
1

株式会社 傳田聴覚システム研究所

伝聴研ニュース 第 10 号 200８年 年末号

【奄美大島へ録音旅行】
　前回 9号の会報を書いた直後の 4月中旬に奄美大島
に録音に行きました。この旅行の最大の目標は、貝が波
に洗われる音、珊瑚のかけらが海に落ちていく音の録音
です。地元の人もほとんど行かない静かな海岸です。
　そんな海岸を見つけながら過去 4回、強風だったり、
雨だったり、何故かあったはずの珊瑚や貝が突然海岸か
ら消えていたり…。また絶好の天気に恵まれながら、は
るか沖に走る大型貨物船のエンジン音に邪魔されて悔し
涙を飲まされ続けた所です。
　今回ばかりは欲張らず腰を据えて録音しようと、約 1
週間の日程を組んで出かけました。
　民宿で泡盛を飲みながら食事をして、早朝の満潮の録
音を目指して寝た所、背中は痛くなる、お腹がゴロゴロ、
トイレとの往復でとうとう寝られず、落ち着いたのが夜
明け頃。
　体調不良のまま録音に出かけることにしました。
　どういう訳か食べることができたのは酸の強いキンカ
ンとタンカンなどのミカン類のみ、そんな状態で朝、晩
と上げ潮にあわせて2台の録音機をフル稼働して同じ海
岸の往復を重ね、合計30時間以上の録音を続けました。
　4日目、時間があればと考えていた次の目的地に向
かって民宿をあとにし、車を走らせ始めた所、バッグの
忘れ物に気づき民宿に…。再出発したら今度はパソコン
の忘れ物…。再々出発したら録音機の部品の忘れ物。大
勢に笑われながら出発。1時間走って信号停車していた
所、レンタカーに追突された。「なんて日だ」と、初め
ての追突事故の経験にも怒る気もしない。ところが追突

したレンタカーを運転していた若い女性は、やけに土地
勘があり、見事としかいいようがない書類書き、保険、
警察等の手続きが早いこと。不思議に思っていたら、な
んと私が借りた隣のレンタカー屋のお姉さん。もう笑う
しかなく。警察官は不思議そうに…。
　気を取りなおして出発したものの、そのおかげでフェ
リーの時間に間に合わず、しかたなく西側の海岸方向に
2時間走って民宿に、どうせ腹の調子が悪いのだからと
素泊まりを頼み込んだ。
　まだ明るさは残っているので海岸を散歩してみると、
数年前に「珊瑚が海岸に一面」、とパンフレットには載っ
ていたのだが、まったく見あたらずガッカリさせられた
その海岸だった。ところがなんと、道路側から死角になっ
ている海岸の端に珊瑚が山のように積もっていたではな
いですか !「満潮はこれからだ」、と急いで録音機をセッ
ト。当然朝も録音ができた。
　朝、録音が終わって帰ってみると、部屋に書き置きと
ウドンが用意してあった。「今日は出かけますので朝だ
け用意しました」と…。感激と共に腹がグーと鳴る。「食
べられるかもー」と、5日ぶりの食事。美味しかったこ
とはいうまでもない。
　合計一週間の録音旅行だったが、今回もハプニングの
連続。でも沢山の録音のおみやげに満足して帰途につき
ました。そう言えばぜんぜん体重が減ってなかったのは
どういう訳 ??!

【裏磐梯友人のペンションに】
　裏磐梯の友人となったペンション「ブナ屋」のオーナー
木村氏から奄美大島の録音現場の携帯に「オオジシギが
すごいよ」との電話があり、５月の連休明けに行くこと
に…。～～～次号に続く。

【もう一台家族、親戚にプレゼントをしませんか】
　お持ちのBOX製品、遠くの家族や知人、親戚にも使
いたいが、「2台買うのも」、と躊躇されている方。また「良
い製品なので友人に紹介したいが」と思って下さってい
る方。今回は ‘みゅ～ずBOX’ がお勧めです。
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‘みゅ～ずBOX’ 1 割引
　 ‘みゅ～ずＢＯＸ’ は主にパフォーマンスをやってい
る方用に《ライト》39,980 円を制作しましたが、加えて、
《ベーシック》 《プリメール》の 3種類となります。

　上記《ベーシック》は ‘ミラクルサウンドＢＯＸ’ よ
り上級の製品です。上級版発売記念として ‘みゅ～ずＢ
ＯＸ’ 全品、1割引でお分けいたします。
　お子様が小さかったり、別の場所で使う等の理由で、
ハイスペックヘッドフォンまでは必要ないがもう１本
ヘッドフォンがどうしても欲しいという方にお勧めの
方法をご紹介。
　‘みゅ～ずBOX’《ライト》は 3枚のトレーニングCD
（月、金、土の精）とヘッドフォンです。このCDの中
身を入れ替えて重複のないように致します。ヘッドフォ
ンとオプショントレーニングCDが同時に手にはいるお
得な裏技情報です。

（1）改良型【トレーニング用スピーカー】
5台限り
１セット　37,000円→35,000円 （深紅と黒色）
　これまでトレーニングCDをスピーカーで聴きたい
という要望に応えて、オンキョーのパソコン用のスピー
カーをハイスペックに改良して、皆様にご紹介していま
す。とても良い音がし、トレーニング用スピーカーとし
て効果を上げてきました。私自身も、講演等で音楽を流
すために、このスピーカーを愛用しています。
　ヘッドフォンの装着が困難な場合のみにお勧めしてい
ます。

ライト 月の精
金の精
土の精

39,980 円
　↓
35,980円

ベーシック 月・金・土の精
火の詩 40分 ‒1
風の詩 40分 ‒1

56,500 円
　↓
50,850円

プリメール 月・金・土の精
火 ‒1・風の詩 ‒1
水の詩 40分 ‒2
自然音× 2枚

75,000 円
　↓
67,500円

火・風・水の詩 40分は新製品
40分 CDのオプションとしての販売時期は未定。
2008 年 10 月より《ライト》の内容が一部改訂
となります。

七割引 【会員の皆様に 特別頒布】 
（2）　【超小型12面体スピーカー D.2】 
　346,000円→ 99,800円 →別紙参照

　伝聴研オフィスのサロンに 12 面体スピーカーがあ
り、皆さんをお迎えしています。今は主に 10センチの
ユニット 12個、サッカーボールくらいのを鳴らしてい
ます。最高の音場を作ってくれる世界最高のスピーカー
です。すでにお買い頂いたかたも多くいらっしゃいます。
　約 10数年前にこのスピーカーに巡り会い、この性能
と可能性に惚れ込み、このスピーカーをトレーニング用
として使うことを夢みてきましたが、しかし高額なため
にトレーニング用としては紹介できないできました。と
ころが今から 4年くらい前、開発者で友人の高橋氏が
野球のボールくらいの 12面体を試作して聞かせてくれ
ました。このサイズからはとても想像できない、超高性
能スピーカーであることに衝撃を受け、手頃な値段で何
とか量産できないかと製品化を夢みていました。丁度そ
んな時に、聴覚システムの件で、精神科の先生を紹介し
て頂き、「聴覚システムは鬱には最高だ」というお墨付
きを頂き、同時にスピーカーでもトレーニングができな
いかという話しが出たことが発端となり、量産化に向け
た話しに発展していきました。
　この精神科医とはテレビのゴシップで有名になった朝
青龍担当の精神科医、王理恵さんの元婚約者、本田昌毅
氏。氏はこの会社を「Dr. スリー」として会社を立ち上
げました。私は紹介者であることから社外取締役に。
　量産完成を楽しみにしていましたが、出来上がって試
聴してみると、試作品を遙かに超える、素晴らしい出来
映えに一時は驚喜しましたが、私の思惑とは大きく違っ
て、たいへん高額になってしまいました。
　そのため静観を余儀なくされましたが、今年 6月に
「もっと買ってもらう方法はないか」と相談されました。
「当初提言したように 10万円を切ること」、「価格を下
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　健康維持には標準は体重の２千
分の１cc（ほんの一口です。）ご
希望があれば開発者の野島尚武先
生の問診も受けられます。
特別お試し価格、通常（税込

み）10,500 円の所、今回１本の
み 7,500 円、既にご利用の方に
も１本のみ、この価格でお分けい
たします。２本目以降会員価格あ
り。

 入浴剤「ビーフリー」
使った方から「本当にお風

呂が濁ってしまうんですね」
「やっぱり汗から重金属や不
純物が出るのでしょうね」と。
濁りを検査したわけではあり
ませんが、兎に角本当に濁っ
てしまうのは、それが毒素で
もなんでも良いではないです
か。体から確かに何か出るので濁るわけですから…。そ
の証拠に半月もすると濁らなくなり、肌も一皮剥けたみ
たいの白さが増します。これも素晴らしい商品です。
　［使用法］
　お風呂のお湯（200 ℓ）に対して、本液 30ml を目
安に入れます。
　天然ミネラル入浴液 「ビーフリー」（700ml）
　6,300円（税込）→5,000円 
　既にご利用の方にも同じく１本のみこの価格でお分け
いたします。２本目以降会員価格あり。

肩こり、首のこりに「ツインボール」
（価格：1,600円）
　スポーツクラブで肩こり、首の凝りがすっかり解消し、
耳鳴りも解らないほどになりました。それでもイザと言
うときに
お世話に
なってい
ます。家
に事務所
に 車 に、
酷い頭痛
の時はと

げればお手伝いできますよ…」と。（現在売価 34万 6
千円）
　では「テスト販売でなら…」ということで、渋々了解
を取り付けました。
　気が変わらないうちと、急いでいましたので、今年メー
ルを頂いた会員の方約 70人前後にこの情報をお流しい
たしました。（限定 30セット 99,800 円）
　そしたらなんと数日で完売になってしまいました。買
われた方は「素晴らしい音」、と再注文をして下さった
方も多く。中には次々にと、合計 4台注文を下さった
方もいます。
　この可愛さと音の良さに皆さん大満足をして頂いて、
その後お礼のメールも沢山頂きました。
　今回の第 10号の会報用にと、皆様にも用意致しまし
た。数に限りがありますので早めに注文をお願いいたし
ます。
　特徴はチラシに書いてありますが、会員の皆様には
特に、‘ブレインスイッチ BOX’ や ‘ミラクルサウンド
BOX’ その他の箱物のトレーニングキットをお持ちの方
はこのスピーカーでならヘッドフォンを使わずにトレー
ニングをして頂くこともできます。
　今後再び手に入るかは極めて流動的です。
　先のメールでのご紹介の時、売り切れで手に入らな
かった方は特に急いでご注文をお願いいたします。
　勿論製造元としては出していません。「伝

・ ・ ・ ・ ・ ・

聴研のオリ
ジ
・ ・ ・ ・ ・

ナル商品」としてのみの限
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

定テスト販売です。

【〈泉力〉〈ビーフリー〉〈ツインボール〉大反響】
　この商品を前回紹介したところ、多くの方から注文を
頂きました。みなさんこの製品の実力にたいへん驚かれ
たようです。
　世の中には多くのサプリメントや健康グッツがありま
すが、伝聴研社員が使ってみて、価格、効果ともに納得
したものだけをご紹介しています。

ミネラル水「泉力」
　「泉力」はこれで 3回目の紹介ですが、良い物は 30
年 40年変わらずにあって欲しいものです。成人病予防
に、健康維持のためにほんの少しでもチビチビ飲んで欲
しいと願っています。またいざと言うときに思い出すた
めにもまず一本だけは使った経験を持って欲しいと思い
ます。情報が溢れ、新製品ばかりの世の中ですが、良い
ものは不滅なはずです。
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ても有り難いです。いいですよ !
　送料がもったいないですので、ついでの時に注文して
ください。

《デンダック》開発者、近藤氏の栄誉
　一昨年、最高級の「USBオーディオ」《デンダック》
を発売しました。
　コンピュータのUSBに親指大の「USBオーディオ」
を装着するだけで、コンピュータの機種に関わらず 10
万円以上のCDプレーヤーに早変わり、使った方からは
感激のメッセージを頂くほどの音質です。
　この《デンダック》は市販品の製品に標準添付しよう
と思っていましたが、コンピュータをお持ちでないとか、
またコンピュータを使いながらトレーニングをされる恐
れがあるなどのため、単品販売にしています。
　市販品のBOX製品は音が命であることからオリジナ
ルヘッドフォンだけは開発しました。CDプレーヤーは
据え置き型なら何でもよいということにしています。し
かしCDプレーヤーにもかなりの音質の差があり、出せ
る効果がまちまちになることから、理想的には《デンダッ
ク》を使って頂くことが最良です。
　この《デンダック》はシステムＬＳＩという会社の天
才技術者、近藤氏が開発した製品です。数ヶ月前、九州
工業大学関係者が開発した「世界に誇れる技術」として、
展示され、本にも紹介されました。
　私は彼の技術を認めていましたので、それほど驚くこ
とはありませんでしたが、それでも嬉しくなりました。
オメデトウゴザイマス近藤さん。
《デンダック》記念特売 12,600 円→ 10,500円

 「ポリゴン10」を半額で ! 
セット価格128万円を64万円
　前回 1ヶ月使用のポリゴンを半額で、とご紹介いた
しましたが、念のため不具合がないか調べてみたら新
品でした。おまけに私のものより音が格段に良いので

ショックを受けてしまい
ましたが、買われた方に
は音と価格にたいへん感
激して頂きました。
　大きいだけあって音に
余裕があり、極めて立体
的な音がします。まるで
生そのものの音。微細な
音から大音量まで音質が
変わりません。クラシッ
クからジャズ、自然音も

生のよう。今回もう 1セットを入手できました。
最大入力 300W （50W以上のアンプが必要）

石鹸
　お待ちどうさま。石鹸の特売です。吹き出物やアトピー
には最高と評判です。
　一般では 4,000 円前後で売っています。
　伝聴研では通常 2,000 円のところ年末まで、
1個 1,500円、3個以上は１個あたり 1,450円
　要望が多いため今回は沢山用意しました。

ナノスプレー「電助」 50ml
　不思議な接点活性剤。さらに安く入荷できました。
　「電助」なんか伝聴研の製品のようなネーミング。車
から家電、オーディオ、コンピュータまで接点に微量か
けるだけで接点が蘇ります。
　夢の接点活性剤。不思議な使い方もあるのですが、今
はナイショ。20本入荷しました。 
 一般価格 4,500 円→伝聴研は通常 2,900 円を 1 本
2,000円（今回はさらに下げました）

【差し上げます】（送料のみご負担ください）
※ オンキョーのレコードプレーヤー PX-5F
（http://www.audio-heritage.jp/ONKYO/player/px-
5f.html）
　レコードを CDに変換する作業があって、我が家に
あった 2台のレコードプレーヤーを会社に持ち込んで
動かしました。まだこの 1台が無事動きました。針も
一応ついています。
　当時多分 3万～ 4万円くらいの普通クラスのものだ
とは思いますが、問題なく動きます。レコードが好きな
方、必要な方に差し上げます。送料のみ 1,000 円ご負
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ングの曲は同じでも、配置と原音が違うために新鮮さが
あるのでしょう。

どうぞご利用ください。

トレーニングの合間に
　トレーニングを行った皆さんの聴覚は音楽家以上の鋭
い耳と感性を身につけています。
　正規のトレーニングは 3～ 4ヶ月おきになっていま
すが、その合間に伝聴研「自然音シリーズCD」、「自然
の中のモーツァルト」、「ナクソス音楽CD」などをヘッ
ドフォンで聴いて頂くと脳がトレーニングと錯覚し、効
果を上げることができます。
　トレーニングCDはオプションを入れても数に限りが
ありますので、これらのCDを混ぜて活用できるように
作っています。一般のラジカセなどから流せば高度なリ
ラクゼーションとしてお使い頂けます。
　毎回ご紹介している録音旅行の話しはこの自然音の録
音旅行なのです。種類も増えています。

努力の結晶の自然音CD 13枚発売中
　一枚3,500円

トレーニングのもう一つの方法
　マニュアルにはトレーニングの方法を厳格に指定して
あります。それは初回、2回目で効果をできるだけ確認
して頂きたいからです。
　初回で大きな効果を上げる方、回数を重ねるごとに上
がる方などタイプや個人差があります。
　効果が上がらなければ、つまらない買い物ということ
になり、トレーニングを続行して頂けません。しかし効
果を十分確認して頂けた後でしたら、何時でも、どうい
う使い方でも、変則的な使い方でも構いません。使いや
すい方法でご愛用ください。

===情報 ===
【メガネのクリーニングに家庭用洗剤が最高】
　35才前後の時期に学会に論文を発表するために、当
時の７インチの画面のコンピュータに 10日間殆ど徹夜
状態で格闘しました。2.0 の視力も、それを境に 0.3 に
落ち、その後聴覚システムの研究に入り、ますますコン
ピュータの生活と縁が切れなくなってしまいました。お
かげで乱視まで入り、肩こりと首の凝りに、さらに遠視
と弱視に悩まされるハメに。
　コンピュータの画面を見る時に目の保護を兼ねてメガ
ネを使用していますが、メガネが曇り、脂ぎりメガネク
リーナーを使用しますが、どうも落ちが良くありません。
　先日、そうだ、テレビの宣伝で家庭用食器洗い洗剤で
「キュッキュッ」とやってたな、と思い、洗剤を指先に
塗り、メガネを指で洗った所、これがキラキラになった
ではありませんか、おまけに長持ち。洗剤 1本あれば
一生使ってもお釣りがきます。お金は使い方ですね。試
してみてください。

トレーニングCDの違いは ?
　皆様からよくトレーニングCDの収録時間のことを聞
かれますので、表をご参照ください。
　またオプションのトレーニングCDは多彩なトレーニ
ングをして頂くため、音楽の慣れを防ぐために制作した
ものです。追加して頂くことにより新鮮なトレーニング
が可能になります。
　多くの会員様は、お持ちのBOX製品をそのままお使
い頂きオプションを知らない方も多くいらっしゃいま
す。
　60分〈詩シリーズ〉CDをお持ちの方は、表のよう
に太字のCDが重複していません。別売可能ですのでご
利用ください。
　また重複があっても ‘ミラクルサウンド BOX’ ‘ブレ
インスイッチ BOX’ の CDは別のように感じると楽し
んで下さっている方も多くいらっしゃいます。トレーニ

担ください。差し上げます。

※カセットデンスケ 往年の名器ソニーのTC-D5M 
　倉庫を整理していたら出てきました。まだ動くようで
す。昔結構使いましたので程度はよくありません。お好
きな方がいたら差し上げます。送料 1,000 円をご負担
ください。

60分 CD
12,000 円

火の詩
水の詩
風の詩 

ブレインスイッチBOX
/ ビューティーリスニング
/ハイパーmini

スリープリスニング
（水車の詩） 60分 オプションCD

35 分 CD
8,000 円

月の精 / 火の精
水の精 /木の精
金の精

‘ミラクルサウンドBOX’

土の精 / 日の精
海の精 35分 オプションCD
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ヘッドフォンの修理
　音が出なくなってしまった。
　イヤーパッドの皮が剥けてしまった。
　紛失の場合を省いて、例えトラックにひかれても現品
の形跡があれば、有償にて修理、交換に応じています。
　またご友人にもらったという方でもオーケーです。
　紛失の場合は新しいものを買って頂くことになります
が、セットに添付しているトレーニング用ヘッドフォン
の場合は販売していませんのでハイスペックヘッドフォ
ンをお買い頂くか、あるいは ‘みゅ～ずBOX’《ライト》
をお買い頂く方法の２つがあります。

“ハイパーリスナー” とは
　伝聴研では市販版のBOX製品とは違って、コンピュー
タ仕掛けの “ハ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

イパーリスナー” というトレーニングシ
ステムを通

・ ・ ・ ・

信教育、通
・ ・

学で行っていますが、これが伝聴
研のメインシステムです。
　これを知って頂くために BOX製品を作りましたが、
この違いは、BOX製品では約 3時間分の CDですが、
この “ハイパーリスナー” には合計 5つのコースがあり、
各コースには約 200 時間の音源と 30種類のプログラ
ムから成っています。
　BOX製品を使って高い効果を上げた方でも“ハイパー
リスナー” のトレーニングを受けた方は一様に「BOX
製品の比ではなかった」「どうしてですか ?」と口を揃
えて言われます。それは電話でトレーニングをされてい
る方に合った多彩なプログラムを受講者の状況に合わせ
て三日に一度ずつ変化させながら提供することができる
からです。
　‘ミラクルサウンドBOX、ブレインスイッチBOX’ を
お持ちの方でもBOX製品が全てだと思って、この “ハ
イパーリスナー” の通信、通学コースを全くご存じない
方が多くいらっしゃいます。

　効果を上げる方法、楽しんで頂く方法は、皆様が思っ
ている以上にありますので、是非ご活用ください。
　ご希望の方には資料をお送り致します。

※ 効果を上げる音響特性
一般の CDプレーヤーの再生音域は 2万 1千ヘルツ

（18 才前後の可聴音域）ですが、“ハイパーリスナー”
ではフ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ルエンシーシステムと言って筑波大学の寅市教授
が開発した大変特殊な音響システムを搭載し、3万ヘル
ツまで再生させることができます。
　さらにヘッドフォンはU

・ ・ ・

ST（ウルトラスーパーテク
ノロジー）という私の友人である、諏訪市の安藤氏によっ
て開発された外国特許も出願しているシステムが使われ
ています。これも伝聴研にしかない技術です。
　その上、“ハイパーリスナー” は音響特性に拘り抜い
てこれ以上望めない贅沢な内容を実現しています。

※ ハイスペックヘッドフォンとは
　この USTというまか不思議なシステムは、素子化し
ているために皆様のヘッドフォンにもつけることが可能
ですが、最初からつけると価格が高くなってしまいます。
　製品群の中にはハイスペックヘッドフォン付は「ウル
トラ」というマークで区別してあります。最初から買っ
て頂いている方も多くいらっしゃいますが、一度トレー
ニングをしてから改良することもできます。
　改良された方は「もともと凄いヘッドフォンだと思っ
ていたけど、コリャ何だ」と、その違いにさらに驚かれ
ます。
　通常、トレーニングヘッドフォンは販売していません
が、2本目のヘッドフォンが欲しいと言う方にはこのハ
イスペックヘッドフォンだけは別売（39,800 円）し
ていますので、これをお勧めしています。
　中には 30万円以上で販売されているヘッドフォンよ
りもさらに高性能、世界最高音質と自負しています。（ト
レーニングには使えませんが、伝聴研オリジナル音楽用
ヘッドフォンも用意してあります。48,000 円）

ヘッドフォンとトレーニングCDを破損した場
合どうしたらよいの ?
　まず伝聴研にご相談ください。状況を教えて頂いた後、
現品を送って下されば、修理、もしくは特別の価格で有
償交換しています。
トレーニングCDは破損、傷、どのような場合でも

交換しています。年内に限り 1枚 1,500 円
　使い古して傷だらけになってしまった場合なども有償
にて交換に応じていますのでお申し出ください。
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世間一般は
　一般によく見かけるヘッドフォン付きの学習用、ある
いは能力開発用の製品、音を謳っているにも関わらず、
その多くは極めて音質が悪い外国製の安物を使っていま
す。
　しかし伝聴研のBOX製品のトレーニングヘッドフォ
ンは市販価格で言えば 18,000 円相当で、トレーニング
用として特別に開発したものです、このランクになると
一般のオーディオマニアでもなかなか持っていない高級
品と言えます。音に徹底的に拘った理由は、微妙な音響
特性を必要としているためですが、その点においても亜
流品とは訳が違うのです。
　さらに比類のない高級なトレーニング用ヘッドフォン
のハイスペック化を是非お勧めいたします。 
改良費25,000円 伝聴研へ直送ください。

（２週間くらいかかります。）

 【今年は参議院議員会館で講演】
　約 3年くらい前、イスリス（国際生命情報科学会）
で議員さん 5～ 6名、参加者 80 人の超満員で伝聴研
のシステムを衆議院会館で発表し、高い評価を頂いたこ
とがあります。
　今回はNPO法人〈グッドライフ〉が立ち上がったこ
とで、6月に発足式を兼ねて参議院会館で講演を行いま
した。
　宣伝下手の伝聴研ですので、 表に出すことをしません
でしたが、ここで皆様にお知らせいたします。

平田式温熱療法器「マジキュー」のご紹介

　「心は内臓にあり」だそうです。心臓・肺臓などを移
植手術すると「ドナーの心に入れ替わる」からです。な
らば「心を元気にする」には「内臓を元気にせよ」ですね。

各内臓と全身の皮膚各部は神経で繋がっています。全身
の皮膚をボールペンの先位の温熱コテ（約 40度）で毎
秒 2・3回リズミカルに叩くとツボが刺激されて内臓が
活性化し、心も体も元気になります。使用する機械を「マ
ジキュー」といい、伝聴研で取り扱いを検討しています。
聴覚訓練のお休み期間にもお勧めです。劇的な即効の報
告もありますのでお問い合わせ下さい。NPO法人〈グッ
ドライフ〉では伝聴研システムと同時に〈マジキュー〉
の普及活動もしています。詳しくは次号でお伝えしたい
と思います。 （本体価格 198,000 円）207,900円

　担当 五十嵐

こんな嬉しいお便りがありました。そのままご紹介いた
します。
　17 才になる私の息子は幼い頃から他の子供と少し
違っていました。言葉が遅いだけではなく、意思の表現
が不得手で感情のコントロールが難しく、何事も他の子
に比べ習得が遅いように思われました。小学校に上がっ
てからは学習が進まない、同級生の遊びに入れない、話
についてゆけないなどで、からかわれたり、いじめられ
たりする日々でした。いつか人並みに追いついてゆくだ
ろう、と呑気に思っていた私が、やっと病院の診断を仰
いだのは息子が 10才の時でした。
　医師によると、息子は高機能自閉症に似た発達障害を
負っているとのことでした。
　幸い子供の脳障害の治療を専門にする研究所とご縁が
でき、すぐリハビリを始めました。
　そこのスタッフから、息子のように言葉を話したり理
解するのが難しい場合、耳が聞こえていても聞く能力が
不安定な事が多いと言われました。また聴覚を受け持つ
脳細胞に問題ある場合が多く、治すには耳を刺激するプ
ログラムが欠かせないとも言われました。
　ハイパーリスナーにご縁ができたのは丁度毎日リハビ
リに専念し効果が上がってきた頃でした。
　耳を刺激する装置と聞いてリハビリのスタッフとも相
談し、リハビリのプログラムに加えることにしたのです。
　10月、12月、3月、7月と１年に 4回聞き（トレー
ニング）ました。最初は息子が毎日一時間も聞き続けら
れるか疑問でしたが、初めて聞くクラシックが気に入っ
た様子で、今でもあの時の曲を聞きたいと言うほど喜ん
で聞いていました。
　結果はありがたいものでした。話すことだけではなく、
全体的に進歩し良くなったと思います。他のリハビリだ
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けしている時より回復が早く進むと感じました。以前は
本を読む事も難しく、小中学校と学習についてゆくのが
本当に大変でした。でも高校は本人に合った所を選んで、
親子ともに心にゆとりが生まれました。そのためか、イ
ジメにあうことなく学校へ通うようになり、息子は自分
から勉強し始め、いつの間にかクラスで一番が当たり前
になりました。以前を思えば別人のようですが、何より
嬉しいのは周りの子と前より話ができる日々を過ごして
います。
　もちろん、問題がなくなったわけではありませんし、
今もリハビリを続けています。
　けれども、失った脳機能をここまで回復させるのに手
を貸して下さった伝聴研の方々とハイパーリスナーには
今も感謝しています。

＊＊＊ 夢 ＊＊＊

【トレーニングで正夢が…】
※ 今年 9月に “ハイパーリスナー” のトレーニングを
受けた女性の思わぬ不思議な経験です。
　トレーニング 15日目頃、普段はそれほどお付き合い
のない友人のあまりにもリアルな夢を見たので躊躇しな
がらも念のため電話したら、正に夢に出て来たことが起
こっていて、驚かされた、と。
　翌日は親しい友人の夢を見て、前日の事があったので
電話で確かめてみると、また正夢だった「こんな事があ
るんですね」と驚いた様子で語ってくれた会員さんがい
ます。

※ 昨年「夢」に興味がある男性がトレーニングを受け
てくださいました。この方は夢をコントロールできる方
法を考えていたようです。
　トレーニング中はそれほどたいした現象は起こらず、
この話しをしていた時、私自身の夢を思い出しました。
　昔よくあったことですが、かつての私は起きていると
きも寝ている時も夢追人でした。音楽の研究に全力を傾
けている時代、就寝時寝付く直前や、朝うつらうつらし
ているときに、素晴らしい発想が浮かぶことがよくあり
ました。再び寝てしまうと忘れてしまいます。そこで枕
元に筆記用具を置くようになっていました。
　そんな頃ですが、起床時間近くに、覚めて欲しくない
良い夢を見るときもありました。
　目を覚ましてしまうと覚めるのがもったいなく、時間
があるときには「ああ続きを見たい」と再び寝て、続き

をみる努力をしたことがあります。すると、そのうちの
何回かは続きを見ることができました。
　この方曰く「凄いですね。とても貴重なことなんです。
僕も是非そのようになりたい。」と羨ましそうに言って
いましたが、時々あったことですのでその重要性は私に
は解りません。

※ そんな話しをしているとき、遡ること 8年前、まか
不思議な夢をみた事を思い出しました。
　ある家庭の様子。お母さんと子供２人 4～ 5才の子
が夢に現れ、お母さんの顔をしっかり覚えていました。
勿論知り合いではなく、まったく新しい顔です。普通、
夢の場合は知人の顔、兄弟の顔というのはハッキリし
なくても誰々だった、と覚えていますが、まったく知ら
ない人の顔は出てくることはないでしょう。あまりにも
リアルで不思議だったのでその後も顔を覚えていました
し、今でも覚えています。
　そんなことがあった約一週間後、体験された 40前後
の女性が是非トレーニングを受けたいと申し込まれて
帰っていかれました。
　数日後、機材を送り出す準備をしていた所、ハッと気
づきました。着ているもの、髪型が変わっていましたが
うり二つであることに仰天、こんな事があるのか。親子
3人でトレーニングを開始しましたが、お子さんは小学
生と中学生の女の子でした、２人の夢に出てきた子供は
２人小学 3～ 4年生。夢では小さな子でしたが、トレー
ニング中いろいろな話しから、驚いたことにこの夢が遡
ること 5～ 6年前の家庭の様子であったことが分かり
ました。その後その驚きはさらに広がることになりま
すが、プライバシーに触れてくるので割愛しますが、夢
での予知、また過去などが現れることもあるのだと身を
もって体験させられました。あるいはそう言った意識を
僕に送ったのか。とにかく不思議なこともあるものです。
　日頃、会員さんからは不思議な体験は多く寄せられて
いますが、今回は夢、主に自分の経験を思い出して書か
せて頂きました。（傳田 記）



9

======お知らせ ======
※ 前号で ‘ブレインスイッチBOX’ ‘みゅ～ず BOX’ の
予定価格をお知らせいたしましたが、販売になった価格、
内容と若干違いがあります。詳しくはお問い合せくださ
い。

※ これまで土曜日が定休日としてお休みを頂いていま
したが、第２、第４日曜日もお休みさせて頂くことにな
りました。従って通学コースもお休みになります。

※ 毎月第３日曜日の 13時から伝聴研の 4階サロンで
説明会（体験会）を開催しています。予約が必要ですが、
是非おいでください。
　所長の熱い話しで、毎回盛り上がっています。
　個人的な質問にも詳しくお答えしています。
　所長の顔を見たい人もどうぞおいで下さい。

======講演 予定 =====
　11月 23 日（日）日本良導絡自立神経学会、研修会
で講演を致します。この学会は鍼灸師と医者が半々で東
西医学と接合、融合を目指しています。
　お茶の水、順天堂大学、詳しくは
　http://www.ryohdohraku.com/index.html

======年末年始休業のお知らせ=====
12月 28日（日）から 1月 4日 ( 日 ) までお休みを

頂きます。

====レッスン開催のお知らせ====
　大学で教えていた頃のことですが、生徒たちをどれほ
ど熱心に教えても西洋人のリズム感、演奏の仕方など、
近くまではいきますが、身につけさせるまでは至りませ
んでした。その進歩は現在行っている伝聴研で行う体験
後の演奏（リズム感覚）の変化にも満たないレベルでし
た。
　“ハイパーリスナー” の本格的トレーニングでは本来
持っているリズム感の殆どを開発することができます
し、回を重ねるごとにその感覚は本格的なものになって
いきます。しかし聴覚トレーニングで、その全てを補え
るかというと、残念ながらどうしても、その 1割程度
は実現できません。
　そこで以前、音楽関係者のために、それを補う講習会
を開催しようと計画しましたが時間的に実現までは至り

「月の精・Moon」で脳の血流実験
　前回の会報でお知らせした、東邦大学医学部、有田教
授の研究室でシステムの有効性の実験をテストしていた
ところ、研究室では予想外の特異なデータがいくつか出
たために、それらは集計からはずされていました。その
データの方たちはは伝聴研でお願いした方々で、感性や
感度をよく知っていましたので、不思議に思い、再検討
した結果、そのデータこそがトレーニング効果を表して
いるということが分かり、改めて別の 5人の方にお願
いして実験を行うことに致しました。
　今は学会に発表する前ですので詳しくお伝えすること
はできませんが、一番おとなしい「月の精・Moon」を
使っても 30分間の脳血流は激しく変化し続けました。
　正に脳を指で指圧しているのと同じ現象。多くの方が
言う「脳をブラッシングされているようだ」「脳内マッ
サージだ」、が実現していたのです。
　脳の血流さえ改善できれば「何がおきてもおかしくな
い」と、有能な学者は口を揃えて言いますが、その通り
の現象が伝聴研の聴覚トレーニングによって起きていた
ことが確認できた訳です。
　それもBOX製品の一番おとなしい「月の精」で…。
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ませんでした。その講習会でやろうとしている内容は、
トレーニングを受けた方でないと理解や実現は不可能で
すが、トレーニング後であれば容易です。
　トレーニングをした感性は皆さん同じになっています
ので、お伝えしたいことや実技は同じことが多くなりま
す。また他の方を観察することで自分の鏡になりますの
でグループレッスンが最良です。
　多くの問題点や実技など、お話を伴いますので１回の
レッスンは多分半日くらいは必要でしょう。
　日時は未定ですが、3月 4月あたりの一定の曜日 5
回を設定し、最初 3回は必ず出席できる方を募集して
行きたいと思います。
　声楽は直接教えることはできませんので聴講で受け付
けたいと思います。
参加資格
　今回は音楽大学生以上、または現在演奏活動をされて
いるか、音楽教育に携わっている方でハイパーリスナー
を受講された方とさせて頂きます。
　聴講は１回 3,000 円× 5回。
　実技参加者は “1回 1万円× 5回” と考えています。
　まず第 1回目は 5～ 6人募集いたします。
　2週間に 1回程度、日程が合う方から実行して行き
たいと考えています。日程さえ合えば参加したいという
方のお申し込みを受け付けます。

=====会員の皆様にお願い=====
　“ハイパーリスナー” BOX製品など、多くの方を紹介
してくださる会員さんもいらっしゃいますが、「周囲の
方にも教えてあげたいが、どう説明したら良いか…」と
おっしゃる方も多くおられます。
　世の中にないシステムですし、「耳から～～」と想像
困難なものでもありますので、それもしかたないことで
もあります。しかしボケや、障害児を抱えて途方にくれ
ている方に、少しでもお手伝いできたらと長い間考えて
きました。
　またトレーニングで大きな効果を上げて頂いた方でも
システムの全容をご存じの方はとても少ないのも現状で
す。

　年に 50回くらい各地へ講演に伺っておりますが、説
明に「まさか！」という声をよく耳にします。
　もし皆様が人を集めて頂ける環境にあれば喜んで伺い
たいと思っています。15名以上の参加者があれば地方
であっても、お声がかかれば伺います。
　会場に来て頂いたお客様にはBOX製品を沢山お求め
頂いておりますので講演費は交通費と宿泊代、その他の
経費のご負担をおかけすることはないと思います。
　その方法、形態は何でも構いません。ご相談ください。
また広めるお手伝いをして下さる方がおられましたら、
是非協力をお願いいたします。

======協力者・販売店・募集=====
（BOX製品とトレーニングをされた方へのお知らせ）

伝聴研の製品は様々なチャンネルで販売しています
が、この度個人の販売店を募集することになりました。
　聴覚トレーニングをされた皆様は伝聴研の最大の理解
者、協力者でもあります。
　これまで多くの方から「お手伝いをしたい」と申し出
て下さいましたが、その声にお応えできなかった事もま
まありました。
ボランティアの方も大歓迎ですが、「経費分くらいは」、

「少しはアルバイトに」、「一生懸命に」。形態は何でも結
構です。それぞれ対応して頂きたいと考えます。
　詳しくはお問い合せください。

＊＊＊＊＊特 売 期 間＊＊＊＊＊

　掲載品の特売期間は12月末までです。
　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。


