルたっぷり。
500ccのお湯に10分。
ペットボトルのお茶を飲む代わりに
普段携行したら如何でしょうか。
20袋入り、お試し価格
1,720円➡1,500円（税込）
《唾液検査》
世界で初めて唾液検査を自動化した大
友先生ですが、伝聴研の体験セミナーに
お出で頂いています。
その大友先生がリップバームという
リップクリームを開発されています。

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉

多くの愛用者が増えてすっかり定着致し
ました。
詳しくは26号
〜29号をお読み
下さい。
夏は柔らかくな
りますので、私の
方でも管 理 に神
経 を 使 いますの
で、冬のこの時期
に夏の分までまとめてご注文を頂けると有
り難いです。
このリップバームを唇に塗るとたちどころ
に体が酸性から還元されるというリップク
リームです。
※ 小さな傷にも塗ると回復が早いです。
※ シミが気になって塗った所、
どんどん薄く
なっている。
※ 喉がイガイガしたので、外側から塗った
らたちどころにイガイガがなくなった。
＊ 鼻炎ギミの人は綿棒で鼻の中を塗ってみ
て下さい。
※難聴ギミな方は耳の周囲、
もしくは綿棒
で耳の穴の中に塗ってみてください。
※ 白血球が一万を超えていて重病と伝えら
れた方が食べてみた。
その後医者に行っ
たら正常値だったと。
（サプリではありま
せんので真似はしないで下さい。
）
この報告を開発元に報告したらハワイで
早速紹介して効果を上げたとの事でした。
体調が悪い場合には唇に余分に塗って
みて下さい。
ひょっとすると快調になるかも
しれません。
このリップバーム、本当に素晴らしい商品
です。
8

酸化とは炎症・疲弊・過労・ストレス・老
化要因で体調不良が示されます。
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。
ご紹介している様々な商品は名もないも
のばかりですが、
こうして素晴らしい商品に
巡り会える事は幸せです。
＊夏場は涼しい所で保管して下さい
3,780円➡１本 3,400円
（税込）

《足楽です輪》
皆さん
「安いから騙されたつもりで」、
と買って下さっているのだと思います
が、使って頂くと、多くの方が複数の追加
注文を下さいます。
「足が悪く姿勢も悪くなった母親に
使ったらお腹が伸びて姿勢もよくなり、
楽に歩けるようになった」と喜ばれ、
妹も
「私も使ったらとても気持ちがよかった」
と４セットの追加注文を頂きました。
多い方だ
と６セット
もの追加注
文を頂きま
す。
私には判
り ま せ ん
が、盲点をついた商品なんでしょうね。
「シンプル・イズ・ベスト」を地で行った商
品のようです。
写真のように弾力のある紐をゴム状に
なるように編んだ製品です。
極めて柔らかい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
なったら交換してくれると言う事です。
詳しい解説書が付いています。
是非お試し下さい。
足楽です輪 2,700円➡2,160円
（税込）

《蘇生砂》

歓喜の響を開発した久保先生の商品。
全ての作物の光合成の力を20〜40％
も高め、生育を盛んにして生産量を増や
すという効果。
去年お知らせした鉢植えの朝顔も引き
続き夏には花をいっぱい咲かせ、さすが
に３年目の秋に枯れました。

今回はベランダにナスとスイカの苗を
植えてみました。ナスはこれまで何年植
えてもダニと病気にやられて１、２個採
れただけでしたが、今年のナスは最後ま
で元気に育ち次々に実を成らせてくれま
した。
特筆するのは小玉スイカの苗を買って
きて鉢植えにしてみました。ツルが伸び
て幾つか花が咲きました。
驚いた事に実を付けたのです。少しず
つ大きくなっていき、ツルが折れてしま
うと思って、早速インターネットで育て
方を調べ、網で保護して35日の実が熟す
のを待ち、
収穫しました。
割ってみると黄
色い実が顔を出し、独特な味のするスイ
カでそれは美味しかった事。

合計４個も収穫しましたが、３個目か
らは小さくなり、味も落ちてしまいまし
た。そりゃそうですよね。鉢植えですか
ら。
味をしめましたので、来年も育ててみ
るつもりです。
勿論４階のベランダで鉢植えですの
で、土は使い回しています。
それでこの育
ちですので蘇生砂の効果に脱帽です。
家庭菜園や庭だったらこの１キロでも
数年使えると思います。プランターには
指でつまんで混ぜるか振りかけて下さ
い。
１㎏
（袋） 1,000円
（税込）

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】
福島にお住まいの会員様から。
家の犬が15才と高齢のためか体調不
良でしたが、犬は18才の寿命があるとい
われて、ミネラル水〈歓喜の響〉を飲ませ
たら元気を取り戻しました。というコメ
ントを頂きました。
聴覚トレーニングを犬に聴かせると気

持ち良さそうに聴いている。とよく報告
がありますが、聴いた犬はその後、元気を
取り戻すとの事です。
皆さんも是非この〈歓喜の響〉と聴覚ト
レーニングを犬にもやってみて下さい。
猫の場合は漏れた音を聴いて大人しく
なったという報告を受けた事が何回かあ
ります。
数年前からこの《歓喜の響き》に取り扱
いを替えました。
「やっぱり元祖は素晴ら
しい」
との声を沢山頂きます。利益だけで
商売をするのと違って２ヶ月もの時間を
かけ本質を貫いて製造しています。本物
は違うと実感できる品質の良さを実感。
成人病予防に最適な
サプリメントです。
風邪っぽい時、一口飲
んでも効果的なようで
す。う が い に も 良 い で
しょう。
成 人 病 予 防。病 気 に
なる前に一度は使って
知っておいて欲しい製
品です。
ちょっと渋い、酸っぱ
い味がしますので、試し
にカルピスで割って飲
んでみたら、全くカルピスの味。カルピス
と
〈歓喜の響〉と水を同量で割ってみて下
さい。
それは飲みやすくというより、美味
しく飲めます。
通常定価 10,800円（税込）
お試し価格 １本目9,000円（税込）
２本目から10,300円（税込）

が下がります。
また一番風呂のピリピリ感もなくなり
ます。
なのに温泉円盤はよく温まり、お肌も
ツルツルに。
入浴後は立てかけて水を切って乾燥さ
せておきます。
お手入れも極めて簡単。
定価44,280円→39,000円
（税込）

《伝聴研からのお知らせ》
“ハイパーリスナー”のお勧め
“ハイパーリスナー”のトレーニング時期
のご希望には年によってムラがあります。去
年はこの時期が割合空いていたからと予約
を受け付けると、再トレーニングの方が多く
申し込まれて、
とても混み合ったりします。
そこで今後は
予約の方法を変
えてご予約から
１ヶ月以降に私
の方の都合とお
申込頂いた方の
都合を調整して
機材をお送りするようにしたいと思います。
ご予約頂いた方には入会金の１万円を
サービスさせて頂きます。キャンペーン中
の予約のみ。
予約金１万円
（返金はできません）

【健康用機具】
プラズマ波発生機

【温泉円盤｛Spa UFO｝
】

《アレックス》

一般の入浴剤の場合は白や黄色や緑な
どの色がついていたり、香料が入ってい
るので、いかにもそれらしく有り難く感
じますが、返ってお湯がピリピリします。
そのために暖まるかわりに肌に刺激を出
しますので、私のように乾燥肌の人は痒
くなってしまってたいへんです。

腱鞘炎が酷くなり、また使ってみると
本当に楽になります。このアレックスを
使いながら、パソコンから離れられれば
治るのでしょうが、そうはいかないので
痛みに耐えながら、アレックスを使いな
がら騙しだまし、コンピュータに向かっ
ています。
またドライアイが酷くなると、刺激を
最小にしながら使います。これも効果が
あるようです。

しかしこの温泉円盤は無色、無臭。
透明な温泉の味わい。
香りや色でごまかしません。
初期投資は大きいですが、毎日使うも
のですので、数
十円の入浴剤
を考えれば１
日10円 程 度 で
す。
この温泉円
盤は一般の入
浴剤に比べる
と反対に１〜
２度体感温度
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先日、アレックスが壊れたという連絡
を頂いた方からお婆さんの耳が聴こえる
ようになっていると連絡を受けました。
小型で使い勝手が良いので自宅では手

元に置いて直ぐに
使えるようにして
います。
効果の自覚がな
くなったら１ヶ月
くらい空けた方が
効果的なようで
す。
美容効果・髪の
毛・肩凝り･腰痛・関節痛・その他、
健康維
持のための器具として是非１台お持ち下
さい。
もともと38万円で販売していた機器。
これを伝聴研の特注として一般用をプ
ロ用の強さに近づけた製品。
（特別製品の
ためホワイトのみ）
ホワイトのみ240,000円
（税込）

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》
【２センチと８センチスピーカー】
生そのものの音。一般的に音楽家はス
テレオには懲りません。所詮ステレオの
音でしかないからです。音響装置は参考
にはなるものの鑑賞には堪えられないか
らです。
以前、私
が教えて
いた吹奏
楽団にこ
の12面 体
を持ち込
んで指揮
台の横に

マイクロフォンを置いて録音をしまし
た。

再生してみて私は驚愕しました。
それは下手さ加減から、音の聴こえ方
まで指揮をしている時に聴こえる音と瓜
二つだったからです。
演奏者には不評だった事は言うまでも
ありません。
このスピーカーは音楽家が聴くと無言
でしばらく固まってしまうほど生に極め
て近い音がします。
オーケストラはまるで演奏者が前で演
奏しているのではないかと思えるほど。
自然音はまるで山の中に放り出されたよ
うに聴こえます。
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
からない程です。
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。
30年前なら数百万円した事でしょう。
大きい方
（8㎝ユニット）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

連載〈ぶらあぼ〉体験談
【第17回】 ピアニスト

捉えられ、自分は外国人と違う側面で音
M．Y
パリ・エコールノルマルやモスクワ音
を聴いているのではないか…という不安
楽院で研鑽を積み、世界のピアニストた
からやっと解放されて嬉しいショック！
ちから影響を受ける中で、海外レッスン
始めてから半年後ロシアで、恩師から
での、常に言語から生じる演奏の苦悩と 「テクニック、音色、表現、リズム、どれを
向き合わざるを得ない背景から、日本人
とっても別人のようになった。どうした
が西洋音楽を演奏する意味を深く問い続
の？」
と質問攻めにあい、これは本物だと
けてきたYさん。テンポの取りかたでど
実感した。
１年ほどで、格段の暗譜力のア
うにもならない壁を諦めつつも、
「このま
ップや、１曲にかける時間の飛躍的な短
までは終わりたくない！」という強い意
縮など、納得の演奏スタイルをほぼ確立
志も持ち得ていた。そんな折、
「 音楽と言
してしまったが、音は人なり、人間性その
語は密接な関係にある」という伝聴研の
ものが音楽に反映できるような音楽家を
広告を目にして大きな衝撃を覚え、
『聴覚
目指しているYさんは、技術をマスター
訓練』を通して一切の悩みを克服できる
しただけのプレーヤー人生に満足しない
なら…とすがるような気持ちで
《通信コ
で、
伝聴研の《通信コース》を続けて、自分
ース》の受講を即決した。
のさらなる脳力アップに励んでいきたい
初めての視聴後、音の聴こえ方が劇的
とのことである。
に変化したことが今でも忘れられない。
“ハイパーリスナー”を受講。
いろんな側面からたくさんの音が一度に
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音質や鳴り方は似ています。
小型は２センチユニット
（手の平に乗
るサイズ）、大型は８センチユニットをそ
れぞれ12個配置した正12面体スピーカ
ー。
写真でもお分かりの通り小型は５色に
なりました。
お部屋に合わせてどうぞ。
スピーカー（２個１組）
セット価格
《D２》スピーカー 129,600円
（税込）
《D８》スピーカー 375,000円
（税込）
（ケーブル、アイボルト付属）
スタンドは別売
小型専用ステレオアンプ
12面体スピーカーのために特別に開
発した専用アンプ。

このアンプと手の平サイズのスピー
カー４個で40メートル四方の会議室で
も十分な音量を出せました。勿論広めの
結婚式場でも２㎝ユニットの手の平サイ
ズのスピーカーでも十分な音量が出せる
でしょう。小さな音量から大音量まで音
質が変わりません。
驚くべき性能です。
スピーカーと組み合わせてお求め下さ
い。
納品まで２〜３ヶ月かかります。
アンプ価格
D２用アンプ単品 87,000円
（税込）
D８用アンプ単品 102,000円
（税込）

《アンプ・スピーカーセット価格》
D２スピーカー＆アンプ一式 216,600円（税込）
D８スピーカー＆アンプ一式 477,000円（税込）
パソコンでトレーニングの必需品

《デンダック》
最近の安いＣＤラジカセは音質が悪く
て使い物になりません。そこで開発した
のがこの「USBオーディオ」
一般のオーディオ製品などはできるだ
け良いデータにして表示します。しかし
データを見ても分からないはずが、
「凄
い！」と買ってしまいます。男性の多くは
自分の直感よりデータを信頼します。
その点、女性はデータを頼りにせず、
感

性 で 判 断 し ま す。 セットにしました。
（ＤＶＤプレーヤーはＣＤ
本来はそれが正解
も再生できます。
）
ＵＳＢとＤＶＤ共用アンプ単体 28,790円（税込）
なんです。
〃 ＋DVDプレーヤーセット 34,700円（税込）
価 格 と デ ー タ。
（DVDプレーヤー＆ケーブル付き）
ここに大きな間違
い が あ り ま す。自
分の感性、直感を信じていればそんな事
外部スピーカー
はないのですが、世の中は大概そのよう
《デンダック》やＣＤプレーヤーセット
なものです。
からスピーカーへ音を出したい方へ
「USBオ ー デ ィ オ 」も 量 販 店 や イ ン
ヘッドフォ
ターネットなどでも、今や
《デンダック》
ンアンプや
より良いデータのものが安く売られてい
《デンダック》
ます。
を買って頂い
しかしデータが良ければ本当に良い音
た方。
になりますか？
スピーカー
キャンペーン価格14,580円→
からも音を出
12,000円
（税込）
して音楽や自
（ＵＳＢアダプターをプレゼント）
然音を楽しみ
ヘッドフォンアンプ
たいという方
に。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
ＤＶＤプレーヤー接続用とパソコン
てきて最終的にこの製品に辿り着きまし
（ＵＳＢオーディオ）
にも接続できるＵＳ
た。
Ｂオーディオ内蔵のヘッドフォンアンプ
爽やかな音で聴き疲れしません。
２種類があります。
（デザインは同じ）
手に入らない方はご注文下さい。
（トレーニングには使えません。）
（高さ29㎜×幅74㎜×奥行き59㎜）
色は白と黒 9,900円（税込）
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
【レンズクリーナー】
DVD専用ヘッドフォンアンプ本体 23,890円（税込）
〃 ＋DVDプレーヤーセット 29,800円（税込）
ＤＶＤの必需品
（DVDプレーヤー＆ケーブル付き）
音飛び防止
下記セット⬇をご覧下さい。
に。ＣＤ、ＤＶＤ
プレーヤーの必
需 品 で す。音 を
《ＣＤプレーヤーセット》
読み込むレー
ヘッドフォンアンプセットのお勧め
ザーレンズが汚
れ る と、音 が 出
な い？ 音 が 飛
ぶ、な ど の 現 象
が 起 こ り ま す。
故障と思ったら、まずレンズクリーナー
を試してください。お近くで手に入らな
い方はご注文下さい。
湿式レンズクリーナー 1,940円
（税込）
ＣＤラジカセでトレーニングをしている
方、もしくは
《デンダック》でパソコンから
【不思議な石鹸】
離れられず不自由をしている方にお勧めで
十数年扱って、定番品になっています。
す。
お得意様はこのキャンペーンでまとめ
ヘッドフォンアンプセット、即ちＣＤプ
買いして頂いています。
レーヤーセットです。
詳しい成分は教えてもらえませんが、
ＤＶＤプレーヤーとヘッドフォンアンプを
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自然由来の製品で、香料を使っていませ
んので従来の石鹸の臭いはしません。良
い香りとは言えませんが、その香りが残
ることはありません。
我が家ではすでに十数年、この石鹸し
か使っていません。
旦那様のキツイ加齢臭が取れたと喜び
の電話を頂きました。
この石鹸だけはアトピーにも使えると
喜ばれています。
体臭、加齢臭も取れ、肌に刺激が少ない
石鹸です。クレンジングクリームも不要。
肌が突っ張りません。アトピーの方は唯
一使える石鹸だと愛用頂いています。
一回り大きくなりました。それに連れ
て価格が上がりました。値上げではあり
ません。
不思議なオジサンが作った不思議な石
鹸。正価4,104円
伝聴研通常税込価格2,700円。
↓
キャンペーン価格
１個 1,875円
（税込）
５個 9,075円
（税込）
７個 12,215円
（税込）
10個以上１個につき 1,665円
（税込）
キャンペーン期間中は何回でも。

健康食品
《亜麻仁油生搾り》
歳と共に減少していく、
オメガ３。
最近
特にこのオメガ３が、騒がれテレビなど
にも度々登場します。この亜麻仁油はオ
メガ３の宝庫です。
必須脂肪酸は体に入るとDHAやEPA
に変化する。
このサプ
リは他の製
品に比べて
劇的に安い
と
（毎日飲ん
でも２ヶ月
以上）愛用し
始めました。
マイナス
35度 で も 凍
らない唯一
の食品。体に
入ると脂肪
を燃やすた

め体温を高め、ダイエット効果も期待で
き、また肌にも便通にも。
さらに花粉症な
どのアレルギーにも効果があるようで
す。アンチエイジング効果抜群のオメガ
３です。こんな凄い効果があったんです
ね。
１日４〜８粒を摂るだけです。
１ヶ月は続けてみましょう。
亜麻仁油は酸化しやすく保存が利かな
いと言われていますが、この亜麻仁油は
保存がききますので安心です。
お徳用550粒入 9,000円
（税込）

トレーニングシステム
開発秘話
第７話
ＫＪ法を勉強1989冬、続き
＊＊例外事項の解決＊＊
その後、幾つかあった例外の殆どは日
本語との関係が濃厚であった事が判り、
研究から約17年、言語と音楽の関係がよ
うやく落着したのです。
しかし、言語と分かった事でまた新た
な大問題が発生したのです。
その問題とは英語もままならない私
が、言語を研究しなくてはならない。
外国語の言語を研究するとなると当然
喋る事、言語の習慣から歴史など言語学
者並の知識が必要になる。
さらに今後、幾つの言語が習得できる
のか…。何十年かかるのか…。
「音楽を解明するために始めた研究が
言語になる」
。
そんな横道に入ることは出
来ない。
考えてみても不可能な事は理解できた。
あまりにも大きな課題のために、その
問題は取りあえず先送りすることにし
て、言語と音楽の関係性をまとめる事に
お正月休みのお知らせ
2018年12月28日㈮〜
2019年１月６日㈰
定休日、
営業時間
定 休 日 土日、
祝祭日
営業時間 10時〜18時

【でんでん米】
玄米と黒米の
ミックスの健康
食です。そのまま
でも、電子レンジ
で温めても、大豆
の副食と味噌汁
でほぼ完全食。玄
米にしてはおい
しい。保存食にも
うってつけです。
専念することにしたが…。
＊＊言語と音楽＊＊
音楽の問題点の90％以上が言語との
繋がりだと判った事で、文章化できるは
ずだと書き始めたものの、なかなか先に
進めない。
一つの項目を書き始め、その項目を書
き終えてみると、方向が全く違ったとこ
ろにいってしまい、次の項目に移れない。
また書く、その項を分かり易く説明を
していくと違ったところへいってしま
う。
結局、書いていくと、同じような内容
を、言い方を変えて散りばめることにな
る。
それでも数年かかってＡ４用紙300枚
くらいの膨大な書き物になったが、これ
は本という体裁ではなく問題を書き殴っ
ただけの粗末なものだった。
付属的な文言が多い、どうにもまとま
りがつかない文章をどうにかしようと、
こんな事をまた数年繰り返す事になっ
た。
＊＊講演依頼1989夏＊＊
私は管楽器奏者の歯並びに興味を持っ
ていた矯正歯科医師と懇意になり、協力
しているうちに、音楽のこれらの現象を

㈱ 傳田聴覚システム研究所

話すと、
「とても面白い話です」
「歯科医師
の集まりで講演してくれないか」という
要請を受けました。
当時はまだまとまりがついていない状
態だったが重要な項目100をKJ法風に
まとめ、演壇にたった。
長時間の話になってしまった。
毎回講演内容を紙媒体にして参加者に
配るのだそうですが、その講演内容が出
来上がってみると、あまりの長さに口述
筆記者が途中で止めたり、手を抜いたり
で、内容がアチコチ崩れていた。
数ヶ月経って、冷静に考えたら、
この冊
子、直せば生徒たちの参考書にできるの
ではないかと気付いた。
修正作業を始めて出来上がってみると
40ページほどの参考書になった。
出来上がって文章を精査してみて驚い
た。
あれほど文章化できなかったものがあ
る程度文章になっていたのだ。
これをベースに内容をさらに加味して
いけば本になるかも知れない予感がして
きた。
夢にまで見た文章化である。
既に40才を越えていた。
必死に文章化を進めてさらに約１年。
Ａ４用紙80ページの立派な原稿ができ
あがった。

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。
１月20日
（第３） ２月17日
（第３）
３月17日
（第３） ４月21日
（第３）
５月19日
（第３） ６月16日
（第３）
７月21日
（第３） ８月４日
（第１）
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会員価格１パック 290円
（税込）
１0個以上は１パック 280円
（税込）
※食品ですので会報の時期のみ取り扱い
ます。品切れご容赦！

お知り合いを体験セミナーに是非お
誘い下さい。
ご都合が悪い方、
音楽や語学で録音が
必要な方は別途お受け致します。
※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。

〒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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