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株式会社 傳田聴覚システム研究所

伝聴研ニュース 第 11 号 09年号（2009年７月）
代理店よりお求めのお客様は販売店よりお求めください。

【裏磐梯友人のペンションに】（前号からの続き）
　裏磐梯の友人、（ペンション「ブナ屋」のオーナー）
木村氏から奄美大島の辺ぴな海岸の録音現場に「もうオ
オジシギが来て凄いよ」との電話があり、５月の連休明
けに行くことにしました。このオオジシギは鳩ぐらいの
大きさで、平原や湿地帯を好む鳥です。檜原湖の自然道
にも多く居るが、地元の人でも知らない人が多い。なぜ
なら夕焼けも隠れ、懐中電灯が必要なくらい暗くなった
ときに始めて、活動を開始し、30分くらい飛び回ります。
そして朝も夜明け前の暗い頃から日が昇る手前の 30分
くらいまで活動します。
　ギャー、ギョーと鳴きながら飛び立ち、ギョ、ギョ、
ギョ、ギョ、と半径 200 メートルくらいの高い空中を
凄いスピードで旋回し、再びギョー、ギャー、と独特の
声で鳴きながら、シュワシュワシュワシュワ、凄まじい
羽音をたてながら、急降下を繰り返します。ウグイスな
どがさえずるのと同じ、テリトリーを守る行動だと思い
ますが、なんと変わった習性を持っている鳥もいるもの
です。

　去年の春に始めてこのオオジシギの情報を得て、合計
６日間費やしたにも関わらず、キャンプのざわめきや、
国民宿舎の人声、空調のモーター音に邪魔されて録音に
失敗。
　今度こそはと、奄美大島から帰って２週間ほど急いで
仕事をこなして裏磐梯へ。
　５月半ばとはいえ、早朝は震えるくらい寒い。手が凍
え録音機をセットするのが辛い。初夏の奄美から真冬へ
逆戻りは寒さが身にこたえます。
　近くの国道と点在するホテルやペンションの空調のノ
イズは避けようがないが、鳥のテリトリーが重なる地点
が見つかり、頭上に 20回 30 回 40 回と飛来、見事な
舞いの音が録れた。
　その後６月にも野鳥の本格的な時期に再び訪れ、多
くの野鳥の録音もできた。中でも 8,000 ～ 9,000 ヘル
ツで鳴くヤブサメのさえずり（鳥では一番高い声であろ
う。鈴虫は 3,000 ヘルツ）も録音できた。このヤブサ
メは藪の中でチッチと小さな声で鳴くが、まず姿を見る
ことはできない。小鳥の録音も終わった夜、木村氏と恒
例の自家製、日本一の酒で酒盛り。「明日、磐梯山の岩
ツバメを録音しに行こうか」と誘われ、登山することに
なった。普段の運動不足がたたって心臓が飛び出る思い
で登ったが、木村氏から遅れること 30分。岩ツバメの
飛行の時間はすでに過ぎてしまっていた。
　磐梯山の火口は周囲２キロくらいあろうか、山の頂上
部分半分が吹き飛んで現在の裏磐梯を形成した。火口半
分は高さ 300 メートルくらいの断崖絶壁で囲まれてい
るが、火口上部の尾根で休憩。その時、対岸あたりから
突然岩が崩れ落ちる凄まじい音が響いてきた。思わず目
を見合わせた。「よし明日はコレだ !」と崩落の音の録
音をすることにした。
　前日の目視で偵察したコースをたどり、何とか崩落現
場の下に録音機を仕掛けることができたが、そう簡単に
は落ちて来ない。徐々に崖下に移動、崖の様子を見なが
ら逃げる態勢をとりながら、恐る恐る真下にセット、し
かしなかなか大きな崩落は来ない。帰社日程を延ばして
翌日もチャレンジすることにした。

※ 新製品紹介／トレーニングオプションCDができました。
※ 健康雑誌「ゆほびか」に ‘ブレインスイッチBOX’ が掲載。
※ ビューティーリスニングが復活、主にエステで販売されます。
※ 自然音CDを編集中 
※ 特集記事 ※
　 ヘッドフォンについての特集第２回
　 ＣＤプレーヤーについて特集
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トレーニングCDのシリーズ化

ると思います。
《No. ４萌える緑》（レベル . ２）　次期制作予定
《No. ５波に遊ぶ》（レベル . ３）　 ◎制作中
《No. ６山の香り》（レベル . ２）　★発売開始
《No. ７大地を焦がす》（レベル . ３）★発売開始
《No. ８せせらぎ》（レベル . ３）　次期制作予定
《No. ９森のお話》（レベル . １）　◎ 10月発売予定
　トレーニングCD. ４～８は、より高度なトレーニン
グができるような内容を目指しています。

※ レベル 1＝基本となるトレーニングＣＤ。
※ レベル 2＝少し高度なトレーニングが可能。
※ レベル 3＝より高度なトレーニングが可能。

　今後トレーニングCDは、レベル分けした内容で制作
することにいたしましたので “ハイパーリスナー” のト
レーニングに少し近づくことになります。
　とは言っても“ハイパーリスナー”はレベル８まであり、
音源の数もさらにプログラムも多彩ではありますが…。

　この中の《No. ６山の香り》《No. ７大地を焦がす》
は既に出来上がっています。
1枚 40分 一般価格 11,000 円 
会員価格 9,900円（税、送料込み）

　《No. ６山の香り》（レベル . ２）では自然のもつ美し
さや癒しを体感して頂けるものと思います。
　《No. ７大地を焦がす》（レベル . ３）は超高周波まで
含まれる焚き火の音に優しい音楽が静かに奏でます。こ
れまでにない手法を用いました。またトラック３では「火
の精・Mars」で使用したシュトラウス Jr. の雷鳴と稲
妻を再び使っていますが…。体に衝撃が走ります。聴い
てのお楽しみ…。

　毎回会報の冒頭で録音旅行記を紹介しながら、この数
年間、新しい自然音CDを出しませんでした。多分 10

　木村氏は「気をつけてなー、山は豪の者の命を狙うか
ら」と気が気ではなさそう。しかし注意もそっちのけ、
今度は更に崖直下にセットした。雨まじりのガスが次々
と上空を通りすぎる。
　点在している巨大な岩陰の一つに隠れて崩落を待って
いたが、しばらくしてどこかで人の声が。「何だろう」
と声がする上部を見ると、「どう傳田さん ?。」と、とん
でもない方向から木村氏が奥さんを伴ってやってきたで
はないか。大笑いしながら岩陰で食事をとったが、霧粒
がだんだん大きくなってきた。寒いし、待たせているの
も…と思い、録音を諦めてマイクロフォンをしまってい
たその時、崖の最上部からカラーン、クワーンと乾いた
音がした。音のする方を見上げると、崖の最上部から岩
が落ちてくるのがかすかに目視できた。次第に岩が巻き
込まれ累乗的に増えてくる。崩落が始まった。ガーン、
ガラーングワーンと背筋が寒くなる凄まじい音を響かせ
て岩を巻き込みながらどんどん広がってわれわれの方向
に落ちてくる。「スゲー…」。岩から首だけを出したわれ
われは呆然。
　そのうちの数個が録音機がセットしてあったすぐ横を
かすめた。(…が、マイクロフォンはもう片付けてしまっ
たのだ。)
　下山途中に出会った木村氏の知人、スキー場の技術者
は「ああ録音ですか。さっき凄い音がしたね、ここまで
聞こえるのは何年かぶりだよ」。
「よかったねー」と…。
　私は悔しさでいっぱい。「あと５分録音を粘っていれ
ば…」、思い出す度に悔しさがこみ上げてくる。

　トレーニングCDをシリーズ化し、合計９枚の新しい
シリーズになります。
　トレーニングCDを１枚 40分にし、仕事の休憩時間
や、忙しい方のために 20分経過したことをお知らせす
る合図が入っています。
《No. １夏の夜空》（レベル . １）　既存品と重複
《No. ２水の戯れ》（レベル . ２）　既存品と重複
《No. ３風のうた》（レベル . １）　既存品と重複
　この３枚のトレーニング CDは ‘ブレインスイッチ
BOX’‘ミラクルサウンドBOX’などの、これまでのトレー
ニングCDを集めていますので皆様お持ちのトレーニン
グCDと曲が重複していますが、曲の並べ方や間奏の曲
などが一部新しいことから、ちょっと違う感じも味わえ

新オプショントレーニングCD

自然音シリーズに新しい仲間が増えます。
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枚できるくらいの量があるのではないかと思いますが、
まず、少なかった海のCDから編集を始めています。
　次回の会報発行時にご紹介できるものと思います。ご
期待ください。

　皆様にはシステムをご愛用頂きま
してありがとうございます。
音楽家時代にこのシステムを開発
し、聴覚システムの事業へと転身し
ましたが、当初いろいろな方から「こ
れは 50 万円くらいで売らなくて
はダメだ」「これは口コミで拡がる
よ !。」と言われ続けました。
　流通しやすいようにと、通信教育の “ハイパーリス
ナー” も市販品もそれほど流通コストを考えずに安く設
定してしまいました。しかし、口伝え、人に伝えて下さ
る方は、ほんの一部。
　障害や体調を目的にされる方、能力開発の方、また音
楽、語学、スポーツなどの方。いろいろな分野の方々に
受けて頂いています。
　ご使用頂いた方々からは大変感謝されておりますが、
このシステムの説明がしにくいのか、あるいは秘密にし
てしまうのかは判りません。いろいろな理由があるもの
と思いますが、なかなかご紹介を頂けないという困った
問題があります。ライバルに追いつかれたら、このシス
テムを知られたらたいへんだから「とても人には教えら
れない」と、目の前で言われることもあります。
　短期間、簡単、想像を絶する効果、努力もさほど必要
なく、極めて安価。満足していただいているという証拠
なので、その気持ちは理解できるところです。
　マスコミも教育関係も施設も、研究者もなかなか見向
いてくれません。現代科学の知識を以てしても怪しく見
えるのでしょう。
　これが百分の一の効果としても、アメリカやヨーロッ
パから入ってきたシステムならこぞって大騒ぎするはず
なのですが、私たち日本人は同胞に対してとても冷やや
かなんですね…。
　そのような訳で相変わらず伝聴研は孤軍奮闘の日々が
続いています。
　そこで、世に広めて頂く最大の方法は、伝聴研システ
ムを実体感して頂いた皆様の力をお借りすることです。

　これまで紹介して下さった方の中には純粋に、良い物
だから紹介しているのに、と言われる方もおられ、お礼
の方法に苦慮しておりましたが、現在は紹介して下さっ
た方には優待券を発行してトレーニングを受ける足しに
して頂いています。今回もう少し踏み込んだ方法「販売
協力員」という形をとってなにがしかのお礼をと、体系
化することを検討中です。 
　ご友人を紹介など、どうぞ伝聴研のお手伝いをしてく
ださい。詳細は次回の会報でお知らせ致します。

　６月 15日に発売になった健康雑誌 “ゆほびか” にこ
のシステムが目に止まり、特集記事が掲載されました。
体験談に合計６人の方にご協力を頂きました。ご協力頂
いた方には深く感謝いたします。詳しくは “ゆほびか”
をご覧頂きたいと思いますが、ここで大まかにご紹介し
たいと思います。
　今回は特に目の特集と言うことでしたので、眼科医で
脳の研究でも有名な葉山眼科クリニック院長にたいへん
お世話になりました。

仮名・山倉章子さん   嬉しい誤算…
　旦那様が伝聴研を訪れ、早速通信コースを申し込まれ
ました。自宅に届いたハイパーリスナーで奥様が体験を
して下さり、大きな効果を感じて、ご夫婦でトレーニン
グを開始することになりました。
★視力が上がり、★体の筋、筋肉が解され、★２倍速の
速聴が４倍速でも聞き取れるようになった。★仕事、家
事がスピードアップ。★ご主人の出版社の校正の手伝い
の速度が速くなった。★花粉症が出なかった。★更年期
の症状がなくなり、★気持ちが前向きになった。★幸福
感に包まれている。
★まさかこんな事がおこるとは嬉しい誤算でした。

仮名・橘良平さん　転職活動中に突然の難聴に…
　この方は私は特に印象深いお一人で、記事ではなく、
当時の記憶で私自身の感想を書いてみます。
　突発性難聴になり、強度の補聴器を付けて、会員の親
友に連れられてお出でになりました。補聴器と言っても
電車の音も聞こえないランクで、筆談に頼る生活を余儀
なくされていました。
　体験と少しのトレーニングを開始したとたん「あれが
聞こえるんです」と壁にかかっている電気の柱時計の秒

※ 宣伝、販売協力員の募集 ※
( 伝聴研の宣伝のお手伝いをお願いします )

※ トレーニング効果の声 ※
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針の音を言ったのには驚かされ、「何とか軽度の補聴器
くらいまで回復させられたら」との私の願いでしたので、
思わず、私自身、涙がこぼれてしまいました。
　その後、大手企業に就職ができたとの話しをきき、と
ても嬉しく思ったことを昨日のように覚えています。
　勿論この成果は彼の不屈の精神と感性の高さにあった
ことは言うまでもありません。

仮名・津村泰子さん　バストまでも…
　ピアノを目的に受けられた英語の先生ですが、勿論音
楽、英語に驚くべき効果があったことは言うまでもあり
ませんが、★視力も上がり、★肌がピンク色になり★バ
ストが大きくなり★肌の張り、つやつやになった。

永井悠企子さん
　若い頃は 2.0 と 1.5 の視力があったが、0.6 と 0.7
の視力に落ちていたが、トレーニング後 1.5 まで変化、
50才近くになって脳も衰えてくる時期に脳をマッサー
ジ、こんな効果が出るなんて。さらに仕事や絵に対する
インスピレーションや閃きも大きく前進。

仮名・中村勝代さん    軽度の自閉症が ...
　インターネットで知って、来社。家族４人でトレーニ
ングをすることになりました。一番下の子は小さかった
ので変化の確認はできなかったが、ご夫婦と上の子には
ハッキリとした変化が…。
　特に、上の子は軽度の自閉症で、偶然にもバイオリン
の先生が会員だったこともあって、すぐにトレーニング
をすることになりました。
　当時、漢字の練習をよくしていたのですが、筆圧が弱
いせいか上手く書けませんでしたが、トレーニング後は
しっかりした字に変化。「学校でも先生方に『すごく明

るくなった』と言われ、自信を持ち始めたようです。そ
の後バイオリンからピアノに転向して、今は音楽大学ピ
アノ科の２年生になっています。私の夫も明るくいきい
きと変わりました。また私はある日突然作曲をしたくな
り、今も歌曲などを作り続けてます。」

　上記の体験談の詳しくは “ゆほびか” 8月号、100ペー
ジ～ 105ページをご覧ください。

【ヘッドフォンが壊れた、傷んでしまった】
　BOX製品に付属しているヘッドフォンはオーディオ
マニアでもなかなか持っていないほどの高級な純国産
ヘッドフォン。それをさらに高音特性に拘り特別に開発
した伝聴研オリジナル。（一般に売られている安物とは
二桁三桁ほど違う）高級なヘッドフォンを添付していま
す。製品に添付しているヘッドフォンとしては多分世界
一の高級品でトレーニングをしていただいている事を自
負しています。
　大切に使ってくださっているものと思いますが、様々
な故障も出ていますので、その情報をお伝えいたします。

　音が出ない時は、まず他のCDプレーヤーやテレビな
どに接続して同じ現象が確認できるか確かめてください。

　まず一番多い故障は断線です。
3,500 円（送料サービス）で修理が
できます。
　７年くらい前、大人用のセットとし
て3,000セット発売したビューティー
リスニング（販売終了品）の時には断
線その他の故障は皆無でしたが、子供にも使えるよう “ミ
ラクルサウンドBOX” として発売したとたん、２日に１
個の割合で音が出なくなったという故障が続発しました。
それを防ぐためにカールしたコードを採用し、少し減ら
すことができましたが、まだ多くの断線故障があります。
　ヘッドフォンのコードが長いために（利便を考え）コー
ドにつまずいて主にジャックの付け根を断線させてしま
うという故障です。

※　特集　※
ヘッドフォンの故障について その 2

下記の場合は伝聴研に直送ください。
秋頃に修理金額の改訂をいたします。

ヘッドフォンから音が出ない。
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めに丈夫なものが作れないのが残念です。
　2～ 3年使っていると、経年劣化で薄皮が剥けてス
ポンジが剥き出しになってしまいます。
　トレーニングを一生懸命している方で、早いと１年を
経過したあたりでもそうなることもあります。
　一度剥け出すと、日焼けの肌のようにどんどんと剥け
てしまいます。熱心にご愛用頂いている伝聴研にとって
は嬉しいかぎりです。
　全部剥いても使えますが、若干音が違ってきます。ま
た汗も吸い込みやすくなります。（どうぞ遠慮なくお送
りください。喜んで修理いたします。）

　ウイングと呼びますが、多くの場合はこのウイングの
付け根が折れてしまった場合です。付け替えが必要です
ので、お送りください。（片側 1,500円、送料サービス）
これらいずれの場合も保証対象外ですが、お送り頂いた
場合には音の点検をしてからお返ししています。

　例え、トラックにひかれてペチャンコになった場合で
もお送りください。トレーニングヘッドフォンと確認で
きれば新品交換いたします。
　ご利用頂いている皆様ですので、新品交換と言えども
超
・ ・ ・

特価で交換させて頂いています。〈新品交換9,400円〉
どうぞ遠慮なくお送りください。

　述べたように製品にはたいへん高
級なヘッドフォンを付属させていま
すが、実はさらに高級なヘッドフォ
ンも開発しています。友人である諏
訪市の安藤氏が開発した（世界９カ国、特許申請中）技
術を使うことによって、トレーニングヘッドフォンをさ
らにバージョンアップすることができます。《ハイスペッ
クヘッドフォン》と呼んで、今では多くの方から改良の
ご注文を頂いています。また最初からハイスペック付で
買って頂いている方も多くおります。カップの部分にシー
ルが張ってある場合はハイスペックヘッドフォンです。
　この音質は多分、現在市販の最高級品より（30万円
以上のものもありますが）、さらに高音質で、より現実
的な音だと確信しています。お手持ちのトレーニング
ヘッドフォンをお送り下さい。25,000 円にて改良い
たします。（通常は２週間くらい）

　ヘッドフォンのコードは皆さんが想像する以上にとて
も細いケーブルが使われています。
　私も幾度となく足にコードを絡めていますが、絡まっ
た瞬間コードを引っ張らないように条件反射的行動をと
るために、これまで断線は一度も起こしていませんが、
そのまま引っ張ってしまうと断線してしまいます。
　次に多いのは、ヘッドフォンを踏んづけてしまった故障。
　ヘッドフォンのカップの部分が動くようにできてい
ますが、耳に当てる半円形のカップがクルクル回ってし
まう場合。右が回ってしまう場合は右側だけ音出なくな
り、左側が回ってしまう場合は両耳から音が出なくなり
ます。
　その付け根部分が完全に断線してしまって修理ができ
ませんので、新品交換になります。〈新品交換 9,400円〉

　数は少ないですがこんな故障。
　蚊の鳴くような小さな音しか出なくなってしまった。
　大音量で鳴らしたためにスーピカーが吹き飛んでし
まった現象。この場合も新品交換になってしまいます。
皆さんは「そんな大きな音は出してないのに…」といい
ます。それは当然です。
　スピーカーはコイルの筒内に丸い磁石が信号を受けて
猛スピードで往復運動をしています。ここに大きな信号
が入ると、磁石が外に飛び出てしまいます。
　通常、音楽などの信号では簡単に飛び出ることはあり
ませんが、音を出しながらヘッドフォンを抜き差しした
とき、接続端子を触った時など「ブツ」と音がします。
この「ブツ」音こそがスピーカーにとっては致命傷にな
るのです。
　アナログ時代、レコードプレーヤに針を落として、ス
ピーカーを壊してしまった、ボリュームを上げたままで
コードの抜き差しをして、スピーカーを壊してしまった
などの痛い目に会った経験を持っている人も多く、その
時代には接続をオン、オフする度にボリュームを下げる
のは常識でしたが、近年は知らない方が殆どのようです。
　ヘッドフォンの抜き差しの時は、必ずボ

・ ・ ・ ・ ・

リュームを
下
・ ・ ・

げるように心掛けてください。

有り難い故障

（送料込み、両耳 4,000円）
　イヤーパッドはヘッドフォンの音質と関係が大きいた

※ハイスペックヘッドフォンのお勧め※
　ヘッドフォンの音質をもっとよくしたい。

　頭の支えの部分が取れてしまった。

ヘッドフォンのイヤーパッドの皮が剥けて
ボロボロになってしまった。
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　推薦ラジカセ
　製造中止につき、8台確保（送料込み１万円）
　トレーニング
に際しての CD
プレーヤーは携
帯以外なら何で
も良いと言うこ
とにしています。しかし良い物に越したことはありませ
んが、本格的なCDデッキの「数万円のものを使ってく
ださい」ということはできません。そこでお問い合せ頂
いた時のために、手頃で音質の良い「CDラジカセ」を
ご紹介していました。（→《デンダック》）
　しかし折角探しても、直ぐに製造中止になって新製品
に入れ替わってしまいます。新製品で良くなれば文句な
いのですが、判で押したように悪くなるのがこの業界で
す。（物の値段が安すぎるとは思うのですが…）
　一般ユーザーは「新しいもの」と、実際の品質を知ら
ずに騙されているわけですね。
　伝聴研では推薦CDラジカセも３代目になりました
が、この３代目もつい先日製造中止の連絡を受け、あわ
てて 8台仕入れました。
　至れり尽くせりの内容で、CDプレーヤー部は据え置
き型に匹敵する程の高音質。
　先日オーディオ店で調べた所、この製品の音質を求め
ると 2万円を超えてしまいます。
　お手持ちの再生装置がご不満だったり、不調だったり、
もう一台という方は是非お申し込みください。
〈型番〉東芝製ＴＹ-ＣＤＫ３
　伝聴研では送料込み 10,000 円ですが、量販店で探し
てみてください。まだ売れ残りがあればもっと安く手に
入るかもしれません。
　このＴＹ-ＣＤＫ３の音でトレーニングして頂ければ
文句ありません。大変優れた超格安品です。

　前回も紹介いたしましたが、㈱システム LSI の天才
技術者、近藤仁志氏がパソコンでもトレーニングをでき
るようにと開発した「USBオーディオ」《デンダック》。
これをパソコンにつければ理想的なトレーニングが可能
です。
　なんで市販品に添付しないのかという大きな理由の一
つに「パソコンをやりながらトレーニングする」懸念が

あること。２つ目に全員がパソコンを持っているわけで
はないことです。
　トレーニングには、これに勝る再生装置はありません。
何故ならば、私は近藤氏と知り合う前からバーブラウン
のDAコンバータ（デジタルをアナログに変換する IC）
の音質に合わせて音を作っていました。
　この《デンダック》の回路設計をお願いし、試作品の
音を聞いた時、氏に（“ハイパーリスナー” とまるで同
じ音なので）「まるでバーブラウンの音ですね。」
『そうですバーブラウンを使っていますよ。』
「あれ！。バーブラウンは潰れたのでは？。」
『私が設計しましたからいくらでも手に入るんです…』
と ?。！。(…ウギャ！ )。
　なんと彼こそ、世界のオーディオ界を唸らせたバーブ
ラウンの IC設計者だったのです。
　私が仰天したことはいうまでもありません。
　またこの近藤氏を紹介してくれたのが、ウィンドウズ
で有名なビルゲイツとコンピュータの研究をしていた日
本のコンピュータの草分け後藤富雄氏、マイコンを知っ
ている人たちにはとても有名な方です。
　考えてみると伝聴研には超一級の技術者が、周囲で大
勢応援してくれているんですね。
（《デンダック》特売→ P.8）

　前回７割引の、特別価格でご紹介した 12面体スピー
カー、たいへん多くの方からご注文を頂き、瞬く間に完
売になりました。追加注文を出しましたが、何本も入ら
ず、皆様にはご迷惑をおかけいたしました。
　高額な商品にも関わらず、音を確かめる術もない皆様
から、ファックスで注文を頂き、こちらで心配して多く
の方にはアンプをお持ちかどうか、電話を差し上げて確
かめたくらいでした。
　信頼して下さる皆様には感謝感激でした。

　特製小型アンプ制作（税込み 157,500 円予定）
　伝聴研 4階には吊り下げてある４種類の 12 面体ス
ピーカーが、皆様をお待ちしています。ところが大小４
種類のスピーカーも接続が極めて煩雑で、直ぐに切り替
えしてお聞かせするということができませんでした。
　そこで《デンダック》の開発者にこのことを話したら、
「作りましょうか」と気軽な返事が返ってきたもので、

【CDプレーヤーについて】

12面体スピーカー
沢山のご注文をありがとうございました

《デンダック》
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それなら今まで様々な種類の 12面体スピーカーを買っ
て下さった皆様にも提供したらどうか、と先日ポリゴン
スピーカーを買って下さった方にお手紙を差し上げまし
た。数台余分には発注しますが、今後注文が５台溜まら
ないと発注できませんので、多分これも１回限りになる
のではないかと思います。
　この会報が届く頃は締め切り後だと思いますが、ご入
用の方は一応申し込んでみてください。（５台まとまれ
ば制作いたしますが、少なければご容赦を）
至れり尽くせりの機能満載のデジタルアンプ
※ 《デンダック》と同じ超高性能DAコンバータ内蔵
※ ヘッドフォン出力×２（超高性能）ヘッドフォンアン
プとしてお持ちになっても超お買い得。
　12面体をお持ちでない方でも、ヘッドフォンアンプ
や「USBオーディオ」としてお使い頂くだけでも、ま
た一般のアンプとしてお使い頂いても、その価値は十分
発揮します。
　資料ご希望の方は連絡をお願いいたします。

素は、普通の炭素とは全く異なった働きをすることが分
かってきました。中でも自己発電は近年解明された働き
の一種です。
今回は限定 40本です。お早めにご注文ください。
一般価格 4,500 円→１本 2,000円

　なんとUSTが付いて、UST取り付け価格より安いです。
　棚卸しをしていたら、またまた大切にしまい込んであ
る新品ヘッドフォンを発掘してしまいました。（自分用
にと、とっておいたもので）普通の「音楽用ヘッドフォ
ン」の高級品で、旧バージョンですが、格安でお分けい
たします。（UST付き）
　旧バージョンと言っても質が悪いわけではありません。
デザインとともに音にも流行があり、良い悪いは別にし
てメーカでは機種を常に新しくする必要があります。
　全て伝聴研でUST音楽用ヘッドフォンとして販売し
たもので、今回は当時お分けした価格の半額。
　USTの取り付け費用（25,000 円）よりUSTが付い
て安いです。（トレーニングには使えません）【《電助》の特売】、耳よりな情報

　ヘッドフォンに１本の必需品

　かねてからご紹介している電助で
すが、メーカーから残りわずかとの
連絡が入っていますので次回に紹介
できるかどうか判りません。今回が
最後のご紹介になるかも知れません
ので、ちょっと内緒にしていた使い
方の一部をご紹介いたします。
　皆様がお持ちのヘッドフォンのジャックにほんの一吹
き（極めて微量）かけてください。見違えるような音に
なります。また新しいヘッドフォンの場合もエイジング
したかのような音に激変いたします。
　特にトレーニング用、専用ヘッドフォンは出来るだけ
高音質で聴いて頂くことが肝要ですが、これを半年に１
回２～３分のエイジング時に、微量かけるだけで音が蘇
ります。吹きかけた後はティッシュで拭き取ってしまっ
て下さい。
　オーディオの接点部に微量かけることによって音がク
リアになることも確認できるでしょう。
　12面体スピーカーの接続部にもかけてみてください。
　携帯電話はフル充電でき、コンセントに吹きかけても
音が変わってきます。熱も持たなくなります。
　15 ナノ（１億分の 15 メートル ) という微粒子の炭

AD9-UST（47,250 円）
　　→ 23,000 円
　（オープン型／１台）

AD7-UST（37,800 円）
　→ 23,000 円
　（オープン型／１台）

　A700-UST（39,900 円）
　　→ 19,000 円
　　　（密閉型／１台）

　スーパーミネラル「アクア」として、リニューアルさ
れて発売です。内容、使用法など一切変わっていません。
（一度試してみる価値あり）
　この変化のために一時品薄になってどうしようと、私

入浴剤｛ビーフリー｝がリニューアル

【ヘッドフォンの特売】
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も心配しましたが、ご使用頂いている皆
様には大変ご心配をおかけいたしまし
た。
　今回も前回同様、一般価格 6,300 円
を１本のみ 5,000 円。会員価格あり。

　数回ご紹介しているミネラル成分が入った水「泉力」
の名称が替わって「岩の力」になりました。

　先日、使用者からとても嬉しいニュー
スが飛び込んできました。
　「検査でも～～が無くなちゃいました
～」と興奮ぎみな電話がきました。「～
～が無くなってしまった」という報告は
これで 5件目です。残念ながら薬事法
の関係でお伝えできません。

　太り気味な方、また～～、～～を心配されている方も
予防のためにお勧めです。１本だけ使って覚えておいて
欲しいものです。良いものは皆さん秘密なんです。伝聴
研の製品と同じ、説明しにくいのかも知れません。
　皆様に是非知っておいて頂きたいですので、今回も（２
ℓ）１本のみ 7,500円、２本目からは 10,000 円です。
１万円以下は送料が500円かかります。（ごめんなさい）
何かと組み合わせて買って下さい。
　体に不足しているミネラルが一口で補えます（例えば
体重 60キロの人→ 30cc）
　ちょっと渋味がありますが、疲れているときは甘く感
じます。人間の体は不思議ですね。

　お待ちどうさま。石鹸の特売です。吹き出物やアトピー
には最高と評判。シャンプー、洗顔にも最適、これ１個で
全身ピカピカ。一般では4,000円前後で売られています。
　伝聴研では通常 2,000 円のところ 8月末まで
1個 1,500円、3個 以上は１個あたり 1,450円
今回も沢山用意しました。（100個限定）

　先にご紹介した伝聴研オリジ
ナル、「USB オーディオ」《デン
ダック》です。
　通信教育の “ハイパーリスナー”
と同じ、近藤氏の開発したDAコ
ンバータ（デジタル信号をアナログに変換する IC）が
使われています。そのために驚異的な音質です。
　コンピュータのUSB端子を使っての理想的な音質で
のトレーニングが可能です。（但しコンピュータを眺め
ながらのトレーニングは厳禁）
一般価格 12,600 円 → 会員特価 10,500円

　販売終了となっていたビューティーリスニングです
が、是非ビューティーリスニングを扱わせて欲しいとい
う知り合いの業者さんが現れ、エステ向けにリニューア
ルしてこの６月１日に発売になりました。皆さんの目に
触れることはあまりないと思いますが、主にエステで販
売されます。
　勿論皆様は ‘ブレインスイッチBOX’ や ‘ミラクルサ
ウンド BOX’ で十分です。より充実したトレーニング
をする場合には、オプショントレーニングCDをお求め
ください。

　次回 12号ではトレーニングCDの取り扱いについて
特集いたします。

会員会報・第11号・2009.11.15 発行
 ㈱ 傳田聴覚システム研究所

〒 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

　今年も仕事の合間に自然音の録音に飛び回っています

が、一週間ほど前に見つけた富士山麓 2,000 メートルに

ある小さな神社。とても ‘場’ が良く、たくさんの鳥がい

ます。この爽やかな ‘気’ の流れの録音にチャレンジして

います。

　皆様もどうぞ暑さを乗り越えて夏を楽しんでください。

ミネラル水 「泉力」が「岩の力」に

== ふしぎな石鹸（ゆらぎ乃石鹸） ==

【《デンダック》の特売】

エステで【ビューティーリスニングが復活】

***** 特 売 期 間 *****
ここで掲載している特別価に期限が記載してないもの
は8月末までとします。その後は会員価格になります。
なお 1万円以下は送料がかかります。


