
式会社 5年目を迎え また新社底も4年目

に入りました 会員の皆様の中には自宅で

営業していたlt期 また二階建ての一般住

宅で行っていた時期からの方も多くおられ

ます 当時の私一人でき園していた啜の

やつ残しの膨大な事務理 もようやく片づ

こうとしていま,今 から考えると よく

やっていたものだと 関心しています

さて会報もまばうな伝聴研ですが ここ

一年の出来事や新情報をお伝えいたしま

す

もうご存じのことと思いますが 正月も

体まず年中無体でやっていた業務でした

が 今年 4月より上l13を定休日とさせて

頂きました また普果時間も午前10時30

分から教室ll■受付を原則 9時30分にさ

せて頂きました

いざ定休日を迎えてみると どう休んで

良いのや ら 休み方 とい うのはなかなか難

しいものだと未だ悩んでいます また正

月 おJ木みもとらせて頂くようにな りま

した

【ハイパーリスナー
‐
会員数一千人を実

破】

これまで通信 通学で提供する
‐
ハイ

バーリスナー"の受荘をして下さつた方は

この五月に一千人に透 しました

これを機会に穂党システム製品をお買い

あげになった替棲も会員登録させて頂くこ

とになり 同時に会報もお層けすることに

なりました

コホみも贅わり 台風―過

すっかり秋めいてきました.会

員の皆様はこの夏を知何お過ご

しだったてしょうか

さて 早いもので伝聰研も棒

【公開レッスン募集のお知らせとニュー

ス】

昨年に驚き イタリアのマッシモ マッ

サーリア氏によるビアノ公開レッスンを開

催いたします 受講者を喜臭いたします

氏はできるだけ二回のレッスンを希望し

ています ―口なの受藤希望の方はご撼淡

ください   日時

スを指導していますが 後ヨ

ガーシュインのラブツディー

イン ブルーを吹奏栞 私の指

縦と彼のビアノで共減させて頂

きました 情熱的な演表に聴衆

も大感激でした

募集人幹 6名絆慶 (内 2名予約あり)

一回日‐平成16年 12月 23日 C本 祝日)

二回日ヽ 珀成17年 1月 9日 (日 )

商8とも10時よリ レッスン時間は村

餞の上決定

マッシモ氏に先立ち 昨年 6月 にロシア

国立アカデミー ボリショイ劇場の専属テ

ノール曖手●
.・イチェンコ氏 及び奥漿

(同 コレベ

ティ トゥー

レ)ビアニ

ス トのアペ

チヤン氏を

尊田市の

「塚奉

ミユ~ンツ

参加資格は同いません 氏 よ子供

を教えることもたいへん上手です

〈受講村 適訳付き)

伝随研会員 2回セット‐5万円

―穀参加ま 2回セット・ 6万円

聴確料一日2200円 (20名 )

できるだけ早く電話にてお申し込

みください 人数に達し次第■付を

【凛法のレッスン】

昨年末に,われたマッシモ氏の公開レッ

スンでは線 期間も短かったことから少な

い人数でしたが レッスンでぼ冗眼を交え

終了いたします 入金確認後 予約完了と

なります

クアカデミーJと 会員の同II場の (1,う

卜,ラ)ソ リス トとして活暉している曽又

ひとみさんのお世缶により お招きするこ

とができましt両 氏ともたいへん情熱ll

で棄晴うしいレッスンにより受離をはたっ

た一時間の受講により信じられない遭歩を

示し レッスン0電編者を謳 日しまし

た 穂醸者からは日々に「レッスンを受け

ておけばよかったJの溜息

今回初めての来日でした しかしこの

後 日本からの招聘で プラハ国立歎劇場

との再来B もう伝慇研で呼べるような人

ではなくなってしまいました 最初で最後

のレッスンだったかもしれません

膵 型 (D型)ハイバーリスナー登場】

パソコンのあまりの進歩の早さに 従来

型の
‐
ハイバーリスナー"の部畠が手に入

らなくなってしまいました そのために一

昨年から新型の設計に入り 奉年一月より

二回目以降の受躊者に提供をはじめまし

た たいへん好諄を頂いています それも

そのはず どうせ作るならと採華度外視で

随分贅沢な設計にしてしまいました その

一部を紹介すると―

●CDは~万一千ヘルッ以上の周波数は

機械的にカットされていまが 筑技大学

責市教授が開発した新しい解躍 首を元

に 4万ヘルッまで自然なかたちで再生さ

ながらラフ

に行つてい

ましたが

氏のレッス

ンベの関き

か ら出る言

葉は 通訳

役であるエ

辺純子さん

てかつて風

の鮮秦書 現イタリアで落最しているビアニス

ト 伝聴研会員 〈構

“

者の声
=登

り でもあり

まつ が  に 回まったく違った教え方を

する もうlfT口と付き合っているけど

鶴回新しいことを言って 面白いよJ

と

―返 時間にも及ぶ熱心なレッスン 終

わる頃には別人のビアノになってしまうこ

とを日の当たりにし 嗅 晴らしい教育者

もいるものだと,感心させられました

私 瘍田は (以前からのお付き合いもあっ

て)薬野市に本拠を置くフロンティアプラ

榊 侍田聴覚システム研究所



―

せることができる

フルエンシーシス

テムを組み込むこ

とに成功しまし

た この理論を組

み込んだCDプ

レーヤーは市翅価格で最低でも50万円も

します これを新0型・ ハイバーリス

ナー
‐
で実現させました

'また通常の再生方式とフルエンシーと

の切替もプログラムで選択 トレーニング

プログラムも固定させま 自由椰 合わ

せて選択することができるため 無銀のフ

ログラムをお出しすることができま,

'従来型では一つのコースのみしか選択

できませんでしたが 籠型てはどのコース

でも一台て選ぶことができま,そ のため

一台で福数のコースの提供力可 能になりま

した 例えば二日日の方には専門コース

家族には,回の日発コース (家族コース)

を受けて頂くということも可能になりまし

た 勿綸家族コースの料金で提供できるこ

とになりまヽ 現在6コースまで選択可能

になっています

うということだつたのです そ

れともう一つの理由は自然

(普)とはこういうものだとい

う技術者の技術に板る贅な思い

こみが優先することが そのよ

うな自然音をL・・ 出している烈

由でしょう

苦闘すること 4年同 ここでようやく

新たな自然音を加えることができ合計5枚

になりました

―■価格は3500日 会員価格税込 2

800円  (‐取り撲い商品)

こころの旅こころの旅～ある山の風厠0
に続き

「ある山の風力a～ 雨に鳴く機～

,  , 0～ 果樹踵のパカ騒ぎ～

20“年に発売したピューティーリスコン

グは女性のみに限定した印葉をあたえま

す これは健康雑誌「壮快,べ伏綸したた

めにやむなくつけたネーミングで 開発日

的であった総合的な謳力開発のネーミング

に戻そうということでリニューアルいたし

ました 勿饉 ピューティーリスニングと

同じ商品υ ッヽケージを替えただけのもの

ですので お買い得はビューティーリスニ

ング (少 しおまけが多い)

下記の 1 ミラクルサウンドB∝ 」画

等品CDを伝聴研より it嘔輌 として舞

鬼  (お買い求めの腱彙システム製品に付属し

ているアズキ色のヘットフォンを使用  マ

ジック リスニング のヘットフォンは合いま

せが この商品は当分セットでの発売はい

たしませんが 中身のCDのみお分けいた

します ‐

● ● ● ● ●

「 ミラクルサウンド80X 』

(株)t田チャイルトアカデミーヘ供綸

9月から七日チャイルドアカデミーより

全国べ販売 椰力開発の製品で,一 部に

ビューティーリスニングの曲が使われてい

ます 一枚35分が5枚セット

● ● ●

手の照く嗜口で 全員のみが味わえる世

界最高の書贅訳 【ヘットフォン】

【UST(ウリツトラスーバーツイーター】

‐商品カタログ樹燎

課置にあるオーディオン●ップの天オ技

術者との共同口発により 面期的な書■襄

置の開発に成功いたしました 現在 一般

～ある海の昼熱つ～■瑚の0さ～

～ある海の風ⅢO～大平洋の荒波～

`輌

晏品紹介1

4年前 何故中途半端な自然音ばかりが

“

聰研 薔■シリーズ]

【モよ属のうた～やすらぎのひととき0
【ビュテイーオリジナルコレクション】

会員価根 各2240円
誕生日プレゼントや館念日のブレゼント

にもきっと喜ばれると思います 先日結婚

式のプレゼントに使われた方がおります

大量の場合は相談させていただきま,

きでは モーツァルト の高周波がとよ

く騒がれていますが 菫党トレーニングシ

ステム tt―ツアルトの高周遊どころでは

ないことは皆さんが一番よく‐ じてのは

ずです 自然音には素晴らしい商周波がの

宝庫です 下回はその一月のスペクトルで

す 自然はこんなに業な音を発していたの

ですが その音を拠えられない感性や環境

こそが問題なんですね

『自然書シリーズにニューフェースJ

「ハイ′ヽ一リスナー」にはご存じのよう

に自然音が再生されます また市販品であ

るビューティーリスニング その他におい

ても自然音がたつぶり使われています こ

れは人間は自然の中で生かされてきたとの

思いから 加工音楽の書周波だけではなく

トレーニングした人においては必ずや効果

的に慟くであろうという直感から自然音を

探し始めました しかし市販品のCD中 に

は私力颯 う自然音は皆無でした それは皆

加工され こ書か 自然の一部しか捕らえら

れてない自然と呼ぶには■けないCDばか

りでした そこで自然はタダだからと録音

機器を買いそろえ収録に出かけ始めたのが

のスピー

カーにつけ

る外付け用

と ヘッド

フォンに内

蔵したll品

全磨開発

mt●  1

「・ ハイ′
'一J誕生 出典 日経新闘より

販 されて いるのか そ の理由がイヤ とい う

ほど解らされたのです 自然はそう両挙l

録音させてくれません 思つた者は偶然i

しか録音できないのです これでは商売l

■夕■,,,デ ″

"協
奏曲 日頭

検IIは時間 ¨砂 捜磯
=‖

巌致

〈下|III● ,■回は2万
'千

1'′

師
山

――

――ならないことから市販品では加工してし



とがあります

どのように画期的かといいますと 消費

電力が掛け時計の乾願也より少なく それ

ていてスピーカーに取り付けるだけで 自

然な音に一変させてしまうという世にも不

思議な製品です 現代の電気理百に真っ向

から反した理百上に成り立つが故にどのよ

うな躍書でこのような音に到ヒさtrら れる

のが餞のまま しかし一鼈しただけでその

違いは明向 音に拡がりが出て 吝が一つ

一つとてもクリアに聞こえ 自然音をはい

ているとまるで大自然の中を散策している

よう オータストラを愁くと書の分離がよ

く 演秦者が日の1,で姜でているように関

こえます 既にお持ちの会員から絶贅され

ています 自然音を唸く ナクソスのCI

を聴く0 アフターケアに範 なシステム

です

■在一般流通を考えていますが 市販す

るとカタログにある 5f.・以上の値段になる

でしょう なおお手持ちのベットフォンの

改良も承っています 両耳2万 2千円 お

問い合わせください

使つて頂く方7&

専用ヘットフォンの他

トレーニングCDメ 3枚

自然音×l枚

,,に ン,ンCD× 1故

のセット 正価‐52 2JO円 会難 t格 送

糧我込冽 70"円 価の商品よりお対お買

い得で,
②「ハイバーリスナー」をはじめ 伝聴

研製品では全てナクソス 0世界―の
'

ヽ1)のCDを使っています 会風価

"一枚税込み800円 (1磁以上送村制 で

お分けしていま,同 じ種類の録青である

ために耳がトレー
=ングと錯党いたしま

す  「嗣礫してるみたいだJと好群で

す 勿むヘットフォン‐で唸いて頂くとよ

り勁外的です.

◎ 自然音シリーズ に は特にお

“

めで

す )
●ピューティーリスニング (ハイ′,‐

mihi)を 持っているんです

` 
饉

きたので曽わりのものはないてしょう

か

現在皆様のお手元に■いていないトレー

た自開症 ダウン症 多動症など これま

で多くの方の トレーニングをしてきました

ム さらに七日貴先生にご紹介を頂いたこ

とから 脳に障害を持った方の受辟があい

つま たいへん有効であることの傷が沢山

でていま,そ の成果を今年 8月 8日 に行

われた自開症スペクトル機 で発表し た

いへん多くのサm書から好評を頂きまし

た 伝聴研ではこれらを含め コミニケー

ション障害等の分野に 今後力を入れてい

こうと思っております

【

'マ
ジックピロー】

嗣コもお知らせいたしましたム マジッ

クピローの素晴らしさは饉てみた方からは

大好諄ですが  『社に7万円●●I Jと思

われるでしょう (鵬には,社がかかわう

多くの資金と期間が必要でした,

体感品 のために飛ぶように というわ

けには,きません●・u強い人気がありま

t
障害を持っているお子さんの中にはヘッ

トフォンができないという方もおりま,
伝肇研ではこのマジックビローから音を流

すという方法を用いて成果を上げていま

t   ――
―

    ―   ―

妻ながら (眠 りながら)では効果がない

と これまで言ってきましたが 目的に

よつては効果を出せることが帰ってきまし

た またこのマジックビローでのトレーニ

ングはヘットフォン並の効果がありま,
寝たきりの方 または実客や日常の健藤継

持 ストレス解消などのためにお使いの方

にはうってつけの商品です

(五周年記念 特,1商品頒布】

0月末までの期日限定

※ マジックビロー 全員価格る 710円

今回はヘットフォンアンプ (7千円相

り と接続ケーカ ′ 自然音シリース0中

からお好きなCDを一枚サービスさせて頂

きま,2台 限り

※ ポリゴシ5ス ピーカー

会員価格騒 2∞円 (正価294∞の

今回は外付け0。 ,‐m輌 円を特別サー

ビス 2セ ット限り

※ ティアックCDラ ジカセ ヨド′ヽシ

価格15鰤円 Ill篠 特別提供 11動
2台限り (3は黒と赤)

― ■ 憂 ■ tつtヽて】― ―
 =ング用Cわけ合計増糧鑽ありま‐ ――

よく会員の皆擁からこんな質問がよくき  0ス リープリスニングは自るときにス

ます またご存じない方も多くいらつしゃ ピーカーで雄書を贅って
=い

て頂くととで

います ご紹介しておきたいと思いま■  も東やかにお休み頂けるように

"作

してあ

普通 生活習慣や環境を簡単に薔えるこ  ② また昨今制作した七嘔精シリース 月

とはなかなかできませんので そこに問題 ～奎の締までの合計5枚の内  i月の精J

がある場合もありますが 大機は持続する  (2曲ビューティーリスニングと重D
ようです また感鯰暑官としての性能は  '金の精J(重権ナシ)両方ともとても長

味億や具億と同じように一度党えた蛾鯰は い出来映えです

忘れることはありませんし 寧ろトレーニ  ◎ 先にも述べましたエ トレーニング版

ング半年後の方が敏感になつているはずで の讐わりに自然着シリーズ5枚をお聰き頂

・ ●力は落ちてしまうんですか ?.

そのようなことはありません

りますが トレーニング職としても十分

使って頂けます

(全て会員鑢

お瑯めし  剌 用をお特ち しています

す くとリラクゼーションのほか脳が勝手にト

`ト
レーニング″姜わってからも篠持  レーニングと蛉党する部分がありま■

させる方法は? 自宅でできう籠単  スリープリスニングlk‐ 10500円

な方法はないですか。 「月の精J「金の将l各 -7500「∫

●ドレーニングとトレーニング●口さ   自然.・ シリーズ 各つ 81)円

みしいんですけど 何か?.

上記のためだけだけではなく

ていることがあります ● ● ● ● ●

0-般販売は中止し 受講者のために     【自目壼スペクトル学会発表】

とってある『ビューティーリスニング]を  交通事故による層に損場を受けた方 ま



※
｀
ビューテ ィーオリジナルコ

レクシ■シ 先
==0ち

に

'レ
ゼ

ン ト  礫 ■ にど,ラィ●1′

""ツ
クカ,希望と]いてお送 り下さい)

渤 教材を作るというこ

とで意気級合量しまし

た

内容は母音の都 子音の

部に別れ 日本人力斃 き

これまで多くの音楽関係者にトレーニン

グを受けて頂いていまt以 前からなの夢

でもあったこと二つ

一つはいつか トレーニングを受けた同じ

感性感難を持っている会員によるアンサン

カ レなど力葉 現できたら それはホ晴らし

く嗚快な杖姜

"僕
現できるだろうというこ

とですが 今は楽彗が偏っていることから

全パー トが捕いませんので いつの日か実

現させたいと思っています

もう一つは私が『本に書いている内容を

具体的に説明できたらより明供な漬奏にな

るのではないかJ すたわちトレーニング

受構螢はおど岡層は解決できるはずです

が 実現できない部分も若千強されます

(これらのll爾は レヽーニングを受けていな

い方にお教スでもは舅を多くして実り庵 めて

少ないのです )

内容は総晋と実際に凛套して頂きなが ら

の研究会やグループレッスンのような方式

で 和気

“

々とやりたいと思っています

"楽
だけは直接お教えすることができま

t●んので 参加希望の場合は聴露というこ

とになります

"楽
以外の番楽やビアノの方で行いたい

と思つています

'人

～ 10人 くらいで3口から4回くら

いの予定でいます 0加の意志のみお何い

したいと黒いま,
参加■ 一回あたり1万円 4～ 5時 ll

程度

●議 メール 秦●等で量恙だけをお知

らせください 詳しい予定は希望者とご相

鋏の上、決定したいと塁いま■

スタッフです ようしくお願い致します

〔04年皮 伝0研の歩

“大限饉

…イスク秦■争院 七田チャイルドアカデ

ミーなんは教室 0●6観つ1∞

h":′/,w司h neJoる ,k′

代表 杉ホ 壺氏

・ 福賢支部 0年目設済み

瞑田Mテ ック 議騎,ltlり ●/卜大■

0,2562-4288 КttLEtt ll也

取り襲い来華を穂騒し

リズムを身につけるといった内容になりま

す 4ヽさいお子さんには曖免藝けとして

前 1家までにつて頂けろ内容です。

凡モ百ベージの率新llな鉄材もつきま

す このシステムだけでなく藪村において

も世にそうな0ヽ 率新的な■黎になってい

ます そのため こまれて,日機による聴

鷲トレーニングを受けた方でも またマ

ジック リスニングで効果があつた方 思

わしくなかった方においても さうにリス

ニングカか強化されることおけ合いです

夫薔 トレーニン●CD× 2

を鯰トレーニングCD× 1

実カテストCD× 1 英薔原都
"×

1

ガイダンスω ×1 専用ヘットフォン

デラックス版 (■劇合I16悛)にするか

ベーシック版にしてオブションをつける

か 社内外で検討していますので 現段階

で価格力味せません  (几モ5～ 6万円を

想定)

すでにビューティー|スニングなとに付

属されているアズキ色の専用ヘットフォン

をお持ちの方はヘットフォンを省いたCD
セットだけ日入して頂けます

またマジック リスニングに入つている

ヘットフォンはこの新製場には甍えませ

ん.マジック リスニングを当イ土からお興

いあげ頂いている方の場合 II発元として

の責任もあることから この蜃椰をご希望

の場合にはヘットフォン付きで特,1提供さ

せて捩こうと思っていま

'

9月 (株)七田チャイルドアカデミーよ

リ ミラクルサウンドBC X.を発売

9月 旭麓業株式会社 通信販売 i福之

介:よ り「リラックス シンフォニーJを

発売

7月 知的財産競交に尽くしたnllに よ

り 東久盪宮菫受彙

7月 七田チャイルドアカデミー椰知山教

室で体験会 及び碑演.

7月 七日興先生主催 i音楽熱成協会第一

回大会]屁彗 凍に出演 及びブース出

晨 米子市め来子コンベンションセン

ター

● ● ● ● ●

【伝聰研 今後の予日

※ 9月 る日 七田チャイリンドアカデミー

=知
山教菫・・■u全 及び諄演 一般参

加可

※七ロチャイルドアカデユー 大阪 東

京 名古屋 椰国では演

※ 10月 22日 23日 産栞交流動  ビッ

クサイト西1 2ホール

※ 11月 6日  「音楽熱成協会東京大会J

● ● ● ● ●

慎 ■限 園発に摯手】

・ マジック リスニング"を開発してす

ぐに これに続くもっとポリシーのある内

容の次の製品をと これまで教材を探し求

めてきました そのお果 「百万人の英

錮,を加年同担当したプロデューサー

現 英語秘オの企画会社をやっている方に

巡り会い 世の中にないリスニング (発

アズキ色のヘットフォン無しの中身

だけ ヘットフォン付き 商者とも予

約価格として提供したいと思っており

ます 発売予定 05年 2月 末頃 t
行予約受千1を‖奸|た します 予約さ

れた方には明確になった段階で連絡い

たします

私も一つ欧しい (五十嵐蹟)

● ● ● ● ●

い 普会のお知らせ]

4
●口拓史 島●ひろみ 富円美代子 停田末保癸

饉田幸子 は日又共 五十日茂


