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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 17 号 2012年夏号

※特売は2012年６月１日～2012年８月15日まで。

自然音日記

※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ねが
いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　前回もご紹介した広大な草原。虫の音
の録音に夢中になり、春から秋にかけて、
合計30日以上も通いました。春は山菜の
宝庫。秋はススキのメッカ。
　草原に点在する広葉樹に鳥が来ては
囀っています。周囲の森からも鳥の声が
沢山聴こえてきます。
　深夜の怖さから一転、夜が明けてみる
と、それはのどかな、気持ちの良い草原に
早変わりです。
　この草原を見つけた翌年の春、霧が立

ちこめる早朝、チュクチュクチュクチュ
ク、何か鳥のような声であるが、姿は全く
見えない。時々霧の切れ目から雀くらい
の鳥が飛んでは降りる事を確認していた
が、それがまさか、探し求め、半ば諦めて
いたヒバリだとは、録音を確かめるまで
気づく事ができなかった。
　録音は自分の立てる雑音を防ぐため
に、録音機を仕掛けると、直ぐに立ち去っ
てしまい、会社に帰って、録音を調べるま
では何が入っているのかは分からない。
この時の録音を聴いて思わず小躍りして
しまった。
　30分間もあちらこちらで飛び立った
り降りたりの連続でヒバリが鳴いてい
た。また霧であったのも幸いして雑音が
霧に吸収されていた。
　更に私を喜ばせたのが、その後凄まじ
い音ではあるがアカゲラらしき木をつつ

伝聴研４階より不思議な夕日　20��.��.３

く音が30分も入っていた。ヒバリとアカ
ゲラの競演だ。このＣＤは次回の会報ま
でに作ろうと思っている。
　さて、この草原には数カ所トイレが常
設されていて、ドアの所にマムシ注意の
張り紙がある。
　マムシの生態を調べてみるとハブより
毒は強いとある。但しハブより毒の量が
少ないので死に至る事は少ないそうだ。
ヘビと聞くと身の毛もよだつが、良いポ
イントと思ったら湿地、草地、構わず入っ
て行くので、南の島で覚えたハブよけの
長靴が活躍している。
　先頃、この草原での鳥の声も魅力であ
るので、夜明けを目指して録音機を仕掛
けた。日が昇り、暖かくなった草原と森の
境あたりも良いのではないかと、草原か
ら森の中へ�0メートルほど入った所に
も録音機を仕掛けてみた。
　１時間ほど経って録音機を引き上げよ
うと、草地から森へ一歩入った瞬間、目の
前で「カサ」と音がした。「何だろう」と立
ち止まった事が幸い。
　何と足先50センチほど前にヘビがい
るではないか。それも首を引っ込め、攻撃
態勢に入っている。
　「攻撃態勢に入るヘビは？」
　「もしかすると！」
　ウヒャ、マムシか？

　子供の頃、２回ほど見たマムシらしい
ヘビも逃げなかった。
　確かめるために木の枝を投げつける。
逃げない。木で叩いてみた。逃げない。少
し動いては攻撃態勢だ。
　長い木の枝を持ってきて、ヘビを持ち
上げて、放り投げた。着地してもすぐさま
攻撃態勢。
　姿形からも間違いなくマムシだ！
　もう一歩踏み出していたら間違いなく
咬まれていた。
　春は草も伸びていないので普通の靴
だった。
　写真を撮ればよかったと、立ち去った
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　前会報�6号では私の本“日本人の耳を
ひらく”をご紹介いたしました。

　皆様から、
今まで疑問に
思っていた音
の事について

「耳からうろ
こが落ちる思
いだった」と
いう声を沢山
頂きました。
　音楽や音に

ついては「そうあって欲しい」という潜在
的な欲求や夢があるために様々な迷信が
絶えません。
　そのために、この本ではあまりにも馬
鹿げた一般的な迷信について書きました。
　例えば、モーツァルトの音楽には高周
波が沢山入っているので、モーツァルト
を聞けば病気にならない。
　病気が治る。羊水は高周波が届きやす
いので、胎教に良い。頭が良くなる。等々。
モーツァルトは万能とばかりに言われて
います。
　モーツァルト云々という医者、学者が
現れては消え、消えては現れ、それらを興
味本位でテレビが放映する。少しも治ま
る事がありませんが、言われていること
を少し考えれば解る事なのですが、「音楽
は不思議であって欲しい」という一般的
な願望が一人歩きしています。
　「病気が治る」と言うことについての疑
問は、何故日本人の方が長寿なのでしょ
うか。オーストリア人は病気にならない
でしょうか。
　「頭が良くなる」
　日本人の発想力は国際的にみても素晴
らしいものがあります。（但し残念ながら
発展させられる社会、また国民性ではあ
りませんが）
　「胎教によい」「お腹の赤ちゃんには音
楽が聴こえている」。
　実際、お腹は厚い脂肪で保護していま
す。
　羊水（水）は音を良く通す。と言われて
いますが、それを可と仮定しても、ゴムの
ような厚い脂肪で囲まれた中では、まず
高周波が省かれてしまいます。お腹には
３分の１程度の音しか入りません。それ
にお母さんのお腹の音の洪水に加えて外

後に悔やみました。
　録音は長靴に限る…。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お知らせ
‘ブレインスイッチBOX-40発売’

　長い間親しんできて頂いた‘ブレイン
スイッチBOX’、１枚60分のトレーニン
グＣＤですが、この４月を持ってセット
販売を終了（ＣＤ単体は在庫があります）
となり、新たに40分ＣＤとしてリニュー
アルいたしました。
　思えば、この60分ＣＤは伝聴研の最初
の能力開発製品、ビューティーリスニン
グとして発売いたしました。
　最初の製品でしたので集中に集中を
重ねて制作し、これ以上のものはできな
い、と思うくらいの傑作になりました。
その後、ビューティーリスニングは女性
的なネーミングであるために、‘ハイパー
mini’、そして‘ブレインスイッチBOX’と
名前を換えて今日に至りました。
　時代もますます忙しくなり ‘ミラクル
サウンドBOX’のように30分くらいで…。
　枚数が多くなってもトレーニング時間
の短いＣＤを希望する声も多く寄せられ
ていました。
　そこで60分の効果を凝縮して40分に
制作し直し、40分シリーズへと生まれ
変りました。
　また20分前後の所でチャイムを入
れて経過をお知らせするようにもしま
した。この20分でも‘ミラクルサウンド
BOX’の30分並の効果が出るようにして
あります。
　現在40分シリーズのトレーニングＣＤ
は８種類と、先般発売した《ブレインシン
フォニー》３枚の合計��種類があります。
　‘ミラクルサウンドBOX’と従来の‘ブレ
インスイッチBOX’（60分）は№�〜4ま
でにリニューアルしましたので、重複し
ています。

　箱のデザインは40と印がつくだけで、
変更はありません。
　詳しい内容はホームページ、もしくは
お問い合せください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

界の３分の１ほどの音量と、厚い脂肪に
省かれた（高周波の少ない）モゴモゴした
音しか届かないのです。

「モーツァルトは高周波が・・・」
　大雑把に言えば波形を取るまでもなく
モーツァルトの音楽は他の作曲家に比べ
て多くの高周波は聴き取れませんし、そ
のような音型は出てきません。
　モーツァルトの時代の作曲技法をみて
もこの時代の曲は他の作曲家に比べると起
伏が少ないために高周波も少ないのです。

　もっと可笑しいのは「高周波が…」と
言っているのに、再生機器の事や録音状
態の事は言いません。
　録音状態や再生機器で音響は大きく変
わってしまいます。5,000円ランクのＣ
Ｄラジカセで、良い音が再生できるわけ
ありません。
　さらに「駅前で�00円ＣＤが売ってい
るでしょう」と薦める人さえいます。ただ
ただ呆れるばかりです。それでも世の中
の多くの人は信じてしまうのです。

　「モーツァルトは胎教によい」、と聞い
たお母さんは「私、モーツァルトが大嫌い
なんですが、お腹の子供の事を考えて我
慢して聴かせています」と言う方もいま
す。
　果たして皆さんはどう考えますか。
　胎教については12月の第18号の会報
でお伝えしたいと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【新刊書】
うつ・不安気分に“脳内クリーニング”

展望社　葉山隆一著 
税込み　�,500円

　本書は好評
で あ っ た 前
著：臨床医の
検証「脳から
不安・うつ気
分を消す」明
晰脳をつくる
法、第２弾。
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　傳田聴覚システム研究所・傳田文夫氏
発明の聴覚音楽訓練システム通信コース
の“ハイパーリスナー”、市販品‘ブレイン
スイッチBOX’（ブレインΣ）による脳活
性化を、生命科学研究所、及び眼科医であ
る葉山隆一先生による聴覚システムの医
学的検証である。
　加工音楽＋自然音による聴覚訓練の脳
活性化を、医療臨床の場で検証した豊富
なデータ。また訓練前後の絵や表情・姿勢
の写真で見る変化、また不安やウツの脱
却経験や自閉症・学習・言語障害者などの
文字や絵での変化等々を豊富に開示。
また不安やウツの脱却経験や自閉症・学
習・言語障害者などの文字や絵での変化
等々を豊富に開示、かつ立体的に解説し
たものになっています。
　巻末には、葉山隆一医師、システム開発
者傳田文夫氏、モーツァルト音楽療法提
唱者で免疫音楽療法の第一任者・埼玉医
大和合治久教授、作家の菅野国春氏、他、
参加の音楽療法の可能性についての座談
会が掲載されています。
　未知なる自分の発見と不安・うつ、障害
等から脱出に希望を抱かせる好著となっ
ています。

—推薦の言葉よりー
　聴覚システムの効果を詳しくお知りに
なりたい方は是非ご一読ください。

=== 特 集 1 ===
聴覚トレーニングの科学的検証

　ご紹介する３つのデータを総合する
と、驚くべき事が解ってきました。

　 伝 聴 研
初期の頃、
何 か に つ
け「科学的
な デ ー タ
は あ る ん
ですか」と

言われてきましたが、ここ６〜７年くら
い前からは、ほとんど言われなくなりま
した。世間に認められてきたのでしょう
か。
　会員の皆様は直感から私のシステムを
選んで下さったのではないかと思いま
す。

　その事もあって、今まで苦労して取り
溜めた貴重なデータがあるにも関わら
ず、あまり外部にも出してきませんでし
た。
　今回はこれまで取れたデータを公開す
ることにしました。
⑴東邦医大のデータ
　今から５年ほど前になりますが、東邦
医大の有田教授の研究室で血流を計測し
たデータです。（�3号に掲載）
　これには伝聴研から感性の良い方５
名。また先方からは不特定に学生５名、合
計�0人に協力してもらいました。
そのデータが下記です。
　頭部に合計�0個の血流センサーを貼
り付け、「月の精」を35分間聴いて頂きま
した。
　グラフは上下別人です。横が35分で
す。

※両者を比較すると激しく動いている脳
の場所が異なる。

※また同じ箇所が動いていても動く時間
は形が違う（反応が異なっている）

※針が上下振り切るほどの激しい変化で
ある。

　この検査で有田先生始め研究者は、あ
り得ない血流の変化に「センサーが動い
てしまったか、コンピュータの誤作動で
す」と、５名中４名のデータを破棄してし
まいました。
　伝聴研からお願いした被験者はかつて
のトレーニングで大きな変化を出した方
でしたので、そのデータをお見せしたと
ころ、もう一度検査をしようと、２ヶ月後
に同じ検査をしました。驚いた事に前回
とほぼ同じような結果が出てきました。
　先方は驚いた事はいうまでもありませ
ん。有田先生はこのデータを見て、ボソっ
と一言「脳血流が良くなれば何が起こっ
ても不思議ではない」と吐き捨てるよう
に言った事が印象的でした。
　また、この検査の前後で30項目の心理
テストを行いました、この結果も同じよ
うにマイナスが大きくプラスになってい
ることに「何でなんだよ」。「悲嘆に暮れて
た人が幸せ一杯になっている…」。信じら

れる訳ないという、あきれたような顔を
していたのも印象的でした。激しい方は
30ポイント以上も上がっていたのです。
残念ながらこのデータはもらい損ねてし
まいました。

　紙面の都合で全部出せませんが、この
中の特異な一例を下記にご紹介いたしま
す。

　この方は「伝聴研にお世話になったの
で頑張ったんですけど」と…。
　ご当人はこの変化の少ないデータを見
て、ショックを受けていました。
　しかし実は伝聴研にとっては得難い貴
重なデータになったのでした。
　と言うのは、いくら凄まじい脳血流の
変化をもたらすシステムだと言っても、
ストレスがかかった状態では全くトレー
ニングの意味がないと言うことがこの
データによって解ったのです。
　・意気込む（頑張る）
　・時間がないのに
　・やりたくない
　など、イヤイヤながらやると良い成果
が出せないということです。
　楽しんでトレーニングをすることが良
い結果を出す秘訣だと言うことです。
　集中すると言っても限度があります。
　ですから
　　考え事をする。
　　ボーッとしながら聴く。
　これらは全く構いません。
　気楽に行って頂く事です。
　気乗りがしない場合、一応ヘッドフォ
ンを付けて５分くらい聴いてみます。
　それでも気乗りがしない場合は中止し
て、別の時間にトレーニングを行う方が
良いでしょう。

⑵東洋大学工学部
　このデータより、さらに１年前に東洋
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大学工学部　機械工学科　人見憲司教授
（自然言語処理研究室）によって素晴ら
しいデータを幾つも取って頂いていまし
た。上記の本格的な脳血流検査によって
この人見先生のデータが大きな意味を
持ってきました。

　「火の精・Mars」35分
　　左がα波　右がβ波
　　トレーニング前の安静時
　　トレーニング中の一部
　　トレーニング後の安静時

＝＝人見先生のレポート原文＝＝
被験者　　30代男性
　１．安静状態　２分
　２．火の精・水の精　トレーニング
　３．トレーニング後　　　　　
　すべて閉眼で行い、その間の脳波を測
定。

結果　　安静時
　一般的に安静にして、目を閉じるとα
波が後頭部に大きく現れます。α波は脳
を休めるほど大きく現れ、リラックスに
関係する脳波です。
　β波は脳を使っている場所に現れる脳
波です。図１（安静時のトポグラフ）を見
ると、α波が後頭部が赤くなっていてリ
ラックスしている状態がわかります。安
静時では、α波もβ波もほぼ左右対称に
なっています。

火の精～水の精試聴時
　火の精、水の精による大きな違いはな
い為、ここでは試聴時における脳波の変
化を検証してみます。ただ、全体を通して
火の精の方がやや集中している度合いが
強く、水の精の方がリラックスが強く現
れたという傾向は見られました。
　安静時を省く、水の精a~火の精bを見
ると、α波、β波ともに音楽を聴き始める
と一定の場所に現れるのではなく、脳内
の様々な場所に現れています。特にβ波
に注目すると赤い部分がめまぐるしく変
わっています。（→音楽を聴き始めると、
α波は後頭部に大きく出たり、前頭部に
偏ったり変化し、β波は、この図でははっ
きりしませんが、強い部分がめまぐるし
く変わっていました。）これは、トレーニ

ングCDの特徴である音が瞬間的に右へ
左へ移動する事で脳の中の普段使ってい
ない（→さまざまな）場所を刺激している
様です。音の刺激が脳をマッサージして
いるとも言えるでしょう。
　ただ、全体的にベータ波は右寄りです
から、言語的、思考的ではなく右脳で音楽
を聴いている、右脳に刺激が多いようで
す。

　α波も刻一刻と現れる場所が変化して
いますが、その中でも前頭部に強く現れ
ています。（→α波は刻一刻と変化しなが

ら、前頭部に強く現れています。）前頭部
に現れるα波は集中したり、瞑想すると
強くなる傾向があり、前頭葉も休めてい
ることを示します。β波が右寄りである
ことから考察推察すると、思考統合がス
トップし、人為的に集中しているという
よりも音楽によって集中させられている
といった状態です。（→自ら集中している
というより、音楽によって集中させられ、
思考統合や判断に使われる前頭葉も休ま
せられているといった感じです。）
　試聴前の安静時（図１）と試聴後の安静
時（図６）を見比べるとその違いは顕著で
す。図６ではα波が後頭部、前頭部ともに
強く出ていますので、リラックスしてい
ながら集中している様子が窺えます。又、
α波もβ波も全体的に右寄りですから、
左脳的思考はストップしている、言い換
えれば余計な雑念（悩みやストレス）が無
くなっているのかもしれません。この様
な状態の時、外からの情報を受けやすく、
感受性が高くなっているとも言えます。
試聴前と比べ、安静時でも右脳優位な状
態になっています。（前頭葉まで休めた瞑
想的なリラックスと考えられます。この
ような状態の時には、外からの情報を受
けやすく、感受性が高くなっているとも
言えます。しかし同時にβ波も左右に多
く見られ、脳全体の活性も高まっている
ようです。）

【まとめ】
　傳田氏が制作したトレーニングCDを
聴くことで音の様々な変化が脳の普段
使いづらい場所を刺激している為、本来
持っている脳力を引き出す、本来の機能
を調整することが出来るのかもしれませ
んし、それによって様々な変化を呼び起
こすのかもしれません。ただ、今回のデー
タはあくまでも頭皮上から脳波の動きを
全体的に見ているだけですから、脳その
ものをより深いところまで調べる必要が
あるでしょう。しかし、脳波の動きを見る
限りでは、脳の活性化、潜在能力の開花の
可能性がある事は窺い知ることが出来ま
す。

以上
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



会報17号価格表
注文受付期間：2012年６月１日～ 2012年８月15日まで

※掲載商品は、全て税込価格です。
※お届けは1週間～ 10日ほどかかります。会報ご注文の指定日配達は出来ません。	 	 	 	 	
※ご購入合計が1万円以上で送料無料となります。未満の場合は、送料500円（税込）頂戴致します。	

ページ 商　品　名 会員価格 数量 計

２ 新著「日本人（にっぽんじん）の耳をひらく」（祥伝社） ￥1,470
新刊「うつ・不安気分に“脳内クリーニング”」（展望社　葉山隆一著） ¥1,500

６ ALEX	 	 	 ¥286,000
①12面体スピーカー　専用アンプ		 	 	 ￥79,800	
②12面体スピーカーD2　低音付き　【色選択　：　赤　・　黒】	←○をつける ¥126,000

７ ③12面体スピーカー　専用スタンド　⒜三脚型軽量スタンド２本（価格変動有り） ￥11,000	
　12面体スピーカー　専用スタンド　⒝直立可変型スタンド２本（価格変動有り） ￥6,500	

８ （ＣＤ）	パワースポットの音　NO.1　久高島のウタキ	（御嶽）	［波］ ¥6,100
（ＣＤ）	パワースポットの音　NO.2　富士の森と聖祠	［鳥］	 ¥6,100
（ＣＤ）	パワースポットの音　NO.3　パナリ島の海	［海］ ¥6,100
（ＣＤ）	自然音CD各種　※ご注文ＣＤを備考欄にお書き下さい ¥3,610

９ USBオーディオ　デンダック　	 	 	 ¥10,500
うがい水　「ヒスクリーナー」　50cc	 	 	 ¥5,035
でんでん米　１パック	 	 	 ¥294
　　〃　　　			10パック以上ご注文時の単価	 	 	 ¥275
不思議な石鹸　１個	 	 	 ¥1,500
　　　〃　　　５個セット	（¥7,300）	／	7個セット	（¥10,150）	／	10個セット（¥14,300） ←○をつける
　　　〃　　　30個以上ご注文時	（１個	￥1,400） ¥1,400

10 超ミネラル水　「岩の力」	２L　　１本目（￥9,000）	／	２本目から（￥10,000） −
入浴剤　「アクア」	700ml　　　		１本目（￥5,000）	／	２本目から（￥6,000） −
ＣＤレンズクリーナー　乾式（￥1,470）	／	湿式（￥1,890） ←○をつける

小計
送料
合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956

フリガナ

お 名 前

お届け先

		〒

TEL: FAX:
e-mail　　　　　　　　		　　　　　　　					　＠

お届け日 □	平日　　□	土曜指定　　□	日曜指定　　□	いつでも可
時間指定 	午前中，12～ 14時，14～ 16時，16～ 18時，18～ 20時，20～ 21時（ヤマトのみ），19～ 21時（佐川のみ）
お支払い □	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）　　□	郵便振込

備 考 欄

伝聴研行			FAX:045−439−5956 ご注文日：	　年　　	月　　	日

※７ページ ４チャンネルアンプは、直接お問い合わせください
※９ページ ヘッドホン：＜ウルトラ＞へのバージョンアップは、直接お問い合わせください
※10ページ ヘッドホン：耳あて部の修理は、直接お問い合わせください

ページ 商　品　名 会員価格 数量 計

７ 【予約】DVD 変換機（￥15,750）	 	 ￥14,000
【予約】 推薦DVDプレーヤー（5,000円前後）	 	 未定

小計
送料
合計

予約製品は、完成日が表記と多少前後する場合もありますので、ご了承ください。
尚、お支払い方法は、下記「お支払い」を参考に備考欄にお書きください。指定のない場合は、郵便振込み用紙を同封いたします。

【ご予約受付】



　多くの皆様は市販品の ‘ブレインスイッチBOX’、‘ミラクルサウンドBOX’ が伝聴研のトレーニングの全てと思っておられる方も
多いと思います。
　人間の脳力にはとても深いものがあるので、可能な限り開発して頂こうと、持てる力を全て投入して、今から十数年前に制作
したのが“ハイパーリスナー”でした。
　これはコンピュータシステムの機械で１ヶ月のレンタルの通信コースとして皆様にお届けしています。
この“ハイパーリスナー”を元に、その後市販品ができました。
　“ハイパーリスナー” の通信コースの需要は夏と春が多く、私一人で対応させて頂いていますので、ご希望に添えない事も出て
きていますが、９～11月は割合受け入れやすい時期でもあります。この時期に限って、受講ご希望の方５〜６名に、入会金を割
引して予約を承ります。（初回のお申し込みに限ります）
　この機会に“ハイパーリスナー”の真価をお試しください。

“ハイパーリスナー”予約

　“20代前半にトラックと接触したもらい事故で膝を手術、軟骨が半分に分離してしまって、以来20年間、歩行に痛みが走り、
月に一度片道50キロの医者に通い続けて20年”という。
　私が録音で宿泊しているホテルの人の良い従業員ですが、そんなこととは知らずにいましたが、突然、そんなことを言いだし
ました。

　聴覚トレーニングでは、これまでどういう訳か、数日のトレーニングで…、早ければ体験の
数分で痛みが無くなったと言う報告が多くありますので、部屋に呼んで一曲約５分くらい聴い
てもらった所、「アレ、アレ、〜〜痛くない」「なんで？？？」と…。
　しばらく貸してあげるからと帰ってきましたが、今頃痛みが取れているのではないかと次の
訪問を楽しみにしています。高齢の方に膝の痛みを訴える方がおりますが、違和感が無くなっ
たと言う方が沢山おられます。
　また顎の痛みを言われる方も同じように食事が美味しくなったと言われる方もたいへん多く。

膝の痛みが。顎の痛みが

【4】フルーティスト　T.H. 　
　�4歳から始めたフルート、音大を経
て、ソロや室内楽などでコンサート活動
のほか、講師として8歳から�0歳まで幅
広い年齢層にレッスン指導するなかで、

「自分の演奏を何とか変えたい！」と20
代後半から密かにジレンマを抱えていた
頃、「演奏がもっとよくなる」と勧められ
ました。
　手始めに受講した〈体験コース〉で
すぐに変化。舌を使うタンギングの

「トゥー」という付き方が、立ち上がり
がものすごく早く、まろやかに出るよう
になり、あまりの変わりように自分でも
本当にビックリしました。立ち上がりの
早さもさることながら、音量も音の芯が

ありながら、包み込むような、まろやか
なボリューム感が得られ、巻き舌も上手
くなりました。早速トレーニングを。

【5】ジャズピアニスト　Y.M.
　アドリブ中心のジャズ演奏は、ともす
れば自分の楽器に集中しがちで、周りの
音が聞こえなくなることが多いです。ラ
イブを経験していく中で他楽器の音を判
別できるよう、耳を鍛えたいと思ってい
た私にとって＜聴覚訓練＞との出会い
は、まさに絶好のタイミングでした。
　せっかちな性格で、今まで一拍の
ちょっとした間が取れずにいたのが、キ
チンと間が取れるようになり、かなりの
衝撃でした。　

　更にジャズセッションを重ねていくう
ちに、ベースやドラムスの音がクリアに
聴こえるようになり、周りの音と自然に
合わさり暴走しなくなっていました。
　苦手だったスローナンバーも、周りの
音を聴く余裕ができ、うっかり自分勝手
に前に出るということがなくなりまし
た。一人よがりのアドリブから解放され
たというか、音を冷静に捉えることが出
来るようになって、最大の習得でした。
メンバーにも、毎回ライブに付き添って
くださる先生からも、「スローな曲がよう
やくスローらしくなった」と言われまし
た。

音楽情報誌《ぶらぼあ体験談》

連載　その２
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（→４ページより）

　上記、この２例の検査データから解る
事は脳血流は脳全体に渡り、刻一刻と変
化をもたらしていると言うことです。
　会員の脳外科の女医者さんの言葉を
思い出します。「手術後の回復は、如何に
早く血流を良くするかにかかっていま
すが、現在の西洋医学にはその方法がな
いんです」。「このシステムさえ使えれ
ば・・」。と悔しがっていたことを思い出
します。
　彼女もトレーニングを受けて、直感的
に上記のような血流が得られる事を感じ
ていたのではないかと思われます。

＝＝＝⑶都内有名S病院＝＝＝
　次のデータは聴覚システムに興味を
持って下さったある病院の先生による予
備実験�8日間のトレーニング後のデー
タです。
　予備実験の結果、驚いた先生は、本実験

（�0人）を行って下さいましたが、本実験
に入った時、試薬が製造中止になってし
まいました。そのためにトレーニング後
の血液をアメリカへ検査に出して下さい
ましたが、数値が違うため比較になりま
せんでした。
　そのために院長への報告もできなくな
り、結果病院名の公表もできなく残念な
結果になってしまいました。

　下記データの用語をザッと解説いたし
ます。（私流に勝手に縮めて解りやすくし
ました。）

βエンドルフィン
　ストレスなどの侵害刺激により生産さ
れて鎮痛、鎮静に働く。鎮痛作用はモルヒ
ネの6.5倍の効果。 ドーパミン遊離を促
進させ、多幸感をもたらす。
コルチゾール
　副腎皮質から分泌されるホルモンで、
糖代謝をはじめ、タンパク代謝、脂質代
謝、電解質の代謝、骨代謝、さらに免疫機
構にも関与しており、生命維持に不可欠
なホルモンです。炎症を抑制する作用も
あります。ストレスに関与し、過度なスト
レスを受けると分泌量が増加しますが、
その反応はとても敏感です。ストレスホ
ルモンとも呼ばれています。

DHEA（アンナイカクニン）
　およそ25歳の時に最も多く作られま
すが、その後着実に衰えていき、85歳
までに95%も低下します。気分がよくな
り、エネルギーや性欲を増進させ、ストレ
スホルモンに対抗し，筋肉を引き締め，免
疫系を強め、ガンや心臓病を予防すると
いわれています。
アドレナリン（カテコールA3F）
　交感神経（興奮・緊張した時に強く働
く）の働きを高める物質です。緊張・興奮
状態では、震え（武者震い）、心臓がドキド
キする、その他色々な体の働きを促進さ
せるのがアドレナリンです。激しい動き
を持続するには心拍数が上がる必要があ
ります。
ノルアドレナリン
　ノルアドレナリンが交感神経の情報伝
達物質として放出されると、交感神経の
活動が高まります。その結果、血圧が上昇
したり心拍数が上がったりして、体を活
動に適した状態にします。副腎髄質ホル
モンとして放出されると、主に、血圧上昇
と基礎代謝率の増加をもたらします。通
常、ノルアドレナリンはその人のおかれ
ている状況にあわせてバランスを保ちな
がら働いていますが、その働きが不均衡
になると神経症やパニック障害、うつ病
などを引き起こす。この物質の作用を促
進したり、阻害することでこういった精

神疾患の治療に高い効果が上がることが
わかってきています。
ドーパミン
　シナプスでは化学物質が放出されて、
信号を次のニューロンに伝えるわけで
す。ドーパミンはそういう化学物質のひ
とつです。
　意欲、動機、学習などに重要な役割を
担っていると言われています。陰性症状
の強い統合失調症患者や、一部のうつ病
では前頭葉を中心としてドーパミンD1

の機能が低下しているという仮説があ
る。またパーキンソン病などを引き起こ
すとも言われています。

　以上、３つのデータを掲載させていた
だきましたが、いずれも不思議なことは、
人によって全く違った状況でありながら
劇的な作用を示しています。
　これは伝聴研のデータとして仮説にな
りますが、脳では聴覚システムの刺激に
よって、バランスを取ろうとしているの
ではないかと考えらます。つまり過剰に
は少なく、減少には多くという刺激を誘
発しているのではないでしょうか。

　いずれにしても脳にはまだ解明されて
いない不可解な脳力が秘められている事
の証拠でもあります。
　また聴覚システムにも未知なる可能性
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が隠されています。
　しかし多くの皆様の劇的な報告はそれ
を示して下さっています。
　新しい発見、ご意見をお寄せください。

＊＊＊ ご 紹 介 ＊＊＊
掲載商品は、全て税込価格です

耳よりな情報
【「ALEX」アレックス】

　日頃、コンピュータに向かい放しの私
は、眼精疲労から、肩こり、首の凝りが慢
性的で、それを解消すべく、ストレッチな
どもやって、何とか進行を食い止めてい
ますが、もう少し何とかできればと思っ
ていました。

　実は最近、虫の
音の聞き取りに
自信を失ってき
ていました。
　虫の音は大変
高周波なので、当
然といえば当然
ですが、歳と共に

聞き取りが悪くなる寂しさに加え、聴覚
システムの開発者が聴き取れないことな
どあってはならない事です。
　それらの不安を、伝聴研の販売店であ
り、頭髪や視力回復やリンパマッサージ
を経営している方のパーティーで、そん
な話しをしていた所、「そんなことになっ
ては会員の皆さんが不幸です」「私が施術
に使っているプラズマ波を出す機械は本
当にいいですよ」。と薦めてくれたのが、
今回ご紹介する「ALEX」です。

　この機械は、小型化に独自の技術が必
要との事で、類似品がなく、また一切宣伝
もしてないとの事です。
　私がいい加減に使った感じでも、細
かった頭髪が確かに太くなりました。
夜中、家に帰って一段落、テレビをつける

と目のぼやけ、
それも５分程度
の使用で無くな
ります。
　また耳の聞こ
え方も自己診断
で は2000ヘ ル
ツほど上がりま

した。また耳鳴りも取れてきました。
　少し高額ですが、私自身が試した結果、
まやかしではなく、皆様に自信をもって
紹介できる優れた製品であることがわか
りました。
　「世の中にはこんなものもあるんだ」と
感心させられた１つです。
　各ツボを刺激し、リンパの流れを良く
し、神経を活性化します。結果、脳のシナ
プスを増やす働きがあると言っています
が、結果からみて確かなようです。
　現在は頭髪、耳、目、の効果を確かめて
いますが、その他にも沢山の使い方があ
りそうです。
　１回３分くらい、１日１〜２回の使用。
　使い方は問題のある所のツボと周囲を
なでるだけです。

〈３つの特有機能〉
１．プラズマ放電式
　脳細胞神経に電位刺激作用の応用化〓

（ニューロン神経刺激）
　筋肉細胞、ミヨシン・アクチン弱細胞の
活性
　・顔面＝表情筋たるみの改善強化
　・頭皮＝老廃物を浮き足させる
　・髪毛＝毛乳頭に刺激、血行改善
　・皮脂＝皮脂腺の開閉、細胞壁の改善
　・表情筋＝首筋、口周りの立シワの筋老改善
２．オゾン＝殺菌作用、漂白作用
３．紫光線＝免疫力作用 UV防衛策
　・日焼け沈着によるシミの改善、突

起状の魚の目、ニキビ、水虫、ワキ
ガ、アトピー肌、虫さされによる痒
み等の殺菌防止。

　今回、医療機に使われている装置（税別
390,000円）を付けて、一般品の従来価
格より安く、さらに税引きでお届けでき
ます。税込み409,500円→特別価格、税
込み286,000円

【12面体スピーカー用アンプ】
　前回ご紹介した�2面体スピーカー用
のアンプですが、予想以上の多くの方に
注文頂きましてありがとうございまし
た。私が理想とする良い音を共有して頂
け、感謝致します。
　一部の方には納品が遅れてしまい、お
詫びいたします。

　超小型高性能の�2面体スピーカーで
音楽を流す。スピーカーでもヘッドフォ
ンでも聴覚トレーニング…、また自然音
を聴くなど理想的なアンプとスピーカー
です。
　私自身が納得いくまで音の調整をしま
した。
　激安と言ってもよい高性能です。

　今回、ようやく安定的な供給が可能に
なりましたので、再度注文を承ります。
　詳しくは前回�6号の会報をご覧頂く
か、お問い合わせ下さい。

　前回は予
めコストパ
フォーマン
スの電源を
準備してい
ま し た が、

追加分については入手困難になってしま
い、部品価格が上がってしまいました。前
回より価格が若干高くなってしまいます
が、ご承知ください。

12面体スピーカー
❶�2面体スピーカーは据え置き。
　色は赤と黒　　　　　  126,000円

専用〈デンアンプ〉
❷聴覚トレーニング兼用、専用アンプ

79,800円
❸天井に吊す場合の部品と吊り下げ型の

スタンドは付属させますが、テーブル

通常筐体サンプル（お届け品はアルミ色に
なります）
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に置く場合はスタンドが必要です。
 （音質の関係上、写真のどちらかのスタ

ンドを是非使ってください。）
a）三脚型軽量スタンド２本 11,000円
b）直立可変型スタンド２本＋アダプタ

6,500円

　セット価格は❶❷❸の合計金額になり
ます。（価格は入荷時により多少変動いた
します）

(a)　　　　　 　 (b)

新　製　品
【４チャンネルアンプ】

　アンプの制作が一段落した４月初め
に、「このアンプで４個のスピーカーを鳴
らしてみたらどうだろう」ということに
なり、ステレオアンプを２つ組み込んで
スピーカーを４本鳴らしてみました。
　まず音楽をかけて驚愕、自然音をかけ
て感動。
　想像も及ばなかった効果にビックリし
てしまいました。
　音楽では、音響の良いホールの中で音
に包まれた感じ。
　そしてステレオでは聴いた事のないふ
くよかな低音の伸びや、豊かな響きまで
聴こえてきました。
　また音の響きによって４面の個々が、
あちらこちらから別々に聴こえてくるな
ど、それは幸せ一杯の臨場感。
　自然音ではさらに自然の中の空気感が
より強く出てきて、それは録音現場の様
子まで再現、特に虫の音のCDを再生し
てみると、四方のスピーカーのあちらこ
ちらから音が出て、草原の草が風にたな
びく音は、まるで草原にいる感じそのも
のでした。ただただ感激していました。

　２㎝ユニットから出る重低音の花火の

音になると、貧弱になる事は否めません
が、４つになると臨場感まで出てきたの
には驚かされました。
　波の音を再生すると、まるで海の中に
浮かんでいる感じです。
　この自然音の録音のコンセプトは、臭
いや空気感まで感じさせたいという事を
いつも念頭において録音していましたの
で、それが実現できている事に思わず泣
けてくる思いでした。

※前回のアンプ機能に加えて、前後のス
ピーカー２チャンネルどちらにも切
り替え可能。

※左右の音のバランスも可変できます。
（勿論２本だけでも鳴らせますので、
取りあえずこのアンプにスピーカー
２本ということもできます）

「今さら何だよ」
　「折角前回アンプを買ったのに何だよ」
と当然思われるでしょう。そのために

※バージョ
ンアップも
承 り ま す。

（ケースは
同じ質のも
のを使いま
す）（但し４

チャンネルにするにはスピーカーが
もう１セット必要になります。）

※これまでアンプを買って頂いた方には
４チャンネルアンプを一割引でご提
供致します。

４チャンネルアンプ　
　（高級筐体）�39,000円（５台限り）
　（通常筐体）　��8,500円

２→４チャンネルへ,バージョンアップ料
高級筐体仕様　49,000円
通常筐体仕様　3�,500円

（通常筐体は２チャンネルアンプとほぼ
同等です）

高級筐体サンプル

＊＊ 予 約 受 付 ＊＊
推薦　最高級CDプレーヤー

　新しくCDプレーヤーをお買いになる
予定の方、安価なCDラジカセでトレー

ニングしている方に、朗報。
　近年、デフレやメモリーレコーダが発
達したせいで、良い音のCDプレーヤー
がどんどん姿を消して粗悪なものばかり
になってしまいました。
　コンピュータ
をお持ちの方に
は理想的な音質
の《デンダック》
が あ り ま す が、
コンピュータを
お持ちでない方の場合、オーディオの高
級機の大型のCDデッキをお薦めするわ
けにもいかず、「良いCDプレーヤーがな
い」と言われた皆様には、伝聴研で用意し
ている携帯用のプレーヤーをお薦めして
いました。
　しかし、それも製造中止になって手に
入らなくなってしまいました。（まだ数台
の手持ち分があります）
　CDラジカセを探そうにも満足いく音
質のものになると２万円台になってしま
います。また直ぐに新製品に換わってし
まいますので、性能の状況も掴めず、困っ
た状況に追い込まれ、数年、頭を悩ませて
いたところ、名案が浮かびました。

　DVDプレーヤーは量販店に行くと
5,000円前後で売っていますが、ヘッド
フォン端子がありません。
　そこでテレビに接続するためのデジタ
ル出力端子を利用し、ヘッドフォン用に
変換器を作ったらどうだろう、という妙
案が出てきました。
　これだと、壊れる部分もなく、《デン
ダック》と同じ原理で、DVDプレーヤー
の質の問題はなくなり、種類を問わず最
高音質が得られます。製造価格もある程
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度抑えられます。
　早速、試作品を作ってもらい試聴しま
したが、申し分ない音質でした。
　手の平程度（タバコ４箱分弱）の小さな
箱になりますが、２〜３ヶ月で製品化で
きると思います。
※入力　音声デジタル端子　
　　　　　　　　　及び　光入力
※出力　ヘッドフォン端子（9.6万ヘル

ツまで再生可能）
（ご自宅のDVDプレーヤーも利用できます）
　CDプレーヤーの購入を考えている皆
様に予約を承ります。
　DVDプレーヤーは個人でお買いくだ
さい。（同軸ケーブル出力があるもの）
　なお価格を抑えるために筐体はアルミ
かプラスチックのケースを予定。音質で
勝負です。

８月初旬完成予定
　DVD変換機　�5,�50円→�4,000円
　推薦DVDプレーヤー　  5,000円前後

（DVDの保証はメーカーになります）
※ご自分でDVDをお買いになる場合は、

価格に音質の違いはありませんので安
いものを買ってください。ただし音声
デジタル出力があることを確かめた
上、お買いください。（大概あります）

【パワースポットの音】
　昨年の春、学研月刊「ムー」編集部様か
らパワースポットの音のCDの制作の依
頼を受けました。
　昨年の久米島の録音旅行もその一環で
したが、久米島でのパワースポットの音
は鳥の時期を間違ったのか、また悪天候
の影響もあって失敗に終わりましたが、
南の島のパワースポットの録音は、これ
まで録り溜めたものが沢山ありましたの
で、十分対応可能でした。

　№1〈久高島〉は琉球王朝の神様の島
として現在も年間の三分の一は祭事を
行っています。外周８キロ、人口2�4人と
いう小島ですが、島全土が神様と関係し
ていると言っても過言ではないでしょ
う。珊瑚の塊が積んである所を指して、

「ここが〜〜という神様です」と、その素
朴さに感激させられました。住民の殆ど
は神様に仕える方々です。

No.2〈富士の森と聖祠〉［鳥］
　 台 風 一 過 の 夜 明 け 前、富 士 山 の 約
�,�00メートル地点にある祠で、今一度
録音しようと、林道に入ろうとしたら通
行止め。脇道から入れないかと試みるも、
全て遮断されていました。
　快晴の録音最適日なのにと、溜息混じ
りで周囲を眺めていたところ、胎内神社
の看板が目に入りました。
　「一度も行った事がない」、と録音を
諦めて車で入って行きました。５分ほど
走って行き止まりに車を置いて、原生林
を歩くこと�0分ほどの所にありました。
鳥居をくぐって、祠へと降りて行くと何
とも不思議な空間が広がっていました。
　そこの崖には大小幾つもの横穴が…。
　倒木の上を溶岩が流れ、木が燃えて樹
形が残ったという、珍しい噴火の爪痕で
すが、何本もの不思議な空洞が空いてい
ました。
　その窪地の中央辺りに立ってみると、
ゼロ磁場で有名な分杭峠付近で感じた感
覚がありました。
　夜明け前のこの場所は、さぞ怖いだろ
うと覚悟を決めて出かけました。
　録音し始めると、なんとこれまで聴い
た事のない高周波の不思議な鳥らしき声
が盛んに囀っていたではないですか・・・。

№3〈パナリ島〉
　石垣島から高速フェリーで約40分、西
表島の横にある珊瑚が隆起してできた標
高�3メートルという、今にも沈みそうな
２つからなる島。
　奇祭の島としても有名で、渡しの船頭
からは「神様の島なので、島内部には入ら
ないでくれ」ときつく言い渡された。現在
は民宿もあるらしい。
　日差しを避ける事もできず、大やけど
を負ってしまった。
　爽やかな海の音です。

　１枚のCDには２つから３つのトラッ
クで、音楽は入っていません。録音した付
近の写真、６枚付き。

　学研では１枚�6,000円で販売したも
のですが、各�0枚ほど余りましたので、
今回学研のムー編集部の承諾を受けて、
特別価格でお分けいたします。

　会員様の中でムーから直接お買い頂い
た方、また伝聴研からの特販でお買い頂
いた方には気の毒ですが、ご容赦くださ
い。

　伝聴研のCDの殆どは波動（気）の強い
所での録音ですが、特にこのCDでは浄
化作用も強いようです。感覚の鋭い方は
中に宿るパワーが解るようです。

　№�〈久高島のウキタ〉（御嶽）［波］
　№2〈富士の森と聖祠〉［鳥］
　№3〈パナリ島の海〉［波］

（№2の最初の１秒に信号が再生されます。
ご承知ください。）
　各１枚　6,�00円（各�0枚限り）

【虫の音のCDについて】
《虫の音の効果》

　第�6号の会報で
ご紹介し、２月に制
作した虫の音のCD
ですが、長い間の懸
案で、ようやく見つ
けた日本一の草原、
これを３年間録り
溜めたものでした。
　虫の音は聴覚、脳
に特異な効果があ
るだろう事は直感
から予想していま
した。
　この制作中、明け
方までヘッドフォ
ンを被って作業を
していましたが、驚
いた事に思わぬ効
果が私自身起こりました。
　高周波にとても敏感になった事です。
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すなわち聴力が格段に上がった事と高い
周波数まで聴き取れるように、また耳鳴
りも殆ど無くなりました。
　体への影響も大きいのではないかと予
想していますが、買って頂いた方からの
ご意見をお待ちしています。

《ウルトラ》へのバージョンアップ
　BOX製品で標準ヘッドフォンをお持
ちの方は是非より高度なトレーニングが
できる《ウルトラ》へのバージョンアップ
をお薦めいたします。
　この《ウルトラ》は超音波を発生させて
いるようで、脳神経に直接音を届けるら
しいことが解っています。
　そのためにたいへん微細な音まで捉え
る事ができます。
　この性能を現在の一般的な市販品と比
べても、50万円支払ってもこれだけの
音質は望めないでしょう。
　バージョンアップには�0日ほど必要
です。　　　　 　送料込み　36,000円

《DenDAC》《デンダック》
パソコンでトレーニングしたい方の必需品
お陰様で2000本を突破しました。
　一般のオーディオユーザーからも、パ
ソコン利用者からも注文を頂いていま
す。
　発売してから５年くらいになります
が、未だこれに匹敵する良い商品は出て
きません。それもそのはず、世の中は「安
い、悪い」方向にしか動いていません。

　ＵＳＢオーディオ《デンダック》を使
用時の音の素晴らしさは比類がありませ
ん。
　《デンダック》
開発前は、パソ
コンは音質が極
め て 悪 い た め
に、パソコンで
の再生を禁止し
ていました。
　この《デンダック》を開発して以来、理
想的な音質でのトレーニングが可能にな
り、パソコンでのトレーニングを今は推
奨しています。
　《デンダック》を使って頂く事によって、
どのような音質でトレーニングをして頂

いているか、把握できますので、お問い合
せ頂いた時には的確な判断ができます。
　お手持ちのコンピュータのUSB端子
に差し込み、《デンダック》にヘッドフォ
ンの端子を繋ぐだけ。
　一般価格12,600円→通常の会員価格
11,970円のところ、

キャンペーン特別価格　10,500円

推奨、健康関係
「うがい水」【ヒスクリーナー】

殺菌しなければと思っ
たら使ってください。
とても便利な安全な殺
菌剤です。
　本を書いてくださっ
た葉山先生が開発され
た殺菌剤「うがい水」
です。自然のものから
作ったために無害です
が、念のために飲まな
いようにお願いいたし

ます。

　加湿器に数滴入れて噴霧。ウイルスの
侵入を予防する。強力な殺菌効果。
　水虫の臭いがなくなった。
　痔が簡単に消えてしまった。
　アトピーが痒くなくなった。
　口臭も防止。
　風邪予防のうがいの他、口臭予防にな
ど、あらゆる殺菌にどうぞ。

　社員が痔核になり「なかなか治りませ
んでしたが、ヒスクリーナーを塗って簡
単になくなってしまいました。」
　「こんなところにも利用できるんです
ね」。
　他では手に入りません。
　高いと思われるかも知れませんが、
50ccは使いでがあります。
　一家に１本、予防のための必需品です。
　会員価格　50cc入り　5,035円

【でんでん米】
　20個と夜食のちょっとした気遣いで、
せっかく５キロの減量に成功して、鏡に
映る私のお腹も何とか見られるようにな
りました…。がその安心感と、年末年始の

忙しさに加え、韓流時代劇にはまってし
まって、夜食が増え、気づいた時にはまた
元の黙阿弥。また20個３キロ減量を目指
して頑張りはじめました。
　頑張るとは言ってもコレを食べるだけ
なのですが。
　たまに食べるとお赤飯のようで美味し
いです。
　以前紹介したときに「こんなに簡単に
痩せられるとは」、という声が沢山寄せら
れました。

　会員価格１個　294円
　�0個以上は１個につき　275円

【不思議な石鹸】

　毎回大人気の石鹸で、すっかり定着し
ました。（エステでは３倍くらいの価格
で売っているようです。最高値は一個
�2,600円という情報を得ました。複雑
な気分です。）今回手持ちの在庫が終わる
来年から若干価格の変動（上がる可能性）
があります。
　柔らかい石鹸ですので、手で全身を洗
えば一般の石鹸より長持ちします。決し
て高いものではありません。
　キャンペーン期間中何個でも、何回で
も注文を承ります。
伝聴研通常会員価格2,000円
キャンペーン価格  
　１個　1,500円　５個　7,300円　
　７個 10,150円　10個14,300円 
　30個以上１個につき1,400円
　キャンペーン期間中は何回でもどうぞ

【知って欲しい効果】 
超ミネラル水「岩の力」２リットル

　毎回ご紹介している「岩の力」、
　通常価格　10,500円
　１本目のみのお披露目価格　9,000円
　通常は体重の2000分の�を目安に飲
みます。（例：体重60㎏→30cc）
　人間に必要な百数十種類のミネラル成
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ヘッドフォンについて
　「ヘッドフォンの耳当てがボロボロに
なってしまって、何とかなりませんか」と
いうご質問をよく受けます。
　一生懸命トレーニングした結果ですの
で、可能な限り、ありがたく修理させて頂
いています。どうぞ遠慮なくご相談くだ
さい。サービス価格、送料込み3,900円
で修理しています。
　また音が出なくなってしまった。踏ん
づけてしまった、などの場合も形さえあ
れば、同じくサービス価格にて新品交換
もさせて頂いています。

会員会報・第 17 号・2012. ６月 発行
 ㈱ 傳田聴覚システム研究所

〒 222-00�3 　横浜市港北区錦が丘 �� 番 �� 号
TEL：045-439-5955 　 FAX：045-439-5956
info@denchoh.com 　　http://www.denchoh.com

レンズクリーナーについて
　時々お知らせしていますが、CDプ
レーヤーは、レーザー光線でデータを読
み込んでいます。使っているうちにレン
ズが汚れ、音飛びをしたり、再生できなく
なったりします。
　定期的に掃除をする必要があります。
　CDプレーヤーの必需品CDレンズク
リーナー。お近くの電気量販店でもお求
めください。千円以上のものをお使いく
ださい。レンズを傷めます。
　乾式　1,470円（簡単に使いたい場合）
　湿式　1,890円（しっかり落としはこちら）

・・・・・・・・お知らせ・・・・・・・・
　わかさ出版「夢21」の８月号（７月20
日発売）に伝聴研のトレーニングセット
の特集が組まれます。
　掲載されている“ブレインシグマ”と
いう製品は皆様がお持ちの‘ブレインス
イッチBOX’ ‘ミラクルサウンドBOX’と
同等品で、これをお求めになる必要はあ
りませんが、この雑誌にシステムの効果
を知らしめるためのＣＤが添付されてい
ます。
　これまで表に出さなかった内容で一般
のヘッドフォンでも聴いて頂けるものに
なっています。
　是非「夢2�」を手に入れてください。

《編集後記》
　�6号の会報で虫の音のCDとアン
プをご紹介しましたが、何れも制作
に追われ、予想を超える手間に、会報
制作前の�0月頃から今年２月まで
これらの問題にかかりきりになって
しまいました。
　さらに個人的にも自宅の引越と重
なり、大変な時期でしたので、まあ良
く持ちこたえたと、一段落してみる
と１ヶ月くらい抜け殻のようになっ
てしまいました。
　今年の春は遅かったですが、一気
に夏の気配です。
　この会報が皆様に届く頃、私は野
山を駆けずり回っていることと思い
ます。
　また半年後に会報をお届けいたし
ます。お元気でお過ごし下さい。

分がバランス良く入っています。
　現代の野菜は沢山の肥料によって育て
られているので、野菜がサボってしまっ
て大地の恵みであるミネラル成分を吸い
上げてないとのことです。ミネラル不足、
そこに成人病の元が…。
　野菜から「岩の力」30cc分のミネラル
成分を取ろうとすると小型トラック一台
分にもなるとのことです。
　成人病の心配から解放されます。
　保険医が開発した製品です。既に患っ
ておられる方は、先生と電話で相談しな
がら使って頂く事になります。
　１本だけでも試してみてください。
知って損はありません。
　冷蔵庫で長期保存で
きます。
　温泉の渋い、酸っぱ
い味がします。
　体調が悪い時は甘く
感じ、良い時は渋く、
酸っぱく感じます。
　今回お分けした会員
さんから、特異な効果
が寄せられました。
　これをシミに塗った
らたちどころに消えたという信じられな
い効果の報告を頂きました。

〈製造元のミネラル総研から〉
　放射性ヨウ素　検出せず
　放射性セシウム　いずれも検出せず
という詳しいデータが寄せられています。
　安心してお飲み下さい。

【入浴剤スーパーミネラル】
　「アクア」�00㎖
　6,300円
　温泉に入っている
以上の効果を実感！
　すっかり定着した
優れた製品です。
　入浴以外は使わな
いでください。
　今回も前回同様、一般価格6,300円を
　　１本目のみ5,000円。
　　２本目からは会員価格6,000円。

CDプレーヤーの必需品

・・・・・夏休みのお知らせ・・・・・
　平成24年８月��日（土）〜平成24年８
月�6日（木）

・・・・・・・営業日、時間・・・・・・・
　定休日　　土日、祝祭日
　営業時間　�0時〜�8時

・・・・・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
行っています。
　お誘い合わせの上お出でください。
　予約が必要です。
　　７月 �5日（日）第３日曜日
　　８月 ５日（日）第１日曜日
　　９月 �6日（日）第３日曜日
　　�0月2�日（日）第３日曜日
　　��月�8日（日）第３日曜日
　　�2月 ２日（日）第１日曜日
　ご友人をお誘いください。
・会報特価は８月15日までです。
・商品は全て税込価格です。
・注文額、１万円未満は送料500円が

必要です。


