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●『調でグ認RCD』 (体験版)をお聴きください。

0最初にウ を必ず行つてください。鰊く必要はありま||ス′.)
専用ヘッドフォンに同梱されている 【システムガイダンスCD】 の “トラック9"

(20分 のビンクノイズ)を 2回 、時間があれば4回前後繰り返し再生してから

訓練に入っ¬Cく プビさい。 (→ヘッドフォンについてP9)× 他のオーディオ製品の音鰐:,11 1,付 1 1

0耐震機能付のCDプレイヤーでは、

トレーニング効果が出ません。
コンポ、ラジカセなど据え置き型をお勧めします。

歩きながら聴ける携帯型は、音とび防止機能 (或 いは耐震機能)が 「()|11に

できるものは使用できますが、多くの機種はこの加工音楽と相性が合わ ハ 〕l

ったものと違った音になってしまいます。ご自分の携帯型が使えるか不明41賜

合はお問い合わせください。

また、パソコンのCD ROMド ライブでの再生も、システムの加工音楽にら、さわ

しくない音質のものもあり、効果が落ちる可能性がありますから避けてください

(→P5/CDブ レーヤーに ,い ()

0音質調整を必ずオフ(OFF)に してください。
イコライザー (BASS/TREBLE)は 、「0(ゼ ロ)」

Loudness Contro‖ erは 、 「OFF」

POPS/ROCK/VOCAL等 の音量調節モー ドがある場合は、「NORMAL」 にしてください

(→P5/CDプ レーヤーについて)

0飽 脳ス総
"雅

ツタについて
お使いのCDプ レーヤーがCDデ ッキなど本格的なシステムの場合、大きな

差し込み (標準ジャック)の 場合があります。ヘッドフォン端子が小さす

ぎる場合はアダプターが必要です。別売、お問い合せください。
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開発者のメッセージ

この度は、渾身の力を込めて開

発.し ました「みゆγずBOX」 を‐

お届けできたことを嬉 しく思います。

私はクラリネ ツ ト秦者、教育者

として音楽教育 に携わ っているう

ちに 「なぜ、 日本人は一生懸命 に

努力 して も西洋人のよ うな演奏が

できないのか ?」 という疑間を持ち―、

研究を重ねた結果、 “日本人は日本語のセンスで西洋音楽を演奏し

ている"と いうことを発見いたしました。|        ■

私たちが普段何気なく話している会話でも、フレーズや単語や、

細かくは音韻、|そ してそれに伴う抑揚などを基に、先行きを予測し

ながら意味を解釈しています。また音の微妙な変化から相手の感情

をも諮つています。 |  ‐   |  ‐ |     ‐

特に日本語は母音を主体的 (子音は付属的)に認知する特殊な言

語であるために、子音よりも母音や残響音、また感情の変化を聞き

取ろうとする聴覚が発達し、言葉の語尾など、比較的低い周波数帯

に聴覚がとらわれてしまいます。    |  ‐   ‐  ・

その耳を以て外国語、すなわち特に子音が強い英語やヨァロッパ

圏の言語を聞くと、日本語にはない “抑揚やリズム"“子音、無声音"

など、言語に表現されているはずの音を “雑音"と して提えてしま

うか逆に “反応しない"と いう現象を起こしてしまいます。さらに

都合の悪いことに、聞こえる音に関しては、無意識のうちに母国語

の近い音に当てはめて『翻訳』してしまうという現象まで起こして

しまいます◇

との現象は、
1私

たち日本人が英語を発音すると:カ タカナ英語に…。

その反対にアメリカ人が日本語を発音すると、英語に近い発音にな

ってしまうことを例にあげれば、お解 りいただけると思います。

邦楽が日.本語によって培われてきたように、 「音楽的センスの根

源的な部分は言語がベース」になっていますので、言語習慣と同じ

問題が演奏にも出てしまう、という複雑な現象がでてきます。

この母国言語により培われた習慣性、創造性など、無意識な思いこ

みを裏切り、出ている音を素直に聞き取 らせる方法はないものか―と、

二十数年考え続けてきました。

その結果t西洋音楽を加工して聞かせるという方法を発見できた

ことによって、現在の聴覚システムの実現に至ったのです。

当初この聴覚改良の方法 は習慣性を裏切ると表現していましたが、

短期的には 1分でも演奏や語学、あるいは各種パフォーマンスを激

変させることができることか ら、人間の脳のどこかにある潜在能力

にスイッチを入れているのではないか、 という仮説が出てきました。

近年 |「 遺伝子のスイッチオンJと いうことが言われていますが、そ

れが芸術 (パ フォーマンス)関係にスイッチが入る如 く、劇的に起

こることから命名したのがこの `み ゆんずBOX'で す。

英語においては過去、 “12日 間で英語耳"の 「マジックリスニ

ング」は楽天市場有数の大ヒット商品となりましたがt現在では [リ

スニング Dr.」 へと進化させ、リスニングはもとより、発音の矯正、

そして英語教材としてもご利用頂けるよ うになりました。   |
現在、伝聴研では “ハイパーリスナー"と いう専用機を使って、通

信教育 (レ ジタル)や通学でより高度な トレニニシゲも行えるよう

な態勢を整えています。

耳を変えるためにと作ったシステムですが、比類のない能 (脳 )

力開発にならているのは勿論めこと、きらに私のキ想を通かに超え

た広い分野にわたって、驚くほどの効果を出すことも判ってきました。

より大きな効果を出して頂くことが私の願いですが、聴覚 (脳 力)

開発には微妙な音響特性を必要とするため、「厳格Jに 守って頂か

なければならなし`いくうかの注意事項やコシなどがあります。以降
をお読みの上、 ご利用 くださいますようお願いいたします。



これまでに伝田式聴覚トレーニングを受けた方は7万人を越えています。

効果の出る0寺期やその程度はさまざまで個人差がありますが、伝田式の音

楽を聴<だけで次のような変化が起きています。     メ

音が立体的になる。             
‐ ‐

技術面 :リ スムが変わる。音を押さな<なる。音が前へ出て遅れな<
なる。テクニックが向上する。表現力や説得力が出る。音の

タッチ (アタック)の方法が良<なる。倍音が増え音色がク

リアになる (細 <なる、声が集まる等)。 発声の音域が広がる。

感性面 :作曲・編曲は感性が変わり作品が変わって<る。

精神面 :ノトにゆとりが出て、あがりに<<なる。

自分をコントロールできる。

身体面 :姿勢がよ<なる。肩こりが解消する。容貌が魅力的になる。

指導面 :レ ッスンでポイントを指摘・指導することができ、生徒の進歩が早い。

《ダンス・バレエ等における変化》
バレエなど西洋のダンス :表現力の改善。股関節などの柔軟性の改善。

左右回転のバランス改善。手足の指先まで意識が届<。

東洋の舞踊 :音と体がなじみ歌い手の声がよ<聞こえる。

次の音が予測できる。相手との距離がずれない 。遅れない。

《演劇・ナレーション・司会等における変化》
りF優・声優・アナウンサー 。その他の分野にも有効。

表現力の改善。声が響き、遠<まで通る。滑舌の改善。

説得力が増大する。

《その他一般的な方面での変化》
身体も心も活性化し色々な面でバランスが改善する。

脳力・感ll■、性格、運動能力、人間関係、美容。若返り、五感の改善など。

運動やパフォーマンスであ使いの方は瞬発力や予知力、リズム感覚な

どが変わりますので、急な動きにご注意下さい。

脳は能力や心だけではな <、 体も支配しています。耳からの束」激が

“聴覚野を束」激"し、更にその先の脳を刺激するという具合に “脳全

体を活性化"、 心も体も元気になると推漫」されます。

人間の五感「触覚・臭覚・味覚・聴覚 。視覚」のうち、人間として

の「視覚」は、情報量は膨大ですが、進化の歴史から見ると新 し<、

記憶としては断片的であり、また曖昧です。「触覚、味覚」は健康に

生きるための術であり、一方、生命進化とともに発達して来た「臭覚、

聴覚」は、敵から身を守る、餌を探ず等、直接生死と関わる最も原始

的器官と言えるでしよう。そのため精神や体にも大きな影響を与える

ことができる器官だということがわかってきました。しかし臭覚は新

たな束」激に反応するようにできていますので、すぐに麻痺してきます。

その点「聴覚」は長0寺間、高速の束」激にも対応できる特徴を持つてい

る感覚器官でもあります。

この「聴覚」に対して、構造的に作曲されているクラシック音楽を

特許の技術を基に、特殊な力0工を施して聴<のがこのシステムです。

音楽からパフオーマンス、語学、そして体調、精神状態までバラン

スをとる。これらの効果の範囲は当初老えた理論をはるかに越えて、

脳全体の活性化 |こ よリバランスを向上させる効果と考えられます。心

地よい音束」激をヘッドフォンで聴<という簡単で楽しい方法ですが、

すでに未来への理想的な脳力改革のス

タイルが現実のものとなっています。

このトレーニング技術の応用は、ずで

に20年 を経過しましたが、長い人間

の歴史を考えると、まだ始まったばか

りです。今後更|こ広い分野で注目され

るようになるでしよう。



蝙通院中や薬を飲んでいる場合鸞
様子をみながらお使い<ださい。

玲中耳炎などの病気や統合失調症などの場合蝙
医師にご相談<ださい。

蝙乗 り物を運転中の使用 について鼈
体がリラックスして眠<なる場合がありますので(運転中は聴かな
いで<ださい。

蝙飲酒 について瘍
効果が減少するので、聴き終わってからお飲み<ださい。

※今一度裏面の 【ご注意 】 をお読み下 さい。

磯CDプレーヤーに音質調整機能がある場合には「OFF」 にして<
ださい。

1警 パソ朦ン聰簿鬱卜載―で鸞轟鶯鐘鸞轟
音質が極めて悪いこと、パソコンをやりながらトレーニングをし
がちです。こめ二つの理由から通常は禁上ですが…。
∪SBオ ーデイオ (デンダツク)を使用する8寺 は可 (別売)。 不
明の場合はあ問い合わせ<ださい。 (→ P,16)

難トレーニングCDとヘッドフォンの特性を合わせてあります。
他のヘツドフォンでのトレニニングは絶対に行わないで<ださい。

1:議 トレーニング時はテレビを見たり、本を読ぬなど視覚を使いなが
らは禁上です。 (視覚に意識の殆どをとられ、耳があろそか12な

ります)

各種セット内容

この中で使用している加工音楽と、加工してない原音、そして自然
が持つ素晴らしいエネルギーの相乗作用で、より高し`効果を生み出す
よう構成されています。

セツトの内容は、あ買い求めやすい 《ライト》と、標準的な 《ベー

シック》上級の 《プリメール》があり、音楽シリーズ、自然音シリー

ズが含まれているバージョンもあります。P。 7の表に従ってトレーニン
グを行つて<ださい。

《ゾリメ‐―ル》
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トレーニングの合計日数はいずれのバージョンでも音慣れを防止す

るために、約15日 ～21日間前後で終了にします。

トレーニングは上記め表の日程に合わせてやっていただ<のが理想

です。 1日あき2日おきになってしまうとトレーニングに自覚が出せ

ないばかりが、効果を出せないまま音に慣れてしまうという不都合が

生じます。トレーニングの日数はできる限り守って<ださい。

輻 《予ギト》 《ぺ…シック》 《プリメール》

IBE 「月の精」 「月の精」 「月の精」

2●● 「金の精」 「金の精」 「金の精」

「土の精」鵠 「土の精」 「土の精」

4●● 「月の精」 《水の戯れ》 《夏の夜空》

“

「金の精」

「土の精」

《風のうた》

「月の精」

《水の戯れ》

鴫 《風のうた》

「月の精」聖

轟

(休み) 「金の精」

(休み)

(休み)

「土の精」

(休み)

「金の精」

「土の精」

概
「月の精」 (休み ) 山の風景①

「金の精」

「土の精」

(休み)

《水の戯れ》

海の風景①

山 or海

聯 「月の精」 《風のうた》 《夏の夜空》

《水の戯れ》

《風のうた》

「月の精」

憮
「金の精」

「上の精」

「月の精」

「金の精」

16EE 「土の精」

17HE 《水の戯れ》 「金の精」

「土の精」

《夏の夜空》

《水の戯れ》

1838 《風のうた》

鶴

200H

21EE 《風のうた》

瞥
※必要0寺 にトレーニングCDを 1～2枚聴<。   |
※疑似トレーニングに、自然音CDや音楽CD(オプション)などを

聴<。 → P15参照

3～ 4ヶ月ごとにト 一ニングを繰り返すと効果的です

鸞 トレーニングCDを一日30分～60分 (1枚 )を付属のヘツドフオ

ンで順番に繰り返して聴<だけの気楽な トレーニングです。 (よ

<あるご質問をあ読み<ださし―ヽ)。 分けてトレーニングをする場

合は続きからお聴き<ださい。

屹 トレーニング期間は最長三週間を目安にして<ださい。 (約 18日

～21日 間程度)

※トレーニングは手早<、 耳慣れを起こさない期間に終了すること

が効果を上げる秘訣です。

※一日に30分 <らいしか聴けない方でも lヶ 月を目処に終了させ

て<ださい。          |
※0寺 々のトレーニングだと、変化の自覚を出せないこともあります。

トレーニング時期を見計らつて<ださい。       |
※トレーニングは気楽な気持ちでリラックスできる0寺 間帯を選んで

<ださい。

脩二回日以降のトレーニングは 3～ 4ヶ月から半年li一回ずつ行つ

て<ださい。  |    ‐          ‐

0休みの期間中、試験など集中力が必要な時、またストレスが多い

時、落ち込んだ時 |こ トレーニングCDを 1～ 2枚取り出して聴い

て頂<ことは差し支えありませんし、アフターケアとして時々あ

使い<ださい。          |

時茨第に音楽に慣れてきますので、オプシ∃ン トレーニングCD
や自然音 CDを トレーエングヘツドフォンで聴いて頂<と、疑似

トレーニングが可能です。 (オ プシ∃ン トレーニングCD、 自然

音 |こ ついてはあ問い合わせ下さい。)※ P.11以 降参照

(株 )博田聴覚システム研究所 (伝聴研 )

〒222-0013 横浜市港北区錦が丘 11番 17詈

info@denchoh.cOm  http://www.dench6h.com    i
‐― ・ ‐
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|11

華トレーニングを行う時間帯は選びませんが、ノい|こ 余裕のある時を

選るとよいでしよう。

篠
'ト

レーニングは静かな部屋で椅子 |こ 座り、必ず専用ヘウドフオン

で(コ ードが左側に)、 1央適な音量で、楽しみながら、寝ないで (半

眠は可)あ聴き<ださい。 (ト レーニング 1ク ニルロはソフアー

ではな<堅めの椅子をご利用<ださい)

機,読書・丁V・ ゲームなどで目を使いながら聴<こ とは(効果を減

らしますので厳禁です。

篠音楽の聴こえる方向が移動しますので、音を追いか|すながら聴<
のも効果的でしよう。

●CDのコピーについて

CDが破損するのを恐れたり、利便性を求めるためにMDやメモ

リーに転写、複製を考える方がありますが、このCDには特殊な

処理、特殊な加工が施されておりますので、複製されると音質や

処理が変わり、効果が激減してしまいます。

破損した場合は現物があればいつでも会員特別価格にて交換でき

ますので、必ず正規のCDをお使い<ださい。

●ヘ ッ ドフォンの取扱 いについて

必ず添付の専用ヘッドフォンをお使い<ださい。ヘッドフォンの

舌し暴な取り扱いは故障の原因になります。プラグを抜<と きはコー

ドを弓|っ 張らず、プラグを持って弓|き 抜いて<ださい。

お子様がコードを首に巻いたりしないようご注意<ださい。

●専用ヘッドフォンの慣らし運転 <ピンクノイズについて>
新 しいヘッドフォンは音の振動に日1染んでいません。新車の慣ら

し運転のように、最初にヘッドフォンの周‖らし運転にを行つて<だ
さい。 (→裏表紙)

ガイダンス CDの トラック 9に 、テレビの砂嵐のような、シ■

―というノイズが級 0分間入つています。これをヘッドフォンに

約 10寺 間から 2時間、やや大きめな音で流し放しにして<ださい。‐

これで狙つた特性の良い音がでます。聴<必要はありません。ご家

庭の再生装置、力ニステレオなどにもあ使い頂 |す ます。半年に一度、

もし<は決回使う8寺に2～ 3分流ずだけで癖をな<すことができます。

ピンクノイズとは周波数に反比例 して高い周波数成分が35<な る

ような雑音をいいます。これを流すとCDプ レーヤーからスピーカ

ーまで全体に「音質がよ<なる」と言われています。

●トレーニングは必ず専用ヘッドフォンをお使いください。
より高性能なハイスペックヘッドフォンヘのパージョンアップをお薦めいたします。(→ P.14)

この専用ヘ ッ ドフォンで普通の音楽 を聴 <こ とは差 し支えあ りま

せんが、他のヘ ッ ドフォン、イヤ フオンで トレーニング CDを 聴か

ないで<ださい。専用ヘッドフォンとトレーニングCDは、特性を

合わせて製作されていますので、他のヘツドフォンでのトレーニン

グは絶対にあ止め<ださい。

磯|ト レーニングフオン (特製専用ヘッドフォン)

磯ヽシステムガイダンスCD(体験版 )

:ヽ聴覚トレーニングCD
※内容はセット(種類)によって異なります。(P6ラインナップー覧 を参照)

織継イ本験 コース +Before&After C D       ‐

警マルチケ ース              ‐

議取 り扱い説明書

畿よ<あるご質問 Q&A

,出力音圧レベル :100dB/mW
許容入力    :1400mW

,重量(コ ード除<):280g

再生周波数帯域 :20～ 25,000Hz

インピーダンス :60Ω

イヤーバッド :ソ フトレザー



蔭鏃
1 ドビュッシー/「月の光」ベルガマスク組曲より (Och版 )

.‐   ‐‐■||||||||‐
|11111111

② モーツアルト/弦 5重奏曲第1番変□長調 4楽章より

3 」シュトラウスⅡ/「ポルカ ,マズルカヘの招待」Op 277前 半

4           ″
 |||‐ ||||||  

°p277後半

⑤ ヘンデル/合奏協奏曲第4番 30p6 .__

6ベ トヴェン/ピアノ丼

'も

p'あまち
=楽

章 | |
:■ ■

‐
   .._‐  ‐.    1    1

31121チ予:[[I]「 liTllili‐ | ‐・  ‐

ざ荼%か郎らず、満月、三日よ―iよ墨11■[ξlll.
ドピュッシーにベートーヴェン…。月の精が癒すちよつと大人向きのDCサウンド35分

[4124]

[5:27]

[3:21]

[2120]

[2:36]

[5:15]

[2:24]

[4:55]

1時籐1洋仄ボ欝輌.鑢聰颯iⅢ I‐録|■1
1 チャイコフスキー/序曲「1812年」OP 49よ り抜粋 中ほどより

2            〃   .■        後半

③ メルツ/吟遊詩人の調べOp_13「無言歌」

4 パガニーニ/ヴァイオリン協奏曲第2番 3楽章「ラ・カンパラネ」より

⑤ ヘンデル/二重協奏曲第2番第2楽章より

6 マルチェルロ/トランベツト弦楽ハープシ]― ドのためのソナタOp 2「 11第 1楽章
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8 ガブリエル/金管楽器のた●の作品集 12声 のカンツオーナT

⑨ ある山里の風景 (伝聴研オリジナル自然音シリーズより)

『常 器機]       |
かねがなる。鋭い音、かたい音、深い音、無機質な音、争い、男性的な力強さ、豊がさの象徴…。

金の精がその存在を主張する金管のDCサウンド35分
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※セットによって入っているCDが異なります  .

糞驚露藻貸じ:いる書暴薯?農鯨弄3チナル自兵書を使用してしヽます
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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「ボヘミヤの森と草原から」後半
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・
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※セットによって入つているCDが異なり讀ず |
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海の精〈Neptune)
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「■1然|の1中の|モ|■|ツ |シ,■卜・■14枚1組

華朝「高原のコンサートJ 蜀昼「せせらぎのコンサート」

は午後「森のコンサート」 ●夜「海辺のコンサート」

鳥の声が鳴<高原にオーケストラが…。

鳥の声と爽やかな音楽「高原の コンサート」でお目覚め。

南の島の海岸でコンサート…。

夜は南の島の浜辺に寝転がつて潮騒と 「アヴェ・ヴェルム

疲れを癒しながらいつの間にか眠りに…。

聞き飽きないモーツアルトの小品を集め、森、川辺、波の音の中にモーツアルト

の音楽が流れ、自然音とクラシツクが絶妙なハーモニーを醸し出す。

伝聴研||《 自1然1音―シーリ■|ズ》

トレーニングをされた方の耳を満足させる、より自然な自然音。自然の中にいるが

女□<錯覚させられる自然音を、という理念の基に、自ら録音に出ることにしました。

伝聴研自然音シリースは、自然あるがままの音の風景を想像して頂けることでしよ

う。特に卜し一ニングを行つた皆様には、伝聴研自然音シリーズを聴いただけで、

トレーニングと同じような効果を体感して頂<こ とができるはずです。アフターケ

ア・リラクゼーションIZ最適です。順次増盤していきます。

自然音シリーズ『山」 ①ある山の風景、②雨にな<鳥、③果樹園のバカ騒ぎ

こころの旅  ④深山の風景、⑤富士の鳥、⑥早春の裏磐梯

自然音シリーズ「海」 ①ある海の風景、②太平洋の荒海、③マングローブの森から海原ヘ

こころの旅  ④奄美大島の荒海、⑤珊瑚の響き、⑥春の波音と虫の声

⑦奇祭の島

自然音シリーズ「山里」①ある山里の風景、②牧場の夜明け

こころの旅 ③オオブシギの舌L舞

自然音 1ト ラックシリーズ「音の風景」

①富士山中 《鳥のオーデイション》、②奄美大島 《珊瑚のささやき》、③北八ケ岳 《深山の伏流水》

④海 2《珊瑚の島》、⑤海 3《オヒルギの実が漂う海岸》西表島、

⑥海 4《リーフを越える小潮の海》石tO島、⑦海 5《砂の舞》奄美大島、

コルプスJが 1日 の

③海 6《珊瑚の海岸》奄美大島、◎海 7《南国の響き》奄美大島、⑩《ヤブサメのさえずり》
製品概要は伝聴研ホームベーブをご覧<ださい。http://www.denchoh.com

パ|■|り|ス|ナ |■

“ハイパーリスナー"は伝聴研で最も効果の大きいトレーニングができる専用機です。

みゅ～ずBOXで効果を感じられた方は、“ハイパーリスナー"でトレーニングさ

れることでさらに飛躍できるでしょう。

通信コースは自宅に機械をお送りして卜し一ニング。 1日 11吉間、約25日 間が

1ク ールです。終了後は機械を送り返して頂<レ ンタル方式です。 3日毎|こ 状

況をあ聞きして新たな内容のトレーニングをして頂きます。

伝聴研 (ま たは順じた所)に通える方には、通学コースがあります。詳し<は

伝聴研へお問い合わせ<ださい。

し
聴覚システムの再生装置は何

((f Y I v 2)) tcz t\ T.
今まではパソコンでの トレー三

グCDの再生は禁止

たが、この度世界最高音質[l奇

を誇る「 USBォ ーディォ

《デンダツク》を開発しました。

《デンダツク》とトレーニン

ツドフオンとの組み合わ

理想的な音質でのトレ
=圧

ングが

可能になります。 (ゴシピュータ

を使わない万もあられますので、標準添付にしていません。)

《デンダツク》はどんな音楽CDでも楽しんで頂けますが、聴覚卜し一ニングの

際は次の事項を守って頂<必要があります。

禁止事項
1)パソコンをや りながらの トレーニングは厳禁。 (ス クリーンセーバーを眺めるのは可)

2)CDを コンピュータに取 り込んでの トレーニングは厳禁。

3)MP3(圧縮)に しての トレーニングは厳禁



く〈BOX製 品保証規約 〉〉

保証期間中に、取扱説明書に従った、正常なご使用状態で異常が生 じた場合、製品保証規約により無償て

修理させていただきます。修理をご希望の場合、お買い上げ販売店、または伝聴研へ直接ご連絡ください。

修理の際には保証書 (愛 用者〔保証〕登録、お客さま控え)を ご提示願いますので大切に保管ください。また

修理の際、弊社の判断で製品交換させていただくことがありますのでご了承ください。(→ P10× )

なお保証期間経過後も責任をもって修理いた しますが、その際は有料とな ります。

■ユーザ…登録のお願い

本製品のサポー ト及び修理をお受けいただくためには、ご愛用者登録カー ドにてユーザー登録が必要で

す。製品を末永く安心 してご利用いただくために大変お手数ですがユーザー登録をお願い致 します。

■注意事項

本保証書は、保証書内に未記入項 目がある場合は、無効 となる場合がありますので、必ず記入をお願いし

ます。

販売店名に捺印および レシー ト等がない場合は、お買い上げの販売店にご相談 ください。また、販売店に

よる捺印がない場合、ご購入時のレシー ト 領収書 通信販売の場合、製品の送 り状等も購入店および購入

日付の証明にな りますので一緒に保管下さい。(→ P10× )

本保証書は再発行致 しませんので、紛失 しないように大切に保管 してください。

〈〈製品保証規約〉〉
■製品保証規約

無償保証期間は、1年 間です。

■製品保証規定

1 保証対象製品が、取扱説明書 本体付属別紙等 に従 った正常な利用方法 により故障 した場合には、本

保証書の記載内容に基づき、無償修理を致 します。

2 本保証書による保証は、ユーザー登録された方に対 して行います。

3 この保証書 |よ 本製品の正規の直接購入者に限って適用されるものであ り、他人への譲渡、オークシ

ョン等で購入された商品は保証の対象外とな ります。

4 この保証書は、本製品が組み込まれるユーザー側のコンピュータ、ハー ドウェア、そのほか関連する

システム構成などに起因する何らかの互換性を保証するものではありません。

5 次の各項のいずれかに該当する場合、保証期間中であっても無償修理 無償交換は致 してお りません。

保証書のご提示がない、または購入年月日 購入店名の記入、捺印またはそれに代わる保証開始時期

を証明するもの (お 買い上げレシー トなど)がない場合

・保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの及び販売店名の提示のない場合

お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃及び外部圧力が加わる事による故障

火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧 による故障及び損傷

接続 している他の機器に起因して生じた故障および損傷 (接続した機器のソフト及びデータなど含む)

弊社または弊社指定業者以外での改造、調整、部品交換などをされた場合

説明書の記載の使用方法、注意に反するお取 り扱いによって発生 した故障及び損傷 消耗品類の交換

・弊社及び弊社指定の修理履行者以外で行われた修理や改造で生 じた故障や破損

一般家庭用以外 (業務用途など)で の使用で生 じた故障や破損

海賊版 コピー品等、弊社正規商品と認められない場合

6 本保証書は、本製品の故障に対する無償修理又は交換のみ保証するものです。

7 この保.I書は日本国内においてのみ有効です。 The warranty is valid only in Japan

※この保証書は、保証規定に明示 した期間、条件のもとにおいて無償修理若 しくは修理をお約束するもので

す。従ってこの保証書によって、お告llの ,′、イ‖|の権利を制限するものではありません。

囲保証の対象外

保証の対象外とは、保証期間中であ )て も、イ,償 修1里 になる部位を指 します。また、初期不良はこの限 りで

はありませんので、弊社にご連絡 ください

消耗・摩耗 した部品 (ヘ ッドホンのイヤ パッドやイヤービース類)及び収納ケース類や、その他の付属品

ヘッドホン可動部等の故障に起陛するヘットホンの断線

■修理品の送料

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理 検査のために製品を郵送、託送される場合は、お客様に送料を

ご負担いたたいてお りますのでご了承ください。運送中の製品の破損 損失について、当社は一切の責任

を負いかねますので、こ送付に際 しては運送方法に配慮があ り、運送記録が保管されている宅配便などを

ご利用ください。

■修理品の保証

修理又は交換後の製品の保証期間は、元の製品の保証期間の満了日とな ります。

(た だ し、消耗 摩耗部品等、保証の対象外に指定されたものは含みません)

※ 愛用者登録葉書を返送済みの方は、保証書の提示の必要はありません。

開発・製造元

続 ,籠ラ硼 百 罰
「

(株式会社 博日聴覚システム研究所)

TEL.045-439-5955 FAX.045-439-5956
URL:http://www denchoh com // e‐ rnail:infO@denchoh com

〒2220013横浜市港北区錦が丘 1117

国内外特許取得

国内特許 第3232321


